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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
身体領域にエネルギーを付与するシステムであって：
　エネルギーアプリケーターを含む走査ヘッドであって、下部チャンバーを有し、そして
機械的連結に離脱可能に取り付けられ、複数のモーター駆動ユニットが作動して該下部チ
ャンバーの領域内のエネルギーアパーチャ上で該エネルギーアプリケーターを移動する操
作ヘッド；
　該走査ヘッドをスペース中に吊るす手段；
　該走査ヘッドおよび該吊るす手段に連結された処置コントローラーであって、該処置コ
ントローラーが、該走査ヘッドを位置決めするための案内を提供しながら、該走査ヘッド
の位置およびエネルギー送達をモニターするよう適合されている処置コントローラー；お
よび
　該処置コントローラー、該モーター駆動ユニットおよび該エネルギーアプリケーターを
連結する少なくとも１つの電子ユニットを備え、該処置コントローラーが該モーター駆動
ユニットおよび該エネルギーアプリケーターと電子通信し、該処置コントローラーが該下
部チャンバー内の該エネルギーアプリケーターの位置を制御し得る、システム。
【請求項２】
前記吊るす手段が、前記走査ヘッドのスペース中の位置を追跡する手段をさらに備える、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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前記処置コントローラーが、前記走査ヘッドの手動位置決めを基に処置領域を決定し、該
処置コントローラーが使用者から他の処置情報を受容するよう適合されている、請求項１
または２に記載のシステム。
【請求項４】
前記エネルギーアプリケーターが、少なくとも１つの振動トランスデューサーを備える、
請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
前記エネルギーアプリケーターが、前記走査ヘッド内に位置決め可能に取り付けられる、
請求項１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
前記走査ヘッドが、前記処置コントローラーと電子通信している前記モーター駆動ユニッ
トおよび前記機械的連結を備える制御されたエネルギーアプリケーター取り付けシステム
を備え、それによって、該処置コントローラーが該走査ヘッド内の該エネルギーアプリケ
ーターの位置を調節し得る、請求項１～５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
前記走査ヘッドが、前記処置コントローラーと電子通信する操縦ディスプレイを備え、そ
れによって、該処置コントローラーが使用者のための案内情報を表示し得る、請求項１～
６のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
前記吊るす手段が、関節アームを備える、請求項１～７のいずれか１項に記載のシステム
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２００３年１２月３０日に出願された出願番号第１０／７５０，３７０号（
代理人書類番号第０２１３５６－０００５００ＵＳ号）の一部継続出願であり、そして２
００３年１２月３０日に出願された出願番号第１０／７５１，３４４号（代理人書類番号
第０２１３５６－０００６００ＵＳ号）の一部継続出願である。
【０００２】
　本出願はまた、２００３年１２月３０日に出願された先行する仮出願番号第６０／５３
３、９８８号（代理人書類番号第０２１３５６－００１０００ＵＳ号）、および２００３
年１２月３０日に出願された先行する仮出願番号第６０／５３３、９５８号（代理人書類
番号第０２１３５６－００１２００ＵＳ号）の利益を主張している。上記の出願の各々の
全体の開示は、参考として本明細書中に援用される。
【０００３】
　本出願の主題は、以下の出願の主題に関連している：「使い捨て可能なトランスデュー
サーシール」と題する第１０／７５０，３６９号；「位置トラッキングデバイス」と題す
る第６０／５３３，５２８号；「移動コントロールを備えた超音波治療ヘッド」と題する
第６０／５３４，０３６号；および「コンポーネント超音波トランスデューサー」と題す
る第６０／５３４，０３４号；これらの出願の各々の全体の開示は、本明細書中に参考と
して援用される。
【背景技術】
【０００４】
　１．発明の分野。本発明は、脂肪組織（脂肪）の破壊のためのシステムおよび方法に関
する。
【０００５】
　２．先行技術の記載。身体彫刻（Ｂｏｄｙ　ｓｃｕｌｐｔｉｎｇ）は、人の体重を減少
するため、そして人々をより痩身でよりすばらしい体格に修復するための高度に追求され
た手順に発展した。美容整形外科の分野は、ツールおよび技法の両方における開発ととも
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に相当に腫張した。迅速な体重損失および身体彫刻の両方のための１つの流行している手
順は、脂肪吸引である。
【０００６】
　脂肪吸引は、所望されない脂肪を彫刻（ｓｃｕｌｐ）および除去することによって、異
なる身体領域の形状および輪郭を劇的に改善し得る身体輪郭付けの方法である。毎年、２
００，０００を超える脂肪吸引手順が実施されている。脂肪吸引の分野における最近の革
新および進歩は、腫張技法および超音波支援技法を含む。伝統的な脂肪吸引は、所望の位
置に小切開を作ること、次いで、脂肪層中で皮膚の下に中空チューブまたはカニューレを
挿入することによってなされた。カニューレは、減圧に連結され、そして脂肪は、高い吸
引圧力の下で吸引される。この手順は、脂肪、連結組織、血管および神経組織を無差別に
除去した。この手順は、出血、あざ、外傷、および血液損失を引き起こし、除去可能な脂
肪の量を制限した。
【０００７】
　腫張技法は、手術の間に、より少ない血液損失で、有意により多くの脂肪の除去を可能
にする。腫張脂肪吸引は、吸引の前に、脂肪層に、大量の生理食塩水およびアドレナリン
溶液を注入する。カニューレが再び吸引デバイスとして用いられ脂肪を除去する。この手
順は、伝統的脂肪吸引の出血を減少する。しかし、この手順はなお、構造的組織、血液お
よび神経尾部の有意な量を除去する。
【０００８】
　最も最近認められた革新は、超音波支援脂肪形成術（ＵＡＬ）である。ＵＡＬは、超音
波周波数で振動する先端部を有するチタンカニューレを利用する。この振動は、接近容量
脂肪細胞を破壊し、そしてそれらを容易な除去のために本質的に液化する。ＵＡＬは、低
出力吸引を用い、そしてカニューレ先端部の近傍にある脂肪物質のみを引き込む。この技
法は、より洗練され、そして組織に対して穏やかであり、より少ない血液損失、より少な
いあざ、より少ない痛み、および有意により迅速な回復がある。
【０００９】
　外科的手順のための超音波の使用は、ＵＡＬに限定されない。高強度集中超音波（ＨＩ
ＦＵ）技法は、他者によって癌治療のために採用されている。
【００１０】
　Ｃａｉｎらによる米国特許第６，３０９，３５５号（特許文献１）は、標的組織で微小
気泡を生成し、そして次にこの微小気泡が近傍組織を破壊するためのキャビテーション効
果を生成するようにするために超音波供給源を用いる方法を開示している。好ましい実施
形態は、低周波数超音波供給源（５００ｋＨｚ未満）を利用し、キャビテーションを引き
起こす。診断器具を用いて、個体の外科的損傷の位置を決定する。
【００１１】
　ＥｓｈｅｌらによるＰＣＴ出願ＷＯ　０２／０５４０１８　Ａ２（特許文献２）は、同
時に非脂肪組織を溶解しないで、ヒト身体の領域中の脂肪組織を溶解する方法を提供する
。この方法は、診断造影システムおよびＨＩＦＵエネルギーで照射されている領域の跡を
追うためのコンピューターと組み合わせた、身体内のＨＩＦＵの使用を記載している。
【００１２】
　過去１０年間に亘り、ＨＩＦＵの発展においていくつかの革新があった。強度は、気泡
がキャビテーションから形成されるとき、非常に短い時間（約１秒間）で沸騰が起こる点
まで増加された。気泡は、超音波の吸収および付随する組織の迅速な加熱を大いに増加し
た。Ｔｈｅ　Ｈａｉｆｕ（Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ、Ｃｈｉｎａ）会社は、超音波を用いる固
形腫瘍の処置のための治療デバイスを生産した。超音波エネルギーは、アプリケーターが
腫瘍を含む組織を取り囲む水バッグ内を移動する間に付与される。
【００１３】
　その他の治療養生法は、組織を壊死するために熱機構に主に依存している。いくつかの
文献は、組織温度を壊死レベルまで必ずしも増加することなく、組織中でキャビテーショ
ンを生成することを報告している。これらの方法は、キャビテーションの気泡を生成する
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（しばしば「安定」キャビテーションと称される）ために、組織に高強度連続波（ＣＷ）
超音波養生法を適用し、これらの気泡の主要な目的は、吸収を増加すること、および加熱
時間を減少することである。パルス波（ＰＷ）超音波と同様に迅速に繰り返される非常に
高強度の短パルスを用いて治療を適用することは、一般に、非常に短い寿命（ミクロ秒）
のキャビテーション気泡を生成し得る。これらの気泡は、大量の同時組織加熱なくして短
（約５～３０秒間）パルスによって周期的に繰り返され得る有意な組織に対する機械的損
傷を生じる。養生法パラメーターを注意深く求めることは、せん断力、一時的キャビテー
ションショック波、または安定なキャビテーション圧力を通じて、例えば、組織を熱壊死
レベルまで必ずしも加熱することなく、機械的損傷を増大し得る。
【００１４】
　ＨＩＦＵ治療は、適用されたいくつかの方法および方法の組み合わせであり得る。大部
分のＨＩＦＵ養生法は、ＨＩＦＵ適用を１つのスポットに位置決めること、および所定の
時間、代表的には１～４秒間出力をオンにすることにより適用されている。強度レベルは
、代表的には、アプリケーターの焦点で組織を凝固壊死の点まで加熱するように選択され
るが、水の沸点（１００℃）を超えて組織を加熱することを報告するものもある。超音波
処理の期間の後、アプリケーターは、オフされ、そして新たな位置；代表的には、先の適
用から数ｍｍはなれた位置に移動される。アプリケーターは、組織が冷却するために所定
の時間を有するまで再びオンされず、これは、数秒から数分までのいずれかであり得る。
このアプリケーターは、再びオンされ、そして新たな損傷が生成される。大容量の組織を
処置することは、このようなアプローチでは数時間を要し得る。
【００１５】
　以下のさらなる文献（特許文献３～２０）が、当該技術分野で関連している：５，７６
９、７９０；６，１１３，５５８；５，８２７，２０４；５，１４３，０６３；５，２１
９，４０１；５，４１９，７６１；５，６１８，２７５；６，０３９，０４８；６，４２
５，８６７；５，９２８，１６９；６，３８７，３８０；６，３５０，２４５；６，２４
１，７５３；５，５２６，８１５；６，０７１，２３９；５，１４３，０６３；６，６８
５，６３９およびＷＯ００／３６９８２。
【００１６】
　上記に記載された参考文献は、本発明に関連する超音波技術、およびヒトの身体内で組
織を破壊するためにそれらを用いる方法を論議している。しかし、先行技術の間には、認
知し得る欠点が存在する。患者が、魅力があると見出す結果を達成するために、患者およ
び医師が一緒に作業して所望の身体彫刻プランを計画することを可能にすることの教示は
ない。患者で行われたことに関して、１つの治療セッションから次までの情報を正確に記
憶するための手段が先行技術にはない。これは、すべての処置が一度に行われることを必
要にし、これは、患者が過剰処置されるか、または医師が、先のセッションでなされたこ
とを決定するために、患者の脂肪組織領域を感じるかまたは見ることによるいずれかによ
って推定しなければならない可能性を生じる。患者が非侵襲的なＨＩＦＵ処置を受けた場
合、医師は、処置に続いて適切な所望されるものを完全に失い、そしてそれを決定するこ
とができない。
【００１７】
　さらに、先行技術の超音波手順は、大容量の組織を迅速に取り扱う能力に苦しむ。従っ
て、容量または大量の量を取り扱う限り、侵襲的手順が好ましい。
【特許文献１】米国特許第６，３０９，３５５号明細書
【特許文献２】国際公開０２／０５４０１８号パンフレット
【特許文献３】米国特許第５，７６９、７９０号明細書
【特許文献４】米国特許第６，１１３，５５８号明細書
【特許文献５】米国特許第５，８２７，２０４号明細書
【特許文献６】米国特許第５，１４３，０６３号明細書
【特許文献７】米国特許第５，２１９，４０１号明細書
【特許文献８】米国特許第５，４１９，７６１号明細書
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【特許文献９】米国特許第５，６１８，２７５号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，０３９，０４８号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，４２５，８６７号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，９２８，１６９号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，３８７，３８０号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，３５０，２４５号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，２４１，７５３号明細書
【特許文献１６】米国特許第５，５２６，８１５号明細書
【特許文献１７】米国特許第６，０７１，２３９号明細書
【特許文献１８】米国特許第５，１４３，０６３号明細書
【特許文献１９】米国特許第６，６８５，６３９号明細書
【特許文献２０】国際公開００／３６９８２号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　従って、本発明の目的は、患者および医師が適切な治療処置を決定し得、そして達成可
能な結果のための感覚を得る手段を提供することである。
【００１９】
　患者中の脂肪組織の容量の正確な決定のための手段を提供することが、本発明のさらな
る目的である。
【００２０】
　本発明のなお別の目的は、患者が所望の治療の経過を経時的に展開し得、大規模手順を
一度にすべて行う不快さおよび危険を減少またはなくすような、患者における治療手順お
よびそれらの効果の正確な追跡のための手段を提供することである。
【００２１】
　ヒト身体内の外科的損傷配置の正確なマッピングのための手段を提供することが本発明
のさらなる目的である。
【００２２】
　侵襲的手順の容量と類似の容量で脂肪組織の迅速に破壊するための手段および方法を提
供することが本発明のなおさらなる目的である。
【００２３】
　これら目的の１つ以上のいずれかが以下の開示で取り扱われる。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　（発明の簡単な要旨）
　本明細書中に記載されるのは、脂肪組織の破壊のためのシステムおよび方法である。第
１の実施形態では、身体領域にエネルギーを付与するシステムがあり、このシステムは、
エネルギーアプリケーターを含む走査ヘッド、この走査ヘッドをスペース中に吊るす手段
、およびこの走査ヘッドおよびこの吊るす手段に連結された処置コントローラーを備える
。この処置コントローラーは、上記走査ヘッドを位置決めするための案内を提供しながら
、上記走査ヘッドの位置およびエネルギー送達をモニターするよう適合されている。
【００２５】
　第２の実施形態では、一致した局所解剖学的および表面近傍皮下組織マップを生成する
システムがあり、このシステムは、患者身体の表面イメージを生成する三次元造影装置；
この患者身体の皮下イメージを生成する組織造影装置；およびこの表面イメージおよび皮
下イメージの複数のマーカーを一致させる相関操作デバイスを備える。
【００２６】
