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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】医学的処置中の患者の状態を監視し、それらに
関連付けられた状態の検知に基づき警告を発するサージ
カルガイダンスシステムを提供する。
【解決手段】サージカルガイダンスシステムは、外科治
療中にリアルタイム画像化と患者監視が可能なＭＲＩユ
ニット２１０を含む。手術前に、外科計画は、計画イン
ターフェース２３５を使用して作成され、コントロール
ユニット２３０は、リアルタイム画像データおよび外科
計画を受信し、外科計画に含まれているパラメータに基
づいて画像データを監視する。コントロールユニット２
３０の監視は外科治療が行われている間リアルタイムで
行われ、コントロールユニット２３０は、外科計画およ
び／またはハイリスクな患者の状態からのずれを検知で
きると共に、検知した条件に基づいて警告を発するよう
に警告ユニット２７０に指示できる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の一部を表すＭＲＩデータを生成するために構成されたＭＲＩシステムと、
　外科治療のための外科パラメータに関する外科治療前の画像および入力情報に少なくと
も部分的に基づいて、外科計画を作成するための計画インターフェースと、
　上記外科治療中に得られた上記ＭＲＩデータに基づく画像データを受信するため、およ
び上記外科計画の上記外科パラメータに含まれている条件のための上記画像データを監視
するためのコントロールユニットと、
　上記コントロールユニットからの指示に基づいて警告を発するための警告ユニットと
を備え、
　上記コントロールユニットは、上記外科計画の上記外科パラメータに含まれている上記
条件の少なくとも１つの条件の検知に基づいて上記警告を発するよう上記警告ユニットに
指示するように構成されていることを特徴とするサージカルガイダンスシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記ＭＲＩは、ギャップによって分けられた第１および第２の主磁石を含んでいるサー
ジカルガイダンスシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記ＭＲＩは、画像が上記外科治療を行うのと実質的に同時に取り込まれるように構成
されているサージカルガイダンスシステム。
【請求項４】
　請求項３に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記コントロールユニットは、上記外科治療を行うのと実質的に同時に、上記外科治療
への患者の反応を監視するための上記画像データを用いるように構成されているサージカ
ルガイダンスシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記外科治療への患者の反応を監視することは、上記外科治療を行うのと実質的に同時
に上記患者の生体構造への変化を監視することを含むサージカルガイダンスシステム。
【請求項６】
　請求項５に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記コントロールユニットは、上記患者の生体構造の変化に関連付けられた少なくとも
１つの条件の検知に基づいて、上記外科治療中に上記警告を発するよう上記警告ユニット
に指示するように構成されているサージカルガイダンスシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記外科治療を行うために使用される外科用器具を追跡するための追跡ユニットをさら
に備えるサージカルガイダンスシステム。
【請求項８】
　請求項１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記外科治療を行う外科ロボット装置を追跡するための追跡ユニットをさらに備えるサ
ージカルガイダンスシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記警告ユニットは、視覚情報および可聴情報のうち少なくとも一方の形で警告を発す
るように構成されているサージカルガイダンスシステム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記ＭＲＩシステムから上記ＭＲＩデータを受信すると共に、上記ＭＲＩデータに基づ
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いて上記画像データを生成する画像処理ユニットをさらに備えるサージカルガイダンスシ
ステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記ＭＲＩシステムは、
　上記外科治療の開始前に画像の第１品質を表すＭＲＩデータを取得し、
　上記外科治療を行うのと実質的に同時に画像の第２品質を表すＭＲＩデータを取得する
ために構成され、
　上記第２品質は、上記第１品質よりも低くなっているサージカルガイダンスシステム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記画像処理ユニットは、上記画像の第２品質を表すＭＲＩデータの取得中に生成され
たＭＲＩデータから容積画像を表す画像データを生成するために構成され、
　上記容積画像を表す画像データの生成は、変形可能な画像登録を使用することを含むサ
ージカルガイダンスシステム。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記画像処理ユニットは、上記ＭＲＩシステムから受信した上記ＭＲＩデータに基づい
て、容積画像を表す上記画像データを生成するために構成されているサージカルガイダン
