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(57)【要約】
　本発明は、外科用システムであって、
（ｉ）　手持ち装置（１００）であり、
－　基部（１）、
－　外科用器具又は器具ガイド部を装着するためのエン
ドエフェクタ（２）、
－　基部（１）及びエンドエフェクタ（２）に接続され
た作動ユニット（４）、
－　基部（１）又はエンドエフェクタ（２）と処置を施
されるべき部分との間に部分的、機械的なリンクを提供
するように、処置を施されるべき処置部分又は隣接する
領域と接触するように設計された、支持ユニット（５）
、
　を有する、手持ち装置（１００）、
（ｉｉ）　追跡ユニット（２００）、
（ｉｉｉ）　制御ユニットであり、
（ａ）　エンドエフェクタの最適化された経路を実時間
で計算し、
（ｂ）　器具又はエンドエフェクタの計算された経路が
基部の姿勢を変更することなく達成され得るかどうかを
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用システムであって、
（ｉ）　手持ち装置であり、
－　使用者の手で保持されるように設計されている、基部、
－　外科用器具を装着するため、又は外科用器具をガイドするためのガイド部をそれぞれ
装着するためのエンドエフェクタであり、前記外科用器具は、患者の身体の部分の計画さ
れたボリュームに処置を施すように設計されている、エンドエフェクタ、
－　前記計画されたボリュームに処置を施すために、前記基部に対して前記外科用器具を
動かすため、又は器具ガイド部をそれぞれ動かすために前記基部及び前記エンドエフェク
タに接続された作動ユニット、
－　前記基部に接続され、又は前記エンドエフェクタにそれぞれ接続された支持ユニット
であり、前記基部又は前記エンドエフェクタと処置を施されるべき前記部分との間に部分
的、機械的なリンクをそれぞれ提供するように、処置を施されるべき前記部分、又は処置
を施されるべき前記部分に隣接する患者の身体の領域と接触するように設計された少なく
とも一つの要素を有する、支持ユニット、
　を有する、手持ち装置、
（ｉｉ）　処置を施されるべき前記部分に対する、前記器具、前記エンドエフェクタ及び
前記基部のうちの少なくとも一つの姿勢を実時間で決定するように設定されている、追跡
ユニット、
（ｉｉｉ）　制御ユニットであり、
（ａ）　測定された姿勢に応じて前記基部に対する前記器具又は前記エンドエフェクタの
最適化された経路を実時間で計算し、
（ｂ）　器具又はエンドエフェクタのそれぞれ計算された経路が前記基部の姿勢を変更す
ることなく達成され得るかどうかを検出し、達成され得ない場合は、処置を施されるべき
前記部分に対する前記基部の可能な再配置を決定し、
（ｃ）　計算された経路に従って前記エンドエフェクタを動かすように、前記作動ユニッ
トを設定し、
（ｄ）　計画されたボリュームに処置が施されるまでステップ（ａ）乃至（ｃ）を繰り返
す、
　ように設定されている、制御ユニット、及び、
（ｉｖ）　使用者に対してフィードバック情報を表示するように設定された、ユーザーイ
ンターフェイス、
　を有する、システム。
【請求項２】
　器具ガイド部は前記エンドエフェクタに装着され、前記支持ユニットは前記器具ガイド
部を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記支持ユニットは、使用者によって前記部分的、機械的なリンクに働かされる力を検
出するための少なくとも一つのセンサを有し、
　前記制御ユニットは、前記支持ユニットが最小緩衝パラメータを有するような閾値より
も前記力が大きいかどうかを確認するように設定されている、
　請求項１又は請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記支持ユニットは、前記基部又はエンドエフェクタと処置を施されるべき前記部分と
の間に作り出される前記の機械的なリンクが、前記の処置を施される部分によって前記器
具に対して働かされる反力を吸収できるように、少なくとも一つの緩衝要素を有する、請
求項１乃至３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの緩衝要素の緩衝特性は、調節可能である、請求項４に記載のシス
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テム。
【請求項６】
　前記支持ユニットは少なくとも一つのピンを有し、前記ピンは、少なくとも一つの固い
又は緩衝された自由度を有する、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記支持ユニットは、処置を施されるべき前記部分に隣接する患者の軟組織に接着する
ように設計された表面を有する、少なくとも一つのパッドを有する、請求項１乃至６のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記支持ユニットは、前記基部又は前記エンドエフェクタに接続された第一の部分、及
び処置を施されるべき前記部分、若しくは処置を施されるべき前記部分に隣接する患者の
部分に適合する且つ／或いは固定されるように意図された第二の部分、を有する、請求項
１乃至７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記支持ユニットの前記第一の部分と前記第二の部分との間の接続は、面ファスナ又は
磁気ファスナを含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記支持ユニットは、他の使用者の手によって保持され得る握り手を有する、請求項１
乃至７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記支持ユニットは、前記基部に対して関節でつながれている、請求項１乃至１０のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記外科用器具は、前記エンドエフェクタに対して関節でつながれている、請求項１乃
至１１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記制御ユニットは、前記器具の現在の姿勢が前記計画されたボリュームの外側である
ことを当該制御ユニットが検出した場合に、前記作動ユニット及び／又は前記器具を停止
するように設定されている、請求項１乃至１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記支持ユニットは、前記手持ち装置の前記基部に接続され、手術台等の機械的な支持
部に接続されることに適する保持アームを有する、請求項１乃至１３のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項１５】
　計画システムを有し、該計画システムは、器具によって処置を施されるべきボリューム
、及び、適切であれば、前記器具の少なくとも一つの処理パラメータを決定するように設
定されている、請求項１乃至１４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１６】
　ドリルガイド部又は鋸ガイド部が前記エンドエフェクタ又は前記支持ユニットに含まれ
、前記器具は、前記ガイド部の軸又は平面内で動かされるように意図されたドリル又は鋸
である、請求項１乃至１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７】
　外科用器具は、鋸、ドリル、ミル、シェーバ又はバーを有する、請求項１乃至１６のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記追跡ユニットは少なくとも一つのエミッタ及び少なくとも一つのセンサを有し、前
記少なくとも一つのエミッタは前記基部又は前記エンドエフェクタに装着され、前記少な
くとも一つのセンサは処置を施されるべき前記部分に取り付けられるように適合させられ
ている、請求項１乃至１７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１９】
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　前記ユーザーインターフェイスによって提供される前記フィードバック情報は、計算さ
れた経路が、処置を施されるべき前記部分に対する前記基部及び／又は前記支持ユニット
の姿勢を変更することなく達成可能であるかどうかの表示を含み、達成可能でない場合は
、前記制御ユニットによって決定された基部及び／又は支持ユニットの可能な再配置の表
示を含む、請求項１乃至１８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２０】
　ばねプーリから延びるケーブルを更に有し、前記ケーブルは前記手持ち装置の前記基部
を支持する、請求項１乃至１９のいずれか一項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の身体の部分の計画されたボリュームの処置用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　頭部に近い特定の位置に器具ガイド部を配置するようにプログラムされた、シリアルな
運動構造の工業用ロボット［Kwoh　1988］［Lavallee　1989］をはじめとして、１９８０
年代から外科手術にロボット装置が使用されてきた。１９９０年代中に、ロボットは、股
関節外科手術及び膝関節外科手術（hip　and　knee　surgery）のためにＲＯＢＯＤＯＣ
システム（ＩＳＳ，米国）及びＣＡＳＰＡＲ（Ｕ．Ｒ．Ｓ．，独国）を用いた整形外科手
術に導入された［Bargar　1998，Prymk　2006］。しかしながら、これらの自動的なシス
テムは、従来の技術以上の長期的な利点を示さなかっただけでなく、それらは、より長い
手術時間及び血液喪失の増大をも示した［Bach　2002］。これらのシステムの一つの難点
は、ロボットに対する骨の固い固定、及び外科医から制御を取り去ってしまう完全に自動
的な処理であった。切断若しくは押圧した場合又は患者の呼吸の結果として組織の形状が
変化し得るため、自動的なロボットは軟組織の外科手術によく適していない。
【０００３】
　コンソール及び遠隔視覚フィードバックを用いて制御される、マスタースレーブ制御さ
れるロボットもまた、導入されている［Maeso　2010］。ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）
システムは、低侵襲腹腔鏡下腹部外科手術において使用され、そこでは、外科医は最大で
４本のロボットアームを制御し、外科医の手の動きはフィルタリング及びスケーリングさ
れて正確な器機（instrument）の微小な動きを可能にする。
【０００４】
　外科医が遠くから遠隔コンソールを使用してロボットを制御するｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登
録商標）のアプローチとは対照的に、ロボットはまた、協調的な作業のために導入されて
いる。これらのシステムは、器具ガイド部を配置して外科医自身が器機をガイドするか［
Liebermann　2006，Plaskos　2005］、又は外科医は触覚によって制御されるロボットを
ガイドし、ロボットは禁止領域へのアクセスを防止する。
【０００５】
　“能動的拘束（active　constraints）”又は“仮想的固定（virtual　fixtures）”を
使用した、触覚によって制御されるロボットの構想は、ＵＫＡ及びＴＨＡのために最初に
Ａｃｒｏｂｏｔシステムによって［Davies　2007，Yen　2010］、後にMAKO　Surgical社
のＲＩＯシステムによって実施された［米国特許出願公開第２００６／０１４２６５７Ａ
１号明細書（Quaidら），Lonner　2010，Dorr　2011］。Ａｃｒｏｂｏｔシステムの無作