　第３の実施形態では、医療デバイスを位置決めするシステムがあり、このシステムは：
ロボットアーム；このロボットアームを制御するための第１の制御手段；治療ヘッド内で
移動可能に位置決めされる医療デバイスであって、この治療ヘッドが上記ロボットアーム
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に連結されている医療デバイス；この治療ヘッド内の医療デバイスの移動を制御するため
の第２の制御手段；ならびに上記ロボットアーム、上記第１の制御手段、上記医療デバイ
スおよび上記第２の制御手段と電子通信し、かつそれらの協働操作のための電子コントロ
ーラーを備える。
【００２７】
　なお別の実施形態では、医療デバイスを位置決めするシステムがあり、このシステムは
、ロボットアーム；このロボットアームを制御する制御手段；治療ヘッド内で固定して位
置決めされる医療デバイスであって、この治療ヘッドが上記ロボットアームに連結されて
いる医療デバイス；および上記制御手段から受容した移動指示を変換し、そしてこの移動
指示を上記ロボットアームにリレーするための電子コントローラーを備える。
【００２８】
　別の実施形態では、患者の身体上でエネルギーエミッターの移動を案内する装置があり
、この装置は、少なくとも１つのエネルギーエミッターを有する移動可能な治療ヘッド；
案内リング；およびこの案内リングの移動を追従し、かつ上記治療ヘッドをこの案内リン
グ内で実質的に中央に維持する追跡システムを備える。
【００２９】
　なお別の実施形態では、医療デバイスを位置決めするシステムがあり、このシステムは
、負荷平衡化アーム；治療ヘッド内に移動可能に位置決めされる医療デバイスであって、
この治療ヘッドが上記負荷平衡化アームに連結されている医療デバイス；およびこの治療
ヘッド内の医療デバイスの移動を制御する手段を備える。
【００３０】
　記載されるシステムを用いるための方法もまたある。１つの実施形態では、身体領域に
エネルギーを付与する方法があり、この方法は、第１に、処置コントローラーに処置計画
を提供する工程、第２に、この処置コントローラーによって生成される案内に応答して身
体表面上で走査ヘッドを、この走査ヘッドからエネルギーを送達しながら手動で走査する
工程、第３に、この走査ヘッドの位置、およびエネルギー送達をモニターして位置データ
を生成し、そしてこの位置データを上記処置コントローラーに転送する工程、そして、最
後に、上記位置および／またはエネルギー送達が上記処置計画を外れる場合に警告を発生
する工程を包含する。
【００３１】
　第２の実施形態には、脂肪移植治療手順を実施する方法があり：（ａ）治療的超音波処
置に対する人の適合性を決定する工程；（ｂ）この人の処置されるべき領域をマークする
工程；（ｃ）治療的超音波手順のためにこの人を位置決めする工程；（ｄ）マークした領
域をコンピューター中に走査する工程；（ｅ）手順を計画するソフトウェアパッケージを
用いて上記治療的超音波手順を設定する工程；（ｆ）この手順を計画するソフトウェアに
より制御されたコンピューターシステムを用いてこの治療的超音波手順を起動する工程；
（ｇ）この手順を計画するソフトウェアを用いて上記治療手順の進行を記録する工程；お
よび（ｈ）上記人に、指示され得るように任意のさらなる作動後の支援を提供する工程を
包含する。
【００３２】
　別の実施形態では、治療的超音波を用いて患者中の脂肪組織を破壊する方法があり、患
者の脂肪組織の１つ以上の位置を決定する工程、この患者を処置ベッドに位置決めする工
程；および患者の脂肪組織の位置を、治療的超音波トランスデューサーで照射する工程を
包含する。
【００３３】
　なお別の実施形態では、３Ｄ身体マップを生成する方法が開示される。脂肪組織容量の
位置で３Ｄ身体マップを生成する方法は、３Ｄ造影システムを用いて身体の３Ｄイメージ
を生成する工程、身体の３Ｄイメージをコンピューター読み取り可能なフォーマットに入
力する工程、この身体の３Ｄ身体マップを３Ｄマッピングソフトウェアアプリケーション
で生成する工程、およびこの身体を、上記３Ｄマッピングソフトウェアアプリケーション
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と電子通信する診断超音波デバイスで、この診断超音波デバイスによって検出された脂肪
組織が、上記３Ｄ身体マップ中に適切に配置されるように走査する工程を包含する。
【００３４】
　なお別の実施形態では、３Ｄ身体マップを利用する身体彫刻方法があり、破壊されるべ
き脂肪組織の容量について３Ｄ身体マップを分析する工程、身体彫刻手順を用いて安全に
破壊され得る脂肪組織の量を決定する工程、第２の３Ｄ身体マップを生成するために破壊
される脂肪組織の容量を差し引く工程を包含し、ここで、医師および患者が、上記第１の
３Ｄ身体マップと複数の第２の３Ｄ身体マップのいずれかとを比較し得、実施されるべき
身体彫刻手順の所望の量を選択する。
【００３５】
　別の実施形態では、脂肪組織を破壊する方法があり、処置されるべき組織の容量および
面積を決定する工程；およびこの容量を、該組織の面積の上を連続運動で通過するパルス
波（ＰＷ）ＨＩＦＵトランスデューサーで処置する工程を包含する。
【００３６】
　なお別の実施形態では、負荷平衡化アームを用いてスペース中に超音波治療ヘッドを位
置決めする方法があり、この治療ヘッドは、この治療ヘッド内に吊るされたエネルギーア
プリケーターのための移動コントローラーを備える。この方法は、第１に、この治療ヘッ
ドに力を付与する工程、そして第２に、この移動コントローラーに電子的案内を提供する
工程を包含する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　定義
　現在の論議では、本発明者らは、「処置コントローラー」を、本発明とともに用いられ
る医療手順の計画、調整および操作を行うデバイスとして言及する。この処置コントロー
ラーは、コンピューターデバイスである。それは、専用の特別に構築されたコンピュータ
ーシステム、または本発明のシステムの指令および制御：すなわち、治療ヘッド、エネル
ギーエミッターおよび機械的アームの必要な程度までの制御：を提供するために十分なハ
ードウェアおよびソフトウェアリソースを備えた汎用目的コンピューターである。本発明
者らは、しばしば、治療計画ソフトウェア、処置コントローラー、または超音波治療を実
施するためのプログラムという。これら要素の各々は、一般に、上記処置コントローラー
の役割を、本発明の機能的要素または上記処置コントローラーの特定のサブユニットとし
て言及している。
【００３８】
　さらに、本発明者らは、ハードウェアまたはソフトウェアにかかわらず、構成要素間の
電子信号および電力の連結のすべての形態を含むために、本明細書中で用語「電子通信」
を用いている。従って、本発明者らは、電子通信として、データ、指令、コード、および
／または電力の送信をいい、このような送信は、一方向、二方向、または、このような電
力または情報のためのクエリーまたは指令または要求に応答するか否かによらない。パー
ツ間の電子の任意の意図される移動は、「電子通信」である。
【００３９】
　「治療ヘッド」により、本発明者らは、エネルギーアプリケーターを含むためのハウジ
ングを意味する。このハウジングは、ハウジングのかさを最小にしてエネルギーアプリケ
ーター上に適合されて形成されるよう特別に設計され得るか、またはハウジングは、さら
なるデバイスの取り込みのためにさらなる容量も有する。このようなデバイスは、ハウジ
ング内でエネルギーアプリケーターを移動するための小さなモーターシステム、または流
体リザーバーの使用、またはさらなるセンサーを有すること、治療ヘッドの外部に位置決
めされる構成要素に情報をリレーするための案内デバイスを含み得る。先の記載では、本
発明者らは、用語「端部エフェクター」または「エフェクター」を「治療ヘッド」に割り
当てた。用語「治療ヘッド」、「エフェクター」、「走査ヘッド」および「端部エフェク
ター」は、交換可能に考慮される。
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【００４０】
　ＨＩＦＵシステム説明
　本発明は、身体領域へのエネルギーの付与のためのシステムである。このシステムは、
３つの原則サブシステムを有している：走査ヘッド、懸垂（吊るす）デバイスおよび処置
コントローラーである。この走査ヘッドは、エネルギーアプリケーターおよび流体リザー
バーを含む。懸垂デバイスは、代表的には、機械的アームである。第３の構成要素は、上
記走査ヘッドおよびこの走査ヘッドを吊るすための手段と電子通信する処置コントローラ
ーである。この処置コントローラーは、上記走査ヘッドを位置決めするための案内を提供
しながら、上記走査ヘッドの位置および／またはエネルギー送達をモニターするように適
合されている。
【００４１】
　本発明のシステムＰ１０は、エネルギーアプリケーター６００を含む走査ヘッド５００
を有する（図１を参照のこと）。このシステムＰ１０はまた、機械的アーム２００のよう
な、この走査ヘッドをスペース中に吊るすための手段を有している。この吊るす手段は、
走査ヘッド５０の重量の大部分を保持し、そして使用者がこの走査ヘッド５００をスペー
ス中に手動で再位置決めするか、またはこの走査ヘッドがロボットコントローラーを通じ
てロボットにより移動されるかのいずれかを可能にする。この吊るす手段はまた、患者の
身体に対するこの走査ヘッドの位置に対応する追跡情報を提供し得る。データは、この走
査ヘッド５００から、それがスペースを通じて移動しているときに集められ得、この走査
ヘッドの追跡情報を提供する。この走査ヘッドおよび吊るす手段に連結された処置コント
ローラー２５０もまた存在する。この処置コントローラーは、コンピューター４００の一
部かまたは個々のインテリジェントデバイスであり得る。この処置コントローラーは、使
用者に、この走査ヘッドが患者の身体に対して移動すべき場所に関する案内を提供しなが
ら、この走査ヘッドの位置およびエネルギー送達をモニターする。
【００４２】
　このシステム１０は、必要に応じて複数のキャスター１０２上に取り付けられるベース
１００を有する。車輪ブレーキ１１０を用いて、このベース１００をその場に固定し得る
。随意のハンドル１２０は、ベース１００を移動するために用いられ得る。このベース１
００は、独立のデバイスとして、またはより大きなコンピューター４００の一部として、
処置コントローラー２５０を含む。モーター２３２のような、随意の原動力生成デバイス
がまた、このベース１００中に含まれ得る。機械的アーム２００は、ステム２０２を通じ
てベース１００に係留される。回転接続部２１２はまた、回転エンコーダー２２２を含み
得る。
【００４３】
　各アームセグメントは、対応する接続部２１４、２１６、２１８および随意のエンコー
ダー２２４、２２６、２２８を有する。アームセグメント２０４、２０６、２０８は、ベ
ースから延び、そして治療ヘッド（または走査ヘッド）５００を支持する。保持具２６０
を用いて治療ヘッド５００を機械的アーム２００の最遠位セグメント２０８に連結する。
さらなる接続部２４０、２１０は、治療ヘッド５００または随意の表示デバイス２４２に
追加された程度の自由度を提供する。各アームセグメント内に含まれて、治療ヘッド５０
０をスペース中で移動するため、または治療ヘッドの重量を対抗して平衡化するために用
いられる力生成デバイス２３４、２３６、２３８がある。
【００４４】
　本発明者らは、ここで、次に、サブシステムの各々を論議する。
【００４５】
　走査ヘッド
　走査ヘッド（治療ヘッドとも呼ぶ）は、エネルギーアプリケーター、および治療手順の
間にエネルギーアプリケーターの有効な作動のために必要なさらなるデバイスを含むハウ
ジングである。複数の設計が、走査ヘッドサブシステムにおける使用のためから選択され
得る。この治療ヘッドは、一般に、この治療ヘッドの底にアパーチャを備えたチャンバー
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を有する、反転キャップまたはベルの形態である。このチャンバーは、２つのセクション
に分割され得、上部チャンバーおよび下部チャンバーを形成、それらの間にはシールがあ
る。上部チャンバーは、エネルギーアプリケーターの操作および制御のために必要である
ような電子製品およびモーター駆動ユニットを含む。下部チャンバーは、エネルギーアプ
リケーター、超音波と組み合わされる流体およびこのシステムの適正な作動のために必要
と見なされるようなセンサーを含む。
【００４６】
　好ましくは、この治療ヘッドの外部設計は、使用者が、治療ヘッドを移動する間、それ
を片腕で保持し得るよう、またはそれを患者の皮膚表面に対して配向するように人間工学
的である。この人間工学的適合は、保持および案内のためであり、重量を保持するためで
はない。なぜなら、この治療ヘッドは、機械的手段によって支持されることが意図されて
いるからである。この治療ヘッド（図２）は、保持具２６０によって機械的アーム２００
に連結される。治療ヘッドの上端部から、治療ヘッド内側の構成要素を処置コントローラ
ー２５０と連結するために用いられる複数の連結線５３１、電子コントローラー（コンピ
ューター）４００、および脱気システム７がある。これらの線は、治療ヘッド５００とベ
ースユニット１００との間の電子および流体通信を維持する。
【００４７】
　原則実施形態では、治療ヘッドは、上部チャンバー５０４および下部チャンバー５０２
を有する。これら２つのチャンバーを分離する流体密なシールがあり、そして１つ以上の
通過ポートが存在し得る。通過ポートが存在する存在する場合、それらは、機械的連結５
２０、５２８、電気通信線および可能には流体流れ線７１２のために用いられる。上部チ
ャンバー５０４は、好ましくは、１対のモーター駆動ユニット５０８、５１０を含む。下
部チャンバー５０２は、少なくとも１つのエネルギーアプリケーター６００を含む。この
エネルギーアプリケーターは、用いられるエネルギーの適正な形態に透明であるアパーチ
ャ５９０を通じて伝達する。モーター駆動ユニットとエネルギーアプリケーターとの間に
は連結手段がある。さらに、モーター駆動ユニット（単数または複数）、エネルギーアプ
リケーターおよび流体回路を、ベース中の対応する要素（処置コントローラーおよび脱気
システム７）と連結する複数のケーブルがある。
【００４８】
　脱気システム（図３）はベース１００中にあるが、下部チャンバー５０２まで延びる流
体回路７１２を有する。この流体回路は、流体ポンプ７０２、減圧ポンプ７０４、減圧チ
ャンバー７０６、およびガスのための排出管７２６を有する。必要に応じて、この脱気シ
ステムは、流体リザーバー７０８、冷却器７１０、排出バルブ７２０、７２２のセット、
ならびにバイパスバルブ７２４およびバイパス流体導管７１８を有し得る。センサー７１
６、７１４もまた、回路中の流体をモニターするために用いられ得る。下部チャンバー内
の流体５０２は、トランスデューサー６００を患者に支援して連結するために用いられ、
そしてトランスデューサー６００近傍の任意のキャビテーション効果を減少する。
【００４９】
　ここで、治療ヘッド５００（図４Ａ）がより詳細に示される。包囲５６６内には、エネ
ルギーアプリケーター６００がある。この包囲は、照射エネルギーをこの包囲から患者に
照射エネルギーを通過させることを可能にする窓５９０を有する。治療ヘッド５００は、
好ましくは、医師がそれを片手で心地よく移動するに十分小さくかつ軽い。この治療ヘッ
ド５００は、医師が、治療ヘッド５００の重量を持つ際に関節アーム２００によって支援
される場合、サイズおよび重量の両方が増加し得る。治療ヘッド５００と、外部コンピュ
ーター４００または処置コントローラー２５０との間に延びるデータリンク５７２が存在
する。頂部または上部チャンバー５０４、および下部または底部チャンバー５０２が存在
する。
【００５０】
　この治療ヘッド５００は、ベース１００によって支持される関節アーム２００上に取り
付けられ得る。この関節アーム２００はまた、コンピューター４００または処置コントロ
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ーラー２５０によってモニターまたは制御されるその動きおよび機能を有し得る。
【００５１】
