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(57)【要約】
個別に具体的に検討された自動化治療計画（２２）が提
供される。１つまたは複数の予後モデル（１８）は、定
められた線量に対する患者特有の情報に応じた生存性を
示す。複数の線量に対する生存性を決定することによっ
て、線量に応じて生存性によって表わされる生体モデル
が特定の患者から決定される（２０）。同様に、合併症
または副作用の可能性が決定される（２０）。生存性の
可能性と合併症の可能性は、それぞれ、腫瘍制御確率と
正常組織合併症確率として、あるいはこれらの確率の代
りに使用される。所望の腫瘍線量と許容線量は、患者特
有の線量分布に応じて選択される（２１６）。選択され
た線量は、放射線治療パラメータを確立する逆方向治療
計画システム（２２）に入力される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
個別に具体的に検討された自動化治療計画システム（１００）であって、
　患者における複数の患者特有の特性に関する値を受け入れることができる入力（１１８
、１１２、１１４）と、
　前記値に対応する複数の変数を定められた線量における第１の確率に関係付ける第１の
予後モデル（１８）に、前記値を適用することができ、逆方向治療計画システム（２２）
に、前記第１の確率に応じて変わる第１の入力を提供することができるプロセッサ（１０
２）と、
　前記第１の確率に応じて前記逆方向治療計画システム（２２）によって提供される放射
線治療パラメータを出力することができるディスプレイ（１１６）と
を備える自動化治療計画システム。
【請求項２】
　前記第１の予後モデル（１８）は文献からの医療知識に応じて前記変数を前記第１の確
率に関係付ける請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記入力（１１８、１１２、１１４）は前記プロセッサ（１０２）または別のプロセッ
サによってデータから検索された前記値を受け入れることができるデータインタフェース
（１１２）を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の予後モデル（１８）は他の変数と無関係である各変数に関する関数関係に変
換された文献から収集された医療知識に応じて変わる請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
前記プロセッサ（１０２）は前記患者の値または追加値を第２の予後モデルに適用するこ
とができ、前記第２の予後モデルは複数の患者に関する患者データのデータベースから得
られる統計モデルであり、前記第１の確率は前記第１および第２の予後モデルの出力に応
じて変わる請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１の予後モデル（１８）は前記第１の確率として生存の可能性を出力することが
でき、前記生存の可能性は腫瘍制御確率として前記逆方向治療計画システム（２２）に入
力することができる請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第１の予後モデル（１８）は前記第１の確率として副作用の可能性を出力すること
ができ、前記副作用の可能性は正常組織の合併症確率として前記逆方向治療計画システム
（２２）に入力することができる請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１の予後モデル（１８）は第２の確率として副作用の可能性を出力することがで
き、前記副作用の可能性は正常組織の合併症確率として前記逆方向治療計画システム（２
２）に入力することができる請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１の予後モデル（１８）は前記値に応じて線量分布を出力することができ、前記
線量分布は定められた線量における前記第１の確率を含み、前記第１の入力は線量分布で
ある請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記プロセッサ（１０２）は前記第１の予後モデル（１８）と前記逆方向治療計画シス
テム（２２）との間に相互作用を提供することができ、前記第１の予後モデル（１８）は
前記出力放射線治療パラメータの少なくとも１つに応じて第２の確率を決定することがで
きる請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサ（１０２）は少なくとも放射線および化学療法の治療計画を決定するこ
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とができ、前記治療計画は実現可能な放射線治療パラメータに応じて変わる請求項１０に
記載のシステム。
【請求項１２】
　個別に具体的に検討された自動化治療計画のためにプログラムされたプロセッサ（１０
２）によって実行可能な命令を表わすデータを格納しているコンピュータ可読記憶媒体（
１０６、１０８、１１４）において、前記命令は、
　線量に応じて生存の可能性の第１の線量分布を決定し（２０、２１４）、前記第１の線
量分布を個々の患者に特有の第１の値に応じて予後モデルによって出力し、
　線量に応じて合併症の可能性の第２の線量分布を決定し（２０、２０４）、前記第２の
線量分布を前記個々の患者に特有の第２の値に応じて予後モデルによって出力し、
　所望の生存の可能性に対応する前記第１の線量分布から腫瘍線量を選択し（２１６）、
　所望の合併症の可能性に対応する前記第２の線量分布から許容線量を選択し（２１６）
、
　前記腫瘍線量および前記許容線量に応じて放射線治療計画を決定する（２１８）、
ことを含む自動化治療計画のためにプログラムされたプロセッサによって実行可能な命令
。
【請求項１３】
　前記腫瘍線量および前記許容線量を選択すること（２１６）は前記第１の線量分布を前
記第２の線量分布に関係付けることを含む請求項１２に記載の命令。
【請求項１４】
　前記第１および第２の線量分布を決定すること（２１４）は臨床研究刊行物から知識ベ
ースを有する前記予後モデルを決定することを含む請求項１２に記載の命令。
【請求項１５】
　逆方向治療計画システム（２２）からのフィードバックに応じて前記腫瘍線量および前
記許容線量を最適化すること（２２０）をさらに含み、前記逆方向治療計画システム（２
２）は前記放射線治療計画を出力することができる請求項１２に記載の命令。
【請求項１６】
　個別に具体的に検討された自動化治療計画方法であって、
　患者特有の値を予後モデルに適用するステップ（１４、１６）と、
　前記適用するステップに対応して前記予後モデルから生存の確率を出力するステップ（
２０）と、
　前記生存の確率に応じて、第１の線量を逆方向治療計画システム（２２）に入力するス
テップと、
　前記第１の線量に対応して前記逆方向計画システム（２２）から放射線治療計画を提供
するステップ（２１８）と
を含む自動化治療計画方法。
【請求項１７】
　前記生存の確率を出力するステップ（２０）は線量に応じて生存の確率の第１の線量分
布を推定するステップを含み、さらに、
　前記適用するステップに対応した予後モデルによって、線量に応じて合併症の確率の第
２の線量分布を推定するステップ（２０）と、
　前記第１の線量分布および第２の線量分布に応じて前記第１の線量を選択するステップ
（２１６）と
を含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　逆方向治療計画システム（２２）から実現可能な腫瘍線量および実現可能な許容線量を
フィードバックするステップ（２４）と、
　前記実現可能な腫瘍線量、前記実現可能な許容線量、および前記第１および第２の線量
分布に応じて前記放射線治療計画を最適化するステップ（２２０）と
をさらに含む請求項１７に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記適用するステップに対応して、前記予後モデルから合併症の確率を出力するステッ
プ（２０）と、
　前記第１の線量を腫瘍線量として選択し（２１６）、許容線量を選択するステップであ
って、前記腫瘍線量および前記許容線量の各々が生存の確率および合併症の確率に応じて
変わるステップと、
　前記許容線量を前記逆方向治療計画システム（２２）に入力するステップと
をさらに備える請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記予後モデルを用いて前記値に応じて治療計画を選択するステップをさらに備える請
求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　出力するステップ（２０）は前記予後モデルを用いて推定するステップ（１８）を備え
、前記予後モデルは複数の異なる種類の知識ベースソースを表わす請求項１６に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本特許文献は、２００６年４月１７日に出願された米国仮特許出願第６０／７９２，４
５０号の３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．第１１９条（ｅ）に基づいて出願日の恩典を主張するもので
あり、同特許出願は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本実施形態は治療計画に関する。放射線治療計画の目標は、患者に放射線を照射する放
射線治療装置を制御する１組のパラメータを計算することである。理想的には、照射され
る放射線のすべてが腫瘍内に集中され、放射線は腫瘍の外部に照射されない。実際には、
この可能性は低い。従って、放射線治療計画では、腫瘍への放射線量と腫瘍外部への放射
線量との妥協点を解決策として見出そうとする。
【０００３】
　人間オペレータは、ビーム数、ビーム位置、ビーム方向、およびビーム強度などの放射
線治療パラメータを設定してもよい。腫瘍および腫瘍外部への予測放射線量は、オペレー
