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(57)【要約】
　固定された焦点を有する放射線ユニット１０、患者の
治療体積部を固定する固定ユニット５０、及び位置決め
システム２０を含む放射線治療システムの較正。位置決
めシステム２０は、固定された枠組２２、患者の全身を
担持し移動させる可動キャリッジ２４、モータ、モータ
を制御する制御システム、及び位置決めシステム２０と
固定係合状態で固定ユニット５０を着脱可能に装着する
少なくとも１つの係合ポイント３０、３２を含む。固定
ユニット５０に対して規定された固定ユニット座標系が
設けられる。キャリッジ２４の運動軸線の直線性誤差、
及び運動軸線と座標系との角度オフセットを求め、これ
によって座標系の軸線と位置決めシステム２０の運動軸
線との関係を求める。次に、放射線治療ユニット１０に
対して固定した関係で位置決めシステムを装着して、位
置決めシステム２０に対する焦点を求め、それによって
焦点と座標系との関係も求める。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線治療システムの位置決めシステムを較正する方法において、前記システムが、
　固定された放射線焦点を有する放射線治療ユニット（１０）と、
　固定ユニットに対して患者の治療体積部を固定する固定ユニット（５０）と、
　前記放射線治療ユニット（１０）の前記固定された焦点に対して前記患者の治療体積部
を位置決めする位置決めシステム（２０）であって、前記位置決めシステム（１０）が、
前記放射線治療ユニット（１０）に剛性係合された固定された枠組（２２）、前記患者の
全身を担持して移動させる可動キャリッジ（２４）、実質的に直交する３つの運動軸線に
沿って前記キャリッジ（２４）を移動させる少なくとも１つのモータ、前記モータを制御
する制御システム、及び前記位置決めシステム（２０）に前記固定ユニット（５０）を固
定係合した状態で着脱可能に装着する少なくとも１つの係合ポイント（３０、３２）を含
む、位置決めシステム（１０）とを
含み、
　前記較正方法が、
　ａ）前記固定ユニット（５０）に対して規定された固定ユニット座標系を設けるステッ
プであって、前記固定ユニット座標系が治療体積部を規定するように配置される、固定ユ
ニット座標系を設けるステップと、
　ｂ）前記キャリッジ（２４）の前記運動軸線の直線性誤差、及び前記運動軸線と前記固
定ユニット座標系との角度オフセットを求め、それによって前記固定ユニット座標系の前
記軸線と前記位置決めシステム（２０）の前記運動軸線との関係を求めるステップと、
　ｃ）前記放射線治療ユニット（１０）に対して固定した関係で前記位置決めシステム（
２０）を装着するステップと、
　ｄ）前記患者位置決めシステム（２０）に対して前記放射線治療ユニットの前記放射線
焦点を求め、それによって前記焦点と前記固定ユニット座標系との関係も求めるステップ
とを含む、位置決めシステムを較正する方法。
【請求項２】
　直線性誤差及び角度オフセットを求める前記ステップｂ）が、さらに、
　ｂ１）前記係合ポイント（３０、３２）に対して固定されている測定ポイントの実際の
位置を測定するステップと、
　ｂ２）前記キャリッジ（２４）を、前記位置決めシステムの前記３つの運動軸線のうち
１つに沿って名目距離だけ新しい名目位置へと移動させるステップと、
　ｂ３）３つの軸線の全部に沿って、前記測定ポイントの前記実際の位置と前記名目位置
との差を測定するステップと、
　ｂ４）前記１つの軸線に沿って所望の全位置が測定されるまで、ステップｂ２）とステ
ップｂ３）を繰り返すステップと、
　ｂ５）他の２つの運動軸線でステップｂ２）からステップｂ４）を繰り返すステップと
、
　ｂ６）測定した位置について、３つの軸線の全部に沿って前記差を記録するステップと
、
　ｂ７）全部の測定位置についてステップｂ６）を繰り返すステップとを含み、
　これにより、前記制御システムが、実際の位置に到達するために必要な前記キャリッジ
（２４）の前記名目移動を計算するために、前記記録した差を使用することができる、請
求項１に記載された位置決めシステムを較正する方法。
【請求項３】
　１つの軸線に沿った実際の位置毎に、名目値を３つの軸線の全部の補償値とともに記録
し、それによって測定位置毎に９つ、軸線毎に３つの補償値が記憶される、請求項２に記
載された位置決めシステムを較正する方法。
【請求項４】
　前記差を測定する前記ステップｂ３）が、任意の順序で、
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　前記キャリッジ（２４）が第１測定ステップで移動したばかりの前記軸線について、前
記差を測定する段階と、
　軸線の直線性測定を実行する段階と、
　第２測定ステップで他の２つの軸線に沿って、軸線の真直度測定を実行する段階と
を含む、請求項２又は請求項３に記載された位置決めシステムを較正する方法。
【請求項５】
　前記第１測定が、前記第２測定の実行前に、全測定位置で実行される、又はその逆であ
る、請求項４に記載された位置決めシステムを較正する方法。
【請求項６】
　前記第１測定が、ダイアル・インジケータ測定を使用して実行される、請求項４又は請
求項５に記載された位置決めシステムを較正する方法。
【請求項７】
　前記第２測定が、レーザ干渉計測定を使用して実行される、請求項４から請求項６まで
のいずれか１項に記載された位置決めシステムを較正する方法。
【請求項８】
　直線性誤差及び角度オフセットを求める前記ステップｂ）がさらに、
　前記位置決めシステムの前記係合ポイントを使用して、測定取付具を装着するステップ
と、