　好ましくは、この治療ヘッド５００は、上記包囲内でエネルギーアプリケーター６００
を移動するためのモーター駆動５０８，５１０を含む。これらモーター駆動は、直接また
はギアアセンブリ（示さず）を通じて、１対のトラベラーロッド５２０、５２８に連結さ
れる。これらトラベラーロッドは、次に、１対のスロット付アクチュエーター５２０’、
５２８’を移動する。これらスロット付アクチュエーターは、これら２つのスロット付ア
クチュエーターの交差点にあるエネルギーアプリケーターを保持するトラベラーロッドに
沿って移動する。このトラベラーロッドがモーターからの移動に応答して回転するとき、
これらスロット付のアクチュエーターは、エネルギーアプリケーターを、スロット付トラ
ベラーロッドの移動の範囲全体に運ぶ。回転エンコーダー５３０は、エネルギーアプリケ
ーターの移動が正確に測定され得るように、トラベラーロッド５２０、５２８上に位置決
めされる。
【００５２】
　別の可能な実施形態では（図４Ｂ）、これらモーター駆動ユニット５０８、５１０は、
エネルギーアプリケーターに取り付けられたペレート５３４ｂに磁気により連結されてい
るプレート５３４ａを制御するために用いられ得る。このプレートは、モーターにより移
動され、そしてエネルギーアプリケーターは応答して移動する。エネルギーアプリケータ
ーは、磁気連結による以外は、任意の種類のトラベラーロッドまたは移動デバイスに物理
的に連結されていない。エネルギーアプリケーターが、処置コントローラー２５０および
コンピューター４００と電子通信するようにポートを通過する必要がなおある。しかし、
この通過さえ、短範囲「ワイヤレス」通信デバイスを用いることにより無くされ得る。
【００５３】
　下部チャンバー５０２は、流体連痛溶液７０１がチャンバー中に導入され得るように、
流体密である。流体は、エネルギーアプリケーターを取り囲み、そしてアプリケーターの
患者への連結を提供する。好ましくは、このエネルギーアプリケーターはＨＩＦＵトラン
スデューサーである。この流体は、超音波エネルギーが、治療ヘッドの外部まで伝達され
得るような連結を提供するために用いられる。この連結流体は、ベース１００中の脱気シ
ステムと連結される１対の供給ホースを通じて下部チャンバーから出入りして循環する。
ＨＩＦＵ放射はキャビテーションを引き起こすことが知られ、そしてキャビテーションは
、超音波伝達に逆に影響するので、上記システムが作動されている間、脱気された流体を
有することが所望される。従って、流体は、下部チャンバーに治療ヘッドの一方の側で入
り、そして他方の側で出る。流体流れは、流体が下部チャンバーを通って１つの方向に流
れるとき確立され、そしてＨＩＦＵ手順の間に形成し得る任意の気泡は、チャンバー内に
循環され、そして上記手順を潜在的に妨害することに代わって除去される。
【００５４】
　この脱気システム７は、溶液からガスを除去するために良好に確立された構成要素およ
び手順を利用する。さらに、冷却器がこの流体を冷却するために付加され得る。冷却され
た流体は、流体動力学の事項として、暖かい流体よりも気泡を形成する可能性が少ない。
さらに、冷却された連結流体は、治療トランスデューサー上の温度を支援して減少し、そ
してＨＩＦＵトランスデューサーが、熱蓄積なくして延長された時間作動することを可能
にする。この流体循環システムは、流体が、それが循環され得、そして効率的に脱気され
るように比較的低粘度を有する限り、超音波連結に適切な任意の流体を用い得る。好まし
い溶液は水である。
【００５５】
　走査ヘッドまたは治療ヘッド５００はまた、下部チャンバーの外部に多くのセンサーを
取り込み得る。エネルギーが通って伝達されるアパーチャが患者皮膚に対して配置される
。ＨＩＦＵ手順の間に、種々のセンサーが用いられ得、患者表面の上の治療ヘッドの効率
的な追跡を促進し、および上記デバイスの安全な作動を容易にする。この治療ヘッドはま
た、それに取り込まれた触覚センサーを有し得る。この触覚センサーは、第１の制御手段
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を通じ、または表示もしくは警告デバイスを通じて使用者に圧力フィードバックを提供す
る。このセンサーは、治療ヘッドが患者身体に奏する圧力を測定し、そして使用者に、耐
性フィードバック、または使用者が、治療ヘッドが手順の間に患者皮膚上に奏している圧
力の量を感じることを可能にする段階的な圧力情報のいずれかを提供する。このフィード
バックは、ロボットアームが患者を損傷することを防ぐために十分な触覚応答性を使用者
に与えるために用いられ得る。あるいは、このロボットアームは、患者への損傷を防ぐた
め、または手順の間に患者の皮膚輪郭を過剰に変形することを防ぐために耐性フィードバ
ック上に配置された安全制限を有し得る。詳細には、医療デバイスが、脂肪組織の処置の
ための治療トランスデューサーであるか、またはそれを含む場合、組織容量が、このトラ
ンスデューサーの焦点ゾーンが脂肪組織の容量内にもはやない程度まで過剰に圧縮または
変形されないことが重要である。この脂肪容量は、（筋肉組織または骨を有する領域また
は表面近傍の固い組織に対して）「柔軟」であるので、それは容易に変形される。従って
、上記触覚センサーは、患者皮膚上の小さな圧力でさえ応答性であるように必然的に調節
される。これは、使用者に最小の組織変形でより強力な耐性フィードバックを可能にする
。
【００５６】
　上記触覚センサーは、治療ヘッドを患者身体と接触して維持するために用いられる負荷
感知デバイスと組み合わせて働く。この負荷デバイスは、ロボットアームの力発生機構、
または皮膚表面と係合した治療ヘッドを維持するために治療ヘッドを通じて移送するに十
分な重量を可能にしながら、治療ヘッド重量の一部に対抗するために用いられる別個の対
抗平衡デバイスの一部であり得る。
【００５７】
　種々の追跡デバイスを用いて、治療ヘッドの位置および配向を、それが患者上を移動す
るとき、検出および追跡し得る。この位置情報は、記憶され、そして、所望であれば、正
確なマッピング特徴に取り込まれ得る。容量計測追跡プログラムは、処置される組織に関
するリアルタイム情報を提供し得る（以下を参照のこと）。
【００５８】
　１つの代替の実施形態では、上記走査ヘッドは、単一の流体で満たされたチャンバーの
みを有する。モーターアセンブリは、（流体密なケーシング中のモーターを用いて）アセ
ンブリ内に位置決めされるか、またはこのモーターアセンブリは治療ヘッドの外側にある
かのいずれかである。この実施形態では、モーターアセンブリは、アーム２００の遠位ア
ームセグメント２０８上の治療ヘッドに対向して位置決めされ得る。このモーターアセン
ブリは、エネルギーアプリケーター６００に、駆動ケーブル、タイミングベルトまたはそ
の他の機械的デバイスによって動きを与え得る。
【００５９】
　なお別の実施形態では、このモーター力は、流体駆動モーター、または流体駆動機械的
ドライバーを通じて押される加圧流体によって提供され得る。この実施形態では、治療ヘ
ッド中にすでに構築された流体力を用いて、エネルギーアプリケーターを移動するための
原動力をまた提供する。
【００６０】
　エネルギーアプリケーターは、好ましくは、組織走査に用いられ得る１つ以上の診断超
音波要素を有するＨＩＦＵ超音波トランスデューサーである。この「ａ－ライン」スキャ
ナーは、ＨＩＦＵトランスデューサーの焦点ゾーンを見破るために中心に置かれ得るか、
または焦点ゾーン近傍の組織を見るためにＨＩＦＵトランスデューサーの周囲の周りに配
列され得る。このａ－ラインセンサー走査は、ＨＩＦＵ走査の前、その間またはその後に
実施され得、そして好ましくは、このａ－ライン造影は、治療トランスデューサーと同時
に、ＨＩＦＵトランスデューサーのパルス波形態で交互的に、またはＨＩＦＵ焦点ゾーン
を通って、またはその周りの連続走査の形態のいずれかで行われる。エネルギーアプリケ
ーター６００（図４Ａ）は、複数の要素６０２、６０４、６０６によって表され、複数タ
イプのエネルギーアプリケーターを表し、単一のデバイスに組み合わせられ得、そして治
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療手順の間に協働して作動する。トランスデューサー容器６４０が、構成要素トランスデ
ューサーアセンブリが用いられる場合、多くのトランスデューサー要素をその場に保持す
るために用いられる。
【００６１】
　ＨＩＦＵトランスデューサーは、細胞壊死を引き起こすに十分なパラメーターの任意の
範囲で作動し得る。１つの実施形態では、本発明のシステムは、１ＫＨｚまたはそれ以上
のパルス反復周波数（ＰＲＦ）を用いて、３０ＭＰａまでの圧力で、１～４ＭＨｚの周波
数で作動するＨＩＦＵトランスデューサーを利用する。このトランスデューサーは、患者
の皮膚表面を横切って、均一方向に４～３０ｍｍ／秒の間の速度で移動される。このトラ
ンスデューサーは、手動タイプライターの復帰と同様に、１つの側に戻る。この治療線の
線間隔は、１～３ｍｍの範囲である。
【００６２】
　走査ヘッドは、超音波連結剤を用いて患者に連結される。この超音波連結剤は、音響ゲ
ル、または走査ヘッド内側の循環システムと組み合わせて用いられる連結流体であり得る
。
【００６３】
　インライン脱気連結流体が用いられるとき、そこでは、流体が、走査ヘッドを通じて循
環され、そして次に、流体が脱気または冷却され得る主要ユニットに戻る。流体は、クッ
ションを通じるか、またはエネルギーアプリケーターを完全に浴する小リザーバー５０２
を満たすことのいずれかにより、エネルギーアプリケーターの前を通過する。ついで、エ
ネルギーアプリケーターは、そのエネルギーを音響窓またはその他の伝達可能な窓を通じ
て「送信する」。この窓は、走査ヘッドに一体化され得るか、またはそれは、使い捨てト
ランスデューサーシールの形態であるような付属品であり得る。
【００６４】
　走査ヘッドを吊るす手段
　位置エンコーダーを備えたアーム
　スペース中に走査ヘッドを吊るす手段の１つの実施形態は、位置エンコーダーを備えた
アームである。これは、医療手順の間に負荷を保持するための設計されたアームである。
このアームは、関節運動するアームを固定するためのベースを備える。この関節運動する
アームは、上記ベースに移動可能な様式で固定される近位端、および遠位端を有する。こ
のアームに取り込まれて少なくとも１つの位置エンコーダーがある。容器が、走査ヘッド
を保持するためにこの遠位端に位置する。走査ヘッドが、位置エンコーダー（単数または
複数）がアームの位置をリアルタイムで追跡し得るように係合されるとき、このアームを
負荷平衡するための手段もまた存在する。
【００６５】
　１つ以上の位置エンコーダーを用いて、関節アームの移動を追跡する。これら位置エン
コーダーは、好ましくは、１ｍｍほどまたはより少ない位置変化を追跡するに十分高感度
である。回転エンコーダーが好ましく、そして各個々のアームセグメントの、ベース、ま
たは別のアームセグメント、または治療ヘッドに対する移動が追跡され得るように、関節
アームの接続部に含まれ得る。回転エンコーダーは、関節アームが移動されるときはいつ
も、アームセグメント間の度または角度変化を測定する。移動部分間の角度における変化
を追跡し、そしてアームセグメントの各々の固定された長さを知ることにより、任意の接
続部の位置が数学的計算を用いて決定され得る。操作ヘッドまたはその他の医療デバイス
が同様にエンコーダーを有する接続部を経由して関節アームに固定される場合、接続部の
角度における変化は、走査ヘッドの位置を正確に決定する際に支援する。回転エンコーダ
ーは、アームの位置を追跡するためのおそらく最も素直な手段であるが、その他タイプの
エンコーダーもまた用いられ得る。
【００６６】
　負荷平衡化は、受動的または能動的形態のいずれをとり得る。受動的形態では、この負
荷平衡化のための手段は、使用の間に関節アーム位置における変化に対して対抗する平衡
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化を提供する。この機械的構造は、アームか常に十分に平衡化され、重力、アームの接続
部の滑りまたはヒステリシスに起因する治療ヘッドの任意の移動を最小にする。このアー
ムは、力を生成または維持するための公知の方法およびデバイスを含む負荷平衡化のため
の手段を有する。生成される力は、負荷平衡化のために用いられ、そして能動的力生成デ
バイス（例えば、任意の種類のモーター）または受動的力生成デバイス（例えば、ばねお
よび対抗重量、または特定種類の圧力シリンダー）であり得る。この力生成デバイスまた
は方法の正確な形態は特に重要ではない。なぜなら、本発明は、それらの個々の技術分野
で良好に確立される力生成方法およびデバイスに依存するからである。
【００６７】
　上記アームは、治療ヘッドが取り付けられるとき、アームが移動する位置および角度に
かかわらず、このアームを係留するために十分な重量を有する重量のあるベースに取り付
けられる。従って、このアームは、重心において最大シフトを引き起こすその最大伸張お
よび角度で存在し得るが、しかし、上記ベースは、アームが不安定に踏み込まないか、ま
たは不安定にならないように十分重量があるか、または係留される。アームをベースに取
り付けるために用いられる接続部は、アームのベースに対する回転移動、および／または
アームのベースに対する上方への傾きおよび下方への傾きを可能にする。ベースとアーム
の近位端との間の接続部は、受動的または能動的力生成デバイス（単数または複数）の形
態の負荷平衡化デバイスを含む。
【００６８】
　アームは、２つ以上のセグメントを備え、そして負荷平衡化機構が、独立（各セグメン
トがアームの他のセグメントに対して自己平衡化している）、または従属（各セグメント
が１つ以上の隣接するセグメントと組み合わせて平衡化する）いずれかで各セグメント間
で用いられる。最遠位のアームセグメントのための負荷平衡化はまた、治療ヘッドおよび
それが医療手順の間に生成し得る任意の位置変化を調節しなければならない。負荷平衡化
特徴を維持するために、アームの遠位端に取り付けられた治療ヘッドの重量が、負荷平衡
化手段の補償能力を超えてはならないことは、それ自身明確である。同様に、アーム自身
の移動の範囲は、アームが非平衡になることを防ぐように制限されるべきである。この負
荷平衡化機構は、治療ヘッドがベースから水平平面に離れて延びるとき（最も平衡化して
いない形態）、治療ヘッドの負荷および重心の変化の両方を補償すべきである。好ましく
は、この負荷平衡化機構はまた、アームの移動にともない得る任意のヒステリシスを補償
する。従って、負荷平衡化機構の能力が大きくなるほど、関節アーム上で許可され得る移
動の範囲はより大きくなる。位置を決定するためにアームのエンコーダーを用い、治療ヘ
ッドの重量に依存してアームの移動の範囲を制御することが可能である。この治療ヘッド
自身が、アームによって読み取られ得るデータチップの形態で関節アームにデータを提供
し得る。このデータチップは、エフェクターまたは治療ヘッドの重量、およびその動作設
計に関する情報を含み得る。すなわち、新たな治療ヘッドがアームの遠位端に取り付けら
れる毎に、アームの移動コントローラーは「利口」であり、そして移動のどの範囲が許さ
れるのかを見積もり得る。従って、移動制限または「停止」の範囲が、電子的に制御され
得る場合には、負荷平衡化デバイスを、または移動の範囲が受容可能な限界に接近してい
るとき警告を発し得るコントローラーのいずれかを用いてアーム上で実行され得る。この
ような警告は、音響トーン、警告光、または使用者に容易に通信されるその他の信号であ
り得る。あるいは、機械的停止が、手動または自動いずれかで設定され得、医療手順の開
始前に平衡化範囲を超えるアームの移動を物理的に阻害する。
【００６９】
　エンコーダーによって生成されるデータは、コントローラーにリレーされる。このコン
トローラーは、位置追跡デバイスまたは閉鎖ループ制御機構を備えた装置を提供するため
に用いられるコンピューターデバイスである。受動的モードでは、このコントローラーは
、関節アームに能動的な力を提供せず、その代わりに、それは、使用者に、アームが移動
されるべき、または移動されるべきではない場合に関する信号を提供する。
【００７０】
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　この受動的モードでは、この負荷平衡化手段は、アームにおける移動が、重量および／