タが設定した放射線治療パラメータから計算される。目的関数を与えられて放射線治療パ
ラメータの最適解を求めようとする、逆方向治療計画システム（ＩＴＰＳ）が開発されて
いる。この目的関数は、個々の放射線計画が治療目標をどの程度満たしているかを評価す
る。
【０００４】
　目的関数は、線量または一般的な生体モデルのいずれかに基づく。線量に基づく目的関
数は、定義された腫瘍内にあるべき所望放射線量と腫瘍外にあるべき所望の線量に関する
入力を必要とする。その後、ＩＴＰＳは、これらの基準を満たす解を最適化しようとする
。生体パラメータに基づく目的関数は、種々の線量分布が腫瘍に及ぼす影響の程度、およ
び種々の線量分布が腫瘍外の正常組織に及ぼす影響の程度に関する一般的なモデルを含む
。システムへの入力は、所望の腫瘍制御確率（ＴＣＰ）および正常組織合併症確率（ＮＴ
ＣＰ）である。本システムは、所望の目標を満たすために、ＴＣＰを最大にし、ＮＴＣＰ
を最小にしようとする。これは、腫瘍への所望の線量および正常組織への最大許容線量を
得るために生体モデルを使って行なわれ、ＴＣＰおよびＮＴＣＰの目標を達成する。線量
を与えられて、放射線治療パラメータが決定される。しかし、放射線治療パラメータは特
定の患者にとって最適でないかもしれない。
【０００５】
　様々な実施形態において、システム、方法、命令、およびコンピュータ可読媒体は個別
に具体的に考慮された自動化治療計画用に提供される。１つまたは複数の予後モデルは定
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められた線量に対する患者特有の情報に応じた生存性を示す。複数の線量に対する生存性
を決定することによって、線量に応じた生存性によって表わされる生体モデルが特定の患
者に対して決定される。同様に、合併症または副作用の可能性が判定される。生存の可能
性および合併症の可能性は、それぞれ、腫瘍制御確率および正常組織障害確率として、ま
たはこれらの代わりに使用される。所望の腫瘍線量および許容線量は、患者特有の線量分
布に応じて選択される。選択された線量は、放射線治療パラメータを確定する逆方向治療
計画システムに入力される。
【０００６】
　第１の態様において、システムが個別に具体的に検討された自動化治療計画に提供され
る。入力は、患者における患者特有の複数の特性に関する値を受け入れることができる。
プロセッサは第１の予後モデルに該値を適用することができる。第１の予後モデルは、該
値に対応する複数の変数を定められた線量における第１の確率に関連付ける。プロセッサ
は、第１の入力が第１の確率に応じて変わる場合に逆方向治療計画システムに第１の入力
を提供することができる。ディスプレイは、第１の確率に応じて逆方向治療計画システム
によって提供される放射線治療パラメータを出力することができる。
【０００７】
　第２の態様において、コンピュータ可読記憶媒体は、個別に具体的に考慮された自動化
治療計画のためにプログラムされたプロセッサによって実行可能な命令を表わすデータを
格納している。該命令は、線量に応じた生存の可能性の第１の線量分布、すなわち、個々
の患者に特有の第１の値に応じて予後モデルによって出力される第１の線量分布を決定す
ること、線量に応じた合併症の可能性の第２の線量分布、すなわち、個々の患者に特有の
第２の値に応じて予後モデルによって出力される第２の線量分布の決定すること、所望の
生存の可能性に対応する第１の線量分布から腫瘍線量を選択すること、合併症の所望の可
能性に対応する第２の線量分布から許容線量を選択すること、および腫瘍線量および許容
線量に応じた放射線治療計画を決定することを含む。
【０００８】
　第３の態様において、個別に具体的に検討された自動化治療計画方法が提供される。患
者特有の値が予後モデルに適用される。この適用に対応して生存の確率が予後モデルから
出力される。生存の確率に応じて第１の線量が逆方向治療計画システムに入力される。第
１の線量に対応して逆方向治療計画システムから放射線治療計画が出力される。
【０００９】
　上記のいずれか１つまたは複数の態様が単独でまたは組み合わせて使用されてもよい。
これらおよび他の態様、特徴、および利点は、添付図面に関連して読まれる好ましい実施
形態の以下の詳細な説明から明らかになる。本発明は冒頭の特許請求の範囲によって規定
され、本節の内容はこれらの特許請求の範囲への制限と解釈されるべきではない。本発明
の別の態様と利点は、以下で好ましい実施形態とともに議論され、独立にまたは組み合わ
せて特許請求の範囲に記載されるかもしれない。
【００１０】
　放射線治療の治療計画では、患者特有の情報が適用される。ＴＣＰモデルおよびＮＴＣ
Ｐモデルは、臨床試験または他の医療知識源からの一般的なモデルに基づく。しかし、個
々は線量分布に関して固有のＴＣＰ曲線またはＮＴＣＰ曲線を有してもよい。ＴＣＰモデ
ルまたはＮＴＣＰモデルを特定個人に適合させることによって、最適な治療が得られるか
もしれない。これらの生体モデルは、ＴＣＰモデルおよびＮＴＣＰモデルを個性化するた
めに個人および／または治療特性に基づいて修正される。得られる線量およびＩＴＰＳシ
ステムへの許容入力は、各患者に適した線量を反映する可能性が高い。ＩＴＰＳは、放射
線治療システムによって実現可能な予測線量を腫瘍および正常組織に出力する。
【００１１】
　生体モデルの個性化は複数の方法で行われてもよい。１つの手法は、臨床試験を注意深
く行って患者データを多数の患者で収集した後に線量および結果を測定するものである。
この後、結果は線量および患者データと相互に関連付けられ、結果が個々の患者データに
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よってどのように決定されるかによってモデルが見つけ出される。しかし、この手法は、
線量および患者データの両方の変動を大いに考慮するために必要とされる異なる患者の数
が非常に多くなるので費用がかかる。
【００１２】
　他の手法において、予後モデルは、患者特有の値に基づいて結果（例えば、生存）およ
び副作用（例えば、病気）を予測する。線量に応じた出力は生体曲線をもたらす。例えば
、予後モデルは、米国特許第＿号（本出願と同一日に出願された代理人参照番号第２００
６Ｐ０７７１４ＵＳ０１号）に開示されたような文献および／またはデータベースから得
られ、本開示は参照により本明細書に組み込まれる。予後モデルは、線量分布の生体モデ
ルとして使用される。生存の可能性および／または合併症の可能性は、データ量の多い臨
床試験よりも数の少ない患者記録を用いたモデル化によって得られてもよい。生存の可能
性および合併症の可能性は、逆方向治療計画システムにおける腫瘍制御確率および正常組
織合併症確率として使用される。
【００１３】
　任意の予後モデルが使用されてもよい。一実施形態において、既刊文献に由来するモデ
ルが使用される。既刊文献は、膨大なデータベースが得られない場合でもモデル化のため
に信頼性の高い有効な情報源である。精度を高めるために、治療結果（例えば、生存性お
よび合併症）は、文献駆動型およびデータ駆動型のモデルなど、複数のデータソースを結
合する統計モデルから予測される。例えば、非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ）患者の２年生存
は、個人または患者特有の情報に基づいて予測される。予測には、文献およびデータベー
スから収集された知識ベースが使用される。結合されたモデルに両方の情報源を組み込む
ことによって、予測の一貫性および精度が改善される。
【００１４】
　自動化治療計画は健康管理ワークフローに関連付けられてもよい。例えば、患者データ
マイニングまたは手動入力は、値を１つまたは複数の予測診断モデルに提供する。これら
の値は特定の患者用である。モデルは、これらの値に基づいて可能な治療に関する確率を
生成する。モデルは、予後診断を繰り返し実施して、種々の治療の可能性のモデル化など
、最適な治療を決定してもよい。その代替として、提案された治療が入力され、この治療
に関連する予後が出力される。生存性の確率および合併症の許容確率との所望の組合せに
関連した線量は個人的な予後に基づいて選択される。線量および許容値は逆方向治療計画
システム（ＩＴＰＳ）に出力される。予後モデルによって決定されたＩＴＰＳおよび予後
モデルまたは線量分布は、実現可能な治療計画を最適化するために繰り返し使用されても
よい。予後モデルは、個々の患者に対して治療計画を提供するために、化学療法、外科手
術、および／または分別など、他の治療を処方してもよい。ワークフローエンジンを提供
する現在任意の公知であるあるいは後で開発されるソフトウェアまたはシステムは、特定
の患者の属性を考慮して治療計画を自動化するように構成されてもよい。
【００１５】
　図１および２は、個々に具体的に考慮された自動化治療計画方法の実施形態を示す。本
方法は、図３のシステムまたは別のシステムによって実施される。作用は図示の順序また
は別の順序で行われる。作用の追加、変更、または削減が行なわれてもよい。例えば、図
２の作用２０２～２１０は行われない。図１は、治療計画を決定する患者特有の値の使用
を示す。図２は、予後モデルの一実施形態および治療計画を決定するためのその後の使用
の展開を示す。
【００１６】
　図２を参照すると、作用２０２において、病気の予測子についての定量的な医療知識が
文献から収集される。文献は任意の公表済みの情報、信憑性のあることが好ましい。文献
の出典は、書籍、医学雑誌、論文、報告書、またはその他の刊行物であってもよい。１つ
または複数の出典が使用される。例えば、特定の病気および種々の治療選択肢に関連する
主要な刊行物または多くの刊行物が使用される。文献は臨床研究の結果を報告するもので
あってもよい。
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【００１７】
　知識は、特定の病気または関係する一群の病気に対して収集される。知識は、種々の線
量の同種の治療など、１つまたは複数の治療に関連する生存性および副作用（合併症）を
反映する。病気に関連する報告された結果および対応する治療が収集される。
【００１８】
　結果と変数との相関の任意の兆候は収集されてもよい。定量的な医療知識は、表、グラ