スシステム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記画像処理ユニットは、変形可能な画像登録を使用して、容積画像を表す上記画像デ
ータを生成するために構成されているサージカルガイダンスシステム。
【請求項１５】
　患者に外科治療を行うのと実質的に同時に患者の一部を表すＭＲＩデータを生成するた
めに構成されたＭＲＩシステムと、
　上記外科治療中に得られた上記ＭＲＩデータに基づいて容積画像を表す画像データを受
信するため、および予め定められた条件のための上記画像データを監視するためのコント
ロールユニットと、
　上記コントロールユニットからの指示に基づいて警告を発するための警告ユニットと
を備え、
　上記コントロールユニットは、上記予め定められた条件のうちの少なくとも１つの条件
の検知に基づいて、上記警告を発するよう上記警告ユニットに指示するように構成されて
いることを特徴とするサージカルガイダンスシステム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記予め定められた条件のうちの少なくとも１つを受信するための計画インターフェー
スをさらに備えるサージカルガイダンスシステム。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記ＭＲＩは、ＭＲＩデータが上記外科治療を行うのと実質的に同時に取り込まれるよ
うに構成されているサージカルガイダンスシステム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記コントロールユニットは、上記外科治療を行うのと実質的に同時に上記外科治療へ
の患者の反応を監視するための上記画像データを用いるように構成されているサージカル
ガイダンスシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
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　上記外科治療への上記患者の反応の監視することは、上記外科治療を行うのと実質的に
同時に、上記患者の生体構造への変化を監視することを含むサージカルガイダンスシステ
ム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記コントロールユニットは、上記患者の生体構造の変化に関連付けられた少なくとも
１つの状態の検知に基づいて、上記外科治療中に上記警告を発するよう上記警告ユニット
に指示するように構成されているサージカルガイダンスシステム。
【請求項２１】
　請求項１５に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記ＭＲＩシステムから上記ＭＲＩデータを受信すると共に、上記ＭＲＩデータに基づ
いて容積画像を表す上記画像データを生成するための画像処理ユニットをさらに備えるサ
ージカルガイダンスシステム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記ＭＲＩシステムは、上記外科治療の開始前に画像の第１品質を表すＭＲＩデータを
取得し、上記外科治療を行うのと実質的に同時に画像の第２品質を表すＭＲＩデータを取
得するために構成され、
　上記第２品質は、上記第１品質よりも低くなっているサージカルガイダンスシステム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のサージカルガイダンスシステムにおいて、
　上記画像処理ユニットは、画像の上記第２品質を表すＭＲＩデータの取得の間に生成さ
れたＭＲＩデータから容積画像を表す上記画像データを生成するために構成され、容積画
像を表す上記画像データの生成は、変形可能な画像登録の使用を含むサージカルガイダン
スシステム。
【請求項２４】
　患者の一部を表すＭＲＩデータを生成するステップと、
　上記ＭＲＩデータに基づいて画像データを生成するステップと、
　外科治療のための外科パラメータに関する外科治療前の画像および入力情報に少なくと
も部分的に基づいて、外科計画を生成するステップと、
　上記外科計画の上記外科パラメータに含まれる条件のための上記画像データを監視する
ステップと、
　上記外科計画の上記外科パラメータに含まれる上記条件のうちの少なくとも一つの条件
の検知に基づいて警告を発するステップと
を備えることを特徴とするサージカルガイダンス方法。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のサージカルガイダンス方法において、
　上記画像データは、上記ＭＲＩデータに基づく容積画像を表しているサージカルガイダ
ンス方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載のサージカルガイダンス方法において、
　上記ＭＲＩは、上記ＭＲＩデータが外科治療を行うのと実質的に同時に取り込まれるよ
うに構成されているサージカルガイダンス方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のサージカルガイダンス方法において、
　上記画像データは、上記外科治療を行うのと実質的に同時に、上記外科治療への患者の
反応のために監視されているサージカルガイダンス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　関連出願の相互参照
　本願は、２０１０年１２月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／４２５，８９１
号の利益を主張するものである。この出願の内容は、参照の上、本明細書に組み込まれる
。
【背景技術】
【０００２】
１．技術分野
　本願は、医療システムおよび方法、特に、医療中の患者の生体構造の画像化のためのシ
ステムおよび方法に関する。特に、その結果としての画像は、医療を促進するために用い
られうる。