　前記測定ポイントを前記測定取付具内に取り付けるステップと
を含む、請求項２から請求項７までのいずれか１項に記載された位置決めシステムを較正
する方法。
【請求項９】
　前記患者位置決めシステムに対して前記放射線治療ユニットの前記放射線焦点を求める
前記ステップｄ）が、さらに、
　前記固定された焦点を規定するように配置されたコリメータ装置に対して固定された関
係で取付具ユニットを装着するステップであって、前記取付具ユニットが、前記取付具ユ
ニットを前記コリメータ装置内に装着した場合に、前記固定された焦点を表示するマーク
を有する、取付具ユニットを装着するステップと、
　前記患者位置決めシステムに対して固定された関係で測定ユニットを装着するステップ
と、
　前記測定ユニットを使用して、前記マークの位置を測定するステップと
を含む、請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載された位置決めシステムを較正
する方法。
【請求項１０】
　前記係合ポイントを使用して、前記測定ユニットを固定関係で装着する、請求項９に記
載された位置決めシステムを較正する方法。
【請求項１１】
　前記測定ユニットが測定プローブを含む、請求項９又は請求項１０に記載された位置決
めシステムを較正する方法。
【請求項１２】
　前記患者位置決めシステムに対して前記放射線治療ユニットの前記放射線焦点を求める
前記ステップｄ）が、さらに、
　放射線測定手段を、前記患者位置決めシステムに対して固定された関係で配置するステ
ップと、
　前記放射線ユニット内で放射される前記放射線を測定するステップと、
　前記患者位置決めシステムに対して前記放射線焦点を求めるステップと
を含む、請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載された位置決めシステムを較正
する方法。
【請求項１３】
　前記測定手段が放射線感受性ダイオードを含む、請求項１２に記載された位置決めシス



(4) JP 2008-535596 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

テムを較正する方法。
【請求項１４】
　前記患者位置決めシステムに対して前記放射線治療ユニットの前記放射線焦点を求める
前記ステップｄ）が、前記放射線治療を施すべき医療施設で実行される、請求項１から請
求項１３までのいずれか１項に記載された位置決めシステムを較正する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線治療の分野に関するものである。とりわけ、本発明は、固定された放
射焦点を有する放射線治療ユニットを有する放射線治療システムの位置決めシステムを較
正する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　外科的技術の発達は、長年にわたって大きな進歩を遂げてきた。例えば、脳外科手術を
必要とする患者の場合、現在では患者を苦しめる心的外傷がほとんど無い非侵襲的外科手
術が利用できる。
【０００３】
　非侵襲的外科手術の１つのシステムが、Ｌｅｋｓｅｌｌ　Ｇａｍｍａ　Ｋｎｉｆｅ（登
録商標）という名前で販売されており、これはガンマ放射線によってこのような手術を行
うものである。放射線は、多数の固定された放射線源から放出され、コリメータ、すなわ
ち断面の制限されたビームを獲得する通路又はチャネルによって集束され、規定された目
標又は治療体積部に向かいうる。各線源からは、途中の組織を損傷させるには不十分なガ
ンマ放射線の線量が供給される。しかし、全放射線源からの放射ビームが交差又は集中す
る箇所では組織の破壊が生じ、これによって放射が組織破壊レベルに到達する。集中する
点を、以降では「焦点」と呼ぶ。このようなガンマ放射線装置が、米国特許第４７８０８
９８号で言及され、説明されている。
【０００４】
　公知のシステムでは、患者の頭部が、頭部の治療体積部の位置を規定する固定装置によ
り固定されて、位置決めシステム内に固定される。位置決めシステムは、固定装置及び頭
部を移動させて、治療体積部を焦点に一致した状態に位置決めする。すなわち、治療体積
部を焦点に位置決めする場合、患者の頭部のみが移動される。したがって、移動すべき部
分、すなわち患者の頭部および固定装置のサイズ及び重量は明確に規定され、制限された
範囲内にある。前記移動をさせるモータは固定装置の近傍に、又は固定装置に配置でき、
位置決めシステムの公差を非常に小さく維持することができる。システムの欠点は、身体
が静止したまま頭部が移動される際に、患者が多少の不快感を経験し得ることである。特
に、米国特許第５５２８６５１号で説明されているように、実際の外科手術中に頭部が移
動される場合は、そうである。
【特許文献１】米国特許第４７８０８９８号明細書
【特許文献２】米国特許第５５２８６５１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、治療体積部を焦点に位置決めする際に、患者の全身を移動させる脳外科手
術用放射線治療システムに対する要求がある。しかし、このようなシステムは、幼児から
体長２メートル、体重２００キログラムを超える患者まで、あらゆるサイズの患者に対応
できる位置決めシステムを必要とする。このため、治療体積部を焦点に位置決めする際に
十分な正確さを達成するために、患者位置決めシステムに含まれる構造的部品には極めて
小さい公差が必要になる。
【０００６】
　さらに、頭部だけではなく患者の全身を移動するために、患者を移動させるために設け
