
Safety through simplicity

Brachytherapy Afterloading Platform



To maintain a high level of care, Elekta 
designed a brand new afterloading platform 
for brachytherapy: Flexitron. Putting the user—
not the technology—first, Flexitron offers a 
logical workflow and intuitive user interface.
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がん治療を受ける患者様に、最善の治療を長期間にわたり安定して提供する。これは何
よりも優先されなくてはなりません。現在、放射線治療における正確性と効率はこれまで
になく重要性を増していますが、高度なテクノロジーや複雑なワークフローに起因する
ヒューマンエラーの可能性をできるだけ下げることも、同じように重要視されています。

「大学病院の部門のトップとしては、常に新しい技術にふれていたいと思っています。」·
「Flexitronを導入してよかったです。」

Prof. G. Kovacs UMC Schleswig-Holstein, Germany

·· ワークフローの複雑さを排し、安全を考えた設計

··現場の医療チームの自信を高め、効率を上げる

·· MOSAIQ®などのOISと接続可能

Why Flexitron?
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Flexitronはロジカルなワークフローと直感的で使い
やすいシステムオペレーションを実現し、より論理的
で、変動要素の少ないプロセスが可能です。Flexitron
ではワークフローの分析に基づいて治療プロセスの
最適化を行いました。シンプルながら考え抜かれた

5つの特色を備え、新しい作業の進め方を構築し、放
射線治療の新たなスタンダードを提案します。現場の
医療チームが安全に、効率よく作業を進めるお手伝い
をし、ワークフローの各作業を計画どおりに実行でき
るという自信を持っていただけます。

移送チューブの長さは標準設定
標準長1000mm、長さの入力不要

アプリケータの後端位置を
ゼロとしてカウント

スタート地点からカウントするだけで、
先端部の測定不要

フォワードステッピング方式
機械的誤差はすべて同一方向で表示

エレクタが長年実現している、停留位置精度±0.5mm

数字で停留位置を表示
停留位置1＝1mm、400＝400mm

FLEXITRON 前面

移送チューブ

停留位置
0MM

治療ウインドウ　400MM
400MM

スムーズなナビゲーションで時間短縮を実現する、直感的で使いやすいユーザーインターフェース

A new standard in 
treatment delivery  
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治療領域内またはターゲット領域内で

カテーテルを再構成

カテーテルごとにCTマーカー上の

いずれかの点を選択

インデクサの長さとオフセットの入力は不要

定めた距離をもとにマーカーとして

ポイントを使用

カテーテルのコネクタ側の端からの距離を入力
（距離0からマーカーまでの距離）

線量分布を計画

結果
高い精度で再現可能、
確実な照射
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Tailored to your practice
Scalable
Flexitronのチャンネル数は10、20、40があります。施設におけるブラキセラピーに対するニーズ
に応じて、選択することができます。

Connected
MOSAIQ®をはじめ、DICOM·Unified·Worklistに準拠した放射線治療情報システムと接続できます。

Compatible
Flexitronをはじめとして、ブラキセラピーのためのフルソリューションを提供しています。Flexitronは
エレクタが提供するアプリケータおよび治療計画システムOncentra®·Brachyと互換性があります。

Training & Education
エレクタでは、ブラキセラピーにおいてこれまでに例のない幅広いトレーニングや研修のためのプロ
グラムを用意し、現行の手技や最新アプローチについて情報が得られる機会を提供しています。

Plan to perform
治療計画装置Oncentra®·Brachy（v4.5）と新しいアフターローディングプラットフォームFlexitronを合わせ
てお使いいただくと、プランニング作業を簡単にして標準化できる数々のスマートな機能のメリットを最大限に
活かせ、同時に高い精度で確実な照射に自信を感じられるはずです。固定されたステップサイズなど、コンスタ
ントな設定というベネフィットが挙げられます。移送チューブの長さは標準で1000mmであるため、基準にな
る長さは変わりません。フォワードステッピング方式によって0.5mmの停留位置精度を実現します。形状がフ
レキシブルなカテーテルの場合は、専用のCTマーカーを使い、線源移送経路の長さの測定と再構成をプランニ
ング中に行えます。ユーザーの視点に立ったインターフェースで、作業時間の短縮もはかれます。

A platform designed for you and your patients
Flexitronは患者様と医療従事者の双方に利点があります。患者様にとっては高い精度で確実なブラキセラピー
が受けられる一方、医療従事者にとっては更に効率よくかつ操作性もよく治療を行うことが可能です。





We are healthcare technology 
innovators, specializing in 
radiotherapy treatments for 
cancer and brain disorders.

We help clinicians to improve patients’ 
lives through our forward-thinking 
treatment solutions and oncology 
informatics, creating focus where it 
matters to achieve better outcomes.
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