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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療用放射線処置システムを用いて治療用放射線処置中に患者の位置を調整するための
患者位置決めアセンブリであり、前記治療用放射線処置システムが、少なくとも一つの治
療用放射線ビームを生成するための治療用放射線源と、処置標的の少なくとも一つの画像
を表す画像データを生成するための画像システムとを含んでおり、前記画像データが処置
座標系に関して前記処置標的の準リアルタイム位置に関する情報を含んでいる、前記患者
位置決めアセンブリであって、
　装着された患者を支持しかつ移動するためのロボット位置決め装置を備え、
　前記ロボット位置決め装置は、少なくとも５つの独立した自由度で前記患者を移動する
ように構成されており、前記ロボット位置決め装置は、
　前記患者を載置して支持する支持装置と、
　前記支持装置に結合されたロボットアームアセンブリと、を備え、前記ロボットアーム
アセンブリは、前記支持装置をロール、ピッチ、及びヨー軸の回りの３つの回転自由度で
回転させることにより前記支持装置を配向するように構成され、前記アームアセンブリは
、スライド動作で並進移動させる手段を用いることなしに、２つの軸の回りの回転により
２つの並進自由度で前記支持装置を並進させることによって前記支持装置を位置決めする
ように構成されていることを特徴とする患者位置決めアセンブリ。
【請求項２】
　前記ロボット位置決め装置は、前記処置座標系に対して前記ロボット位置決め装置の位
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置を検出するためのセンサ・システムと、前記ロボット位置決め装置の位置データを受信
するために前記センサ・システムに動作可能に接続され、かつ前記処置標的の準リアルタ
イム画像データ及び前記治療用放射線源の位置を表す情報を受信するために前記治療用放
射線処置システムに動作可能に接続された制御装置とを更に備え、
　前記制御装置は、前記ロボット位置決め装置に動作可能に接続されかつ前記処置標的を
前記治療用放射線源に位置合せするように前記ロボット位置決め装置の動作を制御するよ
うに構成されている、請求項１に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３】
　前記センサ・システムは、前記処置座標系に対して前記ロボット位置決め装置の位置を
追跡するための磁気追跡システムを含み、
　前記磁気追跡システムは、前記ロボット位置決め装置に取付けられた少なくとも一つの
トランスデューサを含む、請求項２に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項４】
　前記センサ・システムは、レゾルバ・ベース・センサ・システムを備えている、請求項
２に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項５】
　前記センサ・システムは、前記ロボット位置決め装置に取付けられた少なくとも一つの
慣性センサを備えている、請求項２に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項６】
　前記センサ・システムは、少なくとも一つの赤外線センサを備えている、請求項２に記
載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項７】
　前記センサ・システムは、少なくとも一つのレーザ・スキャニング装置を備えている、
請求項２に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項８】
　前記患者位置決めアセンブリは、前記処置標的を前記治療用放射線源に自動的に位置合
せするようにプログラムされる、請求項２に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項９】
　前記患者位置決めアセンブリは、前記処置標的を前記治療用放射線源と位置合せされた
まま維持するように前記処置標的の位置を定期的に調整するようにプログラムされる、請
求項２に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項１０】
　前記患者位置決めアセンブリは、呼吸動作がもたらした前記処置標的の動きを補償すべ
く前記患者の呼吸動作を逆同期するようにプログラムされ、それにより前記処理標的を前
記治療用放射線源に位置合せされた状態に維持する、請求項２に記載の患者位置決めアセ
ンブリ。
【請求項１１】
　前記ロボット位置決め装置に動作可能に接続された制御装置を更に備え、
　前記制御装置は、前記患者を装着及び非装着するための前記支持装置の少なくとも一つ
の実質的に水平な位置又は実質的に垂直な位置がその中に予めプログラムされている、請
求項１に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項１２】
　前記支持装置の前記実質的に垂直な位置は、水平平面に対して傾斜している、請求項１
１に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項１３】
　前記支持装置の前記実質的に垂直な位置は、水平平面に関して約１１０度の角度で該水
平平面に対して傾斜している、請求項１２に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項１４】
　前記支持装置は、放射線透過物質で作られている、請求項１に記載の患者位置決めアセ
ンブリ。
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【請求項１５】
　前記支持装置は、患者の身体の曲線に適合するように成形された上部表面を含む、請求
項１に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項１６】
　前記支持装置は、当該支持装置の一端に踏み板を含む、請求項１に記載の患者位置決め
アセンブリ。
【請求項１７】
　前記少なくとも５つの自由度は、６つの自由度を備え、前記６つの自由度は、それぞれ
相互に直交するｘ、ｙ及びｚ座標軸に沿った並進に対する３つの並進自由度と、ロール、
ピッチ及びヨー軸の回りの前記ロール、ピッチ、及びヨー回転に対する３つの回転自由度
とを備えている、請求項１に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項１８】
　前記ロボットアームアセンブリは、
　ベース部材と、
　前記ベース部材に回転自在に取付けられたプレート部材であって、前記２つの軸のうち
の第１の軸の回りに回転するように構成された前記プレート部材と、
　第１の端と第２の端との間に伸長しており、前記第１の端が前記プレート部材に回転自
在に取付けられたアームであって、前記２つの軸のうちの第２の軸の回りに回転するよう
に構成された前記アームと、を備え、
　前記支持装置が、前記アームの前記第２の端に回転自在に取付けられている、請求項１
に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項１９】
　前記ロボットアームアセンブリは、
　ベース部材と、
　前記ベース部材に回転自在に取付けられたプレート部材であって、前記２つの軸のうち
の第１の軸の回りに回転するように構成された前記プレート部材と、
　前記プレート部材に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，を有している第
１のアームであって、前記２つの軸のうちの第２の軸の回りに回転するように構成された
前記第１のアームと、
　前記第１のアームの前記第２の端に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，
を有している第２のアームであって、付加的な並進自由度のための第３の軸の回りに回転
するように構成された前記第２のアームと、を備え、前記ロボット位置決め装置が６つの
独立した自由度で前記患者を移動させるように構成され、前記支持装置が、前記第２のア
ームの前記第２の端に回転自在に取付けられている、請求項１に記載の患者位置決めアセ
ンブリ。
【請求項２０】
　前記ベース部材は、台座に回転自在に取付けられている、請求項１９に記載の患者位置
決めアセンブリ。
【請求項２１】
　患者を載置して支持する支持装置と、
　前記支持装置に結合されたロボットアームアセンブリであって、前記支持装置をロール
、ピッチ、及びヨー軸の回りの３つの回転自由度で回転させることにより前記支持装置を
配向するように構成された前記ロボットアームアセンブリと、を備えた患者位置決めアセ
ンブリであって、
　前記ロボットアームアセンブリが、
　ベース部材と、
　前記ベース部材に回転自在に取付けられたプレート部材であって、第１の軸の回りに回
転して第１の並進自由度で前記支持装置を並進させるように構成された前記プレート部材
と、
　前記プレート部材に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，を有している第
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１のアームであって、第２の軸の回りに回転して第２の並進自由度で前記支持装置を並進
させるように構成された前記第１のアームと、
　前記第１のアームの前記第２の端に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，
