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(57)【要約】
　ターゲットを処置するために画像ガイド型処置が遂行
される。画像ガイド型処置を遂行するために、ターゲッ
トの動きを表す測定データが取得される。１つ以上のＸ
線像のタイミングが測定データに基づいて決定される。
ターゲットの位置を使用してターゲットにおいて処置が
遂行される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲットの動きを表す測定データを取得するステップと、
　ターゲットの動きに基づいて１つ以上のＸ線像のタイミングを決定するステップと、
を遂行するようにプログラムされたコンピューティングシステムにより実施される像形成
方法。
【請求項２】
　１つ以上のＸ線像に基づいてターゲットの位置を計算するステップを更に備えた、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　ターゲットの位置を使用して放射線処置ビームを向けるステップを更に備えた、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　ターゲットの動きが処置公差内にあるかどうか決定するステップと、
　ターゲットの動きが処置公差内にない場合にはターゲットのＸ線像を発生するステップ
と、
を更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記測定データは、以前のＸ線像を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　放射線処置ビームの完了までの時間を計算するステップと、
　前記以前のＸ線像の年齢を前記完了までの時間と比較するステップと、
　前記以前のＸ線像の年齢が前記完了までの時間までに画像年令スレッシュホールドを越
える場合には、放射線処置ビームを送出する前に新たなＸ線像を取得するステップと、
を更に備えた請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ターゲットの動きを追跡するために前記以前のＸ線像を別の像と比較するステップと、
　ディスプレイを経てターゲットの動きを視覚表示するステップと、
を更に備えた請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　ターゲットの位置に基づいて画像年令スレッシュホールドを指定するステップと、
　前記画像年令スレッシュホールドに基づいてＸ線像形成頻度を確立するステップと、
を更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ターゲットの動きがスレッシュホールドより上であるときにＸ線像形成頻度を上げるス
テップを更に備えた、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ターゲットの動きがスレッシュホールドより下であるときにＸ線像形成頻度を下げるス
テップを更に備えた、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　放射線処置ビームを複数の放射線処置ビームへと分割し、その放射線処置ビームの送出
の完了が前記画像年令スレッシュホールドを越えて延びるようにするステップを更に備え
た、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　複数の放射線処置ビームを単一の放射線処置ビームへと合成し、単一の放射線処置ビー
ムの送出が画像年令スレッシュホールドにおいて又はその前に完了するようにするステッ
プを更に備えた、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　ターゲットの動きがスレッシュホールドより上であると検出されたときに１つ以上のＸ
線像を取得するステップを更に備えた、請求項１に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記測定データは、患者の超音波測定データ又は体外像形成データの少なくとも１つを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　患者の処置の前に、複数の放射線処置ビームを含む処置プランを決定するステップと、
　初期の画像年令スレッシュホールドの選択を受け取るステップと、
　少なくとも１つの放射線処置ビームの送出の完了が前記初期の画像年令スレッシュホー
ルドを越えて延びることを決定するステップと、
　少なくとも１つの放射線処置ビームを２つ以上の放射線処置ビームへと分割することに
より前記処置プランを変更し、２つ以上の放射線処置ビーム各々の送出が前記初期の画像
年令スレッシュホールドにおいて又はその前に完了するようにするステップと、
を更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　ターゲットの動きに応答して画像ガイド型処置工程中に取られるＸ線像の合計数を調整
するステップを更に備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　１つ以上のＸ線像を発生するためのＸ線源を含む像形成装置と、
　ターゲットの動きを表す測定データを取得するための動き検出装置と、
　前記像形成装置及び動き検出装置に結合された処理装置であって、ターゲットの動きに
基づいて１つ以上のＸ線像のタイミングを決定するように構成された処理装置と、
を備えた処置システム。
【請求項１８】
　前記処理装置は、更に、１つ以上のＸ線像に基づいてターゲットの位置を計算すること
を遂行するように構成された、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項１９】
　患者へ放射線処置ビームを送出するための放射線送出システムを更に備え、
　前記処理装置は、更に、ターゲットの位置を使用して放射線処置ビームを向けるように
構成される、請求項１８に記載の処置システム。
【請求項２０】
　前記処理装置は、更に、
　ターゲットの位置が処置公差内にあるかどうか決定すること、及び
　ターゲットの位置が処置公差内にない場合に前記像形成装置がターゲットのＸ線像を発
生するようにさせること、
を遂行するように構成される、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項２１】
　前記動き検出装置及び像形成装置は、単一システムであり、そして前記測定データは、
以前のＸ線像を含む、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項２２】
　前記処理装置は、更に、
　放射線処置ビームの完了までの時間を計算すること、
　前記以前のＸ線像の年齢を前記完了までの時間と比較すること、及び
　前記以前のＸ線像の年齢が前記完了までの時間までに画像年令スレッシュホールドを越
える場合には、放射線処置ビームを送出する前に新たなＸ線像を取得すること、
を遂行するように構成される、請求項２１に記載の処置システム。
【請求項２３】
　ディスプレイを更に備え、前記処理装置は、更に、ターゲットの動きを追跡するために
前記以前のＸ線像を別の像と比較し、そして前記ディスプレイを経てターゲットの動きを
視覚表示するように構成された、請求項２１に記載の処置システム。
【請求項２４】
　前記処理装置は、更に、



(4) JP 2012-501792 A 2012.1.26

10

20

30

40

50

　ターゲットの動きに基づいて画像年令スレッシュホールドを指定すること、及び
　前記画像年令スレッシュホールドに基づいてＸ線像形成頻度を確立すること、
を遂行するように構成される、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項２５】
　前記処理装置は、更に、ターゲットの動きがスレッシュホールドより上であるときに、
Ｘ線像形成頻度を上げることを遂行するように構成された、請求項２４に記載の処置シス
テム。
【請求項２６】
　前記処理装置は、更に、ターゲットの動きがスレッシュホールドより下であるときに、
Ｘ線像形成頻度を下げることを遂行するように構成された、請求項２４に記載の処置シス
テム。
【請求項２７】
　前記処理装置は、更に、放射線処置ビームを複数の放射線処置ビームへと分割し、その
放射線処置ビームの送出の完了が前記画像年令スレッシュホールドを越えて延びるように
することを遂行するように構成される、請求項２４に記載の処置システム。
【請求項２８】
　前記処理装置は、更に、複数の放射線処置ビームを単一の放射線処置ビームへ合成し、
単一の放射線処置ビームの送出が画像年令スレッシュホールドにおいて又はその前に完了
することを遂行するように構成される、請求項２４に記載の処置システム。
【請求項２９】
　前記処理装置は、更に、ターゲットの動きがスレッシュホールドより上であると検出さ
れたときに１つ以上のＸ線像を取得することを遂行するように構成される、請求項１７に
記載の処置システム。
【請求項３０】
　前記動き検出装置は、超音波像形成装置であり、前記測定データは、超音波測定データ
である、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項３１】
　前記動き検出装置は、光学的追跡システムであり、前記測定データは、患者に配置され
たマーカーの光学的追跡、又は患者の表面の光学的追跡、の少なくとも１つにより発生さ
れる、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項３２】
　前記動き検出装置は、レーザレンジファインダーを含み、前記測定データは、患者の表
面とレーザレンジファインダーとの間の距離を表す、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項３３】
　前記処理装置は、更に、
　患者の処置の前に、複数の放射線処置ビームを含む処置プランを決定すること、
　初期の画像年令スレッシュホールドの選択を受け取ること、
　少なくとも１つの放射線処置ビームの送出の完了が前記初期の画像年令スレッシュホー
ルドを越えて延びることを決定すること、及び
　少なくとも１つの放射線処置ビームを２つ以上の放射線処置ビームへと分割することに
より前記処置プランを変更し、２つ以上の放射線処置ビーム各々の送出が前記初期の画像