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られたモータ及び直線案内システムは、従来の放射線治療システムよりも焦点から遠い距
離に配置されなければならない。通常、モータと案内面と焦点との間の距離が大きくなる
と、公差を小さくするという要件がさらに厳しくなる。構造的公差を改善すると、通常は
生産費が上昇するので、特に協働して移動する部品を備えるシステムを生産する場合、こ
のような位置決めシステムは、生産費が非常に高くなる。
【０００７】
　本発明の目的は、放射線治療システムの位置決めシステムを較正するための改良された
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上及びその他の目的は、独立請求項で規定された特徴を有する較正方法を提供するこ
とによって達成される。好ましい具体例が、従属請求項で規定されている。
【０００９】
　本発明の第１の観点によると、固定された放射線焦点を有する放射線治療ユニットと、
固定ユニット自身に対して患者の治療体積部を固定する固定ユニットと、放射線治療ユニ
ットの前記固定された焦点に対して患者の治療体積部を位置決めする位置決めシステムと
を含む、放射線治療システムの位置決めシステムを較正する方法が提供される。位置決め
システムは、放射線治療ユニットに剛性係合（ｒｉｇｉｄ　ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）され
た固定された枠組と、患者の全身を担持して移動させる可動キャリッジと、３つの実質的
に直交する運動軸線に沿ってキャリッジを移動させる少なくとも１つのモータと、前記モ
ータを制御する制御システムと、位置決めシステムを前記固定ユニットに固定係合した状
態で着脱可能に装着する少なくとも１つの係合ポイントとを含む。較正方法は、
　固定ユニットに対して規定された固定ユニット座標系を設けるステップであって、固定
ユニット座標系が、治療体積部を規定するように配置される、固定ユニット座標系を設け
るステップと、
　キャリッジの運動軸線の直線性誤差、及び前記運動軸線と前記固定ユニット座標系との
角度オフセットを求め、それによって前記固定ユニット座標系の軸線と位置決めシステム
の運動軸線との関係を求めるステップと、
　放射線治療ユニットに対して固定した関係で位置決めシステムを装着するステップと、
　患者位置決めシステムに対して放射線治療ユニットの放射線焦点を求め、それによって
前記焦点と前記固定ユニット座標系との関係も求めるステップとを含む。
【００１０】
　したがって、本発明は患者位置決めシステムの運動軸線と治療体積部を規定する座標系
との角度オフセット及び直線オフセットを求め、さらに患者位置決めシステムに対する放
射線焦点を求めるという洞察に基づく。したがって、治療体積部を規定する座標系に対す
る焦点の位置は、患者位置決めシステムを介して与えられる。それによって放射線焦点に
対する患者の体内の治療体積部の適正かつ正確な位置決めが、放射線治療中に位置決めシ
ステムの運動軸線の移動又は位置決めにおいて、位置決めシステムの求められた角度オフ
セット及び直線オフセットを補償するために取得したオフセット情報を使用することによ
って可能になる。
【００１１】
　本発明の結果得られる１つの主要な利点は、患者位置決めシステムの運動軸線の較正が
、位置決めシステムの製造時に、すなわち製造工場において適切に実行できることである
。放射線治療を施すべき医療施設、通常は病院で、放射線治療システムを組み立てた後、
固定ユニット座標系に対する固定された放射線焦点の実際の位置を測定すると、その後に
位置決めシステムを較正する必要なく、放射線治療システムの使用準備が整う。したがっ
て、本発明では、「現場で」位置決めシステムを較正する必要性がなくなる。これは幾つ
かの利点を伴う。位置決めシステムの製造に関連して較正を実行するので、較正中に発見
された不具合は全て、時には遠いこともある医療施設へと人員及び機器を輸送する必要な
く、容易に処理できる。
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【００１２】
　さらに、製造施設で較正が実行されるため、先進の精密な較正及び測定ツールを使用で
きる。このツールは輸送が困難であるか、非常に費用がかかり、場合によっては病院で使
用することは不適切であり、不可能なことさえある。較正されたシステムの精度に関する
包括的かつ非常に正確な検証が、製造施設で実行すると可能になり、したがってより良好
な製品が提供される。病院にシステムを設置する際に必要な作業量及びスペースも減少さ
せる。設置する人は、位置決めシステムの較正の専門家である必要はない。むしろ、較正
する人は、システム全体の検証、すなわち、位置決めシステムを放射線治療ユニットに装
着した後のことに集中できる。
【００１３】
　本明細書では、固定ユニットという用語は、患者、又は治療すべき組織領域を含む患者
の一部分を固定するユニットを指す。例えば、治療領域又は体積部が、患者の頭部内にあ
る組織の一部である場合、固定ユニットは通常、例えば固定ねじなどによって患者の頭蓋
に固定された頭部固定枠を構成する。次に、固定ユニットの座標は、固定ユニット座標系
によって規定され、これは、治療体積部との固定関係を通して、治療体積部の外形の画定
にも使用される。使用時には、固定ユニット、したがって固定ユニット座標系は、固定さ
れた放射線焦点に対して移動され、したがって固定ユニット座標系の意図された座標に焦
点が正確に位置決めされる。
【００１４】
　このような固定ユニット及び座標系の例は、それぞれ、レクセル（Ｌｅｋｓｅｌｌ）定
