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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の一部の磁気共鳴イメージングで使用される装置であって、
　前記装置は、
　患者支持テーブルと、
　患者の真下の位置の後部コイル部を含むＭＲイメージングで使用されるＲＦコイルと、
を備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージング室内の所定位置に備え付けるためのテーブル支
持ベースを備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージングのために露出した患者の部分を備える患者を構
造的に支持するためのテーブルトップを備え、
　前記患者支持テーブルの前記テーブルトップは、磁石の一端から磁石のイメージングゾ
ーンまでのＭＲＩ磁石のボアの中へ延出するように、長手方向に前記テーブル支持ベース
から片持ち梁で形成され、
　前記装置はさらに、前記テーブルトップに重なるように形作られた、前記テーブルトッ
プ上に貼り付けられたマットレスを備え、該マットレスの側端部及び後端部が前記テーブ
ルトップの側端部及び端部と隣接し、前記マットレスは発泡材から形成され、
前記装置はさらに、前記後部コイル部を収容するために前記マットレスに設けられたレセ
プタクルを備え、該レセプタクルは挿入用開口部を有し、前記挿入用開口部は，前記テー
ブルトップ上の適所に前記マットレスがあり、及び前記マットレス上の適所に患者がある



(2) JP 5751541 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

ように位置づけられ、且つ配され、前記開口部は前記後部コイルが挿通することを可能に
し、
　前記テーブルトップ及び前記マットレスは、イメージングの前、間及び後において患者
を完全に支持するように配されており、
　前記後部ＲＦコイル部は、患者の動きなしで患者が完全に支持される間、イメージング
されるべきであり且つ作業位置から取り出されるべき患者の真下の作業位置へ後部コイル
部が挿入され得るように、前記患者支持部及び前記マットレスに関連して配されているこ
とを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記コイルが水平方向の動きによって前記開口部を通って前記レセプタクルへ挿入され
るように、前記開口部が端部にあることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記開口部が、一つの側面端部にあることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記レセプタクルが前記マットレスに設けられ、
　前記マットレスの前記レセプタクルの位置に補強材スリーブが設けられ、前記レセプタ
クルの中のスリーブへ後部コイル部が挿入され、前記補強材スリーブは、取り除かれる前
記後部コイル部とともに患者の支持を提供することを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記後部コイル部が使用されない場合、前記マットレスの前記レセプタクルの中への挿
入のために提供される置換挿入部を備えることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記レセプタクルが、実質的に前記マットレスの全幅に亘って延出することを特徴とす
る請求項４又は５に記載の装置。
【請求項７】
　前記レセプタクルが、前記レセプタクル上の前記マットレスの厚みの一部を備え、前記
マットレスの前記厚みを部分的に通って延出することを特徴とする請求項４乃至６のいず
れかに記載の装置。
【請求項８】
患者が前記マットレス上にうつぶせで横たわる間に、前記マットレス上の患者の腕の１つ
それぞれをはめこみ、保つために、患者支持部のそれぞれの側に各々配された１対の腕係
合部材を備え、
前記腕係合部材の夫々は、伸長プレート部を備え、前記伸長プレート部は、患者の腕と隣
接する最後縁部及び患者の肩と隣接する最前縁部を備え、前記マットレスの側面に沿って
延出し、且つ患者の腕を内部に保持するためにそこから上方へ立ち上がるように配され、
前記腕係合部材の夫々は、取付板を備え、前記取付板は、前記伸長プレート部に接続され
、前記テーブルの前記テーブルトップの側面で適所に腕係合位置を保持するために、前記
マットレスと前記テーブルの前記患者支持部との間の前記伸長プレート部へ、一般的に直
角で延出するように配され、
 前記取付板は、前記伸長プレート部の最前端部から後方へ間隔を空けられた最前端部を
有しており、前記取付板が患者の上部胴体から間隔を空けられた位置で前記テーブルの前
記患者支持部上に全体的に配され、前記後部コイル部が前記取付板の正面の前記レセプタ
クルの中へ挿入され得るように配されてなる
ことを特徴とする請求項１乃至７いずれかに記載の装置。
【請求項９】
 前記ケーブルが、その前方端部で前記後部コイル部に接続され、前記ケーブルが前記一
つの側面縁部に直に隣接する前記マットレスの最前端部で前記後部コイル部から表れるよ
うに配されることを特徴とする請求項８記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、例えば、患者の磁気共鳴画像及びＸ線画像を得るための装置において使用さ
れ得る磁気共鳴イメージングにおいて使用するための患者支持テーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＲＩ（磁気共鳴イメージング）について、一般的には超電導である高磁界磁石、典型
的には超電導磁石が、トーラス配位（ドーナツ状）に配置され、患者がテーブルの磁石内
に横たわった状態で、パルス化され連続化された磁界及び電磁界が、画像を生成するため
に身体を精査することを可能にし、熟練の放射線科医が患者の生体構造を高確率で決定す
ることを可能にする。ＭＲＩは、時には患者に導入される造影剤を用いて行われ、異なる
組織の種類の間のさらに良好なコントラストを提供する。ＭＲＩ手法は、例えば腫瘍とい
った種々の疾患の身体構造上の位置を検知することを非常に得意とする。
【０００３】
　１９９８年４月７日に発行された米国特許５，７３５，２７８号（Ｈｏｕｌｔ　ｅｔ　
ａｌ）において、磁石が患者に対して及びシステムの他の構成部品に対して移動可能であ
る医療処置が開示されている。この移動磁石システムは、手術中のＭＲＩイメージングを
神経外科患者においてより容易に行うことを可能にし、肝臓、胸部、脊椎及び心臓外科患
者に対してさらなる用途を有する。
【０００４】
　２００７年１２月２７日に発行された本出願のＰＣＴ出願ＷＯ０７１４７２３３Ａ１号
公報「ROTATABLE INTEGRATED SCANNER FOR DIAGNOSTIC AND SURGICAL IMAGING APPLICATI
ONS」において、磁石のさらなる回転運動が可能となる上記患者に対する改善が開示され
ている。
【０００５】
　走査システムは、患者を一つのイメージングシステムから他のシステム例えば移動可能
テーブルに移送することにより、患者がＸ線イメージングシステムからＭＲイメージング
システムに移動することが知られている。ＭＲスキャナは、Ｘ線を用いて得られた情報と
相補的な情報を提供するのに使用される。ＭＲスキャナは、例えば、治療介入前に基礎評
価を行うため、及び治療介入後の評価を行うために使用される。このような評価は、心臓
の又は脳の灌流及び生存率研究を含むことがある。
【０００６】
　１９９８年２月３日に発行された米国特許５，７１３，３５７号（Ｍｅｕｌｅｎｂｒｕ
ｇｇｅ）、及び関連する特許５，８０７，２５４号（共にＰｈｉｌｌｉｐｓ）は、Ｘ線シ
ステムとＭＲＩシステムの組合せを示している。そのシステムは、手術中の使用のための
ものではなく、磁石は円筒形ではない。磁石は移動しない。Ｘ線は、図２において左右に
移動する。患者は図１において移動する。
【０００７】
　２０００年８月８日に発行された米国特許６，１０１，２３９号（Ｋａｗａｓａｋｉか
らＨｉｔａｃｈｉ）は、同じ場所で同時に動作するＸ線及びＭＲＩ、及び干渉を回避する
ように時間を調節された方法でそれらを作動する方法を提供している。しかしながら、機