【０００３】
２．関連技術
　多くのタイプの医療は、治療前計画段階を含む。治療の例は、治療、理学療法、放射線
治療、および／または外科治療のようなものを含んでもよい。治療前計画は、Ｘ線、コン
ピュータ断層撮影（ＣＴ）、および／または磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）のような患者の生
体構造の医学的な画像化を含んでもよい。そして、これらの画像化は、医師が治療のコー
スを決定し、治療を行うための詳細な計画を準備するのを支援するために使用できる。
【０００４】
　例えば、治療が外科治療を含む場合には、外科計画は、一般的に、実際の手術を実行す
る前に準備される。いくつかのケースでは、患者は、いくつかのフォームの外科治療前の
医療画像化を経験し、外科チームは、外科計画のプロセスの一部として、患者の生体構造
の画像を見直すことができる。また、いくつかの場合には、上記外科治療前の画像を外科
治療中に使用できる。画像誘導手術（ＩＧＳ）は、外科治療に使用される一般的な用語で
ある。ここで、外科医は、上記治療を間接的にガイドするために、治療前または治療中の
平面画像と共に、追跡される外科用器具を使用することができる。大部分の画像誘導外科
治療は、最小限の侵襲性である。
【０００５】
　手術は、次の任意の１以上の治療を含むことができるが、これらの治療に限られない。
・切開-器官、腫瘍、または他の組織内へ穿刺または切削すること。 
・切除（Excision）-器官、腫瘍、または他の組織を切り出すこと。 
・切除（Resection）-器官または他の体の構造の部分的な除去。 
・特に切断された場合に、器官、組織等の再接続。腸などの器官の切除は、通常、再接続
が含まれる。内部縫合またはステープルで閉じることは、再接続のために使用されてもよ
い。血管の間、他の管状体間、または、腸のループなどの管腔構造間の外科的な接続は、
吻合と呼ばれている。
・ライゲーション-血管、管、「チューブ」を結んでとめること。 
・移植（Grafting）-同じ（または異なる）体から切り出した組織片、あるいは、まだ部
分的に体に接続されているが、問題になっている体の或る領域の再配置または再構成のた
めに再度縫合されるフラップを切断すること。移植は、しばしば美容手術で使用されるが
、他の手術で使用される。移植片は、患者の体の或る領域から取得され、体の別の領域に
挿入されてもよい。一例は、バイパス手術である。このバイパス手術では、詰まった血管
は、体の他の部分からの移植片でバイパスされる。その他、移植片は他の人間、死体、ま
たは動物からのものであってもよい。
・人工装具の挿入。人工装具の実施例は、取り付け、および骨と共に保持するためのピン
またはねじ、骨部分を置き換えるための人工装具のロッドまたは他の人工装具、頭蓋の損
傷領域を置き換えるために挿入されるプレート、損傷した生体構造を置き換えるために使
用される、いわゆる人工部品、例えば人工股関節、心臓ペースメーカーまたは弁、あるい
は、他の多くのタイプの知られている人工装具を含みうる。
・体内の永久的な、あるいは半永久的な開口部であるストーマ（stoma）の生成。
・ドナーの器官（ドナーの体から取り出された）が器官被提供者の体内に挿入され、必要
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なすべての経路（血管、管等）で器官被提供者に接続される、器官または組織移植。 
・関節固定－隣接する骨を外科的に結合し、これらの骨が一緒になって一つに結合できる
こと。脊椎固定は、関節固定の一例で、隣接する椎骨が結合し、それらの椎骨が一緒にな
って一つに結合できる。
・組織の変更、例えば、減量のための肥満手術における消化管の変更。
・瘻（fistula）、ヘルニア、ストーマ、または脱出症（prolapse）の治療
・熱の使用、寒さ、電流、放射線、または他の細胞外傷誘導技術を通じて組織の切除また
は破壊。 
・血管形成術、内視鏡検査、または装置の移植。 
・詰まった管、血管、または他の管の清掃。 
・結石（石）の除去。 
・蓄積された流体の排出。 
・死滅した、損傷した、または病変した組織の除去を含むデブリドマン（debridement）
。
・診断を支援または裏付けるための診断検査。 
・診断を支援または裏付けるための組織のサンプリング。 
・組織または器官の切断、再移植、または再建。
【０００６】
　いくつかの従来のＩＧＳシステムは、平面画像化システムおよびハンドヘルド（hand-h
eld）外科プローブ(surgical probe)を含む。平面画像化システムは、患者の生体構造を
特定すると共に上記外科治療を計画するために、患者の生体構造の治療前または治療中の
「スナップ・ショット」を取得するために使用される。上記外科治療中に、いくつかのＩ
ＧＳシステムは、平面の静止画像に対する外科プローブ位置を追跡する能力を有する。こ
のような場合には、ＩＧＳシステムは、外科プローブを表す画像の下に静止画像を表示す
るためのディスプレイを含む。いくつかのＩＧＳのシステムでは、プローブ位置は、患者
の生体構造上に表示できる。患者の生体構造は、ワークステーションベースの３Ｄ画像化
システム上の３つの直交する、平面画像スライスとして表示されている。
【０００７】
　ＩＧＳシステムの一例は、StealthStation（登録商標）である。このStealthStation（
登録商標）は、メドトロニック社によって販売されている製品である。メドトロニック社
StealthStation（登録商標）ＩＧＳシステムは、電磁および光学追跡技術を利用して、外
科治療中に患者の体内の外科器具の位置を決定する。上記システムは、予め準備され重ね
合わされた（coregistered）断面２－Ｄ画像を使用し、これらの２－Ｄ画像は、周知のア
ルゴリズムを使用して合成され、３－Ｄ画像を生成する。そして、上記システムは、画像
上に器具の位置を重ね合わせることができて、その結果、外科医は、外科治療中に上記器