位頭部枠及びレクセルＸＹＺ座標系を含む。レクセルＸＹＺ座標系は、３つの直交する辺
の配置された固定ユニットの枠と完全に位置合わせされた３つの直交軸線によって規定さ
れたデカルト座標系である。患者に対して、ｘ軸は患者の内－側方方向に延在し、ｙ軸は
前方－後方方向に延在し、ｚ軸は頭側－尾側方向に延在する。すなわち、患者をレクセル
ＸＹＺ座標系に適切に位置決めすると、ｘ軸は患者の耳から耳へ、ｚ軸は頭部から爪先へ
、ｙ軸は背中から正面へと延びる。しかし、請求の範囲にある本発明の範囲から逸脱する
ことなく、固定ユニット、さらに他のタイプの固定ユニットによって固定された体積部を
規定する他の座標系を使用できることに留意されたい。
【００１５】
　治療体積部を固定する固定ユニットには、位置決めシステムに設けた少なくとも１つ係
合ポイントに対応する、固定ユニットを装着するための少なくとも１つの係合ポイントが
設けられる。装着されると、固定ユニットは患者位置決めシステムに固定係合され、位置
決めシステムに対して並進又は回転することができない。そのために、回転又は角度の固
定を容易にするように、複数の係合ポイントを使用することが好ましい。しかし、１つの
固定ポイントにより、固定ユニットと位置決めシステムとの角度及び並進関係をロックす
ることも、本発明の範囲内で想定される。
【００１６】
　固定ユニットと患者位置決めシステムとの間に使用する係合ポイントが１つでも、幾つ
かでも、位置決めシステムの係合構成の係合ポイントは、固定枠又は他の治療体積部固定
ユニットに対する遊び又はすきまのない状態で、非常に高い精度をもって製造される。こ
れは、固定ユニット全体にも当てはまる。すなわち、患者位置決めシステムへの固定ユニ
ットの固定は、非常に高い位置決め精度および再現性を有し、これはシステム全体のそれ
よりも高い。これによって、固定座標系と固定ユニットの係合ポイント、したがって位置
決めシステムとの関係が、システムによって知られ、また固定される。したがって、位置
決めシステムと係合した状態で固定ユニットを装着した場合は、常に、位置決めシステム
を再較正する必要はない。さらに、新しい固定ユニット毎に位置決めシステムを再較正す
る必要がなく、幾つかの固定ユニットを同じ位置決めシステムに使用できる。その結果、
単に位置決めシステムの係合ポイントを較正することによって、固定ユニット座標系を位
置決めシステムに対して較正できる。
【００１７】
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　固定された放射線焦点を意図した座標に位置決めするために固定ユニット座標系が移動
されるので、固定ユニットの位置決めを精密かつ正確に制御しなければならない。したが
って、固定ユニットを位置決めする位置決めシステムは、名目座標の意図された位置決め
と、現実の座標の実際の位置決めとの偏差、すなわち周囲の空間に対する偏差を補償する
ように較正しなければならない。上述したように、固定ユニット座標系は位置決めシステ
ムの係合ポイントに対して固定されているので、これは係合ポイントの移動を測定するこ
とによって達成でき、それによってアッベ誤差などの直線性誤差、及び患者位置決めシス
テムの運動軸線の角度オフセットを求めることができる。
【００１８】
　本発明の好ましい具体例によると、患者位置決めシステムのキャリッジの運動軸線の直
線性誤差、及び運動軸線と固定ユニット座標系との角度オフセットは、係合ポイントと固
定関係にある治療体積部又は固定ユニット座標系内の固定位置に配置された測定ポイント
の実際の位置を測定することによって求められる。次に、測定ポイントを新しい名目位置
で位置決めするために、キャリッジを３つの直交軸線の１つに沿って名目距離だけ移動さ
せ、実際の位置と名目位置との差を３つの軸線全部に沿って測定し、記録する。これを、
軸線に沿って全ての望ましい位置が測定されるまで、前記１つの軸線に沿って繰り返し、
次に他の２つの運動軸線で繰り返す。３つの軸線全部に沿って所望の全位置でこれを実行
すると、位置決めシステムの制御システムは、固定ユニット座標系を所望の実際位置で位
置決めするために必要な名目座標を計算するために、記録された差を使用できる。
【００１９】
　１つの軸線に沿って記録された実際の位置毎に、３つの軸線全部の補償値とともに名目
座標を記憶することが好ましい。各軸線に沿った各測定位置で、３つの軸線全部に沿った
実際位置と名目位置との差が記録されるので、実際位置毎に９つの補償値が記憶される。
【００２０】
　時には、治療空間内の各単独位置、すなわち放射線治療のために放射線焦点を位置決め
できる放射線固定座標系の全座標を較正することが望ましい。しかし、本発明の好ましい
具体例によると、上述した較正を、座標系の各座標軸に沿ってのみ実行する。すなわち、
ｘ軸で較正測定を実行する場合、ｙ軸及びｚ軸に沿った名目位置は変更しない。さらに、
各軸に沿った測定は、基本的に固定ユニット座標系の中心で実行することが好ましい。す
なわち、較正測定を実行する３つの軸線の交点は、基本的に座標系の、したがって予想さ
れる治療空間の中心に配置されるように実行される。
【００２１】
　さらに、実際位置と名目位置との差を、キャリッジが名目運動を実行したばかりの軸線
について、他の２つの軸線に沿った差の測定とは別個に測定することが好ましい。すなわ
ち、軸線の直線性誤差の測定は、各運動軸線の真直度を測定する測定ステップとは別個の
測定ステップで実行される。真直度測定を実行する前に、軸線の直線性誤差の測定を測定
した全位置で実行する、又はその逆であることが好ましい。次に、直線性誤差の測定によ
り適切な測定方法及び装置を、１つの測定ステップで使用し、角度オフセット測定により