械の存在が患者への接近を制限するので、この配置は、医療チームによる治療介入に適し
ていない。
【０００８】
　２００２年３月７日に発行された米国特許６，３８５，４８０号（Ｂａｃｈｕｓ）（Ｓ
ｉｅｍｅｎｓ）は、彼らがａｎｇｉｏ－ＭＲシステムと呼ぶものを開示し、ここでＸ線撮
影ａｎｇｉｏ－システムは、ＭＲシステムと協同する。患者をＸ線システムの一つの位置
から、ＭＲＩの第２位置へ移送する移動患者テーブルが提供される。
【０００９】
　２００６年１０月２６日に発行された米国特許出願２００６／０２３９５２４号（Ｄｅ
ｓｈ）（Ｓｉｍｅｎｓ）は、ＭＲＩ及びＸ線を用いる心臓病の診断及び処置に関する。こ
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れは、診断結果を分析するために、画像を結合する方法を対象にする。
【００１０】
　２００５年１２月１３日に発行された米国特許６，９７５，８９５号（Ｐｅｌｃ）（Ｌ
ｅｌａｎｄ　Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）は、ＭＲＩシステムの磁場にお
ける使用のための修正されたＸ線管を提供する。
【００１１】
　２００４年１１月２日に発行された米国特許６，８１２，７００号（Ｆｅｈｒｉｇ）（
Ｌｅｌａｎｄ　Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）は、Ｘ線システムによって引
き起こされるＭＲＩの磁場における摂動が相殺される、関連システムを開示する。
【００１２】
　１９８６年６月１７日に発行された米国特許４，５９５，８９９号（Ｓｍｉｔｈ）（Ｌ
ｅｌａｎｄ　Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）は、ＭＲＩシステムを提供する
。
【００１３】
　１９９２年３月３１日に発行された米国特許５，０９９，８４６号（Ｈａｒｄｙ）は、
種々のイメージングモダリティから画像を結合することに関し、主にＸ線及びＮＭＲなど
の画像を結合するためのソフトウェアについてのものである。
【００１４】
　２００４年６月２２日に発行された米国特許６，７５４，５１９号（Ｈｅｆｅｔｚ）（
Ｅｌｇｅｍｓ）は、ＣＴやＭＲＩなどの２つのイメージングシステムを開示し、ここで２
つのシステムは、共通位置から空間位置への回転運動のための一般的なレールシステムに
取り付けられる。
【００１５】
　１９９４年３月８日に発行された米国特許５，２９１，８９０号（Ｃｌｉｎｅ）（ＧＥ
）は、患者熱処理システムを開示し、ここで熱はＭＲＩを用いて検知される。
【００１６】
　２００５年１１月１日に発行された米国特許６，９６１，６０６号（ＤｅＳｉｌｉｔｓ
）（Ｐｈｉｌｌｉｐｓ）は、ＣＴ及びＰＥＴなどの２つのイメージングシステムを開示し
、ここで２つのイメージングシステムは、患者の一般的な走査のための共通位置から空間
離間位置への回転運動のための一般的なレールシステムに取り付けられる。
【００１７】
　１９９１年４月４日に発行されたドイツ特許出願３９　３１　８５４号（Ｍｕｌｌｅｒ
）は、レーザー凝固定位固定システムを用いるＮＭＲ装置を開示する。
【００１８】
　日本出願０５３４４９６４号（Ｔｏｓｈｉｂａ）は、Ｘ線システムとＭＲＩシステムの
組合せを示している。これは日本でのみ出願されており、一見したところ粗雑なシステム
であるものを提供している。
【００１９】
　１９９２年６月３０日に発行された日本のＲｅｓ　Ｄｅｖ　Ｃｏｒｐによる日本特許出
願４１８３４４６号は、一般の装置におけるＭＲＩ及びＸ線の使用を開示している。
【００２０】
　上記される種類の結合型イメージングシステムを用いる使用のために設計されなければ
ならない一つの要素は、患者支持テーブルのシステムである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２１】
【特許文献１】米国特許５，７３５，２７８号
【特許文献２】ＰＣＴ出願ＷＯ０７１４７２３３Ａ１号
【特許文献３】米国特許５，７１３，３５７号
【特許文献４】米国特許５，８０７，２５４号
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【特許文献５】米国特許６，１０１，２３９号
【特許文献６】米国特許６，３８５，４８０号
【特許文献７】米国特許出願２００６／０２３９５２４号
【特許文献８】米国特許６，９７５，８９５号
【特許文献９】米国特許６，８１２，７００号
【特許文献１０】米国特許４，５９５，８９９号
【特許文献１１】米国特許５，０９９，８４６号
【特許文献１２】米国特許６，７５４，５１９号
【特許文献１３】米国特許５，２９１，８９０号
【特許文献１４】米国特許６，９６１，６０６号
【特許文献１５】ドイツ特許出願３９　３１　８５４号
【特許文献１６】日本出願０５３４４９６４号
【特許文献１７】日本特許出願４１８３４４６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　上記に記載される種類の結合型イメージングシステムにおいて使用され得る患者支持テ
ーブルを提供することは、本発明の一つの目的である。
【００２３】
　胸部領域のイメージングを可能にする患者支持テーブルを提供することは、本発明の一
つのさらなる目的である。
【００２４】
　頭部領域、首部領域、及び上部の頚椎部領域のイメージングを可能にする患者支持テー
ブルを提供することは、本発明の一つのさらなる目的である。
【００２５】
　患者が支持されている間に、患者を動かすことなしに、ＲＦコイルの後コイル部が挿入
され取り出されることを可能にする患者支持テーブルを提供することは、本発明の一つの
さらなる目的である。
【００２６】
　テーブルがＭＲＩマグネットの高磁場で使用されることを可能にする患者支持テーブル
を提供することは、本発明の一つのさらなる目的である。
【００２７】
　胸部領域のイメージングを妨げることを回避する一方、患者の腕がテーブル上に位置す
ることを可能にする患者支持テーブルを提供することは、本発明の一つのさらなる目的で
ある。
【００２８】
　ＭＲＩ磁石の中へのテーブル及び患者の導入が妨害されないように、ＭＲコイル、例え
ば心臓又は神経のコイルのケーブルの効果的なルーティングを可能にする患者支持テーブ
ルを提供することは、本発明の一つのさらなる目的である。
【００２９】
　発明の第１の態様によれば、患者の一部の磁気共鳴イメージングで使用される装置が提
供され、該装置は、
　患者支持テーブルと、
　患者の真下の位置の後部コイル部を含むＭＲイメージングで使用されるＲＦコイルと、
を備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージング室内の所定位置に備え付けるためのテーブル支
持ベースを備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージングのために露出した患者の部分を備える患者を構
造的に支持するための上部患者支持部を備え、
　前記患者支持テーブルの前記上部患者支持部は、磁石の一端から磁石のイメージングゾ
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ーンまでのＭＲＩ磁石のボアの中へ延出するように、長手方向に前記テーブル支持ベース
から片持ち梁で形成され、
　前記装置はさらに、
　前記患者支持部上に貼り付けられたマットレスを備え、
　前記上部患者支持部及び前記マットレスは、イメージングの前、間及び後において患者
を完全に支持するように配されており、
　前記後部ＲＦコイル部は、患者の動きなしで患者が完全に支持される間、イメージング
されるべきであり且つ作業位置から取り出されるべき患者の真下の作業位置へ後部コイル
部が挿入され得るように、前記患者支持部及び前記マットレスに関連して配される。
【００３０】
　好ましくは、患者支持部及びマットレス部のうち１つ又は両方に、後部ＲＦコイルのた
めのレセプタクルが提供される。
【００３１】
　好ましくは、レセプタクルはマットレスに提供される。しかし、レセプタクルはテーブ
ルの患者支持部にあることもでき、或いはレセプタクルはマットレスと支持部の両方の一
部として提供され得る。
【００３２】
　好ましくは、患者の頭部及び上部胴体は両方とも、イメージングの前、間及び後に完全