フ、文章、またはこれらの組合せで提供されてもよい。例えば、標的とされる患者集団の
特性、患者集団の全生存率、一部の特性を示す一部の亜母集団の生存率、危険率、調査に
おいて治療を受ける一部分の患者、グループ化情報、治療、結果、またはその他の量が収
集される。典型的に、本文献は、治療を受ける１つのグループと治療を受けない別のグル
ープとの２つの患者グループを対象とした調査を報告している。調査開始時における２つ
のグループの間の一部分の患者、ある期間後の全生存率、および危険率が与えられる。他
の刊行物において、情報の変更、追加、または削減が行なわれる。直接報告されない値は
文献で提供される情報から推論され、欠けている情報を埋め合わせるために仮定の追加を
必要としてもよい。
【００１９】
　収集は手作業で行なわれる。例えば、１人または複数の人々が文献を精査して情報をデ
ータベースまたはスプレッドシートに入力する。収集、収集の精査、または収集に使用さ
れる情報源の選択は、医師または他の識者によって実施または精査されてもよい。他の実
施形態において、情報は自動的または半自動的に収集される。例えば、以下で議論される
データマイニングは、フリーテキスト、他の非構造化情報源、または構造化文献情報源を
検索するために使用されて所望の情報を収集する。手動収集および自動収集が組み合わせ
て行なわれてもよい。
【００２０】
　作用２０４において、患者情報と結果との間の関係が決定される。一実施形態において
、多変量モデルが、個別の関係を決定することなく収集された情報から作られる。別の実
施形態において、線量と種々の予測子（すなわち、結果と相関を有する種々の患者情報変
数）との間の単変量関係が定量的な医療知識から別々にモデル化される。文献についての
報告された結果の基礎をなす統計モデルおよびパラメータは、収集されたデータを解析し
て模倣される。
【００２１】
　一例の実施形態において、文献は変数に応じた結果を示すグラフを含む。例えば、喫煙
量に応じた２年生存の可能性は、特定の治療に対して与えられてもよい。曲線をグラフに
適合させることによって、コンピュータ使用のグラフの数学的表現が提供される。一次関
数フィッティング、二次関数フィッティング、またはその他のフィッティングが使用され
てもよい。あるいは、グラフに対応する論理（例えば、ｉｆ－ｔｈｅｎ形式の条件文）は
グラフをモデル化する。
【００２２】
　別の例の実施形態において、文献は変数に応じた結果を示す表を含む。表は、コンピュ
ータによって使用される論理条件文に変換される。あるいは、表は、曲線フィッティング
用のデータ点として使用される。フィット曲線は表をモデル化する。
【００２３】
　さらに別の例の実施形態において、２進分類はロジスティック回帰またはコックス回帰
を用いて決定される。この分類は、表、グラフ、文章、またはこれらの組合せから決定さ
れる。他のモデル化または分類が使用されてもよい。他の実施形態において、分類化およ
び曲線フィッティングの両方を使用するなどして、単変量関係に対するモデルの組合せが
決定される。２つの異なるモデルが同じ関係を表わす。
【００２４】
　分類の例として、全生存率（Ｓav）と、危険率（ｈ）と、結果に対する相関を求めるた
めに調査されている変数の異なる２進値（Ｐ＝０およびＰ＝１）に関連する対象患者の一
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部とが収集され、１つの単変量関係のモデル化に使用される。個々の患者グループの生存
率は個別に提供されないこともあり、モデル化も同様である。例えば、全生存率は提供さ
れるが、２つの患者グループの各々に対する個々の生存率は提供されない。個々の生存率
はモデル化される。
【００２５】
　２進予測子（ｂｉｎａｒｙ　ｐｒｅｄｉｃｔｏｒ）Ｐに関するコックス回帰モデルの例
を使って、収集されたデータが分類される。危険率の値はｈ＝ＨP=0／ＨP=1として与えら
れてもよい。Ｐ＝０およびＰ＝１の患者の一部分は、ｗP=0およびｗP=1で示されてもよい
。Ｐ＝０およびＰ＝１の場合の、ＳP=0およびＳP=1で示される亜母集団の２年間生存の確
率が推論される。この一部分は時刻０（調査の開始時点）において公知であるが、調査の
終了時点では公知でない。生存期間の指数関数分布、ワイブル分布、またはその他の分布
は、仮定されるか、または公知である。指数関数的減少の場合、式ｗP=0Ｓ

h
P=1＋ｗP=1Ｓ

P=1＝Ｓavが得られる。この式は、１つの患者グループについて、指数項としての危険率
、加重としての相対比（ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｆｒａｃｔｉｏｎ）、全生存率、および所望
の２年間生存を含む。この式はＳP=1に対して（数値的に）解かれる。他の患者グループ
についての２年間生存の関係は、ＳP=0＝（Ｓav－ｗP=1ＳP=1）／ｗP=0として表わされる
。結果は、２進予測子（変数）に対する２年後生存の確率である。
【００２６】
　上記の例において、特定の回帰モデルが使用された。ロジスティック回帰などの他のモ
デルが使用されてもよい。本例でモデル化される結果は生存性であるが、合併症などの他
の結果がモデル化されてもよい。２年間生存がモデル化されたが、他の期間が使用されて
もよい。時間の範囲（例えば、４～１０年間の生存）は、特定の予測子に対して内挿また
は外挿されてもよい。他の式が使用されてもよい。他の量が使用されてもよい。非２進モ
デルが使用されてもよい。他の文献の出典が別の種類の情報を提供してもよく、従って、
モデル化は背景に基づいて異なっていてもよい。
【００２７】
　特定の治療に対する結果と変数との種々の関係がモデル化されてもよい。例えば、予後
モデルの部分は、入力変数に応じて、定められた線量に対する結果を提供してもよい。異
なるモデルまたは同じモデルが使用されてもよい。任意の変数が使用されてもよいが、統
計的に有意な変数が好ましい。有効な場合または望ましい場合、特定の治療に対して新た
な単変量関係がモデル化される。
【００２８】
　作用２０６において、単変量関係に対するモデルは、組み合わせられて多変量モデルに
なる。任意の組合せが使用されてもよい。この関係は確率を表わすために、組合せは確率
的であってもよい。例えば、肺癌患者が平均して３０％の２年生存確率を有し、肺癌の喫
煙者が２７％の２年生存確率を有し、一方、肺癌の非喫煙者が４０％の確率を有するもの
とし、さらに、肺癌の男性が２５％の２年生存確率を有し、一方、女性が３５％の可能性
を有するものとする。患者の性別および患者の喫煙習慣とは互いに無関係であるものと仮
定すると（この仮定は実際には正しくないかもしれない）、これら２つの予測子を組み合
わせて得られる、例えば、喫煙歴のない女性は４５．６％の２年生存可能性を有するのに
対して、喫煙歴のある男性は２２．３％の２年生存確率を有する。
【００２９】
　別の可能な組合せとして、ベイジアンネットワークが単変量関係から多変量モデルとし
て形成される。ベイジアンネットワークは、医療知識を（確率的な）因果関係の形式で獲
得する多変量定量モデルとして働く。他のネットワークまたは組合せモデルが使用されて
もよい。
【００３０】
　組合せでは、様々な単変量予測モデルが互いに独立であることを前提とする。あるいは
、単変量予測モデル間の関係は、公知であるかまたは決定され、組合せの一部として含ま
れる。
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【００３１】
　文献は別として、医師から得られる情報は、文献モデルに含まれてもよい。医師の知識
は、文献に欠けている情報を埋め合わせる適切な仮定、または多変量モデルを形成する各
変数間の関係を備えていてもよい。また、患者記録のデータベースから得られるような他
の情報源が含まれてもよく、または、これらの情報源は異なる予後モデルとして個別に保
存されてもよい。
【００３２】
　動作２０４，２０６のモデル化および組合せは、コンピュータによるかまたは手動で行
なわれる。モデルはコンピュータにより展開されてもよい。モデル化および組合せは、コ
ンピュータが得られたモデルを個々の患者のデータに適用するようにプログラムされる。
【００３３】
　オプションの追加作用または代替作用２０８では、データ駆動型モデルが得られる。線
形判別分析、関連ベクトルマシンなど、または、開示が本明細書に参考として組み込まれ
る米国特許出願公開第２００３／０１２６１０１号に開示されたようなデータマイニング
によって、現在任意の公知であるまたは後で開発されるデータ駆動型モデルが作り出され
てもよい。複数の患者に対する医療記録が処理されて、１つまたは複数の線量、治療、お
よび／または治療計画に関する結果に変数をモデル化する。以前に治療を受けた患者から
の患者情報のデータベースを検索または処理することによって、結果と値との関係のモデ
ルがコンピュータによって展開される。
【００３４】
　１つまたは複数のデータ駆動型モデルが全く得られなくてもよい。ＮＳＣＬＣ患者に関
する一例では、２つのモデルが得られる。１つのモデルは線形判別分析を用いて得られる
。このロジスティック回帰モデルにおける予測子は、文献に基づいて選定されるが、デー
タ分析から、または、医師によって選択されてもよい。モデルパラメータは、以前の複数
の患者のデータベース機関にあるデータから得られる。他のモデルは、関連ベクトルマシ
ンを使ったデータ駆動によって得られる。関連する予測子およびモデルパラメータは、い
ずれもモデルまたはデータ処理によって決定される。
【００３５】
　各モデルに使用される知識ベースは異なるかまたは同じである。例えば、作用２０６の
多変量モデルは医師が提供する情報の有無に関わらず文献に基づく。上記作用２０８に関
する例のモデルは、同じデータベースに基づく。文献駆動型モデル（ｌｉｔｅｒａｔｕｒ
ｅ　ｄｒｉｖｅｎ　ｍｏｄｅｌ）は、患者データからデータ駆動型モデルを学習するとき
に予備的医療知識として使用されてもよい。予備的医療知識は、データベースから学習す
るマシンに組み込まれる。医療知識は、確証のために患者データからの情報と比較検討さ
れる。
【００３６】
　モデル生成作用は、種々の線量、治療の種類、および／または合併症に対して繰り返さ