年令スレッシュホールドにおいて又はその前に完了するようにすること、
を遂行するように構成される、請求項１７に記載の処置システム。
【請求項３４】
　前記処理装置は、更に、ターゲットの動きに応答して画像ガイド型処置工程中に取られ
るＸ線像の合計数を調整することを遂行するように構成される、請求項１７に記載の処置
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像ガイド処置の分野に係り、より詳細には、ターゲットの動きを表す測定
データに基づき診断Ｘ線画像のタイミングを決定するシステムに係る。
【０００２】
　関連出願：本出願は、参考としてここにそのまま援用する２００８年９月１２日に出願
された“Controlling Timing For X-Ray Imaging Based On Target Movement”と題する
米国プロビジョナル特許出願第６１／０９６，７２２号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００３】
　放射線手術及び放射線治療システムは、周囲組織及び重要な解剖学的構造部（例えば、
脊髄）への放射線露出を最小にしながら規定ドーズの放射線（例えば、Ｘ線）を病理解剖
学的部位（例えば、腫瘍、障害、血管奇形、神経障害、等）に送出することにより、外部
放射線ビームを使用して病理解剖学的部位を処置する放射線処置システムである。放射線
手術及び放射線治療は、両方とも、健康な組織や重要な構造部を惜しみながら病理解剖学
的部位を壊死させるように設計されている。放射線治療は、処置当たりの放射線ドーズが
低く且つ処置回数が多い（３０ないし４５日の処置）ことを特徴とする。放射線手術は、
１回の処置又はせいぜい数回の処置で放射線ドーズが比較的高いことを特徴とする。
【０００４】
　放射線治療及び放射線手術の両方において、放射線ドーズが複数の角度から病理解剖学
的部位へ送出される。各放射線ビームの角度が異なるので、各ビームは、病理解剖学的部
位により占有されたターゲット領域に交差する一方、ターゲット領域への及びターゲット
領域からの途中では、健康な組織の異なる領域を通過する。その結果、ターゲット領域の
累積放射線ドーズは高くなり、健康な組織及び重要な構造部への平均放射線ドーズは低く
なる。放射線治療及び放射線手術の処置システムは、フレームベース型又は画像ガイド型
と分類することができる。
【０００５】
　腫瘍又は障害のような病理解剖学的部位を処置するための放射線送出に直面した１つの
難題は、ターゲットの位置（即ち、患者の腫瘍の位置）を識別することである。処置のた
めに腫瘍の位置を識別してそれを狙うのに現在使用されている最も一般的な技術は、腫瘍
の位置を検出するために患者身体を像形成する診断Ｘ線又は透視システムを含む。この技
術は、処置中に腫瘍が大きく動かないことを仮定している。
【０００６】
　現在の方法は、当業者に明らかなように、処置を通して複数の診断Ｘ線を使用して放射
線送出処置中に腫瘍の動きを追跡しそれを考慮している。これら現在の方法及びシステム
では、ユーザは、各診断Ｘ線像形成の間に何本の放射線処置ビームを送出しなければなら
ないか指定する。このようなシステムでは、ビームの送出が期間中に急激に変化する。例
えば、各３本のビームで像形成する場合、３本の短いビームによりインターリーブされて
１０秒の間隔で一対の像が取り出され、その後、３本の長いビームの１分以上後で、像が
取り出される。しかしながら、腫瘍が２つの診断Ｘ線像間に動いて、ターゲットへの処置
放射線ビームの望ましい送出精度より低くなると共に、ターゲットの周囲の健康な組織に
送出される望ましい放射線ドーズより多くなることがある。
【０００７】
　本発明は、添付図面を参照して一例として以下に説明するが、これに限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】放射線処置工程中の規範的な前立腺の動きを示すグラフである。
【図２】本発明の一実施形態による画像ガイド型放射線処置システムの構成を示す。
【図３】本発明の別の実施形態による画像ガイド型放射線処置システムの構成を示す。
【図４】本発明の一実施形態により放射線処置プランを作成する方法を示す。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による規範的な処置プランの一部分を示すタイミング図で
ある。
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【図５Ｂ】本発明の一実施形態による規範的な処置プランの一部分を示すタイミング図で
ある。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態による規範的な処置プランの一部分を示すタイミング図で
ある。
【図６】Ｘ線像形成のタイミングを制御する方法の一実施形態を示す。
【図７Ａ】Ｘ線像形成のタイミングを制御する方法の別の実施形態を示す。
【図７Ｂ】Ｘ線像形成を制御する方法の更に別の実施形態を示す。
【図８】患者の放射線露出量を監視する方法の一実施形態を示す。
【図９】本発明の特徴を具現化する画像ガイド型処置に使用されるシステムの一実施形態
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　患者処置のための画像ガイドを与える方法及び装置について以下に述べる。以下の説明
では、本発明の幾つかの実施形態の理解を与えるために、特定のシステム、コンポーネン
ト、方法、等々の多数の特定の細部について例示する。しかしながら、当業者であれば、
本発明の少なくとも幾つかの実施形態は、これらの特定の細部がなくても実施できること
が明らかであろう。他の点では、本発明を不必要に不明瞭にするのを回避するため、良く
知られたコンポーネント又は方法は、詳細に述べないか又は単にブロック図形態で表す。
従って、ここに述べる特定の細部は、単なる例示に過ぎない。特定の実施形態は、これら
の規範的な細部から変化しても、本発明の精神及び範囲内に包含されると意図される。
【００１０】
　ここで使用する「Ｘ線像」という語は、目に見えるＸ線像（例えば、ビデオスクリーン
に表示された）又はＸ線像のデジタル表現（例えば、Ｘ線検出器のピクセル出力に対応す
るファイル）を意味する。「Ｘ線像」を言及するときには、単一像、或いは同時又は連続
像セット（立体画像システムのような）を意味する。又、「Ｘ線像」について言及すると
きには、コンピュータ断層撮影（例えば、コーンビームＣＴ）のようなＸ線像形成形態も
意味する。又、ここで使用する放射線処置という語は、規定ドーズの放射線を患者の病理
解剖学的部位（ターゲット）へ送出することである。放射線処置は、放射線手術（少数の
比較的高ドーズ放射線処置の送出）及び放射線治療（多数の低ドーズ放射線処置の送出）
を含む。
【００１１】
　放射線処置において、多くの場合、ターゲットに送出すべき放射線の全ドーズが一回の
処置工程で送出されない。癌に対する放射線の効果を最大にすると共に、健康な組織に対
する影響を最小にするために、分割化が使用される。分割化とは、ターゲットに送出すべ
き放射線の合計ドーズを、１日以上の期間にわたって多数のより少ないドーズに分割する
という放射線処置方法である。各個々のドーズは、用量(fraction)と称される。
【００１２】
　以下の説明から明らかなように、特に指示のない限り、「処理」、「コンピューティン
グ」、「発生」、「比較」、「決定」、「設定」、「調整」、等の用語は、コンピュータ
システムのレジスタ及びメモリ内の物理的（例えば、電子）量として表されたデータを、
コンピュータシステムのメモリ又はレジスタ、或いは他のそのような情報記憶、送信又は
表示装置内の物理的量として同様に表された他のデータへと操作及び変換するコンピュー
タシステム又は同様の電子コンピューティング装置のアクション及びプロセスを指す。こ
こに述べる方法の実施形態は、コンピュータソフトウェアを使用して具現化することがで
きる。承認された規格に合致するプログラミング言語で書かれた場合には、方法を具現化
するように設計されたインストラクションのシーケンスを、種々のハードウェアプラット
ホームで実行するように、又、種々のオペレーティングシステムへインターフェイスする
ように、コンパイルすることができる。更に、本発明の実施形態は、特定のプログラミン
グ言語を参照して説明されるのではない。種々のプログラミング言語を使用して、本発明
の実施形態を具現化できることが明らかである。
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【００１３】
　ターゲットの位置を正確に追跡するのが重要な１つの臨床分野は、前立腺癌を処置する
ための前立腺の放射治療又は放射線手術である。平均的な患者は、放射線処置の工程中に
最小の前立腺の動きを経験する。しかしながら、ある患者には著しい前立腺の動きが頻繁
に起きる。更に、従来の分割化では、ほぼ全ての患者が、それらの分割化の少なくとも幾
つかにおいて著しい前立腺の動きを経験する。患者人口にわたり分割化の約１５％におい
て中程度から顕著な前立腺の動きが経験されている。
【００１４】
　図１は、放射線処置工程中の規範的な前立腺の動きを示すグラフ１００である。このグ
ラフ１００は、横軸に沿って時間をそして縦軸に沿って前立腺の位置（質量中心起点に基
づく）を示す４つの別々の曲線図を含む。各曲線図は、前立腺の動きを３つの異なる方向
（上下ＳＩ、左右ＬＲ、前後ＡＰ）に示すと共に、全合成前立腺動き（長さ）を示す。
【００１５】
　左上の曲線図は、前立腺の動きが最小の分割化を示し、これは、ほとんどの分割化にお
いて典型的である（約８５％）。これらの分割化の場合に、前立腺をミリメータ以下(sub
-millimeter)で追跡するのに、ほぼ１から２分ごとの診断Ｘ線像形成頻度で充分である。
【００１６】
　右上、右下、及び左下の曲線図は、ほぼ１５％の分割化に対する典型的な前立腺の動き
を示す。右上の曲線図は、前立腺の連続的なドリフトを示し、これは、単一の分割化の間
に筋肉が弛緩し及び／又は膀胱がいっぱいになることを反映している。比較的ゆっくりし
た一定の前立腺の動き（右上の曲線図に示す）の場合に、前立腺をミリメータ以下で追跡
するのに、ほぼ３０から６０秒ごとの診断Ｘ線像形成頻度で充分である。
【００１７】
　右下及び左下の曲線図は、各々、例えば、直腸のガスの結果である不規則な動き及び高