適切な測定方法及び装置を、他の測定ステップで使用できる。
【００２２】
　当業者には理解されるように、上述した具体例は、直線性誤差及び角度オフセットを求
めるために較正測定を実行できる方法の１つの適切な具体例を提供するのみであり、多数
の他の具体例がある。例えば、直線性誤差及び角度オフセットを同時に測定する較正方法
を使用して、較正測定を実行することができる。さらに、直交軸線に沿った測定を、任意
の又はランダムな順序で実行できる。また、上述した具体例では、測定位置は１回に１つ
の軸線に沿って増分（インクリメント）される。他の具体例では、直交軸線のうちの２つ
、又は３つの全部に沿って位置を増分することにより、その後の測定位置に到達すること
ができる。これらの代替方法は全て、本発明の範囲内で想定される。
【００２３】
　本発明の例示的具体例によると、位置決めシステムの運動軸線の上述した較正に、較正
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測定アダプタを使用することが好ましい。１つの具体例によると、アダプタは開放された
立方体、すなわち固定ユニット座標系の直交軸線に正確に対応し、それと一致する側面が
３つしかない立方体の形態である。次に、実空間に固定位置を有するダイアル・インジケ
ータを、例えば運動軸線の直線性誤差を求めるために使用できる。例えば、ダイアル・イ
ンジケータの突き当たる端部を、立方体の側面の１つと突き当たった状態で配置できる。
立方体を、理想的には立方体の１つの側面と位置合わせされるべき位置決めシステムの軸
線の１つに沿って、すなわち理想的にはその面の１つの運動軸線に沿って移動させる場合
に、ダイアル・インジケータの全ての運動を記録する。それによって、立方体の面の理想
的運動に対する位置決め軸線の運動の差を記録する。これらのインジケータの運動は、言
うまでもなく座標系が配置された軸線に直交する固定ユニット座標系の運動を示す。した
がって、ダイアル・インジケータは、固定ユニット座標系と位置決めシステムの運動軸線
との角度偏差又はオフセットを測定するのに適切である。
【００２４】
　別の具体例では、アダプタは、位置決めシステムの係合ポイントに装着可能で、固定ユ
ニット座標系の該当する部分内に含まれる空間内で光学部材を保持する取付具の形態でよ
い。座標系の異なる名目位置の光学機器の位置の差分は、従来のレーザ干渉計技術を使用
して求めることができ、これは患者位置決めシステムの運動軸線のアッベ誤差などの直線
性誤差を求めるのに適切である。
【００２５】
　例えば上述したレーザ干渉計技術を、上述した方法でダイアル・インジケータを使用す
ることと組み合わせて使用することにより、直線性誤差を測定する１つの第１測定方法を
、角度オフセットを測定する別の測定方法と組み合わせることが好ましい。
【００２６】
　これは好ましい具体例ではないが、実際の位置、及び場合によっては固定ユニットの方
位を正確に測定する測定システムを設ければ、固定ユニット自体を、様々な位置で直線性
及び角度誤差を求めるために使用できることにも留意されたい。
【００２７】
　言うまでもなく、当業者に容易に理解されるように、前記直線性誤差及び角度オフセッ
トを求めるために使用できる多くの他のタイプの位置測定システムがある。したがって、
本明細書で提供する具体例は、本発明の範囲をこのようなシステムに制限するものではな
い。逆に、請求の範囲に示された本発明は、位置決めシステムによる運動及び位置決め中
に係合ポイントの実際の位置を求める特定のシステムに限定されない。
【００２８】
　治療現場で放射線治療システムを組み立てる場合は、患者位置決めシステムの固定され
た枠組を、放射線治療ユニットに確実に取り付ける。これにより、放射線治療ユニットに
対して固定された放射線焦点の位置は、患者位置決めシステムの非常に高剛性の枠組に対
しても固定される。放射線治療ユニットと患者位置決めシステムとが固定されて係合して
いるので、わずかな振動などの放射線治療ユニットの運動は全て、位置決めユニットに対
応する運動をもたらす。したがって、位置決めシステムを放射線治療ユニットに取り付け
ると、放射線治療ユニット、したがって固定された放射線焦点と、位置決めシステムの固
定された枠組との間に相対運動がなくなる。
【００２９】
　次に、患者位置決めシステムに対する固定された放射線焦点の正確な位置を求める。上
述したように、放射線焦点は、コリメータ装置内に配置されたコリメータによって規定さ
れる。これは、多くの異なる方法で求めることができる。１つの例示的具体例によると、
放射線ユニットに、放射線焦点に対して位置が知られている基準マークを設ける。「マー
ク」という用語は、広義に解釈される、すなわち光学、機械、磁気、誘導などの任意のタ
イプの適切な基準マークを含む。１つの好ましい具体例によると、基準マークは、放射線
ユニットのコリメータ装置に設けた測定穴の形態である。
【００３０】
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　別の例示的具体例によると、高い正確さで製造され、同じく高い正確さでコリメータ装
置を取り付けた取付具を使用できる。取付具には、コリメータ装置の焦点を表示する窪み
又は突起などの機械的部材を設ける。或いは、機械的部材は、焦点に対して非常に良好に
規定された距離を有する位置をマークすることができる。
【００３１】
　次に、これらの例示的具体例の両方で、測定装置を、好ましくは固定ユニットの装着に
使用される係合ポイントに対して固定された関係で、患者位置決めシステムに装着できる
。したがって、表示された放射線焦点の位置又は基準マークを求めるために、測定装置を