を有している第２のアームであって、第３の軸の回りに回転して第３の並進自由度で前記
支持装置を並進させるように構成された前記第２のアームと、を備え、前記３つの並進自
由度は、スライド動作で並進移動させる手段を用いることなしに、相互に直交するｘ、ｙ
及びｚ座標軸に沿った並進に対して用いられ、前記３つの回転自由度と３つの並進自由度
は独立した自由度であり、
　前記患者位置決めアセンブリが、前記ロボットアームアセンブリの移動を制御するため
に前記ロボットアームアセンブリに動作可能に接続された制御装置であって、前記患者を
装着及び非装着するための前記支持装置の少なくとも一つの実質的に水平な位置又は実質
的に垂直な位置がその中に予めプログラムされている前記制御装置を更に備えた、患者位
置決めアセンブリ。
【請求項２２】
　処置座標系に対して前記支持装置の位置を検出するためのセンサ・システムを更に備え
、前記制御装置は、前記支持装置の位置データを受信するために前記センサ・システムに
動作可能に接続され、前記センサ・システムは、前記処置座標系に対して前記支持装置の
位置を追跡するための磁気追跡システムを含み、前記磁気追跡システムは、前記支持装置
に取付けられた少なくとも一つのトランスデューサを含む、請求項２１に記載の患者位置
決めアセンブリ。
【請求項２３】
　前記支持装置は、椅子のような形状を有する、請求項２１に記載の患者位置決めアセン
ブリ。
【請求項２４】
　前記支持装置は、放射線透過物質で作られている、請求項２１に記載の患者位置決めア
センブリ。
【請求項２５】
　前記支持装置は、患者の身体の曲線に適合するように成形された上部表面を含む、請求
項２１に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項２６】
　治療用放射線処置システムを用いて治療用放射線処置中に患者の位置を調整するための
患者位置決めアセンブリであり、前記治療用放射線処置システムが、少なくとも一つの治
療用放射線ビームを生成するための治療用放射線源と、処置標的の少なくとも一つの画像
を表す画像データを生成するための画像システムとを含んでおり、前記画像データが処置
座標系に関して前記処置標的の準リアルタイム位置に関する情報を含んでいる、前記患者
位置決めアセンブリであって、
　患者を載置して支持する支持装置と、
　前記支持装置に結合されたロボットアームアセンブリと、を備え、前記ロボットアーム
アセンブリは、ロール、ピッチ、及びヨー軸の回りの回転により３つの回転自由度で前記
支持装置を配向するように構成されており、前記ロボットアームアセンブリは、
　ベース部材と、
　前記ベース部材に回転自在に取付けられたプレート部材であって、第１の軸の回りの回
転により第１の並進自由度で前記支持装置を並進させるように構成された前記プレート部
材と、
　前記プレート部材に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，を有している第
１のアームであって、第２の軸の回りの回転により第２の並進自由度で前記支持装置を並
進させるように構成された前記第１のアームと、
　前記第１のアームの前記第２の端に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，
を有している第２のアームであって、第３の軸の回りの回転により第３の並進自由度で前
記支持装置を並進させるように構成された前記第２のアームと、を備え、前記３つの並進
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自由度は、スライド動作で並進移動させる手段を用いることなしに、相互に直交するｘ、
ｙ及びｚ座標軸に沿った並進に対して用いられ、前記３つの回転自由度と３つの並進自由
度は独立した自由度である、患者位置決めアセンブリ。
【請求項２７】
　前記ベース部材は、台座に回転自在に取付けられている、請求項２６に記載の患者位置
決めアセンブリ。
【請求項２８】
　前記プレート部材、前記第１のアーム、前記第２のアーム、及び前記支持装置の動作を
制御するように、前記患者位置決めアセンブリに動作可能に接続されている制御装置を更
に備えている、請求項２６に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項２９】
　前記患者位置決めアセンブリは、処置座標系に対して前記支持装置の位置を検出するた
めのセンサ・システムを更に備え、前記制御装置は、前記支持装置の位置データを受信す
るために前記センサ・システムに動作可能に接続され、かつ前記処置標的の準リアルタイ
ム画像データ及び前記治療用放射線源の位置を表す情報を受信するために前記治療用放射
線処置システムに動作可能に接続され、前記制御装置は、前記センサ・システムからの前
記位置データ及び前記処置システムからの前記準リアルタイム画像データに応じて前記処
置標的を前記治療用放射線源に位置合せするように構成されている、請求項２８に記載の
患者位置決めアセンブリ。
【請求項３０】
　前記センサ・システムは、前記処置座標系に対してロボット位置決め装置の位置を追跡
するための磁気追跡システムを含み、前記磁気追跡システムは、ロボット位置決め装置に
取付けられた少なくとも一つのトランスデューサを含む、請求項２９に記載の患者位置決
めアセンブリ。
【請求項３１】
　前記センサ・システムは、レゾルバ・ベース・センサ・システムを備えている、請求項
２９に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３２】
　前記センサ・システムは、ロボット位置決めアセンブリに取付けられた少なくとも一つ
の慣性センサを備えている、請求項２９に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３３】
　前記センサ・システムは、少なくとも一つの赤外線センサを備えている、請求項２９に
記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３４】
　前記センサ・システムは、少なくとも一つのレーザ・スキャニング装置を備えている、
請求項２９に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３５】
　前記患者位置決めアセンブリは、前記処置標的を前記治療用放射線源に自動的に位置合
せするようにプログラムされている、請求項２９に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３６】
　前記患者位置決めアセンブリは、前記処置標的が前記治療用放射線源に位置合せされた
まま維持されるべく前記処置標的の位置を定期的に調整するようにプログラムされる、請
求項２９に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３７】
　前記患者位置決めアセンブリは、呼吸動作がもたらした前記処置標的の動きを補償すべ
く前記患者の呼吸動作を逆同期するようにプログラムされ、それにより前記処理標的を前
記治療用放射線源に位置合せされた状態に維持する、請求項２９に記載の患者位置決めア
センブリ。
【請求項３８】
　前記患者位置決めアセンブリの移動を制御するように前記患者位置決めアセンブリに動
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作可能に接続された制御装置を更に備え、前記制御装置は、患者を装着及び非装着するた
めの前記支持装置の少なくとも一つの実質的に水平な位置又は実質的に垂直な位置をその
中に予めプログラムする、請求項２６に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項３９】
　前記支持装置は、放射線透過物質で作られる、請求項２６に記載の患者位置決めアセン
ブリ。
【請求項４０】
　前記支持装置は、患者の身体の曲線に適合するように成形された上部表面を含む、請求
項２６に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項４１】
　前記支持装置は、当該支持装置の一端に踏み板を含む、請求項２６に記載の患者位置決
めアセンブリ。
【請求項４２】
　前記支持装置は、椅子のような形状を有する、請求項２６に記載の患者位置決めアセン
ブリ。
【請求項４３】
　治療用放射線処置システムを用いて治療用放射線処置中に患者の位置を調整するための
患者位置決めアセンブリであり、前記治療用放射線処置システムが、少なくとも一つの治
療用放射線ビームを生成するための治療用放射線源と、処置標的の少なくとも一つの画像
を表す画像データを生成するための画像システムとを含んでおり、前記画像データが処置
座標系に関して前記処置標的の準リアルタイム位置に関する情報を含んでいる、前記患者
位置決めアセンブリであって、
　処置中にロボット位置決め装置に装着された患者を支持しかつ移動するためのロボット
位置決め装置であり、少なくとも５つの独立した自由度で前記患者を移動することができ
るように構成され、ロール、ピッチ、及びヨー軸の回りの３つの回転自由度の回転により
前記患者を配向するように構成され、且つ、スライド動作で並進移動させる手段を用いる
ことなしに、２つの軸の回りの回転により２つの並進自由度で前記患者を並進させること
によって前記患者を位置決めするように構成されている前記ロボット位置決め装置と、
　前記処置座標系に対して前記ロボット位置決め装置の位置を検出するためのセンサ・シ
ステムと、