れてもよい。同じ患者に対する種々のオプションに関連して考えられる結果を探すために
、予後モデルにモデルのアレイが備えられてもよい。
【００３７】
　作用２１０において、モデルは、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、または
これらの両方などに組み込まれる。この組込みによって、各患者の予後モデルとしてのプ
ロセッサ、組合せモデル、または単一モデルでの動作が可能になる。モデルの予測子に関
する値が得られる。医療記録またはその他の情報源は、特定患者または各患者に関する値
を提供する。モデルは各患者情報に適用される。作用２０６，２０８からのデータ駆動型
モデルおよび文献駆動型モデルの両方など、１つまたは複数のモデルが予後モデルとして
適用される。
【００３８】
　異なるモデルから独立した出力が提供されてもよい。その代替として、各モデルは、単
一出力または関係した出力を提供するように組み込まれる。組合せモデルは、複数の情報
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源に基づく改良された予測モデルであってもよい。出力の形式とは無関係に、１つまたは
複数の独立したモデルまたは組合せモデルは予後モデルとして機能する。
【００３９】
　任意の組合せが使用されてもよい。一実施形態において、モデルは集合体として組み合
わせられる。加重平均や多数決など、種々のモデルの予測が組み合わせられる。異なるモ
デルでは、入力に異なる予測子または変数を使用してもよい。組み合わせられるモデルが
同じ入力変数または予測子を有する場合、モデルは結合されてもよい。モデルは結合され
てベイジアンネットワークなどの単一モデルを形成する。
【００４０】
　作用２１２において、各患者データが予後モデルを適用するために入力される。患者特
有の値の入力はモデルによって使用される予測子または変数に対応する。各患者に関する
値が得られない場合、値を、平均値を使うなどして推測してもよく、または空白のままに
しておいてもよい。
【００４１】
　結果と相関を有する現在任意の公知のまたは後で開発される変数が入力されてもよい。
例えば、値は、年令、病歴（例えば、肺癌の原因となるニコチンの使用）、肺機能、性別
、および／または活動レベルなど、患者についての臨床データに関するものであってもよ
い。別の例として、値は、ゲノム変数およびプロテオーム変数に関するものであってもよ
い。図１を参照すると、作用１４は患者特有の情報の入力を示す。
【００４２】
　図１において、作用１６は、線量分割、全治療時間、同時化学療法、または治療計画に
関する他の変数など、治療パラメータの入力を示す。この情報は、個人に関して提案され
る治療計画を含む。予後モデルは、他の以前の治療実績を与えられ、生存性または合併症
の可能性の増減の兆候を含んでもよい。各個人は種々の治療パラメータに対して異なる反
応を示す場合がある。
【００４３】
　データは手動で入力される。その代替として、データは構造化データベースから検索さ
れる。値が非構造化データから得られる場合、値は検索または確率的推論によって検索さ
れてもよい。プロセッサは各患者の医療記録から値を検索する。例えば、以下で議論され
るマイニングが行なわれる。検索された値および／または手動入力された値は、各患者の
治療に関する生存率などの結果予測を得るために組合せモデルに適用される。
【００４４】
　図１の作用１８において、線量の生物学的効果が患者特有の値に基づいて推定される。
推定は、患者に関する値を予後モデルに適用することによって行なわれる。予後モデルは
、適用された値に応じて１つまたは複数の確率などの結果を決定する。予後モデルは、臨
床研究刊行物、その他の文献、および／またはデータベースなど、１つまたは複数の情報
源の知識ベースを使って結果を決定する。
【００４５】
　図２の実施形態において、生物学的効果は作用２１４よって決定される。生物学的効果
は、２つの線量分布など、１つまたは複数の線量分布として決定される。一実施形態にお
いて、生物学的効果は、線量に応じた生存確率の線量分布として決定される。予後モデル
は、２つまたはそれ以上の考えられる線量に関連する２つまたはそれ以上の結果を提供す
る。１つの考えられる線量は追加照射または治療不足であってはならない。予後モデルは
線量の範囲に対する確率の範囲を推定する。分布の他の値は内挿されてもよく、外挿され
てもよい。線量分布は、腫瘍の大きさ、年令、ニコチンの使用、肺機能、性別、活動レベ
ル、および／またはその他の変数などの患者特有の情報に基づく治療上の種々異なる線量
を与えられて、生存の確率を表わす。
【００４６】
　別の実施形態において、生物学的効果は、線量に応じた合併症の確率の線量分布として
予後モデルによって決定される。同じ値または異なる値が予後モデルの同じ部分または異
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なる部分に適用される。予後モデルは、２つまたはそれ以上の考えられる線量に関連する
２つまたはそれ以上の結果を提供する。１つの考えられる線量は追加照射や治療不足であ
ってはならない。予後モデルは、線量の範囲に対する確率の範囲を推定する。分布の他の
値が内挿されてもよく外挿されてもよい。線量分布は、患者特有の情報に基づく治療の種
々の線量を与えられて、合併症の確率を表わす。一実施形態において、線量分布は腫瘍に
対する線量の分布である。別の実施形態において、線量分布は正常組織に対する線量の分
布である。
【００４７】
　作用２１４において、治療結果は文献に基づいたモデルを用いて予測される。予後モデ
ルは別のモデルを用いた結果を予測してもよい。各患者に対して同じデータまたは異なる
データが入力される。他のモデルはデータ駆動型モデルなどの異なる情報源に基づく。モ
デルは、知識ベース源の情報として複数の患者に対する過去の患者情報のデータベースか
らのモデルパラメータに応じて動作する。統一された結果、組み合わせられた結果、また
は単一の結果が予後モデルの種々のモデルから推定される。
【００４８】
　治療結果は、患者特有の情報を与えられて、照射線量に基づく。治療結果は、化学療法
、薬剤の種類、薬剤の量、外科手術、照射時期（例えば、分別）、または他の治療、また
は治療の組合せなど、他の可能な治療の作用であってもよい。文献に基づいたモデルは知
識ベースの情報源としての臨床研究刊行物に記載の量から得られる。患者特有の情報は、
文献から認識される変数に関する値としてモデルに入力される。適用によって、治療計画
および／または照射線量に応じた生存の確率を含む１つまたは複数の予測された治療結果
が得られる。
【００４９】
　図１の作用２０において、１つまたは複数の生存確率が予後モデルから出力される。こ
の確率は表、分布または単一値として出力されてもよい。一実施形態において、線量およ
び／または治療計画に応じた生存確率の線量分布が出力される。合併症の１つまたは複数
の確率は追加的または代替的に出力される。線量または他の治療に応じた確率、あるいは
、治療計画に応じた確率など、他の確率が出力されてもよい。
【００５０】
　出力は患者特有の値の適用に対応して提供される。特定の患者に対する値に基づいて、
放射線治療の生物学的効果が推定され、特定の患者用に出力される。医療記録、病歴、ま
たは患者の違いに起因して、出力は患者によって異なっていてもよい。
【００５１】
　出力は治療計画システムに入力される線量の決定に使用される。腫瘍に適用される線量
および腫瘍外部の組織への許容線量は確率に応じて選択される。この選択は部分的に治療
目標に基づく。
【００５２】
　作用１２において、治療目標が入力される。治療目標は医師または患者などによって手
動で入力される。その代替として、治療目標は、予想される目標、共通の目標、またはそ
の他の情報などに基づいて、プロセッサによって決定される。
【００５３】
　治療目標は生存の可能性および合併症の可能性を含んでもよい。例えば、７０％の生存
の可能性とわずか５％の合併症の可能性が望まれる。化学療法またはその他の治療計画制
限などがない他の治療目標が提供されてもよい。
【００５４】
　図２の作用２１６に示されるように、線量は腫瘍制御確率および正常組織の合併症確率
から決定される。一例において、生存確率は腫瘍制御確率として使用され、合併症の確率
は正常組織の合併症確率として使用される。
【００５５】
　所望の確率に関連する線量が選択される。例えば、治療目標に等しいまたはより優れた
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生存の可能性に関連する線量が選択される。選択された線量が与えられて、合併症の確率
が検討される。合併症の確率が対応する治療目標以下であれば、合併症治療目標までの選
択された線量よりも大きい線量範囲が提供されてもよい。例えば、６０Ｇｙの腫瘍線量は
、７０％の生存の可能性および３％の合併症の可能性を提供するかもしれない。最大６５
Ｇｙは、合併症に対する線量分布に基づいて５％以下の合併症の可能性をさらに提供し得
る。合併症については５Ｇｙの許容範囲が決定される。他の実施形態において、線量の初
期の選択は、生存可能性に基づいて定められた許容範囲を有する合併症に基づく。線量（
例えば、６０Ｇｙ）は合併症分布および生存分布の両方に応じて選択される。線量分布は
、検討されている線量によって互いに関連付けられる。
【００５６】
　別の例において、治療目標の１つは別の治療目標を許容しない。例えば、１％の合併症
が望まれても、これに関連する線量は７０％の生存可能性が望まれる場合に４０％の生存
可能性を提供するのみである。異なる目標を選択するようにユーザにフィードバックされ
てもよい。フィードバックは線量分布を含んでもよい。ユーザは、治療目標を線量分布に
基づいて選択してもよい。フィードバックは、線量分布を定められた可能な治療目標のコ
ンピュータベースの出力を含んでもよい。選択肢の範囲が出力されてもよい。
【００５７】
　他の選択肢および関連基準が使用されてもよい。別の例として、個々の患者に対して所
望の目標を提供する腫瘍線量（例えば、６０Ｇｙ）が選択される。各患者に対して組織被