為抽出前向き研究は、ＵＫＡにロボット骨調製を用いた場合、脛大腿のアライメントは計
画された位置の２°以内であったが、対照群においては４０％のみが２°以下であったこ
とを示した［Cobb　2006］。
【０００６】
　一つの類似のアプローチであるが、大掛かりなロボットシステムを使用しないものは、
予め計画された領域で有効にされるか又は無効にされるようにプログラムされることがで
きる、“知的”高速バー（burrs）の使用である。一方で、Navigated　Control構想は、
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バーの回転速度を制御し［Strauss　2005］、Precision　Freehand　Sculptorは、防護物
の後ろに後退するバーを有する［Brisson　2004，国際公開第２０１１／１３３９２７Ａ
２号（Nikouら）］。
【０００７】
　米国特許出願公開第２００５／０１７１５５３号明細書（Schwarzら）は、基部、基部
に対して動くことができる器具、及び処置を施されるべき部分上の所定の位置に向かって
所定の作業空間内で器具を動かすための作動ユニットを有する、身体の一部分に処置を施
すための手持ち装置を開示する。この装置は、器具の位置及び処置を施されるべき部分の
位置を検出することによって、その位置を目標の位置と比較することによって、及び作動
ユニットを相応に適合させることによって、基部の動き及び処置を施されるべき部分の動
きを計算に入れる。米国特許出願公開第２０１２／０１４３０８４号明細書（Shoham）は
、ハンドル、ハンドルに対して動くことができる器具、及び処置を施されるべき部分上の
所定の位置に向かって所定の作業空間内で器具を動かすためのロボットを有する、身体の
一部分に処置を施すための手持ち装置を記載する。この装置は、禁止区域に対する器具の
位置を検出することができ、禁止区域内に器具を運ぶであろう量で使用者がハンドルを動
かした場合には、ロボットの姿勢を変えることができる。これらの手でガイドされる器具
の一つの難点は、切削経路（milling　path）自体が外科医によって制御される必要があ
り、それは非効率な骨の除去、不正確な切削表面及び意図的でない熱放散を結果として生
じ得ることである。加えて、合理的な全体の正確さを得るためにかなりの時間を要する。
局所的に、切削表面は、常にでこぼこ又は不規則であり、そのような隆起を補填するため
に、しばしば好まれる非セメント接合インプラントの代わりに、切削表面とインプラント
との間にセメントが通常要求される。たとえセメントを用いたとしても、そのようなプロ
セスの最終結果は、正確性の全体としての損失である。
【０００８】
　一切の微動が許されない、網膜外科手術のような用途のために、固定ハンドマニピュレ
ータ［Mitchell　2007，Uneri　2010］や、手持ち式能動的安定化Micron装置［Becker　2
011，MacLachlan　2012］が導入されている。
【０００９】
　米国特許出願公開第２０１１／０２０８１９６号明細書（Radermacherら）は、使用者
に対する拘束を作り出して適用するための手持ち式反作用（reactive）装置を開示する。
その装置は、ハンドル、ハンドルに対して動くことができる器具及びハンドルに接続され
た支持要素を有する。その支持要素を用いて、ハンドルは、本体表面上に支持されること
ができる。支持要素は、作動ユニットによって移動可能である。作動ユニットは、処置中
に得られるセンサデータに基づいて支持要素を移すことによって、本体表面に対する器具
の再配置を可能にする。しかしながら、この装置は、作業されている材料に依存して使用
者に拘束を加え、身体の計画されたボリュームを処置することを考慮して能動的に工具経
路を最適化することができない。
【００１０】
　器具経路最適化及び外科医の小さな動きの相殺を可能にして、振動を最小化し且つ正確
性を最適化する、軽量な、手持ち外科手術装置の必要性が残っている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　したがって、本発明は、外科用システムであって、
（ｉ）　手持ち装置であり、
－　使用者の手で保持されるように設計されている、基部、
－　外科用器具を装着するため、又は外科用器具をガイドするためのガイド部（２０）を
それぞれ装着するためのエンドエフェクタであり、外科用器具は、患者の身体の部分の計
画されたボリュームに処置を施すように設計されている、エンドエフェクタ、
－　計画されたボリュームに処置を施すために、基部に対して外科用器具を動かすため、
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又は器具ガイド部をそれぞれ動かすために基部及びエンドエフェクタに接続された作動ユ
ニット、
－　基部に接続され、又はエンドエフェクタにそれぞれ接続された支持ユニットであり、
基部又はエンドエフェクタと処置を施されるべき部分との間に部分的、機械的なリンクを
それぞれ提供するように、処置を施されるべき部分、又は処置を施されるべき部分に隣接
する患者の身体の領域と接触するように設計された少なくとも一つの要素を有する、支持
ユニット、
　を有する、手持ち装置、
（ｉｉ）　処置を施されるべき部分に対する、器具、エンドエフェクタ及び基部のうちの
少なくとも一つの姿勢を実時間で決定するように設定されている、追跡ユニット、
（ｉｉｉ）　制御ユニットであり、
（ａ）　測定された姿勢に応じて基部に対する器具又はエンドエフェクタの最適化された
経路を実時間で計算し、
（ｂ）　器具又はエンドエフェクタのそれぞれ計算された経路が基部の姿勢を変更するこ
となく達成され得るかどうかを検出し、達成され得ない場合は、処置を施されるべき部分
に対する基部の可能な再配置を決定し、
（ｃ）　計算された経路に従ってエンドエフェクタを動かすように、作動ユニットを設定
し、
（ｄ）　計画されたボリュームに処置が施されるまでステップ（ａ）乃至（ｃ）を繰り返
す、
　ように設定されている、制御ユニット、及び、
（ｉｖ）　使用者に対してフィードバック情報を表示するように設定された、ユーザーイ
ンターフェイス、
　を有する、システムを提供する。
【００１２】
　有利には、ユーザーインターフェイスによって提供されるフィードバック情報は、計算
された経路が、処置を施されるべき部分に対する基部及び／又は支持ユニットの姿勢を変
更することなく達成可能であるかどうかの表示を含み、達成可能でない場合は、制御ユニ
ットによって決定された基部及び／又は支持ユニットの可能な再配置の表示を含んでもよ
い。
【００１３】
　本文において、“処置を施されるべきボリューム（volume　to　be　treated）”は、
直線に沿って延びる一次元の（１Ｄ）ボリューム（例えば、処置が、その部分にドリルで
穴を開けることから成る場合）、平面に沿って延びる二次元の（２Ｄ）ボリューム（例え
ば、処置が、その部分を鋸で切ることから成る場合）、又は三次元の（３Ｄ）ボリューム
（例えば、処置が、インプラントを完璧に一致させるために予め定められたボリュームを
除去すること又は作業座標系と共に登録された画像上に規定された正確な部分を除去する
ことから成る場合）、のいずれも意味する。
【００１４】
　“部分的、機械的なリンク（partial　mechanical　link）”は、少なくとも一つの自
由度での少なくとも二つの部分の相対的な動きが可能な、少なくとも二つの部分の間の機
械的なリンクを意味する。この用語は、“完全な（complete）”機械的なリンク、すなわ
ち、複数の部分間の一切の相対的な動きが許されないリンク（そのような完全な機械的な
リンクの例は、少なくとも一つのネジによって、処置が施されるべき部分（例えば骨）に
対して基部を固く取り付けることであろう）を排除する。
【００１５】
　以下で更に詳細に記述されるように、基部と患者の身体の部分との間に設けられる部分
的、機械的なリンクは、支持ユニットが処置を施されるべき部分自体と接触することを意
味する、直接的なもの、であってもよく、支持ユニットが処置を施されるべき部分に隣接
する患者の身体の部分と接触することを意味する、間接的なものであってもよい。前述し
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た隣接する部分は、処置を施されるべき部分としての同じ関節に属する骨で構成されてい
てもよく、又は処置を施されるべき部分を取り囲む軟組織であってもよい。間接的、部分
的、機械的なリンクはまた、支持ユニットが使用者の手によって保持され、その手が処置
を施されるべき部分又は軟組織及び処置を施されるべき部分を取り囲む皮膚に寄り掛かる
（leans　onto）場合に得られてもよい。
【００１６】
　支持ユニットが接触する部分及び支持ユニット自体の設計に応じて、前述の部分的、機
械的なリンクは、固いか（rigid）又は緩衝されている（damped）。
【００１７】
　装置は、（例えば、使用者の小さな動きによる）所与の量の姿勢誤差を相殺することが
できる。
【００１８】
　本文において、“姿勢（pose）”は、最大で６自由度の器具の３Ｄの位置及び３Ｄの向
きを意味する。用途に応じて、全６自由度を決定することが必要でないかもしれず、それ
らの一つ又はいくつかのみを決定する必要があることが、留意されるべきである。
【００１９】
　“経路（path）”は、計画されたボリュームが処置を施されることを可能にする、一組
の器具姿勢を意味する。下記の事項の少なくとも一つを最小化するように、装置及び処置
されるべき残りの部分の現在の相対的な姿勢に基づいて、前述の一組の姿勢が計算された
場合には、一つの経路が“最適化されている（optimized）”：
－　処置を達成するために必要な装置の再配置動作の数；
－　計画されたボリュームに処置を施すために必要な時間；
－　器具によって生成される熱；
－　処置された部分の表面粗さ及び正確性；
－　骨表面に対する器具の（又は切削器具の刃先の）向き；
　（このリストは限定的ではない）。
【００２０】
　有利であるが任意的な本発明の複数の実施形態によれば、単独で又は組み合わせて：
【００２１】
－　器具ガイド部はエンドエフェクタに装着され、支持ユニットは器具ガイド部を有する
；
【００２２】
－　支持ユニットは、使用者によって部分的、機械的なリンクに働かされる力を検出する
ための少なくとも一つのセンサを有し、
　制御ユニットは、支持ユニットが最小緩衝パラメータを有するような閾値よりも力が大
きいかどうかを確認するように設定されている；
【００２３】
－　支持ユニットは、基部又はエンドエフェクタと処置を施されるべき部分との間に作り
出される機械的なリンクが、処置を施される部分によって器具に対して働かされる反力を
吸収できるように、少なくとも一つの緩衝要素を有する；
【００２４】
－　少なくとも一つの緩衝要素の緩衝特性は、調節可能である；
【００２５】
－　支持ユニットは少なくとも一つのピンを有し、ピンは、少なくとも一つの固い又は緩
衝された自由度を有する；
【００２６】
－　支持ユニットは第二の握り手として設計され、患者とマニピュレータとの間の部分的
、機械的なリンクは、第二の握り手を保持する外科医の第二の手によって作り出される；
【００２７】
－　支持ユニットは、処置を施されるべき部分に隣接する患者の軟組織に接着するように
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設計された表面を有する、少なくとも一つのパッドを有する；
【００２８】
－　支持ユニットは、基部又はエンドエフェクタに接続された第一の部分、及び処置を施
されるべき部分、若しくは処置を施されるべき部分に隣接する患者の部分に固定されるよ
うに意図された第二の部分、を有する；
【００２９】
－　支持ユニットの第一の部分と第二の部分との間の接続は、面ファスナ又は磁気ファス
ナを含む；
【００３０】
－　支持ユニットは、他の使用者の手によって保持され得る握り手を有する；
【００３１】
－　支持ユニットは、基部に対して関節でつながれている（articulated）；