　前記ロボット位置決め装置の位置データを受信するために前記センサ・システムに動作
可能に接続されかつ前記処置標的の準リアルタイム画像データ及び前記治療用放射線源の
位置を表す情報を受信するために前記治療用放射線処置システムに動作可能に接続された
制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、前記ロボット位置決め装置に動作可能に接続されかつ前記処置標的を
前記治療用放射線源に位置合せするように前記ロボット位置合せ装置の移動を制御するよ
うにプログラムされる、患者位置決めアセンブリ。
【請求項４４】
　前記ロボット位置決め装置は、
　ベース部材と、
　前記ベース部材に回転自在に取付けられたプレート部材であって、第１の並進自由度の
ため第１の軸の回りに回転するように構成された前記プレート部材と、
　前記プレート部材に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，を有している第
１のアームであって、第２の並進自由度のため第２の軸の回りに回転するように構成され
た前記第１のアームと、
　前記第１のアームの前記第２の端に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，
を有している第２のアームであって、第３の並進自由度のため第３の軸の回りに回転する
ように構成された前記第２のアームと、を備え、前記３つの並進自由度は、相互に直交す
るｘ、ｙ及びｚ座標軸に沿った並進に対して用いられ、前記３つの回転自由度と３つの並
進自由度は独立した自由度であり、
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　前記ロボット位置決め装置は、前記第２のアームの前記第２の端に回転自在に取付けら
れ、装着された患者を支持するための支持装置であって、６つの独立した自由度で前記患
者を移動するように構成されている前記支持装置を更に備えた、請求項４３に記載の患者
位置決めアセンブリ。
【請求項４５】
　前記ベース部材は、台座に回転自在に取付けられている、請求項４４に記載の患者位置
決めアセンブリ。
【請求項４６】
　患者の標的を処置するための治療用放射線処置システムであって、
　（ｉ）ａ．治療用放射線を生成するための治療用放射線源；及び
　　　　ｂ．前記標的の一つ以上の準リアルタイム画像を表す画像データを生成するため
の撮像システムであり、該画像データが処置座標系に関して前記標的の準リアルタイム位
置に関する情報を含んでいる、該撮像システム；
を備えている治療用放射線処置装置と、
　（ｉｉ）ａ．ベース部材；
　　　　　ｂ．前記ベース部材に回転自在に取付けられたプレート部材；
　　　　　ｃ．前記プレート部材に回転自在に取付けられた第１の端，及び第２の端，を
有する第１のアーム；
　　　　　ｄ．前記第１のアームの前記第２の端に回転自在に取付けられた第１の端，及
び第２の端，を有する第２のアーム；及び
　　　　　ｅ．載置された患者を支持するための支持装置であって、前記第２のアームの
前記第２の端に回転自在に取付けられ、６つの自由度で前記患者を移動するように構成さ
れている前記支持装置；を備え、ロール、ピッチ、及びヨー軸の回りの３つの回転自由度
で回転させることにより前記患者を配向するように構成され、且つ、３つの軸の回りの回
転により３つの並進自由度で前記患者を位置決めするように構成されている患者位置決め
装置であって、前記プレート部材が第１の並進自由度のため第１の軸の回りで回転し、前
記第１のアームが第２の並進自由度のため第２の軸の回りで回転し、前記第２のアームが
第３の並進自由度のため第３の軸の回りで回転し、前記３つの並進自由度が、スライド動
作で並進移動させる手段を用いることなしに、相互に直交するｘ、ｙ及びｚ座標軸に沿っ
た並進に対して用いられ、前記３つの回転自由度と３つの並進自由度が独立した自由度で
ある、前記患者位置決め装置と、
　（ｉｉｉ）前記患者位置決め装置の位置を感知し、かつ前記患者位置決め装置の位置を
表すデータを生成するためのセンサ・システムと、
　（ｉｖ）前記患者位置決め装置の位置データを受信するために前記センサ・システムに
動作可能に接続され、かつ前記処置標的の準リアルタイム画像データ及び前記治療用放射
線源の位置を表す情報を受信するために前記治療用放射線処置装置に動作可能に接続され
た制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、前記患者位置決め装置に動作可能に接続され、かつ前記処置標的を前
記治療用放射線源に位置合わせすべく、前記センサ・システムからの前記位置データ、前
記治療用放射線処置装置からの前記画像データ及び前記治療用放射線源の位置情報に応じ
て、前記患者位置決め装置の動作を制御するようにプログラムされる、治療用放射線処置
システム。
【請求項４７】
　前記治療用放射線処置装置は、ガントリー・ベース処置システムである、請求項４６に
記載の治療用放射線処置システム。
【請求項４８】
　前記治療用放射線処置装置は、ロボット・ベース処置システムである、請求項４６に記
載の治療用放射線処置システム。
【請求項４９】
　前記ベース部材は、台座に回転自在に取付けられている、請求項４６に記載の治療用放
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射線処置システム。
【請求項５０】
　前記少なくとも５つの独立した自由度は、それぞれロール、ピッチ及びヨー軸の回りの
前記ロール、ピッチ、及びヨー回転に対する３つの回転自由度と、相互に直交するｘ、ｙ
及びｚ座標軸に沿った並進に対する２つの並進自由度とを含む、請求項１に記載の患者位
置決めアセンブリ。
【請求項５１】
　前記ロボット位置決め装置は、前記少なくとも５つの独立した自由度のうちの２つの並
進自由度を用いて、前記ロボット位置決め装置に装着された患者を前記処置座標系内の位
置へ位置決めすると共に、前記少なくとも５つの独立した自由度のうちの３つの回転自由
度を用いて、前記ロボット位置決め装置に装着された患者を前記位置に配向する、請求項
１に記載の患者位置決めアセンブリ。
【請求項５２】
　前記少なくとも５つの独立した自由度は６つの自由度を有し、前記ロボット位置決め装
置は、前記６つの自由度のうちの３つの並進自由度を用いて、前記ロボット位置決め装置
に装着された患者を前記処置座標系内の位置へ位置決めすると共に、前記６つの自由度の
うちの３つの回転自由度を用いて、前記ロボット位置決め装置に装着された患者を前記位
置に配向する、請求項１７に記載の患者位置決めアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療手術に対する患者位置決めアセンブリに関し、特に、少なくとも５つの
自由度における動作が可能である患者位置決めアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　用語「放射線外科(radiosurgery)」は、腫瘍状の細胞を破壊するかさもなければ標的部
位を治療するために、強力かつ正確に照準が合わされた放射線線量が患者の標的部位に送
達される処置を示す。用語「放射線療法(radiotherapy)」は、壊死よりも、治療のために
放射線が標的部位に適用される処置を示す。放射線療法の処置(treatment)セッションで
利用される放射線の量は、放射線外科セッション（期間）に用いられる量と比較して、典
型的に約一桁小さい。便宜上、この出願における用語「放射線外科」は、以後、“放射線
外科及び/又は放射線療法”を意味するものとする。放射線療法及び放射線外科の両方は
、ここに“治療のため放射線処置”として示される。
【０００３】
　放射線外科では、処置機器の基準フレームに対して標的部位の場所（及び周辺の重要な
構造物）を正確に決定することが必要である。また、放射線のビームが標的組織に正確に
向けられると同時に周辺の健康な組織の（放射線）照射を最小化するように放射線源の位
置を制御することも必要である。
【０００４】
　係るビーム位置制御をもたらすために、ロボットを用いて画像誘導放射線外科を実現す
る、フレームなし定位放射線外科システムが開発された。画像誘導ロボット・システムは
、治療放射線の正確な送達に対して必要なビーム位置制御を供給すると同時に、硬性定位
フレームに対する必要性を取り除く。係る画像誘導ロボット・システムは、処置ビーム発
生装置、例えば、ロボットに取付けられた、処置Ｘ線源、及び制御装置を典型的に含む。
処置Ｘ線源は、要求される放射線線量及び線量分布を供給すべく正確に成形された放射線
ビームを提供する。前処置走査データ、並びに処置計画及び送達ソフトウェアを用いて、
制御装置は、処置標的部位の前処置位置及び配向に関する情報を取得する。患者は、通常
、カウチ又は台のような、支持装置上に載せられる。処置中に、撮像システムは、処置Ｘ
線源に対する標的の位置及び配向を繰返し測定する。各送達サイトにおける放射線の送達
の前に、制御装置は、撮像システムによって行なわれた測定に従って、ロボットに処置Ｘ
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線源の位置及び配向を調整するように命令して、処置ビームの必要な投与量を患者内の処
置標的に供給することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、支持装置の位置及び配向を必要に応じて調整することができるような、支持装
置の動作を制御する動的動作制御機構を含む患者位置決めアセンブリを提供することが望
ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　治療的放射線処置システム、例えば、既存のガントリー・ベースのリニアック・システ
ム又はロボット・ベースのリニアック・システム（例えば、Accuray Inc.によって開発さ
れたCyberKnife）を用いて治療的放射線処置中に患者の位置を調整するロボット患者位置
決めアセンブリが提供される。例示的ロボット・ベースの治療的放射線処置システムは、
多関節アーム・アセンブリを有しているロボットと、アーム・アセンブリの一端に取付け
られた処置Ｘ線源と、撮像システムと、及び患者位置決めサブシステムとを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　ロボット式患者位置決めアセンブリ（ロボット・カウチ・アセンブリ）は、１）処置中
に患者を支持しかつ移動するための、ロボットによって制御される支持手段を含む、支持
装置（ロボット・カウチ）；及び２）ロボット・カウチの位置を検出するためのセンサ・
システムを含む。ロボット式患者位置決めアセンブリは、ロボット式患者位置決めアセン
ブリの動作を制御するための制御装置（コントローラ）を更に含みうる。制御装置は、ロ
ボット・カウチ・アセンブリのセンサ・システムに動作可能に接続されかつ（センサ・シ
ステムと）通信し、そしてセンサ・システムから受信したデータに基づき処置室又は他の
所定の処置座標系に対してロボット・カウチの位置を計算するように構成されている。ま
た、制御装置は、患者の組織内の処置標的が処置手順全体を通して処置ビーム源に関して
適切に位置合せされたまま維持されるような方法でロボット・カウチの動作を制御するよ
うにも構成されうる。
【０００８】
　一つの好適な形式では、制御装置は、また、治療的放射線処置システムにも接続されか
つ（治療的放射線処置システムと）通信する。制御装置は、患者内の処置標的の一つ以上
の前処理走査を表す前処理走査データを受信する。前処理走査は、前処置座標系に関する
標的の位置及び配向を示す。制御装置は、標的の準リアルタイム画像を表す画像データを
撮像システムから受信する。画像データは、処置座標系に関する標的の近接リアルタイム
位置及び配向に関する情報を含む。処置座標系及び前処置座標系は、既知の変換パラメー
タによって関係付けられる。
【０００９】
　ロボット・カウチの位置を検出するためのセンサ・システムは、ロボット・カウチの動
作を感知するための、ロボット・カウチに取付けられた、レゾルバ・ベース・センサ・シ
ステム、又は慣性センサ、或いは処置室又は他の処置座標系に対してロボット・カウチの
位置を検出するための、処置室内に配置された、赤外線三角測量システム、又は走査レー
ザ・システム、又は光学追跡システムであるのが好ましい。相応して、制御装置は、制御
コンピュータを含んでいるロボット・カウチ・アセンブリが常にロボット・カウチの位置
が分かるように、センサ・システムから情報を受信しかつロボット・カウチの位置を計算
するように構成されたソフトウェアが装填される。
【００１０】
　制御装置は、放射線処置源に関して標的を位置合せするためにロボット・カウチの修正
動作を実現するための動作命令信号を生成する。本発明の好適な実施形態によるロボット
・ベース線形加速器（リニアック）システムでは、ロボット・カウチの修正動作は、放射
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線外科装置が利用可能な作業空間を最大化するような方法で、処置Ｘ線源の動作と連携さ
れる。この実施形態では、処置Ｘ線源のロボット実現動作は、処置Ｘ線源とロボット・カ
ウチとの間の相対動作が標的部位全体にわたり所望の放射線パターンの送達を確実にする
ように、ロボット・カウチの修正動作によって補足される。
【００１１】
　ロボット・カウチ・アセンブリの制御装置は、治療的放射線源に関してロボット・カウ
チ位置を自動的又は周期的に較正するようにプログラムされうる。
【００１２】
　別の実施形態では、ロボット・カウチの修正動作は、呼吸、咳、くしゃみ、しゃっくり
、心拍、及び筋性転位（muscular shifting）のような、様々な患者の動作に適応する。
【００１３】
　制御装置は、一つ以上のユーザ－選択可能機能を実現することによって、ユーザがロボ
ット・カウチの修正動作をインタラクティブに制御することができる少なくとも一つのユ
ーザ・インターフェイス部を含む。
【００１４】
　ロボット・カウチは、少なくとも３つの自由度、具体的には３つの並進の自由度（ｘ－
、ｙ－及びｚ－）で動作ができるように構成されている。好適には、ロボット・カウチは
、６つ全ての自由度、具体的には３つの並進の自由度及び３つの回転の自由度（ロール－
回転、ピッチ－回転、及びヨー－回転）で動作できるように構成されている。制御装置に
よって生成される、動作命令信号は、それゆえに少なくとも３つ、そして好ましくは６つ
の自由度でロボット・カウチの修正動作を制御する。本発明の一形式では、処置システム
に関するロボット・カウチの位置は、知られており、そこで連携された動作がもたらされ
うる。例えば、ロボット・カウチ及び処置システムの両方は、共通（又は“室”）座標系
に参照付けることができる。
【００１５】
　好適な実施形態では、ロボット・カウチは、動作中に、水平方法及び垂直方法で患者を
載置又は非載置することができる、少なくとも二つの方向載置(directions loading)機構
を備えている。ロボット・カウチは、垂直載置では、水平平面に対して斜めに、例えば水
平平面に関して約１１０度に位置決めされるのが好ましい、支持台（台）を含む。患者が
支持台に固定された後、ロボット・カウチは、患者を処置位置に位置決めする。一つの好
適な形式では、支持台の上部表面は、患者の身体の曲線に適合（フィット）するように特
注生産（カスタマイズ）される、患者特定型（モールド）を備えている。別の好適な形式
では、支持台の一端は、垂直載置で患者の足を支持するための踏み板（フットプレート）
を備えている。更に別の好適な実施形態では、ロボット・カウチは、椅子のような支持装
置を備えていおり、かつロボット・カウチは、載置及び/又は非載置のための、及び/又は
患者を処置するための座位を供給するように構成されている。
【００１６】
　更なる好適な実施形態では、支持台は、患者が支持台を通して撮像することができるよ
うに放射線透過性物質で作られている。位置決めアセンブリで用いることができる例示的
な撮像装置システムは、二つのＸ線撮像源、各Ｘ線撮像源に関連付けられた電源、二つ以
上の撮像検出器、及び制御コンピュータを含むリニアック・システムである。Ｘ線源は、
角度を形成して離れて、好適には約９０度離れて、公称的に取付けられ、かつ検出器に向
けてアイソセンター（治療中心）（患者）を通して狙いが定められる。しかしながら、二
つの位置の間で移動される単一の発生源を用いることもできる。各Ｘ線源によって照射さ
れる単一の大きな検出器を用いうる。単一検出器撮像システムでは、二つのＸ線源は、単
一検出器表面に両方の画像を保持するために９０度以下の角度で離間して配置されうる。
検出器は、アイソセンターの下方、例えば床の上、支持台の上部表面上、又は支持台の真
下に配置され、かつＸ線源は、画像の倍率、従って検出器の要求される大きさを最小化す
るために、アイソセンターの上方、例えば処置室の天井に配置されるのが好ましい。代替
形式では、Ｘ線源及び検出器の位置は、逆、例えばＸ線源をアイソセンターの下方にかつ
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検出器をアイソセンターの上方にすることができる。別の好適な実施形態では、処置シス
テムのガントリーの制約された旋回により、かつ倍率効果を低減するために、検出器は、
ガントリーが撮像システムを妨害しないように位置決めされると同時に検出器が撮像のた
めの位置に移動するように構成されうるし、そして治療的ビームの送達中にその場から移
動する。
【００１７】
　検出器は、画像情報を生成しかつそれを制御装置に送信する。制御装置は、所望の処置
位置に関して患者の位置を決定しかつ少なくとも５つの自由度に対する修正を生成するた
めに全ての撮像計算を実行する。修正は、患者を自動的に位置合せするために患者位置決
めシステムに自動的に適用し、及び／又はユーザが治療的放射線源に対して患者の位置を
手動で調整するようにユーザ・インターフェイスに送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来技術で知られた、CyberKnifeフレーム無し放射線外科システムを概略的に示
す図である。
【図２】治療的放射線処置用の患者位置合せアセンブリの概略ブロック図である。
【図３】水平方法でに患者を載置/非載置するアセンブリを示している、治療的放射線処
置用の患者位置合せアセンブリの斜視図である。
【図４】垂直方法で患者を載置/非載置するアセンブリを示している、治療的放射線処置
用の患者位置合せアセンブリの斜視図である。
【図５】別の垂直方法で患者を載置/非載置するアセンブリを示している、治療的放射線
処置用の患者位置合せアセンブリの斜視図である。
【図６】処置台の別の垂直の載置/非載置位置を示している、治療的放射線処置用の患者
位置合せアセンブリの斜視図である。
【図７】処置台の超低の載置/非載置位置を示している、治療的放射線処置用の患者位置
合せアセンブリの斜視図である。
【図８】処置台の通常の処置位置を示している、治療的放射線処置用の患者位置合せアセ
ンブリの斜視図である。
【図９】リモート制御機能を有する、ハンドへルド・ユーザ・インターフェイス部の概略
図である。
