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1 概説

1.1 お問い合わせ先

サポート

本ガイドに掲載されていない内容に関するお問い合わせや、ご質問、その他問題点がある場合は
ブレインラボのサポート部門までご連絡ください。

地域 Tel＆Fax E メール

アメリカ合衆国、カナダ、中南
米

Tel：+1 800 597 5911

Fax：+1 708 409 1619
us.support@brainlab.com

ブラジル Tel：(0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

英国 Tel：+44 1223 755 333

support@brainlab.com

スペイン Tel：+34 900 649 115

フランスおよびフランス語圏 Tel：+33 800 676 030

アフリカ、アジア、オーストラ
リア、ヨーロッパ

Tel：+49 89 991568 1044

Fax：+49 89 991568 811

日本
Tel：03 3769 6900

Fax：03 3769 6901

標準使用期間

ブレインラボでは Dose Review の使用期間を 10 年としています。この期間中は、ソフトウェアの
更新およびサポートを提供します。

フィードバック

本ガイドは入念に校閲しておりますが、万が一記載内容に誤りがあった場合には
user.guides@brainlab.com にご連絡ください。

製造販売業者

ブレインラボ株式会社

〒 108-0023

東京都港区芝浦 3-2-16 田町イーストビル

外国製造業者

Brainlab AG

Olof-Palme-Straße 9

81829 Munich

Germany

概説
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1.2 リーガルインフォメーション

著作権

本ガイドには、著作権により保護された専有情報が含まれています。ブレインラボの書面による
許可を得ることなく、本ガイドを複製、翻訳、配布することを禁じます。

ブレインラボの商標

• Brainlab®は Brainlab AG の登録商標です。

• iHelp®は Brainlab AG の登録商標です。

他社の商標

• Microsoft®および Windows®は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録
商標です。

• Adobe®および Acrobat®は、米国およびその他の国における Adobe Systems Inc.の登録商標で
す。

特許情報

本製品は 1 つまたは複数の特許、あるいは出願中の特許に保護されている可能性があります。詳
細についてはリンク先を参照してください。www.brainlab.com/patent

内蔵されたサードパーティーソフトウェア

本ソフトウェアの一部は以下の製品を基に作成されています。完全なライセンスおよび著作権情
報の表示は、以下のリンクにあります。

• Independent JPEG Group. (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)

• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)

• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md)

• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

• Apache Software Foundation により開発された Xerces-C++ (https://xerces.apache.org/
xercesc/)

• 本製品は、Altsoft bvba が独占的に所有する XML2PDF Formatting Engine を使用しています。

CE ラベル

CE ラベルは、ブレインラボの製品が医療機器指令 93/42/EEC（MDD）の基本的要
件に適合していることを示します。

RT Elements Dose Review は、MDD の規則に準拠したクラス IIb 製品です。

本製品に関連する事象の報告

本製品に関連して生じたと考えられる深刻な事象は、必ずブレインラボに、またヨーロッパ内で
は各国の対応する医療機器の所轄官庁に報告することが求められています。

リーガルインフォメーション
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1.3 マーク

警告

警告

警告は、三角形の警告マークで示します。警告には、装置の使用または誤使用によって生じ得る
傷害や死亡、またはその他の重篤な結果に関する安全情報が含まれています。

注意

注意は、円形の注意マークで示します。注意には、装置に生じ得る不具合、故障、破損、または
施設への損害に関する重要な情報が含まれます。

注記

注記： 注記には、イタリック体で補助的な有用情報を示します。
 

概説
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1.4 システムの使用

使用目的／使用適応

RT Elements は、頭蓋部、頭頸部および体幹部病変に対する、定位放射線治療のためのコンピュー
ター支援および Linac を用いた放射線治療のために設計された放射線治療計画用アプリケーショ
ンです。

注記： RT Element の 1 つとして、Dose Review アプリケーションは等線量曲線のレビュー、DVH
のレビュー機能のほか、線量比較および線量合算機能を持っています。
 

対象患者集団

患者集団に制限はありません。

使用が想定される場所

対象とする環境は臨床計画室です。

対象ユーザーのプロファイル

典型的ユーザーは、放射線治療計画を実施する医療専門家（医学物理士、放射線腫瘍医、診療放
射線技師、医師など）です。

妥当性確認

警告

患者の治療前に、システムに入出力されるすべての情報に間違いがないかを確認してください。

システムの使用
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1.5 医療機器およびソフトウェアの適合性

その他の他社製の機器

警告

本ユーザーガイドで適合すると記載されていないハードウェアは使用しないでください。患者の
ミスアライメントにつながります。サポートしているリニアック/MLC の組み合わせについて、詳
細はブレインラボ販売営業部またはサポート部門にお問い合わせください。

適合するブレインラボ製医用ソフトウェア

ブレインラボによって指定されたブレインラボ製医用ソフトウェアのみをシステムにインストー
ルして使用することができます。ブレインラボ製医用ソフトウェアとの適合性についてご不明の
点についてはブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。

その他の他社製のソフトウェア

ブレインラボは、Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology（IHE-RO）
（http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/）による Multimodality Registration for Radiation
Oncology のプロファイルで推奨されているとおり、レジストレーションを交換するシステムのみ
を使用することをお勧めします。本書に使用されている定義は臨床医およびベンダーから成るグ
ループで決定したもので、臨床でのワークフローおよびそれに関連する安全上の配慮について記
載されています。

警告

サードパーティーの医療ソフトウェアがインストールされたプラットフォームに、ブレインラボ
の RT Elements をインストールすることはできません。これは、ブレインラボの RT Elements と
サードパーティーソフトウェアが互いに影響し合う可能性を否定できないためです。上記の事情
により、ブレインラボ RT Elements の所定のインストール条件に適合するプラットフォームの用
意および確認は、お客様の責任において行ってください。検証には、クリニカルユーザーガイド
のソフトウェア再検証方法がご利用いただけます。

ウイルススキャンおよびマルウェア

ブレインラボでは 新のウィルス対策ソフトウェアでシステムを保護することが推奨されていま
す。

一部のマルウェア保護ソフトウェア（ウィルススキャナーなど）の設定により、システムのパフ
ォーマンスが低下することがあります。たとえば、リアルタイムスキャンが行われ、個々のファ
イルアクセスが監視されると、患者データの読み込みと保存に時間がかかる可能性があります。
リアルタイムスキャンを無効にし、臨床業務を行わない時間帯にウィルススキャンを行うことが
推奨されています。

警告

お使いのウィルス対策ソフトウェアにより、次のようなブレインラボのディレクトリーが変更さ
れないように注意してください。

• C:\Brainlab、D:\Brainlab、F:\Brainlab など

• C:\PatientData、D:\PatientData ｍ F:\PatientData など

警告

治療計画中に更新データのダウンロードおよびインストールを行わないでください。

詳細については、ブレインラボのサポート部門までお問い合わせください。

Windows 向け Microsoft Security Updates とドライバー更新

ブレインラボではセキュリティーパッチのインストールのみが許可されています。サービスパッ
クやオプションの更新プログラムはインストールしないでください。更新プログラムが正しく、

概説
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適切な時間にダウンロード、インストールされているか、設定を確認してください。ブレインラ
ボのプラットフォーム上でドライバーの更新は行わないでください。

設定に関する詳細、およびブレインラボのサポート部門によりブロックされている Microsoft
Security Updates の一覧にはブレインラボのウェブサイトをご確認ください。

アドレス：www.brainlab.com/updates

パスワード：WindowsUpdates!89

リモートヘルプ

要請があれば、ワークステーションには iHelp®（Axeda）を経由してブレインラボのサポート部門
がリモートアクセスする機能を搭載することができます。

医療機器およびソフトウェアの適合性
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1.6 技術的要件

ログイン情報

警告

ご自身のログイン情報を他人に知らせないでください。治療計画に加えられた変更の全責任はお
客様にあります。ユーザー名やパスワードに異常がある場合は、システム管理者に連絡してくだ
さい。

ハードウェア仕様

コンピューターハードウェアは病院環境内での使用を対象としています。病院では IEC 60601-1、
IEC 60950 などの一般的規制および基準を順守してください（すなわち、病院環境の中では、適用
される基準に合致するパーツしか使用できません）。

コンポーネン
ト

低条件 推奨条件

プロセッサー

Westmere Microarchitecture（2010 年
1 月発売）採用および物理コア 6 個の
Intel XEON CPU

または

Haswell Microarchitecture（2013 年 6
月発売）採用および物理コア 4 個の
Intel i7 CPU
例：

• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Skylake Microarchitecture（2017 年 8
月発売）採用 Intel XEON CPU またはそ
れ以降の製品。

コア数：

• 本ソフトウェアは多数のコアを利用
可能です

• 計算速度はコア数とクロックレート
により増加します

• 少なくとも 12 個の物理コアが推奨
されます

例：

• Intel Xeon W 2195、Intel Xeon
Gold 6148

メモリー
24 GB
サーバーでは 1 ユーザー追加ごとに 4
GB の追加メモリー

64 GB
サーバーでは 1 ユーザー追加ごとに 16
GB の追加メモリー

グラフィック
カード

DirectX 11 に適合するグラフィックメ
モリー 1 GB 以上およびハードウェア
機能レベル 10 のグラフィックカード

NVIDIA カードの 小ドライバーバージ
ョン：361.91（ODE Branch）

例：

• NVIDIA Quadro 2000

DirectX 12 に適合するグラフィックメ
モリー 4 GB 以上およびハードウェア
機能レベル 11 のワークステーション
グラフィックカード

アクセラレーターメモリーとアクセラ
レーター間の広いメモリー帯域幅およ
び 640 以上の GPU コアが推奨されます

Pascal Chipset 搭載 NVIDIA Quadro
Series またはそれ以降の NVIDIA ドラ
イバーバージョンの製品 385.41 以降

（ODE Branch）

例：

• NVIDIA Quadro P2000 、 NVIDIA
Quadro P4000

画面解像度 1920 x 1080
1920 x 1200 (WUXGA)

2560 x 1440 (WQHD)

ネットワーク
接続

100 Mbit/s 1 Gbit/s

現在サポート対象になっているブレインラボプラットフォーム：

• Planning Station 9 Premium

• Planning Workstation 8.0 RT (Planning Workstation for RT)

概説
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• Planning Workstation 7 Workstation (Planning Workstation Premium)

• Node Server Hardware 5.1 Premium

• Node Server Hardware 5.1

• Node Server Hardware 5.0 (iPlanNet Server 5.0)