に支持されたままである。
【００３３】
　本発明の第２の態様によれば、患者の一部の磁気共鳴イメージングで使用される装置が
提供され、該装置は、
　患者支持テーブルと、
　上部胴体の真下の位置の後部コイル部を含む、患者の上部胴体のＭＲイメージングで使
用されるＲＦコイルと、
を備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージング室内の所定位置に備え付けるためのテーブル支
柱ベースを備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージングのために露出した患者の部分を備える患者を構
造的に支持するための上部患者支持部を備え、
　前記患者支持テーブルの前記上部患者支持部は、磁石の一端から磁石のイメージングゾ
ーンまでのＭＲＩ磁石のボアの中へ延出するように、長手方向に前記テーブル支持ベース
から片持ち梁で形成され、
　前記装置はさらに、
　患者と接触させるための上部表面を有する、前記患者支持部上に貼り付けられたマット
レスと、
　前記後部コイル部を収容するための前記患者支持部及び前記マットレスのうち１つ又は
両方にあるレセプタクルと、
を備え、
　前記レセプタクルは、挿入用開口部を有し、前記挿入用開口部は、支持部上の適所にマ
ットレスがあり、及びマットレス上の適所に患者があるように位置し且つ配され、前記開
口部が上部表面の下部に露出される。
【００３４】
　好ましくは、レセプタクルはマットレスに提供される。
【００３５】
　好ましくは、開口部は、平面パネル形状のコイルが水平方向の動きによって開口部を通
ってレセプタクルへ挿入されるように、端部にある。
【００３６】
　好ましくは、開口部は、一つの側面端部にあるが、頭部支持部の真下のテーブルの先端
にあることができる。
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【００３７】
　好ましくは、マットレスのレセプタクルの位置に補強材スリーブが提供される。レセプ
タクルのスリーブへ後部コイル部が挿入される。補強材スリーブは、取り除かれる後部コ
イル部とともに患者の支持を提供する。
【００３８】
　好ましくは、後部コイル部が使用されない場合、マットレスのレセプタクルの中への挿
入のための置換挿入部が提供される。
【００３９】
　好ましくは、レセプタクルは、実質的にマットレスの全幅に亘って延出する。
【００４０】
　好ましくは、レセプタクルは、レセプタクルの上のマットレスの厚みの一部を備え、マ
ットレスの厚みを部分的に通って延出する。
【００４１】
　好ましくは、レセプタクルはマットレスの前方端部に位置する。
【００４２】
　本発明の第３の態様によれば、患者の一部の磁気共鳴イメージングで使用される装置が
提供され、該装置は、
　患者支持テーブルと、
　患者の真下の位置の後部コイル部を含む、患者の頭部のＭＲイメージングで使用される
ＲＦコイルと、
を備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージング室内の所定位置に備え付けるためのテーブル支
持ベースを備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージングのために露出した患者の部分を備える患者を構
造的に支持するための上部患者支持部を備え、
　前記患者支持テーブルの前記上部患者支持部は、磁石の一端から磁石のイメージングゾ
ーンまでのＭＲＩ磁石のボアの中へ延出するように、長手方向に前記テーブル支持ベース
から片持ち梁で形成され、
　前記装置はさらに、
　患者と接触させるための上部表面を有する、前記患者支持部上に貼り付けられたマット
レスと、
　前記テーブルに接続され、且つ患者の頭部を係合及び支持するための上部支持表面を定
義する頭部支持部材と、
を備え、
　前記後部コイル部は、前記頭部支持部材の前記上部支持表面の真下の作業位置へ挿入さ
れ且つ前記作業位置から取り除かれるように形成され配される。
【００４３】
　好ましくは、頭部支持部材はチャネル部を備え、該チャネル部は、患者の頭部の後側周
囲を杯状にするための上部チャネル形成表面及び下部チャネル形成表面を有する。後部コ
イル部は、チャネル部の下部チャネル形成表面の真下近くの位置のチャネル形成内側表面
を含む。
【００４４】
　好ましくは、チャネル部は、テーブルの患者支持部で連結部材から片持ち梁で形成され
る。
【００４５】
　好ましくは、連結部材はテーブルの患者支持部から取外し可能である。
【００４６】
　好ましくは、テーブルの患者支持部は、外側へ突出する端部を含んでいる。ここで連結
部材は、端部の縁上への係合部を滑らせるためのクランプ部を含んでいる。
【００４７】
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　好ましくは、取り除かれる頭部支持部材を用いての使用のために頭部支持プレート及び
マットレス部が、そのために提供される。頭部支持プレートは、端部の縁上へ係合部を滑
らせるためのクランプ部を含んでいる。
【００４８】
　本発明の第４の態様によれば、患者の一部の磁気共鳴イメージングで使用される装置患
者支持テーブルが提供され、該患者支持テーブルは、
　イメージング室、及びその上で患者がイメージングのために患者の部分を露出して横た
わることができる上部患者支持部の一定位置に備え付けるためのテーブル支持ベースと、
　磁石の一端から磁石のイメージングゾーンまでのＭＲＩ磁石のボアの中へ延出するよう
に、軸の長手方向に前記テーブル支持ベースから片持ち梁で形成される前記患者支持テー
ブルの前記上部患者支持部と、
　前記患者支持部上に貼り付けられたマットレスと、
を備え、
　前記患者支持部は、強化用繊維によって強化された樹脂材料から形成され、
　前記強化用繊維は、非導電性である。
　好ましくは、強化繊維は炭素繊維を含んでいない。
【００４９】
　本発明の第５の態様によれば、患者の上部胴体のイメージングで使用される患者支持テ
ーブルが提供され、該患者支持テーブルは、
　イメージング室、及びその上で患者がイメージングのために患者の部分を露出して横た
わることができる上部患者支持部の一定位置に備え付けるためのテーブル支持ベースと、
　磁石の一端から磁石のイメージングゾーンまでのＭＲＩ磁石のボアの中へ延出するよう
に、軸の長手方向に前記テーブル支持ベースから片持ち梁で形成される前記患者支持テー
ブルの前記上部患者支持部と、
　前記患者支持部上に貼り付けられたマットレスと、
　患者が前記マットレス上にうつぶせで横たわる間に、前記マットレス上の患者の腕の１
つそれぞれをはめこみ、保つために、前記患者支持部のそれぞれの側に各々配された１対
の腕係合部材と、
を備え、
　前記腕係合部材の夫々は、伸長プレート部を備え、前記伸長プレート部は、患者の腕と
隣接する最後縁部及び患者の肩と隣接する最前縁部を備え、前記マットレスの側面に沿っ
て延出し、且つ患者の腕を内部に保持するためにそこから上方へ立ち上がるように配され
、
　前記腕係合部材の夫々は、取付板を備え、前記取付板は、前記伸長プレート部に接続さ
れ、前記テーブルの前記患者支持部の側面で適所に腕係合位置を保持するために、前記マ
ットレスと前記テーブルの前記患者支持部との間の前記伸長プレート部へ、一般的に直角
で延出するように配され、
　前記取付板は、前記伸長プレート部の最前端部から後方へ間隔を空けられた最前端部を
有している。
【００５０】
　好ましくは、取付板は、前記取付板に接続され且つ前記伸長プレート部へ上方に延出す
る垂直部に接続されることにより、前記取付板から高い位置で前記伸長プレート部を保持
する。垂直部は、取付板と隣接する最前端部を有している。
【００５１】
　好ましくは、ＭＲイメージングで使用される患者の真下の位置へ、ＲＦコイルの後部コ
イル部を収容するための、患者支持テーブルとマットレスのうち１つ或いは両方に、レセ
プタクルが提供される。そして、取付板は、その最前端部がレセプタクルから後方に間隔
を空けられるように配される。
【００５２】
　好ましくは、レセプタクルはマットレスに提供される。
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【００５３】
　好ましくは、レセプタクルへの開口部は、マットレスの一つの側面縁部にあり、これに