【図１０】処置送達表示画面上に起動された、例示的なユーザ・インターフェイス画面を
示す図である。
【図１１】CyberKnife放射線外科システムと一緒の患者位置決めアセンブリの斜視図であ
る。
【図１２】CyberKnife放射線外科システムと一緒の患者位置決めアセンブリの斜視側面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　医療手術中に患者位置及び配向を調整するための、ロボット患者位置決めアセンブリ（
ロボット・カウチ・アセンブリ）を提供する。本発明による患者位置決めアセンブリは、
既存のガントリー・ベース（アイソーセントリック）処置システム、又はAccuray Inc.に
よって開発されたCyberKnifeシステムのような、フレームなしの、画像誘導型ロボット・
ベース治療的放射線処置システム、或いはその他の種類の医療手術システムで使用するよ
うに構成されている。
【００２０】
　図１は、この技術分野で知られているCyberKnife放射線外科システム１０を概略的に示
す。概観において、放射線外科システム１０は、多関節アーム・アセンブリ１３を有して
いるロボットと、アーム・アセンブリロボット１２；治療的放射線を選択的に放射するた
めの、多関節アーム・アセンブリ１３の遠位端に取付けられた、治療的放射線源１４；Ｘ
線撮像システム；及び制御装置１８を含む。図示した実施形態では、治療的放射線源１４
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は、Ｘ線線形加速器（“リニアック”）である。Ｘ線撮像システムは、標的の一つ以上の
準リアルタイム画像を表す画像データを生成する。Ｘ線撮像システムは、一対の診断用Ｘ
線源１７と、それぞれがＸ線源１７の関連付けられた一つに対向して配置された一対のＸ
線画像検出器（又はカメラ）２１とを含む。患者支持装置（又は処置台１９は、処置中に
患者を支持し、かつ二つのＸ線カメラ２１とそれらのそれぞれの診断用Ｘ線源１７との間
に位置決めされる。
【００２１】
　撮像システムは、準リアルタイムで、処置座標フレームにおける標的の位置及び配向を
示しているＸ線画像を生成する。制御装置１８は、前処置走査データＣＴ（及び/又はＭ
ＲＩデータ、ＰＥＴデータ、超音波走査データ、及び/又は透視撮像データ）に応答する
、処置計画及び送達ソフトウェアと、及びそれぞれが固定された一組の処置位置又はノー
ドのそれぞれにおける関連付けられた線量率及び継続時間を有している、一連の所望のビ
ーム経路で構成されている処置計画を生成するために、ユーザ入力とを含む。制御装置の
命令に応じて、Ｘ線リニアック１４が制御装置１８によって命令されたように必要な線量
を送達すると同時に、ロボット１２は、ノードのそれぞれを通して逐次的かつ連続的にＸ
線リニアック１４を移動しかつ配向する。前処置走査データは、例えば、ＣＴ走査データ
、ＭＲＩ走査データ、ＰＥＴ走査データ、超音波走査データ、及び/又は透視撮像データ
を含みうる。
【００２２】
　CyberKnifeで患者に処置を実行する前に、CyberKnifeのＸ線撮像システム１６によって
設定された基準系内の患者の位置及び配向は、処置を計画するために用いられた画像を供
給したＣＴ（又はＭＲＩ又はＰＥＴ又は透視）スキャナの基準系内で患者が有していた位
置及び配向に一致するように調整されなければならない。この位置合せが６つの自由度全
てに対して１ミリメートルの数十分の１及び１自由度の数十分の１内で実行されることが
望ましい。
【００２３】
　ロボット・ベースの放射線外科システムが上記説明で詳細に説明されかつロボット患者
位置決めシステムで用いるための例として用いられるが、当業者は、本発明もまた既存の
ガントリー・ベース（アイソ－セントリック）処置システムで用いることができるという
ことを理解すべきである。本発明によるロボット患者位置決めアセンブリは、他の医療ア
プリケーションに、例えば、手術室（ＯＲ）台として、又はＣＴスキャニング又はＭＲＩ
処理における支持装置、等として、用いることができるということも理解すべきである。
【００２４】
　図２は、本発明の一つの好適な実施形態による、放射線処置中に、コンピュータ制御下
で患者位置を調整するロボット患者位置決めアセンブリ１００の概略ブロック図を示す。
概観において、ロボット患者位置決めアセンブリ（ロボット・カウチ・アセンブリ）１０
０は、１）処置中に患者を支持するための、ロボット１１４によって制御された支持手段
１１２を含む、支持装置（ロボット・カウチ）１１０；及びロボット・カウチ１１０の位
置を検出するためのセンサ・システム１５０を含む。ロボット・カウチ・アセンブリ１０
０は、制御コンピュータを含んでいる制御装置（コントローラ）１３０を更に含みうる。
制御装置１３０は、ロボット・カウチ・アセンブリ１００のセンサ・システム１５０に動
作可能に接続されかつセンサ・システム１５０と通信し、かつセンサ・システム１５０か
ら受信したデータに基づき処置室又は他の所定の処置座標系に対するロボット・カウチ１
１０の位置を計算するように構成されている。また、制御装置１３０は、患者の組織内の
処置目標が処置手順全体を通して処置ビーム源に関して適切に位置合せされたまま残るよ
うな方法で支持装置１１０の動作を制御するように構成されうる。一つの好適な形式では
、制御装置１３０は、また、治療的処置システムに接続されかつそれを制御する。
【００２５】
　他の実施形態では、（椅子又は長椅子のような）他の種類の支持装置を用いうるが、図
示した実施形態では、支持手段１１２は、処置台である。支持台１１２は、少なくとも３
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つの自由度、具体的には３つの並進自由度（ｘ－、ｙ－及びｚ－）における動作が可能で
ある。好適には、台は、６つの自由度全て、具体的には３つの並進自由度プラス３つの回
転自由度（ロール－回転、ピッチ－回転、及びヨー－回転）における動作が可能である。
制御装置１３０によって生成された、動作命令信号は、それゆえに、少なくとも３つ、そ
して好適には６つの自由度における台の修正動作を制御する。
【００２６】
　一つの好適な実施形態では、支持装置１１０は、図３に示すように、水平の方法で、及
び図４、図５及び図６に示すように垂直の方法で、患者を、動作中に、載置又は非載置す
ることができる載置機構を備えている。システムが患者を垂直な方法で載置する場合に、
台１１２の支持面（上部表面）は、水平平面に対して傾斜させて、例えば図４に示すよう
に水平平面に関して約１１０度で、位置決めされるのが好ましい。患者が支持面に固定さ
れた後、ロボット１１４は、処置位置に患者を位置決めする。一つの好適な形式では、ロ
ボット制御型台１１２の支持面は、患者の身体の曲線に適合するように特注される、患者
特定型を備えている。別の好適な形式では、支持台の一端は、垂直の載置方法で患者の足
を支持するための踏み板を備えている。代替的に、支持装置１１０は、また、図７に示す
ような超低載置/非載置位置、座位載置/非載置位置、及び特定の患者の利便性に対して設
定される他の載置/非載置位置も備えうる。図８は、処置台１１２の通常の処置位置を示
す。
【００２７】
　ロボット１１４は、制御装置１３０からの命令に従って、台１１２を移動するための一
つ以上の台動作アクチュエータ１６０を含む。制御装置１３０及びセンサ・システム１５
０は、台の動作中に台が障害物と衝突しないことを確実にする。
【００２８】
　図６～図８は、ガントリー・ベース・リニアック処置システム２０２と一緒にロボット
・カウチ・アセンブリの例示的実施形態を示す。図６～図８に示すように、ロボット１１
４は、ベース２１０、プレート部材２１２、第１のアーム２１４、及び第２のアーム２１
６を含む。ベース２１０は、処置中に処置室の床に固定される。プレート部材２１２は、
ベース２１０に回転自在に取付けられる。第１のアーム２１４の第１の端は、プレート部
材２１４に回転自在に接続される。第２のアーム２１６の第１の端は、第１のアーム２１
４の第２の端に回転自在に接続される。処置代１１２は、処置台１１２が少なくとも一つ
、好適には３つの直交軸の回りに回転させられるように処置台１１２のほぼ中間部分で第
２のアーム２１６の第２の端に回転自在に取付けられる。ベース２１０、プレート部材２
１２、第１のアーム２１４、及び第２のアーム２１６の構成は、処置台１１２に６つの自
由度を供給する。ロボット・カウチ・アセンブリ１００は、所望の処置部位のあらゆる場
所において処置台に患者を位置決めすることができかつ特定の患者に対してあらゆる載置
/非載置位置を供給することができる。
【００２９】
　図１１及び図１２は、CyberKnife放射線外科システムと一緒にロボット・カウチ・アセ
ンブリの別の例示的実施形態を示す。図１１及び図１２のロボット・カウチ・アセンブリ
は、図１１及び図１２のロボット・カウチ・アセンブリでは、ベース２１０が床に回転自
在に取付けられるか、又は代替的に、ベース２１０が、床に、又は床の内又は下に固定さ
れる、台座(plinth)に回転自在に取付けられること以外は、図６～図８に示したロボット
・カウチ・アセンブリと実質的に同じである。
【００３０】
　ロボット・カウチのより柔軟性及びより大きなリーチを得るために、より回転可能及び
/又は摺動可能なセクション（部分）、例えば、第３のアームを、ロボット・カウチ・ア
センブリに追加することができる、ということを当業者は理解すべきである。代替的に、
ロボット・カウチ・アセンブリは、例えば、二つのアームではなくたった一つのアームを
含んでいる、図６～図８及び図１１及び図１２に示したロボット・カウチ・アセンブリよ