• BL Server Hardware 4.0 (Node Server Hardware)

ワークステーションのハードウェアコンポーネントを変更することはできません。システムに加
えられた変更に対して、ブレインラボは責任を負いません。必ず現地の規制を順守してください。

ソフトウェアの前提条件

現在サポート対象になっているブレインラボプラットフォーム：

• Windows Ultimate 7 64 ビット、SP1

• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

• Windows Server 2012 R2 64 ビット

• Windows Server 2016

• Windows Server 2008 64 ビット、SP2（非推奨）

サービスパックの適合性に関する詳細は、ブレインラボサポート部門の専門担当者にお問い合わ
せください。

ブレインラボは、病院の IT 規制、ブレインラボのウイルス対策、Windows Update ポリシーに従っ
て Microsoft Security Updates を行い、オペレーティングシステムを更新することをお勧めしま
す。Microsoft Security Update のインストールに関連する問題は発生しないと考えられます。
万が一問題が発生した場合は、ブレインラボのサポート部門にご連絡ください。

オペレーティングシステム（hotfix）またはサードパーティーソフトウェアのアップデートは診
療時間外に試験環境で実施し、ブレインラボシステムが正しく動作することを確認してください。
ブレインラボでは、問題がないか確認するためリリースされた Windows の修正プログラム
（hotfix）を監視しています。オペレーティングシステムの hotfix に関して問題が発生した場合
は、ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。

システムの受け入れ後、ソフトウェアインストールのバックアップが作成されます。このバック
アップは、ソフトウェアのライセンスが与えられているワークステーション以外では動作しませ
ん。

ウイルススキャナー

システムがローカルエリアネットワーク（LAN）に接続されている場合、ブレインラボでは、マル
ウェア防護ソフト（ウィルススキャナーなど）をインストールし、その定義ファイルを継続的に
アップデートすることを推奨しています。マルウェア防護ソフトウェアの設定によってはシステ
ムパフォーマンスが低下する可能性があることにご注意ください。たとえば、各ファイルのアク
セスを監視すると患者データの読み込みや保存が遅くなることがあります。そのためブレインラ
ボでは、リアルタイムスキャンを無効化し、診療時間外にウイルススキャンを実施することをお
勧めしています。

コミッショニングの要件

警告

ブレインラボが 新の測定手順をご提供します。ビームデータの取得時には 新の測定手順が使
用されていることを確認してください。詳細については、ブレインラボサポート部門にお問い合
わせください。

警告

線量アルゴリズムと MU 計算の精度は、測定されたビームデータの質に直接依存します。ビーム測
定が正しく行われていることを確認する責任はお客様にあります。

治療計画ソフトウェアのコミッショニングについては、Physics Administration ソフトウェアユ
ーザーガイド 5.0/5.5、および 新版の Brainlab Physics テクニカルリファレンスガイドに説明

技術的要件
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があります。Physics Administration5.0/5.5 によって作成されたマシンプロファイルのみが、本
ソフトウェアとの併用に有効です。

注記： 治療前にビームデータを含むマシンプロファイルを承認してください。
 

警告

出力データの質は入力データの質に大きく依存することに常にご注意ください。入力データユニ
ット、ID、その他どのような品質に関する問題も、異常な点や不確実な点があればデータ使用前
に徹底的に調査する必要があります。

概説
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1.7 トレーニングとドキュメンテーション

ブレインラボのトレーニング

システムを安全かつ適切に使用するために、全ユーザーがシステム使用の前にブレインラボの担
当者による必須のトレーニングプログラムを受講してください。

責任

警告

本システムは、医療スタッフを補助するにすぎず、使用の際に医師の経験や責任に代わるもので
はありません。

ユーザーガイドの確認

本ガイドには、取り扱いに注意を要する複雑な医用ソフトウェアまたは医療機器に関する説明が
記載されています。

そのため、システム、器具やソフトウェアのすべてのユーザーが以下を実施することが重要です。

• 装置を操作する前に本ガイドをよく読むこと

• 本ガイドを常に手元に用意しておくこと

使用可能なユーザーガイド

ユーザーガイド 内容

Patient Data Manager 患者データの管理方法について

DICOM Viewer ソフトウェアユーザ
ーガイド

データレビューの方法について

Smartbrush ソフトウェアユーザー
ガイド

オブジェクトをマニュアルで作成する方法について

Object Manipulation ソフトウェ
アユーザーガイド

オブジェクトの表示と修正方法、オブジェクトへのマージ
ンの追加方法、既存のオブジェクトに対して、演算処理に
基づき新しいオブジェクトを作成する方法について説明

Multiple Brain Mets SRS ソフト
ウェアユーザーガイド

頭部の多発転移巣に対する放射線治療計画の作成方法につ
いて

Cranial SRS ソフトウェアユーザ
ーガイド

頭部の病変に対する放射線治療計画の作成方法について

Spine SRS ソフトウェアユーザー
ガイド

脊椎の転移巣に対する放射線治療計画の作成方法について

Brainlab Physics テクニカルリフ
ァレンスユーザーガイド

アルゴリズムおよび品質保証限度の詳細

Physics Administration ソフトウ
ェアユーザーガイド

測定したビームデータおよびマシンプロファイルを管理す
る方法の詳細

PatXfer RT クリニカルユーザーガ
イド

iPlan RT データを Brainlab Advanced フォーマットの
DICOM データに変換する方法の詳細

Patient Support System ハードウ
ェアユーザーガイド

フレームレスラジオサージェリーコンポーネントおよびロ
ボティクスの詳細

ExacTrac クリニカルユーザーガイ
ド

ブレインラボの患者ポジショニングシステムの詳細

ExacTrac Vero クリニカルユーザ
ーガイド

ブレインラボの Vero 患者ポジショニングシステムの詳細

トレーニングとドキュメンテーション

14 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 Dose Review バージョン 2.0



2 ソフトウェアの概要

2.1 はじめに

背景

Dose Review では、あらゆる RT Planning Elements（例：Multiple Brain Mets SRS）で保存した
線量計画をレビューすることができます。

前のソフトウェアバージョン、Dose Review 1.0 ではサードパーティーソフトウェアからインポー
トした線量計画をレビューすることができます。

安全上の注意

警告

治療計画装置および放射線治療システムのエラー、限界、または精度のずれなどの検出に適した、
包括的な QA プログラムを確立する責任はユーザーにあります。詳細は、Brainlab Physics テクニ
カルリファレンスガイドの品質保証の章を参照してください。

警告

治療計画工程全体を通して、常に患者データセットが正しいことを確認してください。患者情報
は、各 Element のナビゲーターエリアに表示されます。

警告

ブレインラボにより返却されたデータの正確性の確認、ならびにブレインラボのフィードバック
や推奨の正確性の確認は、全面的にユーザーの責任において行ってください。患者の治療を実施
する前に、必ずブレインラボにより返却されたデータの安全性および有効性を検証してください。

DICOM の適合性

本ソフトウェアは、DICOM 3.0 マージライブラリーをサードパーティーシステムへの情報転送プ
ロトコルとして使用します。DICOM では、異なるベンダーシステム間の全般的相互運用を容易にし
ます。本ソフトウェアで使用されているように、DICOM RT（放射線治療）は、複数のシステム間
で特定のデジタル画像、グラフィカル画像や画像でないデータの転送に用いる DICOM オブジェク
トの中でも 新のものです。

詳細については、www.brainlab.com/DICOM に掲載された DICOM 適合性に関する 新の声明を参照
してください。

ブレインラボが実施した DICOM 設定は、正しく相互運用されていることを保証するものでは決し
てありません。装置が完全に作動し、正確な結果が出ているかはユーザー側でご確認ください。

警告

サードパーティーの治療計画システムからインポートした、またはそのようなシステムにエクス
ポートした組織構造の形状は慎重に確認してください。DICOM 規格の性質上、DICOM 規格は各 TPS
ベンダーによって異なった解釈がされるため、転送中に一部の組織構造が修正されたり、偶発的
に変更されることがあります。

また、輪郭を描出するアルゴリズムが異なるため、構造の形や体積もシステムごとにわずかに異
なる可能性があります。したがってサードパーティーシステムにインポートした後は必ず慎重に
構造を検証してください。

ソフトウェアの概要
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DICOM 自体は、相互運用を保証するものではありません。しかし適合性の声明によれば、同じ
DICOM 機能をサポートしている別のアプリケーション間の相互運用をファーストレベルで検証す
ることが望ましいとされています。適合性に関する声明は DICOM 規格と併せてお読みになり、必
ず理解しておいてください。

IEC 62266 の “Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” 第 11 章 “Caution
to Users” には次のように記載されています：「...放射線腫瘍治療装置の購入者は、所持してい
る機器が他の機器と実際に通信し、DICOM のプロトコールおよび定義で情報を問題なく転送できる
ことを確認しなければならない」。

サードパーティーの DICOM インタフェース

警告

DICOM 規格の解釈が異なると、DICOM のプロトコールが送ったデータ表現の実行内容が変わる可能
性があります。ブレインラボのアプリケーションでインポートしたデータに不備がなく、すべて
正確かどうかを検証してください。

ブレインラボシステムへのインポート前に DICOM ファイルの完全性に問題があるかどうかを検証
する手段は DICOM 規格にありませんので、DICOM 転送はネットワーク経由でのみご利用ください。
これにより、データ交換中にデータを簡単に操作できなくなります。DICOM データをファイルとし
て記憶媒体に書き込んだ場合、書き込みまたは印刷されたあらゆる種類の患者記録と同様、一切
ファイルが変更されないように慎重に取り扱うことをお勧めします。

RT Planning のワークフローから Dose Review を開始する方法

ステップ

1. 患者を選択します。

2. RT Planning Elements のワークフローの 1つを開きます（例：Multiple Brain Mets SRS）。

3. 線量計画を含む患者データセットを選択します。

選択した RT Planning Element のワークフローに関係するすべての Elements が自動的に
表示されます。

4.

Dose Review を選択します。

警告

RT Elements で使用できるデータ以外にも、その他多くの患者データが存在する可能性がありま
す。たとえば、別のプランニングステップの結果やサードパーティーシステムのデータなどです。
この場合、使用可能なデータを全部はインポートできないというメッセージが表示されます。次
に、インポートした患者データの正確性および有効性を慎重に確認するよう指示されます。

Dose Review 1.0 を使用してサードパーティーソフトウェアで作成された線量計画を開く方法

ステップ

1. 患者を選択します。

2.