頻度の活動を示す。このような急速な前立腺の動きの場合に、前立腺をミリメータ以下で
追跡するには、ほぼ１５から３０秒ごとの診断像形成頻度で診断Ｘ線像を取得することが
必要である。
【００１８】
　前立腺は、発生する放射線毒に敏感な放射線感受性構造部（例えば、膀胱及び直腸）で
取り巻かれているので、放射線処置ビームが前立腺以外のエリアに偶発的に送出されない
よう保証すると共に、充分なドーズの放射線が前立腺に送出されるよう保証するために、
処置全体にわたり前立腺の動きを正確に追跡することが重要である。上述したように、異
なる患者に対して処置中に前立腺の動きを正確に追跡するのに必要な像形成の頻度は劇的
に変化する。更に、１人の患者でも、ある処置工程中には最小の前立腺の動きしか示さな
いが、その後の処置工程中に著しい前立腺の動きを示すことがある。又、ある患者は、処
置工程のある部分中には最小の前立腺の動きしか示さないが、その処置工程の残りの部分
中に著しい前立腺の動きを示すことがある。それ故、放射線処置の前に像形成頻度を設定
して、放射線処置中に像形成頻度を調整できるメカニズムを提供することが重要である。
一般的な概念は、ターゲットを正確に（例えば、１ｍｍの公差内で）追跡するのに必要な
頻度で像形成することであるが、必ずしもできるだけ頻繁にというのではない。というの
は、診断像形成から送出されるイオン化放射線を最小にすることが望まれるからである。
これは、高いドーズ及び少ない回数の分割化という少なくとも２つの理由で、小分割前立
腺放射線手術（例えば、分割当たり１４Ｇｙまでという大きなドーズを少ない回数の処置
工程において与える放射線治療）のような処置に対して特に重要である。
【００１９】
　ここでは、一例として、前立腺の放射線処置について説明する。本発明の実施形態は、
患者身体内の動き得る広範囲の解剖学的部位（例えば、器官）に等しく適用することがで
きる。例えば、本発明の実施形態は、肝臓又は膵臓或いは他の内部ターゲットの処置に適
用することができる。
【００２０】
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　図２及び３は、本発明の実施形態による画像ガイド型放射線処置システム２００及び３
００の構成を示す。ここに示す実施形態では、放射線処置システム２００及び３００は、
処置放射線源として働くリニアアクセラレータ（ＬＩＮＡＣ）２０１を備えている。この
ＬＩＮＡＣ２０１は、患者の周りの操作容積部において多数の平面内の多数の角度から送
出されたビームで病理解剖学的部位（例えば、ターゲット２２０）を照射するようにＬＩ
ＮＡＣ２０１を位置付けるために複数（例えば、５つ以上）の自由度を有するロボットア
ーム２０２の端に装着される。処置は、単一のアイソセンター、複数のアイソセンター、
又は非アイソセンター的解決策を伴うビーム路を含む。或いは又、ＬＩＮＡＣ２０１は、
アイソセンター的ビーム路を与えるようにガントリーに装着されてもよい。
【００２１】
　ＬＩＮＡＣ２０１は、ロボットアーム２０２を移動することにより処置中に複数の異な
るノード（ロボットが停止して放射線が送出される既定の位置）に位置付けられる。これ
らのノードにおいて、ＬＩＮＡＣ２０１は、１本以上の放射線処置ビームをターゲットへ
送出することができる。これらのノードは、患者の周りにほぼ球状分布で配列される。こ
れらノードの特定の個数及び各ノードに適用される処置ビームの本数は、処置されるべき
病理解剖学的部位の位置及び形式に基づいて変化し得る。例えば、ノードの個数は、５０
から３００まで変化し、より好ましくは、１５から１００まで変化し、ビームの本数は、
２００から３２００まで変化し、より好ましくは、５０から３００まで変化する。
【００２２】
　図２を参照すれば、本発明の一実施形態による放射線処置システム２００は、Ｘ線源２
０３Ａ、２０３Ｂ及び固定Ｘ線検出器（像形成装置）２０４Ａ、２０４Ｂに接続されたプ
ロセッサ２３０を有する像形成システム２１０を備えている。或いは又、Ｘ線源２０３Ａ
、２０３Ｂ及び／又はＸ線検出器２０４Ａ、２０４Ｂは、可動であってもよく、この場合
には、ターゲット２２０との整列を維持するか、或いは異なる方向からターゲットを像形
成し又は多数のＸ線像を取得して３次元（３Ｄ）コーンビームＣＴを再構成するように、
それらを位置付けし直すことができる。一実施形態では、Ｘ線源は、点源ではなく、むし
ろ、当業者に明らかなように、Ｘ線源アレイである。又、一実施形態では、ＬＩＮＡＣ２
０１が画像源として働き（ガントリー装着であるかロボット装着であるかに関わらず）、
この場合、ＬＩＮＡＣの電力レベルが像形成のための許容レベルに減少される。
【００２３】
　像形成システム２１０は、コーンビームＣＴのようなコンピュータ断層撮影（ＣＴ）を
遂行し、像形成システム２１０により発生される画像は、２次元（２Ｄ）又は３次元（３
Ｄ）である。２つのＸ線源２０３Ａ、２０３Ｂは、操作室の天井の固定位置に装着され、
そして（例えば、９０°分離された）２つの異なる角度位置からのＸ線像形成ビームを、
マシンのアイソセンター（処置中に処置寝台２０６に患者を位置させる基準点をなす）で
交差させるように投射し、次いで、患者を通過した後に各検出器２０４Ａ、２０４Ｂの像
形成平面を照射するように整列される。従って、像形成システム２１０は、ターゲット２
２０及び当該周囲容積部（ＶＯＩ）の立体画像を形成する。他の実施形態では、像形成シ
ステム２１０は、それに含まれるＸ線源が２つより多くても少なくてもよく、又、検出器
も２つより多くても少なくてもよく、更に、いずれかの検出器が固定ではなく可動でもよ
い。更に別の実施形態では、Ｘ線源及び検出器の位置を交換してもよい。又、検出器２０
４Ａ、２０４Ｂは、Ｘ線を可視光線に変換するシンチレーション材料（例えば、アモルフ
ァスシリコン）や、当業者に明らかなように、光をデジタル画像へと変換し、これを画像
位置合わせプロセス中に基準画像と比較してデジタル画像の座標系を基準画像の座標系へ
変換するようなＣＭＯＳ（相補的金属酸化物シリコン）又はＣＣＤ（電荷結合デバイス）
像形成セルのアレイから製造されてもよい。基準画像は、例えば、デジタルで再構成され
る放射線写真（ＤＲＲ）でよく、これは、ＣＴ画像を通してＸ線を投射することでＸ線像
形成プロセスをシミュレーションすることに基づいて３Ｄ　ＣＴ画像から発生されるバー
チャルＸ線画像である。
【００２４】
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　像形成システム２１０は、ターゲットの現在位置を更新するために既定の像形成頻度で
診断Ｘ線像を発生することができる。各診断Ｘ線像は、基準画像（例えば、対応するＤＲ
Ｒ）及び／又は手前の診断Ｘ線像と比較されて、現在のターゲット位置及びターゲットの
動き速度を決定することができる。ターゲットの動きが既定の公差（例えば、１ｍｍ／分
）より速い場合には、像形成システムは、像形成頻度を上げて、ターゲットの位置を更新
し、動くターゲットに放射線をより正確に向けられるようにする。ターゲットの動きが既
定の公差未満である場合には、像形成システム２１０は、望ましい公差内でターゲットの
動きを追跡するのに少数の画像しか必要とされないので、像形成頻度を下げることができ
る。既定の上限及び下限公差を選択して、像形成頻度が満足である動きの範囲を定義し、
動きが既定の上限及び下限公差より高い又は低い場合に（各々）頻度を上げ又は下げられ
るようにする。ターゲットの動きに応答して像形成頻度を変化させることは、図７Ａ及び
７Ｂを参照して以下に詳細に述べる。
【００２５】
　図３を参照すれば、別の実施形態において、像形成システム３１０は、ターゲットの動
きを決定するための動き検出装置３１２を備え、この動き検出装置３１２は、検出フィー
ルド３４０を有する。動き検出装置３１２が処置公差を越える動きを検出した場合には、
Ｘ線像形成装置３１３が、像形成フィールド３５０内の領域に新たな診断Ｘ線像を発生す
るように指令される。動き検出装置３１２は、ターゲットの動きを識別することのできる
センサ又は他の装置である。動き検出装置３１２は、例えば、超音波スキャナ、カメラの
ような光学的センサ、圧力センサ、電磁センサ、或いはユーザにイオン化放射線を送出せ
ずに動き検出を行うことのできる他のセンサ（例えば、Ｘ線像形成システム以外のセンサ
）でよい。一実施形態では、動き検出装置３１２は、ターゲットの動きをリアルタイムで
表す測定データを取得する。或いは又、この測定データは、（各Ｘ線像に伴い患者へ送出
されるイオン化放射線のために）Ｘ線像形成で達成できるか又はそれで望まれるものより
高い（潜在的にかなり高い）頻度で得ることができる。一実施形態では、動き検出装置３
１２は、高い絶対的な位置精度を与えない。むしろ、動き検出装置３１２は、患者の動き
及び／又はターゲットの動きを検出するに充分な相対的な位置精度を与えてもよい。この
ような動き検出は、高い位置精度を有する像（例えば、Ｘ線像）の取得をトリガーするこ
とができる。
【００２６】
　一実施形態において、動き検出装置３１２は、超音波スキャナである。超音波スキャナ
は、２次元（２Ｄ）超音波像を発生するか、又は３Ｄ像へと合成される一連の２Ｄ像を発
生するように機械的に回転されるトランスジューサ素子の１次元（１Ｄ）アレイか、或い
は３Ｄ像を発生するトランスジューサ素子の２Ｄアレイを備えている。患者２２５が処置
寝台２０６に横たわっている間に、超音波スキャナのトランスジューサは、患者２２５の
皮膚面に位置保持される（或いは直腸に入れられる、即ち経直腸超音波）。ターゲット２
２０の位置は、ターゲット２２０と超音波スキャナのトランスジューサとの間の位置的な
オフセットとして決定される。一実施形態では、超音波スキャナのトランスジューサ（１
つ又は複数）を追跡し、検出される動きが処置室の座標系内で生じるようにすることがで
きる。
【００２７】
　別の実施形態では、動き検出装置３１２は、カメラのような光学システムである。この
光学システムは、患者２２５に置かれた発光ダイオード（ＬＥＤ）の位置を追跡すること
ができる。或いは又、光学システムは、患者のＬＥＤを追跡することとは区別して、患者
２２５の表面領域を直接追跡することもできる。ターゲットの動きと、患者２２５のＬＥ
Ｄ及び／又は表面領域の動きとは相関している。この相関に基づいて、ＬＥＤ及び／又は
表面領域の動きが検出されたときには、ターゲット２２０も、ターゲットの位置を正確に
決定するのに別の診断Ｘ線像を要求するに足るほど動いたと決定することができる。