より、コイルは、水平方向の動きによって、開口部を通ってレセプタクルへ挿入される。
【００５４】
　本発明の第６の態様によれば、患者の一部の磁気共鳴イメージングで使用される装置が
提供される。該装置は、
　患者支持テーブルと、
　患者の真下の位置の後部コイル部及び患者の最上部の位置の前部コイル部を含むＭＲイ
メージングで使用されるＲＦコイルと、
を備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージング室内の所定位置に備え付けるためのテーブル支
持ベースを備え、
　前記患者支持テーブルは、イメージングのために露出した患者の部分を備える患者を構
造的に支持するための上部患者支持部を備え、
　前記患者支持テーブルの前記上部患者支持部は、磁石の一端から磁石のイメージングゾ
ーンまでのＭＲＩ磁石のボアの中へ延出するように、長手方向に前記テーブル支持ベース
から片持ち梁で形成され、
　前記装置はさらに、
　前記患者支持部上に貼り付けられたマットレスを備え、
　前記マットレスは、前記患者支持部の一つの側面に沿った一つの側面縁部を有し、
　前記後部コイル部は、前記マットレスの真下に位置しており、
　前記後部コイル部は、前記一つの側面縁部にあるケーブルを備えた磁気共鳴イメージン
グのコントロールのために、前記後部コイル部からコントロールシステムまでのＲＦ信号
の通信用のケーブルを含み、
　前記ケーブルは、前記一つの側面縁部に隣接する前記後部コイル部に接続され、
　しかし、前記ケーブルは、前記一つの側面縁部から奥まった前記マットレスの端部で前
記後部コイル部から表れ、前記一つの側面縁部を越えて外側に突出することなしに前記マ
ットレスの上の前記後部コイル部から通過するように配される。
【００５５】
　好ましくは、ケーブルは、その前方端部で後部コイル部に接続され、ケーブルが前記一
つの側面縁部に直に隣接するマットレスの最前端部で後部コイル部から表れるように配さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】患者テーブル、テーブル上の患者をイメージングするための位置へ移動可能なＭ
ＲＩ磁石、およびＸ線システムを移動させるための配置を示す、血管造影室の等角図であ
る。
【図２】患者を乗せるテーブル、図示の便宜上省略されているベース、患者の上部胴体の
イメージング用のＲＦコイル構造を示す、等角図である。
【図３】図２のテーブルの一部を拡大した尺度の、および後部コイル部が除去される場合
に、マットレスにおけるレセプタクルへの挿入用の挿入部を示す、等角図である。
【図４】図２のテーブルの一部を拡大した尺度の等角図である。
【図５】図２のテーブルの分解図である。
【図６】患者を乗せるテーブル、図示の便宜上省略されているベース、患者の頭部のイメ
ージング用のＲＦコイル構造を示す、等角図である。
【図７】図６のテーブルの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　参照は、本出願人により２００７年１２月２７日に公表された上述のＰＣＴ出願ＷＯ０
７１４７２３３Ａ１号、表題「ROTATABLE INTEGRATED SCANNER FOR DIAGNOSTIC AND SURG
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ICAL IMAGING APPLICATIONS」になされ、この出願は、現在の配置で使用するに適したＭ
ＲＩ磁石の構造の、開示された詳細である。この文書の開示は、参照により本明細書に組
み込まれる。
【００５８】
　図１では、患者が患者支持テーブル上で静止している間に、患者の磁気共鳴イメージン
グおよびＸ線イメージングを実行するための配置が示される。この配置は、磁石ベイ（１
Ａ）からＭＲイメージングシステムの磁石（３）の部屋に入るための、部屋の片側にドア
（２）が付いた、患者支持テーブル（１０）が搭載される部屋（１）を提供する。この部
屋は、レール（５）の上に搭載されたＸ線イメージングシステム（４）を含み、Ｘ線伝達
装置（６）、およびＣ－形の支持部（８）上に搭載された受信機（７）を備える。Ｘ線シ
ステムは、シーメンスなどのメーカーから商業的に利用可能である、従来の構造である。
本明細書に記述、図示されたテーブル（１０）は、患者がテーブル上にいる配置において
使用され、その一方でイメージングはＭＲＩ及びＸ線を用いて影響を受ける。
【００５９】
　更なる独特の多室構造設計、配置、及び適応は、回転するＭＲＩシステムが設計される
場合に可能である。この場合、以下の多室構造配置は、ヘルス・ケア産業にとって財政的
に有益であるこれら全ての適用と共に、可能である様々な適応を図示する例として使用さ
れる。
【００６０】
　磁石システム（３）は、１分以内に部屋へ移動し、ドア（２）は数秒内に開く。そうし
て、磁石システムの使用法の有効性上の限定因子は、部屋の中、および部屋の外へ患者を
提供すること、必要であれば患者を準備すること、患者のイメージングについて議論する
ことである。イメージングイベントにつき妥当な時間量は６０分であり、それゆえ、ＭＲ
Ｉスキャナの室内、室外への移動は、限定する時間的価値ではない、ということが知られ
ている。その上、多室構造システムの有効性は、診断法と介入手順の両方の必要性が生じ
るにつれ、予定することがより難しくなる。以下の配置が現在可能である。
【００６１】
　ベイ（１Ａ）を保持する中心磁石が磁石を収容し、診断患者が、部屋（１）と更にベイ
（１Ａ）の向こうに示されない部屋を含む３部屋の中に整理される、３部屋の診断配置。
部屋（１）へのドア（２）は開き、ベイ（１Ａ）を保持する磁石は部屋（１）の一部にな
る。磁石が第２の部屋へ移動する場合、磁石は移動しなくてもよいが、その診断テーブル
を拡張させることがあり、患者は診断テーブルの上に横たわり、イメージングが行なわれ
、介入を行う必要は見られず、患者は診断テーブルから去り、磁石は保持ベイに戻り、他
の部屋の１つの使用の準備を行う。その後、磁石はそのテーブルを引き込み、その部屋用
のドアを回転させ、他の部屋の工程が始まる。この場合、磁石は、レール上のような並進
運動方向に動かず、単に回転する。
【００６２】
　２部屋システムは、病院の隅にある。この場合、磁石は回転、並進運動の両方を行う。
２つの各々が９０℃方向であるドアと共に、部屋を保持する中心磁石があり、磁石はどの
ような方向が要求されてもその診断テーブルを回転させることができ、又は磁石の反対端
を最初に部屋に入れることを可能にするため、回転できる。この接近は、既存の診断機能
性および適用が一方の部屋の中で使用されることを可能にするか、或いは磁石コントロー
ルおよびモニタリングへの任意の重要な変更のないイントラ手術室として両方の部屋が機
能することを可能にする。この２部屋角システムは、回転する磁石なしでは行うことがで
きない。
【００６３】
　このシステムは、磁石の回転を提供する一方のシステムと共に、天井から吊るされ、又
はベアリングを搭載した床に搭載することができる。ＭＲＩシステムも、レールシステム
を使用する空間に平行移動されることができるように、レール上の天井から吊るされても
よい。回転機構は磁石とレールの間で、又はレール上のどちらかに位置することができる
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。下の軌道及び上の軌道回転炉は、異なる配置のための異なる特性を有する。下の軌道回
転炉は、既存の部位の最も容易な機能上昇を可能にし、一方で上の軌道回転炉は、鉄道操
車場の円形機関車庫のように、レール、ＭＲＩシステム、及び全ての関連するシステムが
回転されるよう、機能する。
【００６４】
　上述の可動磁石と連携するＸ線システムを含む配置の方に今は変わり、このシステムは
、患者が同じテーブル上のどちらかのモダリティによってイメージされ得るよう、Ｘ線シ
ステムに統合された可動自在な磁石から成る。患者は移動しない。
【００６５】
　ＭＲは、上述のような２以上の部屋の間の高架レール上で移動する、超磁場（例えば１
．５Ｔ又は３Ｔ）磁石である。記述のシステムにおいて、１以上のこれらの部屋は、Ｘ線
システム、又は単一面或いは複葉機のどちらかを含む。磁石がＸ線検査室から移動し、１
セットのＲＦおよびＸ線で遮蔽されたドアが閉まる場合、検査室は従来のＸ線の研究室と