使用する。測定装置は、接触式測定プローブの形態であることが好ましいが、具体例とし
て光学測定装置などの形態でもよい。放射線焦点の正確な位置を求めるこのようなシステ
ムの利点は、例えば放射線を遮断した状態で、又は放射線源を放射線ユニットに装填する
前など、放射線なしで求められることである。これは言うまでもなく、基準マーク又はポ
イントと放射線焦点との位置関係の正確さに高い要求を設定する。
【００３２】
　さらに別の例示的具体例によると、例えば人体模型を使用し、模型内の特定の位置に放
射線感受性フィルムを設けた状態で、放射線測定によって、固定された放射線焦点を求め
る。放射線焦点の範囲及び位置を求めるために、放射線領域内を移動する小さいポイント
で放射線を検出する模型を使用することが好ましい。別の具体例によると、ガンマ放射線
に対して感受性のある写真用フィルムを使用できる。位置決めシステムに対する正確な焦
点位置を求める別の方法は、非常に良好に画定された感受性体積部を有する放射能感受性
ダイオードを使用することを含む。検出された放射線と直線的に比例する出力を提供する
ダイオードを使用することが適切である。このような放射線検出ダイオードの１つの具体
例は、医療機器の放射線焦点を較正するために放射線を測定する従来通りの手段であるシ
リコンｐ－ｎ接合ダイオードの形態の半導体電磁界検出器である。
【００３３】
　したがって、ダイオードで焦点領域を走査することにより、放射線焦点の正確な相対位
置を求めることができる。このような測定の利点は、言うまでもなく、放射線焦点の位置
を求める上述の間接的方法と比較して、放射線焦点の位置を直接測定することである。
【００３４】
　当業者には容易に理解されるように、放射線焦点を求めるために知られている様々な方
法が使用でき、そのうち幾つかが上記で説明されている。しかし、本発明は、本明細書で
示し、説明する特定の実施例に限定されず、放射線焦点を求める任意の適切な測定方法は
、本発明の範囲に入るものと想定される。
【００３５】
　次に、本発明の好ましい実施例を、添付図面を参照してさらに詳細に説明する。
【実施例】
【００３６】
　図１～図６を参照すると、本発明の適用可能な放射線治療システムは、放射線ユニット
１０及び患者位置決めユニット２０を備える。放射線ユニット１０内には、放射性線源、
放射性線源ホルダ、コリメータ本体、及び外部遮蔽部材が設けられる。コリメータ本体は
、当技術分野でよく知られているような形態で共通の焦点に向かって配向された多数のコ
リメータ・チャネルを備える。
【００３７】
　コリメータ本体は、放射線がコリメータ・チャネルを通る場合以外には患者に到達する
ことを防止する放射線遮蔽体としても作用する。本発明に適用可能な放射線治療システム
のコリメータ装置の例は、国際公開第２００４／０６２６９Ａ１号に見ることができ、こ
れは参照により全体が本明細書に援用される。しかし、本発明は、米国特許第４７８０８
９８号で開示されているように、放射線を固定した焦点へと平行化する他の構成を使用す
る放射線治療システムにも適用可能である。
【００３８】
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　患者位置決めユニット２０は、剛性を有する枠組２２、滑動又は移動可能なキャリッジ
２４、及び枠組２２に対してキャリッジ２４を移動させるモータ（図示せず）を備える。
キャリッジ２４にはさらに、患者の全身を担持して移動させる患者ベッド２６が設けられ
る。キャリッジ２４の一端には、患者固定ユニット５０を直接、又はアダプタ・ユニット
４２を介して受け取り、固定する固定装置２８が設けられる。図示の実施例によると、固
定装置２８は、２つの係合ポイント３０、３２を備え、これは患者固定ユニットが可動キ
ャリッジ２４に対して並進及び／又は回転運動することを防止するために配置される。
【００３９】
　図１及び図２から理解できるように、記載の実施例は、人間の患者の頭部にある目標体
積部にガンマ放射線治療を施す放射線治療システムに関するものである。このような治療
は、往々にして定位手術と呼ばれる。治療中に、患者の頭部は、図５に図示の定位頭部枠
５０の形態の固定ユニット内に固定される。定位頭部枠は、放射線治療システムの係合ポ
イント３０、３２に係合するような構成である係合ポイント５１を有する。したがって、
定位手術中に、患者の頭部は定位枠５０内に固定され、これは係合ポイント３０、３２、
５１を介して患者位置決めシステムに固定状態で取り付けられている。放射線焦点に対し
て図１に示す３つの直交軸線ｘ、ｙ及びｚに沿って患者の頭部内にある治療体積部を移動
させる間、患者の全身がその軸線に沿って移動される。したがって、頭部枠５０と患者位
置決めシステム２０のキャリッジ２４との間に相対運動はない。
【００４０】
　次に図５を参照すると、定位頭部枠５０の形態の固定ユニットが図示されている。頭部
枠５０は、前方梁５２、後方梁ム５３、及び右側及び左側梁５４、５５により構成された
基体を備える。基体の梁は、相互に対して直交状態で装着され、各梁の長手方向は、以下
で説明するレクセルＸＹＺ座標系のｘ軸及びｙ軸方向に完全に平行に配置され、前後梁５
２、５３はｘ軸に平行であり、側部梁５４、５５はｙ軸に平行である。梁には、固定装置
２８の係合ポイント３０、３２と固定状態で係合するように配置された係合ポイント５１
が設けられる。
【００４１】
　さらに、基体の各隅には、垂直ポスト５６、５７が設けられ、このポストは、治療手順
全体で定位頭部枠５０に対して頭部を固定するために、ねじを保持するように配置される
。したがって、各ポスト５６、５７の上端には、頭部枠を患者の頭蓋に固定する固定ねじ