【００３２】
－　外科用器具は、エンドエフェクタに対して関節でつながれている；
【００３３】
－　制御ユニットは、器具の現在の姿勢が計画されたボリュームの外側であることを制御
ユニットが検出した場合に、作動ユニット及び／又は器具を停止するように設定されてい
る；
【００３４】
－　支持ユニットは、手持ち装置の基部に接続され、手術台等の機械的な支持部に接続さ
れることに適する保持アームを有する；
【００３５】
－　支持ユニットは、ばねプーリから延び且つ手持ち装置の基部に接続されたケーブルを
有し、ばねプーリは、手術台、部屋の天井、床上の固定カート若しくは移動カート等の機
械的な支持部に接続されることに適する；
【００３６】
－　当該システムは計画システムを有し、計画システムは、器具によって処置を施される
べきボリューム、及び、適切であれば、器具の少なくとも一つの処理パラメータを決定す
るように設定されている；
【００３７】
－　ドリルガイド部又は鋸ガイド部がエンドエフェクタ又は支持ユニットに含まれ、器具
は、装置の一部であってもそうでなくてもよいが、ガイド部の軸又は平面内で動かされる
ように意図されたドリル又は鋸（saw）である；
【００３８】
－　外科用器具は、鋸、ドリル、ミル、シェーバ又はバーを有する；
【００３９】
－　追跡ユニットは少なくとも一つのエミッタ及び少なくとも一つのセンサを有し、少な
くとも一つのエミッタは基部又はエンドエフェクタに装着される、；
【００４０】
－　追跡ユニットの少なくとも一つのセンサは、処置を施されるべき部分に取り付けられ
るように適合させられている。
【００４１】
　一つの実施形態によれば、手持ち装置の基部は、ばねプーリから延びるケーブルによっ
て支持される。
【００４２】
　上述のシステムは、以下で記述されるプロセスに従って操作されてもよい。
【００４３】
　手持ち装置が使用者に提供され、手持ち装置は、
－　使用者の手で保持されることに適する、基部、
－　外科用器具を装着するため、又は外科用器具をガイドするためのガイド部をそれぞれ



(9) JP 2016-523614 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

装着するためのエンドエフェクタであり、外科用器具は、患者の身体の部分の計画された
ボリュームに処置を施すように設計されている、エンドエフェクタ、
－　計画されたボリュームに処置を施すために、基部に対して外科用器具及び／又は器具
ガイド部を動かすために基部及びエンドエフェクタに接続された作動ユニット、
－　基部に接続され、又はエンドエフェクタにそれぞれ接続された支持ユニットであり、
基部又はエンドエフェクタと処置を施されるべき部分との間に部分的、機械的なリンクを
それぞれ提供するように、処置を施されるべき部分、又は処置を施されるべき部分に隣接
する患者の身体の領域と接触することに適する少なくとも一つの要素を有する、支持ユニ
ット、
　を有する。
【００４４】
　処置を開始する前に、一つの可能性は、最初に最適な開始ポーズが計算されることであ
る。開始ポーズは、下記の基準に関して最適化されてもよい。
－　処置を施されるべきボリュームの到達可能な部分を最大化する；
－　（全ボリュームが到達可能なロボット作業空間の内側にある場合に）ロボット作業空
間の限界までの、処置を施されるべきボリュームの距離を最大化する。距離は、ロボット
がロボット基部の動きを相殺することができる最大の空間を持つために重要である；
－　骨表面に対する器具の向き；
　（このリストは限定的ではない）。
【００４５】
　使用者はその後、最適な姿勢にロボット基部を配置するためにユーザーインターフェイ
スによってガイドされる。その目的のために、直線、棒、十字又は３Ｄ図解などの異なる
共通のグラフィカルな図解が使用されてもよい。
【００４６】
　使用者は、基部又はエンドエフェクタと処置を施されるべき部分との間に部分的、機械
的なリンクをそれぞれ提供するように、処置を施されるべき部分、又は処置を施されるべ
き部分に隣接する患者の身体の領域に接触させて、支持ユニットを置く。
【００４７】
　処置を施されるべき部分に対する、器具、エンドエフェクタ及び基部のうちの少なくと
も一つの姿勢は、追跡ユニットによって実時間で決定される。
【００４８】
　制御ユニットは、下記のプロセスを実行する：
（ａ）　測定された姿勢に応じて基部に対するエンドエフェクタの最適化された経路を実
時間で計算し、
（ｂ）　器具又はエンドエフェクタのそれぞれ計算された経路が基部の姿勢を変更するこ
となく達成され得るかどうかを検出し、否定的である場合には、処置を施されるべき部分
に対する基部の可能な再配置（新たな最適な開始位置）を決定し、
（ｃ）　計算された経路に従ってエンドエフェクタを動かすように、作動ユニットを設定
し、
（ｄ）　計画されたボリュームに処置が施されるまでステップ（ａ）乃至（ｃ）を繰り返
す。
【００４９】
　器具の動作中に、ユーザーインターフェイスは、使用者にフィードバック情報を提供す
る。特に、一つの有利な実施形態において、ユーザーインターフェイスは、計算された経
路が、処置を施されるべき部分に対する基部及び／又は支持ユニットの姿勢を変えること
なく達成可能であるかどうかを表示し、否定的な場合は、制御ユニットによって決定され
た基部及び／又は支持ユニットの可能な再配置を表示する。
【００５０】
　再配置が必要な場合に、それは、ロボット及び器具が停止され、使用者は彼が最適な位
置に到達してシステムを再始動するまでガイドされるような、開始位置のためのようなも
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のであってもよく、又は、それは、新たな最適な位置の方向への再配置中にプロセスが停
止しないような、連続的なプロセスであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
　本発明の他の特徴、実施形態及び利点は、添付の図面に基づく、下記の詳細な説明から
明らかになるであろう。
【図１】本発明による、外科用システムの概観を示す。
【図２】制御ユニットに接続された画面に表示され得る、詳細の計画を示す。
【図３Ａ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｂ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｃ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｄ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｅ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｆ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｇ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｈ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｉ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｊ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｋ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図３Ｌ】手持ち装置及び支持ユニットの実施形態の例を示す。
【図４Ａ】追跡ユニットの異なる実装を含む装置を示す。
【図４Ｂ】追跡ユニットの異なる実装を含む装置を示す。
【図４Ｃ】追跡ユニットの異なる実装を含む装置を示す。
【図４Ｄ】追跡ユニットの異なる実装を含む装置を示す。
【図５Ａ】ユーザーインターフェイスの異なる実施形態を示す。
【図５Ｂ】ユーザーインターフェイスの異なる実施形態を示す。
【図５Ｃ】ユーザーインターフェイスの異なる実施形態を示す。
【図６】本発明に従ってシステムを実行する方法を表す流れ図である。
【図７Ａ】人工膝関節片側置換術（uni　knee　arthroplasty）に適する手持ち装置の実
施形態を示す。
【図７Ｂ】人工膝関節片側置換術に適する手持ち装置の実施形態を示す。
【図８Ａ】人工膝関節全置換術（total　knee　arthroplasty）に適する手持ち装置の実
施形態を示す。
【図８Ｂ】人工膝関節全置換術に適する手持ち装置の実施形態を示す。
【図８Ｃ】人工膝関節全置換術に適する手持ち装置の実施形態を示す。
【図９Ａ】大腿寛骨臼インピンジメント（femoro-acetabular　impingement）の処置に適
する手持ち装置の実施形態を示す。
【図９Ｂ】大腿寛骨臼インピンジメントの処置に適する手持ち装置の実施形態を示す。
【図１０】手持ち装置が保持アームによって支持される、更なる実施形態を示す。
【図１１】手持ち装置がばねプーリから延びるケーブルによって支持される、更なる実施
形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　下記の説明は、股関節外科手術又は膝関節外科手術、特に、大腿寛骨臼インピンジメン
ト（ＦＡＩ）の処置、人工膝関節片側置換術（ＵＫＡ）及び人工膝関節全置換術（ＴＫＡ
）に焦点を合わせられている。
【００５３】
　処置を施されるべき部分（part　to　be　treated）は、骨盤、大腿骨及び／又は脛骨
のような骨であり、処置は、骨の計画されたボリューム（planned　volume）の除去から
成る。
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【００５４】
　しかしながら、本発明はこれらの特定の用途に限定されない。
【００５５】
　特に、処置を施されるべき部分は、骨でなくてもよく、その部分に適用される処置はそ
の部分のボリュームの除去を伴わなくてもよい。
【００５６】
　例えば、装置は、様々な種類のインプラント（膝、腰、足首、足、手首、肩等）を正確
に配置するために実行される任意の種類の整形外科手術において、尚又、軟組織のレーザ
ー外科手術又はラジオ波焼灼術において、骨に穴を開けること、鋸で切ること、ミリング
することのために使用されてもよく、頭蓋顔面外科手術において骨を鋸引き及びミリング
すること、歯科医術においてインレー又はアンレーと適合するように歯を再形成すること
、歯科インプラントを配置するための穴を開けること、外傷学のために骨にネジを挿入す
ること、靭帯再建（ligament　reconstruction）のためのトンネルを掘ること、一つ又は
複数の平面又はドーム型の骨の截骨術（osteotomies）を実行すること、修正治療（revis
ion　procedure）の間セメントを除去すること、骨の断片を正確に一緒に配置すること、
脊椎骨の椎弓根の内側に穴をあけること、軟骨の欠陥を除去すること、移植するために骨
又は軟骨の健康な部分を採取すること、インレー、インプラント又は移植片を正確な位置
に挿入すること、画像下治療（interventional　radiology　procedures）中に針を正確
に配置すること、等のために使用されてもよい。
【００５７】
　以下で更に詳細に説明されるように、装置は、処置を施されるべき部分のボリュームが
外科的介入の前に計画される文脈において使用される。
【００５８】
　処置を施されるべきボリュームの計画は、手術前の画像（例えば、ＣＴ、ＭＲＩ、超音
波画像、３ＤＸ線、ＰＥＴ等）、若しくは、手術中の３Ｄデータ（例えば、手術中のＣＴ
、手術中のＭＲＩ、超音波画像、２Ｄ又は３Ｄの手術中のＸ線画像、システムを局在化さ
せ３Ｄの点、３Ｄの点のクラウド、３Ｄの点のクラウドから再構成された表面を提供する
ことによって提供される幾何学的データ、等）、又はその両方を使用して実行される。
【００５９】
　マルチプルコンピュータ支援外科手術方法は、処置を施されるべき部分に付属する座標
系と共に計画されたボリュームを記録する（register）ために使用される。
【００６０】