またはばねの位置における、または所望であればアーム自身における対応する変化を生成
するように、関節アームとインラインで稼動する単なる重量およびばねであり得る。例と
して４つの棒のアームを思い浮かべ得る。独立の受動的負荷平衡化機構の使用が好ましい
。このようにして、各アームセグメントは、アームが移動されるとき、すべてのその他の
アームセグメントとともに同時に平衡化する。
【００７１】
　従属受動的モードでは、一連のばねまたは重量が再び用いられ得るが、しかし、圧力が
アーム（または治療ヘッド）の遠位端に付与されるとき、またはトリガー機構の起動に応
答して弛緩するよう設計された、一連のガス、水力モーターまたは空気力モーターを用い
ることがより効率的であろう。これらの受動的な力生成デバイスからの圧力または力が、
一旦、アームが所望の位置に手動で配置されると、再確立される。アームセグメントに対
する圧力または力は、アームが、操作者が据付圧力または力を解放するまで再び移動する
ことを防ぐ。
【００７２】
　なお別の実施形態では、能動的負荷平衡化機構が、任意の種類の能動的な力生成デバイ
ス（空気／水力シリンダーまたは空気力モーター）を用いて用いられ得る。これらは、ロ
ボットドライバーを通じて使用者によって提供される指令を基に、独立に、または従属し
ていずれかで作動し得る。この能動的な負荷平衡化機構に対する利点は、関節アームが、
治療ヘッドを所望の位置に残しながら、手順の間にアームの位置決めを自動的に補償し得
る方法である。例えば、使用者が、患者身体局所輪郭に一致するために治療ヘッドの回転
、ピッチまたは片揺れを変化すことを望むとき、これは、走査ヘッドをアームの遠位端連
結するために用いられる接続部内で治療ヘッドを移動することによりなされ得る。この走
査ヘッドの配向における変化は、走査ヘッドのサイズおよび重量に依存して関節アームの
平衡に微細なまたは有意な変化を生じ得る。能動的負荷平衡化機構を用い、ロボットドラ
イバーは、アームの遠位端の位置を変化することなく、走査ヘッド配向における変化を調
節し得る。
【００７３】
　本発明の位置エンコーダーは、アームそれ自身中に取り込まれて含められる機械的また
は光学的エンコーダーであり得るか、または、それは、アームの外部で用いられる１つ以
上のフィードバックデバイスであり得る。このエンコーダーの代替の実施形態は、アーム
が移動するとき、その位置を追跡するための１つ以上の光学的デバイスを用いることを含
む。アームは、センサーが容易に識別し、そして追跡し得る複数の光学的に読み取り可能
なタグを取り込み得る。別の代替物は、近位端の先端部における単一のＲＦトランスミッ
ター、およびベース中、または外部で固定された位置にあるＲＦレシーバーであり得る。
ＲＦデータは、コントローラーが上記遠位端の移動を追跡すること、そしてエフェクター
が位置決めされる場所を知ることを可能にし得る。このような実施形態、および任意の等
価物は、好ましい実施形態として考慮されないが、本開示の範囲内になお十分ある。
【００７４】
　コントローラーは、エンコーダーからのデータを受容し、そして治療ヘッドの位置を算
出するソフトウェアアプリケーションまたはハードウェアデバイス（またはこの２つの組
み合わせ）であり得る。このコントローラーはまた、この装置の各個々のセグメントの位
置を算出し得、そしてこの装置のスペース中の位置をマップする。これらエンコーダーは
、コントローラーと電子通信しているので、治療ヘッドがある場所を知るためのデータは
、本質的にリアルタイムである。このデータのコンピューター処理の遅れは、使用者が検
出するには僅かで、かつ小さすぎる間隔である。医療手順を行う経過中でさえ、本発明を
用いて任意の認知可能なまたは作動可能な遅延に遭遇し得る、医師によって現在手動で行
われる手順はない。
【００７５】
　装置のスペース中の位置を算出することに加え、コントローラーは、装置の任意の作動
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された制御構成要素に対するロボットコントローラーとして作用することにより、アーム
に移動情報を提供し得る。このコントローラーはまた、外部供給からのデータを受容し得
るか、またはデータファイルからの情報を読み取り得る。このようにして、コントローラ
ーは、使用者または別のコンピューターからのリアルタイム指令に追従するか、または治
療ヘッドが追従しなければならないマップまたは一連の移動指令を提供するデータファイ
ルを読むためのロボットコントローラーとして作用し得る。さらに、治療ヘッドが特定の
座標で正確な起動を必要とする場合、コントローラーは、これらの操作を同様に取り扱い
得る。
【００７６】
　遠位端は、それに取り付けられた治療ヘッドを有する。この取り付けは固定されなけれ
ばならないが、また、この治療ヘッドが手順の間に除去され得るか、または異なる手順に
ついて交換可能であり得るように離脱可能であるべきである。治療ヘッドと関節アームの
遠位端との間の移動の範囲は、治療ヘッドを関節アームに連結する接続部中の回転エンコ
ーダーを用いて同様に決定され得る。治療ヘッドと関節アームとの間の接続部は、複数の
回転接続部、または治療ヘッドのより大きな移動度を可能にするボール接続部を有し得る
。各接続部中のエンコーダー、または三次元接続部中の角度における変化を正確に測り得
るエンコーダーは、治療ヘッドの正確な位置を決定するために必要な情報を提供する。同
様に、一旦、ベースからの角度および距離が測定されると、ベースから遠位端に行く連鎖
における最後のエンコーダーから、特定の医療デバイスの長さのような任意のさらなる情
報を含めることは単純な事項であり、そしてそれ故、エフェクターまたは治療ヘッドの正
確な三次元座標位置を決定する。
【００７７】
　あるいは、ロボット関節アームは、上記と同じ指針に従って構築され得るか、またはそ
れは、大きなデバイスであり得る。ここで再び、ベースは、床もしくは壁、またはテーブ
ルトップに係留される。用いられる医療デバイスの手順およびタイプは、ロボット関節ア
ームのサイズを決定する。より頑健な支持構造を必要とする医療デバイスは、ベース中に
取り込まれたより大きな負荷支持能力、およびより大きな安定性因子を自然に要求し得る
。より小さなデバイスは、携帯可能またはクランプまたは類似の手段を用いてテーブルト
ップに係留可能であり得るアームを用い得る。
【００７８】
　位置エンコーダーのない負荷平衡化アーム
　先に記載された負荷平衡化アームと同様に、治療ヘッドは、位置エンコーダーの利点な
くして負荷平衡化またはロボットアームから、スペース中で吊るされ得る。アームの手動
の改変物が本明細書で記載され、ここでは、アームは、位置感知および追跡能力なくして
、先に記載の負荷支持能力を提供する。このようなアームは、製造および産生することが
より容易で、そして維持することがより容易である両方であるが、しかし、それは、先の
実施形態の正確さを欠く。
【００７９】
　位置エンコーダーなしのアームは、負荷支持デバイスとして主に用いられ得、使用者が
治療ヘッドの重量を支持することを軽減する。しかし、使用者は、走査ヘッドが先に処置
した領域の追跡を同時に維持しながら、治療ヘッドを移動し、そして位置決めするための
責任を引き受けなければならない。図５に示されるアームは、先に記載の多くの要素を共
有する。アーム２００は、ベース１００および複数のアームセグメント２０４、２０６、
２０８を有する。このアーム２００は、プラットホーム２０２を経由してベース１００に
固定され、そして移動されるとき、アームの位置を維持するための張力デバイス２３４、
２３６、２３８を有する。治療ヘッド５００は、遠位アームセグメント２０８に対して旋
回し得る保持具２６０中に静止される。使用者は、アームの位置を制御手段として治療ヘ
ッドを用いることにより操作し得る。使用者は、治療ヘッドを握り得、そしてこの治療ヘ
ッドを、アームが治療ヘッドの重量を支持し、そして使用者がそれを所望するいずれの場
所に位置決めして維持しながら、スペース中に移動する。この実施形態では、アームは、
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処置コントローラーを通じて提供され得る任意の位置に従って治療ヘッドの位置を矯正す
る能力を欠いている。その代わりに、使用者は、適正な位置決めを維持しなければならな
い。あるいは、治療ヘッド５００の主要な負荷を担うアームセグメント１の１つは、力生
成デバイス２３８に代わって対抗平衡２３８’を用い得る。
【００８０】
　この実施形態では、ロボット力生成デバイスは、張力生成デバイスで置き換えられる。
これらは、接続部の滑り、ヒステリシスおよび重力を克服するために十分な抵抗性を提供
するが、使用者が治療ヘッドを移動するために力を付与するときのような、さらなる力の
付与に従順である。一旦、付加された力が開放されると、張力デバイスは、治療ヘッドの
位置を維持する。
【００８１】
　アームのための案内システム
　ロボットアーム上に位置決めされた治療デバイスのための案内システムは、好ましくは
、協働して働く２つの構成要素から作製される。第１の制御手段は、ロボットアームの移
動を制御することにより、治療デバイスに対して「マクロ」レベルの制御を提供する。第
２の制御手段は、治療ヘッド内の医療デバイスに対し「ミクロ」レベルの制御を提供する
。
【００８２】
　ロボットアームの指令および制御は、第１の制御手段（図５）によって提供される。示
されるシステムは、先に記載のと同じ要素を有するが、遠位アームセグメント２０８上に
取り付けられたコンピューター用入力デバイス２４４が付加されている。随意のスリップ
接続部２１６’もまたある（図７）。第１の制御手段２４４は、ロボットアームのモータ
ーまたはその他の力生成手段に移動指示を提供する。このロボットアームに対する移動指
示に加え、第１の制御手段はまた、視覚表示２４２を通じて使用者に仮想の位置情報を提
供し得る。
【００８３】
　この第１の制御手段は、ロボットアームの移動を案内し得る種々の異なるデバイスであ
り得る。第１の制御手段の第１の実施形態では、コンピューター入力デバイスを用いて
治療ヘッドの仮想位置決め、およびロボットアームに対する移動指令の両方を提供し得る
。このコンピューター入力デバイスは、コンピュータースクリーン上のポインタ（カーソ
ル）に移動指令を提供するために通常用いられる任意のクラスの入力デバイスであり得る
。これらは、一般に、マウス、タブレットデバイスまたはトラックボールのような二次元
入力デバイスである。さらに、三次元入力デバイスが、コンピュータースクリーン上の三
次元視覚フレーム中の仮想的位置決めを提供するために用いられ得る。このようなデバイ
スは、一般に、ジョイスティック、Ｄ－コントローラーなどに例示される。最後に、仮想
的環境における移動に関する真の自由度は、コンピューター支援設計（ＣＡＤ）適用で一
般に用いられる「スペースボール」入力デバイスのような、６の自由度（ＤＯＦ）のデバ
イスによって提供され得る。この第１の制御手段として用いられる入力デバイスは、規格
品のコンピューター入力デバイスであり得るか、またはロボットアームと作動するように
特別に設計されたデバイスであり得る。この第１の制御手段のために用いられるデバイス
は交換可能であり得、使用者の選択または医療手順要求に依存して、同じロボットアーム
が用いられるときでさえ、異なる入力デバイスが手順毎に用いられ得る。
【００８４】
　ロボットアームおよび入力デバイスが同じＤＯＦを有することが好ましいけれども、そ
れは必須ではない。第１の制御手段のために用いられる入力デバイスは、交換可能であり
得る。すなわち、この入力デバイスは、ロボットアームに永久的またはそれに固定して取
り付けられるかのいずれかである必要性は必ずしもない。この入力デバイスは、コンピュ
ーター入力デバイスのために一般に用いられるようなコンピューター連結インターフェー
スを通じて連結し得る。従って、１つの入力デバイスは、３つのＤＯＦを有し得るが、別
のデバイスは、６つのＤＯＦを有し、なお両方が、共通のインターフェースポートを通じ
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てロボットアームを指令および制御するように適合可能である。理想的には、このロボッ
トアームは、治療ヘッドを通じて６つのＤＯＦを有し、そしてこの６つのＤＯＦが、患者
または使用者のような医療手順の間に存在するその他の目的物を物理的に妨害することな
く治療ヘッドに運搬されることを可能にするに十分な移動度および伸展を有する。
【００８５】
　この入力デバイスの移動は、コンピューター入力デバイスが、コンピュータースクリー
ン上に表示されるべきカーソルまたはその他の仮想的目的物のための仮想的位置情報を生
成するのと同じ方法で移動指示を生成する。しかし、この入力デバイスによって提供され
る仮想的移動および位置情報に加え、この位置情報はまた、ロボットアームを制御するた
めに用いられるモーターまたは力生成デバイスのための実際の移動指令に変えられる。こ
のようにして、コンピューター入力デバイスの使用は、使用者が潜在的に重くそして厄介
な医療デバイスを、コンピューター入力デバイスを作動するために必要であるより多くな
い努力で操作することを可能にする。（Ｉ－ビームまたはカーソル矢印のような）固定さ
れた配向であるいくつかのコンピューター入力デバイスとは異なり、本明細書中で記載さ
れた入力デバイスのためのコンピュータースクリーン上に表示されたカーソルの配向は、
好ましくは、医療デバイスの既知の配向に対応する。例えば、カーソル矢印は、医療デバ
イスがエネルギーを発するのと同じ方向を、または反対の方向を示し得る。従って、仮想
的環境における入力デバイスの移動、およびカーソルの配向における変化は、医療デバイ
スまたは治療ヘッドの位置および配向における対応する変化を生じる。
【００８６】
　通常のコンピューター入力デバイスと同様に、本発明のシステムとともに用いられる入
力デバイスは、システムの特定の作動可能な要素に対応するようプログラムされ得るそれ
らの上のボタンまたはスクロールホイールまたはその他のアクチュエーターを有し得る。
例えば、この入力デバイス上のボタンは、ロボットアームのモーターのオンまたはオフ間
を変えるトグル動作するために用いられ得、この医療デバイスが、治療処置を実施するよ
う、または特定のセンサーデータを刷新するよういずれかに能動化する。
【００８７】
　本開示の入力デバイスの適用における、このようなデバイスの一般的適用との重要な差
異は、このような入力デバイスの再位置決めする局面である。コンピューター入力デバイ
スが使用者の人間工学的願望のために容易に再配置され得ることは、恐らく共通の知識で
ある。例えば、マウスまたはジョイスティックは、マウスポインター、Ｉ－ビームなどの
仮想的位置がそこに残りながらピックアップおよび移動され得る。このコンピューター入
力デバイスのこの利点は、特定の制限内のロボットアームのための第１の制御手段として
用いられる入力デバイスに適合され得る。
【００８８】
　この利点は、治療ヘッド、医療デバイスまたはロボットアームの移動がまた、入力デバ
イスが再配置されている間に中断されるロボットアームの制御に移され得る。しかし、こ
の利点は、入力デバイスが、患者に対する治療ヘッド、医療デバイスまたはロボットアー
ムの実際の配置（以下を参照のこと）、または患者身体に対する治療ヘッド、医療デバイ
スまたはロボットアームの位置の代表的描写のいずれかである経路にわたって追跡するた
めに用いられている場合には、移されることはできない。
【００８９】
　代表的配置は、実際の皮膚表面の代わりに用いられるべき患者の皮膚表面のマップまた
はモデルのいずれかを含む。追跡システムの１つの代替の実施形態では、患者皮膚表面の
マップが、投影イメージおよびカメラを用いて作成され得る。プロジェクターが、規則的
に間隔を置いた格子線または格子矩形のイメージを患者身体上に投影する。これらの線は
テンプレートから投影され、このテンプレートは、既知の線の間隔を有している。この線
の間隔は、各線の間の間隔が既知である限り、規則的または不規則であり得る。この投影
された線イメージは、患者表面上に当たり、そこで、それは、この投影線から離れた角度
でカメラによって検出され得る。このカメラは、これら線間の距離を読み取り、直角三角