爆に所望の制限を与える正常組織線量（例えば、５Ｇｙ）が選択される。この選択は、特
定の患者値に対して予後モデルによって提供される線量分布に基づく。
【００５８】
　図１の作用２２において、選択された腫瘍線量および正常組織線量、選択された線量お
よび関連した許容範囲、選択された生存の確率および合併症の確率、またはその他の情報
は、逆方向治療計画システムに入力される。線量はＧｙ単位または他の種類の値で提供さ
れる。許容線量は、Ｇｙ単位、腫瘍線量のパーセンテージ、または他の種類の値で提供さ
れる。治療対象の腫瘍の位置および寸法も入力される。
【００５９】
　逆方向治療計画システムは入力情報に関する治療パラメータを決定する。例えば、ビー
ムの数、ビーム位置、ビーム方向、ビーム強度、および／または所望量の腫瘍線量を提供
し、所望量の正常組織線量を超えない治療装置によって実現可能な他の治療パラメータが
決定される。ビームの焦点は点ではなく、放射線は正常組織を通過して腫瘍に達するので
、正常組織は治療中放射線に曝される。治療パラメータの組合せによって、正常組織線量
を制限するように治療が最適化され、腫瘍線量が最大化される。
【００６０】
　作用２１８（図２）において、放射線治療計画またはパラメータが出力される。入力腫
瘍線量および／または正常組織線量に対応して、放射線療法を誘導するパラメータが提供
される。パラメータは、正常組織の許容範囲内で最大の腫瘍線量を提供し、腫瘍線量を実
現する間に正常組織線量を最小化し、あるいはこれらを組み合わせるなどして、１つまた
は複数の線量に対して最適化されてもよい。
【００６１】
　正常組織線量への制限が定められて、治療システムが腫瘍線量を提供することができな
ければ、過程は図１の作用２４および／または図２の作用２２０でフィードバックしても
よい。フィードバックは、図２の作用２１６で別の線量を決定したり、または図１の作用
２０で出力の確率を別途使用したりするのに役立つ。
【００６２】
　フィードバックは、腫瘍線量を満たすことから得られる正常組織線量および／または正
常組織線量を満たすことから得られる腫瘍線量などのオプションを含んでもよい。実現可
能な腫瘍線量および／または許容線量が提供される。結果がユーザに送られて、所望の目
標を達成できないことが通告されてもよい。
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【００６３】
　線量分布は、実現可能と考えられる他の線量の決定に使用される。これらの線量が所望
の仕様範囲内になければ、値はモデルに返送され、予測された生存性および合併症の確率
、そのような予測された結果（寿命、副作用など）が実際の実現可能な線量に対して計算
される。
【００６４】
　治療計画が腫瘍線量および正常組織の許容範囲を満たす場合でもフィードバックが行な
われてよい。放射線治療計画は、実現可能な腫瘍線量、実現可能な許容線量、および第１
および第２の線量分布に応じて最適化されてもよい。腫瘍線量、正常組織線量、他の重要
事項、またはこれらの組合せに線量分布および優先順位を適用して、治療計画が変更され
てもよい。例えば、正常組織の許容範囲が定められると、実現可能な腫瘍線量はより大き
い。線量分布は、線量の増加に対して生存の可能性を高める場合がある。そうであれば、
増加した線量を使用してもよい。そうでなければ、腫瘍線量を減少させて、合併症の可能
性を少なくし、保持されてもよい。線量と合併症および生存性との関係の違いによって、
所望の優先事項に基づく最適化が可能になるかもしれない。治療計画では反復確率および
線量選択が使用されてもよい。
【００６５】
　一実施形態において、予後モデルが治療計画の選択に使用される。治療計画と照射計画
との同時最適化が、より最適な全治療計画、従ってより最適な結果につながる可能性があ
る。予後モデルは、生存可能性および／または合併症を患者特有の値に応じて示す。予後
モデルは種々の治療計画に関連する種々の部分を含む。最も高い生存確率、最も低い合併
症の可能性、またはより高い生存確率とより低い合併症確率との組合せの治療計画が選択
される。患者特有の値は、患者にとって最適な治療計画を予測するために使用される。治
療計画は、化学療法、外科手術、ホルモン療法、その他の療法、および／または放射線治
療を提供してもよい。治療計画には、化学療法の薬剤の種類、治療時間、放射線の種類、
放射線療法の種類、および／または放射線治療の分別など、さらに複合的な検討が含まれ
てもよい。治療計画が放射線療法を含む場合、放射線治療パラメータが決定される。
【００６６】
　実際に一度治療が開始すると、治療計画過程が繰り返されてもよい。実際に照射および
／または測定される線量は、予後モデルに対する入力値であってもよい。生存性の確率（
例えば、ＴＣＰとして使用される）および合併症の確率（例えば、ＮＴＣＰとして使用さ
れる）の予測結果は、修正された生体モデル（すなわち、予後モデル）を使って計算され
、医師に提供されてもよい。計画された治療との違いおよび／または患者容態の変化に対
応するために新たな治療パラメータが決定されてもよい。
【００６７】
　図３は、個別に具体的に検討された自動化治療計画に関する例示的なシステム１００の
ブロック図を示す。システム１００は、ハードウェア装置として示されるが、様々な形態
のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、特殊目的のプロセッサ、またはこれら
の組合せで実現されてもよい。一部の実施形態は、プログラム記憶装置で効果的に実現さ
れるプログラムとしてソフトウェアで実現される。システムまたはプログラムで実現する
ことによって、ユーザによる放射線治療計画の生成を支援する半自動化または自動化ワー
クフローが提供される。
【００６８】
　システム１００は、コンピュータ、パーソナルコンピュータ、サーバ、ＰＡＣワークス
テーション、画像システム、医療システム、ネットワークプロセッサ、ネットワーク、あ
るいはその他の現在任意の公知であるまたは後で開発される処理システムである。システ
ム１００は、システムバス１０４を介して他の構成部品に動作可能に結合される少なくと
も１つのプロセッサ１０２を含む。プロセッサ１０２は、一実施形態においてハードウェ
ア構成部品を有するコンピュータプラットフォームで実現される。また、コンピュータプ
ラットフォームはオペレーティングシステムとマイクロ命令コードを含む。本明細書に記
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載される様々な過程、方法、作用、および機能は、オペレーティングシステムを介して実
行されるマイクロ命令コードの一部、またはプログラムの一部（または、これらの組合せ
の一部）であってもよい。
【００６９】
　その他の構成部品として、メモリ（ＲＯＭ　１０６および／またはＲＡＭ　１０８）、
ネットワークインタフェース１１２、外部記憶装置１１４、入力／出力インタフェース１
１０、ディスプレイ１１６、およびユーザ入力１１８が挙げられる。構成部品の追加、変
更、または削減が行なわれてもよい。
【００７０】
　ユーザ入力１１８、ネットワークインタフェース１１２、または外部記憶装置１１４は
、複数の患者特有の特性に関する値を受け入れる入力として動作してもよい。これらに値
は、１つまたは複数のモデルによって使用される変数に関するものである。これらの値は
外部記憶装置１１４や他の場所にあるデータベースからマイニングの一部としてのデータ
の入力など、手動入力および／またはプロセッサによる入力であってもよい。
【００７１】
　ユーザ入力１１８は、マウス、キーボード、トラックボール、タッチスクリーン、ジョ
イスティック、タッチパッド、ボタン、ノブ、スライダー、これらの組合せ、あるいは他
の現在任意の公知であるまたは後で開発される入力装置である。ユーザ入力１１８はユー
ザインタフェースの一部として動作する。例えば、１つまたは複数のボタンがディスプレ
イ１１６に表示される。ユーザ入力１１８は、ボタンに関連する機能の選択用および活性
化用のポインタの制御に使用される。あるいは、ハードコード化されたボタンまたは固定
化されたボタンが使用されてもよい。
【００７２】
　ネットワークインタフェース１１２はハードワイヤードインタフェースであってもよい
。しかし、様々な例示的実施形態において、ネットワークインタフェース１１２は、万能
非同期送受信機（ＵＡＲＴ）、パラレルディジタルインタフェース、ソフトウェアインタ
フェース、あるいは公知のまたは後で開発されるソフトウェアおよびハードウェの任意の
組合せなど、別の装置との情報伝達に適した任意の装置を含んでもよい。ネットワークイ
ンタフェース１１２は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、イントラネット、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）、およびインターネ
ットを含む、様々な種類のネットワークに接続されてもよい。プロセッサ１０２またはネ
ットワークインタフェース１１２は、プロセッサ１０２または別のプロセッサによってデ
ータから検索される値を受け入れることができるデータインタフェースを備える。
【００７３】
　プロセッサ１０２は、汎用プロセッサ、中央演算処理装置、ディジタル信号プロセッサ
、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、ディジタル回路、ア
ナログ回路、これらの組合せ、あるいは他の現在任意の公知であるまたは後で開発される
データ処理装置などの任意の適切な構造を有する。プロセッサ１０２は、単一装置であっ
てもよく、並列処理および／または直列処理用に分散配置された複数の装置を含んでもよ
い。同様に、処理戦略は、多重処理、多重タスク処理、並列処理などを含んでもよい。プ
ログラムはプロセッサ１０２によってアップロードされて実行されてもよい。
【００７４】
　プロセッサ１０２は、ワークフロー、データマイニング、モデル適用、逆方向治療計画
、および／または本明細書に記載された他の処理を実行する。例えば、プロセッサ１０２
または別のプロセッサは所望の変数に対する値を抽出することができる。