して機能を果たし、従来の装置と共に使用することができる。特に、Ｘ線により導かれた
医療介入が行なわれてもよい。
【００６６】
　配置は、左側に血管造影室（ＡＲ）、真ん中に診断室（ＤＲ）、右側に手術室を備えた
、典型的な３部屋配置の中で使用されてもよい。磁石は部屋の間の高架レール上で移動し
、各々でイメージできる。
【００６７】
　ＭＲイメージングが要求される場合、Ｘ線装置は安全に積まれ、ドアが開き、磁石はテ
ーブル上にいる患者の上の部屋へもたらされる。ＲＦシールドはＡＲを包含し、したがっ
てＸ線検査室の全ての装置は、ＲＦ平穏状態（RF-quiet）で作られる。その後、ＭＲイメ
ージングを行なうことができる。その後で、磁石は部屋から取り除かれ、ドアが閉まり、
Ｘ線装置はその作動位置に戻される。
【００６８】
　ＭＲスキャナは、Ｘ線を使用して得られたものに、補足情報を提供するために使用され
る。それは、例えば次の医療介入評価を行なうことと同様に、医療介入前に基礎評価を行
なうために使用され得る。このような評価は、例えば心臓又は脳のかん流及び生存率研究
を含むことがある。
【００６９】
　システム用のワークフローの例として、急性卒中又は急性冠不全症候群などの、選択的
手術と急患を考慮する。
【００７０】
　選択的手術ワークフローにおいて、予備の、基本的なＭＲスキャンは、診断室又は血管
造影室の一方にいる患者により得られる。これは基本的に手術前のＭＲスキャンである。
目的は、臨床的に適切である基本的なパラメーターを測定することである。心臓手術に関
して、これは基本的な心臓機能と心筋の生存率を含むことがある。
【００７１】
　ＭＲスキャン後、ＭＲが診断室でイメージされた場合、患者は血管造影法室へ移され、
又は既に血管造影室でイメージされた場合、患者はテーブル上にただ留まる。この場所で
は必要であれば、Ｘ線間蛍光透視法下の慣例の方法で、冠動脈又は脳造影法、及び冠動脈
又は脳形成術、後のステント留置が行われる。
【００７２】
　ＭＲスキャナ磁石は血管造影法室に入り、適切なＭＲイメージを得る。ＭＲデータを調
査し、場合によりＸ線データと相互関連した後に、カウンセラーは患者を退院させる、又
は処置を継続することができる。
【００７３】
　急患の場合のワークフローにおいて、患者は受け入れられ、緊急処置室で前処理（股の
毛を剃ること、ＭＲ検査のスクリーニング、金属チェックなど）を受ける。患者は、ＡＲ
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（ＥＣＧにより診察された急性心筋梗塞の場合に）に連れて来られ、股を介した血管アク
セスが確立される。ＭＲイメージングは、急性患者の移動を最小化するために、基礎評価
用のＡＲの中で起こることがある。スキャナは、心臓の場合にイメージングする基本的な
心臓機能およびかん流のＭＲ測定のためにＡＲへもたらされる。卒中の場合には、ＭＲイ
メージは、医療介入治療が示されるかどうかを明らかにする。両方の場合では、ＭＲ基本
的イメージングは、最小時間で達成され、処理される。卒中および心臓病患者の両方にお
いて、もしそのように示されれば、血管造影法および医療介入（閉塞部位での血管形成、
血栓摘出、又は血栓溶解薬の運搬）は、Ｘ線蛍光透視法下の慣例の方法で行なわれる。
【００７４】
　ＭＲスキャナは、後のＭＲイメージ入手のために、ＡＲへもたらされる。ＭＲイメージ
及び場合によってはＸ線データとの相関性を調査した後に、カウンセラーは患者を退院さ
せる、又は処置を継続する。
【００７５】
　図１に示されるようなＸ線システムを移動させるための配置において、ＭＲはＸ線検査
室に入り、テーブル（１０）のヘッドエンド上に移動する。ＭＲの進路がＣ－アームスタ
ンドの位置をちょうど通り抜けるので、磁石が入ることができる前に、後者は移動されね
ばならない。必要に従って、床に搭載されたＣ－アームスタンドは、床レール、床ターン
テーブル又は床或いは壁に搭載されたブームの上で動かされてもよい。必要に従って、天
井に取り付けられたＣ－アームスタンドは、スタンド・レールを可動自在の磁石レールか
ら吊るされた土台に取り付けることにより、或いはそれらを横方向に移動させる伸縮アー
ムを備えた土台にスタンド・レールを固定することにより、テーブルの脚端部にそれを置
くために拡張レールを使用して動かされてもよい。
【００７６】
　天井に搭載されたスタンド用の発動機と共に、床に搭載されたスタンドを動かす媒体の
使用は、複葉機システムを移動させる機構を提供する。発動機は、ＭＲレールに対し０度
でない角度、例えば９０度で単一面又は複葉機の取り付け位置を提供できる。
【００７７】
　広範囲の安全システムは、一般的に２つのモダリティの、安全で有効な統合のために要
求される。ＡＲには、動くスタンド、テーブルおよびＭＲとの不一致；磁石ボアに引きこ
まれる鉄の物体；及び望まれない放射線暴露、などのような多くの危険がある。
【００７８】
　広範囲の安全システムは、システムの多くの側面に関与する。
　　ＡＲ／ＤＲドアが閉じられない場合、Ｘ線発生は無効になる。　
　　そうするのに安全でない場合、Ｃ－アームの動作は無効になる。
　　そうするのに安全でない場合、テーブルの動作は無効になる。
　　そうするのに安全でない場合、ＭＲの前進は無効になる。
【００７９】
　ＤＲから患者テーブルへの磁石移動の方向は前進として表され、反対方向は後進として
表される。ＤＲにおける磁石の定位置からＡＲにおけるそのイメージング位置への進路は
、３つのゾーンに分割される。
　遠くのゾーン：磁石およびＣ－アームは、その各々が安全性を懸念することなく独立し
て操作できるほど十分遠くに離れている。患者テーブルは自由に移動できる。
近くのゾーン：Ｃ－アームが安全に置かれ、動かないほど、磁石はＣ－アームに十分に接
近している。患者テーブルは、垂直に、水平に、及び傾いて移動でき、そのベースに対し
て回転しない。
　テーブルゾーン：磁石はテーブル上に、又は略その上にある。Ｃ－アームスタンドは、
安全に置かれ、動かない。テーブルは、ＭＲイメージングのための正確な位置にあり、移
動しない。
【００８０】
　近いゾーンでは、Ｃ－アームスタンドは安全に置かれ、移動しない。このことがそうで
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ない場合、ＭＲの前進動作は阻害され、ＭＲが近くのゾーンに入るのを防ぐ。同様に、近
くのゾーンとテーブルゾーンの間で、テーブルがＭＲイメージングのための位置（即ち、
磁石ボアに入る正確な高さと横の位置に）になければならない、という状態が確認される
。テーブルが正確な位置にない場合、磁石はゾーンへ前進しなくてもよい。
【００８１】
　ＥＳＣＰ(装置安全チェックポイント)及びＰＳＣＰ(患者安全チェックポイント)は、進
路を３つのゾーン、即ち遠く、近く、及びテーブルに分割する。インターロックは、磁石
がゾーンへ前進することが安全でない場合に、それを制止している。
【００８２】
　図１で示されるように、安全システム制御装置は、可動磁石制御装置、ＲＦドア制御装
置、Ｘ線機器及び患者テーブルと通信する。信号は次の情報を含んでいる。
【００８３】
　可動磁石制御装置は磁石ゾーンを送り、前進が許可されるかどうか示す信号を受け取る
。
【００８４】
　ドア制御装置は、ドアが開いているか閉じられるかどうかを示す信号を送信する。
【００８５】
　Ｘ線制御装置は、C-アームスタンドの場所及びテーブル位置についての情報を送信し、
スタンドの動き又はテーブルの動きが許可されるかどうかを示す信号を受け取る。
【００８６】
　患者取り扱いシステム又は支持テーブルは、一般的に（１０）で示されるように、図２
～７の中で示される。患者支持テーブルは、従来型の構造のベース（１１）を含み、該ベ
ース（１１）は、ベースが患者支持部（１２）を高さと向きにおける所要位置へ動かすこ
とを可能にする。適切な駆動機構及び連結器は、当該分野で知られており、従って本明細
書中に記載されていることは要求されない。ベース（１２）の最上端に、繊維強化プラス
チック材料で形成される一般的に平面体（１２）の形状である患者支持部が取り付けられ
、患者支持部に横たわっている間、患者を支持するのに十分な表面積を定義する。従って
、図５で最もよく示されるように、患者支持部（１２）は、支持部によって支持されるべ
き患者の足、身体及び腕を受け入れ収容するのに十分な距離によって間隔を空けられた２