りも少ないセクション（部分）を含むことができる。これらの特定の形式は、本発明と同
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等であると考えられるべきである。ロボット・カウチ・アセンブリの回転及び他の動き（
動作）は、手動で及び/又はコンピュータ制御装置によって制御することができる。
【００３１】
　支持装置１１０の位置を検出するためのセンサ・システム１５０は、レゾルバ・ベース
・センサ・システム、又はロボット・カウチの動作を感知するための、ロボット・カウチ
に取付けられた慣性センサ、又は赤外線三角測量システム、又はレーザ・スキャニング・
システム、又は処置室又は他の処置座標系に対する支持装置１１０の位置を検出するため
の、処置室内に配置された光学追跡システムであるのが好ましい。例示的レーザ・スキャ
ニング・システムは、ロボット・カウチ１１０の位置を決定するために概ね６０ｘ/秒で
処置室を走査しうる。レーザ・スキャニング・システムは、単一平面スキャニング、又は
二平面スキャニング、又は多平面スキャニングを実行する装置を含みうる。相応して、制
御装置１３０は、センサ・システム１５０から情報を受信しかつロボット・カウチ１１０
の位置を計算するように構成されたソフトウェアが載置され、そこで制御コンピュータを
含んでいるロボット・カウチ・アセンブリ１００は、ロボット・カウチ１１０の位置が常
に分かる。制御装置１３０は、治療的放射線源でロボット・カウチを自動的又は定期的に
較正するようにプログラムされうる。代替実施形態では、センサ・システム１５０は、処
置座標系に対して支持装置１１０の位置を追跡するための磁気追跡システムを含む。磁気
追跡システムは、支持装置１１０に取付けられた少なくとも一つのトランスデューサ（変
換器）を含むのが好ましい。
【００３２】
　制御装置１３０と（支持装置１１０及びセンサ・システム１５０を含んでいる）ロボッ
ト・カウチ・アセンブリ１００との間の通信リンクは、信頼性がありかつ適時な通信を維
持するために必要な帯域幅を有する、有線リンク又は無線リンクでありうる。
【００３３】
　一実施形態では、患者位置決めアセンブリ１００は、ユーザ又はオペレータが支持装置
１１０の動作を制御することにインタラクティブに（対話形式で）関与することができる
一つ以上のユーザ・インターフェイス部を含んでいる、少なくとも一つのユーザ・インタ
ーフェイス１４０を更に含む。
【００３４】
　制御装置１３０は、１）標的の前処置走査を表す前処置走査データ、及び２）標的の準
リアルタイム画像を表す準リアルタイム画像データを受信するための入力モジュールを含
みうる。前処置走査は、前処置座標系に関する標的の位置及び配向を示す。制御装置の命
令の下で撮像システムによって撮られた準リアルタイム画像は、処置座標系に関する標的
の位置及び配向を示す。処置座標系及び前処置座標系は、既知の変換パラメータによって
関係付けられる。制御装置は、前処置走査データ、準リアルタイム画像データ、及び前処
置座標系と処置座標系との間の変換パラメータを用いて、処置座標系における標的の位置
及び配向を計算するＴＬＳ（標的位置決めシステム）処理部を含む。
【００３５】
　制御装置１３０を含んでいるロボット・カウチ・アセンブリ１００は、センサ・システ
ム１５０を通して支持装置１１０の位置及び準リアルタイム画像データを通して処置標的
の位置が分かり、そしてまたリニアック・システムのアイソ－センターの位置が分かるの
で、ロボット・カウチ・アセンブリ１００は、一つの好適な形式で、リニアックのアイソ
－センターに処置標的の位置を自動的に又は定期的に調整するように構成されている。一
つの好適な形式では、制御装置１３０を含んでいるロボット・カウチ・アセンブリ１００
は、処置標的の位置をリニアック・システムのアイソ－センターと比較することによって
患者の動きによってもたらされたリニアック・システムのアイソ－センターに対する処置
標的の位置ずれを検出し、かつ標的をリニアック・システムのアイソ－センターに位置合
せするように処置標的の位置を調整するように構成されている。
【００３６】
　処置中、患者の呼吸の動作は、治療的放射線処置システムの放射線源又はアイソ－セン
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ターからの処置標的の変位をもたらしうる。更なる好適な形式では、ロボット・カウチ・
アセンブリ１００は、ロボット・カウチの動作を患者の呼吸動作と逆同期（リバース・シ
ンクロナイズ）することによって患者の呼吸の動作によってもたらされたであろう処置シ
ステムのアイソ－センターからの処置標的の変位を補償するようにプログラムされ、それ
により処置システムのアイソ－センターに位置合せされた標的を維持する。
【００３７】
　一実施形態では、制御装置１３０によって生成された動作命令信号によって実施される
、支持台１１２の修正動作は、処置中に患者が経験しうる様々な患者の動作を補償する。
これらの患者の動作は、それらに限定されないが、以下のものを含みうる：呼吸運動；患
者の心臓の心拍出運動；くしゃみ、咳、又はしゃっくり；及び患者の一つ以上の組織部位
の筋性転位。
【００３８】
　別の好適な実施形態では、制御装置１３０を含んでいるロボット・カウチ・アセンブリ
１００は、準リアルタイム画像を前処置画像と比較しかつ患者又は放射線源を再配置（リ
ポジション）するか、或いはロボット・カウチ及び放射線源の位置を再配置（リアレンジ
）するように処置計画を調整することによって組織変形によってもたらされうる腫瘍の幾
何学における変化を検出しかつ許容するように構成されている。
【００３９】
　一実施形態では、ロボット・ベース処置システムにおいて、制御装置１３０は、処置Ｘ
線源１４の動作、並びに支持台１１２の動作を制御する。換言すると、制御装置１３０は
、処置Ｘ線源１４のロボット実行動作に関して、支持台１１２の相対動作を制御する。こ
のようにして、制御装置１３０からの動作命令信号によって実行される、台の修正動作は
、ロボット１２によって実行される処置Ｘ線源の一つ以上の動作を補償する。一実施形態
では、支持台１１２の動作及びＸ線リニアック１４の動作の組合せは、治療的放射線処置
システムに利用可能な作業空間を最大化するように、動的に調整されかつ制御される。
【００４０】
　更なる好適な実施形態では、台１１２は、患者が台１１２を通して撮像されうるように
放射線透過物質で作られている。患者位置決めアセンブリ及びリニアック・システムで用
いることができる例示的撮像システムは、二つのＸ線撮像源と、各Ｘ線撮像源に関連付け
られた電源と、一つ以上の撮像検出器と、及び制御コンピュータとを含む。Ｘ線源は、角
度を付けて離され、好適には約９０度離されて公称的に取付けられ、かつ検出器に向けて
アイソ－センター（患者）を通して照準が定められる。各Ｘ線源によって照射される単一
の大きな検出器を用いうる。単一検出器撮像システムでは、二つのＸ線源は、単一検出器
表面に両方の画像を保持するために９０度よりも小さな角度で離れて位置決めされうる。
検出器は、アイソ－センターの下、例えば、床の上、支持台１１２の上、又は支持台１１
２の直下に配置され、そしてＸ線源は、画像の倍率、従って検出器の必要な大きさを最小
化するために、アイソ－センターの上、例えば、処置室の天井に配置されるのが好ましい
。代替の形式では、Ｘ線源及び検出器の位置は、例えば、Ｘ線源をアイソ－センターの下
に、そして検出器をアイソ－センターの上に、のように逆にすることができる。別の好適
な実施形態では、処置システムのガントリーの制約された旋回により、かつ倍率の影響を
低減するために、検出器は、ガントリーが撮像システムを妨害しないように配置されると
同時に検出器が撮像するための位置に移動し、そして治療的ビームの送達中に行く手を開
けるような方法で構成されうる。
【００４１】
　検出器は、画像情報を生成しかつそれを制御コンピュータ（制御装置１３０）に送信す
る。制御コンピュータは、所望の処置位置に関して患者の位置を決定しかつ少なくとも５
つの自由度に対する修正を生成するために全ての撮像計算を実行する。修正は、患者を自
動的に位置合せするように患者位置決めシステムに自動的に適用されうるか、又は治療的
放射線源に対して患者の位置を手動で調整するようにユーザ・インターフェイス１４０に
自動的に送信されうる。
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【００４２】
　好適な実施形態では、患者の身体とリニアック・ガントリー又は他の移動部分との間の
衝突をもたらしうる配向に患者が配置されないことを確実にするために衝突防止モデルが
コンピュータに組み込まれうる。
【００４３】
　制御装置１３０は、支持装置１１０との信頼できる通信インターフェイスを確立しかつ
維持するためのソフトウェアを含む。ソフトウェアは、支持装置１１０用に開発されたイ
ンターフェイス仕様を用いる。制御装置１３０は、撮像システムから台の動作（motion）
能力の６つの自由度の適切な動作(movement)の装置に患者位置及び配向情報を変換するた
めのソフトウェアを更に含む。制御装置は、患者を位置決めするために台の動作を監視し
かつ始動するように、処置システム・ユーザ・コンソールにユーザ・インターフェイスを
供給するためのソフトウェアを更に含む。制御装置は、通信又は台のソフトウェア制御に
おける誤りを検出し、報告しかつ処理するためのソフトウェアを更に含む。
【００４４】
　ユーザ・インターフェイス１４０は、ロボット制御型台１１２の６つの自由度のコンピ
ュータ制御に影響を及ぼす。特定の実施形態では、ユーザ・インターフェイス１４０は、