【００７５】
　プロセッサ１０２は、値を、値に対応する複数の変数を生存確率および／または合併症
確率に関係付ける予後モデルに適用する。一実施形態において、各変数は結果に対する確
率に関係する。モデルパラメータは文献から得られる医療知識を表わす。定められた線量
または治療領域における入力値に応じた確率が決定される。様々な変数に関する値の確率
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は、モデルを適用するプロセッサ１０２によって結合される。これらの関係は医師から引
き出されたものであってもよい。
【００７６】
　プロセッサ１０２は、一実施形態において、患者に関する同じ値および／または追加値
を別のモデルに適用する。他のモデルは、複数の患者に関する患者データのデータベース
から得られる統計モデルなどである別の知識ベースから得られる。プロセッサ１０２は、
データベースから得られる別の統計モデルなど、他のモデルに値を適用してもよい。種々
のモデルに使用される変数は、重複の有無に関わらず、同じであるか、または異なる。様
々なモデルの出力が結合されて生存の確率、合併症の確率、または予後モデルの他の確率
を提供する。
【００７７】
　プロセッサ１０２は生存の可能性を出力する。この出力は特定の患者値に関する生存の
可能性と種々の線量との関係であってもよい。同様に、副作用の可能性も出力される。確
率は、プロセッサによって出力される線量分布の一部であるか、または分布と無関係の各
確率である。出力は、プロセッサ１０２の内部に出力されるか、またはプロセッサ１０２
の外部に出力される。
【００７８】
　逆方向治療計画システムへの入力は予後モデルの１つまたは複数の出力から決定される
。確率は逆方向治療計画システムに入力される線量を決定するために使用される。あるい
は、確率、線量、許容範囲などによって得られる値は逆方向治療計画システムに入力され
る。例えば、生存の確率は腫瘍制御確率として使用される。生存の確率は、腫瘍制御確率
と同じでないかもしれないが、同様に使用されてもよい。合併症の確率は正常組織の合併
症確率として使用される。合併症の確率は、正常組織合併症の確率と同じでないかもしれ
ないが、同様に使用されてもよい。確率や治療目標は、腫瘍と正常組織の線量および／ま
たは許容範囲を決定するために使用される。これらの確率は線量に関係する。
【００７９】
　プロセッサ１０２または別のプロセッサは、逆方向治療計画システムを実装する。現在
任意の公知であるまたは後で開発される逆方向治療計画システムが使用されてもよい。逆
方向治療計画システムは、制限、線量、目標、および／またはその他の情報を受け入れて
、腫瘍を治療する１つまたは複数の放射線治療システムの治療パラメータを出力する。出
力パラメータは、完全な計画を提供してもよく、計画の一部を提供してよい。現在任意の
公知であるまたは後で開発されるパラメータが出力されてもよい。
【００８０】
　プロセッサ１０２は予後モデルと逆方向治療計画システムとの相互作用を提供してもよ
い。例えば、逆方向治療計画システムは放射線治療の実現可能な線量を出力し、予後モデ
ルの出力は治療目標と実現可能な線量とを与えられて可能な確率を決定するために使用さ
れる。
【００８１】
　プロセッサ１０２は、放射線、外科手術、および／または化学療法を含む治療計画など
、治療計画を決定してもよい。治療計画は放射線治療を含んでもよい。実現可能な放射線
治療パラメータが決定される。実現可能な放射線治療パラメータを用いて治療目標を満た
す治療計画が決定される。１つまたは複数の可能な治療計画と関連した確率とがユーザの
選択のために出力されてもよい。一実施形態において、最適な計画は、選択または設定さ
れた優先順位に基づいて確率を最大化および／または最小化するように決定される。
【００８２】
　プロセッサ１０２は、予測された結果をディスプレイ１１６で、メモリに、ネットワー
クを介してプリンタまたは他の媒体に出力する。ディスプレイ１１６は、ＣＲＴ、ＬＣＤ
、プラズマ、プロジェクタ、モニタ、プリンタ、またはデータを表示するその他の出力装
置である。ディスプレイは、文字列、グラフ、その他のディスプレイである。
【００８３】
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　ディスプレイ１１６は、予後モデルから決定される１つまたは複数の確率に応じて逆方
向治療計画システムによって提供される放射線治療パラメータを出力することができる。
線量分布、実現可能な線量、腫瘍線量、正常組織線量、許容範囲、治療パラメータ、患者
値、予後モデル情報、逆方向治療計画情報、これらの組合せ、および／またはその他の情
報など、他の情報が出力されてもよい。生存の確率および／または合併症の確率が出力さ
れてもよい。値、種々のモデル出力、オプション、またはその他の支援情報など、支援情
報が表示されてもよい。
【００８４】
　プロセッサ１０２は命令に従って動作する。個別に具体的に検討された自動化治療計画
に関する命令および／または患者記録は、外部記憶装置１１４、ＲＯＭ１０６、および／
またはＲＡＭ１０８などのコンピュータ可読メモリに格納される。本明細書で議論される
過程、方法、および／または技術を実施する命令は、キャッシュ、バッファ、ＲＡＭ、リ
ムーバブル媒体、ハードディスクドライブ、またはその他のコンピュータ可読記憶媒体な
ど、コンピュータ可読記憶媒体またはメモリに提供される。コンピュータ可読記憶媒体は
、様々な種類の揮発性および不揮発性記憶媒体を含む。図に示されあるいは本明細書に記
載される機能、作用、またはタスクは、コンピュータ可読記憶媒体に格納された１組また
は複数組の命令に対応して実行される。これらの機能、作用、またはタスクは、特殊なタ
イプの命令セット、記憶媒体、プロセッサ、または処理戦略とは無関係であり、単独でま
たは組み合わせて動作するソフトウェア、ハードウェア、集積回路、ファームウェア、マ
イクロコードなどによって実行されてもよい。一実施形態において、命令は、ローカルま
たはリモートシステムが読み取るリムーバブル媒体装置に格納される。他の実施形態にお
いて、命令はコンピュータネットワークを介してまたは電話回線を通して伝送されるリモ
ート位置に格納される。さらに他の実施形態において、命令は特定のコンピュータ、ＣＰ
Ｕ、ＧＰＵ、またはシステム内に格納される。添付図面に描かれたシステム構成部品およ
び方法の作用の一部はソフトウェアで実施されてもよいので、システム構成部品（または
、過程段階）間の実際の接続はプログラミングの様式に応じて異なってもよい。
【００８５】
　命令、個々の患者記録データ、および以前に治療された患者のデータベースには同じか
または異なるコンピュータ可読媒体が使用されてもよい。患者記録は、外部記憶装置１１
４に格納されるが、他のメモリにあってもよい。外部記憶装置１１４は、プロセッサ１０
２によって管理され、ハードディスク、ＲＡＭ、またはリムーバブル媒体などのメモリに
あるデータベース管理システム（ＤＢＭＳ）を使って実現されてもよい。あるいは、記憶
装置１１４はプロセッサ１０２（例えば、キャッシュ）内にある。外部記憶装置１１４は
１つまたは複数の追加コンピュータシステムに実装されてもよい。例えば、外部記憶装置
１１４は、別のコンピュータシステム、ＰＡＣＳシステム、あるいは他の現在任意の公知
であるまたは後で建設される病院、医療機関、診療所、試験施設、薬局、またはその他の
患者記録保管システムにあるデータウェアハウスシステムを含んでもよい。外部記憶装置
１１４、内部記憶装置、その他のコンピュータ可読媒体、またはこれらの組合せは、患者
の少なくとも１つの患者記録に関するデータを格納する。患者記録データは、図４に表わ
されるような複数の記憶装置に、すなわち一箇所で分配されてもよい。
【００８６】
　情報の保管と検索用の自動化技術を採用する医療従事者が増えている。患者情報を保存
するコンピュータ化された患者記録（ＣＰＲ）の使用はこのような例の１つである。図４
に示されるように、例示的なＣＰＲ　２００は、患者の治療の間、あるいは機関を利用す
る間に収集される情報を含む。この情報は、例えば、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）画像
、Ｘ線画像、臨床試験結果、医師のカルテ、医療処置の詳細、処方薬情報、放射線学的報
告、その他の専門家の報告、人口学的情報、家族歴、患者情報、および支払（財務）情報
を含んでもよい。
【００８７】
　ＣＰＲは複数のデータソースを含んでもよく、データソースの各々は典型的に患者管理
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の異なる態様を表わす。あるいは、ＣＰＲは１つのデータソースに統合される。財務、臨
床、および薬局のデータベースなどの構造化データソースは、一般に患者情報をデータベ
ース表に保存する。また、情報は、例えば、フリーテキスト、画像、および波形などの非
構造化データソースに格納されてもよい。多くの場合、重要な臨床所見は非構造化医師レ
ポート、画像に関する注釈、またはその他の非構造化データソースのみに格納される。
【００８８】
　データ駆動型モデルを得るためのデータベースは、ＣＰＲ　２００の形式であってもよ
い。以前に治療を受けている複数の患者のデータが格納される。代替的または追加的に、
治療を受ける個人の医療記録はＣＰＲ　２００に格納される。
【００８９】
　一実施形態において、モデルによって適用される患者値、データ駆動型モデルの開発用
データ、および／またはモデルパラメータは、患者の医療記録から検索される。本開示が
本明細書に参照により組み込まれた米国特許出願公開第２００３／０１２６１０１号を参
照されたい。現在任意の公知であるまたは後で開発されるデータマイニングが使用されて
もよい。構造化医療記録の場合、その構造に基づいて種々の検索ルーチンが使用されても
よい。非構造化または構造化および非構造化医療記録の場合、一実施形態において確率的
推論がマイニングに使用される。マイニングはプロセッサによって行なわれる。マイニン
グでは、事実が患者記録から抽出される。事実は結論を示すデータ点であってもよい。事