　典型的に、手術中の画像又はデータは、処置を施されるべき部分に付属する唯一の（un
ique）座標系において手術前の画像を記録するために使用され、トラッカー（光学的、磁
気的、等）によって通常表示される。
【００６１】
　これらの従来のコンピュータ支援外科手術方法のいずれを使用しても、以下で詳述され
るように、処置を施されるべきボリュームは、処置を施されるべき部分に付属する座標系
において既知の幾何学的表示を有し、その動きは、追跡ユニットによって実時間で追跡さ
れるという結果をもたらす。
【００６２】
　上で述べたように、このボリュームは、用途に応じて１Ｄ、２Ｄ又は３Ｄのボリューム
であり得る。
【００６３】
　外科用システムの概要
　図１は、本発明による、外科用システムの概観を示す。
【００６４】
　患者Ｐは、例えば人工膝関節片側置換術（ＵＫＡ）のために、手術台５００の上に横た
わっている。
【００６５】
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　この目的のために、脛骨及び大腿骨から３Ｄのボリュームを除去するように意図された
器具３は、外科医（図示なし）によって操縦される手持ち装置１００によって支持される
。
【００６６】
　手持ち装置１００は、制御ユニット３００に接続されている。
【００６７】
　制御ユニットは、典型的に、電源、ＡＣ／ＤＣコンバータ、作動ユニットのＡＣ／ＤＣ
モータに電力を供給するための運動制御装置、フューズ、実時間制御システムインターフ
ェイス回路を有する。
【００６８】
　システムはまた、装置及び／又は処置を施されるべき骨の姿勢が実時間で追跡され、実
時間制御システムと計画システムとの間で共有されるように、追跡ユニット２００を有す
る。
【００６９】
　少なくとも一つの座標系２０１が処置を施されるべき部分に付属しており、一方で、少
なくとも一つの座標系２０２が器具及び／又は手持ち装置に付属している。
【００７０】
　追跡ユニットは、両方の座標系２０１，２０２の間の相対的な運動を高周波で測定する
。
【００７１】
　追跡ユニットによって得られるデータは、有線又は無線の（ここでは図示しない）任意
の適切な接続を経由して制御ユニット３００に伝達される。
【００７２】
　実時間制御システムは、提案された実時間制御アルゴリズムを合理的な高周波数で実行
することができる。
【００７３】
　除去されるべきボリューム及び先に除去されたボリューム並びに処置を施されるべき骨
に対する装置の実際の姿勢に基づいて、実時間制御システムは、最適な器具経路を算定す
る（calculates）。
【００７４】
　ロボット工学及び機械の文献に、除去されるべきボリュームの二値化、又は数値制御機
械加工からのアイソパラメトリック経路生成アルゴリズムのような、幾何学的情報に基づ
く最適な切削経路生成のための、多くのよく知られたアルゴリズムが存在する。
【００７５】
　この図において、接続はワイヤ３０１によって表されるが、手持ち装置が蓄電池式であ
れば、それは代わりに無線であってもよい。
【００７６】
　制御ユニット及び追跡ユニットは、手術室内で移動することができるカート３０２に配
置されてもよい。
【００７７】
　システムはまた、外科医に対してフィードバック情報を表示し、外科医によるシステム
設定（system　configuration）を可能にするように意図されたユーザーインターフェイ
ス４００を有する。
【００７８】
　ユーザーインターフェイス４００は、有利には制御ユニット及び追跡ユニットと同じカ
ート３０２に位置する画面を有してもよい。
【００７９】
　画面に加えて又は画面の代わりに、ユーザーインターフェイスは、手持ち装置自体に配
置され、外科医に情報を提供する表示器（indicator）を有してもよい。
【００８０】
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　制御ユニット、追跡ユニット及び／又はユーザーインターフェイスが手持ち装置自体に
埋め込まれた外科用システムは、埋め込まれたユニットが十分に強力な電池によって電力
供給され、それらの寸法及び重量が使用者による装置の操縦（manipulation）を妨げなけ
れば、尚も本発明の範囲内である。
【００８１】
　外科用システムの動作の概要
　外科的介入の前に、使用者は、手術前及び／又は手術中の医用画像及びデータに基づき
、計画システムで介入を計画する。
【００８２】
　この計画ステップは従来のものであり、ここでは詳細に記述されない。
【００８３】
　それは、各用途に特有である。
【００８４】
　例えば、ＴＫＡの場合に、大腿骨に対する人工膝関節（knee　prosthesis）の計画は、
骨上の５つの切断面の定義付けを要求する。ＦＡＩの場合に、大腿骨頭及び大腿骨頸の除
去されるべきボリュームの計画は、大腿骨頭の球形度のような、通常の幾何学的パラメー
タを有する形状を回復するために、除去されるべき複雑な形状の定義付けを要求する。
【００８５】
　計画システムは、本発明による外科用システムの一部を形成してもよい。別の方法で、
計画システムは、別個に提供され、制御ユニットに接続されてもよい。
【００８６】
　外科的介入中に、使用者は、手術前のデータ／画像を手術中の記録方法と一緒に使用し
てもよく、又は手術中のデータ／画像を直接的に使用してもよい。
【００８７】
　両方の場合において、計画の結果は、器具によって処置を施されるべき少なくとも一つ
の連続的なボリュームから成り、処置を施されるべきそのボリュームの姿勢は、処置を施
されるべき部分の座標系で決定される。
【００８８】
　そのボリュームは、次いで制御ユニットに伝達される。
【００８９】
　制御ユニットはそのサブシステムを初期化し、装置は使用準備が整う。
【００９０】
　処置が開始する前に、支持ユニットは、装置と処置を施されるべき部分との間に部分的
、機械的なリンクを提供するために、処置を施されるべき部分又は隣接する身体の部分に
接続されなければならない。
【００９１】
　ひとたび処置が使用者によって開始されると、制御ユニットは、再計算及び視覚化の目
的のために状況及び追跡情報を計画システムに連続的にフィードバックする。
【００９２】
　図２は、画面に表示され得る、詳細の計画の例を示す。
【００９３】
　部分ｐ１は既に処置を施されたボリュームを示し、一方で部分ｐ２は依然として処置を
施されるべきであるボリュームを示す。その残りのボリュームは、処置を施されるべきボ
リューム及び既に処理されたボリュームのブールのメッシュ演算によって、又はボクセル
ボリュームを差し引くことによって、算定されてもよい。
【００９４】
　点線ｐ３は、装置の作業空間、すなわち、安全に操作するために器具が使用されてもよ
い空間を表示する。
【００９５】
　装置の限定された作業空間に起因して、目標のボリュームに対する装置の単一の姿勢か
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ら、処置を施されるべき全ての部分に処置を施すことが可能でないかも知れない。処置を
施されるべきボリュームのどの部分が、現在のロボット姿勢から安全に処置を施されるこ
とができるかを使用者に知らせるために、ユーザーインターフェイスは、処置を施される
ことができるボリュームのその部分を強調してもよい。ボリュームの安全に処置可能な部
分は、処置を施されるべき残りのボリューム及びロボット作業空間の、ブールのメッシュ
演算（又はボクセルボリュームの引き算）によって算定され得る。ボリュームのこの部分
が“安全に”除去可能であることを確かにするために、この算定はまた、確かであるべき
装置のより限定された寸法のボリュームを使って行われてもよく、たとえ処置を施される
べきボリュームの境界においても、ロボットの姿勢の小さな偏差が許容される。
【００９６】
　この制限された作業空間は、すなわち、数ミリメーター及び作業空間限界までの程度の
補正値（offset）を有することによって、デカルトの（cartesian）作業空間内で算定さ
れてもよく、又は各軸の限界までのある程度の量のエンコーダステップを使って、軸空間
内で算定されてもよい。
【００９７】
　部分ｐ４は、追跡ユニットによって測定された及び／又は実時間制御ユニットによって
算定された、処置を施されるべき骨に対する器具の姿勢である。
【００９８】
　手持ち装置の使用中に、使用者は、器具を所定の作業空間内に維持するために実行され
るべき装置の再配置に関する情報を提供される。
【００９９】
　本発明によれば、使用者は、一方では手持ち装置の基部の自由な操縦から利益を享受し
、他方では、制御ユニットの自動的な器具経路最適化から利益を享受する。
【０１００】
　支持ユニットによって提供される部分的、機械的なリンクは、患者に対して追加的な侵
襲動作をせずに、外科医が装置を再配置するために小さな動きを起こすことを可能にする
。
【０１０１】
　加えて、ユーザーインターフェイスは、使用者に、現在の装置位置で、計画された区域
に処置を施す能力に関する情報を提供し、適切であれば、装置を適切に再配置するための
方法に関する表示を与える。
【０１０２】
　システムは、器具が計画された作業区域から離れた場合には制御ユニットが器具を停止
させるため、介入の安全性を確かにする。加えて、装置の作業空間は小さく、固有の安全
性を提供する。
【０１０３】
　小さな作業空間の一つの他の利点は、小さなてこの作用に起因する、より高い正確性で
ある。
【０１０４】
　手持ち装置の概要
　図３Ａ乃至図３Ｃは、手持ち装置の実施形態の例を示す。
【０１０５】
　図３Ａ乃至図３Ｃは、手持ち装置の概要を提供するように意図されているが、本発明は
、様々な実施形態によって実施され得る。
【０１０６】
　いくつかの特定の実施形態－特定の外科的用途に関する－の記述は、以下で記述される
であろう。
【０１０７】
　基部
　手持ち装置は、外科医によって手で保持されるように意図された、基部１を有する。
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【０１０８】
　この目的のために、明確なハンドルが基部に装着されてもよく、又は基部はそれ自体が
人間工学的な形状を提供するように設計されてもよい。
【０１０９】
　器具／エンドエフェクタ
　手持ち装置は、エンドエフェクタ２を更に有する。エンドエフェクタ２には、意図され
た処置専用の外科用器具３が装着されることができる（図３Ａ－３Ｂ参照）。
【０１１０】
　一つの実施形態によれば、器具３は、工場でエンドエフェクタ２に装着されてもよい。
他の方法で、エンドエフェクタは、器具を固定するための取り付けシステム（例えば、ク
リップオン機構）を有してもよい。その器具は、別個に提供される従来の器具であっても
よい。本実施形態は、作動ユニット及びエンドエフェクタを覆うために使用される無菌ド
レープに容易に対応可能であるという、利点を有する。
【０１１１】
　結果として器具３は、装置の一部分であってもよく、そうでなくてもよい。
【０１１２】
　一つの他の実施形態によれば（図３Ｃ参照）、エンドエフェクタは、意図された処置専
用の器具のためのガイド部２０を支持する。
【０１１３】
　器具が鋸である場合、器具ガイド部は、切断平面（除去されるべき２Ｄのボリューム）
を規定する切断ガイド部である。
【０１１４】
　器具がバーである場合、器具ガイド部は、切削線（除去されるべき１Ｄのボリューム）
を規定する穿孔ガイド部である。
【０１１５】
　器具ガイド部２０は、工場でエンドエフェクタ２に装着されてもよい。他の方法で、エ
ンドエフェクタは、従来のガイド部を固定するための取り付けシステム（例えば、クリッ
プイン機構）を有してもよい。
【０１１６】
　器具ガイド部は、エンドエフェクタに対して固定されてもよく又は移動可能（例えば、
スライド可能及び／又は回転可能）であってもよい。
【０１１７】
　作動ユニット
　図３Ａ乃至図３Ｃに示されるように、計画されたボリュームに処置を施すために、エン
ドエフェクタ２は、手持ち基部に対して器具３、又は適切であれば、器具ガイド部２０を
動かすために、作動ユニット４によって基部１に接続される。
【０１１８】