【００２８】
　別の実施形態では、動き検出装置３１２は、高周波（ＲＦ）信号のフライト時間に基づ
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き患者２２５の身体上又は体内に置かれたトランスポンダの位置を追跡する質問装置を有
する高周波識別（ＲＦＩＤ）システムを備えている。或いは又、動き検出装置３１２は、
電磁コイルアレイ又はレーザレンジファインダーのようなターゲットを位置付けることの
できる他の形式の装置でもよい。動き検出装置３１２の他の例は、歪計、圧電センサ、呼
吸計、等を含む。
【００２９】
　患者が放射線処置を受ける前に、典型的に、放射線処置プランが作成される。放射線処
置プランとは、（１つ以上の形状、角度又は方向を有する）１つ以上のビームが各ノード
から付与されるようにして多数の処置ノードから患者の病理解剖学的部位へ放射線処置ビ
ームを送出するためのプランである。又、放射線処置プランは、ターゲットの位置を追跡
するのに使用される処置中診断Ｘ線像の数及び／又はタイミングを得ることも必要であり
、診断Ｘ線像は、ターゲットの位置を追跡するために収集される処置中データの一例であ
る。例えば、これに限定されないが、診断Ｘ線像は、（当業者に知られたように）前処置
３Ｄ画像データ（例えば、ＣＴ画像、コーンビームＣＴ画像又はＭＲ画像）と位置合わせ
される。更に、放射線処置プランは、例えば、使用すべき像形成形態（例えば、単一のＸ
線投影、複数のＸ線投影、等）、使用すべき像形成アルゴリズム（１つ又は複数）、基準
点を追跡すべきか患者の解剖学的部位を追跡すべきか、等々を識別する像形成プロトコル
を含む。
【００３０】
　上述したように、放射線を送出する間に病理解剖学的部位の位置を追跡するために診断
像データが使用される。病理解剖学的部位の位置は、診断像データが得られて分析された
直後に良く分かる。診断像データの取得及び分析に続いて時間が経過するにつれて、病理
解剖学的部位の位置があまり確実ではなくなる。病理解剖学的部位は、比較的固定のまま
であるか、若干動くか、又は上述した前立腺の例のように、著しく動く。この動きは、こ
れに限定されないが、患者の動き、解剖学的部位の非固定性のための自然の移動、或いは
隣接する解剖学的部位の動き（例えば、膀胱がいっぱいになる、直腸のガス、等）を含む
多数の理由のいずれかで生じる。いずれにせよ、病理解剖学的部位の位置があまり確実で
なくなると、最後の診断像データに基づいて送出される放射線が、望ましい精度でプラン
通りに送出される確実性が低くなる。診断像データの取得及び分析から、ほぼ最後の処理
ビームの送出を完了した後の時間までの時間量を、画像年令として定義する。この説明に
おいて画像年令を良く理解するため、システムがターゲット位置に関する最新のデータを
有する時間として画像年令ゼロを考える。画像年令が増加するにつれて、ターゲット位置
データも年をとり、ターゲットがどれほど速く動くか、又はターゲットがその期間内にど
れほど大きく動いたかに基づいてその確実性が低くなる。一実施形態では、放射線処置プ
ランは、診断Ｘ線像に対して最大許容画像年齢（例えば、ビーム送出の終了時）を指定す
る画像年令スレッシュホールドを含む。
【００３１】
　図４は、本発明の一実施形態により放射線処置プランを作成する方法４００を示す。こ
の方法４００は、処置中に既存の放射線処置プランを調整することもできる。例えば、臨
床医が、処置を開始する前又は処置中に画像年令スレッシュホールド（最大許容画像年齢
）を選択した場合には、方法４００は、画像年令スレッシュホールドに基づいて既存の放
射線処置プランを調整することができる。一実施形態では、方法４００は、放射線処置シ
ステム（例えば、放射線処置システム２００又は３００）により遂行される。或いは又、
方法４００は、処置プランニングシステム、又は他の形式の画像ガイド処置システムによ
り遂行されてもよい。
【００３２】
　ブロック４０５において、処置プランニングシステム（又は処置付与システム）は、タ
ーゲット（例えば、患者の病理解剖学的部位）へ送出されるべき複数の放射線処置ビーム
を決定する。各放射線処置ビームは、多数の考えられるノードの１つから送出される。更
に、各放射線処置ビームは、選択されたノードにおいて特定の方向から送出されてもよい
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。例えば、放射線処置ビームは、アイソセンターを狙わないように方向付けされたＬＩＮ
ＡＣ２０１により送出されてもよい。
【００３３】
　ブロック４１０において、画像年令スレッシュホールド（最大許容画像年齢）の選択が
受け取られる。画像年令スレッシュホールドの選択は、臨床医から受け取られるか、又は
予想されるターゲットの動きに基づいて計算される。選択される画像年令スレッシュホー
ルドは、ターゲットの動きの予想量に基づくもので、例えば、同じ又は同様の手順を受け
ている患者の統計学的に顕著な経歴サンプルに基づくものである。例えば、前立腺は、１
０秒の周期では臨床学的に著しく動かない。それ故、患者／ターゲットの動きが前立腺の
周囲の健康な組織への望ましからぬ放射線ビーム送出を生じないように保証するために、
１０秒の最大画像年齢が選択される。Ｘ線像形成頻度及びＸ線像形成周期は、画像年令ス
レッシュホールドに基づいて計算される。例えば、画像年令スレッシュホールドが１０秒
である場合には、計算されたＸ線像形成周期が１０秒以下となる。Ｘ線像形成頻度は、診
断Ｘ線像が取り出される最小頻度を指示する。Ｘ線像形成周期は、順次の診断Ｘ線像の間
の最大時間長さを指示するもので、Ｘ線像形成頻度の逆数である。更に別の実施形態では
、画像年令スレッシュホールドがＸ線像形成頻度及びＸ線像形成周期を定義する。
【００３４】
　一実施形態では、像形成システムは、越えることのできない固有の最大持続可能像形成
頻度を有する。更に別の実施形態では、最大持続可能像形成頻度より高い頻度で診断Ｘ線
像を取り出すべき場合には、最大持続可能像形成頻度の要件を満足するように遅延が導入
される。例えば、５秒ごとより高い頻度で診断Ｘ線像を取り出せずそして以前のＸ線の２
秒後に新たな診断Ｘ線像を取り出すべきであることを最大持続可能像形成頻度が指示する
場合には、以前のＸ線の５秒後にそれを取り出するように新たなＸ線及び処置が遅延され
る。これは、像形成システムへのダメージを防止する。
【００３５】
　ブロック４１２において、処置プランニングシステム（又は処置付与システム）は、発
生されるべき診断Ｘ線像をスケジュールする。処置中に、診断Ｘ線像は、以前に発生され
た像、例えば、ＤＲＲ、又は以前の診断Ｘ線像と比較され、放射線処置ビームを送出する
前のターゲット位置を決定する。ブロック４１５において、処置プランニングシステム（
又は処置付与システム）は、次の放射線処置ビームの完了で画像年令スレッシュホールド
を越えたかどうか決定し、その場合には、この方法は、ブロック４２０へ進む。
【００３６】
　ブロック４２０において、放射線処置ビームが複数の放射線処置ビームへ分割される。
複数の放射線処置ビームの各々は、元の放射線処置ビームと同じ電力レベル、ノード位置
及び方向を有するが、複数の処置ビームの各々が画像年令スレッシュホールド以内に完了
するように短い時間巾を有する。一実施形態では、複数の放射線処置ビームの各々の時間
巾は、画像年令スレッシュホールドより短い。或いは又、複数の放射線処置ビームの時間
巾は、平均で放射線処置ビームがほぼ画像年令スレッシュホールド以下となるように選択
することができる。このような実施形態では、画像年令スレッシュホールドの長さの例え
ば２０％も画像年令より長い放射線処置ビームは存在しないように、最大放射線処置ビー
ム時間巾がセットされる。従って、放射線処置ビームは、時間巾が画像年令スレッシュホ
ールドの１２０％までとなる。それ故、画像年令スレッシュホールドの１２０％までに完
了しない放射線処置ビームは、それに先行して診断Ｘ線像があって、充分に低い画像年令
を保証し、それ故、放射線の送出前にターゲット位置の充分高い信頼性を保証する。従っ
て、診断Ｘ線像は、放射線処置ビームを送出する前のターゲット位置情報として信頼する
のに古過ぎることはない。
【００３７】
　ブロック４２５において、システムは、最後の診断Ｘ線像が取り出されて以来経過した
時間量が、次の処置ビームが完了するまでに画像年令スレッシュホールドを越えるかどう
か決定し、その場合には、診断Ｘ線像は、次の放射線処置ビームを送出する前にターゲッ
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トの位置を決定するために信頼するには古過ぎることになる。処置ビームの送出が画像年
令スレッシュホールドを越えて延びる場合には、ターゲットは、放射線処置ビームの送出
中に許容量を越えて動き、放射線処置ビームの一部分が健康な組織へ偶発的に送出される
ことがある。次の処置ビームが完了する前に画像年令スレッシュホールドを越える場合に
は、この方法は、ブロック４３０へ進む。さもなければ、この方法は、ブロック４３５へ
進む。ブロック４３０において、次の放射線処置ビームの送出を開始する前に診断Ｘ線像
を取り出すようにスケジュールされる。この方法は、次いで、ブロック４３５へ進む。一
実施形態では、放射線処置ビームの時間巾は、処置ビームの準備のために処置ビームが実
際に送出されるまでに経過する時間を含む。このような時間は、ここでは、狙い修正オー
バーヘッドと称され、（例えば、ノード間及び／又はノード内のＬＩＮＡＣの再位置付け
のために）ＬＩＮＡＣを所定の位置及び／又は方向に位置付けるのに要する時間を含む。
【００３８】
　ブロック４３５において、処置プランニングシステム（又は処置付与システム）は、そ
の処置プランに含まれた付加的な放射線処置ビームがあるかどうか決定する。付加的な放
射線処置ビームがある場合には、この方法はブロック４１５へ戻り、次の放射線処置ビー
ムが画像年令スレッシュホールドと比較される。さもなければ、この方法は終了となり、
処置プランが完了する。
【００３９】
　処置プランは、患者処理の期間を著しく増加せずに、方法４００に基づいて変更するこ
とができる。更に、患者から取り出す診断Ｘ線像の最終的な数は、他の像形成方法より著
しく増加されない（例えば、設定された数の処置ビームが各診断Ｘ線像の間に送出される
方法と比較して）。その結果、患者に対する全体的な放射線露出は、方法４００を実施す