台１００を処置システム主要なワークステーションに接続するためのバス・インターフェ
イス；テーブルの移動をインタラクティブに制御するようにユーザに制御装置とインター
フェイスさせるための少なくとも一つのユーザ・インターフェイス装置；及び処置システ
ムＥ－ストップ（緊急停止）回路へのハードウェア・インターフェイスを含む。バス・イ
ンターフェイスは、処置システム主要ワークステーションに接続することができるイサー
ネット・バス・インターフェイスでありうる。Ｅ－ストップ回路へのハードウェア・イン
ターフェイスは、Ｅ－ストップが連動された(engaged)場合、コンピュータ制御テーブル
動作をディスエーブル（使用不能に）する。
【００４５】
　Ｅ－ストップ機構は、台１１２のコンピュータ制御された動作を停止するように動作可
能である。一実施形態では、“システムＥ－ストップ”は、一部及び全ての放射線、及び
一部及び全ての動作を閉鎖することができるように構成された、緊急ロックアウト機構で
ある。換言すると、“システムＥ－ストップ”は、少なくとも以下のものを閉鎖する：１
）処置Ｘ線源による治療的Ｘ線ビームの生成；２）処理Ｘ線源及び/又はロボットのあら
ゆる動作；３）台のあらゆる動作；及び４）撮像システム。
【００４６】
　ユーザ・インターフェイスは、一つ以上のユーザ選択可能機能を実行することによって
、ユーザ又はオペレータを台の動作を制御することにインタラクティブに関与させる。こ
れらのユーザ選択可能機能は、限定されないが、以下のものを含む：１）ロボット・カウ
チの位置の取得を始動することができるように、ユーザに台をパワー・オンさせる機能；
２）標的の準リアルタイム画像の取得を始動することができるように、ユーザにＸ線撮像
システムを起動させる機能；３）ユーザに台を、所望の方法で台への患者の載置を容易に
する、一つ以上の予めプログラムされた載置位置に移動させるための機能；４）ユーザに
台を、デフォルト処置位置である、予めプログラムされた“ＴＲＥＡＴ”位置に移動させ
るための機能；５）準リアルタイム画像からの情報に従って、標的位置を調整するために
必要な台修正動作に対応している３つの並進及び３つの回転をユーザに表示するための機
能；６）ユーザに並進及び回転を各並進及び回転に対するそれぞれの予め特定された限度
と比較させるための機能；７）ユーザに予め特定された限度の一つ以上を変更させるため
の機能；及び８）ユーザに並進及び回転が予め特定された限度以下であることを確認させ
、かつその結果処置送達を始動するように処置Ｘ線源を起動させるための機能。
【００４７】
　特定の実施形態では、ユーザ・インターフェイス装置は、支持装置１１０の動作の遠隔
制御に対する遠隔制御機能をユーザに提供する遠隔制御装置である。図９は、遠隔制御機
能を有する、ハンドヘルド・ユーザ・インターフェイス装置２００の概略図である。図示
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した実施形態では、ユーザ・インターフェイス装置２００は、ハンドヘルド・ペンダント
であり、かつこれらのユーザ選択可能機能にそれぞれ関連付けられた多数のボタン・アイ
コンを含む。ハンドヘルド遠隔制御装置２００は、患者の位置を手動で調整するための制
御、及び台の動作に関する状態表示装置を供給する。
【００４８】
　図示した実施形態では、ハンドヘルド遠隔制御部２００は、動作スイッチを含む：６組
の軸動作制御スイッチ２１０Ａ～２１０Ｆ、３つの載置位置スイッチ２２０Ａ、２２０Ｂ
、２２０Ｃ、及び処置スイッチ２３０。軸動作制御スイッチは、押しボタンを介して各自
由度の二方向（双方向）手動制御を供給する。軸動作制御スイッチは、スイッチが押し下
げられたまま保持されかつ動作がディスエーブルされる限り、所望の方向における所望の
軸の動作（３つの並進軸：左/右（２１０Ａ）、後方向/前方向（２１０Ｂ）、下方向（足
に向って）/上方向（頭部に向って）（２１０Ｃ）；３つの回転軸：ロール左/右（２１０
Ｄ）；ヘッド下/上（２１０Ｅ）；ヘッド左/右（２１０Ｆ））をもたらす。載置スイッチ
２２０Ａ、２２０Ｂ、及び２２０Ｃは、それぞれ、動作がイネーブルされたならば、更な
るオペレータのアクションなしで完全に引っ込んだ、完全に下げられた載置位置に台を自
動的に移動させる、プログラムされた動作を始動する。好適には、３つの予めプログラム
された載置位置が図３～図５に示された位置である。代替実施形態では、制御装置は、３
つの予めプログラムされた載置位置よりも多くを有しうるし、かつ代替的に、ユーザは、
ハンドヘルド・ユーザ・インターフェイス２００又は図１０に示したコンピュータ・イン
ターフェイス３００を通して患者に対する載置位置を手動で設定しうる。制御装置は、更
なる処置に対して特定の患者に対する載置位置を記憶しうる。処置スイッチ２３０は、動
作がイネーブルされたならば、処置コンピュータによって画定されかつ台に先にダウンロ
ードされた位置に台を移動させる、プログラムされた動作を始動する。
【００４９】
　また、遠隔制御装置２００は、一対の動作イネーブル・スイッチも含む。両方のスイッ
チを押し下げることは、全ての動作スイッチ（軸動作制御、載置位置、及び処置）をイネ
ーブルし、かつ、台Ｅ－ストップ・スイッチをオーバーライド（無効に）しないが、シス
テムＥ－ストップを、もし存在するならば、オーバーライドする。プログラムされた動作
が発生している間にイネーブル・スイッチの一つ又は両方を解放することは、その動作を
停止させる。
【００５０】
　また、遠隔制御装置２００は、動作がイネーブルされかつ受け容れられているかどうか
の表示を供給するＬＥＤｓ（発光ダイオード）である、一対の状態表示装置２４０及び２
４２も含む。図示した実施形態では、Ｅ－ストップＬＥＤ２４０は、システムＥ－ストッ
プがアサート（アクティブな状態に）された場合には、黄色であり、イネーブル・スイッ
チによってオーバーライドされた場合には、緑色であり、そしてシステムＥ－ストップが
アサートされない場合には、オフである。ＭＯＶＥ ＬＥＤ２４２は、スイッチが押され
かつ動作がイネーブルされる場合にはいつでも、緑色であり、プログラムされた動作が発
生している場合には、点滅している緑色であり、そして台Ｅ－ストップが連動された(eng
aged)場合には、黄色である。
【００５１】
　また、遠隔制御装置２００は、ユーザに記憶された場所へアクセスさせるＧｏｔｏスイ
ッチ（図示省略）も含みうる。また、遠隔制御装置２００は、例えば、ユーザに３つの並
進及び３つの回転を表示するための、又はユーザに情報メッセージを表示するための、表
示機能（図示省略）も含みうる。更に、遠隔制御装置２００は、絶対及び相対位置表示/
入力モード（図示省略）も含みうる。別の好適な形式では、遠隔制御装置２００は、また
、ロボット・カウチの位置を検出することを始動すべくセンサ・システム１５０を起動す
るためのスイッチも含みうる。
【００５２】
　主要なCyberKnifeワークステーションのユーザ制御機器上の一つ以上のユーザ・インタ
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ーフェイス画面は、患者を位置決めすべくユーザに台の動作を点検、始動、及びインタラ
クティブに制御させる。図１０は、主要ワークステーションの処置送達画面４００に立ち
上げられた、例示的ユーザ・インターフェイス画面３００を示す。図示した実施形態では
、ユーザ・インターフェイス画面３００は、統合台位置表示、及び台動作制御機能をユー
ザに供給する。ユーザ・インターフェイス画面３００は、並進だけ、又は回転だけ或いは
一緒に利用可能な６つの自由度の全てを調整するためのサブ－オプションを供給する。
【００５３】
　一実施形態では、ユーザ・インターフェイス画面３００は、ロボット・カウチの位置を
検出するためにユーザにセンサ・システム１５０を起動させるボタン・アイコンを含む。
【００５４】
　図示した実施形態では、処置送達画面４００のALGN COUCHボタンは、ユーザ・インター
フェイス画面３００を立ち上げる。ユーザ・インターフェイス画面３００は、異なる機能
を有する、多数のフィールドを含む。これらのフィールドは、制御装置のＴＬＳ装置によ
って戻された台修正動作で最初に充たされる、並進及び回転フィールドを含む。有効台修
正動作が利用可能でない場合には、これらのフィールドは、空白のまま残される。並進及
び回転フィールドは、編集可能である。
【００５５】
　図示した実施形態では、ユーザ・インターフェイス画面３００は、MOVEボタン３１０、
“AUTO ALIGN”ボタン３２０、及び“CANCEL”ボタン３３０を含む。“MOVE”ボタン３１
０は、示された並進及び回転の量でだけ台を移動する。“Apply rotation”フィールドが
チェックされていないならば、台は、並進軸にだけ移動される。“AUTO ALIGN”ボタン３
２０は、示された並進及び回転の量で台を最初に移動し、かつ予め特定された“Auto ali
gn limits”が満たされるまで自動的に画像及び修正台位置を取得するように進む。これ
は、並進及び回転が予め特定された限度以下であるか、又は示された数の画像が取得され
るということを意味する。“Auto align limits”フィールドは、システム構成ファイル
から充たされるが、編集することができる。“CANCEL”ボタン３３０は、Patient Alignm
ent（患者位置合わせ）インターフェイスに戻る。
【００５６】
　一実施形態では、ユーザ・インターフェイス画面３００は、撮像システムによって生成
された撮像ビームにおけるＸ線の強度、エネルギー、及び継続時間のような、撮像パラメ