具の位置を観察できる。そのようなＩＧＳシステムは、機械、光学、超音波、電磁技術を
含む異なる追跡技術の様々な技術のいずれかを使用して、上記静止画像に対する上記プロ
ーブを追跡してもよい。そのようなシステムは、患者の生体構造は、外科治療中に静止し
ていると共に不動であると想定されるというパラダイムに従っていて、焦点は、外科プロ
ーブまたは器具の「適切な」位置を追跡しようとしてきた。そのようなシステムは、機器
を配置しながら、外科医が、患者よりむしろ、画像を観察することを前提としている。
【０００８】
　上述したように、治療への言及はまた、外科治療を伴うもの以外の医療も含みうる。医
療の他の例は、放射線治療である。例えば、癌や冠動脈再狭窄などの増殖性組織疾患によ
って引き起こされる病気は、しばしば、放射線で治療される。この放射線治療では、病気
を含むことが知られている、または病気を含むことが疑われている患者の部分に放射線が
照射される。この目的のために、放射線治療計画システムは、疾患部分およびその周辺領
域の計画画像を最初に取得するのに使用される。
【０００９】
　放射線治療計画システムは、一般的にＣＴまたはＭＲＩシミュレータを含む。ＣＴまた
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はＭＲＩのＸ線撮像は、複数の重ね合わされた断面２－Ｄ画像を取得するための治療の始
まりの前に、典型的には一日で行われる。これらの断面画像は、３－Ｄ画像を生成するた
めに周知のアルゴリズムを用いて合成される。これらの３－Ｄシミュレーション画像が表
示され、その後、Ｘ線写真で明らかな腫瘍または微視的疾患の広がりが疑われる領域のよ
うな、処理されるべき疾患の疑いの領域の位置を識別するために分析される。これらの処
理すべき領域は、放射線治療ターゲットと呼ばれる。
【００１０】
　器官運動を説明しようと試みるために、マージンおよび計画ターゲット体積（ＰＴＶｓ
）の概念は、照射のほとんどの間に、願わくはターゲットを含む体積を照射しようとする
ために開発された。ＰＴＶｓは、患者ジオメトリまたは動きの変化を考慮するためにジオ
メトリックなマージンを含む。同様に、３－Ｄシミュレーション画像が表示され、その後
、例えば脊髄および肺などの放射線によって損傷するかもしれない重要で正常な生体構造
および組織を識別するために分析され、これらの組織の機能についての放射線の潜在的な
影響を評価する。過度の放射線から守られ、または保護されるべきこれらの領域は、重要
な構造またはリスクのある器官と呼ばれ、また、患者のジオメトリや動きの変化を考慮し
てマージンを含んでいてもよい。放射線治療の照射は、その後、慣習的に、ＣＴおよび／
またはＭＲＩ画像の単一セットから得られた放射線治療ターゲットおよび重要な構造の単
一の静的モデルについて計画される。
【００１１】
　周知の技術においては、同時の容積（volumetric）画像化と治療が不可能であるため、
患者および患者の体内のすべての器官は、正確なＩＧＳまたは放射線量の照射のために正
確に再配置する必要がある。しかしながら、以下の複数の要因を含むため、患者の正確な
再配置は、不可能であることが、当業者に知られている。すなわち、上記複数の要因は、
患者のセットアップ、つまり、患者の体のジオメトリおよびアラインメントを再現できな
いこと、体重の減少や腫瘍の成長および収縮のような患者の生理的変化、および、呼吸運
動、心拍、直腸の膨張、蠕動、膀胱の充填、および自発的な筋肉の運動を含むがこれらに
限られない患者の器官運動である。ここで留意すべきは、上記器官運動は、速い時間軸で
生じ、１回の放射線照射中に変化が起こる（例えば呼吸運動）「フラクション内（intra-
fraction）」器官運動と呼ばれる。あるいは、上記器官運動は、遅い時間軸で生じ、変化
が放射線照射間または外科治療間に生じる「フラクション間（intra-fraction）」器官運
動と呼ばれる。
【００１２】
　手術および放射線治療の両方の分野では、患者セットアップエラー、生理的変化、およ
び器官運動は、上記手術および放射線治療が進むにつれて、患者の生体構造的ターゲット
および重要な構造に対して、追跡される外科器具または治療ビームの位置ずれを増やす結
果になる。
【００１３】
　例えば、放射線治療の分野では、長年にわたり、専門家らは、放射線治療ビームを使用
して、技術的には「ポート・フィルム」と称される患者のハードコピー・フィルムを取得
し、ビームの位置が元の計画から大きく変化していないことを確認しようと試みてきた。
しかしながら、取得されるポート・フィルムは、一般的には、放射線治療のプロセスにお
いてある所定の間隔（典型的には、１週間）で撮影されるただ１つの２‐Ｄ投射画像であ
る。ポート・フィルムでは、器官の運動を補償することはできない。さらに、ポート・フ
ィルムは、軟組織の生体構造を有意なコントラストで画像化せず、患者の骨構造について
のみ信頼できる情報をもたらす。したがって、ずれについての情報は、ポート画像が取得
された時点の瞬間においてのみもたらされ、骨構造と軟組織構造との整列が必ずしも相関
しておらず時間とともに変化するため、誤りを引き起こす可能性がある。提供されるポー
ト画像内の適切なマーカによって、ビームのずれを、ある限られた程度においてのみ割り
出して修正することができる。
【００１４】
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　より最近では、電子ポータル画像化と称されるが、ポート画像の電子的な取得が何人か
によって開示されている。この画像化技法は、線形加速装置または関連のキロボルトＸ線
ユニットのＸ線を使用して、患者のＸ線透過放射線画像を取得するために、固体半導体、
シンチレータ、または液体イオン化チャンバ・アレイの技術を使用している。ハードコピ
ーの技法と同様、ずれについてのデータは、ポート画像が取得された時点の瞬間において