つの側端部（１４）及び（１５）とともに、うつ伏せの患者の脚のところ、又はその向こ
う側に後端部（１３）を含んでいる。前端部（１６）に、患者の頭を横たわらせるための
前側へ延出する狭窄部（１７）が提供される。従って、側端部（１４）及び（１５）を介
する幅は、端部（１６）までほぼ一定であり、端部（１６）には、一般的に患者の頭部を
支持するための十分な幅の狭窄板部（１７）を提供するために、一般的には患者の肩に隣
接した位置に、幅方向において支持狭窄部が設けられる。
【００８７】
　患者支持部（１２）の最上段にマットレス（１８）が提供され、マットレス（１８）は
患者支持部（１２）に重なるように形作られる。従って、マットレスは、患者支持部（１
２）の端部（１３）に位置する後端部（１９）、及び側端部（１４）及び（１５）に隣接
する２つの側端部（２０）及び（２１）を有する。ステップ部（２２）は、マットレスが
幅方向において増加している箇所のマットレスに提供される。従って、側部は、縮小され
た幅の側部（２０Ａ）及び（２１Ａ）を含み、側部（２０Ａ）及び（２１Ａ）は、ＭＲＩ
磁石の円筒ボアへ挿入されるように意図された位置に配される。ステップ部（２２）の向
こう側のマットレスの幅広部が、磁石ボアを外側のままにするように一般的に意図され、
その結果、これらの部分が、患者のためのより多くの安定を可能にする増加した幅になり
得る。ボアへ挿入される部分が、ベース（１１）から前方に片持ち梁のように形成され、
その結果、ベースの全体が、マットレスの幅広部のエリア内のステップ部（２２）の向こ
う側に配される。
【００８８】
　患者のための構造的支持は、繊維強化樹脂材料で形成される支持部（１２）によって提



(14) JP 5751541 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

供され、繊維はシート状に敷かれており、樹脂材料によって注入されることで、典型的な
患者の重量を運ぶのに十分な強さの水平な構造部材を提供する。患者支持部は、磁石の作
用又は磁気共鳴イメージングで使用される必要な信号の生成及び獲得を妨げない材料で形
成されるため、患者支持部（１２）の構造における使用のために選択される繊維強化材は
、折り曲げるのに必要な抵抗力を提供するのに十分な強さを有する繊維であるが、非導電
性の繊維である。従って、炭素繊維は使用することができない。なぜなら、長い炭素繊維
は、その部分の構造内に流れる電流を生成又は許可し、そして、そのような電流が必要な
信号を妨げるからである。電流は、磁石内の高磁界、及び磁気共鳴イメージングで使用さ
れる磁石内に生成される電気磁気信号によって生成される。典型的に、ケブラー（登録商
標）のようなアラミド繊維は、そのような構造で典型的に使用される炭素繊維の代替とし
て使用することができる。
【００８９】
　マットレスは、皮によって包まれた堅い発泡材から作られることで、流体に抵抗性があ
り、臨床的状況で使用されるように殺菌のため容易に清潔にされ得る外表面を提供する。
マットレスは、ステップ（２２）から末端縁（１６）に配される前端部（２５）まで延出
する。マットレスは、プレート（１７）のエリアへ末端縁（１６）を越えて延出する部分
を含んでいない。
【００９０】
　マットレスは形成された材料の二層で形成され、約２インチの典型的な厚さを提供する
。発泡材の第２の層又は下層は、前端部（２５）と位置（２６）の間の領域内で除外され
、患者支持部（１２）の上側表面でマットレスの範囲内のレセプタクル（２７）を定義す
る。レセプタクルの最上部に、発泡材の第２層が提供され、その結果、レセプタクルは、
発泡のより薄い層ではあるが、発泡の層によって、患者の身体から間隔を空けられる。こ
れにより、患者は、患者の胸部領域の真下のレセプタクルの存在にもかかわらず、患者の
全長に亘って快適に支持される。
【００９１】
　図７で示されるように、レセプタクル（２７）は、覆っている皮と同じ発泡材で形成さ
れた挿入部（２８）によって満たすことができる。挿入部（２８）は、レセプタクルを満
たすように形作られ、その結果、それが、２つの並列の辺を有する長方形であり、該２つ
の並列の辺は、レセプタクルの端部（２５）とレセプタクルの端部（２６）の間にスライ
ドすることを可能にする。挿入部（２８）の側面は、ホック及びファスナー接続ストリッ
プ（２９）を備えており、フック及びファスナー接続ストリップ（２９）は、端部（２６
）上及び端部（２５）のところのディペンディングフラップ（ｄｅｐｅｎｄｉｎｇ　ｆｌ
ａｐ）（３１）上の同様のストリップ（３０）と連携している。実際には、患者が取り除
かれる時、挿入部（２８）は、空間へ挿入され得る。なぜなら、テーブルは、患者の頭部
又は胸部のどちらかをイメージングするために、セットアップされるべきであるからであ
る。そして、この場合において、イメージングが頭部になされるとき、胸部コイルが除去
され、その結果、この場合において、挿入部（２８）は、支持部（１２）上に配され、マ
ットレスは、その最上部に配される。
【００９２】
　イメージングが胸部になされる場合において、胸部コイル部（３１）がマットレス上で
イメージングするための場所にあるとき、前部胸部コイル（３１）は、患者の胸部最上部
に位置するように配され、また後部コイル（３２）がレセプタクル（２７）中へ挿入され
るように配される。コイル（３２）を保護するために及びマットレスがレセプタクル（２
７）の上で適切に平坦なままであることを確実にするために、平坦長方形スリーブ（３３
）が提供され、コイル（３２）が使用されるべきときに、平坦長方形スリーブ（３３）は
、マットレスの下の場所に挿入される。従って、テーブルが、胸部のイメージングのため
にセットアップされる場合、挿入ピース（２８）は省略される。そして、その場所で、ス
リーブ（３３）は挿入される。これは、後部コイル（３２）が、マットレス（１８）の側
面部のスリーブ（３３）の一側面のスロット形成開口部（３４）を通って、所定位置へス
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ライドすることを可能にする。コイル（３２）は、スリーブの内部の中への滑りばめとし
て、容易にはめ合うように形作られる。従って、磁気共鳴イメージングを実行するように
意図される場合、後部コイル（３２）は、患者及びテーブルの片持ばり部分が、イメージ
ングを実行するために磁気ボアにスライドすることを可能にする場所に容易にスライドす
ることができる。
【００９３】
　イメージングが完了し、患者がＸ線システムによってイメージングされるべき時、コイ
ル（３２）は、スリーブ（３３）の開口部（３４）の外へコイルを引き出すことにより、
容易に取り除くことができる。前部コイル（３１）もまた、患者胸部の最上部から容易に
取り除くことができ、その結果、すべてのコイル部分はテーブルから取り除くことができ
、Ｘ線イメージングが、テーブルの任意の金属構成部品から任意の干渉なしで実行される
ことを可能にする。
【００９４】
　図３で最もよく示されるように、磁気共鳴イメージング装置のコントロールシステムに
受信信号を送信するコイル（３２）からのケーブルは、（３６）で示され、コイルの側表
面（３２Ｂ）に直接隣接するコイルの前表面（３２Ａ）から出るコイルの前方端でコイル
上に配される。従って、ケーブル（３６）は、コイル（３２）からこの位置で前方に延出
する。スリーブ（３３）は、スロット（３３Ａ）を有し、該スロット（３３Ａ）は、開口
部（３４）に隣接するスリーブ前表面（３３Ｂ）の正面に位置する。これは、ケーブル（
３６）及びその最も内側の端部（３６Ａ）を備えた開口部（３４）によってコイルが挿入
されることを可能にする。該ケーブル（３６）及び該端部（３６Ａ）は、スロット（３３
Ａ）を通って延出し、従ってコイルから前方に、及びスリーブ（３３）から前方に延出す
る。
従って、ケーブルは、マットレス（１８）の端部（２５）を越えて現れる。そして、ケー
ブルはマットレス（１８）の側端面（２０Ａ）を越えて現れない。ケーブル（３６）はこ
のように置くことができ、これにより、ケーブル（３６）は端部（２５）を越えて延出し
、すぐに上方及び後方へ曲がり、ケーブル部（３６Ｂ）を形成する。該ケーブル部（３６
Ｂ）は、患者の腕及び身体の間の接合部で患者の肩部の上方を患者の身体に沿って通過し
、腕の向こう側の位置を通過する。ここでケーブルは、部分（３６Ｃ）を含み、該部分（