Decision Making ワークフローから Dose Review を選択します。

3. サードパーティーソフトウェアで作成した線量計画を含む患者データセットを選択しま
す。

Dose Review 1.0 を含むすべての Elements が自動的に表示されます。

はじめに
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ステップ

詳細は Dose Review ソフトウェアユーザーガイド 1.0 を参照してください。

ソフトウェアの概要
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2.2 ビュー機能

ビューオプション

使用可能なビューオプションは、使用しているレイアウトビューによって異なります。

ボタン 機能

イメージスライスをクリックして、マウスポインターでドラッグします。

• 2D スライス：スライス全体をパンする

• 3D スライス：スライスを回転する

スライスをマウスポインターで上下にドラッグします。

イメージスライスをクリックして、マウスホールでスクロールすることもできま
す。

マウスポインターをドラッグします。

• 縮小するには上へドラッグします

• 拡大するには下へドラッグします

Ctrl ボタンを押しながらマウスホイールで上下にスクロールすると、イメージス
ライスのクリック＆ズームができます。

3D ビューを
回転させる

3D イメージをクリックし、マウスポインターをドラッグします。

注記： この機能にボタンは必要ありません。
 

イメージスライスをクリックし、マウスポインタをドラッグすると、構造のコン
トラストが見やすくなります。

• ハンスフィールド値/グレイ値のレベルを上げる/下げるには、上/下にドラッグ
します。

• ハンスフィールド値/グレイ値のウィンドウ幅を拡大する/縮小するには、右/左
にドラッグします。

ビュー機能
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2.3 データメニュー

データメニューのレイアウト

① ②

図 1  

Data を選択すると、Data メニューおよび使用可能なイメージ、オブジェクト、レイアウトの一覧
が開きます。

No. コンポーネント 説明

① Plan: <Plan Name>

• Images: その計画に関連するイメージセットを切り替えます。

• Doses: 使用可能な線量分布が一覧表示されます。

• Objects: 線量計画（例：転移巣、OAR、Outer Contour）に関
連する使用可能なオブジェクトをすべて一覧表示します。

② LAYOUTS レイアウトを切り替えます。

ソフトウェアの概要
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線量

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

図 2  

No. コンポーネント

① 線量の比較機能

② 線量の合算機能

③ 基準計画は選択を解除できないことを示すためグレーになっています。

④ 青の囲み線と目のアイコンは、その線量計画が線量の比較または線量の合算のために現在
選択されていることを示します。

⑤ 線量計画の名前

⑥ 線量計画が保存された日時

⑦ 線量計画の作成に使用されたソフトウェアの名前と線量処方の詳細

⑧
グリッドサイズに関する情報：

• ペンシルビームの場合、数値は線量グリッドサイズを表します。

• モンテカルロの場合、数値は 大のモンテカルログリッドサイズを表します。

オブジェクト

①

②
③

⑤
④

図 3  

データメニュー
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No. コンポーネント

① すべてのオブジェクト「見える／隠す」ようにするには、「開いた／閉じた」眼のアイコ
ンをクリックします。

②

オブジェクトが見える場合は、青い境界線と眼のアイコンで表示されます。オブジェクト
を隠すには、それをクリックします。

初期設定では、Outer Contour を除く定義済みのオブジェクトおよび Type = Whole Brain
のオブジェクトは見える設定になっています。

③ オブジェクトの体積。

④

その他の情報を見るには、該当するオブジェクトの近くにある矢印をクリックします。

• Basis: オブジェクトの作成に使用したイメージセットの一覧

• Type: オブジェクトのタイプ（例：腫瘍）を表示します。

• Role: 役割（例：PTV）を表示します。

⑤

単一オブジェクトを選択すると、オレンジ色でハイライト表示され、すべてのビューがそ
のオブジェクトに集中し、3D View（Dose Summation 選択時）、Side by Side（Dose
Comparison 選択時）、1 x 1 View および 3 x 3 View レイアウトのボックスと次の補足情
報がメインウィンドウに表示されます。

• オブジェクトの名前

• Size：オブジェクトの体積および直径

• CI：基準計画に基づく原体性指数

• GI：基準計画に基づく勾配指数

• 処方情報：線量および分割数

注記： 基準計画で定義された PTV の処方情報のみが表示されます。
 

レイアウト

Layouts メニューが開き、レイアウトビューを切り替えるには、Data を選択します。

レイアウト 説明

DVH V iew

DVH View には以下が表示されます。

• アキシャル、コロナル、サジタルビュー

• 右側：DVH ビュー

注記： Dose Summation モードでは、選択した線量計画の合計線量を表示し
ます。
 

3D View には以下のビューが表示されます。

• アキシャル、コロナル、サジタルビュー

• 右側：3D ビュー

注記： Dose Comparison モードでこのレイアウトは使用できません。
 

Side by Side View には以下のビューが表示されます。

• 上の列：基準計画のアキシャル、コロナル、サジタルビュー

• 下の列：二次計画のアキシャル、コロナル、サジタルビュー

注記： このレイアウトは Dose Comparison モードでのみ使用できます。
 

ソフトウェアの概要
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レイアウト 説明

1 x 1 View には以下のビューが表示されます。

• 左側：アキシャル、コロナル、サジタルビュー。Dose Summation モード
では、基準線量計画の線量分布を表示します。

• 中央：大きなシングルスライスビューに、Dose Comparison モード選択時
には、Bマークのついたスパイグラスウィンドウに、オーバーレイプラン
を表示します。表示されるスライス断面は左側で選択されているスライ
ス断面によって決まります。Dose Summation モード選択時には、選択し
た線量計画の合計線量分布を表示します。

3 x 3 View には以下のビューが表示されます。

• 左側：アキシャル、コロナル、サジタルビュー。Dose Summation モード
では、基準線量計画の線量分布を表示します。

• 中央：3 x 3 のスライスセットに、Dose Comparison モード選択時には、
Bマークのついたスパイグラスウィンドウに、オーバーレイプランを表示
します。表示されるスライス断面は左側で選択されているスライス断面
によって決まります。Dose Summation モード選択時には、選択した線量
計画の合計線量分布を表示します。

データメニュー
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2.4 ツールバー機能

オブジェクトリスト

①

②

③

④

図 4  

No. コンポーネント

① すべてのオブジェクトを「表示／非表示」にするには、目の「開／閉」アイコンをクリッ
クします。

②

表示されているオブジェクトはすべて青い目のアイコンで示されます。オブジェクトを
非表示にするには、それをクリックするとアイコンがグレーになります。

初期設定では、Outer Contour 以外の定義されたオブジェクトは表示される設定になって
います。

③ Objects リストを表示および非表示にするには、トグルバーを使用します。

ソフトウェアの概要
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No. コンポーネント

④
オブジェクトを選択するとすべてのビューがそのオブジェクトに集中します。3D View、
1 x 1 View および Side by Side View レイアウトでは、右上隅にボックスとその他のオ
ブジェクト情報が表れます。

線量表示および正規化値

①

②

図 5  

オプション

Dose Review を開始すると、選択された線量計画から自動的に線量表示設定が取り込まれます。
線量計画の作成に使用されたソフトウェアとバージョンが示されます。線量計画と一緒に線量
表示テンプレートを保存しなかった場合、Dose Review は初期設定のセットアップを選択します。

線量表示設定は、ツールバー①から選択可能なものを選択することにより変更できます。

線量表示によっては、With②の項目で線量計画の正規化値を変更できます。

Dose Review のインストール時に、次の線量オプション設定ファイルが提供されます。

• Cranial 80% = Def.30 Gy

• Cranial 80% V80

• SRS Absolute

• SRT V95

注記： 線量表示オプションは Clinical Protocol Editor で編集することができます。
 

ツールバー機能

24 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 Dose Review バージョン 2.0



2.5 ショートカット

キーボードショートカット一覧

本ソフトウェアでは以下のショートカットが利用可能です。一部のショートカットは特定のソフ
トウェア機能にのみ使用できます。

説明 ショートカット

次のレイアウトを開く Ctrl + Tab

前のレイアウトを開く Ctrl + Shift + Tab

ズームおよびセンターにズームをリセットする Ctrl + Home

前のオブジェクトを選択する Ctrl + Up

次のオブジェクトを選択する Ctrl + Down

線量分布表示を切り替える Ctrl + D

線量解析表示を切り替える Ctrl + R

すべてのオブジェクトを選択する Ctrl + A

アキシャル面をエクスポートする Ctrl + Shift + A

DVH データをエクスポートする

これは以下の場合にのみ使用可能です。

• 線量計算が完了している（動作中ではない）

• タブに DVH がある

Ctrl + Shift + D

サジタル面をエクスポートする Ctrl + Shift + S

コロナル面をエクスポートする Ctrl + Shift + C

新の距離測定をした線量線をエクスポートす
る

これは以下の場合にのみ使用可能です。

• 線量の表示または閾値の表示が有効化されて
いる

• 線量計算が完了している（動作中ではない）

• 線量距離の測定がアクティブである

Ctrl + Shift + L

ソフトウェアの概要
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ショートカット
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3 治療計画のレビュー

3.1 線量体積ヒストグラム（DVH）

DVH の表示

DVH View レイアウトでは、基準計画で輪郭を作成した各オブジェクトの DVH が表示されます。こ
のビューでは累積ヒストグラムが表示され、少なくとも選択した線量が照射される体積を確認で
きます。

また、このレイアウトには、過剰な線量が照射されるスポットや線量が不足しているスポットを
特定できるビューがあります。

警告

DVH の表示のみを治療計画の選択基準にしないでください。その他の基準（線量分布表示など）も
確認してください。

DVH View のレイアウト

①

図 6  

DVH View レイアウトを開くと、DVH①および拡大されたアキシャル、コロナル、サジタルスライス

ビューが表示され、過剰な線量が照射されるスポットや線量が不足しているスポットを確認でき
ます。

治療計画のレビュー
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DVH の表示方法

ステップ

特定のオブジェクトの DVH を表示するには、DVH View で Objects リストからそのオブジェクトを
選択します。

すべてのオブジェクトの DVH を同時に表示するには、すべてのオブジェクトを表示設定にしま
す。目のアイコンを閉じると、個々のオブジェクトの選択を解除できます。

注記： 基準計画の一部になっているオブジェクトのみが選択可能です。
 

線量体積ヒストグラム（DVH）
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3.1.1 DVH の表示