のみもたらされる。電子ポータル画像化における他の最近の進歩として、軟組織の位置を
画像化しようと試みる埋め込み間質性放射線不透過マーカの使用が挙げられる。これらの
手順は、侵襲的であり、マーカの移動に左右される。多数の画像の迅速な取得によって実
行されるときでさえも、軟組織内の放射線不透過マーカによって特定される不連続な点の
移動を見つけるにとどまり、器官の運動の真の複雑さ、およびそれによって引き起こされ
る線量の誤差を補償することはできない。多数の２Ｄ電子ポータル画像から３Ｄ容積画像
の組を生成する他の最近の進歩は、日々の治療の投与の前または後に、体積コーン・ビー
ムＸ線ＣＴまたはヘリカル断層治療メガボルトＸ線ＣＴ画像の組を取得することである。
この技法は、患者の設定誤差、すなわち患者の体の形状および整列、体重の減少または腫
瘍の成長および収縮などの患者における生理学的変化、ならびに直腸の充満および排泄な
ど、フラクション間の患者の器官の運動を補償することができるが、フラクション内の患
者の器官の運動を補償することはできない。フラクション内の器官の運動は、きわめて重
要であり、これらに限られるわけではないが、呼吸運動、心拍、直腸のガス膨張、蠕動、
膀胱の充満、および自発的な筋肉の動きが含まれる。
【００１５】
　放射線治療は、歴史的には、対象とする体積を含む体の大きい領域に対して投与されて
きた。いくつかの体積マージンが、微視的な病気の広がりの可能性を考慮するために必要
である一方、上記マージンの多くは、治療計画および放射線の照射の不確実性を考慮する
ために必要である。照射される組織の総体積を減らすことは、有益である。なぜなら、こ
れが照射される正常組織の量を減少させ、したがって、放射線治療による患者への全体的
な毒性を減少させるからである。さらに、全体の治療体積の減少は、ターゲットへの線量
増加を許容し、したがって、腫瘍抑制の可能性を高めることができる。
【００１６】
　臨床コバルト（Ｃｏ６０放射性同位体源）治療ユニットとＭＶ線形加速器（またはリニ
アック）は、１９５０年代の初めに、ほぼ同時に導入された。最初の２つの臨床コバルト
治療ユニットは、ほぼ同時にオンタリオ州のサスカトゥーンおよびロンドンで１９５１年
１０月に導入された。臨床使用のためにのみ導入された最初のＭＶ線形加速器は、１９５
２年６月に、英国のロンドンのハマースミス病院にあった。最初の患者は、１９５３年８
月に、この装置で治療を受けた。これらの装置は、すぐに広く癌治療に用いられるように
なった。深く進入する電離光子ビームは、すぐに放射線治療の中心になり、深部に位置す
る腫瘍の広範囲におよぶ非侵襲の治療を可能にした。Ｘ線治療の役割は、これらの装置の
出現によって、主として症状緩和治療から根治治療へと、徐々に変化した。その類似性に
もかかわらず、コバルト・ユニットとリニアックとは、常に外部ビーム放射線治療におけ
る競合技術として考えられていた。この競合関係の結果、最終的には、米国および西欧に
おいてはリニアックが支配的となった。
【００１７】
　上記コバルト・ユニットは非常に単純であり、時間を経ても技術的に大幅に改善されな
かった。当然ながら、コバルト・ユニットのシンプルさは、その魅力の一部の要因であり
、コバルト・ユニットは、非常に信頼性が高く、正確で、メンテナンスおよび実行するた
めの技術的専門知識をほとんどを必要としなかった。このことにより、早い段階で、コバ
ルト治療は、外部ビーム治療の最も普及した形になっている。
【００１８】
　上記リニアックは、より技術集約的な装置である。上記リニアックは、電子の大きな流
れを４～２５ＭｅＶのエネルギーまで加速して、制動放射光子または散乱電子のビームを
生成することで、より鋭いペナンブラ（penumbrae）を有してより進入性であるビーム、
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およびより高い線量の割合を可能にするはるかに多目的な装置であった。リニアックの信
頼性が高くなるとともに、より進入性である光子ビームを電子ビームの追加と組み合わせ
て備えるという有益さが、既存のコバルト・ユニットに取って代わるための充分に強力な
推進力と見られるようになった。
【００１９】
　コバルト治療は、何の反対もなしに、次第に消えたわけではなく、その議論の本質は、
リニアックに対するコバルト・ユニットの得失を説明した、ラフリン、モハン、およびカ
ッチャーによる１９８６年の有名な論文に記載されている。これは、コバルト・ユニット
の継続と更なる技術開発のために主張された訴訟からの論説を伴っていた。コバルト・ユ
ニットおよびリニアックの長所は、既に記載した。コバルト・ユニットの短所は、線量の
進入深さが少ないこと、ソースの寸法により境界が大きいこと、エネルギーが少ない混入
電子のため大きなフィールドについて表面の線量が大きいこと、および必須の規制監督で
あると見られていた。リニアックの欠点は、それらのエネルギー（したがって、低エネル
ギーのコバルト・ビームからの相違）が大きくなるとともに増大し、ビルドダウンの増加
、電子の輸送による境界の増加、骨への線量の増加（対生成による線量の増加のため）、
および最も重要なことには、１０ＭＶを超える加速電位での光中性子の発生であると見ら
れていた。
【００２０】
　強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）以前の時代において、リニアックは、コバルト治療に
対して決定的な利点があった。４ＭＶのリニアック加速電位を使用してコバルトにきわめ
て類似したビームを生み出すことができるという事実が、電子ビームまたはより進入性で
ある光子ビームを生成できるというリニアックの能力と組み合わされて、リニアックを好
ましいものとしていた。コバルト治療の価値がリニアック治療の価値に対して重み付けら
れたとき、照射場は手動によってのみ生み出され、ＩＭＲＴの利益は存在しなかった。Ｉ
ＭＲＴが発展するにつれ、より高いＭＶのリニアック加速電位のビームおよび電子ビーム