る結果として著しく増加せず、処置付与精度が高められる。Ｘ線像形成による放射線露出
は、図８を参照して以下に詳細に述べる。
【００４０】
　図５Ａ－５Ｃは、本発明の一実施形態による規範的な処置プランの一部分を示すタイミ
ング図である。図５Ａにおいて、規範的処置プラン５００は、方法４００により調整され
ていない。処置プラン５００は、取得するのに３秒を要する診断Ｘ線像５０２を、それに
続いて、１秒を要するＬＩＮＡＣ再位置付け５０４（例えば、ＬＩＮＡＣに向いたロボッ
トアームの移動）を要求する。ＬＩＮＡＣ再位置付けの後に、第１の処置ビーム５０６が
１２秒間送出され、それに続いて、ＬＩＮＡＣ再位置付け５０８が別の１秒間行われるよ
うにスケジュールされる。次いで、第２の処置ビーム５１０が６秒間送出される。
【００４１】
　図５Ｂは、本発明の一実施形態により、１０秒の画像年令スレッシュホールドに基づい
て方法４００により調整された後の規範的処置プラン５００に対応する規範的処置プラン
５２０を示す。図示されたように、第１の診断Ｘ線像５０２及びＬＩＮＡＣ再位置付け５
０４は、不変である。しかしながら、第１の処置ビーム５０６は、画像年令スレッシュホ
ールドを越える時間巾を有し、処置ビーム１Ａ　５２６及び処置ビーム１Ｂ　５３４へと
分割される。６秒の時間巾を有する処置ビーム１Ａ　５２６は、第２の診断Ｘ線像５０２
が取り出された後に送出されるようスケジュールされる。処置ビーム１Ａ　５２６の送出
が完了した直後に処置ビーム１Ｂ　５３４の送出が行われた場合には、処置ビーム１Ｂ　
５３４の送出が完了すると、画像年令スレッシュホールドを越える。それ故、処置ビーム
１Ｂ　５３４の送出の前に、第２の診断Ｘ線像５３０を取り出すようにスケジュールされ
る。第２の処置ビーム５１０を送出するようにスケジュールされる前に、第３の診断Ｘ線
像５３８を取り出すようにスケジュールされる。
【００４２】
　第２の診断Ｘ線像５３０及び第３の診断Ｘ線像５３８が取り出される前に、処置アイソ
センターに向けてＬＩＮＡＣを再位置付けするために付加的なＬＩＮＡＣ再位置付け５２
８及び５３６が指示される。このようなＬＩＮＡＣ再位置付け５２８、５３６は、ＬＩＮ
ＡＣが診断Ｘ線像と干渉しない（例えば、その一部分を阻止しない）よう保証するための
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予防策である。一実施形態において、どのＬＩＮＡＣ位置がＸ線像形成と干渉するか分か
り、全体的な処置時間を短縮するために新たな診断Ｘ線像の取得に関連してロボットの動
きをプランニングする。当業者であれば、ここに示す時間及び期間は、全て、例示に過ぎ
ず、それに限定されないことが明らかであろう。本教示の範囲を越えることなくより長い
又はより短い時間又は期間を使用することができる。
【００４３】
　図５Ｃは、本発明の別の実施形態により、１０秒の画像年令スレッシュホールドに基づ
いて方法４００により調整された後の規範的処置プラン５００に対応する規範的処置プラ
ン５４０を示す。図５Ｃにおいて、第１の処置ビーム５０６は、時間巾が１０秒の処置ビ
ーム１Ａ　５４６と、時間巾が２秒の処置ビーム１Ｂ　５５４とに分離される。処置ビー
ム１Ａ　５４６が送出された後に、第２の診断Ｘ線像５５０が取り出される。しかしなが
ら、図５Ｂに示す例とは異なり、図５Ｃでは、第２の診断Ｘ線像５５０の時間から１０秒
が経過する前に処置ビーム１Ｂ　５５４及び第２の処置ビーム５１０の両方を送出するこ
とができる。図５Ｃに示すように、処置プランニングシステムは、必要とされる診断Ｘ線
像の数を最小にし、患者への全体的なＸ線露出を減少できるように処置ビームを分割する
ことができる。
【００４４】
　図６は、Ｘ線像形成のタイミングを制御するための方法６００の一実施形態を示す。一
実施形態において、この方法６００は、図２の放射線処置システム２００又は図３の放射
線処置システム３００により遂行される。ブロック６０５において、予想されるターゲッ
トの動き、複数の放射線処置ビーム、及び初期のＸ線像形成頻度／周期を含む放射線処置
プランが受け取られる。初期のＸ線像形成頻度／周期は、画像年令スレッシュホールドに
基づくものである。一実施形態において、Ｘ線像形成頻度及びＸ線像形成周期は、画像年
令スレッシュホールドに基づくターゲットのＸ線像形成頻度及びターゲットのＸ線像形成
周期を反映する。ある診断Ｘ線像の実際のタイミングは、Ｘ線像形成周期より早くに又は
Ｘ線像形成周期より遅くにこれら診断Ｘ線像を取り出せるようにする。それ故、診断Ｘ線
像の実際のタイミングは、初期Ｘ線像形成頻度／周期に対して平均となる。処置ビームを
どのように分割するか及び診断Ｘ線像をいつスケジュールするかの例については、図５Ａ
－５Ｃを参照されたい。
【００４５】
　画像ガイド型放射線処置は、受け取られた処置プランを使用して開始される。ブロック
６１０において、ターゲットの診断Ｘ線像が取得される。診断Ｘ線像は、好ましくは近傍
の敏感な構造部への放射線処置ビームの送出を回避しながら、放射線処置ビームをターゲ
ットへ正確に送出するために、ターゲットの位置を計算するのに使用される。ターゲット
のＸ線像を取得するのに続いて、１つ以上の放射線処置ビームが送出される。
【００４６】
　Ｘ線像の年齢が画像年令スレッシュホールドを越える場合には、より多くの放射線処置
ビームを送出する前に付加的な診断Ｘ線像を取得することができる。これは、放射線処置
ビームが精密で且つ正確であることを保証できる。ブロック６１５において、ターゲット
の付加的なＸ線像が取得される。ブロック６２０において、像形成システムは、ターゲッ
トの動きを追跡するために第１の診断Ｘ線像を付加的な診断Ｘ線像と比較する。順次の像
間の差を利用して、患者座標系を処置座標系と位置合わせし、処置ビームが病理解剖学的
部位に対して正確に位置付けられるよう保証する。順次の像間の差は、特徴認識、パター
ン強度マッチング、等の良く知られた方法を使用して測定することができる。
【００４７】
　ブロック６２５において、ターゲットの動きが、予想されるターゲットの動きに基づく
処置公差内であるかどうか決定される。例えば、ある量のターゲットの動きが、処置プラ
ンにより予想され、考慮される。しかしながら、順次の診断Ｘ線像の間の差が、その予想
され又は計画された動きの量とは異なるターゲットの動きの量を指示する場合には、放射
線ビームを良好に向けるためにＸ線像形成頻度を調整する必要がある。従って、ターゲッ
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トの動きが処置公差内にない場合には（例えば、順次の診断Ｘ線像の間の差で指示される
ターゲットの動きが、ある時間間隔中に、計画又は予想されるターゲットの動きより大き
い場合には）、この方法は、ブロック６３０へ進み、Ｘ線像形成頻度が高められる（画像
年令スレッシュホールドが下げられる）。例えば、患者の前立腺が１ｍｍ／分の速度で動
くことが予想され、Ｘ線像形成頻度は、最初に、前立腺の動きが順次の診断Ｘ線像の間で
１ｍｍ以下であるようにセットされる。しかしながら、前立腺の動きが順次の診断Ｘ線像
の間で１ｍｍを越えることが検出された場合には、Ｘ線像形成頻度を高めて、前立腺の動
きが順次の診断Ｘ線像の間で１ｍｍ以下となるように保証することができる。順次の診断
Ｘ線像の間の時間間隔が減少される場合には、予想より大きなターゲットの動きに応答し
て診断Ｘ線像の合計数が増加される。
【００４８】
　一実施形態において、ターゲットの動きが、予想されるターゲットの動きにほぼ等しい
場合には、この方法は、ブロック６６０へ進む。ターゲットの動きが、予想されるターゲ
ットの動きより小さい場合には、この方法は、ブロック６３５へ進み、Ｘ線像形成頻度が
下げられ（画像年令スレッシュホールドが上げられ）、その後、この方法は、ブロック６
４５へ進む。順次の診断Ｘ線像の間の時間間隔が、予想されるターゲットの動きより小さ
いことに応答して増加される場合には、Ｘ線像の合計数が減少される。
【００４９】
　ブロック６４５において、同じノード及び方向を有する放射線処置ビームを合成しても
Ｘ線像形成周期（これは、画像年令スレッシュホールドに基づく）内に送出を完了できる
かどうか決定される。例えば、処置プランは、特定ドーズの放射線をＬＩＮＡＣの特定の
位置及び方向からターゲットに送出すべきことを識別する。初期のＸ線像形成頻度／周期
のために、そのドーズの放射線を複数の処置ビームにおいて送出して、画像年令スレッシ
ュホールドの後に患者へ送出される処置ビームがないようにしてもよい。Ｘ線像形成頻度
を下げると、これら複数の処置ビームの幾つかを合成しても、画像年令スレッシュホール
ドを満足する。例示のために、図５Ａ－５Ｃを参照して述べた例において画像年令スレッ
シュホールドが１２秒に調整された場合には、処置プラン５２０及び５４０を、処置プラ
ン５００に類似するように改訂することができる。処置ビームを合成できる場合には、こ
の方法は、ブロック６５５へ進み、さもなければ、この方法は、ブロック６６０へ進む。
【００５０】
　ブロック６４０において、放射線処置ビームがＸ線像形成周期の外側で送出を完了する
（画像年令スレッシュホールドを越えて延びる）かどうか決定される。放射線処置ビーム
がＸ線像形成周期内に送出を完了しない場合には、この方法は、ブロック６５０へ進む。
さもなければ、この方法は、ブロック６６０へ進む。
【００５１】
　ブロック６５０において、Ｘ線像形成周期の外側で送出を完了する（画像年令スレッシ
ュホールドを越えて延びる）放射線処置ビームは、複数の放射線処置ビームへ分割される
。例えば、放射線処置ビームの時間巾がＸ線像形成周期より大きい場合には、それが分割
される。
【００５２】
　ブロック６６０において、像形成システムは、Ｘ線像又は付加的なＸ線像に基づいてタ
ーゲットの位置を計算する。ブロック６６５において、処置システムは、ターゲット位置
を使用して放射線処置ビームを向ける。
【００５３】
　ブロック６７０において、処置が完了したかどうか決定される。処置がまだ完了しない
場合には、この方法は、ブロック６７５へ続く。処置が完了した場合には、この方法は、
終了となる。
【００５４】
　ブロック６７５において、処置システムは、診断Ｘ線像の年齢が、完了時間の前に画像
年令スレッシュホールドを越えるかどうか決定する。診断Ｘ線像の年齢が、完了時間の前
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に画像年令スレッシュホールドを越える場合には、この方法は、ブロック６１５へ進み、