　作動ユニットは、用途に応じて所与の数の自由度を有する。
【０１１９】
　作動ユニット４は、一体的に接続されて運動構造を形成するモータ、ギア（任意的）及
びセンサを有する。
【０１２０】
　より詳細に以下で説明されるように、作動ユニット４は、制御ユニット３００によって
制御される。
【０１２１】
　一つの実施形態によれば、器具３は球状のバー又はシェーバであってもよく、除去され
るべきボリュームは、バー又はシェーバと同じ直径を有する複数の球体の接合としてモデ
ル化される。
【０１２２】
　そのような場合において、作動ユニット４は、（バーの回転を起動するための１自由度
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に加えて）３自由度を有するように設計される。
【０１２３】
　更なる最適化は、処置を施されるべき部分に対する器具の刃先の向きを調節するために
、５自由度を有してもよい。
【０１２４】
　一つの他の実施形態において、器具は、円筒状のバー又はシェーバであってもよく、除
去されるべきボリュームは、バー又はシェーバと同じ形状を有する複数の円筒状の区分の
一つの可能な接合としてモデル化される。
【０１２５】
　そのような場合において、作動ユニットは、５自由度を有するように設計される。
【０１２６】
　除去されるべきボリュームはまた、ボクセル、三角形のメッシュデータ、平面の座標（
鋸引きモードについて）；点、方向及び深さ（穿孔について）によって表されてもよい。
また、作動ユニットの設計は、処置を施されるべきボリュームの種類に適合させられ得る
。
【０１２７】
　作動ユニットを、各介入の前に滅菌される無菌の構成要素にすることが可能である。し
かし、一つの好ましい実施形態において、作動ユニット及びそのケーブルは、単回使用の
透明プラスチック無菌ドレープによって覆われる。システムの追加的な構成要素もまた、
無菌ドレープの下に保護されることができる。しかし、器具自体は、従来の器具のように
無菌である。典型的に、それは、各介入の前にオートクレーブを使用して滅菌される。無
菌ドレープと器具との間の異なる種類の機械的なアダプタが提供されてもよい。そのよう
なアダプタは、器具が追跡ユニットを含む場合には非常に正確な再現可能な固定を要求せ
ず、全体的なシステムの設計及び使用を容易にする。
【０１２８】
　支持ユニット
　手持ち装置は、基部１（図３Ａ乃至図３Ｂ参照）又はエンドエフェクタ２（図３Ｃ参照
）のいずれかに接続された支持ユニット５を更に有する。
【０１２９】
　支持ユニット５は、基部１（又は図３Ｃに示されるようにエンドエフェクタ２）と処置
を施されるべき部分との間に部分的、機械的なリンクを提供するように、処置を施される
べき部分又は処置を施されるべき部分に隣接する患者の身体の領域と接触するように意図
された、少なくとも一つの要素を有する。使用者は、支持ユニットに常に圧力を加えて、
処置を施されるべき部分との十分な接触を確かにするように訓練される。
【０１３０】
　支持ユニット５は、通常は無菌の構成要素である。支持機能と基部又はエンドエフェク
タとの間の接続は、その基部及びエンドエフェクタを備えた作動ユニットが無菌ドレープ
で覆われる場合、無菌ドレープ上に確立されてもよい。または、基部又はエンドエフェク
タが無菌である場合、それは直接的に確立される。
【０１３１】
　支持ユニット５は、安定化装置として働く、手持ち装置の決定的に重要な要素である。
【０１３２】
　その支持ユニットは、固くても、緩衝されていてもよく（例えば、ばね荷重されている
）、且つ／或いは、調節可能な緩衝特性を有してもよい。
【０１３３】
　支持ユニット５と身体部分との接触は、一点若しくは幾つかの点又は少なくとも一つの
面でなされてもよい。
【０１３４】
　図３Ａ及び図３Ｃに示される実施形態において、支持ユニット５は、処置を施されるべ
き部分Ｐ１と接触する固いピンを有する。
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【０１３５】
　一つの代替的な実施形態（図３Ｂ参照）において、支持ユニット５は、処置を施される
べき部分Ｐ１に隣接する患者の身体の部分Ｐ２と接触する緩衝されたピンを有する。
【０１３６】
　一つの実施形態によれば、エンドエフェクタ２が器具ガイド部２０を支持する場合、支
持ユニット５は、器具ガイド部２０自体を有してもよい（図３Ｃ参照）。
【０１３７】
　いずれの場合も、支持ユニット５が、処置を施されるべき部分Ｐ１自体との直接的な接
触又は部分Ｐ１に隣接する患者の身体の領域Ｐ２を介した間接的な接触のいずれかを成す
という事実に起因して、支持ユニット５は、部分的、機械的なリンクの効果を有する。そ
の部分的、機械的なリンクは、装置を操作しているときの使用者の動きを限定し－そして
、有利な実施形態においてはまた、使用者の動き、切断器具の振動、及び作動ユニットの
動きによって引き起こされる反力を緩衝する。
【０１３８】
　加えて、支持ユニットは部分的、機械的なリンクのみを提供するため、それは如何なる
侵襲動作も要求しない。
【０１３９】
　この限定効果がなければ、処置を施されるべき部分に対する使用者の動き全てが、作動
ユニットによって実時間で相殺され（compensated）なければならなくなる。それは、既
存のロボット技術を使って達成することが極めて難しい。
【０１４０】
　処置を施されるべき部分に対する使用者の微小な運動又は大きな運動は、ゆっくりとし
た運動及び速い運動を含め、装置の精度（precision）を規定する許容範囲内に相殺され
なければならない。
【０１４１】
　典型的に、骨の外科手術用途に関しては、十分な制度を得るために１０分の数ミリメー
トルの範囲内の運動が相殺される必要がある。そのような相殺は、超高速の運動の検出及
び測定、並びに、適用されるべき相殺運動の算定及び所望の相殺運動の遂行を要求する。
相殺されない運動は、でこぼこ又は不規則な表面を結果として生じさせる。
【０１４２】
　歯科用途に関しては、要求される制度は更に高く、典型的に１００分の数ミリメートル
の範囲内である。
【０１４３】
　上述した性能を達成することができるセンサ、コンピュータ、モータ、制御装置、低慣
性機構は、存在しないか又は開発及び製造するための費用が極めて高い。
【０１４４】
　大幅に運動を限定すること－そして好ましくは緩衝すること－により、支持ユニットは
、既存のロボット技術を使用して要求される制度を獲得することを可能にする。
【０１４５】
　部分的、機械的なリンクはまた、処置を施されるべき部分が処置を施されているときに
も重要である。
【０１４６】
　支持ユニットは、支持ユニットが接する部分に戻る、装置を介して処置中に働かされる
力の短く閉じた力のループを可能にする。
【０１４７】
　処置中に働かされる力のうちの小さな分量のみが使用者によって相殺される必要がある
ので、その結果は、高い正確性である。
【０１４８】
　支持ユニットの種類に応じて、働かされる力の一部は、閉じた力のループによって緩衝
されることができる。
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【０１４９】
　例えば、支持として一つの鋭いピンを使用している場合、二つの方向の力が、ピンが位
置する表面に平行に緩衝され得る。
【０１５０】
　例えば、部分的、機械的なリンクは、外科医によって骨に装置が押し付けられるときに
骨に刺さる（prick）ことができる一つ又はそれ以上の先端が鋭いピンによって達成され
てもよい。
【０１５１】
　そのような鋭いピンは、図３Ｄにおいて５０として示される。
【０１５２】
　そのような鋭いピン５０は、３自由度から成る部分的なリンクを作り出す。
【０１５３】
　二つの鋭いピンが使用される場合、両方のピン先端を通過する軸の回りの１自由度のみ
が許容される。
【０１５４】
　部分的、機械的なリンクはまた、装置を使用しているときに使用者によって骨に対して
押し付けられ得る丸みを帯びた先端を有する一つ又はそれ以上のピンによって達成されて
もよい（図３Ｄの符号５１を参照）。
【０１５５】
　ピンの先端はまた、そこに取り付けられて緩衝効果を提供する、シリコン製の円盤（図
示なし）有してもよい。
【０１５６】
　一つの他の実施形態において、支持ユニットは、いくつかの鋭い歯が設けられた少なく
とも一つの車輪を有してもよい。そのような車輪は、少なくとも一つの方向で骨の上をス
ライドすることが可能であり、任意的に、車軸の周りの回転を可能にする（図３Ｄの符号
５２を参照）。
【０１５７】
　一つの他の実施形態において、支持ユニットは、取り付け装置を有する。その取り付け
装置は、患者の身体の部分に適合するように患者の身体の部分に取り付けられるか又は少
なくとも接触する表面、及び取り付け装置を手持ち装置の基部又はエンドエフェクタに接
続する少なくとも一つのピンを有する。取り付け装置は、ピン端部が患者の身体に対して
スライドすることを有利に防止する。ピンと取り付け装置との間の接続は、好ましくは可
逆的であり、如何なる種類の接続（機械的、磁気的等）を使用することができる。例えば
、接続は、ベルクロ（登録商標）のような面ファスナ（hook-and-loop　fasteners）、磁
気ファスナ（例えば、取り付け装置が金属を含み、ピン先端が磁石を含む）、又は機械的
な連結方法（articulation）を含んでもよい。
【０１５８】
　図３Ｅに示されるように、支持ユニット５はまた、ターニケット５３を有してもよい。
ターニケット５３に対して支持ピン端部が接続され、またターニケット５３は骨の周りの
軟組織を圧迫するストラップとして働き、従って、他の目的のために標準的であり広く受
け入れられている固くないリンクを作り出す。本文において、用語ターニケットは、止血
の機能の有無にかかわらず、軟組織（皮膚）の周りに取り付けられるストラップを定義す
るために使用される。ピンとターニケットとの間の接続は、せん断力に耐え、従ってピン
が軟組織上をスライドすることを防止する。上述したように、接続機構は、面ファスナ又
は磁気ファスナとして設計されてもよい。
【０１５９】
　一つの代替的な実施形態は、ターニケットの代わりに接着パッチ５５を有してもよい。
接着パッチ５５は、患者の皮膚に取り付けられ、ピン端部に接続される（図３Ｆ）。パッ
チの外表面は、ピン端部がスライドすることを有利に防止する。
【０１６０】
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　代替的に、取り付け装置は、患者の身体の部分の上に型成形可能な材料を適用すること
によって形成されてもよい。例えば、歯科で使用されるペーストは、熱形成プロセスを使
用することによって、場合により加熱器に助けられて、患者への如何なる損傷もなく型成
形されることができ、迅速に硬化することができる。型成形される装置は、このように患
者の身体の形状に適合するテンプレート（型）を形成することができる。
【０１６１】
　図３Ｇに示される一つの他の実施形態によれば、支持ユニット５はピン５４ａを有して
もよい。ピン５４ａの一端部は基部１に接続され、ピン５４ａの他端部は、（砂袋に類似
する）変形可能なクッション５４ｂに接続され、緩衝された支持機能を提供する。
【０１６２】
　そのようなクッションは、器具の入口ポート付近の、患者の皮膚上に置かれるように意
図されている。
【０１６３】
　任意的に、より固い支持をもたらすために、そのような変形可能なクッション５４ｂは
真空によって固定されてもよい。
【０１６４】
　図９Ａ／９Ｂに示される一つの類似する実施形態において、ピン５４ａの端部は、例え
ばプラスチックで作られ、患者の身体と接触するように意図された表面を備えた円盤形状
５４ｃであってもよい。そのようなピン端部は、患者の皮膚へのより良好な接触のために
、（シリコン又は泡のような）柔軟な種類の材料で被覆されてもよい。ピンは、概して金
属、例えば鉄で作られる。
【０１６５】
　ピン５４ａとクッション５４ｂ又は円盤５４ｃとの間の接続は、玉継手（ball　and　s
ocket　joint）の形式を取ってもよい（図示なし）。
【０１６６】