の使用は、この分野の人々によって大部分が断念された。これは、一部には、ＩＭＲＴに
よって必要とされるビーム・オン時間の増大に関する中性子の生成（および、患者の体全
体への線量の増加）に対する懸念の高まり、および電子ビームの最適化の複雑さによるも
のであるが、最も重要には、低ＭＶ光子ビームＩＭＲＴが、がん治療のすべての場所のた
めに優れた品質の治療計画を生み出すことができるためである。
【００２１】
　ＩＭＲＴは、静止物体について達成された高度の正確さおよび精密さの点まで、３Ｄ線
量計算および最適化の改善の数十年の頂点を提示している。しかしながら、現在受け入れ
られている線量モデル化のパラダイムには、根本的な欠点が存在する。その問題は、患者
が基本的には動的かつ変形し得る物体であって、フラクションに分けられた放射線治療に
おいて完璧に再配置することができないという事実とともにある。１回の線量の照射にお
いてさえも、フラクション内の器官の運動が、かなりの誤差を引き起こす可能性がある。
この事実にもかかわらず、放射線治療の照射は、伝統的に、放射線治療ターゲットおよび
重要構造の静的なモデルについて計画されている。真の問題は、頭蓋の外部（すなわち、
定位放射線治療を使用するＣＮＳ疾病の処置を除く）の放射線治療が、効果的であるため
にフラクションに分けられる必要があり、すなわち１日当たり１つの１．８～２．２Ｇｙ
のフラクションまたは２つの１．２～１．５Ｇｙのフラクションで照射されなければなら
ず、慣習的に週間労働時間（月曜日～金曜日）の間に照射され、例えば７０～７２Ｇｙの
治療用線量の照射に２．０または１．８Ｇｙにてそれぞれ７～８週間を要するという事実
にある。この日々のフラクション化により、正確な線量の照射のために、患者および患者
の体内の器官のすべてを正確に再配置することが必要となる。これが、放射線治療に、「
実際の治療の最中にターゲットおよび重要構造が移動する場合、我々が開発した高度な線
量計算および最適化のすべては何の役に立つのであろうか」というきわめて重要な疑問を
提起する。器官の運動の研究についての最近の重要な再検討が２００１年までの既存の文
献を要約しており、患者の設定誤差および器官の運動という２つの最も有力な種類の器官
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の運動を示している。例えば、頭頸部がんにおける腫瘍のかなりの収縮など、患者におい
てかなりの生理学的変化がしばしば臨床的に観測されているが、それらはあまり研究され
ていない。器官の運動の研究は、フラクション間およびフラクション内の器官の運動にさ
らに分類され、この２つを明示的に分離することは不可能であると認識されており、すな
わちフラクション内の運動が、混同によってフラクション間運動の明快な観察を妨げてい
ることは明らかである。婦人科の腫瘍、前立腺、膀胱、および直腸のフラクション間の運
動についてのデータが、肝臓、横隔膜、腎臓、膵臓、肺腫瘍、および前立腺のフラクショ
ン内の運動についてのデータと同様、公開されている。公開に先立つ２０年間にわたる多
くの同業者の再検討した刊行物が、フラクション間およびフラクション内の器官の運動が
放射線治療の線量測定に大きな影響をもたらす可能性があることを示している。これは、
０．５～４．０ｃｍの変位が５０人未満の患者の研究において一般に観察されているとい
う事実に見られる。器官の運動の多数の観察についての平均の変位は小さいかもしれない
が、頻繁ではないにせよ大きな変位が、患者の受け取る生物学的に有効な線量を、大きく
変化させる可能性がある。というのも、広く認められているように、腫瘍の抑制を達成す
るためにフラクション当たりの正確な線量を維持しなければならないからである。非特許
文献１によって最近公開されたフラクション内の器官の運動についてのより集中した検討
においては、器官の運動に関係する線量の誤差に対処する重要性が、「・・・認容するこ
とができず、あるいは少なくとも望ましくない大きな運動が、いくらかの患者において生
じ得ることに、議論の余地はない・・・」と簡潔に述べられている。さらに、器官の運動
の問題が常に放射線治療における懸念であることが、Ｇｏｉｔｅｉｎによって「患者が運
動および呼吸をし、患者の心臓が鼓動し、患者の腸が運動することは、放射線が最初にが
んの治療に使用されたときから知られている。それほど遠くない数十年においては、その
ような運動のすべてをシミュレータの蛍光透視鏡で眺め、フィールドの縁のワイヤをター
ゲット（それを見ることができないことを気にせずに）がフィールド内にとどまるように
充分に広く設定することだけが解決策であった」と説明されている。
【００２２】
　何週にもわたる放射線治療の全体を通じての患者の設定誤差、生理学的変化、および器
官の運動によって放射線治療に課せられる制約に対処する試みにおいて、従来技術は、そ
れぞれの放射の照射の前および後に体積ＣＴ「スナップ・ショット」を取得することがで
きる画像化システムへと進化した。この放射線治療ユニットと放射線画像化設備との新規
な組み合わせは、画像案内放射線治療（ＩＧＲＴ）と称され、好ましくは画像案内ＩＭＲ
Ｔ（ＩＧＩＭＲＴ）と称されている。この従来技術は、患者の設定誤差、ゆっくりとした
生理学的変化、および放射線治療の長い推移にわたって生じるフラクション間の器官の運
動を取り除く可能性を有している。しかしながら、この従来技術は、器官の運動のきわめ
て重要な一形態であるフラクション内の器官の運動を、補償することができない。この従
来技術の装置は、患者の全体位置をずらすためだけにしか使用することができない。この
従来技術は、フラクション内の器官の運動を捉えることができず、ヘリカルまたはコーン
・ビームＣＴ画像化が実行できる速度によって制約されている。第２には、おそらくは同
程度に重要であるが、ＣＴ画像化が、患者へと照射される電離放射線の線量を増加させる
。二次的発がんの発生が低‐中程度の線量の領域において生じること、および体全体への