実は正確であるかどうかが分からない。
【００９０】
　患者記録では、モデリングに使用される変数または使用される可能性のある変数に対応
する複数の値に関係した情報が検索される。場合によっては、患者記録は様々な機関に分
配または格納されてもよい。様々な機関として、医院、病院、医療ネットワーク、診療所
、画像施設、またはその他の医療グループが挙げられる。様々な機関は、別々の患者記録
を有するが、互いに関連があってもなくてもよく、共同所有されていてもされていなくて
もよい。患者記録を検索するために、様々な機関からの患者記録が結合される。例として
、Ｔｈｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｍａｎｕａｌ　ｆｏｒ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｍｅａｓｕｒｅｓのガイドラインを考えてみる。患
者が心不全であるとの一次診断で病院に入院する場合、病院に到着する前または入院中に
、随時、左心室収縮機能（ＬＶＳＦ）評価が文書化されるべきである。まず、心不全であ
るとの一次診断で入院した患者を探すために入院記録が検索される。この検索は、病院の
記録（例えば、支払記録および／またはその他のデータソース）を検索することによって
行われ得る。ただし、この後に続く判断はもう少し複雑になる。ＬＶＳＦ評価の記述が病
歴、退院要約、または他の一部として病院の記録が存在する場合、データは病院データの
みから評価され得る。しかし、多くの場合、データが病院にはなく、他の場所にある。例
えば、自分の診察室で前日にＬＶＳＦ評価を行なった心臓専門医がその患者について病院
に問い合わせる場合、ＬＶＳＦ評価の記録はその医師の手元の診療カルテにある。ＬＶＳ
Ｆ評価が１つの病院で行なわれ、その後、患者が現在の病院に転院した場合、ＬＶＳＦ評
価の記録は前の病院にある。
【００９１】
　モデル化のための値、すなわち、モデルに適用される値は、抽出された情報から得られ
る。これらの値は１つまたは複数のデータ点から決定される。これらの値は抽出の一環と
して得られてもよい。例えば、これらの値は、疑似事実を組み合わせることによって確率
的に得られる。これらの値は既に抽出された情報から得られてもよい。非確率的導出が使
用されてもよい。
【００９２】
　データマイニングに関する例示的実施形態は、確率を使った非構造化患者記録からのマ
イニングを含む。米国公開出願第２００３／０１２０４５８号は、構造化臨床データを抽
出するための非構造化および構造化情報のマイニングを開示している。欠けている情報、
一貫性のない情報、または正しくない可能性のある情報は、確率または推論を割り当てる
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ことによって処理される。これらのマイニング技術は、品質順守（米国公開出願第２００
３／０１２５９８５号）、コンプライアンス（米国公開出願第２００３／０１２５９８４
号）、臨床試験認定（米国公開出願第２００３／０１３０８７１号）、支払（米国公開出
願第２００４／０１７２２９７号）、患者状態の投影（米国公開出願第２００３／０１２
６１０１号）、および改良（米国公開出願第２００６／０２６５２５３号）に使用される
。上記の公開出願の開示は、参照により本明細書に組み込まれる。構造化情報のみからの
マイニング、確率の割当てなしのマイニング、または一貫性のない情報、欠けている情報
、または正しくない情報に関する推論なしのマイニングなど、他の患者データマイニング
またはマイニング法が使用されてもよい。
【００９３】
　プロセッサ１０２または別のプロセッサは、患者記録を検索して値を自動的に抽出する
。図５は、高品質の構造化臨床情報を作成するために、患者記録を検索するプロセッサ１
０２によって実現される例示的なデータマイニングシステムを示す。データマイニングシ
ステムの処理要素は、ソフトウェア、ファームウェア、マイクロコード、ハードウェア、
これらの組合せ、またはその他のプロセッサベースのオブジェクトである。データマイニ
ングシステムは、知識ベース３３０に含まれる領域固有の知識を使ってコンピュータ化さ
れた患者記録（ＣＰＲ）３１０から情報を検索するデータマイナー３５０を含む。データ
マイナー３５０は、ＣＰＲ３５２から情報を抽出し、時間３５４に対して原則としてすべ
ての入手可能な証拠を組合せ、この組合せ過程３５６から推論を導く要素を含む。検索さ
れた情報は構造化ＣＰＲ３８０に格納されてもよい。図５に描かれた構造は、システムが
新たなデータソース、病気、および病院に関して容易に拡張され得るプラグインモジュー
ルを支援する。新たな要素抽出アルゴリズム、要素結合アルゴリズム、および推論アルゴ
リズムは、既存のアルゴリズムの拡張または代替として使用され得る。
【００９４】
　マイニングは領域知識に応じて行なわれる。例えば、対象の病気などの対象領域に関す
る詳細知識は、関連情報を識別する過程を誘導する。この領域知識ベース３３０には２つ
の形式がある。これは、システムへの入力として、またはシステムによって理解され得る
情報を生成するプログラムとして符号化され得る。例えば、特定の病気または複数の病気
を診断する臨床ガイドラインは予後診断に関する情報を提供する。この臨床ガイドライン
はマイニングの領域知識として使用される。この領域知識は予後診断に関連する文献の出
典から提供されてもよい。追加的または代替的に、領域知識ベース３３０は、別途作成さ
れた臨床ガイドラインに応じて、またはこの臨床ガイドラインとは関係なく試験データか
ら学習されてもよい。学習された診断または予後診断と情報との関係は、臨床ガイドライ
ンであってもよい。
【００９５】
　また、領域固有の知識は病気固有の領域知識を含んでもよい。例えば、病気固有の領域
知識は、病気の危険性、病気の進行情報、合併症情報、結果、および病気に関係する変数
、病気に関係する測定値、ならびに医療機関によって確立された方針およびガイドライン
に影響を与える様々な因子を含んでもよい。領域固有の知識ベースは、特別な条件、ガイ
ドライン、または影響因子に関連すると判断される類義語、用語、またはその他の指標を
含んでもよい。
【００９６】
　臨床ガイドラインによって関連があると識別される情報は、情報の因子または項目が特
定の診断または予後診断を示すかまたは示さないかという確率の判定指標を提供する。こ
の関連性は、診断または予後診断を７５％と示し、あるいは他の確率を５０％より高いと
示す可能性が高い情報の項目の関連性を提供するなどして一般的に推定されてもよい。こ
の関連性は、臨床経験、文献、試験、研究、または機械学習に基づく具体的な予後診断を
示す情報の項目の確率を割り当てるなど、より具体的であってもよい。領域知識は、患者
状態、診断、所望のデータ点、値、予後診断、または評価基準を示す閾値よりも大きい確
率を有する要素を示す。他の確率は情報の組合せと関連していてもよい。
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【００９７】
　データソースを検索する領域固有の知識は機関固有の領域知識を含んでもよい。例えば
、特定の病院にあるデータについての情報、病院における文書構造、病院の方針、病院の
ガイドライン、および病院に関連するばらつきである。領域知識は、マイニングを誘導す
るが、患者記録の情報の具体的な項目を示さずに誘導してもよい。
【００９８】
　抽出要素３５２は、一人の患者または複数の患者に関する各データソースからのごく一
部の情報の収集に対処する。この一部の情報または要素は特定時刻における患者について
の確率的主張として表わされる。あるいは、要素はどの確率にも関連していない。抽出要
素３５２は、ＣＰＲ３１０から情報を取り入れて、時間または期間に関連する患者につい
ての確率的主張（要素）を生成する。この過程は、領域知識ベース３３０に含まれる領域
知識の誘導で行なわれる。抽出に関する領域知識は、一般に各ソースに特有であるが、一
般化されてもよい。
【００９９】
　データソースは、構造化情報および／または非構造化情報を含む。構造化情報は必要に
応じて標準化ユニットに変換されてもよい。非構造化情報はＡＳＣＩＩテキスト文字列、
ＤＩＣＯＭ（医用におけるディジタル画像と通信）形式の画像情報、または領域知識に基
づいて分割されたテキスト文書を含んでもよい。正しくないかまたは欠けている可能性の
ある情報は、処置が取られるように留意されてもよい。例えば、検索された情報は、訂正
されたＩＣＤ－９診断コードを含む修正された情報を含んでもよい。
【０１００】
　データベースソースからの抽出は、ソース内の表に問い合わせることによって行なわれ
てもよく、その場合、領域知識はデータベースのフィールドに存在する情報を符号化する
。他方、抽出過程は、データベースに含まれる情報の複雑な機能の計算を伴ってもよく、
その場合、領域知識はこの計算を実行するプログラムの形態で提供されてもよく、この計
算の出力は残りのシステムに供給されてもよい。
【０１０１】
　画像または波形からの抽出は画像処理プログラムまたはシステムに提供される特徴抽出
プログラムによって行なわれてもよい。テキストソースからの抽出はフレーズスポッティ
ングによって行なわれてもよく、フレーズスポッティングは対象のフレーズおよび引き出
され得る推論を指定するルールのリストを必要とする。例えば、医師のカルテに「肝臓に
は転移癌の形跡がある」との文言の記述がある場合、この文章から患者が癌を有すること
を推論するために、ルールは「転移癌」というフレーズを探すようにシステムに指図する
。このフレーズが見つかると、十分な信頼性（これは、本実施形態において、名称「癌」
、「真」値、および信頼性０．９の要素を生成するものと言い換えられる）で患者は癌を
有すると主張される。
【０１０２】
　結合要素３５４は、変数に関して１つの統一された確率的主張を形成するために同じ期
間において同じ変数を指すすべての要素を結合する。結合は、同じソースおよび／または
異なるソースからの矛盾する可能性のある主張から定められた時点に各変数の統一見解を
形成する過程を含む。これらの統一された確率的主張は疑似事実と呼ばれる。疑似事実は
１つまたは複数の要素から推論される。種々の要素が種々の疑似事実または疑似事実に対