　ボールは、有利にはピン５４ａの端部にあり、金属で作られる。一方ソケットは、クッ
ション５４ｂ又は円盤５４ｃの中に統合される、プラスチックで作られる。
【０１６７】
　従って玉継手は、ソケットの弾性変形によって容易に接続及び接続解除されることがで
きる。
【０１６８】
　その結果として、使用者は、最初に患者の身体の適切な場所にクッション５４ｂ又は円
盤５４ｃを付け、次いで手持ち装置１００を取り、支持ユニット５を組み立てるために玉
継手を介してピン５４ａをクッション５４ｂ又は円盤５４ｃに接続してもよい。
【０１６９】
　逆に、使用者が手持ち装置１００の使用を停止するときに、使用者は、ピン５４ａをク
ッション５４ｂ又は円盤５４ｃから接続解除し、後にクッション５４ｂ又は円盤５４ｃを
患者の身体から移動又は除去することができる。
【０１７０】
　支持ユニット５は、有利には、基部と処置を施されるべき部分との間に作り出される前
述の部分的、機械的なリンクが、処置を施されるべき部分によって器具に対して働かされ
る反力を吸収することができるように、緩衝を提供してもよい。
【０１７１】
　その緩衝特性は、ばね荷重された要素によって提供されてもよく又は空気圧式又は液圧
式の緩衝器によって提供されてもよい。
【０１７２】
　有利には、支持ユニットの緩衝特定は、調節可能であってもよい。
【０１７３】
　緩衝は、使用者が反力を相殺しなくてもよいときに、高い正確性の利点を示す。
【０１７４】
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　図３Ｉに示される一つの他の実施形態において、支持ユニットは、円形の断面のＶ字形
状の端部をもつ少なくとも一つのピン５６を有し、基部と患者との間に一つの安定化され
ない自由度を提供する。
【０１７５】
　この自由度は、二つの前述のこれらのピン５６を使用することによって（図３Ｈ）、又
は山括弧のように形成された端部を有するピン５７によって（図３Ｊ）ブロックされても
よい。（複数の）ピン端部のＶ字形状は、脛骨突起線との整列のためのテンプレートを提
供し、従って支持ユニット及び手持ち装置の粗い配置のための可能性を提供する。
【０１７６】
　本実施形態は、ＵＫＡにおいて特に有利である。なぜなら、支持ユニットは、脛骨上及
び大腿骨上の両方の切削されるべき領域に達することを可能にする限定された数の配置を
、迅速且つ直感的な方法で提供するからである。
【０１７７】
　より一般的に、支持ユニットは、患者の生体構造の外表面に適合する予め定められた形
状を有するように設計されてもよい。そのため、ロボット基部は、対応するロボット作業
空間が処置を施されるべき部分のボリュームに一致するであろう領域内に即座に配置され
るであろう。
【０１７８】
　任意的に、図３Ｈに示されるように、ベルクロ（登録商標）又は磁気ファスナ機構を備
えた上述のターニケット５３又は接着パッチ５５との組み合わせも、脛骨突起に対する（
複数の）Ｖ字形状ピン端部のスライドを防止するために、可能である。
【０１７９】
　図３Ｋに示される一つの実施形態によれば、支持ユニット５は、患者の身体の部分（こ
こでは、Ｐ２が脛骨突起を指し示す）に取り付けられる、上述したターニケット、接着パ
ッチ又はテンプレートのような取り付け装置５８を有する。装着要素５９は、取り付け装
置５８に固定されている。手持ち装置の基部は、装着要素５９とスライド可能に係合して
いる（脛骨突起に沿って並進移動Ｔをする）接続部材によって取り付け装置に結合させら
れている。接続部材は、有利には、基部の回転Ｒ１を可能にする関節を有する。エンドエ
フェクタ又は器具も作動ユニット４に対して回動すること（回転Ｒ２）が許容される場合
は、器具は、手持ち装置の基部を動かすことなく、患者の身体の異なる必要な部分の全て
又はほとんど全てに達することができる。
【０１８０】
　図３Ｌに示される一つの実施形態によれば、支持ユニット５は、（使用者によって通常
保持される基部の部分に加えて、）使用者のための第二の握り手として設計されてもよい
。例えば、図３Ｋにおいて、この握り手は、使用者の第二の手で保持されることができる
ボールとして設計されており、第一の手は基部を保持している。次いで、患者と装置との
間の部分的、機械的なリンクが、患者の身体に寄り掛かる使用者の第二の手によって提供
され、それは相対的な動きを安定化及び緩衝することができる。
【０１８１】
　一つの実施形態（図示なし）によれば、支持ユニットはまた、使用者によって部分的、
機械的なリンクの上に働かされる力を検出するための少なくとも一つのセンサを有しても
よい。故に、制御ユニットは、支持ユニットが最小緩衝パラメータを有するような閾値よ
りもその力が大きいかどうかを確認することができる。これは、例えば鋭いピンが骨の上
で滑り得ないことを確かにする。
【０１８２】
　さもなければ、制御ユニットは、使用者に対して警報を発してもよく、又は自動的に装
置を停止してもよい。
【０１８３】
　用途に応じて、上述の支持ユニットの実施形態は、手持ち装置と患者の身体との間に適
切な部分的、機械的なリンクを提供するために、組み合わせられてもよい。
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【０１８４】
　支持ユニット５は、好ましくは、特に支持機能を提供する要素の安定化及び／又は再配
置のために、手持ち装置１００から接続解除可能であるように設計される。
【０１８５】
　例えば、しかし限定的にではなく、玉継手は、支持ユニットを基部に又はエンドエフェ
クタに容易に接続及び接続解除するために使用されてもよい。
【０１８６】
　支持ユニット５が基部１に接続される場合に、それは、使用者が器具３を大きな空間内
のどこかに配置することを防止することができる全体的な拘束を生成するだけでなく、そ
の付近の任意のボリューム又は目標に達するために如何なる限定も生成しないこともでき
る。
【０１８７】
　作動ユニット４は、切削経路を継続的に最適化しながら、基部１と処置を施されるべき
部分１００との間の相対的な運動のために、作動及び相殺を継続することができる。
【０１８８】
　支持ユニット５は、複雑な制御及びシステムのダイナミクスの解決を助けるように意図
されているが、局所的な近傍において幾何学的な拘束を加えるように意図されていない。
【０１８９】
　いくつかの点において、支持ユニット５は、使用者に基部及び／又は支持ユニット接触
領域を要求する、全体的な拘束を生成してもよい。
【０１９０】
　追跡ユニット
　システムはまた、処置を施されるべき部分１００に対する、器具３、エンドエフェクタ
２及び基部１のうちの少なくとも一つの姿勢を実時間で決定するように設定されている、
追跡ユニット２００を有する。
【０１９１】
　エンドエフェクタ２に対する器具３の姿勢は、既知且つ機械的に決定されてもよく、又
はそうでなくてもよい。
【０１９２】
　エンドエフェクタに対する器具の姿勢の認識（Knowledge）は、運動学に基づく冗長性
算定の観点で有用であり得る。
【０１９３】
　追跡ユニットは、それ自体は既知の追跡システムを典型的に有し得る。
【０１９４】
　コンピュータ支援外科手術において一般的に使用される追跡システムは、（パッシブオ
プティカル、アクティブオプティカル、電磁気、ジャイロスコープ測定を備えた慣性、超
音波等の）様々な異なる技術を使用する。それらは個々又は組み合わせて使用され得る。
【０１９５】
　追跡ユニットは、トラッカーを搭載した第一の物体の、同様にトラッカーを搭載した他
の参照用の第二の物体に対する姿勢を測定する。
【０１９６】
　いくつかの場合において、参照用の第二の物体は、追跡ユニット自体であり、第一の物
体上の一つのトラッカーのみが必要である。
【０１９７】
　トラッカーは、エミッタ又はセンサ（レシーバとも呼ばれる）であり得る。
【０１９８】
　全ての場合において、追跡ユニットは、処置を施されるべき部分の姿勢と器具及び／又
は装置の姿勢との間の変換マトリクス（transform　matrix）を提供する。
【０１９９】
　追跡ユニットの典型的な周波数は、５０Ｈｚから１０００Ｈｚまで又はそれ以上の範囲
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である。
【０２００】
　添付の図面において、エミッタ２１０は三角形によって表示されており、一方で、セン
サ２２０は四角形によって表示されている。
【０２０１】
　エミッタ及びセンサは、姿勢測定の正確性を向上させるように、冗長であってもよい。
【０２０２】
　エミッタ及びセンサに関するいくつかの可能な構成を備えた電磁気の追跡システムの一
つの実施例において、第一の物体に取り付けられたエミッタと第二の物体に取り付けられ
たセンサとの間で得られる測定は、第二の物体に対する第一の物体の相対的な姿勢を完全
に決定すると、我々は考える。その姿勢は通常、３Ｄ回転を表すマトリクス及び３Ｄ並進
移動を表すベクトルによって、表される。
【０２０３】
　センサが第三の物体に取り付けられた場合は、マトリクスの基本的な組み合わせは、第
二の物体に対する第三の物体の（すなわち二つのセンサの間の）相対的な姿勢を決定する
。
【０２０４】
　図４Ａ乃至図４Ｅに示されるように、（複数の）エミッタ及び（複数の）センサの様々
な配置が可能である。
【０２０５】
　好ましくは、周辺の金属の物体によって誘導される歪みの可能性を最小化するために、
センサとエミッタとの間の距離は最小化される。
【０２０６】
　一つの好ましい実施形態によれば、エミッタは装置自体に、より正確には基部上又はエ
ンドエフェクタ上に装着される。
【０２０７】
　処置を施されるべき部分に装置された一つのセンサのみが、十分であり得る。
【０２０８】
　これは、必要な座標軸情報の数を減らし、それにより誤差発生を減らし、正確性を向上
するという利点を有する。
【０２０９】
　いくつかの場合において、例えば、器具がシェーバ又は小径のバーであって、エンドエ
フェクタの姿勢に基づく器具先端の姿勢決定を可能にするために十分に固くないときに、
追加的なセンサが器具先端に（又は近くに）装着されてもよい。
【０２１０】
　図４Ａにおいて、追跡ユニットは、エンドエフェクタ２に位置するエミッタ２１０及び
患者の身体に（ここでは、処置を施されるべき部分Ｐ１に隣接する部分Ｐ２に）位置する
センサ２２０を有する。
【０２１１】
　図４Ｂにおいて、追跡ユニットは、器具３に位置するエミッタ２１０及び患者の身体に
（ここでは、処置を施されるべき部分Ｐ１に隣接する部分Ｐ２に）位置するセンサ２２０
を有する。
【０２１２】
　この特定の実施形態においては、押圧動作の下で器具３（ここでは、鋸刃）がガイド部
２０から抜け出ることができるように、支持ユニット５及び器具ガイド部２０はエンドエ
フェクタ２に接続され、ばね荷重されている。
【０２１３】
　図４Ｃにおいて、追跡ユニットは、器具先端に位置するセンサ２２０及び処置を施され
るべき部分Ｐ１に位置するエミッタ２１０を有する。
【０２１４】
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　図４Ｄにおいて、追跡ユニットは、手術室内に位置するエミッタ２１０及び二つのセン
サ２２０：一方はエンドエフェクタ２に、他方は処置を施されるべき部分Ｐ１に位置する
。
【０２１５】
　図４Ｅにおいて、追跡ユニットは、装置の基部１に位置するエミッタ２１０及び患者の
身体に位置するセンサ２２０を有する。
【０２１６】
　加えて、作動ユニットの運動学及びエンドエフェクタの幾何学の認識もまた、基部の姿
勢と器具の姿勢との間の変換マトリクスを決定するために使用され得ることが、留意され
るべきである。エミッタ又はセンサが基部に取り付けられ、センサが器具に取り付けられ
る場合に、安全性及び最適化の目的のために使用される、冗長な測定を得ることができる
。
【０２１７】
　もちろん、上述の複数の実施形態はほんの例示であって、当業者は、本発明の範囲から
逸脱することなく、（複数の）センサ及び（複数の）エミッタを異なる方法で配置するこ
とができ、又はこれらの実施形態のいくつかを組み合せることができる
　ユーザーインターフェイス