５８を設けられる。さらに、ｚ軸に沿った各ポストの位置は、患者の頭部のサイズ及び形
状に適応させて調節できる。
【００４２】
　図６は、デカルト座標系であるレクセルＸＹＺ座標系を、患者の頭部の周囲に適用され
ている標準的枠との関連で示す。図で見られるように、座標の原点（０，０，０）は、後
頭部の背後で、右耳の外側かつ頭頂部の上方に配置される。したがって、患者の頭部の目
標領域又は焦点は、正の座標で規定される。ｘ軸は、患者の右耳から左耳へと延在する仮
想線に平行に延在する。ｙ軸は、患者の首（後方）から鼻（前方）へと引いた線に平行に
延在する。ｚ軸は、患者の身体の長手方向に平行に延在する。以下では、レクセルＸＹＺ
座標系の座標を、レクセル座標と呼ぶ。
【００４３】
　次に図２～図４に戻ると、固定装置２８の係合ポイント３０、３２に固定状態で装着さ
れたアダプタ・ユニット４２が図示されている。上述したように、アダプタ・ユニット４
２は、定位枠５０の装着を容易にするために使用できる。しかし、これらの図では、較正
基準ユニット４０を位置決めユニット２０の固定装置２８に装着するために、アダプタ・
ユニット４２が使用される。基準ユニット４０は、開いた立方体、すなわち３つの直交す
る側壁４４、４６、４８を有する立方体の形態である。壁４４、４６、４８の範囲は、レ
クセルＸＹＺ座標系に対応し、したがって左側壁４４はＹＺ面にあり、後側壁４６はＸＺ
面にあり、底側壁４８はＸＹ面にある。「左」、「後」及び「底」という用語は、ベッド
２６に横になる患者に関するものである。
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【００４４】
　説明した実施例では、較正測定を実行するために、２つのダイアル・インジケータ６０
を使用する。しかし、例証のために、図４には１つのダイアル・インジケータしか図示さ
れていない。各ダイアル・インジケータ６０は、測定スティック又はピン６２及び表示ダ
イアルを備える。測定スティック６２の長手方向での移動は、表示ダイアルに伝達されて
、表示される。したがって、側壁４４がＸ方向に移動する、例えば角度偏差又はオフセッ
トを較正するためにｙ軸又はｚ軸に沿って立方体４０を移動させると、この移動が測定ス
ティック６２により計られて、記録可能になる。
【００４５】
　較正動作中に、２つの面に延在する軸線について角度オフセット測定を実行する場合に
、２つのダイアル・インジケータは、測定スティック６２が２つの側壁に突き当たるよう
に配置される。すなわち、ｚ軸に沿ったレクセル座標系の移動を提供する運動軸線を較正
する場合、それぞれ第１及び第２ダイアル・インジケータの測定スティックが、ＹＺ面の
側壁４４及びＸＺ面の側壁４６に突き当たる。したがって、位置決めシステムがｚ軸に沿
って立方体を移動させると、ＸＺ面に突き当たるダイアル・インジケータは、ｘ軸に沿っ
た角度オフセットを測定し、ＹＺ面に突き当たるダイアル・インジケータは、図で示すよ
うに、ｙ軸に沿った角度オフセットを測定する。
【００４６】
　ダイアル・インジケータ６０は、例証のために図４には図示されていない保持構成によ
って、位置決めシステムに対して焦点が配置される箇所の近傍で、固定され、正確に規定
された位置に保持される。インジケータは、ダイアル上に結果を提示するのではなく、較
正の測定結果を電子的に記録し、記憶するために、電子記憶手段に接続することができる
。
【００４７】
　本発明の最も好ましい実施例によると、角度オフセットを測定するステップと、直線性
又はアッベ誤差を測定するステップは、別個に実行される。説明した実施例では、角度オ
フセットの測定を、直線性誤差の測定の前に実行するが、測定の順序は逆転させることも
できる。
【００４８】
　角度オフセットを較正する場合は、上述した方法で１回に１つの運動軸線を測定する。
最初に、仮想放射線焦点を規定する。この仮想焦点の正確な位置は重大ではないが、その
位置は測定を通して固定される。その後、位置決めシステムを制御して、例えば、仮想焦
点がレクセル座標でミリメートル単位で（０，１００，１００）に配置される。この時点
で、２つのダイアル・インジケータの測定スティック６２は、後及び底側壁４６、４８、
すなわちＸＺ面及びＸＹ面それぞれの壁に突き当たる。ダイアルの振れを読み、個々の読
み取り値を記録する。次に、焦点をレクセル座標の（２０，１００，１００）に配置する
ために、立方体、すなわち座標系をｘ軸に沿って移動させる。再び新しい座標でダイアル
を読み、読み取り値を記憶する。
【００４９】
　これを、例えば仮想焦点が（２００，１００，１００）に配置されるまで、較正すべき
ｘ軸の部分に沿って繰り返す。次に、仮想焦点を、残りの運動軸線の１つの一端、この例
ではレクセル座標の（１００，０，１００）に位置決めする。したがって、次にｙ軸が較
正される。ダイアル・インジケータを、その測定スティックが左側壁及び底側壁４４、４
８に突き当たるように再位置決めし、ｙ軸について測定手順を繰り返す。最後に、仮想焦
点を（１００，１００，０）に配置し、表示ダイアルを再位置決めして、残りの軸線、こ
の場合はｚ軸で同様の測定を実行する。
【００５０】
　次に、各ポイントについてｘ軸、ｙ軸及びｚ軸それぞれに沿って今求めた角度オフセッ
トを記憶する。したがって、各軸線に沿った各ポイントについて２つ、すなわち他の２つ
の軸線のそれぞれについて１つの補償値がある。ここでレクセル座標毎に、ｘ方向、ｙ方
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向及びｚ方向の補償値があるように、これらを加え合わせる。較正方法を続けると、レク
セル座標系と位置決めシステムの運動軸線との角度オフセットを補償するように意図され