３６Ｃ）は、マットレスの上、特に肩部（２２）の向こう側のマットレス部のより狭い部
分を横たわる。このように、ケーブルを導くことができ、その結果、ケーブルが適切にコ
ントロールされ、行なわれている画像処理前に作業者によって適所に配される。ケーブル
が患者の上を通過するように適切に管理され、ケーブルは、コントロールされないでテー
ブルから外側へ落下する可能性がない。テーブルの一部が、マットレス及び支持部（１２
）の側面を越えて突出せず、その結果、これらが、磁石のボアに入ることが可能である最
大寸法でありうる。
【００９５】
　テーブルは、さらに腕係合部材（４０）及び（４１）を含んでおり、該腕係合部材（４
０）及び（４１）は、患者の腕を収容するように配されており、患者の腕が、マットレス
上に保持されることを確実にし、画像処理の間患者が支持部の上に存在する時は、患者は
外側へ落下することができない。たとえ、磁気共鳴イメージングシステムによる及びＸ線
システムによる両方の画像処理の間、テーブルが安定であっても、患者が左右に動くこと
ができないように、また患者が画像処理の間、テーブルの外側へ一つの腕を落とすことは
できないように、患者を閉じ込める必要がある。
【００９６】
　図５で最もよく示される腕係合部材は、一般的に直立のボード（４２）を含んでおり、
該ボード（４２）は、後端部（４３）から前端部（４４）の長さを有する。その長さは、
手から肩までの患者の腕のほぼ全体に沿って延長するのに十分である。ボードは、一般的
に直立の部分及び上部で形成される。該上部は、内側及び上方へ傾けられ、よりよく患者
の腕を制限するわずかなチャネル形状を形成する。ボードは、取付板（４５）に取り付け
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られ、該取付板（４５）は、側端面（４６）及び（４７）ならびに側端面（４８）を備え
た平面プレートである。プレート（４５）は、フランジ部（４９）を含んでおり、該フラ
ンジ部（４９）は、プレートから上方へ立ち上がっており、エッジ（４６）と（４７）の
間のプレートの長さと等しい長さを有する。フランジ部（４９）の最上部に、ボード（４
２）は、不可欠な接続部として取り付けられるが、ボードは、フランジ（４９）前側から
前端部（４４）に延出する。従って、プレート（４５）は距離的に制限され、その結果、
前端部（４７）がボードの前端部（４４）から奥まって配される。プレート（４５）の長
さは、マットレスと平面支持部（１２）の間の患者の真下にプレート（４５）が挿入され
得るようになっており、その結果、プレートは患者の重量によって挟まれ、その患者の重
量は、長手方向又は側面外側への動きに対して適所にボードを保持する。取付板（４５）
の長さは、しかしながら、それがちょうどマットレスの端部（２６）の向こう側の位置で
終了するように制限され、その結果、プレートは、スリーブ（３３）の下、或いはコイル
（３２）のエリアへ延出しない。従って、腕部支持ボード（４２）は、このプレートから
前方に片持ち梁で形成される。そして、プレート自体は、コイルによって定義されるイメ
ージングのエリアへ入らない。もちろん、コイルは、磁気共鳴イメージングシステム、及
びＸ線システムの両方において適切にイメージングされるべき胸部において、患者の部分
のための所要位置に配される。
【００９７】
　コイル（３２）が除去される場合、磁石が除去され、Ｘ線システムが適所へ移動される
と共に、患者がマットレスの定位置に横たわることができ、アーム係合部材（４０）と（
４１）に囲まれた状態にあるように、アームボードは適所に留まる。したがって、Ｘ線処
理が行なわれ、Ｘ線処理を干渉しない位置に取り付け板（４５）が位置する間に、ボード
は適所に患者を保持する。図３と５に示されるように、胸のＸ線イメージングの間に、患
者の頭はプレート部（５１）の上に備え付けられるマットレス拡張部（５０）上で容易に
支持される。このプレート部は、支持部（１２）の幅よりも僅かに小さい幅を有する。し
たがって、プレート部（５１）は後縁部（５１Ａ）と、平衡先端（５１Ｂ）を含む。プレ
ート部はまた、ケーブル（３６）の反対側に片面端部（５１Ｃ）を含む。ケーブル（３６
）には、ケーブル（３６）が挿入される収納部（５１Ｅ）を含む、片面端部（５１Ｄ）を
提供する。マットレス部（５０）はまた、端部（５１Ａ）と一致する後縁部（５０Ａ）を
含む。マットレス部（５０）はまた、平衡先端（５１Ｂ）と側端面（５０Ｃ）とに一致す
る先端（５０Ｂ）、及び片面端部（５１Ｃ）と（５１Ｄ）と一致する（５０Ｄ）を含む。
またしたがって、マットレス部は、ケーブルが挿入される収納部（５１Ｅ）を含む。プレ
ート（５１）は、その側端面でプレート部（１７）上を滑るためのスロットを形成する、
１組のガイド（５２）と（５３）上に運ばれる。したがって、プレート（５１）はプレー
ト部（１７）の頂部上で滑り、ネジ留め金具（５４）と共に下側にあるスロットガイドに
より適所で保持される。ネジ留め金具（５４）は、支持板（５１）がマットレスの端部の
適所にあることを確実にするため、プレート部（１７）の端部を挟む。その後、マットレ
ス部（５０）はプレート部（５１）の上に置かれる。マットレス（１８）とマットレス部
（５０）は、取り付けられる支持部（１２）の部品に適した位置に位置する、鉤状及び輪
状のファスナーストリップ（５６）により、適所に都合よく保持される。マットレスはこ
のようにして、マットレスが片側に滑る危険がない、マットレスの頂部上で患者を動かす
ことを可能にする適所に適切に保持される。したがって図３に示されるように、イメージ
ングが胸エリアで行なわれる場合、患者の頭は、クッション又は所望の他の快適なレセプ
タクルにより補われてもよいマットレス部（５０）に、容易に乗る。
【００９８】
　今、図６と７を参照すると、テーブルは、頭のイメージング用に構成された、これらの
図に示される。頭のイメージング中に、胸コイルはもちろん完全に除去される。さらに、
プレート（５１）とマットレス部（５０）も、頭のイメージングのため、頭のより効果的
で正確な支持を可能にするよう除去される。したがって、（７０）で一般的に示された頭
支持、及び前方部分（７２）と後方部分（７３）を含む頭コイル（７１）が提供される。
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頭支持（７０）は、患者の後頭部を受け、イメージング工程中、常に支持された頭を保持
するよう形作られた、チャネル部材（７４）を備える。頭支持（７４）は、単純なチャネ
ルを備えるか、頭をより効果的に適所に保持するための皮ひもを備えた、柔軟なレセプタ
クル部を備えることができる。どちらかのタイプの頭支持は、プレート（５１）に関して
前述されたものと同じ方法で、プレート（１７）の端部上に係合する底部スロット部（７
７）と（７８）を備えた、スロット型の取り付け部材（７６）上に備え付けられた、ブラ
ケット（７５）に取り付けられる。したがって、スロット型の取り付け部材（７６）は適
所へと滑り、締結固定ねじ（７９）により適所に固定されることができる。適所にあると
、取り付け部（７６）の前端（８０）は、プレート部（１７）の底部の支持（１２）の端
部（１６）に対して接合する。チャネル部材（７４）は、したがって、取り付けブラケッ
ト（７５）から、先端（８２）まで前方に片持ち梁が形成される。先端（８２）は、ブラ
ケットの前に前に間隔を置かれた先端（８２）まで前方に、及びプレート（１７）に重な
る位置への端部（１６）の前方に間隔を置かれるが、プレート１７から上方に間隔を置か
れる。
【００９９】
　後部のコイル部（７３）は、チャネル部材（７４）のほぼ外面に続く曲線状の上部表面
（７３Ａ）を含み、その結果、患者の頭を長手方向に滑る動作中にチャネル部材（７４）
の下側を通り抜けることができる。
【０１００】
　その形が滑り動作の発生を可能にする十分な隙間を提供する形を供給するなら、表面（
７３Ａ）の形とチャネル（７４）の底面は緊密に正確である必要がないことが認識される
。しかしながら、チャネル部材（７４）が頭の重さを支持するのに十分に強い薄い物質か
ら作られ、表面（７３Ａ）が支持チャネル（７４）の後表面にほぼ近接するように、コイ
ルが患者の頭の後部にできるだけ接近していることが好ましい。
【０１０１】
　後部コイル（７３）は、取り付け部（７５）とそのスロット型取り付け部（７７）の向