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形の一側面について第２の距離値を生成する。従って、単純な三角法を用い、線間の標高
距離が決定され得る。
【００９０】
　追跡システムは、投影されたマップの二次元イメージを追従し得、ここで、傾斜表面上
の実際の距離は、直接測定よりはむしろ数学的計算によって決定される。このようにして
、この二次元マップは、距離および傾斜の良好な近似を提供し、そして超音波システムが
より長い（より短い）傾斜距離に適合することを可能にし、そして適切なレベルのエネル
ギーを伝達する。
【００９１】
　同様に、追跡システムの別の実施形態では、患者の三次元表示が用いられ得る。この三
次元表示は、実際の患者の身体に由来する、輪郭のあるダミー、または外観であり得る。
この三次元は、それが所望の処置領域を包含するに十分大きく、そして実際の患者身体上
を追跡するトランスデューサーの焦点ゾーンが、処置されるべきではない筋肉組織または
その他の組織中に投影しないように十分正確である限り、大きくまたは正確である必要は
ない。
【００９２】
　これらの追跡システム実施形態のいずれにおいても、実際の治療デバイスが所望されな
い脂肪組織のみを処置することを継続する、患者皮膚表面のための代用物を用いるモデル
または追跡システム中で十分な正確さを維持することが、所望および有益の両方であるこ
とを認識するべきである。造影またはａ－ライントランスデューサーは、治療が、治療セ
ッションの間に脂肪組織に厳密に適用されることを確実にするために用いられる。これは
、脂肪組織のリアルタイムの検出を可能にし、そして造影センサーが非脂肪組織を検出す
る場合に、システムがシャットオフ、またはシャットダウンされるための検出手段を提供
する。たとえ使用者が、治療ヘッドが適正な脂肪組織ゾーンの上にあると感じるときでさ
え、デバイス自身が安全性バックアップを有している。
【００９３】
　実際の配置状況では、入力デバイスの再位置決めは、入力デバイスの再位置決めは、医
療デバイス、治療ヘッドまたはロボットアームの配置における直接変化に対応し得ること
を除いて、同様に、上記と同じ理由のために所望されない。
【００９４】
　第１の制御手段として用いられるコンピューター入力デバイスは、ロボットアーム上に
直接取り付けられ得る。好ましくは、６つのＤＯＦを有する入力デバイスがこの場合に取
り付けられ得、そして治療ヘッドの実質的近傍に配置される。使用者は、この入力デバイ
スを、（ジョイスティックまたはスペースボールのような）この入力デバイスを手動で操
作すること、およびロボットアームの動きに変えられるこの入力デバイスの移動指令を見
ることによって操作し得る。使用者は、従って、ロボットアームの制御および案内が影響
し、そしてロボットアームの移動の仮想的表示を有するディスプレイスクリーンを調べる
必要性なしに、治療ヘッドの角度および再配置のための決定をなし得る限り、「ループ中
」にある。使用者は、使用者がロボットアームの制御ループにある間、すべての６つのＤ
ＯＦにある治療ヘッドの位置決めに対する調節をなし得る。
【００９５】
　視覚表示デバイス２４２は、使用者が表示デバイス２４２をなお見ながら、治療ヘッド
５００を操作し得るようにロボットアーム上に取り付けられ得る。このようにして使用者
は、医療デバイス、治療ヘッドまたはロボットアームの移動を案内するために入力デバイ
スを同時に用いながら、この表示上のセンサー情報およびデータを高め得る。センサー（
単数または複数）によって提供されるデータは、スクリーン上に表示され、そして使用者
が入力デバイスを操作し、システムを案内するために必要な情報を集めるためにいくつか
の異なる方向で見ることを強要されることなく、医療デバイスまたは治療ヘッドの有効性
および安全性を最大にすることを可能にする。
【００９６】
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　代替の実施形態では、第１の制御手段は、患者身体上に配置される案内リング２６７で
あり得る（図６）。この実施形態では、案内リング２６７は、標的するデータを提供し、
そしてロボットアーム２００中、または治療ヘッド５００中（または両者における要素を
有する）いずれかに取り込まれた追跡システムがある。例示の目的のために、この案内シ
ステムは、ロボットアーム２００上のエミッター２５６から光を発する光学的追跡デバイ
スであり得る。光は、案内リング上の反射体２５８から反射される。反射された光は、治
療ヘッド５００の周りに位置決めされた光学的検出器２６２が読み取り得るパターンまた
は配向を形成する。光学的センサー２６２は、従って、案内リング２６７の中心がどこか
を決定し得、そしてロボットアームに、このロボットアームが移動して標的リング内で治
療ヘッドを中心に維持するように移動および配向指令指示を提供する。
【００９７】
　この標的リングは、中央が透明であるか、またはアパーチャを有するかのいずれかであ
る。このアパーチャまたは透明材料は、医療デバイスが発し得る任意のエネルギーを、ま
たはこの医療デバイス中に取り込まれ得るセンサーを有意に妨害してはならない。このリ
ングは、患者身体に対して配置されるとき、患者の輪郭に一致するように柔軟な材料から
作製され得るか、またはそれは、使用者および／またはコントローラーのための参照の決
定的な平面を提供するように剛直性であり得る。システムの使用者は、トラッキングシテ
ムが標的リング中の移動および角度の変化を追跡しながら、患者身体の表面に沿って標的
リングを手動で移動し得る。このトラッキングシステムは、ロボットアームに適切な指令
および制御情報を提供し、そして治療ヘッドは、医療デバイスが、標的リングおよび医療
デバイスが標的リングのほぼ平面に垂直であるような角度内で可能な限り中心に多く残る
ように移動される。
【００９８】
　あるいは、使用者は、標的リングを患者上に単一場所で配置し得、そしてミクロコント
ローラー（第２の制御手段）が案内リングの中央内の領域を処置することを可能にする。
【００９９】
　この標的リングは、患者身体上を円滑に滑るために適合された１つの側面を有して製造
され得る。それは、デバイスの摩擦をそれが患者上を移動するとき減少するようシリコン
またはポリマー材料で処理され得る。追跡システムに面する（患者身体から離れて面する
）側面は、その上に十分な視覚手掛かり、またはマーカーを有し、非対称的な反射または
屈折イメージを生成する。このようにして、追跡システムは、面する方向を決定し得、そ
して医療デバイスまたは治療ヘッドがすべの時間適正に配向されるように標的リングの回
転に適合するように回転する。
【０１００】
　この標的リング２６７は、ワイヤを用いることにより治療ヘッド５００に物理的に接続
され得るか、または同様に歪みゲージ２６４を治療ヘッドの周囲の周りに、そして標的リ
ングに連結し得る（図５Ａ～Ｂ）。患者身体上の標的リング２６７の移動は、電子的コン
トローラー４００、２５０が検出し得るワイヤまたは歪みゲージ２６４中の歪みを生成し
、そして対応してこの歪みを減少するために応答して治療ヘッド５００を移動する。この
ようにして、治療ヘッドは、物理的連結を用いて標的リングに追従し得る。あるいは、こ
の治療ヘッドは、同様の磁場を有する標的リングを備えた磁気コイルを有し得る。電磁場
の強度または電荷における変化は、システムが、標的リングの移動および方向を検出する
ことを可能にし、そしてそれ故、応答して治療ヘッドを移動することにより補償する。
【０１０１】
　あるいは、追跡システムは、患者身体上にトレースまたは押印された検出可能な経路に
追従するようにされ得る。この実施形態では、使用者または操作者は、治療ヘッドを患者
身体上に設定し得る（物理的接触、または患者身体に緊密に近接してのいずれか）。追跡
システムは、従って、第１の制御手段として供され、そして患者身体上の経路を自動的に
追従する。第２の制御手段は、治療ヘッドが患者身体上の経路を追跡している間、医療デ
バイスの位置のミクロ制御を提供するように制御し得る入力デバイスであり得る。あるい
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は、電子的コントローラーまたは処置コントローラーは、治療ヘッドまたは医療デバイス
を移動または揺動するための第２の入力デバイスとして供されるプログラムを有し得る。
この移動または揺動は、追跡デバイスが作動している間にトランスデューサーが焦点合わ
せされた患者皮膚の下の領域を掃引し得る「ゆらぎ」様効果として供され得る。
【０１０２】
　標準が、追跡システムが追従するために患者皮膚上に配置され得る。電子的コントロー
ラーが、別個の標準によって規定された表面領域上を追跡するために、プログラムまたは
指定された応答を有する場合、追跡システムが追従するために患者身体上に経路が引かれ
る必要は必ずしもない。この場合、第１の制御手段は、ロボットアームおよび治療ヘッド
を標準マーカーによって規定される領域内の位置にもたらすために用いられ得る。第２の
制御手段が、次いで、そのプログラムパラメーターに従って、標準マーカー内に治療ヘッ
ドを引継ぎかつ移動する。医療デバイスまたは治療ヘッドの移動を案内するソフトウェア
プログラムは、第２の制御手段になる。処置されるべき表面領域が大きい場合、この第１
および第２の制御手段は、同時に協働的に作動し得る。すなわち、使用者は、第２の制御
手段が、規定された処置領域内の医療デバイスの移動を取り扱うとき、治療プログラムが
作動しながら、ロボットアームを案内し得る。
【０１０３】
　なお別の実施形態は、追跡システムを、入力デバイスと、使用者が、ロボットアーム、
治療ヘッドおよび医療デバイスを手動で取り扱うために入力デバイスを用い、患者身体上
で追跡される経路を追跡するように組み合わせる。ここで再び、第２の制御手段は、ロボ
ットアームが患者身体上の経路を追跡するとき、治療ヘッドの移動に人工的なゆらぎを提
供する自動化経路調節指示であり得る。
【０１０４】
　なお別の実施形態は、コンピューター入力デバイスに類似の設計ではあるが、構築の間
にロボットアームに取り込まれる特製の入力デバイスの使用を要求する。この実施形態で
は、制御手段は、治療ヘッドの実質的近傍のロボットアームの遠位端に組み込まれる。こ
の組み込まれた第１の制御手段は、光学的追跡要素、歪みゲージ、力およびトルクコンバ
ーターなどのようなコンピューター入力デバイスのものに類似の技術を利用する。しかし
、この入力デバイスは、アームと同じＤＯＦを有して構築され、そしてそれは、使用者の
使用の容易さのために位置決めされる。
【０１０５】
　第２の制御手段は、治療ヘッド内の医療デバイスの移動指令および制御を提供する。こ
の第２の制御手段は、治療ヘッドがミクロモーターアセンブリ、または治療ヘッド自身内
の医療デバイスの移動のためのその他の力生成手段を有する場所で用いられる。このよう
にして、ロボットアームは、治療ヘッドを、患者身体に対して所望の位置または配置に移
動するために指令され得、そして第２の制御手段は、医療デバイスの正確な配置のために
用いられ得る。従って、第１の制御手段は、「マクロ」レベルの制御を提供し、その一方
、第２の制御手段は、「ミクロ」レベルの制御を提供する。
【０１０６】
　あるいは、第２の制御手段は、治療ヘッド内でミクロモーターアセンブリに移動指示を
提供するソフトウェアプログラムであり得る。従って、医療手順の間の医療デバイスの正
確な配置は、自動化システムにされ得る。これは、これらシステムが、予め確立されたパ
ラメーターに応答するか、またはリアルタイムセンサーデータに応答するかのいずれかで
、正確な時間間隔の間に、正確な配置に医療デバイスを配置することを可能にする。
【０１０７】
　第２の制御手段の別の代替の実施形態では、自動操縦変動または「ゆらぎ」が、第１の
制御手段からロボットアームまでリレーされる移動指示に取り込まれ得る。このようにし
て、第１の制御手段はなお、「マクロ」レベルの移動指令を提供するが、自動変動は、第
１の制御手段から受ける移動指示の直接変換を通じて開始、または履行されることはでき
ない特定の「ミクロ」レベルの移動を提供する。
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【０１０８】
　なお別の実施形態では、第１の制御手段として用いられる入力デバイスは、マクロ案内
モードとミクロ案内モードとの間でスイッチされ得る。スイッチがこれら２つのモードの
間をトグルするために用いられ得、使用者が単一の入力デバイスと相互作用し、そして利
用可能な第１および第２の制御手段の両方を有することを可能にする。操作において、使
用者は、入力デバイスを第１の制御手段として用い得、ロボットアームのマクロ位置決め
および治療ヘッドまたは医療デバイスの配置を提供する。一旦、マクロレベル案内によっ
て最良に決定され得るように、治療ヘッドが処置されるべき領域の近傍にあると、使用者
は、制御のミクロレベルにトグルし得る。ここで、入力デバイスは、治療ヘッド内の医療
デバイスの微細制御のための第２の制御手段になる。あるいは、ロボットアームのために
用いられる主要な力生成手段に取り付けられた微細なモーター制御が、同じ力生成デバイ
スを用いながら、ミクロレベルの制御を提供し得る。これは、光学顕微鏡に関して見出さ
れる粗および微細焦点に類似している。ロボットアームのモーター用法における適用は、
通常ギアに対する微細メッシュギア、または粗い力生成要素に対する微細力生成要素を制
御することの１つであり得る。
【０１０９】
　ロボットアームはまた、それに構築された位置エンコーダーまたは移動エンコーダーを
有し得る。エンコーダーは、システムの使用の間に、治療デバイスの位置、および各アー
ムセグメントの移動を追跡するために用いられる。ロボットアームが教示モードを有する
ことが好適であり得る。この教示モードは、操作者によって、所望のセットの移動操作を
通じてアームを手動で案内するために用いられ得る。電子的コントローラーは、アームの
移動を「観察し」得、そして開始位置、最終位置、およびこの開始位置および最終位置の
間でとる経路を記憶する。運動は、この電子的コントローラーによって記憶され得、そし
て移動指示を呼び戻すことによって所望されてしばしば繰り返される。複数の移動経路が
、所望であれば、コンピューターメモリ中に記憶され得る。
【０１１０】
　入力デバイスがアームに取り付けられる実施形態では、スリップ接続部（図７）がアー
ム中に取り込まれ得、ロボットアームの移動位置に影響することから入力デバイスに対し
て用いられる過剰の力またはトルクの特定量を支援して隔離する。このスリップ接続部は
、過剰の力を支援して吸収または減少するよう設計されている。例えば、回転力が、入力
デバイス上で消費され、治療ヘッドがその軸回転を変化するようにし得る。使用者が、大
き過ぎる力を奏する場合、入力デバイスが物理的または人工的ストップまで押され得る。
この時点で過剰の回転力が、スリップ接続部で消費され得る。入力デバイスの回転軸は、
二重リングベアリングアセンブリ２１６３中に取り付けられ得る。一旦、入力デバイスが
そのストップに到達すると、さらなる力が、閾値力レベルを克服し、そしてプラットホー
ムを二重ベアリングリング内でスピンさせる。従って、無関係な回転力は、無害に消費さ
れる。このスリップ接続部は、入力デバイスから電子的コントローラーまで通信されるデ
ータ情報のための貫通を必然的有する。このスリップ接続部はまた、アームへの、または
入力デバイスから治療ヘッドへの任意の物理的連結のための貫通として供される物理的ア
パーチャを含む。
【０１１１】
　二重ベアリングリング２１６３に加え、このスリップ接続部は、力が、アームを所望さ
れない力から隔離するように吸収され得るさらなる軸を含み得る。この様式では、複数平
面中の回転力およびトルク力が鎮められ得、ロボットアームの正確度を保護する。入力デ
バイスが吸収し得る最大の力を超え、そしてスリップ接続部によって中和されない力は、
ロボットアームによって制限され得る。このロボットアームは、外部の力（入力デバイス
から受容される指示からもたらされない力）を感知し得、そして反対の力を付与すること
によりそれらを補償する。この「自らの位置を保つこと」は、使用者が入力デバイスを攻
撃的に取り扱い、治療ヘッドを適正に試み、かつ位置決めする曲がりくねった環境で有用
であり得る。