DVH の表示

DVH の上にマウスを重ねることにより、正確な体積当たりの線量を見ることができます。

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

図 7  

No. 説明

① Volume の目盛を変えるには、体積軸の先端をクリック&ドラッグします。

② 正常組織（NT）のグラフ。

③ Dose の目盛を変えるには、線量軸の先端をクリック&ドラッグします。

④
Min./Mean/Max（ 小／平均／ 大）線量、CI（conformity index = 原体性指数）、GI

（gradient index = 勾配指数）および相対 大線量が DVH の上に表示されます。

注記： これらの値は、基準計画のカバレッジ線量に基づいて計算されます。
 

⑤
詳細なデータを見るには、点の上にマウスを重ねます。制約は各線の上に示されます。こ
の制約点の上にマウスオーバーすると、そのオブジェクトの制約や Conformity Index

（PTV のみ）を含むデータが表示されます。

⑥ 三角形または菱形（治療計画ソフトウェアにより異なる）は処方点を表します。処方点の
周囲に円がある場合、目標は達成されていません。

⑦ 菱形は目的／ 大線量の制約を表します。菱形の周囲に円がある場合、目的／ 大線量の
制約は達成されていません。

⑧ 治療計画の計算に使用された線量アルゴリズム。これはペンシルビームかモンテカルロ
のどちらかになります。

治療計画のレビュー
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DVH の解釈

①

図 8  

DVH 曲線の Tissue は、Data の下の Object リストにある Outer Contour タイプの構造に該当しま
す。

DVH 曲線の Normal Tissue は、Tissue から PTV を差し引いたバーチャル構造に該当します。

Data の Objects リストから構造が選択されていない場合は、表示設定されている全構造の DVH が
表示されます。また、DVH 曲線の Tissue および Normal Tissue は、Outer Contour 構造が表示設
定になっていなくても、表示されます。PTV にはそれぞれ別の青い線が付いていますが、これは正
常組織（NT）グラフと言います。この曲線は PTV 周囲のバーチャルな円環構造に該当し、その CI
の計算に使用します。その体積率は PTV の体積に正規化され、PTV（腫瘍）体積と一緒に NT ① と

して表示されます。

たとえ合算または比較のために他の線量計画が読み込まれていても、患者の形状（組織モデルお
よびオブジェクト）および処方は基準計画に準拠します。そのため、DVH は基準計画に対する処方
点のみを表示します。原体性指数は基準計画の PTV についてのみ計算できます。

その他の DVH 機能

• Grid Size：DVH 生成中にストラクチャーの離散化に使用される解像度

• 線量アルゴリズムの種類は DVH ディスプレイの下に表示されます

• 絶対体積（cm3）と相対体積（%）を切り替えるには、Volume（y 軸の上）をダブルクリックしま
す

DVH の表示
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3.1.2 DVH の原体性指数

背景

原体性指数は、線量分布体積が PTV の大きさおよび形とどのくらい正確に一致しているかを指し
ます。本ソフトウェアは、ターゲット体積ごとに Inverse Paddick 原体性指数（CI）および勾配
指数（GI）を提示します。

警告

各 PTV の原体性指数を確認してください。

Inverse Paddick 原体性指数（CI）

CI は、100%等線量体積がターゲット体積とどの程度一致するかを表す指標です。これは、Inverse
Paddick CI として計算されます。

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• 初の項は、放射線量がカバレッジ線量 Dcoverage を超える正常組織にペナルティーを与えま

す。

• 第二の項は、腫瘍体積内のコールドスポット（カバレッジ線量を下回る線量）にペナルティー
を与えます。

完全な理論的線量分布は CI が "1"になります。

勾配指数（GI）

GI は 100%等線量から 50%等線量に線量が減少する急峻さを表す指標です。

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

完全な理論的線量分布は GI が "1"になります。

原体性指数の計算方法

①

②

③

④

図 9  

CI および GI は、PTV①と正常組織の拡大枠②の線量を評価することによって計算します。大きさ

は、RT 治療計画ソフトウェアで生成された読込み済みの基準計画から読み取ります。

ソフトウェアは正常組織円の境界の線量を調べます。50%または 100%の等線量線が正常組織円の
内側にある場合、ソフトウェアでそれぞれの原体性指数③を計算できます。50%および／または

100%の等線量線が PTV 体積および正常組織円の内側にない場合、ソフトウェアはそれぞれの
CI/GI④を計算できません。正常組織円の境界上で 1つ以上の点が等線量を超過している場合、N/

A と表示されます。これは通常、PTV が互いにかなり近接している場合に発生します。少なくとも
1つの PTV の原体性指数が n/a の場合、体積平均原体性指数は n/a となります。

PTV ボクセルがいずれも処方線量に達しない場合、原体性指数は- -と表示されます。

治療計画のレビュー
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3.2 線量のレビュー

Dose メニュー

各 PTV の線量分布および等線量曲線を確認してください。Dose メニューでは、下記のビューオプ
ションが使用可能です。

警告

線量計算の精度は線量グリッドの解像度に依存します。治療計画の 終承認に使用するデータの
分散はできるだけ小さくして、4 mm 以下にしなければなりません。直径 30 mm 以下の小さいオブ
ジェクトには、3 mm 以下の値が推奨されます。線量グリッドの解像度は基準の線量計画に依存し
ます。

Dose メニューオプション

図 10  

ビューオプション 説明

Dose Off 等線量曲線が表示されません。

Dose Distribution 等線量曲線が表示されます。

Dose Analysis
すべてのオブジェクトの線量過剰領域、線量不足領域およびホットポイ
ント、コールドポイントを表示します。

線量のレビュー
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3.2.1 線量分布

Dose Distribution の使用

Dose Distribution ビューを選択すると、線量分布が等線量曲線および線量の塗りつぶしで表示さ
れます。画像をズームすると塗りつぶしの色が変化して透明になり、下層構造がはっきり見える
ようになります。

警告

線量分布のみを治療計画の決定基準にしないでください。他の基準（DVH など）も少なくとも 1つ
確認し、複数のレイアウトで治療計画を確認してください。

等線量曲線の調整

②

①

③

④

図 11  

ディスプレイには、その処方の等線量曲線、Clinical Protocol Editor の Dose Option テンプレ
ートにある各値の等線量曲線、および変更可能なハイライト値が表示されます。

治療計画のレビュー
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No. 説明

①

ビューの右下にある色分けされたグラフ凡例は、現在どの等線量曲線が絶対線量値として
表示されているかを示します。

等線量曲線の数はビューのズームレベルに応じて変化します。ズームインすると、さらに
多くの等線量曲線が表示されます。ズームアウトすると、細い等線量曲線は消えます。

② 表示する特定の等線量曲線を設定するには、Highlight の横のボックスにその値を入力し
ます。

③ 絶対線量からパーセンテージに変更するには、その凡例の右上隅をダブルクリックしま
す。その逆も同様です。これは等線量曲線と DVH 表示の両方に当てはまります。

④ その等線量曲線を隠すには、凡例で等線量曲線の横にある値をダブルクリックします。も
う 1回ダブルクリックすると、等線量曲線が再び表示されます。

線量の塗りつぶし表示をハイライト表示する方法

①

図 12  

線量分布
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ステップ

特定の線量値に対応する線量の塗りつぶし表示および等線量曲線をハイライト表示するには、グ
ラフ凡例①の値の上にマウスポインターを重ねるか、線量曲線の上に重ねながら shift を選択し

ます。

これは低中線量曲線にも有効です。

治療計画のレビュー
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3.2.2 Dose Analysis

Dose Analysis の使用

Dose Analysis ビューで、治療計画内のリスク範囲に焦点を当てることができます。PTV およびそ
の他組織構造オブジェクト内の線量レベルを表示し、線量不足と線量過剰の箇所をハイライト表
示します。

Dose Analysis による PTV と OAR の解析

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

図 13  

PTV は緑色で表示され、その他のオブジェクトは青色で表示されます。

No. 説明

① 正常組織の線量はオレンジ色で示されます。処方線量、処方線量の 50%、および定義可能
なハイライト値の等線量曲線が示されます。

② 大／目的の制約値を超える PTV 内の線量はピンク色でハイライト表示されます。

③ 処方値と 大／目的の制約値の間にある PTV 内の線量は無色です。

④ PTV 内の処方値より低い線量は、緑色でハイライト表示されます。

⑤ PTV 内のラベルが付いた点（赤）は、 高線量を示します。

⑥ PTV 内のラベルが付いた点（緑）は、 低線量を示します。

⑦ OAR の内側に入る線量は青色の塗りつぶしでハイライト表示されます。線量レベルが高
くなると色が不透明になります。

⑧ OAR 内のラベルが付いた点（赤）は、 高線量を示します。

Dose Analysis
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3.2.3 Measure メニュー

使用する座標

DICOM 座標系で X、Y、Z座標が表示されます。

ポイントの線量を測定する方法

ステップ

1.

Measure メニューの Point を選択します。

2.

画像内のポイント線量を確認するには、画像内で目的とする位置を選択します。そのポイ
ントにおける画像情報が表示されます。

• Point Dose：事前に計算された線量グリッドにかかわらず特定の点で計算した線量。

• 3D Volume Dose：事前に計算された線量グリッドと、グリッド内の周辺点からの補間を
使用して計算された特定の点での線量。この補間のために、この時点での実際の線量値
は Point Dose よりわずかに高くなる可能性があります。したがって、3D Volume Dose
は早く計算できますが、Point Dose ほど正確ではありません。線量の塗りつぶし表示
も、事前に計算された線量グリッドから補間されます。

注記： MR スキャン画像の場合、表示されるポイント値はグレイレベルです。CT スキャン
画像の場合、ハンスフィールドユニットです。
 

注記： Dose Distribution ビューでもポイント線量を測定でき、線量情報も表示されま
す。
 

3. ポイントを動かすにはマウスポインターをその上に重ねて、左マウスボタンで新しい位置
にドラッグします。

4. ポイントを 1つ削除するには、そのポイントを右クリックします。すべてのポイントを削
除するには、Measure の下の Point を選択して機能の選択を解除します。

警告

画像のスケール表示を確認してから、患者の治療を実施してください。

治療計画のレビュー
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距離の測定方法

ステップ

1.

Distance を選択します。

2.

スライス内の距離を測定するには、スライス内で目的とする 2点を選択します。これら 2
点の距離と、終点の情報が表示されます。

3.