線量が多数回のＣＴ画像調査を加えることによって増すことが、よく知られている。
【００２３】
　ＣＴ画像化およびＭＲＩユニットは、どちらも１９７０年代に実演された。ＣＴ画像化
は、Ｘ線減衰の物理的プロセスに由来する固有の空間的完全性により、初期に放射線治療
の画像化の「標準」として採用された。ＭＲＩにおいて生じる空間ひずみの可能性にもか
かわらず、ＭＲＩは、ＣＴ画像化に比べて軟組織のコントラストがはるかに良好であり、
化学的な腫瘍の兆候または酸素生成のレベルなどの生理学および代謝の情報を画像化でき
るため、依然として放射線治療のための画像化の様相としてきわめて魅力的である。デー
タの空間的完全性に影響を及ぼすＭＲＩアーチファクトは、磁界の均一性の望ましくない
変動に関係しており、１）磁石の設計に固有の磁界の不均一性および勾配スイッチングに
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よって誘起される渦電流など、スキャナに起因するアーチファクト、および２）画像化対
象に起因するアーチファクト、すなわち患者の固有の磁気感受性という２つのカテゴリに
分離することができる。現代のＭＲＩユニットは、注意深く特徴付けられ、スキャナに起
因するアーチファクトを効果的に除去できる再現アルゴリズムを使用している。１．０～
３．０Ｔの範囲の強い磁界強度において、患者の磁気感受性が、大きなひずみ（磁界の強
さに比例する）を生み出し得るが、これは最初に感受性画像化データを取得することによ
って、しばしば除くことができる。最近では、多数の学術研究センターが、放射線治療処
置の計画にＭＲＩを使用し始めている。強い磁界における患者関連のアーチファクトに対
処するよりもむしろ、多くの放射線治療センターは、放射線治療処置の計画に０．２～０
．３Ｔの低い磁界のＭＲＩユニットを使用している。なぜなら、これらのユニットは患者
の感受性による空間的ひずみが無視できるレベルにまで減少させるからである。フラクシ
ョン内の器官の運動に対処するために、ＭＲＩは、患者の動きをリアルタイムで追跡する
ために充分高速であり、容易に調節および配向が可能な視野を有しており、二次的ながん
の発生率を増加させ得る患者への追加の電離放射線をもたらすことがないため、きわめて
好ましい。最近では、呼吸により制御され肺活量計によってゲートされる高速多断面ＣＴ
が、フラクション内の呼吸運動を評価またはモデル化する試みにおいて、多くの研究グル
ープによって使用されている。高速の１断面ＭＲＩも、フラクション内の運動の評価に使
用されており、動的平行ＭＲＩは、フラクション内の運動の容積画像化を実行することが
できる。ＭＲＩは、ＣＴ画像化においては患者へと照射される線量を増大させる必要があ
るため、高速の繰り返しの画像化に関してＣＴに対して決定的な利点を保持している。全
身への線量に起因する二次的発がんの増加についての懸念は、ＩＭＲＴにおいてすでに存
在しており、繰り返しのＣＴ画像化の追加によって大きく悪化する。
【００２４】
　従来技術において、２つの研究グループが同時に、リニアックに統合されたＭＲＩユニ
ットを開発しようと試みたようである。２００１年に、ＭＲＩとリニアックとを一体化し
た装置を教示する米国特許出願第６１９８９５７号が、グリーンによって出願されている
。２００３年に、オランダのＵｔｒｅｃｈｔ大学のグループが、ＭＲＩとリニアックとを
一体化した装置の設計を提示し、以後、それら装置の実現可能性を試験するための線量計
算を報告している。ＣＴ画像化ユニットと反対に、ＭＲＩをリニアックに一体化させる大
きな困難は、ＭＲＩの磁界がリニアックを機能不可能にする点にある。磁界

の存在下で、速度

で運動している荷電粒子が、

によって与えられるローレンツ力に直面することは、周知である。ＭＲＩユニットによっ
て生じるローレンツ力によって、電子が直線経路で移動することができなくなり、事実上
リニアックをオフにするため、リニアックによる電子の加速が不可能になる。さらに、リ
ニアックの高い無線周波数（ＲＦ）の放射が、ＭＲＩユニットのＲＦ送受信システムに問
題を引き起こし、画像の再現に必要とされる信号を劣化させ、おそらくは繊細な回路を破
壊してしまう。リニアックとＭＲＩユニットとの一体化は、途方もない技術的努力であり
、未だ可能にされていない。
【００２５】
　強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）は、照射を腫瘍のサイズ、形状、および位置に一致さ
せることができる外部ビーム治療の一種である。ＩＭＲＴは、従来からの放射線治療に比
べて大きな進歩である。ＩＭＲＴの放射線治療の照射方法は、放射線治療の技術分野にお
いて知られており、非特許文献２に記載されている。このＷｅｂｂの業績を、以下では「
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Ｗｅｂｂ　２００１」と称し、その全体が本明細書中に参考として援用される。従来の放
射線治療の有効性は、腫瘍の不完全な照準および不充分な放射線量によって制限されてい
る。これらの制約により、従来の放射線は、過剰な量の健康な組織を照射にさらして、負
の副作用または合併症を引き起こす可能性がある。ＩＭＲＴによれば、当該分野（Ｗｅｂ
ｂ　２００１）において知られている基準によって定められるとおりの最適な３Ｄ線量分
布が、腫瘍へと届けられ、周囲の健康な組織への線量が最小化される。
【００２６】
　典型的なＩＭＲＴの処置手順においては、患者が、疾病の照準のための代謝情報を得る
ために、おそらくはＭＲＩシミュレーションまたは陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）調査が
追加されるが、処置計画用Ｘ線ＣＴ画像化シミュレーションを受ける。走査が行われると
き、患者は、画像化が最高の精度で完了するよう、処置と一致するやり方にて動かぬよう
に固定される。典型的には、放射線がん専門家または他の関連の医療専門家が、これらの