新たな診断Ｘ線像が得られる。さもなければ、この方法は、ブロック６６５へ進み、別の
放射線処置ビームが患者へ送出される。
【００５５】
　一実施形態において、順次のＸ線像に基づきターゲットの動きを計算するのではなく、
方法６００では、検出された患者の動きに基づいてターゲットの動きが推測される。この
ような患者の動きは、画像データを収集する光学スキャナ、レーザレンジファインダー、
ＲＦＩＤシステム、等により検出される。或いは又、動き検出装置でターゲットの動きを
直接測定してもよいが、放射線処置ビームを送出する目的でターゲットの位置を正確に識
別するに充分なほど高い解像度を有していない。例えば、動き検出装置は、ターゲットの
超音波画像を取り出す超音波イメージャーである。このような実施形態では、ブロック６
１５において、ターゲットの動きを表すＸ線像以外のデータが、Ｘ線像に代わって又はＸ
線像に加えて、取得される。このような実施形態では、ブロック６２０がスキップされ、
ターゲットの動きを表すデータを使用して、ターゲットの動きの量を決定することができ
る。
【００５６】
　図７Ａは、Ｘ線像形成のタイミングを制御する方法７００の別の実施形態を示す。この
方法７００は、単一の診断Ｘ線像、又は異なる時間に撮影される複数の診断Ｘ線像のタイ
ミングを制御することができる。複数の診断Ｘ線像のタイミングが制御される場合には、
このような制御は、Ｘ線像形成頻度（及びＸ線像形成周期）を制御することを含む。一実
施形態では、方法７００は、放射線処置システム３００又は放射線処置システム２００に
より遂行される。
【００５７】
　ブロック７０５において、ターゲットの診断Ｘ線像が取得される。ブロック７１０にお
いて、ターゲットの動きを表す測定データ（例えば、診断Ｘ線、超音波センサの読み、カ
メラの読み、等）が取得される。測定データは、図３を参照して述べた動き検出装置３１
３で患者を監視することにより取得される。或いは又、測定データは、順次の診断Ｘ線像
の比較、及び／又は現在の診断Ｘ線像と事前処置像との比較を使用して、予想より大きな
ターゲットの動きが生じたかどうか決定する像形成システムにより取得される。
【００５８】
　ブロック７１５において、ターゲットの動きが分析され、そしてユーザ選択又は予め決
定された動きスレッシュホールドと比較される。ターゲットの動きは、筋肉の引きつり、
発作（例えば、咳、クシャミ、身震い、等）、自発的な患者の動き（例えば、患者が身体
を移動する）、又は徐々の動き（例えば、膀胱がいっぱいになる又は筋肉が弛緩する）に
よるもののような突然の患者の動きから生じる。このような患者／ターゲットの動きは、
放射線処置ビームがターゲットを外れてその周囲の健康な組織及び重要な構造部に当たる
ようにさせるに充分な動きをターゲットに生じさせる。ターゲットの動きが動きのスレッ
シュホールドを越えた場合には、この方法は、ブロック７２０へ進み、ターゲットの付加
的な診断Ｘ線像が取得される。更に、Ｘ線像形成頻度を使用してＸ線像形成のタイミング
を制御する場合には、ターゲットの動きの増加を考慮するようにＸ線像形成頻度を変更す
ることができる。ターゲットの動きがターゲットのスレッシュホールド内である場合には
、この方法は、ブロック７２５へ進み、そこで、像形成システムは、診断Ｘ線像及び／又
は付加的な診断Ｘ線像に基づいてターゲットの位置を計算する。ブロック７３０において
、処置システムは、ターゲットの位置を使用して画像ガイド型処置を遂行する。
【００５９】
　図７Ｂは、Ｘ線像形成を制御する方法７５０の更に別の実施形態を示す。この方法７５
０は、単一の診断Ｘ線像、又は異なる時間に撮影される複数の診断Ｘ線像のタイミングを
制御することができる。複数の診断Ｘ線像のタイミングが制御される場合には、このよう
な制御は、Ｘ線像形成頻度（及びＸ線像形成周期）を制御することを含む。一実施形態で
は、方法７５０は、放射線処置システム３００又は放射線処置システム２００により遂行
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される。
【００６０】
　ブロック７５５において、ターゲットの診断Ｘ線像が取得される。Ｘ線像は、ターゲッ
トの１つ以上の２Ｄ投影Ｘ線像、３Ｄ　ＣＴ像、等である。ブロック７６０において、Ｘ
線像に基づきターゲットの位置が計算される。計算された位置を使用して、放射線処置ビ
ームを当てる場所を正確に決定することができる。ブロック７６５において、計算された
ターゲット位置に基づき放射線処置を開始又は再開する。
【００６１】
　ブロック７７０において、ターゲットの動きを表す測定データが取得される。処置の進
行中に、ターゲットの動きを表す測定データが連続的に又は周期的に取得される。測定デ
ータは、超音波センサ、カメラのような光学センサ、圧力センサ、レーザレンジファイン
ダー、電磁センサ、或いはユーザへイオン化放射線を送出せずに動き検出を行うことので
きる他のセンサ（例えば、Ｘ線像形成システム以外のセンサ）により取得することができ
る。一実施形態では、測定データは、センサによりリアルタイムで取得される。或いは又
、測定データは、（各Ｘ線像に伴い患者へ送出される放射線ドーズのために）Ｘ線像形成
で達成できるか又はそれで望まれるものより高い（潜在的にかなり高い）頻度で得ること
ができる。一実施形態では、測定データは、高い絶対的な位置精度を与えない。むしろ、
測定データは、患者の動き及び／又はターゲットの動きを検出するに充分な相対的な位置
精度を与えてもよい。
【００６２】
　ブロック７７５において、ターゲットの動きを決定又は推定するために測定データが分
析される。測定データは、ターゲットの動きを直接測定したものでもよいし、或いはター
ゲットの動きを表す体外又は体内目印の動きを測定したものでもよい。体外の目印は、例
えば、患者の胸部又は頭部を含む。ターゲットの動きは、ユーザ選択された又は予め決定
された特定の動きスレッシュホールドと比較される。ターゲットの動きが動きスレッシュ
ホールドを越える（特定の処置公差から外れる）場合には、この方法は、ブロック７８０
へ進む。ターゲットの動きが動きスレッシュホールドを越えない（特定の処理公差内にあ
る）場合には、この方法は、ブロック７８５へ進む。
【００６３】
　ブロック７８０において、放射線処置が休止されるか、又は患者へ送出されている現在
放射線処置ビームが完了とされ、その後、処置が休止される。この方法は、次いで、次の
Ｘ線像を取得するためにブロック７５５へ戻る。
【００６４】
　ブロック７８５において、システムは、放射線処置が完了したかどうか決定する。処置
工程のための全ての放射線処置ビームが患者へ送出されたときに放射線処置が完了となる
。放射線処置が完了しない場合には、この方法は、ブロック７９０へ進み、最後のＸ線像
に基づいて計算されたターゲット位置を使用して放射線処置が続けられる。この方法は、
次いで、ブロック７７０へと続き、ターゲットの動きを表す測定データを取得し続ける。
放射線処置が完了した場合には、この方法が終了となる。
【００６５】
　患者から得られる各診断Ｘ線像は、患者をある量の放射線に露出させる。診断Ｘ線像が
患者を露出させるところの放射線の量は、Ｘ線源の電力レベルと、診断Ｘ線像を発生する
のに使用される診断Ｘ線ビームの期間とに依存する。画像ガイド型処置中に、典型的に、
複数の診断Ｘ線像が撮影される。それ故、画像ガイド型処置（単一の処置工程及び／又は
複数の処置工程を含む）は、患者を高レベルの放射線に露出させることがある。一実施形
態では、送出され及び患者へ送出される放射線の量が監視される。処置のための合計放射
線露出が放射線露出スレッシュホールドを越える場合には、患者へ送出される合計放射線
量を減少するように処置プランが調整される。
【００６６】
　図８は、本発明の一実施形態により患者のＸ線露出を監視する方法８００を示す。この
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方法８００は、放射線処置プランに対してＸ線像形成頻度又は画像年令スレッシュホール
ドが変更されるときに行われる。或いは又、この方法８００は、患者が過剰な放射線に露
出されないよう保証するために周期的に又は連続的に行われてもよい。一実施形態では、
この方法８００は、放射線処置システム３００又は放射線処置システム２００によって行
われる。
【００６７】
　ブロック８０５において、患者の現在放射線処置露出が決定される。現在放射線処置露
出は、患者が受けたＸ線の回数と、各Ｘ線の電力及び期間とに基づき（即ち、Ｘ線像形成
を通して患者へ送出されたドーズに基づき）決定することができる。これらの各値は、診
断Ｘ線像が撮影されるときに記録され、及び／又は患者の放射線処置プランに含まれる。
ブロック８１０において、予想される将来の診断Ｘ線像の数が識別され、これは、処置中
に患者へ送出される全Ｘ線像を含む。処置は、数日又は数週の期間にわたり行われるか、
又は１日で行われる。将来のＸ線像の数は、放射線処置プランにスケジュールされる像の
数を分析することにより決定される。或いは又、将来の像の数は、Ｘ線像形成頻度に基づ
いて決定されてもよい。ブロック８１５において、将来のＸ線像形成によって送出される
放射線の量が決定され、これは、将来のＸ線像の電力レベル及び期間に基づいて計算する
ことができる。ブロック８２０において、現在放射線露出量と、予想される将来の放射線
露出力を加算することにより、患者の全放射線露出量が決定される。ブロック８２５にお
いて、全予想患者放射線露出量が放射線露出スレッシュホールドと比較される。全予想放
射線露出量が放射線露出スレッシュホールドを越える場合には、この方法は、ブロック８
３０へ進む。さもなければ、この方法は終了となる。
【００６８】
　ブロック８３０において、患者が露出される放射線量を減少するために、患者の放射線
処置プランが変更される。放射線露出量を減少するために行うことのできる変更は、例え
ば、像形成頻度を下げて、患者へ送出されるＸ線の回数を制限することである。一実施形
態では、最大像形成頻度がセットされる。臨床医がその最大像形成頻度を越えて像形成頻
度を調整するように試みる場合には、臨床医は、患者が非健康的な放射線レベルまで露出
される旨の警告を受ける。或いは又、最大像形成頻度を越えることができないようにして
もよい。放射線露出量を減少するために画像処置プランに対して行うことのできる変更の
別の例は、診断Ｘ線像の電力レベルを下げることである。又、当業者に明らかなように、