別のスライス上にある 2点間の距離を測定するには、

a.1 枚目のスライスで目的とする点をクリックします。

b.マウスホイールで目的のスライスまでスクロールします。

c.目的とするスライスで 2番目の点をクリックします。

これは別々のイメージビュー間でも行うことができます。

注記： 終点は目的のスライス上では十字形で、中間スライスではドットで表示されます。
 

4. 線を動かすにはマウスポインターをその上に重ねて、左マウスボタンで新しい位置にドラ
ッグします。

5. すべての線を削除するには、Measure の下の Distance を選択して機能の選択を解除しま
す。

Measure メニュー
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4 線量比較と線量合算機能の使用

4.1 治療計画の読み込み

背景

患者フォルダーに線量計画が 2 つ以上ある場合、別の計画の線量を読み込んで基準計画と比較ま
たは合算することができます。

比較または合算のため読み込んだ線量は、同じデータセットか、基準計画のイメージセットにフ
ュージョンされたデータセットのいずれかになければなりません。正規化値を変更した場合、基
準線量と合算または比較のために追加された線量の両方に新しい値が適用されます。

異なる計画用 CT データセットに基づく計画からの線量を比較または集計する場合は、Dose
Review が自動的に開く Image Fusion を使用して CT データセットをフュージョンする必要があり
ます。

注記： 線量比較および合算モードでは、基準計画の線量に加えて、線量のマトリックスのみを表
示します。データセット、イメージおよびオブジェクトは基準計画のものです。
 

注記： 基準計画と、比較または合算のため追加した線量の線量グリッドサイズは異なる場合があ
りますので、注意してください。
 

線量計画の読込み方法

ステップ

1. 使用可能な線量計画のリストを開くには、Data メニューから More を選択
します。

2.

①

②

表示されたダイアログで、Dosesにインポートする線量計画①を選択します。

3. Select②を選択します。

選択した線量計画が元の計画ではなく別の CT イメージセットまたはフュージョンしてい
ない CT イメージセットに基づいている場合は、Image Fusion が自動的に開きますので、
そこで 2つの CT をフュージョンする必要があります。詳細はイメージフュージョンソフ
トウェアユーザーガイドを参照してください。

選択した線量計画が Data メニューの Doses の下に表示されます。

線量比較と線量合算機能の使用
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4.2 線量の比較

背景

線量の比較では、同じ患者で以下のような治療計画の線量分布を比較できます。

• 異なる RT Planning Elements を使用して作成された計画。

• 同じ RT Planning Element で作成されたが異なる 適化パラメータ（正常組織スライダーの位
置が異なるなど）を使用して作成された計画。

線量比較を有効化する方法

ステップ

1. Data メニューで Doses の下にある計画から基準計画と比較する計画を選択します。

比較のため読み込んだ線量計画は青い境界線で表示され、眼のアイコンで視認性を表しま
す。

2.

Dose comparison を選択します。

線量計画の Side by Side View 比較

①

図 14  

線量計画を Side by Side View で並べて比較する場合（デフォルト）は、基準計画が 上列に表
示されます。各計画にその名前がラベル表示されます①。

Dose Distribution ビューおよび Dose Analysis ビューを使用して線量分布を確認します。

注記： 比較している計画のうち少なくとも 1つは、ペンシルビームで計算されている必要があり
ます。モンテカルロで計算された 2つの線量計画を比較することはできません。
 

線量の比較
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スパイグラスによる計画の比較

①

②

②

図 15  

スパイグラスは DVH View、1 x 1 View および 3 x 3 View で使用可能です。ある計画の一部と別
の計画を重ねて、線量分布および解析を比較することができます。

No. 説明

①

スパイグラスウィンドウです。Bのマークが付いているので、これで重ねている計画が分
かります。

• 矢印が表示されるまでウィンドウの端にマウスポインターを重ね、ドラッグしてサイズ
を変更します。

• 動かすには、ウィンドウの内部をクリック＆ドラッグします。

② 線量計画の名前には識別できるように Aと Bの文字がついています。

線量比較と線量合算機能の使用
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DVH の比較

① ②

③

図 16  

DVH View で、2つの計画の DVH は実線①および点線②で表示されます。

No. 説明

① 計画 Aの DVH（実線）

② 計画 Bの DVH（点線）

③ 選択したオブジェクトに関するその他の線量情報

線量の比較
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4.3 線量の合算

背景

線量の合算では、次のようなことができます。

• 経時的に異なる RT Planning Element の線量合算を表示する（例：再発性腫瘍に対する線量分
布を確認するため）。

• 1 回の治療のため複数の RT Planning Element の線量計画を合算する（例：Multiple Brain
Mets SRS の線量計画を使用して 2つの脳転移巣の集合体に対する複合的計画を作成する）。

DVH の合算

Dose Summation モードで DVH View レイアウトを選択すると、基準計画と追加された（複数の）線
量計画の累積線量が DVH に表示されます。

線量合算を有効化する方法

ステップ

1. Data メニューで Doses の下にある計画から線量合算のため基準計画に追加する計画を選
択します。

合算のため読み込んだ線量計画は青い境界線で表示され、眼のアイコンで視認性を表しま
す。

2.

Dose summation を選択します。

注記： 線量の合算に使用できる線量計画の数に制限は有りません。
 

線量比較と線量合算機能の使用
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線量の合算
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5 CLINICAL PROTOCOL EDITOR

5.1 Clinical Protocol Editor の設定

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editor により、線量表示に使用するいくつかの変数を定義することができま
す。ローカルドライブに独自の Dose Option テンプレートを作成できます。

警告

Clinical Protocol Editor テンプレートの変更は、ソフトウェアを再起動した場合にのみ有効で
す。

Clinical Protocol Editor でのテンプレートの変更方法

②

①

図 17  

ステップ

1. デフォルトテンプレートにアクセスするには、下記の方法があります。

• デスクトップで Clinical Protocol Editor を起動するか（ワークステーションに
Elements がインストールされている場合）、Origin Server インタフェースから
Clinical Protocol Editor を選択します（遠隔サーバーに Elements がインストールさ
れている場合）。または、

• Windows Explorer で%BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols をブラウズし、そのフ
ァイルをダブルクリックします。

2. 臨床用の Clinical Protocol を作成するには、Examples フォルダー（例： \%BRAINLAB
\SHARED\RT\ClinicalProtocols\DoseReview\Examples_2.0）から Dose Option ファイルを
ダブルクリックします。

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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ステップ

3. パラメーターをダブルクリックして値を編集します。ポップアップウィンドウ①が開き

ます。

編集のヘルプ情報については説明②をお読みください。

4. 次の表で説明されている変数を設定します。

注記： 編集後は、別名で保存してください。設定ファイル内に同じ名前の線量オプショ
ンファイルが 2つ以上ある場合、テンプレートは表示されません。
 

5. Save を選択します。

ブラウズ機能を使用して、ファイルを対応する Element バージョンフォルダー（例：
\ClinicalProtocols\<Element>\<version>\）に保存します。

6. Examples フォルダーのテンプレートが不要になった場合、Windows Explorer
で%BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols をブラウズし、該当するファイルまたは
Examples フォルダー全体を削除することにより、ファイルシステムから削除することがで
きます。

Element 内の線量表示選択でこの例は使用できなくなります。

Clinical Protocol Editor の設定
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5.2 Clinical Protocol Editor の機能

Protocol Editor アイコン

オプション 説明

値が変更されていません。

値が変更されています。

値は読取り専用です（編集できません）。

その値は無効です。

さらにオプションを見ます。

入力を追加します（該当する場合）。

入力を削除します（該当する場合）。

新しい Clinical Protocol を開くか、現在のファイルを再読み込みします。

変更を加えるとすぐに、保存アイコンが灰色から色付きに変わります。ファイル
名を変更して新しいテンプレートを作成することができます。

作成できる Clinical Protocol テンプレートの数に制限はありません。

現在の Clinical Protocol ファイルを閉じます。

現在の Clinical Protocol ファイルのビューモードを変更します。デフォルトモ
ードとその他のモードを切り替えるには、現在の Clinical Protocol テンプレー
トを保存し、パスワードを入力する必要があります。

既存の Clinical Protocol から現在開いている Protocol に値をインポートし、現
在の値を上書きします。

注記： その場合、View Mode: Adjustment にしてください。
 

現在の Clinical Protocol テンプレートの変更履歴を表示する場合に選択しま
す。

選択したすべての項目を同時に展開します。

Clinical Protocol Editor を閉じます。

Dose Option テンプレート

注記： Dose Option テンプレートの編集はパスワード保護されています。
 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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変数 説明

Type

プロトコルのタイプとソフトウェアのバージョンを定義し
ます。

注記： タイプは固定されており、変更できません。
 

Name

プロトコル名を定義します。

注記： これはソフトウェアで見ることができます。その他
の値と矛盾しない、意味のある名前を付けてください。
 

Purpose

プロトコルの目的を定義します。

Demo: プロトコルはデモ目的でのみ提供されたものです。
臨床用ではありません。

Clinical Use：プロトコルは臨床使用に適しています。

Dose Display

Default Prescription Value

Gy で処方された線量の正規化のため、絶対線量値を定義し
ます。この値は読み込んだ正規化値に上書きされ、指定され
た場合は Dose Review で変更できません。

任意項目です。

Dose Relation (%)
処方線量の正規化する割合を定義します。この値を指定し
ないと、絶対線量しか評価できません。

Highlight Dose (Gy)
Dose Display 機能のフリーハイライトフィールドに Gy で
初期設定値を入力します。この値は 1.0～99.9 Gy にしてく
ださい。

Show Half Prescription

Dose Display 機能で処方線量の 50%線量表示を有効化する
か無効化するかを選択します。

True：50%線量表示を有効にします。

False：50%線量表示を無効にします（初期設定）。

Show Maximum Limit

大線量の上限を有効化するか無効化するかを選択します。

True： 大線量の上限を有効にします。

False： 大線量の上限を無効にします。

注記： この値は Maximum Limit（%）で設定します。
 

Maximum Limit (%)
相対 大線量の上限を入力します。この値は 100～200%に
してください。

Show Absolute Dose

初期設定として、線量の凡例に絶対線量値または相対線量値
を表示するように選択します。線量の凡例をダブルクリッ
クすることにより、ソフトウェアでこの設定を変更できま
す。

True：絶対線量を表示します。

False：相対線量を表示します。

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

必要に応じて、Dose Display 機能で 大 3 つの Critical
dose line を定義できます。

値の 大数：3

Dose (Gy)
各線量線の線量（Gy）を入力します。この値は 1.0～99.9 Gy
にしてください。

Clinical Protocol Editor の機能
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6 ソフトウェアの再検証