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【０１１２】
　第１の制御手段のＤＯＦは、ロボット的である要素と、手動である要素に分離され得る
。ロボットアームは、任意の数のＤＯＦで構築され得、その一方、治療ヘッドは、残りの
必要なＤＯＦについて手動で調節される。例えば、ロボットアームが３つのＤＯＦで構築
され、そして第１の入力デバイスが３つのＤＯＦを有するコンピューター入力デバイスで
ある場合、そのときは、治療ヘッドは、接続部上に取り付けられ得、ロボットアームによ
って提供されない３つのさらなるＤＯＦを可能にする。追跡システムは、医療デバイスの
位置をなお追従し、視覚表示および医療手順追跡目的の両方のための単一の空間的位置に
手動ＤＯＦ要素および医療ＤＯＦ要素の両方をコンパイルする。このようなシステムは、
入力デバイスに軸方向に取り付けられる治療ヘッドを有し得、ここで、ロボットアームは
、入力デバイスを通じて調節され得、その一方、治療ヘッドは、同時に手動で「狙われ」
得る。
【０１１３】
　制御手段への手動付加の使用は、第１の制御手段または第２の制御手段のいずれかの構
成要素であり得ることに注目のこと。治療ヘッドが、この治療ヘッド内の医療デバイスの
移動のためにミクロ位置モーターを有する場合、治療ヘッドのＤＯＦへの手動の寄与は、
第１の制御手段の構成要素であり得る。この場合における第１の構成要素は、ロボットア
ームの指令および制御であり得る。ここで、使用者は、入力デバイスとして治療ヘッド自
体を用い得、治療ヘッドおよびロボットアームを操縦する。このミクロ位置制御は、処置
コントローラーまたは電子的コントローラーで残り得、そしてエネルギーエミッターを治
療ヘッド内に移動する。あるいは、医療デバイスが治療ヘッド内に固定される場合、その
ときは、ＤＯＦへの手動の寄与は、第２の制御手段に寄与し得、その一方、ロボットアー
ムの指令および制御は、第１の制御手段に専ら残る。ここで、手動位置決めは、ロボット
経路または人為的に誘導されたゆらぎへの自動調節を生じる。
【０１１４】
　第１の入力デバイスが治療ヘッドに緊密に近接して位置決めされる必要はない。第１お
よび第２の制御デバイスは、治療ヘッドからさらに離れて位置決めされ得る。例えば、ロ
ボットアームおよび治療ヘッドが遠隔で操作されることが意図される場合、そのときは、
これら制御手段は、患者身体の上の治療ヘッドの移動の視覚的または仮想的表示後、使用
者とともに遠隔コンピューターの近傍に位置決めされる。この代替の実施形態は、医師が
患者身体に緊密に近接していることが所望されない通常でない医療手順に指定される。
【０１１５】
　関節アームの移動手段またはモーターは、アームが、患者または操作者に害を引き起こ
し得る移動がないように速度制限を有するべきである。移動コントローラーは、従って、
端部エフェクター再位置決めのみならず、アームの任意の単一のセグメントがスペースを
通って移動し得る速度の両方の速度を制御し得、それ故、操作者または観察者が知らない
で捕らわれる可能性を避けるか、または少なくとも減少する。
【０１１６】
　必要に応じて、表示デバイス２４２は、アーム２０８の遠位端近傍に位置決めされ得、
医療手順の間に使用者に視覚フィードバックおよび情報表示を提供する。
【０１１７】
　処置コントローラー
　電子的コントローラーは、システムの種々の要素の機能を調整するために用いられる。
この電子的コントローラーは、１つ以上のコンピューター、または本システムとの使用の
ために適合されたその他の専用の電子的デバイスであり得る。この電子的コントローラー
は、第１の制御手段（それが、コンピューター入力デバイス、案内リングまたは追跡シス
テム入力情報であるか否かにかかわらず）から入力情報を受容する。この電子的コントロ
ーラーは、次に、入力情報をロボットアームのための移動指示に変換する。第２のデータ
経路が履行され得、これはまた、表示デバイス上で表されるべき仮想的視覚目的物を提供
する。移動のデータストリームおよび表示データ経路は、移動およびシステムの移動の視
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覚表示が正確に一致するように適正に相関しなければならない。
【０１１８】
　電子的コントローラーはまた、第２の制御手段の入力を調整しなければならない。第２
の制御手段が、第１の制御手段と同時に作動する場合、そのときは、電子的コントローラ
ーは、医療デバイスが患者身体の処置領域の上を、実施される医療手順に従う様式で通過
するように、それらの移動を調整しなければならない。電子的コントローラーが、患者に
危険がないように第１の制御手段および第２の制御手段の移動指令を正確にコンパイルす
ることが不可避である。第２の制御手段が、第１の制御手段とは別個の時間フレームで作
動する場合、そのときは、電子的コントローラーは、医療デバイス位置の指令および制御
が適切なコントローラーから適正に制御されることを確実にすることが必要であるに過ぎ
ない。同様に、電子的コントローラーは、患者身体上の医療デバイスの非認可または適切
でない移動を防ぐことにより患者身体への安全性を確実にしなければならない。
【０１１９】
　電子的コントローラーは、処置コントローラーとして作用し得る。コンピューターが電
子的コントローラーとして用いられる場合、それは、医療デバイスのためのコントローラ
ーとして機能し得る予めロードされたソフトウェアを実行する能力を有し得るか、または
それは、処置コントローラーとして作動する１つ以上のボードを受容し得るＰＣＩバスイ
ンターフェースのような拡張スロットを有し得るかのいずれかである。本発明の電子的コ
ントローラーが医療デバイスの処置コントローラーと緊密な電子的通信にあり、医療デバ
イスおよび治療ヘッドの移動および物理的配置が治療手順に従ってなされることを確実に
することが有利であるが、必ずしも必須ではない。
【０１２０】
　第２の制御手段は、第２のコンピューター入力デバイスのような入力を提供するために
用いられる物理的デバイス、またはトグル動作の後に微細な位置制御を提供する第１の制
御手段であり得る。あるいは、この第２の制御手段は、治療ヘッド内の医療デバイスにプ
ログラムされた移動指示を提供するソフトウェアプログラムであり得る。同様に、第２の
制御手段は、第１の制御手段移動指示に自動的に付加され、ロボットアーム移動にゆらぎ
またはその他の安定状態バリエーションを提供する固定されるか、または制限された可変
移動であり得る。
【０１２１】
　処置コントローラーは、好ましくは、治療手順が実際に開始される前に、三次元マップ
を有する（以下のセクション３．０を参照のこと）。この処置コントローラーは、実際の
手順の間に操作ヘッドの進行をモニターし得、そして、それを処置されるべき組織のマッ
プと比較する。処置の局所的進行は、本発明の治療ヘッドと組み合わせて用いられる位置
追跡デバイスを通じて取り扱われ得る。
【０１２２】
　手順的には、位置制御およびエネルギーアプリケーターの追跡は、本発明のシステムの
１つの様式であり、脂肪組織を効率的に破壊し得る。顕著な正確さが、脂肪組織中で、破
壊された組織または組織壊死の損傷をもたらすように確立され得る。この正確さは、エネ
ルギーアプリケーターの位置を調節するための種々の位置センサーおよび制御デバイスを
利用することにより生成される。
【０１２３】
　治療ヘッド５００内のエネルギーアプリケーター６００の位置は、ミクロモーターアセ
ンブリに連結されたモーターエンコーダーを用いて決定され得る。回転エンコーダー５３
０を用いてモーター軸の各々の回転を測定することにより、モーター５０８、５１０をエ
ネルギーアプリケーター６００に連結するアクチュエーター５０８、５２０、５１６の移
動の量が決定され得る。これは、エネルギーアプリケーターの位置を隔離する際の第１の
ステップである。一旦、エネルギーアプリケーター６００の位置が走査ヘッド５００のハ
ウジング５００内で知られると、走査ヘッド５００の位置は、患者の解剖学的構造に対し
て決定されるべきである。一連の光学的センサー５５５１、５５５２（図４Ａ）が、走査
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ヘッドが患者皮膚の上を辿る物理的距離を正確に測定するために用いられ得る。これらの
光学的センサーはまた、回転変化（走査ヘッドが、患者の皮膚にほぼ垂直であるそれ自身
の中心軸の周りで回転する量）、および角度変化（走査ヘッドの中心にない軸に対する回
転）を決定するために用いられ得る。さらに、関節アーム２００中のエンコーダーは、三
次元における走査ヘッド５００の位置の変化を決定するために用いられ得る。従って、こ
の走査ヘッド５００が人の身体の側面上を移動されるとき、３つの位置感知機構は失われ
ない。コンピューター４００または処置コントローラー２５０は、データを調整し、そし
て高度の組織化された正確な様式で位置および用量の追跡を維持し得る。必要に応じて、
すべてのデータは、オンボードプロセッサー５３２を用い、ボード上で追跡され得る。コ
ンピューター責務の分割はまた、負荷の減少に役立ち得、そしてデータ受け取りと、操作
者への信号の出力との間の応答時間をスピードアップするのに役立ち得る。
【０１２４】
　特定の理由のため、走査ヘッドが患者の皮膚の追跡を失う場合、追跡システムは、走査
ヘッドが患者の皮膚に戻ることを可能し、そしてこの手順が、どの組織が処置されている
か、およびどの組織がいまだ処理されていないかを決定する試みにおいて推定の作業なく
して直ちに開始し得るように、走査ヘッドの配向を確実にする。この再位置決めは、走査
ヘッドを参照位置上に配置すること、およびハウジングの下部セクションの周りのフラン
ジ（図示せず）に従って走査ヘッドを整列することを含む。
【０１２５】
　エネルギーアプリケーターの位置を決定し、そして追跡するための３つのデバイスのい
ずれかの使用は、モニター、ＬＣＤまたは使用者によって、彼または彼女がこの手順を継
続するために走査ヘッドを移動すべき場所を決定し得るように適正に解釈され得るその他
のデバイス上に示されるべき、組織マップおよび現在の処置レジメンを取り扱う重ね合わ
せマップの表示を可能にする。この処置を容易にするための指標は、異なるピッチの音響
トーンのように単純なものから（処置領域の上を移動するための１つのトーン、および既
に処置された領域の上を移動する１つのトーン）、指標光まで、完全に詳細なビデオ表示
までであり得る。この表示は、本発明のシステムの外部に取り付けられ得るか、またはコ
ンピューター、治療制御デバイス、または走査ヘッド上に取り付けられるか、またはその
近傍にあるより小さな表示であり得る。
【０１２６】
　本発明を用いる方法もまた開示される。第１に身体領域にエネルギーを付与するための
方法がある。この方法は、第１に、処置コントローラーに治療計画を提供する工程を包含
する。第２は、エネルギーが走査ヘッドから送達されている間に処置コントローラーによ
って生成される案内に応答して身体表面上の走査ヘッドを手動で走査する工程である。第
３は、この走査ヘッドの位置およびそれからのエネルギー送達をモニターし位置データを
生成し、そしてこの位置データを処置コントローラーに転送する工程であり、そして第４
は、手動位置および／またはエネルギー送達が処置計画の外側に入る場合に警告を生成す
る工程である。好ましくは、この方法は、エネルギー送達の前に身体領域の上で走査ヘッ
ドを手動で走査し、処置されるべき領域の仮想的マップを生成する工程を含む。このマッ
プは、次いで、処置コントローラー中にロードされる。その他の処置パラメーターは、処
置コントローラーに可能な程度まで入力されるべきである。これは、仮想的マップおよび
その他の処置データに基づく処置計画を生成することを助ける。
【０１２７】
　３Ｄ容量計測マップを生成するシステム
　一致した局所解剖学的および表面近傍皮下組織マップを生成するためのシステムがまた
ある（図８）。このシステムは３つの構成要素を有する。第１は、患者身体の表面イメー
ジを生成するための三次元造影システム８０２である。第２は、患者身体の皮下造影イメ
ージを生成するための装置８５０であり、そして第３は、上記表面イメージおよび上記皮
下イメージの複数のマーカーを一致させるための相関操作デバイス８７５である。
【０１２８】
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　三次元造影装置は、高解像度カメラシステム、または患者皮膚の詳細なイメージマップ
を作製し得るその他の光学カメラである。皮膚特徴の解像は、それが、目的の患者身体領
域の湾曲および形状を正確に追跡し得る限り、このカメラシステムの重要な構成要素であ
る必要はない。容量計測造影システムは、３Ｄ超音波システムまたは補間２Ｄ超音波造影
デバイスであり得る。あるいは、組織造影デバイスは、ＭＲＩまたはＸ－Ｒａｙデバイス
であり得る。好ましくは、視覚造影システムおよび組織造影システムは、コンピューター
によって取り扱われ得る電子的イメージを生成する。
【０１２９】
　相関操作デバイスは、汎用目的または専用のコンピューター、または同様に可能なイン
テリジェント論理デバイスであり得る。このデバイスはまた、ソフトウェアプログラムで
あり得る。この相関操作は、正確な三次元組織マップを生成するために表面イメージと皮
下イメージとの間の複数のマーカーの一致を取り扱う。用いられるマーカーは、容易に識
別し得る患者の自然のマーカーであり得る。しかし、これらマーカーは、好ましくは、２
つの造影デバイスによって検出され得る複数の標準である。一旦、これらイメージが捕獲
され、そして電子的に記憶されると、これら２つのイメージのデータは、上記標準を用い
て相関され得る。これら２つの造影システムが同じスケールのイメージを捕捉する必要は
ない。なぜなら、相関操作はまた、矯正が生じる前に１つまたは両方のイメージが所望の
スケールに調節されることを確実にするスケーリングタスクを実施し得るからである。
【０１３０】
　一旦、これらイメージが矯正されると、新たな三次元マップが生成される。この新たな
マップは、一致した局所解剖学的および表面近傍の皮下特徴を有する。システムによって
用いられる標準は、上記イメージマップを相関することを支援し得る種々のパラメーター
を有し得る。例えば、これら標準は、この造影システムが、イメージが捕獲された後に標
準の配向を決定し得るように指標の上下を含み得る。配向データとともに複数の標準を用
いることで、システムによって生成される第２のイメージの一致する重複位置を正確に決
定することが可能である。この標準は、好ましくは、両方のイメージシステム（表面およ
び皮下）によって検出可能であるが、しかし、これは必ずしも必要ではない。使用者は、
１つの造影システムによって検出可能であり、そして他方ではそうではない患者身体上の
複数の標準を配置し得る。使用者が、これら標準を第２のシステムが検出し得るその他で
置換する限り、相関操作はなお、有効に用いられ得る。
【０１３１】
　使用の方法
　本明細書中に記載される方法は、非侵襲的である。減圧とともにカニューレを利用する
伝統的な脂肪吸引手順とは異なり、患者皮膚の貫通はない。脂肪細胞または脂肪組織の破
壊は、キャビテーションによって引き起こされる熱または機械的破壊の蓄積を経由して起
こり、両方の効果は、向けられた照射、そして好ましくは、高強度の焦点合わせされた超
音波（ＨＩＦＵ）によって生成される。従って、脂肪組織の減少のための非侵襲的手順に
は、いくらの組織が影響されているかを直接可視化する方法はない。脂肪吸引では、処置
する医師は、除去または破壊されるいずれかの脂肪の量を見ることができるが、非侵襲的
手順ではそうではない。これは、直接観察が可能ではないからである。本発明の使用者は
、処置された組織の容量を支援して決定するために、診断超音波デバイスまたはその他の
センサーに依存しなければならない。
【０１３２】
　本明細書中に記載される方法の共通の局面は、処置されるべき脂肪組織の領域の評価で
ある。「はさむ（ｐｉｎｃｈ）」試験を用いる現在の技法は、本明細書中に記載されるシ
ステムおよび方法の両方の使用のための合理的な開始場所を提供し得る。はさむ試験は、
脂肪組織の領域を評価するために形成外科医によって用いられている。患者Ｐは、彼また
は彼女が除去することを望む局所的脂肪組織を有し得る。医師は、患者上に一連の輪郭線
Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３・・・Ｃｘを描くことにより脂肪組織を評価し得る（図９Ａ）。
【０１３３】
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　身体領域に超音波を付与する方法
　１つの実施形態では、本発明の方法は、身体領域に超音波を付与する方法を提供する。
この方法は４つの工程を有する。第１の工程は、処置コントローラーに処置計画を提供す
る工程である。第２の工程は、エネルギーが走査ヘッドから送達されている間に、処置コ
ントローラーによって生成される案内に応答して身体表面上で走査ヘッドを走査する工程
である。第３の工程は、この走査ヘッドの位置、およびエネルギー送達をモニターして位
置データを生成し、そしてこの位置データを処置コントローラーに転送する工程である。
第４の工程は、この位置および／またはエネルギー送達が上記処置計画の外側に入る場合
に警告を生成する工程である。
【０１３４】
　工程第１では、処置計画が処置コントローラーに提供される。ここで、使用者は、処置
されるべき患者の必要性を識別し、そしてこの患者の必要性に従って処置計画を選択する
。脂肪組織を破壊する好ましい実施形態では、使用者は、いくらの脂肪組織が破壊される
べきか、脂肪組織破壊の場所、深さ、エネルギーフラックス、および必要なその他のパラ
メーターに関するオプションの可能なリストから選択する。使用者は、各処置計画に寄与
する技術的要素に慣れていないが、所望の結果に基づき選択する。例えば、１２ｃｍのラ
インに沿って幅８ｃｍおよび深さ２ｃｍを破壊する計画を選択するなどである。使用者が
理解し得るプログラム変数は、結果を達成するために機械が作動する方法より、結果に即
応するものである。一旦、処置計画か選択されると、使用者は、この所望の処置計画を処
置コントローラーに入力する。処置コントローラーは、この所望の処置計画を生成する操
作プロトコールを決定する。
【０１３５】
　第２の工程は、走査ヘッドで患者を走査することを含む。この走査ヘッド（または処置
ヘッド）は、超音波エネルギーが脂肪組織を破壊するために患者中に伝達されるように活
性である。この走査ヘッドは、処置コントローラーからのプロトコールに従って移動され
る。この移動は、手動手段または自動化手段によって達成され得る。手動モードでは、処
置コントローラーは、使用者が従う合図を提供する。使用者は、これら合図に応答して患
者の上で走査ヘッドを移動する。自動化手段では、処置コントローラーは、ロボットアー
ムのようなデバイスまたは装置を直接制御し、走査ヘッドの移動を行う。
【０１３６】
　第３の工程は、走査ヘッドによって送達される位置およびエネルギーをモニターするこ
とである。位置および送達情報は、処置コントローラーが用いている（使用者、またはロ
ボットデバイスいずれかによる）プロトコールに比較されるデータフィードの形態で、処
置コントローラーに通信される。処置コントローラーは、このプロトコールに対して入来
するデータを連続的にモニターしており、手順の間の患者の安全性を確実にする。
【０１３７】
　第４の工程は警告である。上記位置またはエネルギー送達がプロトコールの受容可能な
許容誤差の外側にあるとき、処置コントローラーは警告を出す。この警告は、使用者が厳
密にモニターすることであり得るか、またはそれは、走査ヘッド中の任意のエネルギーエ
ミッターを直ちにシャットダウンするための構築された遮断スイッチであり得る。
【０１３８】
　第１の工程はこの手順の開始時に選択されるが、第２、第３および第４工程は連続的に
実施されて適正な治療レジメンが患者に付与されることを確実にする。
【０１３９】
　脂肪形成術治療を実施するための方法
　第２の実施形態では、脂肪形成術手順を実施するための方法がある。この方法は、第１
の、治療的超音波処置に対する人の適合性を決定する工程、第２の、この人の上に処置さ
れるべき領域をマークする工程、第３の、この人を治療的超音波手順のために位置決めす
る工程、第４のこのマークされた領域をコンピューター中に走査する工程、第５の、手順
計画ソフトウェアパッケージを用いて治療的超音波手順を設定する工程、第６の、上記手
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順計画ソフトウェアにより制御されたコンピューターシステムを用いて治療的超音波手順
を起動する工程、第７の、この手順計画ソフトウェアを用いて治療手順の進行を記録工程
、そして最後に、指令され得るように、任意のさらなる手術後の支援を上記人に提供する
工程を有する。
【０１４０】
　本発明の方法は、治療が長期間にわたって有効かつ安全であることを確実にするために
、患者の仮想的マップを同時に維持しながら、理想的には、さらなる治療処置および薬物
レジメン用法のためのオプションとともに身体彫刻手順への最大量の安全、長期矯正を提
供するために適合されている。
【０１４１】
　総合すれば、開示される方法は、以下の工程を包含する脂肪形成術手順を実施するため
の方法のなお別の局面に組み合わせられる：
（ａ）治療的超音波処置のための人の適合性を決定する工程；
（ｂ）この人の上に処置されるべき領域をマークする工程；
（ｃ）治療的超音波手順のために患者を位置決めする工程；
（ｄ）このマークされた領域をコンピューター中に走査する工程；
（ｅ）手順計画ソフトウェアパッケージを用いて治療的超音波手順を設定する工程；
（ｆ）この手順計画ソフトウェアにより制御されたコンピューターシステムを用いて治療
的超音波手順を起動する工程；
（ｇ）上記手順計画ソフトウェアを用いてこの治療手順の進行を記録する工程；および
（ｈ）上記人に指示され得るように任意のさらなる手術後の支援を提供する工程。
【０１４２】
　以下の実施例は、記載される方法を例示する。
【実施例】
【０１４３】
　（実施例Ｉ）
　工程１：患者は、まさに伝統的な脂肪形成術におけるように、初期の相談に来る。患者
が手順を継続すると決定する場合、この手順の間またはその後に特定の利点を提供するた
めに具体的に処方され得る、栄養補助食品、薬物、局部用クリームなどが提供され得る。
例として、この手順の前にとられるＢｒｏｍｅｌａｉｎおよびＱｕｅｒｃｅｔｉｎ、およ
び手順後にとられるＡｒｎｉｃａ　Ｍｏｎｔａｎａが挙げられ、治癒を促進し、そして腫
れを低減する。
【０１４４】
　工程２：手順の日に、医師は、伝統的な脂肪形成術患者に対してなされ得るのと類似の
様式で患者をマークする。マーキングペン中のインクは、センサーによる皮膚上のインク
の検出可能性を増加するためにさらなる薬剤（例えば、紫外線インク）を含み得る。これ
は、暗い皮膚色に対して特に有用であり得る。
【０１４５】
　工程３：患者は、手順に対して位置決めされ得る。患者は、彼または彼女が治療の間に
あるとき、同じ位置にいるべきである。大部分の事例では、この手順は、患者はベッド上
に横たわって行われ、そのためこの手術前工程は、患者が横たわる傾向で行われる。患者
の脂肪厚みが、例えば、超音波を用いて、処置されるべき領域上でマップされ得る。診断
超音波システムは、脂肪と下にある筋肉との間の境界からの強い反射を検出するイメージ
分析システムと組み合わせられ得、そして位置情報とともにこの厚みを記録する。この位
置情報は、超音波トランスデューサーに取り付けられた位置感知デバイスから得られる。
深さのみの情報が必要なので、診断超音波ユニットは、より単純なバルスエコーＡ－ライ
ンシステムで置換され得る。参照マーカーが患者身体上に引かれるか、またはステッカー
を用いてのように、別の方法でマークされ、位置感知システムのための参照位置を提供す
る。脂肪厚みのこのマップ、またはそのサブセットは、次の患者の訪問時の参照、例えば
、達成される実際の効果を視覚的に示すために記憶され得る。
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【０１４６】
　工程４：この手順前身体マーカーは、上記のような位置感知システムをまた用いて、コ
ンピューター中に走査される。これは、位置決めシステムに連結されたスタイラスでマー
クを追跡することにより、またはこの位置決めシステムと協力してマーク付けの光学的検
出によりなされ得る。理想的には、コンピューター中に走査されたマーク付けのこのマッ
プは、上記のように獲得され得る脂肪厚みマップに参照され得る。この位置決めシステム
は、代表的には、すべての事例で３～６の自由度（すなわち、ｘ、ｙ、ｚ、ピッチ、片揺
れ、ロール）を記録する。
【０１４７】
　工程５：実施者は、ここで、コンピューター上に提供された手順計画ソフトウェアと相
互作用し、上記のように獲得されたマーク付けおよび厚みデータに接近する。本発明者ら
は、本発明者らが、本発明者らの手順の審美的な効果を、例えば、より多いか、または少
ない組織に影響するために、処置の深さ、時間、または密度を変えることにより、局所的
に制御し得ることを予期する。上記手順計画ソフトウェアのポイントは、これらのシステ
ム変数を、所望の全体審美的効果が達成されるように連結することである。例えば、実施
者は、脂肪の領域が中心領域で２ｃｍだけ、辺境の領域で１ｃｍまで先細りになり、その
領域の外側でゼロ効果まで「羽根が抜ける」まで減少されるべきであると決定し得る。実
施者は、これを、引かれた輪郭の視覚表示、そして必要に応じて脂肪厚みに対する所望の
効果を識別することにより行う。引かれた輪郭およびマークは、処置計画ソフトウェアで
編集または改変され得る。使用者は、例えば、マウス内の対応する手順前マークの内側を
クリックすること、またはタッチ感受性表面上でそれを指示すること、およびこの領域が
２ｃｍの厚みに対応するというメニューからタイプすること、または選択することによっ
て、この２ｃｍ領域を選択することにより得る。これら輪郭が改変されるべき場合、それ
らは、Ａｄｏｂｅ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒのような描画ソフトウェア中で代表的には見
出されるソフトウェアによる手段で改変され得る。例えば、描かれた輪郭のＢｅｚｉｅｒ
表示がソフトウェアによって維持される場合、Ｂｅｚｉｅｒ「ハンドル」、「制御」また
は「ノット」が、描画ソフトウェアで代表的であるように、使用者相互作用および改変の
ために提供され得る。１ｃｍ領域が類似の様式で識別される。遷移領域は、例えば、１ｃ
ｍまでの段階的遷移のために、この２ｃｍ輪郭の１つの側面または両方の側面上で固定さ
れた距離を単に選択することにより識別され得、そしてこれは１ｃｍからゼロへの遷移に
ついても同じである。この遷移距離は可変であり得、そして実際にポイントデバイスを備
えたコンピューター中に描かれ得るか、またはコンピューター中に走査されている手術前
マーク付けによって表示され得、そして上記計画ソフトウェアに遷移領域として識別され
る。使用者はまた、遷移領域でどの効果が所望されるか（例えば、直線状減少または特定
のその他の形状の曲線）、およびシステム変数（例えば、深さ、電力、時間、密度）のど
の組み合わせが上記効果を達成するために用いられるべきかを治療コントローラーに知ら
せ得る。深さ、遷移領域、影響される変数などは、識別の容易さのために、異なる色で、
または異なるマーク付けで視覚的に示され得る。編集および識別プロセスが終了されると
き、コンピューターは、すべての関係のあるシステム変数を所望の審美的効果に関連付け
る処置計画を算出する。
【０１４８】
　工程６：実際の治療の経過の間に、高強度超音波テトランスデューサー（単数または複
数）を含む治療ヘッドは、上記のような位置決めシステムに連結され、これは、システム
コンピューターが、処置計画のコンピューター表示に治療ヘッドの現在の位置を関連付け
ることを可能にする。このコンピューターは、次いで、治療変数を制御し、所望の審美的
効果を達成する。上記の例では、治療ヘッドが上記２ｃｍ領域を通って移動されるとき、
適切な電力、パルス持続時間などがこの治療ヘッドに付与され、影響された組織の２ｃｍ
を達成する。このヘッドが遷移領域を通って１ｃｍ領域まで移動され、電力および持続時
間が１ｃｍまでの組織の変動する厚みを得るために減少され得る。同様に、この「羽根が
抜ける」効果は、上記ヘッドが上記１ｃｍ領域の外側に移動され、そしてトランスデュー
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サーが、このヘッドが処置領域の外側にある場合、発射することが可能でないとき達成さ
れる。全体の処置計画および記録は、将来の参照のために記憶され得る。
【０１４９】
　工程７：治療後、患者は、伝統的な脂肪形成術手順では一般的であるように処置領域の
上に圧縮衣服を着用することを依頼され得、そして治癒を促進するか、または不快を減少
するためにその他の薬物または栄養補助物が与えられ得る。
【０１５０】
　ＨＩＦＵを用いて脂肪組織を破壊する方法
　第３の実施形態では、治療的超音波を用いて患者中の脂肪組織を破壊する方法がある。
この方法は：第１に患者上の脂肪組織の１つ以上の位置を決定する工程を有する。第２の
工程は、この患者を、上記脂肪組織が比較的均一な分布（好ましくは上方に向く）に落ち
着くように位置決めする工程であり、そして第３の工程は、患者の脂肪組織の位置を治療
的超音波トランスデューサーで照射する工程である。
【０１５１】
　この方法では、処置されるべき脂肪組織の位置およびサイズは、最初に決定されなけれ
ばならない。これは、形成外科医によって慣用的に用いられている「つまむ」または「ク
ランプ」試験のような伝統的な手段によりなされ得るか、またはそれは、先に記載のよう
な診断超音波システムまたは三次元局所解剖学マップデバイスのような医療スキャナーを
用いることにより決定され得る。脂肪組織の位置は、深さおよびサイズに関して位置決め
、そして適性に識別されなければならない。そのように、医師がつまむ試験を用いて彼ま
たは彼女の熟練に多いに安心し得る一方、脂肪組織の境界および深さは、可能な限り正確
に評価されなければならない。従って、特定の種類の造影スキャナーが必要である。一旦
、組織容量および深さが決定されると、皮膚は、外科用ペンまたはその他のデバイスでマ
ークされ得、使用者は、処置されるべきゾーンを明確に識別し得る。
【０１５２】
　次に、患者は、照射工程の成功を促進するように配向される。ここで、患者は、処置さ
れるべき脂肪組織が、可能な限り表を上にしているような様式でベッドまたは椅子上で配
向される。これは、脂肪組織が、中心の周りでかなり均一な分布に落ち着くことを可能に
し、組織深さは、好ましくは、処置に対して対称的である。
【０１５３】
　最後に、脂肪組織の領域が処置される。脂肪組織の容量は、治療的超音波トランスデュ
ーサーで処置される。この処置は、組織の層が工程２で均一および一様に落ち着いた場合
、一様に適用され得る。
【０１５４】
　三次元身体マップを生成する方法
　三次元身体マップを生成する方法もまた記載される。脂肪組織容量の位置を備えた３Ｄ
身体マップを生成する方法は：第１に、３Ｄ造影システムを用いて身体の３Ｄイメージを
生成する工程、第２に、この身体の３Ｄイメージをコンピューター読み出し可能なフォー
マットに入力する工程、第３に、３Ｄマッピングソフトウェアアプリケーションで身体の
３Ｄイメージを生成する工程、そして第４に、この３Ｄマッピングソフトウェアアプリケ
ーションと、診断超音波デバイスによって検出される脂肪組織の領域が３Ｄ身体マップ中
に適正に配置されるように電子通信する診断超音波デバイスで身体を走査する工程を有す
る。
【０１５５】
　この第１の方法の詳細は以下のようである。３Ｄ造影システムは、患者のスナップショ
ットをとる複数のカメラを備える。このスナップショットは、写真を同時にとる３Ｄ造影
システムのすべてを含む。従って、視覚イメージは、すべての側面から全身を捕獲する。
これが成されるために、患者は、造影システムの焦点で、衣服を脱ぎ、裸または半裸で立
たなければならない。この造影システムは、自動車をすべての角度から同時に示す自動車
コマーシャルを作製するために用いられる造影システムに類似している。この３Ｄカメラ
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システムからのイメージは重複され、そして適正に調整され、人の身体の単一の総合的な