　先に述べられたようにユーザーインターフェイスは、使用者に安全な装置の位置を示す
ように規定される。
【０２１８】
　多くの場合において、固有安全性は、器具の作業空間が処置を施されるべきボリューム
よりも小さい場合に達成される。これはまた、小さな装置寸法に、従って軽量且つコンパ
クトな手持ち装置を結果としてもたらす。
【０２１９】
　ユーザーインターフェイスは、使用者に情報を提供して、連続的に、最適な姿勢に装置
を再配置するように彼又は彼女を案内してもよい。
【０２２０】
　ユーザーインターフェイスは、触覚、視覚及び／又は聴覚によるものであり得る。
【０２２１】
　一つの実施形態によれば、ユーザーインターフェイス４００は、制御ユニットに接続さ
れた画面４１０、例えば図１に示される画面を有してもよい。
【０２２２】
　図５Ａに示されるように、画面４１０は、ボリューム全体の連続的な処置を維持するた
めに必要な調節を、例えば矢印の形式で表示する。
【０２２３】
　この調節情報はまた、（例えば、ＦＡＩ処置において、）内視鏡画像上に可視化されて
もよい。
【０２２４】
　装置の使用中に、制御システムは、処置を施されるべきボリュームが安全に処理される
ことができるかどうかを実時間で確認する。作業空間の境界が処置を施されるべきボリュ
ームに近付くようにロボット基部が動かされる場合、誤差相殺のための大きな空間が存在
しないことを意味し、そのときは、使用者に提供される情報が変化してもよい。例えば、
矢印がその色を変化させてもよく又は聴覚フィードバックが生み出されてもよい。
【０２２５】
　一つの他の実施形態によれば（図５Ｂ参照）、ユーザーインターフェイスは、装置１０
０に固定された支持板４２１によって支持された複数のＬＥＤ（ＬＥＤｓ）のような光学
的な表示器４２０を有する。
【０２２６】
　表示器４２０は、制御ユニット３００に接続され、中断のない（non-interrupting）処
置を確かにするためにどの方向及び／又は向きで装置が動かされなければならないかを、
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使用者に示すように配置される。
【０２２７】
　ＬＥＤｓは、どの程度の大きさの及び／又はどの程度迅速な、指示された方向の修正が
必要であるかを表示するために、多色であるか又は複数の異なる頻度で点滅する。
【０２２８】
　表示器４２０は装置１００自体に配置されるため、外科医は、この姿勢情報を自然な位
置で（in　situ）受け取ることができ、これは彼又は彼女にとって非常に便利である。
【０２２９】
　使用者に情報を提供するための他の方法は、患者の皮膚又は骨への直接的な、再配置情
報の光学投影である。
【０２３０】
　例えば、図５Ｃに示されるように、情報は、装置１００に配置されるレーザー光指示装
置（図示なし）によって投影され、制御ユニット３００によって制御される、矢印４３０
の形式を取ってもよい。
【０２３１】
　制御ユニット
　システムは、計画されたボリュームに処置を施すために、器具経路を光学的な方法で制
御するように意図された制御ユニットを更に有する。
【０２３２】
　制御ユニットの動作は、以下でより詳細に記述されるであろう。
【０２３３】
　図６は、考えられるシステムの動作を示す要約の図である。ここで記述される方法は、
ＵＫＡ及びＦＡＩの処置に適する。しかしながら、当業者は、他の外科的手技にそれを適
合させることができるであろう。
【０２３４】
　計画フェーズは、システム動作の前に実行される。
【０２３５】
　ステップＳ１００において、使用者は、上述の装置の操作を開始する。
【０２３６】
　ステップＳ１０１において、処置を施されるべき部分に対する器具先端の姿勢が、追跡
ユニットによって測定される。
【０２３７】
　ステップＳ１０２において、制御ユニットは、処置を施されるべき部分の残りのボリュ
ームを更新する。それは、プロセスの始まりにおいては、除去されるべき計画されたボリ
ューム全体である。
【０２３８】
　ステップＳ１０３において、制御ユニットは、基部に対するエンドエフェクタの姿勢を
決定する。
【０２３９】
　処置を施されるべき計画されたボリューム（入力Ｉ１０４）に基づき、制御ユニットは
、処置を施されるべき残りのボリュームを決定し（ステップＳ１０５）、また、基部に対
するエンドエフェクタの姿勢に基づき、安全に処置を施されることができるボリュームの
部分を決定する（ステップＳ１０６）。
【０２４０】
　安全にとは、本明細書においては、安全に除去可能なボリュームの如何なる位置におい
ても、装置が、使用者によって誘発される動きによって引き起こされる誤差を相殺するこ
とができることを意味する。これは、装置が、所定の速度で若しくは所定の時間内でミリ
メートル単位の特定の定められた量だけ器具を動かすことができること、又は特定の定め
られた量の角度だけそれを回転させられることであり得る。これを行うことができるよう
に、各姿勢におけるエンドエフェクタの動的挙動が、可動範囲と共に知られなければなら
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ない。
【０２４１】
　ステップＣ１０７において、制御ユニットは、器具先端が計画されたボリュームの内側
にあるか否かを確認する。
【０２４２】
　さもなければ、制御ユニットは、即座に器具及び装置を停止し、使用者のためのメッセ
ージを生成する（ステップＳ１０９）
　有利には、外れ値が得られた場合に装置を停止することを避けるために、位置データは
先にフィルタリングされてもよい。
【０２４３】
　使用者がこの警報を認識した場合は（ステップＣ１１０）、次いで方法は、再びステッ
プ１０１から始める。
【０２４４】
　その目的のために、使用者は、ユーザーインターフェイスによって表示され得るように
、装置を再配置しなければならない（そのようなユーザーインターフェイスの好ましい実
施形態は、上述された）。
【０２４５】
　器具先端が計画されたボリュームの内側にある場合は、制御ユニットは、ボリュームの
安全に処置可能な部分が所与の閾値より上であるかどうかを確認する（ステップＣ１０８
）。
【０２４６】
　閾値は異なる方法で実装されてもよい。一つは、残りのボリュームの寸法が所定の寸法
よりも小さいことであり得る。一つの他の実装は、安全に除去可能なボリュームの境界へ
の距離が所定の値よりも小さいことであり得る。
【０２４７】
　さもなければ、制御ユニット３００は、ユーザーインターフェイス４００を介して、使
用者が装置を算定された方向に再配置すべきであることを表示する（ステップ１１５）。
この再配置は、支持ユニットの位置を変更することを含んでもよく、又は（例えば、基部
を支持ユニットの自由度に沿って動かすことによって）支持ユニットの位置を変更するこ
となく行われてもよい。例えば、ユーザーインターフェイスは、固定された支持先端の周
りを、所与の方向に且つ所与の量だけ、処置を施されるべき部分の新たなサブボリューム
に達することを可能にできるであろう姿勢にそれが達するまで、装置の基部を回動させる
ことを表示してもよい。そのサブボリュームは、予め定められた閾値を超える寸法を有す
る。次いで、方法は、ステップ１０１から再び繰り返す。
【０２４８】
　ボリュームの安全に処置可能な部分が、前述の所与の閾値を超える場合は、制御ユニッ
トは、装置の座標系における器具先端の最適化された経路を算定する（ステップ１１１）
。最適化された経路は、特定の時間ステップにおける姿勢を含み得るだけでなく、器具の
姿勢に応じて切削装置の回転速度を変更することのような、器具パラメータを含んでもよ
い。換言すれば、最適化された経路は、各時間ステップにおける、６自由度に準じた姿勢
及び処理パラメータを含んでもよい。
【０２４９】
　使用者が、手元スイッチ又は足元スイッチを用いて処理を有効にした場合は（ステップ
Ｃ１１１ｂ）、次いで制御ユニットは、前述の算定された経路に従ってエンドエフェクタ
を動かすように、作動ユニットを調節する（ステップ１１２）。経路は処置を施されるべ
き部分上のセンサの座標で規定され、制御ユニットは、各時間ステップにおいて器具先端
と算定された経路の現在の姿勢との間の距離を最小化するため、装置は、使用者が装置に
加える動きから独立して、経路を辿ることができる。
【０２５０】
　制御ユニットは、処置を施されるべき残りのボリュームが所与の閾値以下であるかどう
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かを確認する（ステップＣ１１３）。
【０２５１】
　前述の所与の閾値は、たとえ処置を施されたボリュームが計画されたボリュームに対し
て厳密に同一でないとしても、満足に処置を施されたボリュームと同等な限界として、使
用者によって規定されてもよい。
【０２５２】
　肯定的である場合は、方法は終了する（ステップＳ１１４）。
【０２５３】
　さもなければ、方法は、再びステップＳ１０１から繰り返す。
【０２５４】
　繰り返しは、高周波数（例えば１００ｋＨｚ）で実行されてもよい。
【０２５５】
　ＴＫＡの場合において、方法は、上述の方法とはわずかに異なる。
【０２５６】
　この介入に関して、二つの可能性がある：
－　第一に、器具（鋸刃）は、装置とは別個のものであり、使用者（又は助手）の第一の
手で把持される。一方で、装置は、（使用者又は助手の）第二の手で把持される（例えば
図４Ｅ参照）、
－　第二に、（図４Ｂに示されるように）器具は、装置の部分であり、装置を骨に押しつ
けることによって、器具はガイド部から骨の中に滑り出る。
【０２５７】
　ステップＳ１０１において、骨に対するエンドエフェクタ又は支持ユニットの姿勢が決
定される。
【０２５８】
　ステップＣ１１３において、計画された２Ｄのボリュームが除去されたかどうかを決め
るのは使用者である。
【０２５９】
　用途に応じて、数回、典型的には３回又は４回だが、ときには百回にわたって基部が再
配置を要求することが可能である。しかしながら、大きな回数の再配置動作が必要な場合
は、基部の個別の位置は必ずしも要求されない。代わりに、基部は、必要な、完全な作業
空間をカバーするように連続的に且つゆっくりと動いてもよい。処置を施されるべき複雑
な形状に関して、使用者は、支持ユニットの所与の位置を目指して基部を連続的に動かし
、次いで支持ユニットを他の固定された場所に動かし、次いでその付近で基部を連続的に
動かすこと、及びボリューム全体に処置が施されるまでこのプロセスを反復することを求
められてもよい。
【０２６０】
　基部又は支持ユニットの再配置は、新たな変更なく最大限のボリュームが除去され得る
、新たな位置に達するように、ユーザーインターフェイスによって案内されてもよい。こ
れは、必要な再配置ステップの回数を最小化するためである。
【０２６１】
　上述したように、最適化された経路は、各時間ステップにおける姿勢及び処理パラメー
タ（例えば、器具速度）を含んでもよい。
【０２６２】
　保持アーム
　図１０に示される一つの他の実施形態によれば、手持ち装置１００の取り扱いは、保持
アーム５１０によって支援されてもよい。保持アーム５１０は、手持ち装置１００の基部
１を支持し、機械的な支持部に接続されている。
【０２６３】
　保持アーム５１０はいくつかの自由度をもって関節でつながれており、その位置にブレ
ーキをかけるか又は動きを止めるためにスイッチが使用される（ブレーキを備えた空気圧



(27) JP 2016-523614 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

式アーム、液圧式アーム、機械式アーム等）。加えて、保持アームは、それが運ぶ手持ち
装置の重量を（例えば、パッシブ又はアクティブなカウンタウェイト機構を使用すること
によって）相殺するための機構を有してもよい。
【０２６４】
　この場合において、保持アームは、先に記述された支持ユニットの一つの他の可能な実
施形態であると考えられる。
【０２６５】
　一つの他の変形は、先に記述された支持ユニットの実施形態と同様に、保持アームに加
えて局所的な支持要素を使用することである。
【０２６６】