6.1 ソフトウェアの再検証実施方法

背景

これは、システムに次のようなマイナーチェンジを行った後で推奨されるシステムの再検証テス
トです。

• オペレーティングシステムの HotFix

• ウイルススキャナーのインストール

• サードパーティソフトウェアのインストール

オペレーティングシステムのメジャーチェンジの場合（新しいオペレーティングシステム、新し
いサービスパックなど）は、ブレインラボのサポート部門にご連絡ください。

ソフトウェアの再検証ワークフロー

ステップ

1. 治療計画ソフトウェアで治療計画を作成します。

2. 治療計画を Dose Review に読み込みます。

3. Dose Distribution ビューおよび Dose Analysis ビューに表示された線量を確認します。

4. DVH View を確認します。

5. 3D View を確認します。

6. Dose Review を終了します。

再検証が完了しました。

ソフトウェアの再検証
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ソフトウェアの再検証実施方法

50 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 Dose Review バージョン 2.0



7 メッセージ

7.1 ポップアップダイアログの警告およびエラーメ
ッセージ

メッセージ一覧

以下のメッセージは基準計画にのみ表示されます。

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an
older software version. The dose might deviate slightly from the original plan.（読み
込まれた計画は古いソフトウェアバージョンを使用して保存されたため、起動時に線量が再計
算されました。線量が元の計画からわずかに逸脱している可能性があります。）

• The dose was recalculated.（線量が再計算されました。）

• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be
displayed for dose review.（線量のレビューのため表示するデータが計画に含まれていない
ため、選択された計画は読み込まれませんでした。）

• The selected plan has Monte Carlo dose calculation active. Another plan loaded also
has Monte Carlo dose calculation active. Loading multiple plans having Monte Carlo
active into Dose Review is currently not supported. Please select a plan not having
Monte Carlo dose calculation active.（選択された計画はモンテカルロ線量計算がアクティ
ブです。読み込まれた別の計画もモンテカルロ線量計算がアクティブになっています。モンテ
カルロがアクティブな複数の計画の Dose Review への読込みは、現在サポートされていません。
モンテカルロ線量計算がアクティブになっていない計画を選択してください。）

• The selected plan has not been loaded because attempt to establish required image
set fusion of reference sets failed. You may find more details in log file.（リファレ
ンスセットの中で必要なイメージセットのフュージョンを確立することに失敗したため、選択
された計画は読み込まれていません。詳細はログファイルでご覧ください。）

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed.（CT リファレンスセットのフュージョンが完了していないため、選択された計画は
読み込まれませんでした。）

メッセージ
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7.2 プリントアウトのメッセージ（信号）

メッセージ一覧

種類 文章

情報

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable
dose distribution related plan status checks.（線量計算は始まっていませ
ん。線量分布に関連する計画状況の点検を有効にするため、線量表示をアクティ
ブにしてください。）

情報
Dose calculation is based on the special set: [modality name].（線量計算
は特別なセットに基づいています：［モダリティ名］。）

エラー

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible.
Verify the arc start and stop angles.（設定されたアークのコントロールポ
イントが 2 つ未満です。治療が不可能です。アークの開始および停止角度を確
認してください。）

警告

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a
controller error. Verify the arc start and stop angles.（設定されたアー
クのコントロールポイントが 3 つ未満です。治療によりコントローラーエラー
が発生する可能性があります。アークの開始および停止角度を確認してくださ
い。）

エラー
The MU per degree value is lower than defined in the machine profile.（1
度あたりの MU 値がマシンプロファイルの設定値を下回っています。）

エラー
The MU per degree value is higher than defined in the machine profile.
（1 度あたりの MU 値が、マシンプロファイルの設定値を上回っています。）

エラー
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop
angles.（ガントリーの回転範囲が有効ではありません。アークの開始および停
止角度を確認してください。）

エラー
Danger of table collision. Please verify.（治療台に衝突する危険がありま
す。確認してください。）

警告
Risk of table collision. Please verify.（治療台に衝突するリスクがありま
す。確認してください。）

エラー
The table angle is not valid. Treatment is not possible.（治療台の角度が
有効ではありません。治療が不可能です。）

エラー
The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible.（リング
の回転角度が有効ではありません。治療が不可能です。）

エラー
The collimator angle is not valid. Treatment is not possible.（コリメー
タの角度が有効ではありません。治療が不可能です。）

警告
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify
that the desired sector is treated.（開始および停止角度により定義される
アークが曖昧です。目的の領域が治療されることを確認してください。）

エラー
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop a
ngles.（ガントリの回転範囲が有効ではありません。アークの開始角度と停止角
度を確認してください。）

エラー
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine
limit ([time] s). Please verify.（目的の線量（［時間］秒）を照射する時間
が装置の限界（［時間］秒）を超えています。確認してください。）

エラー

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export
portions is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for
the machine. Contact Brainlab support.（このビーム/アークのエクスポート
部分の MU（[ユニット数] MU）値の 1 つが、装置に設定された許容 MU（[ユニッ
ト数] MU）を超えています。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせくださ
い。）

プリントアウトのメッセージ（信号）
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種類 文章

警告
This element is split into more than 10 portions. Please verify.（この要
素は 10 以上の部分に分割されています。確認してください。）

情報

The element is split into [number of portions] portions because the MU
value ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU
([number of units] MU).（MU 値（[ユニット数] MU）が 大許容 MU（[ユニット
数] MU）を超えているため、このエレメントは[分割数] 個に分割されます。）

エラー

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU
([number of units] MU). (Note: splitting into several portions is not
supported by the application for this treatment). Contact Brainlab
support.（MU（[ユニット数] MU）が 大許容 MU（[ユニット数] MU）を超えてい
ます。（注：複数個への分割は本治療のアプリケーションのサポート対象外で
す）。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

警告

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved
without dose. The dose might deviate slightly from the original plan.

（読み込まれた計画は線量がないまま保存されたため、線量を再計算する必要が
あります。線量が元の計画からわずかに逸脱している可能性があります。）

エラー
The name of the beam or arc contains invalid characters.（ビームまたはア
ークの名前に無効な文字が含まれています。）

エラー
The name of the beam or arc contains is empty.（ビームまたはアークの名前
が入力されていません。）

エラー
The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or
')'. （ビームまたはアークの名前に文字 '（'または'）' が含まれています。）

警告

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation],
while the orientation for treatment is configured [scan orientation].
Contact Brainlab support.（アライメントセットに使用するデータセットがス
キャンされましたが［スキャン方向］、治療の方向は［スキャン方向］に設定さ
れています。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

警告

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation],
while the orientation for treatment is configured [scan orientation].
Contact Brainlab support.（リファレンスセットに使用するデータセットがス
キャンされましたが［スキャン方向］、治療の方向は［スキャン方向］に設定さ
れています。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

エラー

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is
critical. Please consult Brainlab support and do not use the current
plan for treatment.（患者の治療の方向が定義されていません。この状況は危
険です。ブレインラボのサポート部門に相談してください。現在の計画を治療
に使用しないでください。）

エラー

The image and patient orientation for treatment of the current plan
have not been acknowledged. This status is critical. Please consult
Brainlab support and do not use the current plan for treatment.（現在の
計画の治療のイメージおよび患者方向は承認されていません。この状況は危険
です。ブレインラボのサポート部門に相談してください。現在の計画を治療に
使用しないでください。）

警告

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR:
[object names]. These objects should be correctly segmented if
required.（計画は次の空のオブジェクトを PTV または OAR として参照していま
す：[オブジェクト名]。これらのオブジェクトは必要に応じて正しく分割する必
要があります。）

警告

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam
and may be significantly off. It is highly recommended to perform an
update CT scan that is used as Reference Set.（線量計算がコーンビームタ
イプのリファレンスセットに基づいているため、大幅にずれている可能性があり
ます。リファレンスセットとして使用する CT スキャンの更新を実行することを
強くお勧めします。）

メッセージ
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種類 文章

警告

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the
tissue model is therefore assumed to be water-equivalent. Contact
Brainlab support.（不均一性補正がオフです。したがって組織モデルに追加さ
れた治療台は水と等価と見なされます。ブレインラボのサポート部門にお問い
合わせください。）

情報

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected
patient contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact
Brainlab support.（不均一性補正がオフです。したがって検出された患者の輪
郭の内側は水と等価と見なされます。ブレインラボのサポート部門にお問い合
わせください。）

警告
The plan intent is set to [plan intent value].（計画の目的は［計画の目的
値］に設定されます。）

エラー

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not
unique. Beam or arc names involved are: [number of duplicates]. Contact
Brainlab support. (Note: Name comparison is case-insensitive)（固有の名
前ではないビームまたはアークが見つかりました [重複数] 。関係するビーム
またはアークは次のとおりです：[重複数]。ブレインラボのサポート部門にお問
い合わせください。（注：名前の比較は大文字と小文字が区別されません））

警告
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm.
Contact Brainlab support.（現在の計画の線量分解能は 10 mm の制限を超えて
います。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

エラー

The alignment set must be the same slice set as the reference set,
however, two different slice sets are being used in this treatment
plan. If you continue, in worst the case, geometric inaccuracies are
expected when you export the plan and position the patient for
treatment. Please contact Brainlab support.（アライメントセットはリファ
レンスセットと同じスライスセットでなければなりませんが、この治療計画では
2 つの異なるスライスセットが使用されています。続行すると、 悪の場合、計
画のエクスポートおよび患者の治療位置決定の際に不正確な配置になると予想
されます。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

情報
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside
plausible ranges.（選択した CT 電子密度変換テーブルの値の一部が妥当な範囲
ではありません。）

警告
The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must
not be used for any patient treatment.（選択した CT 電子密度変換テーブル
は受け入れ検査用のため、患者の治療に使用しないでください。）

警告
The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be
used for any patient treatment.（選択した CT 電子密度変換テーブルは承認さ
れていないため、患者の治療に使用しないでください。）

警告
The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not
possible.（マシンプロファイルがブレインラボに認証されませんでした。治療
が不可能です。）

警告

The active machine profile loaded from the current plan is not
contained in the list of installed machine profiles. The profile may be
outdated or from an external source. Verify.（現在の計画から読み込まれた
有効なマシンプロファイルは、インストールされているマシンプロファイルのリ
ストに含まれていません。プロファイルが古いか、外部ソースのものである可能
性があります。確認してください。）

エラー
The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue.（アイソセン
ターの座標が患者組織から出ています。）

情報
Unsupported dose rate. Contact Brainlab support.（サポートされていない線
量率です。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