他の調整を行うこともできる。ブロック８３５において、患者に対する予想及び現在放射
線露出量が表示される。この方法は、次いで、終了となる。
【００６９】
　図９は、本発明の特徴を具現化する放射線処置の遂行に使用されるシステムの一実施形
態を示す。図９に示され、以下に述べるように、システム９００は、診断像形成システム
９０５と、処置プランニングシステム９１０と、処置付与システム９１５と、動き検出シ
ステム９０６とを備えている。一実施形態では、診断像形成システム９０５及び動き検出
システム９０６は、単一のユニットへと合成される。
【００７０】
　動き検出システム９０６は、患者の動き及び／又はターゲットの動きを検出できる任意
のシステムでよい。例えば、動き検出システム９０６は、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）
システム、超音波システム、ビデオカメラ、等である。動き検出システム９０６は、患者
及び／又はターゲットの動きを検出するための１つ以上のセンサ９０８を含む。例えば、
ビデオカメラは、レンズと、入射光を電気信号へと変換するための電荷結合デバイス（Ｃ
ＣＤ）のアレイとを含む。
【００７１】
　センサ（１つ又は複数）９０８は、動き検出動作を制御しそしてセンサデータを処理す
るためにデジタル処理システム９１２へ結合される。動き検出システム９０６は、デジタ
ル処理システム９１２及びセンサ９０８の間でデータ及びコマンドを転送するためにバス
又は他の手段９８２を備えている。デジタル処理システム９１２は、１つ以上の汎用プロ
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セッサ（例えば、マイクロプロセッサ）、特殊目的プロセッサ、例えば、デジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）、又は他の形式の装置、例えば、コントローラ又はフィールドプログ
ラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）を含む。又、デジタル処理システム９１２は、メモリ
、記憶装置、ネットワークアダプタ、等の他のコンポーネント（図示せず）も含む。デジ
タル処理システム９１２は、ターゲットの動きを計算する。デジタル処理システム９１２
は、データリンク９８４を経て処置付与システム９１５へ又はデータリンク９８８を経て
診断像形成システム９０５へターゲットの動きを送信し、データリンクは、例えば、直接
リンク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）リンク、又はインターネットのようなワ
イドエリアネットワーク（ＷＡＮ）である。更に、システム間で転送される情報は、例え
ば、リモート診断又は処置プランニング構成において、システムを接続する通信媒体にわ
たってプル又はプッシュされる。
【００７２】
　診断像形成システム９０５は、その後の医療診断、処置プランニング、及び／又は処置
付与に使用できる患者の医療診断画像を発生できる任意のシステムである。例えば、診断
像形成システム９０５は、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）システム、磁気共鳴像形成（Ｍ
ＲＩ）システム、陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）システム、超音波システム、等である。
説明を容易にするために、診断像形成システム９０５は、時々、ＣＴＸ線像形成形態に関
連して以下に説明する。しかしながら、上述したような他の像形成形態も使用できる。
【００７３】
　一実施形態において、診断像形成システム９０５は、像形成ビーム（例えば、Ｘ線、超
音波、高周波、等）を発生するための像形成線源９２０と、この像形成線源により発生さ
れたビーム、或いはその像形成線源からのビームで刺激された二次ビーム又は放射を（例
えば、ＭＲＩ又はＰＥＴスキャンにおいて）検出し受け取るための像形成検出器９３０と
を備えている。
【００７４】
　像形成線源９２０及び像形成検出器９３０は、像形成動作を制御し像データを処理する
ためにデジタル処理システム９２５へ結合される。一実施形態において、診断像形成シス
テム９０５は、動き検出システム９０６から動きデータを受け取り、その動きデータに基
づき像をいつ取得すべきか決定する。別の実施形態では、診断像形成システム９０５は、
処置付与システム９１５から像形成コマンドを受け取る。
【００７５】
　診断像形成システム９０５は、デジタル処理システム９２５、像形成線源９２０及び像
形成検出器９３０の間でデータ及びコマンドを転送するためのバス又は他の手段９８０を
含む。デジタル処理システム９２５は、１つ以上の汎用プロセッサ（例えば、マイクロプ
ロセッサ）、特殊目的プロセッサ、例えば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、或いは
他の形式の装置、例えば、コントローラ又はフィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）を含む。又、デジタル処理システム９２５は、メモリ、記憶装置、ネットワーク
アダプラ、等の他のコンポーネント（図示せず）も含む。デジタル処理システム９２５は
、デジタル診断画像を標準フォーマット、例えば、ＤＩＣＯＭ（医療デジタル像形成及び
通信）フォーマットで発生するように構成される。他の実施形態では、デジタル処理シス
テム９２５は、他の標準的又は非標準的デジタル像フォーマットを発生する。デジタル処
理システム９２５は、データリンク９８３を経て処置付与システム９１５へ診断像ファイ
ル（例えば、上述したＤＩＣＯＭフォーマットのファイル）を送信し、そのデータリンク
は、例えば、直接リンク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）リンク、又はインター
ネットのようなワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）である。更に、システム間で転送さ
れる情報は、例えば、リモート診断又は処置プランニング構成において、システムを接続
する通信媒体にわたってプル又はプッシュされる。リモート診断又は処置プランニングで
は、ユーザは、システムユーザと患者との間に物理的な分離が存在しても、本発明の実施
形態を利用して、患者を診断又は処置することができる。
【００７６】
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　処置付与システム９１５は、処置プランに合致するようにターゲット体積部への規定の
放射線ドーズを管理するための治療及び／又は手術用放射線源９６０を含む。又、処置付
与システム９１５は、放射線源９６０を制御し、診断像形成システム９０５及び／又は動
き検出システム９０６からデータを受け取って処理し、且つ処置寝台９７５のような患者
支持装置を制御するためのデジタル処理システム９７０も備えている。このデジタル処理
システム９７０は、２つ以上の立体的投影により診断像形成システム９０５から受け取ら
れる２Ｄ放射線写真画像を、診断像形成システム９０５においてデジタル処理システム９
２５により発生されるデジタル再構成放射線写真（ＤＲＲ）及び／又は処置プランニング
システム９１０において処理装置９４０により発生されるＤＲＲと位置合わせするように
構成される。又、デジタル処理システム９７０は、１つ以上の汎用プロセッサ（例えば、
マイクロプロセッサ）、特殊目的プロセッサ、例えば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、又は他の形式の装置、例えば、コントローラ又はフィールドプログラマブルゲートア
レイ（ＦＰＧＡ）を含む。又、デジタル処理システム９７０は、メモリ、記憶装置、ネッ
トワークアダプタ、等の他のコンポーネント（図示せず）も含む。
【００７７】
　一実施形態において、デジタル処理システム９７０は、処理装置により実行されるべき
インストラクション及び情報を記憶するために処理装置に結合されたランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）又は他のダイナミック記憶装置を含むシステムメモリを備えている。又、
このシステムは、処理装置によるインストラクションの実行中に一時的変数又は他の中間
情報を記憶するためにも使用される。又、このシステムは、処理装置のスタティック情報
及びインストラクションを記憶するためのリードオンリメモリ（ＲＯＭ）及び／又は他の
スタティック記憶装置も備えている。
【００７８】
　更に、デジタル処理システム９７０は、情報及びインストラクションを記憶するための
１つ以上の記憶装置（例えば、磁気ディスクドライブ又は光学ディスクドライブ）を表す
記憶装置も備えている。この記憶装置は、ここに述べる処置付与ステップを遂行するため
のインストラクションを記憶するのに使用される。デジタル処理システム９７０は、バス
９９２又は他の形式の制御及び通信インターフェイスにより放射線源９６０及び処置寝台
９７５に結合される。
【００７９】
　又、デジタル処理システム９７０は、ターゲットと、放射線源９６０により送出される
処置放射線ビームとの整列を維持するように診断Ｘ線像形成のタイミングを管理する方法
（例えば、上述した方法３００ないし８００）を実施する。
【００８０】
　一実施形態では、処置付与システム９１５は、バス９９２を経てデジタル処理システム
９７０に接続された入力装置９７８及びディスプレイ９７７を備えている。ディスプレイ
９７７は、ターゲットの動き速度（例えば、処置中のターゲット体積部の動き速度）を識
別するトレンドデータを示すことができる。又、ディスプレイは、患者の現在放射線露出
量及び患者の投影放射線露出量も示すことができる。入力装置９７８は、臨床医が処置中
に処置付与プランのパラメータを調整できるようにする。例えば、臨床医は、入力装置９
７８を経て新たな画像年令スレッシュホールド又はターゲット動きスレッシュホールドを
選択することができる。
【００８１】
　処置プランニングシステム９１０は、処置プランを作成し及び変更するための処理装置
９４０を備えている。この処理装置９４０は、１つ以上の汎用プロセッサ（例えば、マイ
クロプロセッサ）、特殊目的プロセッサ、例えば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