こうの位置でプレート部（１７）上を滑るために、スロット型取り付け部（８６）も含む
支持ブラケット（８５）上に備え付けられる。したがって、図６の中で最も良く示される
ように、頭支持チャネル（７４）は後部コイル（７３）の内部に位置し、取り付けブラケ
ット（７５）と（８５）は、その両方がブラケット（５７）の前の取り付けブラケット（
８５）を備えたプレート（１７）上へ適合するように配置される。したがって、ブラケッ
ト（７５）は適所に留まることができ、支持部（７３）は、後部コイル部が適所へ移動さ
れるか、適所から取り除かれる間、患者の頭を保持できる。
【０１０２】
　一般的な構造として適所に滑リ込むことができるように、又は後部コイル部が既に導入
された場合に後部コイル部から除去又はその上に位置できるように、前部コイル部は後部
コイル部に取り付けられる。
【０１０３】
　図７に示されるように、後部コイル部（７３）の後表面と、後部コイル部がブラケット
から取り除かれることを可能にするブラケット（８５）の頂部の間に、スライドする相互
連結部がある。
【０１０４】
　患者取り扱いシステムは従って、以下の鍵となる構成、患者テーブル（１１）、頭部保
持具（７３）、ＭＲイメージングコイルを含む。鍵となる構成の統合を含むシステムは、
十分な画質とワークフローを維持する間、ＭＲＩ及びＸ線イメージング診断療法の両方で
イメージングすること許容するため、特別に設計される。
【０１０５】
　患者テーブルは、患者がＭＲ及びＸ線イメージング診断療法の両方でスキャンされるこ
とを可能にするように設計されている。患者テーブルは２つの主な構成、テーブル器台と
テーブルトップで構成される。テーブルトップは完全にＭＲ及びＸ線に適合性があり、テ
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ーブル器台は、ＭＲスキャン中にイメージングの質に逆効果を与えない（即ち、磁界の均
質性に影響を与えない）。器台はまた、磁界から著しい力を受けない。テーブルトップは
、テーブル器台（またＸ線に適合性がない）がイメージング部位から十分に離れた距離に
あるように位置する。テーブルトップは頭部保持具、アームボード及びＭＲイメージング
コイルを統合する。
【０１０６】
　頭部保持具は、手術の間に患者の頭を支持し、またＭＲ及びＸ線に適合性がなければな
らない。頭部保持具は、位置して除去するのに非常に効率的な方法で、患者テーブルに統
合する。ＭＲイメージング頭部コイルも頭部保持具に統合され、容易にイメージング部位
に位置し、また容易に除去される。
【０１０７】
　ＭＲイメージングコイルは、身体の他の領域のイメージング（例えば、胸をイメージン
グするための心臓のコイル）用のコイルと同様、頭部コイル（頭及び上部背骨のイメージ
ング用）からも成る。ＭＲコイルは、Ｘ線に適合性はなく、したがって患者を動かし干渉
する必要なく、イメージング診断療法の間に切り替える場合のイメージング領域に位置さ
れ、そこから除去される。例は、心臓のイメージングに使用されるＭＲコイルであり、Ｍ
Ｒコイルは前部コイル（患者の胸の上に置かれる）と後部コイル（患者の背中の真下に置
かれる）から成る。前部コイルは、容易に患者に乗せることができ、後部コイルは様々な
選択肢、例えばテーブルトップの下、テーブルトップの構造内、又はテーブルトップの頂
部へ統合され、また後部コイルをテーブルトップのマットレスに統合することを含む。こ
れら全ての方法は、コイルが容易に、効率的に位置付けられ、次に除去領域から取り除か
れるように、設計される。
【０１０８】
　特定の医療手術中に、Ｘ線及びＭＲイメージング診断療法の両方は、手術の間の別々の
時間に利用されてもよい。ＭＲＩコイルがＸ線に適合性がないため、ＭＲＩ及びＸ線イメ
ージングの間で切り替わる場合に、速く容易にコイルの位置を決め、除去することが必要
である。手術の間に固定位置に患者を留めることが必要な場合については、イメージング
コイルはまた、任意の方法で保持具又は患者を動かさず、又は移動させずに、位置付けさ
れ、除去されねばならない。例えば、頭蓋の手術は、全体の手術の間に患者の頭を固着す
るため、頭部保持具を使用する。ＭＲイメージング頭部コイルは、任意の方法で、頭部保
持具又は患者の頭を移動させずに、頭部保持具のまわりで容易に位置付けされる。二つ目
の例は、胸／腹部のイメージングを要求する手術である。前部コイルは、患者の頂部に位
置してもよく、後部コイルは、テーブルトップのマットレスの中、テーブルトップ自体の
、又はテーブルトップの下のスロット又は穴へ位置付けられる。後部コイルの位置を決め
る全ての方法は、患者のため一定の位置を維持する。
【０１０９】
　患者テーブルは、ＭＲ及びＸ線に完全に適合性があるテーブルトップから成る。テーブ
ルトップはまた、任意の方法で患者を動かさずに又は移動させずに、コイルを位置付けて
除去する特別な特徴で、頭部コイルや心臓のコイルのような様々なＭＲイメージングコイ
ルの統合を可能にする。コイル統合は、テーブルトップ自体の中、又はテーブルトップの
マットレス内のスロット又は空洞を含むことができる。或いは、コイルはまた、取り付け
ブラケット又は棚構成を通じて、テーブルの真下に位置することができる。
【０１１０】
　特別な空洞挿入装置はまた、ＭＲイメージングコイルが適所にない場合に、テーブルト
ップかマットレスの中の空間を満たすために含まれ、このことにより追加の構造的強度が
提供される。
【０１１１】
　イメージングコイルと空洞挿入部の間で切り替わる場合に、追加の剛性を提供するため
に、テーブル／マットレス中のコイル空洞の周りに補強物質が提供される。或いは空洞は
、空気注入式のポケットが並んでもよく、空気注入式のポケットは、膨張により空洞挿入
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と取り替えるためコイルを容易に挿入し、除去するのに十分なだけ者を持ち上げる。テー
ブルトップはまた、頭部保持具の位置を用意に決め、除去する手段を含む。この手段は、
テーブルトップのヘッドエンドの周りの頭部又は出っ張りを含む。そこでは、頭部保持具
は一致する接合部分と共に滑ることができる。イメージング頭部コイルはまた、この方法
でテーブルに統合される。
【０１１２】
　頭部保持具とテーブル補助器具は、手術の間頭を固着する頭部保持具と、頭部保持具を
患者テーブルに固着するテーブル補助器具を含み、また頭部保持具の位置／配向を調節す
る手段を提供する。全体の組み立て部は、完全にＭＲ及びＸ線に適合性がある。患者の頭
を固定する手段は様々で、馬蹄形の頭部保持具、吊り包帯／サスペンダー状の頭部保持具
、及び頭部収容部を含む。馬蹄形の頭部保持具は、ゲル、発泡、又は空気で膨らんだ枕に
より緩和される剛性フレームを含み、患者の側頭部と頭頂部は、ストラップ、又はサイド
クッションにより支持されてもよい。フレームはまた、頭のサイズの大きな範囲に対応す
るため、調整可能でもよい。吊り包帯／サスペンダー状の頭部保持具は、後頭部と側頭部
を支持する吊り包帯に形成される軟質材（例えば織物）から成る。頭頂部は、織物ストラ
ップで支持されてもよい。発泡の詰め物は、テーブル補助器具が吊り包帯／サスペンダー
状の頭部保持具に結合する、頭を緩和する吊り包帯の横にある物質の層の間に挿入するこ
とができる。頭部収容部は、患者の頭と首を受け台に載せるスコップ型の装置であり、又
は患者の頭の後部を緩和（快適さのために）し、また患者が左右に頭を移動させることを
妨げる、泡又は膨張自在の空気枕を含む。膨張自在の枕の１つの追加の特徴は、枕が頭を
僅かに下げるように収縮されることができる事であり、その結果枕は、患者の頭の真下に
直接位置するＭＲイメージング頭部コイルの部分に、より一層近くなり、ＭＲ画像品質を
高める。テーブル補助器具は、頭部保持具の正面（患者の頭に最も接近している）、頭部
保持具の後ろ（患者テーブルから最も離れている）、頭部保持具の側面に沿って、又は頭
部保持具の頂部に沿ってというような様々な配向で、頭部保持具に接続できる。
【図１】 【図２】



(20) JP 5751541 B2 2015.7.22

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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