警告
The active machine profile is not approved.（有効なマシンプロファイルが
承認されていません。）
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警告
The active machine profile and its beam data are not approved.（有効なマ
シンプロファイルおよびそのビームデータが承認されていません。）

警告
The beam data of the active machine profile is not approved.（有効なマシ
ンプロファイルのビームデータが承認されていません。）

警告
The active machine profile is for acceptance only and must not be used
for patient treatment.（有効なマシンプロファイルは認証のみを目的としてい
ますので、患者の治療には使用しないでください。）

警告

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix
[coordinate prefix]. Contact Brainlab support.（アイソセンター座標 [座標
名] に先頭文字 [座標の先頭文字] が割り当てられていません。ブレインラボ
のサポート部門にお問い合わせください。）

警告

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate
prefix]. Contact Brainlab support.（治療グループ [グループ名] に先頭文字
[座標の先頭文字] が割り当てられていません。ブレインラボのサポート部門に
お問い合わせください。）

エラー

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or
too long. Contact Brainlab support.（アイソセンター座標名 [座標名] が固
有名ではないか、長すぎます。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせくだ
さい。）

警告

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name].
This is also used by a non-related isocenter coordinate. Contact
Brainlab support.（治療グループ [グループ名] は識別子 [識別子名] を使用
しています。無関係のアイソセンター座標にもこれが使用されています。ブレ
インラボのサポート部門にお問い合わせしてください。）

警告

The treatment group [group names] and its isocenter coordinate
[coordinate name] are each identified by a different number. The same
number should be used where possible. If several treatment groups are
assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric
identifiers should be used. Contact Brainlab support.（治療グループ [グ
ループ名] とそのアイソセンター座標 [座標名] がそれぞれ異なる番号で識別
されています。可能な限り同じ番号を使用してください。複数の治療グループ
が同じアイソセンター座標に割り当てられている場合は、固有の英数字の識別子
を使用してください。ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

情報
Element order and gantry rotation direction might be improved for
treatment.（エレメントの順序とガントリの回転方向は、治療のため改善できま
す。）

情報
The plan contains closed fields (MLC).（治療計画に閉鎖照射野（MLC）が含
まれています。）

情報
The isocenter is blocked (MLC). Please verify.（アイソセンターに障害物が
あります（MLC）。確認してください。）

情報
The plan contains closed fields (jaws).（治療計画に閉鎖照射野（ジョー）
が含まれています。）

情報
The isocenter is blocked (jaws). Please verify.（アイソセンターに障害物
があります（ジョー）。確認してください。）

警告
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab
support.（ジョーの位置は MLC の収納箱を露出させます。ブレインラボのサポー
ト部門にお問い合わせください。）

警告
The jaws are overlapping the MLC field. Please verify.（ジョーが MLC 照射
野に重なっています。確認してください。）

警告

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by
the jaws. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画されているリーフの間隙がジョーでカバーされません。慎重
に計画を確認してください。）
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情報

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm
range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during
delivery. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画されているリーフの間隙がジョーの端から 2 mm 以内の範囲に
あるため、放射線照射中にジョーでカバーされない可能性があります。慎重に計
画を確認してください。）

警告

The minimum field extension is smaller than four times the [grid
resolution value]. Accuracy of dose calculations may be limited.（照射野
の 小拡張範囲が [グリッド解像度値] の 1/4 以下です。線量計算の精度が制
限されている可能性があります。）

警告

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid
resolution. Ddose calculation accuracy may be limited.（照射野の 小拡張
範囲が線量グリッド解像度の 1/4 以下です。線量計算の精度が制限されている
可能性があります。）

警告

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value].
Dose calculation accuracy may be limited.（ 大小線束サイズが [グリッド
解像度値] より小さい値になっています。線量計算の精度が制限されている可
能性があります。）

警告

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by
the jaws. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画されているリーフの間隙がジョーでカバーされません。慎重
に計画を確認してください。）

情報

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm
range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during
delivery. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画されているリーフの間隙がジョーの端から 2 mm 以内の範囲に
あるため、放射線照射中にジョーでカバーされない可能性があります。慎重に計
画を確認してください。）

警告

For a considerable number of fields of the arc:（アークの照射野の数がか
なり多い場合：）

• The minimum field extension is smaller than four times the [grid
resolution value]. Ddose calculation accuracy may be limited.（照射野
の 小拡張範囲がグリッド解像度値 の 1/4 以下です。線量計算の精度が制限
されている可能性があります。）

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid
resolution. Ddose calculation accuracy may be limited.（照射野の 小拡
張範囲が線量グリッド解像度の 1/4 以下です。線量計算の精度が制限されて
いる可能性があります。）

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered
by the jaws. Please check your plan carefully.（少なくとも 1つの閉鎖リ
ーフペアについて計画されているリーフの間隙がジョーでカバーされません。
慎重に計画を確認してください。）

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2
mm range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during
delivery. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リー
フペアについて計画されているリーフの間隙がジョーの端から 2 mm 以内の範
囲にあるため、放射線照射中にジョーでカバーされない可能性があります。慎
重に計画を確認してください。）

警告 同等の照射野サイズは、測定された照射野サイズの範囲外です：
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警告

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field
size is outside the range of measured field sizes:（アークの照射野の数が
かなり多い場合、同等の照射野サイズは測定された照射野サイズの範囲外になり
ます：）

• it is smaller than the depth dose field size range（深部線量照射野サイ
ズの範囲より小さい。）

• it is larger than the depth dose field size range（深部線量照射野サイ
ズの範囲より大きい。）

• it is smaller than the scatter jaw-field size range（測定された 小散
乱ジョー照射野サイズより小さい。）

• it is larger than the scatter jaw-field size range（測定された 大散乱
ジョー照射野サイズより大きい。）

• it is smaller than the scatter MLC-field size range（測定された 小散
乱 MLC 照射野サイズの範囲より小さい。）

• it is larger than the scatter MLC-field size range（測定された 大散乱
MLC 照射野サイズより大きい。）

警告

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the
value for MLC field size [field size] mm should be measured and not be
copied. See the Brainlab Physics Technical Reference Guide for more
details.（ジョー照射野サイズ [照射野サイズ] mm に対して不十分な散乱表デー
タです：MLC 照射野サイズ [照射野サイズ] mm の値はコピーせず、測定してくだ
さい。詳細については、Brainlab Physics テクニカルリファレンスガイドを参照
してください。）

情報
Application is in RESEARCH mode. Export is not possible.（アプリケーショ
ンが RESEARCH モードです。エクスポートはできません。）

情報

This treatment plan has image sets containing standardized uptake
values (SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer
of the PET scanner. Always compare the displayed values with the SUV
obtained directly at the scanner before using them.（この治療計画には、
標準摂取率（SUV）を含むイメージセットがあります。表示された SUV は PET ス
キャナーの製造会社によって異なります。表示された値は、必ず使用前にスキャ
ナーで直接測定された SUV と比較してください。）

警告

This data must only be used for commissioning and plan comparison and
not for creating clinical treatment plans. Export is not possible.（この
データはコミッショニングおよび計画の比較にのみ使用し、臨床治療計画の作成
には使用しないでください。エクスポートはできません。）

警告

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved
using a different application. The dose might deviate slightly from the
original plan.（読み込まれた計画は別のアプリケーションを使用して保存され
たため、起動時に線量が再計算されました。線量が元の計画からわずかに逸脱し
ている可能性があります。）

エラー

Gantry lower angle [gantry lower angle]°of Arc Plane [arc name] is
greater than gantry upper angle [gantryupper angle]°.（アーク平面 [アー
ク名] の 低ガントリ角度 [ 低ガントリ角度]°が、 高ガントリ角度 [ 高
ガントリ角度]°を超えています。）

エラー

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc
Plane [arc name] do not have the required minimal arc span of [arc
span]n°.（アーク平面 [アーク名] のガントリ角度 [ 低ガントリ角度]° -
[ 高ガントリ角度]°に 低限必要なアークの長さ [アーク長さ]°が見当たり
ません。）

エラー
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible
with the selected machine profile.（アーク平面 ［アーク名］ の治療台角度
［治療台角度］°は選択したマシンプロファイルと適合しません。）
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エラー

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle° of Arc
Plane [arc name] are incompatible with the selected machine profile.（ア
ーク平面 [アーク名］ のガントリ角度 ［ 低ガントリ角度］°- ［ 高ガント
リ角度］°は選択したマシンプロファイルと適合しません。）

エラー

Collimator angle ［collimator angle］°of Arc Plane [arc name] is
incompatible with selected machine profile.（アーク平面 [アーク名] のコ
リメータ角度 [コリメータ角度]°は選択したマシンプロファイルと適合しませ
ん。）

エラー
Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) ［table angles］.
（治療台角度 ［治療台角度］ に対するアーク平面の定義が重複しています。）

エラー
Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) ［table angles］.
（治療台角度 [治療台角度] に対するアーク平面の定義がコプラナーです。）

エラー
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the
Desired Coverage Volume [volume]%.（ブーストの許容カバー範囲体積 [体積]
%が、望ましいカバー範囲体積 [体積] %を超えています。）

エラー
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the
prescription dose [dose] Gy.（ブーストの 大線量制約 [線量] Gy が処方線量
[線量] Gy を下回っています。）

エラー
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the
target's prescription dose [dose] Gy.（ブーストの処方線量制約 [線量] Gy
が目標の処方線量 [線量] Gy を下回っています。）

エラー
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose
constraint is set.（ブーストに SRS 処方が選択されていますが、 大線量制約
が設定されていません。）

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum
IDL]% - [maximum IDL]%.（IDL 処方 [現在の IDL]%が [ 小 IDL]% - [ 大 IDL]
%の許容範囲外です。）

エラー
The clinical protocol has unsupported version ［version number].（臨床プ
ロトコルのバージョン [バージョン番号] はサポート対象外です。）

情報
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application
version: [protocol name].（[臨床適応] [プロトコル名] が前のアプリケーシ
ョンバージョンのものです：[プロトコル名]。）

エラー
The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints
list.（ も重要な OAR [OAR 名] は、OAR 制約リストの一部ではありません。）

エラー
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of
range: [volume]%.（OAR [OAR 名] の制約# [番号]：相対体積が範囲外です：[体
積]%。）

警告

The current treatment plan contains objects that are either not
mentioned in the protocol or are being ignored because they have the
wrong role/type. These objects will not be taken into account during
optimization.（現在の治療計画には、プロトコルに記載されていないオブジェ
クト、または役割／タイプに誤りがあるため無視されているオブジェクトが含ま
れています。これらのオブジェクトは 適化中に考慮されません。）

Names of ignored objects:（無視されたオブジェクトの名前：）

警告

The protocol contains object types that are not available for the
current treatment plan. These object types will not be taken into
account during optimization.（現在の治療計画には利用できないオブジェクト
タイプがプロトコルに含まれています。これらのオブジェクトタイプは 適化
中に考慮されません。）

不明のタイプ：

警告
The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy
and will not be displayed: [hidden dose lines].（次の線量線は [線量] Gy
の処方線量を超えているため、表示されません：[隠れた線量線]。）
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エラー
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%.（許容カバー範囲体積 [体積] %が、望ましいカバ
ー範囲体積 [体積] %を超えています。）

エラー
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the
prescription dose [dose] Gy.（ 大処方線量制約 [線量] Gy が処方線量 [線
量] Gy を下回っています。）

エラー
SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set.