　保持アーム５１０は、使用者が手持ち装置１００を所望の位置に配置することを可能に
するように、関節でつながれている。
【０２６７】
　保持アーム５１０は、手持ち装置１００の重量を相殺することを可能にし、特に外科的
手技が長い時間を要する場合に、使用者の疲労度を最小化する。
【０２６８】
　好ましくは、前述の機械的な支持部は、患者の身体と接触する。
【０２６９】
　機械的な支持部はまた、処置を施されるべき部分と手持ち装置との間の部分的、機械的
なリンク作り出すことに貢献する。
【０２７０】
　機械的な支持部は、好ましくは手術台５００又は患者を配置及び保持するために一般的
に使用される支持要素（例えば、脚ホルダ、骨盤ホルダ、手術台ポスト等）である。
【０２７１】
　追加的、局所的な支持は、より少ない振動を伴う、より小さな相殺されるべき力の鎖を
持つように、上述されたようなエンドエフェクタ２又は基部１上の支持要素を統合するこ
とによって達成されてもよい。本実施形態は、保持アームの機械的な支持部が単純に移動
カートであるか又は天井に装着される場合に特に有用である。
【０２７２】
　保持ケーブル
　図１１に示される一つの更なる実施形態によれば、手持ち装置１００の取り扱いは、ば
ねプーリ５１１から延びるケーブルによって支援されてもよい。それは、手持ち装置１０
０の基部１を支持し、機械的な支持部５１１ａに接続する。
【０２７３】
　保持ケーブル５１１は、使用の間いつでも、手持ち装置のあらゆる自由度を可能にする
。
【０２７４】
　加えて、特に外科的手技が長い時間を要する場合に使用者の疲労度を最小化するために
、保持ケーブルは、それが運ぶ手持ち装置の重量を（例えば、ケーブルを巻き取るための
リターンばねのために調節された重さによって）相殺するための機構を有してもよい。そ
のような方法で、手持ち装置１００が自由にされたときに、それは、その位置に留まるか
又はわずかに上方に戻る。
【０２７５】
　機械的な支持５１１ａは、部屋の天井５１２によって支持されてもよく、床に置かれた
固定カート若しくは移動カート５１３によって支持されてもよく、又は手術台によって支
持されてもよい。
【０２７６】
　部分的、機械的なリンクは、上述されたように、エンドエフェクタ２又は基部１の支持
ユニット（図示なし）によって提供される。
【０２７７】



(28) JP 2016-523614 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

　第一の用途の実施例－人工膝関節片側置換術（ＵＫＡ）
　ＵＫＡにおいて、器具は、計画された位置及び向きでのインプラント固定に適するよう
に脛骨及び大腿骨を準備するために使用される。除去されるべきボリュームは、インプラ
ントがその最終的な位置にあるときの、インプラントの反対向きの形状（negative　shap
e）と合致する（coincides）。
【０２７８】
　使用される切削の方策はまた、患者特異的なインプラントを使用する場合のような、空
洞が除去されなければならないか、又は骨の表面が再形成され（reshaped）なければなら
ない、全ての他の用途のために使用され得る。
【０２７９】
　この態様において、大腿骨側及び脛骨側の両方における（３Ｄの）骨のボリュームが、
インプラント構成要素の挿入のために除去されなければならない。
【０２８０】
　その目的のために、使用される器具は、典型的にミル又はシェーバである。
【０２８１】
　図７Ａ－７Ｂは、適切な手持ち装置１００の一つの具体的な実施形態を示す。
【０２８２】
　ここでは、器具３は、エンドエフェクタ２に取り付けられたミルである。
【０２８３】
　作動ユニット及びエンドエフェクタは、前方作動ユニット４ａ及び対応するエンドエフ
ェクタ２ａと、後方作動ユニット４ｂ及び対応するエンドエフェクタ２ｂとに分解される
。
【０２８４】
　手持ち装置１００は、３自由度を提供する：
－　２自由度は、前方作動ユニット４ａ（ここでは、作動ユニットは平面的な５本のバー
のリンク機構を有する）によって提供される、
－　１自由度（支点からの送り運動）は、後方作動ユニット４ｂによって提供される。
【０２８５】
　支持ユニット５は、基部１に接続された一つの鋭いピン５０を有する。
【０２８６】
　鋭いピン５０は、処置を施されるべき骨に隣接する骨と接触するように意図されている
。
【０２８７】
　使用するとき、使用者は、部分的、機械的なリンクを作り出すために、処置を施される
べき骨に隣接する骨の上に支持ユニット５を押しつける。
【０２８８】
　第二の用途の実施例－人工膝関節全置換術（ＴＫＡ）
　ＴＫＡにおいて、器具は、計画された位置でのインプラント固定に適するように脛骨及
び大腿骨を準備するために使用される。
【０２８９】
　そのような介入において一般的に使用される器具は、鋸及びドリルである。
【０２９０】
　典型的に、大腿骨における５つの平面的な切断及び脛骨における１つの平面的な切り込
みが行われる。
【０２９１】
　第一の実施形態において、器具は使用者によって手で把持され、器具ガイド部は手持ち
装置のエンドエフェクタに固定される。
【０２９２】
　このような方法で、器具自体は、使用者によって片手で自由に操縦されるが、それは、
器具ガイド部によってガイドされる。器具ガイド部の姿勢は、本発明によるシステムによ
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って適切な方法で規定される。手持ち装置は、使用者の他方の手又は助手によって保持さ
れる。
【０２９３】
　図８Ａ－８Ｂは、そのような手持ち装置の一つの具体的な実施形態を示す。
【０２９４】
　器具ガイド部２０は、ここでは鋸ガイド部であり（ただし器具がドリルである場合、も
ちろんそれはドリルガイド部であってもよい）、エンドエフェクタ２に取り付けられる。
【０２９５】
　一つの代替的な実施形態によれば、器具３自体がエンドエフェクタに固定される。
【０２９６】
　器具ガイド部は、この場合には必要ではない。
【０２９７】
　図８Ｃは、そのような手持ち装置の一つの具体的な実施形態を示す。
【０２９８】
　この場合において、器具３は、エンドエフェクタの端部に配置された鋸である。
【０２９９】
　手持ち装置は、矢印によって表示される６自由度を提供する：
－　２自由度（ＸＹ平面）が、作動ユニットによってエンドエフェクタの遠位部分に提供
される、
－　２自由度（ＸＹ平面）が、作動ユニットによってエンドエフェクタの近位部分に提供
される、
－　１自由度（Ｚ軸に沿った並進移動）が、エンドエフェクタによって提供される、
－　１自由度（Ｚ軸の回りの回転）が、エンドエフェクタによって提供される。
【０３００】
　この構造（アーキテクチャ）は、人工膝関節全置換術を実行するための全ての要求され
る方向に鋸を動かすことを可能にする。
【０３０１】
　ここに示される実施例において、支持ユニットは、処置を施されるべき骨と接触するよ
うに意図された、基部１に接続された二つの鋭いピン５０を有する。
【０３０２】
　使用するとき、使用者は、部分的、機械的なリンクを作り出すために、処置を施される
べき骨の上に支持ユニットを押しつける。
【０３０３】
　第三の用途の実施例－大腿寛骨臼インピンジメント（ＦＡＩ）
　図９Ａ－９Ｂは、本発明の第三の実施形態による、手持ち装置を示す。
【０３０４】
　その装置は、ＦＡＩの処置に適している。とはいえ、この特定の用途に限定されない。
【０３０５】
　ＦＡＩの処置において、目的は、大腿頭頸接合部及び／又は寛骨臼縁における、骨棘の
ように見える異常な形状の関節鏡による（arthroscopic）除去である。現在、術前評価（
除去されるべき計画されたボリュームの決定）のためにＣＴ／ＭＲＩデータが使用され、
手術中の位置確認（orientation）のためにＸ線及び関節鏡画像が使用される。ＦＡＩ外
科手術における主なリスクの一つは、（股関節の不安定性につながるであろう）過剰切除
又は（再手術の最も頻繁に起こる理由である）過小切除である。通常、各１ｃｍの３つの
切開を使用する関節鏡によるアプローチが使用される。処置を施されるべきボリュームへ
のアクセスは、関節鏡のポータル（portals）を通して行われる。外科医は、ロボットシ
ステムを介した器機の動きの間の股関節の血液供給、軟骨及び／又は関節包（capsule）
への傷害を避けなければならない。したがって、計画システムを使って、相殺に関して安
全領域が既定される。
【０３０６】
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　上述の装置と同じ機能を満たす装置の部分は、同じ参照符号を有する。
【０３０７】
　それ故に、それらは、それらの特有の特徴から離れて再び詳細には説明されないであろ
う。
【０３０８】
　図９Ａ－９Ｂに示される手持ち装置は、器具３を運ぶエンドエフェクタ２を有する。こ
こでは、器具３はシェーバである。
【０３０９】
　もちろん、使用者は他の器具を使用し得る。
【０３１０】
　具体的には、ＦＡＩ処置において慣例的に使用される外科用器具は、高速ミル及びシェ
ーバである。
【０３１１】
　この手持ち装置は、３つの自由度を提供する：
－　２自由度が作動ユニットによって提供される；ここで図示される実施形態においては
、作動ユニットは、二つのモータ－ギヤユニットによって同調して動かされる、二つの球
状の５本のバーのリンク機構を有する。球状の５本のバーのリンク機構の代わりに、平面
的なリンク機構も使用することができる。
－　１自由度（シェーバの送り運動（Ｚ－並進移動））が、エンドエフェクタ２によって
提供される。
【０３１２】
　支持ユニット５は、患者の身体の軟組織との（より正確には、腰部の皮膚との）接触領
域を提供する、クッション５４ｃを有する。
【０３１３】
　接触領域は、クッション５４ｃと組織との間の接触を維持するために軟組織に加えられ
る圧力を低減するために、可能な限り大きい。
【０３１４】
　クッション５４ｃは、円盤形状を有してもよく、患者の身体の実質的に平坦な部分の上
に置かれてもよい。
【０３１５】
　代わりに、クッションは、環形状を有して、それが外科用ポータルの周りに置かれるこ
とを可能にしてもよい。
【０３１６】
　クッションは、ストラップによって又は如何なる他の手段によって、例えば吸引効果、
接着又はテープによって患者の身体に固定されてもよい。
【０３１７】
　この場合において、患者の軟組織は、部分的、機械的なリンクのある程度の緩衝を提供
する。
【０３１８】
　緩衝は、支持ユニットに与えられた緩衝特性又はばね特性によって更に提供されてもよ
い。
【０３１９】
　一つの他の可能性は（パッド又は真空クッションを使用して支持ユニットと軟組織との
間に接触を提供することに加えて）、接合部へのアクセスを獲得するために使用され得る
トロカールに支持ユニットを接続させることである。
【０３２０】
　そのようなクッションは、患者の身体への固定が侵襲的でない点において有利であるが
、クッションが軟組織に接触することに（加えて又は代わる）一つの他の可能性は、例え
ば他の種類の外科手術に関して記述されたような少なくとも一つのピンを用いて、処置を
施されるべき部分の付近で骨への接触を提供することである。
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【０３２１】
　少なくとも一つのピンは、器具が導入されるポータルを経由して、又は他のポータルを
経由して、患者の身体の中に挿入されてもよい。
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【要約の続き】
検出し、達成され得ない場合は、処置を施されるべき部分に対する基部の可能な再配置を決定し、
（ｃ）　計算された経路に従ってエンドエフェクタを動かすように、作動ユニットを設定し、
（ｄ）　計画されたボリュームに処置が施されるまでステップ（ａ）乃至（ｃ）を繰り返す、
　ように設定されている、制御ユニット、及び、
（ｉｖ）　ユーザーインターフェイス（４００）、
　を有する、システムに関する。
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