ータ；取得されるべき準リアルタイム画像の数；基準の選択及び除外；及び剛体パラメー
タをユーザに調整させるボタン・アイコンを含む。
【００５７】
　動作中、患者に対する近似処置位置は、処置計画処理の一部として、計算される。処置
計画が制御装置に装填された場合、近似処置位置は、処置台にダウンロードされる。オペ
レータは、台の上に患者を位置決めし、かつ拘束装置を適用する。次いでオペレータは、
（図９に示す）ハンドヘルド・ユーザ・インターフェイス部２００の“Treat（処置）”
ボタンを押し、そして台は、その自由度の全てを格納された位置に持って行くように自動
的に移動する。代替的に、“Treat（処置）”命令は、コンピュータ・インターフェイス
画面からも発行されうる。同時に移動する軸の数は、パワー要求が超過しないこと及び患
者が実行される多数の同時動作で快適であることを確実にするためにデザインによって制
限されうる。
【００５８】
　次いでオペレータは、処置室を出て、ワークステーション又は専用制御パネルの（図１
０に示す）ユーザ・インターフェイス画面３００を用いて、患者を所望の許容範囲（許容
誤差）内に位置合わせするようにシステムに命令を出す。ユーザ・インターフェイス画面
は、ユーザに、位置合わせ処理中に取るべき準リアルタイム画像の最大数、及び位置及び
配向に対する所望の許容範囲のようなパラメータを入力させる。また、ユーザ・インター
フェイス画面は、各画像に関連付けられたエラーを表示させる。
【００５９】
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　満足できる位置合わせを取得した後、放射線外科システムは、処置を開始するように命
令される。処置の一部として、準リアルタイム画像は、患者が処置中に動かないというこ
とを確実にするために、撮像システムによって定期的に取得される。もし患者が動いたな
ら、オペレータは、処置送達を一時停止させ、かつ台の適切な修正動作によって、患者を
再位置合わせさせることができる。処置の終わりにあたり、オペレータは、処置室に再び
入りかつ台を患者非載置の位置に戻すためにハンドヘルド・ユーザ・インターフェイス部
の“Load Position（載置位置）”ボタンを用いる。代替的に、システムは、コンピュー
タ画面から最初の載置位置に戻るための命令を発行することができる。
【００６０】
　以下は、上述した患者位置決めアセンブリの動作のより詳細な説明である。
　次の段階は、初期患者設定段階である。この段階中、処置室への患者の入室前に、処置
計画ファイルがダウンロードされる。処置ファイルのダウンロード中、台の処置位置は、
制御装置にダウンロードされる。台の処置位置は、ａ）選択されたビーム経路セットに対
するデフォルト台位置；及びｂ）前回に同じ計画が用いられた、患者に対する処置位置、
の一つである。患者が処置室へ入る前に、ハンドヘルド遠隔制御部の載置位置ボタンの一
つが押されて、患者が台の上に載るための予め定められた快適な位置に台を位置決めする
。次いで患者は、例えば、熱可塑性マスク及び/又は他の固定化装置を用いて、固定され
る。
【００６１】
　ハンドヘルド遠隔制御部の“TREAT（処置）”キーは、公称処置位置に台を位置決めす
るために用いられる。頭部処置に対して、又はこれが同じ計画による患者に対して２回目
又はその後の処置であるならば、公称処置位置は、更なる自動位置決めに適しており、か
つオペレータは、患者の自動位置決めのためにユーザ制御コンソールに進むことができる
。さもなければ、台は、対象となる組織的標的部位が撮像視野内にあるように、ハンドヘ
ルド遠隔制御部を用いて、更に手動で調整される。次いで、オペレータは、患者の自動位
置決めに対して、ユーザ制御コンソールに進む。
【００６２】
　次の段階は、初期画像取得段階である。この段階中、オペレータは、（図１０に示す）
ユーザ・インターフェイス画面３００の患者位置合わせ画面上のACQUIREボタンを用いて
、画像を取得する。必要ならば、撮像パラメータを調整することが必要でありうる。これ
らのパラメータの例は、Ｘ線パラメータ；移動してしまったかさもなければ追跡すること
が難しい基準の除外；及び剛体パラメータの調整、である。
【００６３】
　本発明の一例示的形式では、次の段階は、一時的な台位置合わせ段階である。ユーザは
、患者位置合わせ画面上の“AUTO COUCH”ボタンを選択する。これは、制御装置のＴＬＳ
部から取得した初期修正を含む、カウチ調整(Couch Adjustment)インターフェイス画面を
引き上げる（持ち出す）。ＴＬＳからの初期修正は、編集可能である。“MOVE”ボタンは
、窓（ウィンドウ）に示された修正の量で台を移動する。回転修正をディスエーブル（使
用不能に）するためのオプションが利用可能である。“AUTO ALIGN”ボタンは、第１の修
正を実行し、そして自動位置合わせを終了することに進む。
【００６４】
　次の段階は、自動台位置合わせ段階である。カウチ調整(Couch Adjustment)インターフ
ェイス画面の“AUTO ALIGN”ボタンは、自動位置合わせを実行する。Auto Alignは、カウ
チ調整(Couch Adjustment)インターフェイスにおいて初期修正を行なうことによって開始
し、かつ更なる画像を取り、かつ以下の条件の一つに合致するまで、画像からの修正を実
行することに進む：Auto Alignmentフェーズにおける所望の数の画像が取得され、及び/
又は残留修正がAuto Alignmentインターフェイスで特定された限度以下になる。
【００６５】
　次の段階は、患者再位置合わせ段階である。患者再位置合わせは、システムが（オペラ
－タ一時停止を含んでいる）修復可能なエラーに遭遇するときにはいつでも入力され、か
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法で取扱われる。換言すると、初期取得後、更なる調整は、カウチ調整(Couch Adjustmen
t)インターフェイスの“AUTO ALIGN”ボタンを用いて自動的に行なうことができる。
【００６６】
　最終段階は、処置送達段階である。処置送達は、台に対する修正動作が、並進及び回転
に対して予め特定された限度以下になる場合に始動される。ロボットにダウンロードされ
た修正動作は、並進及び特定された組の回転を含む。ロボットは、ノードに対する公称位
置に移動し、特定された並進及び回転によって修正し、そしてＸ線ビーム発生装置をイネ
ーブルする。ノートに対する線量送達の終了で、ロボットは、この公称位置における次の
ノードに進む。
【００６７】
　制御装置は、エラー検出、報告、及び修正のためのソフトウェアを含む。一実施形態で
は、エラー処理ソフトウェアは、“オペレータ一時停止”機能を含む。この機能は、ユー
ザに画像取得を停止させ、進行中である場合には、標的位置合わせ又は再位置合わせモー
ドに戻る。また、ユーザは、台移動を停止することもでき、進行中である場合には、標的
位置合わせ/再位置合わせモードに戻る。また、“自動位置合わせ”モードが進行中であ
る場合には、ユーザは、それに続く画像取得及び台移動を停止することもできる。
【００６８】
　一実施形態では、エラー処理ソフトウェアは、また、ＴＬＳ（標的位置決めシステム）
エラーを処理するための機能も含む。ソフトウェア・アルゴリズム・エラー、及び/又は
ハードウェア・エラーに対するＥ－ストップのような、適切なＴＬＳエラーは、報告され
る。エラーの確認により、制御装置は、位置合わせ又は再位置合わせ状態に戻ることがで
きる。ユーザは、“自動位置合わせ”が進行中である場合には、その後に続く画像取得及
び台移動を停止することができる。初期位置合わせ中に、“患者立ち入り禁止”エラーは
、ディスエーブルされるが、“TREAT（処置）”ボタンは、患者が制限内にいるまでディ
スエーブルされる。
【００６９】
　一実施形態では、エラー処理ソフトウェアは、台インターフェイス・エラーを処理する
ための機能を含む。通信エラーのような台インターフェイス・エラーは、ユーザ確認を必
要とする、ソフトウェア・エラーとして処理されるが、Ｅ－ストップと連動しない。一実
施形態では、エラー処理ソフトウェアは、Ｅ－ストップを処理するための機能を含む。こ
の実施形態では、Ｅ－ストップは、二重冗長機構を用いて、コンピュータ制御された台移
動を停止する。制御装置ソフトウェアは、更なる動作命令信号を発生することを停止する
。台制御装置ハードウェアは、Ｅ－ストップが連動される場合に台動作からディスエーブ
ルされる。Ｅ－ストップが連動される場合でも、台は、ハンドヘルド・ユーザ・インター
フェイス部を用いて移動することができるように構成されている。一時停止又は回復可能
Ｅ－ストップからの再開により、Ｅ－ストップは、オペレータ・コンソールからのシステ
ム・リセットによりクリアされ、次いで患者再位置合わせ状態になる。この段階で、ユー
ザは、患者位置を精緻化するためにauto-align（自動位置合わせ）を用いることができる
。患者再位置合わせ画面上のRESUMEボタンは、処置送達の再開をイネーブルする。
【００７０】
　本発明は、その精神又は主要な特性から逸脱することなく他の特定の形式に組み込みう
る。従って、本実施形態は、説明のためであり限定するためではないとして全ての形態に
おいて考えられるべきであり、本発明の適用範囲は、上述した説明によってではなく、添
付した特許請求の範囲によって示されており、かつ特許請求の範囲の同等物の意味及び範
囲内にある全ての変形は、従ってその中に包含されることを意図する。
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