応する値を示す場合、十分な（閾値）または最大の確率を有する疑似事実が確率的主張か
ら選択される。領域知識ベースは、使用される具体的な要素を示してもよい。その代替と
して、十分な決定的確率を有する要素のみが使用される。（例えば、疑似事実として直接
的または間接的に）患者状態を示す閾値よりも大きい確率を有する要素が選択される。様
々な実施形態において、この結合は、要素によって表わされる変数の統計値に関する領域
知識を使って行なわれる（「事前確率」）。
【０１０３】
　患者状態は患者の状態の個々のモデルである。患者状態は、領域知識ベースによって確
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立されるような、患者との関係に注意が向けられる可能性のある変数の一群である。対象
の情報は、状態シーケンス、すなわち、患者の治療中の種々の時点における患者状態の値
である。
【０１０４】
　推論部品３５６は、時間に対する患者の経過のコヒーレントで簡明な像を形成するため
に、同じ時点および／または異なる時点において上記の疑似事実の結合を処理する。患者
の状態のこの経過は状態シーケンスと呼ばれる。患者状態は疑似事実または要素から推論
される。十分に（閾値）高い確率、すなわち、最高の確率を有する患者状態が推論された
患者状態または特異状態として選択される。
【０１０５】
　推論は、患者について得られるすべての疑似事実および／または要素を選択し、病状、
治療プロトコル、臨床試験、臨床行為、またはこれらの組合せによって患者の経過の複合
ビューを生成する過程である。基本的に、患者の現在の状態は、以前の状態と新たな複合
観察よって影響され得る。
【０１０６】
　この過程に必要な領域知識は、患者集団全体にわたって注目される病気の進展の一般的
なパターンと、患者の病気と観察され得る変数（臨床試験結果、医師のカルテ、またはそ
の他の情報）との関係とを表わす統計モデルであってもよい。疑似事実に含まれる情報と
領域知識とに最もよく一致すると考えられる患者の概要が生成されてもよい。
【０１０７】
　例えば、観察から癌患者が化学療法を受けている間に癌性増殖がないことが分かるが、
領域知識には患者が癌を有するときのみ化学療法が行なわれると記載されている場合、シ
ステムは、（１）患者が癌を有さず、かつ化学療法を受けていない（すなわち、観察はお
そらく正しくない）、または（２）患者は癌を有し、かつ化学療法を受けている（患者が
癌を有さないという初期の推論は正しくない）の主張のどちらの可能性が高いかに応じ、
すべての他の情報を与えられて、これらのいずれかであると判断してもよい。実際には、
（１）と（２）は確率に違いがあるものの、これら両方が推論されてもよい。
【０１０８】
　別の例として、「患者は転移癌を有する」などの記載が医師のカルテに見られ、これは
＜癌＝真（確率＝０．９）＞　という記述から推論される状況を考える。（これは、＜癌
＝真（確率＝０．９）、癌＝不明（確率＝０．１）との主張に等しいことに留意されたい
。）
【０１０９】
　ここで、癌の基本確率　＜癌＝真（確率＝０．３５）、癌＝偽（確率＝０．６５）＞　
（例えば、患者の３５％が癌を有する）があるものとさらに仮定する。すると、この主張
は癌の基本確率と結合されて、例えば、主張＜癌＝真（確率＝０．９３）、癌＝偽（確率
＝０．０７）＞が得られる。
【０１１０】
　同様に、以下に示される矛盾する証拠を仮定する。
１．＜癌＝真（確率＝０．９）、癌＝不明（確率＝０．１）＞
２．＜癌＝偽（確率＝０．７）、癌＝不明（確率＝０．３）＞
３．＜癌＝真（確率＝０．１）、癌＝不明（確率＝０．９）＞
４．＜癌＝偽（確率＝０．４）、癌＝不明（確率＝０．６）＞。
この場合、これらの要素は癌の基本確率＜癌＝真（確率＝０．３５）、癌＝偽（確率＝０
．６５）＞と結合されて、例えば、＜癌＝真（確率＝０．６７）、癌＝偽（確率＝０．３
３）＞と結論されてもよい。
【０１１１】
　他の実施形態において、具体的な確率的結論が全体的なまたは一時的な患者状態に対し
てマイニングなしで決定される。例えば、患者に関連する容態の経過または他の病歴を判
断せずに予後予測に関する値が抽出される。
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【０１１２】
　要素を収集し、欠けている情報、正しくない情報、および／または一貫性のない情報を
処理するために、多数のデータソースが評価されてもよい。例として、患者が糖尿病を有
するかどうかを判断する際に、以下の情報が抽出される可能性があると考える。
（ａ）糖尿病に関連する二次診断のＩＣＤ－９支払コード
（ｂ）糖尿病の治療に関連して患者に投与される薬剤（例えば、インスリン）
（ｃ）糖尿病の診断に用いる患者の臨床試験値（例えば、２回連続の２５０ｍｇ／ｄを超
える血糖測定値）
（ｄ）病歴と診察または退院記録（フリーテキスト）において患者が糖尿病であることに
医師が言及
（ｅ）糖尿病であることに関連する患者の処置（例えば、足の検診）。
以上のように、複数の独立した情報源があり、その観察によって患者が糖尿病（または、
さらに一般的に、ある病気／健康状態を有する）であることを（様々な確度で）裏付ける
ことができる。これらすべてが存在しているわけではなく、実際に場合によっては、これ
らが互いに矛盾することもある。確率的観察が様々な信頼度で導入され得る。これらの観
察（例えば、支払コード、薬剤、臨床試験について）が確率的に結合されて糖尿病の最終
確率が見つけられる。患者記録には糖尿病と矛盾する情報があり得ることに留意されたい
。例えば、患者はストレスの多い症状を発現すると（例えば、手術）、血糖が上がらない
。別の例では、心電図におけるＳＴ上昇の観察は、ＳＴ上昇のみが心臓発作の決定的な証
拠でないにしても、患者が心臓発作を発症したとの確信を高め得る。
【０１１３】
　上記の例は、単に例示を目的として提示されるもので、限定を意図するものではない。
要素を結合する実際の様式は、検討される具体的な領域とシステムユーザのニーズとに依
存する。さらに、上記の議論は患者中心のアプローチに言及しているが、複数の患者が同
時に処理されてもよい。さらに、段階（すなわち、抽出、結合、推論）のいずれかまたは
すべてに対して学習過程が領域知識ベース３３０に組み入れられてもよい。
【０１１４】
　情報が欠けている場合には、根拠となる証拠が見つからない。プロセッサ１０２は、２
つの方法のどちらかで応答してもよい。フィールドは空白のままでよく、あるいは可能性
の最も高い応答の計算に事前確率が使用される。例えば、受ける質問の１つは、患者が喫
煙者か否かである。患者記録にユーザが喫煙者であるかどうかの証拠がなければ、システ
ムは、これを空白のままにするか、あるいは事前確率（喫煙者のパーセンテージに基づく
）はユーザがおそらく喫煙者でないことを示唆するのでユーザが喫煙者でないことを記録
する。
【０１１５】
　マイニングはインターネットを使って実行されてもよい。また、生成される構造化臨床
情報は、インターネットを使ってアクセスされてもよい。さらに、データマイナーはサー
ビスとして実行されてもよい。例えば、複数の病院がサービスに参加してその適合患者情
報を検索してもらい、この情報はサービスプロバイダが所有するデータウェアハウスに格
納されてもよい。サービスはサードパーティサービスプロバイダ（すなわち、病院に関連
しない事業体）によって実行されてもよい。
【０１１６】
　領域知識ベース、抽出、結合、および／または推論は、１つまたは複数のパラメータ値
に応じて応答するかまたは実行されてもよい。例えば、確率的主張は、通常、平均値に関
連していてもよい。しかし、一部の開業医や医療機関は、特定の要素が事実上の患者状態
を示すことを望む場合がある。別の確率が要素に関連していてもよい。別の例として、特
定の病気または臨床ガイドラインに関する領域知識ベースに含まれる要素グループは、人
々や状況に応じて様々であってもよい。十分な確率に対する閾値、または他の閾値は、人
々や状況に応じて様々であってもよい。
【０１１７】
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　マイニングはデータ点および／またはデータ値を生成する。患者情報が一度構造化ＣＰ
Ｒ　３８０に投入されると、モデル化された予測子または変数に対応する値を決定するな
どして、データ点は予後診断に関する質問に答えやすい形式で提供される。構造化情報は
、値を得るために使用されるデータ点に加えてこの値を含んでもよい。例えば、疑似事実
および結合情報は、抽出情報または構造化情報として含まれる。
【０１１８】
　本明細書に記載された様々な改良点は一緒にまたは別々に使用されてもよい。どの形式
のデータマイニングまたは検索が使用されてもよい。本明細書では例示的実施形態が添付
図面を参照して説明されているが、本発明はこれらと全く同じ実施形態に限定されるもの
ではなく、さらに、ほかにも様々な変更および修正が本発明の範囲および趣旨から逸脱す
ることなく、本発明において当業者によってなされてもよいことは理解されるべきである
。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】個人的治療計画方法の一実施形態のフローチャート図
【図２】個人的治療計画方法の別の実施形態のフローチャート図
【図３】放射線治療計画において予後モデルを適用するシステムの一実施形態のブロック
図
【図４】患者医療記録のグラフィック表示の一例を示す図
【図５】予後モデル用の各患者入力を得るデータマイナーの一実施形態のグラフィック表
示を示す図
【符号の説明】
【０１２０】
１０２　プロセッサ
１１０　Ｉ／Ｏインタフェース
１１２　ネットワークインタフェース
１１４　外部記憶装置
１１６　ディスプレイ
１１８　ユーザ入力
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】
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【国際調査報告】
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