（SRS 処方が選択されていますが、 大線量制約が設定されていません。）

警告
The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical
use.（選択された臨床プロトコルは Machine QA 用です。臨床用ではありませ
ん。）

警告
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes
only. Not for clinical use.（選択された臨床プロトコルは Machine QA のデモ
用に提供されたものです。臨床用ではありません。）

警告
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not
for clinical use.（選択された臨床プロトコルはデモ用に提供されたものです。
臨床用ではありません。）
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7.3 情報メッセージ（アイコン表示）

メッセージ一覧

• Treatment plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was
exported.（治療計画が分割照射グループによって区切られ、複数の放射線治療計画がエクスポ
ートされました。）

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set.（スライスセッ
トを交差しないカウチ天板領域を検出しました。） Nonintersecting regions will not be
exported.（交差しない領域はエクスポートされません。）

• Contour points were reduced（輪郭線の点が減らされました。）

• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the
reference image data set.（ストラクチャー［オブジェクト名］がリファレンスイメージデー
タセット上で再構成され、エクスポートのため変更されました。）

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the
reference image data set.（ストラクチャー［オブジェクト名］がリファレンスイメージデー
タセット上で再構成され、エクスポートできませんでした。）

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object
now references more than one beam.（ビームの線量がエクスポートされましたが、1 つ以上
のビームが分割されています。そのため、RT Dose オブジェクトが複数のビームを参照してい
ます。）

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was
separated and dose export for the entire plan was used.（計画が分割された状態で、計画
全体の線量エクスポートが使用されたため、RT Dose volume オブジェクトには計画参照値が含
まれていません。）

• Image modality (XT) not supported.（サポート対象外の画像モダリティー（XT）です。）

• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the
application.（現在のアプリケーションバージョンではモダリティー XT の DICOM 画像を処理で
きません。）

• An error occurred while loading.（読み込み中にエラーが発生しました。）

• Unsupported data found.（サポート対象外のデータが見つかりました。）

• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for
completeness.（読み込み中に、サポート対象外のデータが見つかりました。患者データの完全
性について慎重に確認してください。）

• Plan not valid for this application.（このアプリケーションに使用できない計画です。）

• This plan has an invalid format.（この計画のフォーマットは無効です。）

• The format of the plan to load cannot be interpreted.（読み込む予定の計画のフォーマッ
トは、解釈できません。）

• An error occurred while loading.（読み込み中にエラーが発生しました。）

• Multiple plans selected.（複数の計画が選択されています。）

• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan.
（複数の計画が読み込みに選択されています。戻って 1つだけ計画を選択してください。）

• The external outer Contour [contour name] has been removed.（外部の外輪郭線［輪郭名］
は削除されています。）

• The external outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed.（外部
の外輪郭線［輪郭名］は使用できません。削除されています。）

• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external
outer Contour. Go back to the selected data and check this.（外部の外輪郭線が複数見つ
かりました。外部の外輪郭線は厳密に 1 つでなければなりません。選択したデータに戻っ て、
確認してください。）

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image
Fusion and check this.（オブジェクト［オブジェクト名］はどのイメージセットにもフュー
ジョンされていません。Smartbrush および Image Fusion に戻って、確認してください。）

• Empty object found.（空のオブジェクトが見つかりました。）

• Empty objects found.（空のオブジェクトが見つかりました。）
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• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from
the selection.（オブジェクト［オブジェクト名］が空です。オブジェクトの輪郭線を正しく
作成するか、選択から外してください。）

• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or
remove them from the selection.（以下のオブジェクトが空です：［オブジェクト名］。オブジ
ェクトの輪郭線を正しく作成するか、選択から外してください。）

• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data
and check this.（オブジェクト［オブジェクト名］のイメージセットが読み込まれていませ
ん。選択したデータに戻って、確認してください。）

• Multiple objects are named identically.（複数のオブジェクトに同じ名前が付けられていま
す。）

• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this.（［オブジェクト名］の名前がついた
オブジェクトが複数見つかりました。オブジェクトの名前は固有である必要があります。選択
したデータに戻って、確認してください。）

• The following objects have identical names: [object names]. The objects' names must
be unique. Go back to the selected data and check this.（以下のオブジェクトの名前が同
じです：［オブジェクト名］。オブジェクトの名前は固有である必要があります。選択したデー
タに戻って、確認してください。）

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data
and check this.（プランニング CT が変形しています。変形させないでください。選択したデ
ータに戻って、確認してください。）

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data
and check this. （プランニング CT がローカライズされています。ローカライズしないでく
ださい。選択したデータに戻って、確認してください。）

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to
the selected data and check this.（計画中のイメージセットがモダリティー CT のものでは
ありません。CT イメージセットである必要があります。選択したデータに戻って、確認してく
ださい。）

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to
the selected data and check this.（プランニング CT が仰臥位の画像ではありません。仰臥
位の画像のみがサポート対象となります。選択したデータに戻って、確認してください。）

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported.
Go back to the selected data and check this.（プランニング CT が頭部先頭のイメージセ
ットではありません。頭部先頭画像のみがサポート対象となります。選択したデータに戻っ
て、確認してください。）

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being
significantly off and is therefore not allowed. Go back to the selected data and
check this.（プランニング CT がコーンビーム CT です。線量の計算が大幅に外れる可能性が
ありますので、許可されません。選択したデータに戻って、確認してください。）

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed.
Go back to the selected data and check this.（プランニング CT に傾斜イメージスライスが
含まれています。傾斜イメージスライスは許可されません。選択したデータに戻って、確認し
てください。）

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is
supported. Go back to the selected data and check this.（プランニング CT に［数］スラ
イスが含まれています。 大［数］スライスまでサポート対象となります。選択したデータに
戻って、確認してください。）

• Multiple image sets with modality CT were found. There must be exactly one image
dataset with modality CT. Go back to the selected data and check this.（モダリティー
CT で複数のイメージセットが見つかりました。モダリティー CT のイメージセットは厳密に 1
つでなければなりません。選択したデータに戻って、確認してください。）

• No image set with modality CT was found. There must be exactly one image dataset
with modality CT. Go back to the selected data and check this.（モダリティー CT でイメ
ージセットが見つかりませんでした。モダリティー CT のイメージデータセットは厳密に 1 つ
でなければなりません。選択したデータに戻って、確認してください。）

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this.（すべての
イメージセットがフュージョンされていません。選択したデータに戻って、確認してくださ
い。）

• Object [object name] is set to invisible.（オブジェクト［オブジェクト名］が非表示に設
定されています。）
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• Volume of object(s) too small.（オブジェクトの体積が小さすぎます。）

• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with
volume bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check
this.（以下のオブジェクトは小さすぎることがわかりました：［オブジェクト名］。［体積］mm
³より体積が大きいオブジェクトのみが許可されます。選択したデータに戻って、確認してくだ
さい。）

• There were unspecified problems during import.（インポート中に詳細不明の問題が発生し
ました。）

• Could not save plan. Contact Brainlab support.（計画を保存できませんでした。ブレイン
ラボのサポート部門にお問い合わせください。）

• Loaded plan from an older version（古いバージョンから計画を読み込みました。）

• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving
and export are disabled. To start a new optimization, select a different clinical
protocol.（読み込まれた計画は前のソフトウェアバージョンで作成されました。 適化、保存
およびエクスポートは無効です。新しい 適化を開始するには、別の臨床プロトコルを選択し
てください。）

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are
disabled.（このアプリケーションのライセンスは期限切れです。 適化、保存およびエクスポ
ートは無効になります。）

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application
cannot continue.（このアプリケーションのライセンスは期限切れですが、計画が読み込まれ
ていません。アプリケーションを続行できません。）

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details.（組織モデルの計
算に失敗しました。詳細はログファイルを確認してください。）

• The dose was recalculated.（線量が再計算されました。）

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an
older software version. The dose might deviate slightly from the original plan.（読み
込まれた計画は古いソフトウェアバージョンを使用して保存されたため、起動時に線量が再計
算されました。線量が元の計画からわずかに逸脱している可能性があります。）

• Multiple image set were found. There must be exactly one image dataset with modality
CT. Go back to the selected data and check this.（複数のイメージセットが見つかりまし
た。モダリティー CT のイメージデータセットは厳密に 1 つでなければなりません。選択した
データに戻って、確認してください。）

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an
unsupported application.（データは [アプリケーションモード] に適合しません：サポート
されていないアプリケーションによって書かれたデータです。）

• Compartment for Phantom Definition Plans [compartment ID] doesn't seem to be
configured at connected DicomProxy (or not at all configured upstream DicomProxies).
Please have Brainlab Support check configuration of your DicomProxy.（接続した
DicomProxy で Phantom Definition Plans のコンパートメント [コンパートメント ID] が設定
されていない（または上流の DicomProxy で全く設定されていない）ようです。ブレインラボの
サポート部門に DicomProxy の設定を確認させてください。）

• Loading data without a plan is not supported in [application mode].（計画が含まれない
データの読込みは [アプリケーションモード] でサポートされていません。）

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details.（治療患
者へのファントムデータ転送に失敗しました。 詳細はログファイルを参照してください。）

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the
PTVs the plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv.
square fields size or smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for
dose calculation of such small fields in order to have decent accuracy of
calculation results.（計画の線量は PencilBeam を使用して計算されています。PTV のサイズ
が小さいため、大量の小さな照射野（10 mm 相当またはそれ以下の正方形の照射野）を定義し
た計画になる可能性があります。適切な精度の計算結果の求めるためには、そのような小さい
照射野の線量計算ではなくモンテカルロを使用することをお勧めします。）

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT.（線量計算は特殊なセットに基づ
いています：造影 CT。）
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