た補償値ができる。しかし、これは、運動軸線の直線性に起こり得る誤差、例えばアッベ
誤差を考慮に入れていない。好ましい実施例によると、運動軸線の直線性を較正するため
に、第２の較正ステップを使用する。
【００５１】
　次に、レーザ干渉計システムを使用する。例えばアダプタ・ユニット４２を、したがっ
てレクセル座標系を使用して、反射器の形態の第１光学部材を、係合ポイント３０、３２
に対して固定した関係で位置決めして、装着する。位置決めシステムの固定された枠組に
対する固定位置に、すなわち実際の座標の固定位置に第２光学部材を配置する。さらに、
２つの光学部材間の距離の変化を測定するために、レーザを使用する。
【００５２】
　最初に、仮想焦点が（０，１００，１００）になるように、レクセル座標系を移動させ
る。次に、仮想焦点を新しい座標にｘ軸に沿って位置決めし、これによって第１光学部材
を名目距離だけ移動させる。実際の移動距離を、レーザを使用して測定し、光学部材が移
動した名目距離、すなわち位置決めシステムが制御して記録した通りの距離と比較する。
実際の移動と名目移動との差を較正テーブルに記憶し、その座標の直線補償値を表示する
。次に、最初はｘ軸全体に沿って、次にｙ軸及びｚ軸について同様の形で、これを繰り返
す。名目位置又は移動と実際の位置又は移動との差を、測定した座標毎に記録する。この
ように記録した値は、それぞれｘ軸、ｙ軸及びｚ軸の補償値である。
【００５３】
　次に、直線性誤差の補償値を、角度オフセットの補償値に加算することができる。した
がって、レクセル座標毎に、加算された補償値は、９つの異なる補償値、すなわち各軸線
について１つの直線性補償及び２つの角度補償で構成される。したがって、各座標の実際
の座標と名目座標との間の補償は、下式のように表すことができる。
（Ｘ，Ｙ，Ｚ）＝（ＸＮｏｍ＋ＸＣｏｍｐ，ＹＮｏｍ＋ＹＣｏｍｐ，ＺＮｏｍ＋ＺＣｏｍ

ｐ）
ここで、
ＸＣｏｍｐ＝（ＬｉｎＥｒｒＸ－ａｘｉｓ＋ＡｎｇＯｆｆＹ－ａｘｉｓ＋ＡｎｇＯｆｆＺ

－ａｘｉｓ）
ＹＣｏｍｐ＝（ＡｎｇＯｆｆＸ－ａｘｉｓ＋ＬｉｎＥｒｒＹ－ａｘｉｓ＋ＡｎｇＯｆｆＺ

－ａｘｉｓ）
ＺＣｏｍｐ＝（ＡｎｇＯｆｆＸ－ａｘｉｓ＋ＡｎｇＯｆｆＹ－ａｘｉｓ＋ＬｉｎＥｒｒＺ

－ａｘｉｓ）
である。
【００５４】
　本発明の最も好ましい実施例によると、上述した較正ステップは、患者位置決めシステ
ムを製造するか、少なくとも組み立てる工場で実行される。前記較正の後、患者位置決め
システム２０と放射線ユニット１０を、例えば患者位置決めシステム２０の剛性を有する
枠組２２を放射線ユニット１０の対応する剛性を有する枠組にボルト締めすることによっ
て、相互にしっかり取り付ける。この取り付けは、放射線治療システムを使用することが
意図されている医療施設で実行される。
【００５５】
　患者位置決めシステム２０及び放射線ユニット１０を治療現場で相互にしっかり取り付
けた場合、患者位置決めシステムに対して固定された放射線焦点の実際の位置を求める。
上述したように、放射線焦点を配置する位置を決定するのは、放射線ユニット１０のコリ
メータ装置に含まれるコリメータ、すなわちコリメータの配向、設計及び方向並びに線源
である。したがって、放射線源からの放射線を検出又は測定する必要なく、放射線焦点の
実際の位置を求め、計算することができる。
【００５６】
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　好ましい実施例によると、取付具を非常に高い精度をもってコリメータ装置内に取り付
けることによって、放射線焦点を求める。取付具は、取付具をコリメータ装置内に取り付
けた場合に、コリメータ装置の焦点が、取付具に設けた識別可能な窪みによって表示され
るように配置される。窪みを識別し、それによって位置決めシステムに対する放射線焦点
の位置を求めるために、患者位置決めシステムの係合ポイント３０、３２内に装着したプ
ローブを使用する。
【００５７】
　次に、位置決めシステムに対して固定された放射線焦点の実際の位置を求めた場合、放
射線焦点の実際の位置と仮想焦点の推測位置とのオフセットを記録し、記憶する。３つの
直交軸線全部を考慮に入れた座標のオフセットを、放射線焦点とレクセルＸＹＺ座標系と
の名目位置と実際の位置の関係を補償するために使用する。
【００５８】
　本発明を、その例示的実施例を使用して以上で説明してきたが、請求の範囲で定義され
ているような本発明の範囲から逸脱することなく、当業者に理解されるようなその変更、
改造及び組合せが可能である。例えば、ガンマ放射線に対して感受性のある写真用フィル
ムを含む模型、又は放射線焦点を検出するために治療体積部内で移動できる放射線感受性
ダイオードなどの放射線感受性測定手段で焦点を測定することにより、放射線焦点を求め
ることができる。さらに、直線性誤差及び角度オフセットについて位置決めシステムの運
動軸線を較正するステップを実行するために、幾つかの異なる測定方法を使用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明を使用した較正に適切な放射線治療システムの一般的原理を示す図。
【図２】本発明の較正方法に使用する位置決めシステムを示す図。
【図３】患者位置決めシステムの運動軸線の直線性誤差及び角度オフセットを求める際に
使用するアダプタの一例を示す図。
【図４】ダイアル・インジケータを使用した測定中の図３のアダプタを示す図。
【図５】固定ユニットを示す図。
【図６】レクセルＸＹＺ座標系を示す図。
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