或いは他の形式の装置、例えば、コントローラ又はフィールドプログラマブルゲートアレ
イ（ＦＰＧＡ）を表している。処理装置９４０は、ここに述べる処置プランニング操作を
遂行するためのインストラクションを実行するように構成される。
【００８２】
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　又、処置プランニングシステム９１０は、処理装置９４０によって実行されるべき情報
及びインストラクションを記憶するためにバス９８６により処理装置９４０に結合された
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は他のダイナミック記憶装置を含むシステムメモリ
９３５も備えている。又、システムメモリ９３５は、処理装置９４０によるインストラク
ションの実行中に一時的変数又は他の中間情報を記憶するのにも使用される。又、システ
ムメモリ９３５は、処理装置９４０のスタティック情報及びインストラクションを記憶す
るためにバス９８６に結合されたリードオンリメモリ（ＲＯＭ）及び／又は他のスタティ
ック記憶装置も含む。
【００８３】
　又、処置プランニングシステム９１０は、情報及びインストラクションを記憶するため
にバス９８６に結合された１つ以上の記憶装置（例えば、磁気ディスクドライブ又は光学
ディスクドライブ）を表す記憶装置９４５も備えている。この記憶装置９４５は、ここに
述べる処置プランニングステップを遂行するためのインストラクションを記憶するのに使
用される。
【００８４】
　又、処理装置９４０は、ユーザに情報（例えば、ＶＯＩの２Ｄ又は３Ｄ表現）を表示す
るために陰極線管（ＣＲＴ）又は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のようなディスプレイ装置
９５０へ結合される。情報及び／又はコマンド選択を処理装置９４０へ通信するために、
キーボードのような入力装置９５５が処理装置９４０に結合される。又、方向性情報を通
信し、処理装置９４０のコマンドを選択し、そしてディスプレイ９５０上のカーソル移動
を制御するために、１つ以上の他のユーザ入力装置（例えば、マウス、トラックボール又
はカーソル方向キー）が使用されてもよい。
【００８５】
　処置プランニングシステム９１０は、そのデータベース（例えば、記憶装置９４５に記
憶されたデータ）を、処置付与システム９１５のような処置付与システムと共有し、処置
付与の前に処置プランニングシステムからエクスポートする必要がないようにする。処置
プランニングシステム９１０は、直接的リンク、ＬＡＮリンク又はＷＡＮリンクであるデ
ータリンク９９０を経て処置付与システム９１５へリンクされる。
【００８６】
　データリンク９８３、９８４及び９９０がＬＡＮ又はＷＡＮ接続として実施されるとき
には、診断像形成システム９０５、処置プランニングシステム９１０、動き検出システム
９０６及び／又は処置付与システム９１５のいずれかを分散した位置に置き、それらシス
テムが互いに物理的にリモートであるようにすることに注意されたい。或いは又、診断像
形成システム９０５、処置プランニングシステム９１０、動き検出システム９０６及び／
又は処置付与システム９１５のいずれかを１つ以上のシステムに置いて互いに一体化して
もよい。
【００８７】
　ここに述べる方法及び装置は、医療診断像形成及び処置のみに使用するよう限定されな
いことに注意されたい。別の実施形態では、ここに述べる方法及び装置は、医療技術分野
以外の用途、例えば、工業用像形成及び材料の非破壊試験（例えば、自動車産業における
モータ拘束、航空機産業における機体、建設産業における溶接、及び石油産業におけるド
リルコア）、並びに地震探査にも使用できる。このような用途では、例えば、「処置」と
は、一般的に、放射線ビーム（１つ又は複数）を当てることを指す。
【００８８】
　以上の説明から、本発明の態様は、少なくとも一部分はソフトウェアで実施できること
が明らかであろう。即ち、その技術は、コンピュータシステム又は他のデータ処理システ
ムにおいて、そのプロセッサ、例えば、デジタル処理システム９７０がメモリに含まれた
インストラクションのシーケンスを実行するのに応答して、実施することができる。種々
の実施形態において、ハードウェア回路をソフトウェアインストラクションと組み合せて
本発明を実施することができる。従って、その技術は、ハードウェア回路及びソフトウェ
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アの特定の組み合わせ、又はデータ処理システムにより実行されるインストラクションの
特定のソースに限定されない。更に、この説明を通じて、種々の機能及び動作は、説明を
簡単にするために、ソフトウェアコードにより遂行され又は引き起こされるものとして述
べる。しかしながら、当業者であれば、デジタル処理システム９７０のようなプロセッサ
又はコントローラによるコードの実行から機能が生じることが明らかであろう。
【００８９】
　データ処理システムにより実行されたときにそのシステムが本発明の種々の方法を遂行
するところのソフトウェア及びデータを記憶するのにマシン読み取り可能な媒体を使用す
ることができる。この実行可能なソフトウェア及びデータは、例えば、システムメモリ及
び記憶装置を含む種々の場所、或いはソフトウェアプログラム及び／又はデータを記憶で
きる他の装置に記憶することができる。
【００９０】
　従って、マシン読み取り可能な媒体は、マシン（例えば、コンピュータ、ネットワーク
装置、パーソナルデジタルアシスタント、製造ツール、１組の１つ以上のプロセッサを伴
う装置、等）によりアクセスできる形態で情報を与える（即ち、記憶及び／又は送信する
）メカニズムを含む。例えば、マシン読み取り可能な媒体は、記録可能／記録不能な媒体
（例えば、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気デ
ィスク記憶媒体、光学的記憶媒体、フラッシュメモリ装置、等）、並びに電気的、光学的
、音響的又は他の形態の伝播信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号、等）、
等々を含む。
【００９１】
　ここに述べる方法及び装置は、医療診断像形成及び処置のみに使用するよう限定されな
いことに注意されたい。別の実施形態では、ここに述べる方法及び装置は、医療技術分野
以外の用途、例えば、工業用像形成及び材料の非破壊試験に使用されてもよい。このよう
な用途では、例えば、「処置」とは、一般的に、ビーム（例えば、放射線、音響、等）の
付与のような、処置プランニングシステムにより制御される動作の遂行を指し、「ターゲ
ット」とは、非解剖学的対象物又は領域を指す。
【００９２】
　幾つかの実施形態は、コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶されるインストラクショ
ンを含むコンピュータプログラム製品として実施される。これらインストラクションは、
ここに述べる動作を遂行するために汎用プロセッサ又は特殊目的プロセッサをプログラム
するのに使用される。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータにより読み取り
できる形態（例えば、ソフトウェア、処理アプリケーション）で情報を記憶又は送信する
ためのメカニズムを含む。コンピュータ読み取り可能な媒体は、磁気記憶媒体（例えば、
フロッピーディスケット）、光学記憶媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ）、磁気光学記憶媒体
、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、消去可能なプロ
グラマブルメモリ（例えば、ＥＰＲＯＭ及びＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、或いは
電子的インストラクションを記憶するのに適した別の形式の媒体を含むが、それらに限定
されない。
【００９３】
　更に、幾つかの実施形態は、コンピュータ読み取り可能な媒体が２つ以上のコンピュー
タシステムに記憶され及び／又はそれにより実行されるような分散型コンピューティング
環境において具現化される。更に、コンピュータシステム間で転送される情報は、コンピ
ュータシステムを接続する通信媒体を横切ってプル又はプッシュされてもよい。
【００９４】
　ここに述べる方法の動作は、特定の順序で図示して説明したが、幾つかの動作を逆の順
序で遂行するように、或いはある動作を、少なくとも一部分、他の動作と同時に遂行する
ように、各方法の動作の順序を変更することができる。別の実施形態では、個別の動作の
インストラクション又はサブ動作が間欠的に及び／又は交互に行われてもよい。
【００９５】
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　以上、本発明の特定の実施形態を参照して説明した。しかしながら、特許請求の範囲に
規定された本発明の広い精神及び範囲から逸脱せずに種々の変更や修正がなされ得ること
は明らかである。従って、明細書及び添付図面は、例示に過ぎず、それに限定されない。
【符号の説明】
【００９６】
　２００：画像ガイド型放射線処置システム
　２０１：リニアアクセラレータ（ＬＩＮＡＣ）
　２０２：ロボットアーム
　２１０：像形成システム
　２０３Ａ、２０３Ｂ：Ｘ線源
　２０４Ａ、２０４Ｂ：Ｘ線検出器
　２０６：処置寝台
　２２０：ターゲット
　２２５：患者
　２３０：プロセッサ
　２３５：ロボットアーム
　３００：画像ガイド型放射線処置システム
　３１０：像形成システム
　３１２：動き検出装置
　３１３：Ｘ線像形成装置
　３４０：検出フィールド
　３５０：像形成フィールド
　９０５：診断像形成システム
　９１０：処置プランニングシステム
　９１５：処置付与システム
　９２０：像形成線源
　９２５：デジタル処理システム
　９３０：像形成検出器
　９３５：システムメモリ
　９４０：処理装置
　９４５：記憶装置
　９５０：ディスプレイ
　９５５：入力装置
　９６０：放射線源
　９７０：デジタル処理システム
　９７５：処置寝台
　９７８：入力装置
　９７７：ディスプレイ
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