イメージが生成される。この用いられる造影システムは、高度に正確であり、そして機械
読み取り可能な形態に変換され得る。
【０１５６】
　この３Ｄ造影システム中のカメラは、通常のフィルムイメージまたはデジタルイメージ
をとり得る。しかし、とられるイメージのタイプにかかわらず、これらイメージは、適正
に重ねられなければならず、その結果、身体の単一のイメージが得られる。このイメージ
は、次いで、ヒト身体の３Ｄ局所解剖学的マップに変換され、そしてコンピューター中に
記憶される。この手順は、身体のイメージを正確に再構築するために３Ｄイメージ捕獲シ
ステムの正確さに依存する。次いで、上記ソフトウェアは、このイメージを局所解剖学的
マップに変換しなければならない。一旦、ヒト身体の局所解剖学マップが生成されると、
データが、後の検索のために記憶され得る。この第１のイメージは、患者の手術前３Ｄマ
ップである。
【０１５７】
　一旦、この手術前マップが作製されると、患者は、診断超音波走査を受ける。この走査
は、所定の領域中の脂肪密度および深さを決定するためのａ－ラインまたはｂ－モード走
査のように単純であり得る。しかし、好ましいモードは、脂肪層の詳細が可視化され、そ
して記録され得る高解像度造影システムである。この診断造影システムは、コンピュータ
ー、ソフトウェアおよび手術前マップと電子通信している。位置配置センサー、または正
確な位置コントローラーを用いることにより、身体に対する診断走査の位置および方向が
記録され、そして手術前マップ上に重ねられる。これは、医師がヒトの脂肪堆積物の容量
計測マップを生成することを可能にする。重ねられた造影は、患者および医師の両者が、
処置に対してどの領域が利用可能であるか（侵襲的または非侵襲的いずれか）を見ること
、および除去されるべき脂肪の特定の量を複数のモデルでサンプリングすることにより演
じること、そして患者が好む物を見ることを可能にする。これは、手術前モデルをベース
ラインとして用いる要約モデルの生成、および最終の結果を可視化するための上記手術前
モデルに対する任意の計画された変更を含む。
【０１５８】
　３Ｄ身体マップを用いる方法
　別の実施形態では、３Ｄ身体マップを利用する身体彫刻する方法がある。この方法は、
破壊されるべき脂肪組織の容量のための３Ｄ身体マップを分析する第１の工程、第２の、
身体彫刻手順を用いて安全に破壊され得る脂肪組織の量を決定する工程、第３の破壊され
る脂肪組織の容量を引き、第２の３Ｄ身体マップを生成する工程を有し、ここで、医師お
よび患者は、第１の３Ｄ身体マップと任意の数の第２の３Ｄ身体マップとを比較し得、実
施されるべき所望の量の身体彫刻手順を選択する。
【０１５９】
　この方法では、本明細書中に開示される造影システムを用いて第１の身体マップが生成
される。この第１の身体マップは、任意の治療手順が開始される前の患者の開始点を表す
。この治療コトローラーは、所定量の脂肪組織が破壊された後の身体の輪郭を示す第２の
マップを生成するために用いられ得る。治療コントローラーをこのように用いることによ
り、患者が、多くのタイプの処置における治療処置の可能な最終結果を見ることが可能で
ある。従って、患者および医師は、１つ以上の処置の後の人の３Ｄ身体マップに基づき、
患者が望むものの推定を得ることができる。この情報は、医師および患者によって、手順
を案内するため、そして所望の目的のための処置の数を決定するため、または特定の数の
処置について破壊され得る脂肪組織の最大数を決定するために用いられ得る。
【０１６０】
　脂肪組織を破壊するその他の方法
　脂肪組織を破壊する代替の実施形態では、第１の、処置されるべき組織の容量および領
域を決定する工程、および第２の、領域または組織の上を連続的移動で掃引するパルス波
ＨＩＦＵトランスデューサーを用いてその容量を処置する工程を有する脂肪組織を破壊す
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るための方法がある。
【０１６１】
　操作において、脂肪組織の存在および位置を決定する工程は、先に示され、そして手術
前モデルを生成するためにコンピューターを備えた３Ｄ造影システムを用いる方法に非常
に類似し得る。しかし、脂肪吸引における現在の手順は、患者の皮膚上のマーカーを用い
ることにより脂肪組織の領域を迅速に決定する局面を提供する。このようにして、医師は
、彼または彼女の経験および実施訓練を用いて、手術することを所望する「問題」領域を
識別し得る。医師は、脂肪組織の領域を表す皮膚の領域の輪郭を描くためにマーカーを用
いる。一旦、これが実施されると、患者は、上記のように３Ｄ手術前モデルのプロセスを
通過し得るが、カメラは、ここで、皮膚上のマークされた領域を検出し、そして上記３Ｄ
局所解剖学的マップ中に取り込む利点を有する。このマーカー中で用いられるインクは、
カメラが特殊な条件下でそれを可視化することを可能にする特有の染料または色素、例え
ば、特殊光の下で見える蛍光染料の使用、を含み得る。
【０１６２】
　患者の位置決めは、先に記載の手順と同様に生じる。次いで、患者は、高強度焦点合わ
せ超音波（ＨＩＦＵ）で処置され、選択された領域の脂肪組織を破壊する。このＨＩＦＵ
デバイスは、正確な位置センサー、または上記の診断超音波工程で用いられる位置決め機
構を取り込むように特に設計されている。このようにして、超音波処置の方向および位置
が知られ、そして患者の手術前マップ上に重ね合わされ得る。高強度焦点合わせ超音波電
子部品がまた造影システムに結ばれる場合、さらなる詳細が記録され、このＨＩＦＵトラ
ンスデューサーの各パルスまたは伝達は、記録され、そして上記手術前マップ上にリアル
タイムに重ね合わされ得る。このようにして、上記手順の照射工程が安全かつ正確に実施
され得る。なぜなら、コンピューターが処置の１つの位置毎に記録し得るからである。
【０１６３】
　ＨＩＦＵ処置のデータを記録するコンピューターと、ＨＩＦＵトランスデューサーとの
間のフィードバック通信ループを用いることにより、高められた安全性特徴が実現され、
そこでは、コンピューターは、ＨＩＦＵトランスデューサーが既に処置された領域中に発
射することを防ぎ得るか、または損傷間の間隔の特定の最小レベルがあることを補償する
ことによる。この間隔は、損傷の三次元幾何学的形状、または時間におけるより複雑な間
隔であり得る。患者が、複数処置のために入り得る場合、上記システムは、先のＨＩＦＵ
損傷の位置を思い出し、そして適切な時間空間が経過するまで同じ容量の照射を防ぐ。損
傷の３Ｄ幾何学的形状と時間シークエンスとの組み合わせはまた、コンピューターシステ
ム、およびＨＩＦＵ処置の強度、サイズおよび持続時間のためのさらなるパラメーターを
取り込むことにより制御され得る。
【０１６４】
　照射手順が終了されるとき、患者は、診断造影デバイスを用いて再走査され、計画され
たような手順の成功の程度を決定する。手術後の評価から、医師は、さらなる処置を計画
およびスケジュールし得るか、または安全かつ効目の有る様式で患者の必要性に適合する
既に計画されたさらなる処置のスケジュールを改変する。
【０１６５】
　患者に対して実施された処置の程度に依存して、患者は、さらなる薬物療法または圧縮
衣類を放免され得、身体の治癒または彫刻を支援する。
【０１６６】
　（実施例ＩＩ）
　脂肪組織を破壊するこの方法は、同時の走査およびパルス波トランスデューサーレジメ
ンとともに前記治療ヘッドの使用を含む。この方法では、患者は、先に記載のような様式
で準備される。輪郭線のセットが、処置されるべき容量に対応する領域を識別するために
引かれる（図９Ａ）。線または格子矩形がこの輪郭線の上に置かれる（図９Ｂ）。治療ヘ
ッドを用いてこの組織領域を走査し、脂肪組織の十分な深さかあることを確認する（図９
Ｃ）。一旦これがなされると、治療が開始され得る。
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【０１６７】
　治療は、パルス波モードを備えた治療トランスデューサーを用いて、３ｍｍ／秒～５０
ｍｍ／秒の速度で処置ブロックの上で走査ヘッドを移動することにより実施される。ロボ
ットアームは、トランスデューサーを移動し得るか、または使用者は、器具が各掃引の間
に移動される距離の行路を維持して治療ヘッドを移動し得る。
【０１６８】
　ミクロ位置決めシステムがまた、治療ヘッドの移動の線を横切って掃引するために治療
ヘッド中でともに用いられ得る。これは、処置されるべきより大きな領域および引き続く
より大きな容量を可能にする。これは、壊死された組織の容量が増加されること、この容
量を処置するために必要な時間を低下すること、および侵襲手順までの時間により近い非
侵襲的手順にもたらすことを可能にする。
【０１６９】
　脂肪組織を破壊する別の方法では、３つの一般的工程が実施される。第１の工程は、処
置されるべき組織の容量および領域を決定することである。第２は、組織の容量および面
積を処置することであり、そして最後に容量および面積に対する処置の効目を決定するこ
とである。
【０１７０】
　第１の工程は、処置されるべき組織の容量および面積を決定することを含む。現在、形
成外科医は、患者が有し得る脂肪組織の量を彼らの長年の経験に依存している。触診検査
は、医師が脂肪吸引で除去されるべき脂肪組織の領域の周りに輪郭線を生成することを可
能にする。この同じ方法が、医師が輪郭線を生成するための開始点として用いられ得る。
この輪郭線の下の脂肪組織の深さは、超音波走査を用いて確認される必要はない。
【０１７１】
　一旦、上記輪郭線が確立されると、患者は、処置されるべき輪郭線が組織を治療ヘッド
に接近可能にするような様式で位置決めされるように配向されなければならない。この治
療ヘッドは、望ましくは、広い範囲の運動を有し得るが、患者の配向は重要である。なぜ
なら、この治療ヘッドが達成し得る多くの配向は、器具の使用者、または処置される患者
には心地良くなく、または実際的でないからであるからである。一般に、この配向は、脂
肪組織の表面積が表を上にし、そしてほぼ平坦であるべきである。これは、脂肪組織が、
患者が休息し得、組織が不規則に落ち着く様式で処置される容量および表面を提示すると
きとは反対に、１つの側面に過剰に濃縮されることなく安定容量に「落ち着く」ことを可
能にする。組織深さおよび容量における規則性はまた、使用者が、より均一および有効な
処置を送達することを支援する。
【０１７２】
　患者が、使用者、治療ヘッドおよび患者心地良さに実施可能な様式で配向された後、上
記治療ヘッドは、診断走査モードで輪郭線領域の全体で用いられる。脂肪組織深さを確認
するための患者のこの走査は、治療ヘッドが、それがすべきでない組織を破壊しないよう
に、システムおよび使用者に正確な情報を提供するために必要である。簡単に言えば、処
置が開始される前に上記輪郭線領域内に脂肪組織の十分な深さが存在するのを確認するこ
とが必要である。不十分な脂肪組織深さが見出される場合、安全標準が満たされるように
、輪郭線が再び引かれる。
【０１７３】
　脂肪組織深さおよび容量が治療手順を開始するに十分であると仮定すると、使用者は、
患者身体上の処置ゾーン格子のマーク付けを開始し得る。この処置ゾーン格子は、望まし
くは、少なくとも、輪郭線によって取り囲まれる領域と同じ大きさである。この処置ゾー
ン格子は、テンプレートまたは型板とともに外科用マーカー、ローラーデバイスまたはス
プレーインクで患者上にマークされ得る。処置ゾーン格子を生成するその他の様式もまた
可能である。
【０１７４】
　組織容量が確認され、そして処置ゾーン格子が配置された後、使用者は、患者データお
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よび所望の処置パラメーターを、ホストインターフェースを用いて治療デバイス中に入力
し得る。種々のパラメーターが、このデバイス中に入力され得、そして使用者は、必要ま
たは所望されるいかなる情報をも収容し得る。一旦、機械が、適正にプログラムされると
、処置されるべき組織の容量および面積を決定する主要工程が終了され、そして使用者は
、組織の容量および面積の実際の処置する第２の主要工程に進行し得る。
【０１７５】
　第１に、使用者は、治療ヘッドを患者身体上に、そして処置ゾーン格子と整列して配置
する。治療ヘッドが、その上に処置ゾーン格子と整列され得る標準マーク付けを有する場
合、これら標準はそのように整列されるべきである。これは、処置のために正確に位置決
めされることを可能にする。処置ゾーン格子中に隅またはその他の位置のような目立つ開
始場所のような、容易に識別可能なパターンが存在する場合、そのときは、使用者はそこ
で開始し得る。治療コントローラーに加え、またはホストインターフェースは、使用者が
その情報の行路を維持する必要がないように、どの領域が処置されたかを決定するための
追跡システムを有し得る。
【０１７６】
　次に、使用者は、治療ヘッドで走査されるべき処置ゾーンを識別する。これは、最初の
走査された領域であり得、そして走査ヘッドのフットプリントが上記輪郭線領域に適合さ
れ得る回数と同じ数の走査領域が存在する。治療ヘッドがその場で、診断スキャナーが再
び稼動され得、十分な組織深さを確認する。診断走査は、治療スキャナーと交互に、また
は単に治療ブロックの開示時に稼動され得る。
【０１７７】
　この治療ブロックは、処置されるべき治療ヘッドの下の領域である。ＨＩＦＵトランス
デューサーは、治療コントローラーからのパラメーターに従って係合される。このトラン
スデューサーは、ブロック領域を機械的に操作するか、ミクロ位置決めシステムを経由し
て移動するか、または焦点領域が電子的に操縦される（位相化アレイのような）ＨＩＦＵ
トランスデューサーを用いて電子的に移動されるかのいずれかである。損傷の深さ、密度
およびサイズは、トランスデューサーの操作速度（如何に速く、焦点が組織を通って電子
的または機械的いずれかで移動されるか）によって影響され得る。処置線の強度、ＰＲＦ
または重複を変えることはまた、損傷サイズおよび形状に影響し得る。これらパラメータ
ーの１つ以上を調節することにより、大および小、深いまたは浅い両方の損傷を生成する
ことが可能であり、そして使用者に壊死のレベルに対する制御のレベルを許容する。従っ
て、使用者は、壊死の量を減少し得、そして羽根が抜ける効果を生成し得、その結果、治
療ヘッドが脂肪組織の境界に接近するとき、組織壊死の量は低減される。これは、非脂肪
組織を損傷するリスクなくして所望の組織処置を許容する。使用者が、深い脂肪組織領域
中の壊死のゾーンを拡大し、壊死のより大きな領域を生成し、所望の結果を生成すること
もまた許容する。
【０１７８】
　損傷の、羽根が抜けるようでかつ均一な処置の値　－　輪郭線の間で、処置密度は、羽
根が抜けるような処置機能をともなう均一な処置の値から変動され得る。
【０１７９】
　本発明は、種々の改変、および代替の形態を受けるが、その特定の例が、図面中に示さ
れており、そして本明細書中に詳細に説明される。しかし、本発明は、開示される特定の
形態または方法に制限されるべきではなく、反対に、本発明は、添付の請求項の範囲内に
入るすべての改変物、等価物および代替物を含むことが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】図１は、本発明の側面図を示す。
【図２】図２は、走査ヘッドを示す。
【図３】図３は、脱気サーキットの概略である。
【図４Ａ】図４Ａは、治療ヘッドの要素を示す。
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【図４Ｂ】図４Ｂは、治療ヘッドの要素を示す。
【図５】図５は、コンピューター様入力デバイスを備えたアームを示す。
【図５Ａ】図５Ａは、案内リング制御デバイスを示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、案内リング制御デバイスを示す。
【図６】図６は、光学的案内リング制御デバイスを示す。
【図７】図７は、スリップジョイントを示す。
【図８】図８は、３Ｄ容量測定造影システムを示す。
【図９Ａ】図９Ａは、患者身体をマーキングする方法を示す。
【図９Ｂ】図９Ｂは、患者身体をマーキングする方法を示す。
【図９Ｃ】図９Ｃは、患者身体をマーキングする方法を示す。
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