画像を分析し、処置を必要とする３Ｄ領域、ならびに例えば脊髄および周囲の器官といっ
た重要構造など、隔離を必要とする３Ｄ領域を決定する。この分析に基づいて、ＩＭＲＴ
処置計画が、大規模な最適化を使用して作られる。
【００２７】
　ＩＭＲＴは、２つの先進技術に依拠している。第１は、逆方向治療計画である。高速な
コンピュータを使用する高度なアルゴリズムによって、治療計画を、最適化プロセスを使
用して決定できる。上記治療計画は、周囲の健康な組織の過剰な暴露を最小にしつつ、所
定の均一な線量を腫瘍へと届けるように意図されている。逆方向計画においては、放射線
ビームを構成する多数（例えば、数千）のペンシルビームまたはビームレットが、腫瘍ま
たは他のターゲット構造へと高精度で個々に照準される。最適化アルゴリズムによって、
個々のビームレットの不均一な強度分布が、ある特定の臨床目的を達成するために決定さ
れる。
【００２８】
　ＩＭＲＴを構成する第２の技術は、一般的には、マルチリーフ・コリメータ（ＭＬＣ）
を利用する。ＭＬＣ技術が、逆方向治療計画システムから導き出された治療計画を投与す
る。リーフ・シーケンシングと呼ばれる別個の最適化が、ビームレット・フルエンスの組
を、等価なリーフ移動指示または関連のフルエンスを有する静的開口の組へと変換するた
めに使用される。ＭＬＣは、典型的には、治療計画からの強度プロファイルに従って照射
ビームを遮断する特定のパターンを形成すべく移動するコンピュータ制御のタングステン
・リーフで構成されている。ＭＬＣ投与の代案として、減衰フィルタを、ビームレットの
フルエンスに一致するように設計してもよい。
【００２９】
　計画が生成され、品質管理チェックが完了した後、患者が処置用カウチに配置および固
定され、最初のＸ線ＣＴまたは磁気共鳴画像化のために実行された配置を再現しようと試
みられる。次いで、照射が、ＭＬＣ指示または減衰フィルタを介して患者へと投与される
。次いで、このプロセスが、所定の累積線量が照射されたと考えられるまで、多数の週間
労働時間にわたって繰り返される。
【００３０】
　磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）は、Ｘ線またはメガボルトＸ線ＣＴ画像化において使用され
る電離放射線を使用することなく、内部の体構造の詳細な画像を生成する先進の診断用画
像化手順である。ＭＲＩの診断用画像化方法は、放射線医学および放射線治療の技術分野
において公知であり、非特許文献３および非特許文献４に記載されている。非特許文献３
および非特許文献４を、以下ではそれぞれ「Ｈａａｃｋｅら　１９９９」ならびに「Ｌｉ
ａｎｇおよびＬａｕｔｅｒｂｕｒ　２００１」と称し、その全体が本明細書中に参考とし
て援用される。ＭＲＩは、強力な主磁石、磁界勾配システム、無線周波数（ＲＦ）送受信
機システム、および画像再構成用コンピュータ・システムを使用することによって、詳細
な画像を生み出すことができる。開放磁気共鳴画像化（オープンＭＲＩ）は、ＭＲＩ診断
用画像化の進んだ一形態であり、画像化の際に患者を完全には囲まない主磁石形状を使用
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する。ＭＲＩは、ＣＴ画像化に比べて軟組織のコントラストがはるかに良好であり、分光
学的検査により得られる化学的な腫瘍の信号または酸素生成のレベルなどの生理学および
代謝の情報を画像化できるため、放射線治療のための画像化の様相としてきわめて魅力的
である。軟組織のコントラストを改善するため、ＭＲＩ用の多数のトレーサ剤が存在し、
かつ開発中である（例えば、腎臓または腸管の強調のためのガドペンテト酸ジメグルミン
、または全体コントラストのためのガドテル酸メグルミン）。炭素１３、窒素１５、また
は同様の安定な同位体物質を含んでいる過分極化液体あるいは常磁性のニオゾーム（nios
omes）を使用することによってＰＥＴ画像化に類似する腫瘍の代謝の検知を可能にする新
規な造影剤が、現在開発中である。これら診断用ＭＲＩ技法はすべて、疾病の正確な照準
を向上させ、放射線治療における処置への応答の評価を容易にする。
【００３１】
　ＩＭＲＴ治療計画のためのＣＴスキャンは、場合によってはヨウ素を含有するコントラ
スト媒体の静脈内注射後に、薄い断層（２－３ｍｍ）を使用して行われる。ＣＴスキャン
は、磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）よりも、幅広く利用可能で、安価であるという利点を有し
ており、治療計画のための電子密度情報を得るために較正することができる。ＭＲＩによ
る調査が不可能である一部の患者（閉所恐怖症、心臓ペースメーカー、動脈瘤クリップ等
による）を、ＣＴによってスキャンできる。
【００３２】
　放射線治療とＩＧＳを含む様々な医学的治療中の患者セットアップエラー、生理的変化
、および器官運動の問題は、現在、大きな関心と重要性を有するトピックである。原体照
射治療の精度が、線量のただ１回の照射の最中（フラクション内の変化；例えば、ガスに
よる直腸の膨張、尿による膀胱の充満、あるいは胸の呼吸運動などの器官の運動）および
日々の線量の照射の間（フラクション間の変化；体重の増加および腫瘍の成長または収縮
ならびに患者の形状の変化などの生理学的変化）の両者における患者の質量、位置、向き
、および関節による幾何学的構成の変化、ならびにフラクション間およびフラクション内
の器官の運動（例えば、呼吸の際の）によって大きく制約されることは、周知である。本
件発明を除き、実際の線量の照射のそれぞれかつすべての最中にこれら逸脱のすべてを同
時に補償する単一の効果的な方法は、知られていない。現在の技術水準の画像化技法は、
放射線照射の前および後において、患者の２Ｄおよび３Ｄメガボルトまたは常用電圧Ｘ線
ＣＴ「スナップ・ショット」の撮影を可能にしており、あるいは放射線照射の最中に軟組
織のコントラストを有していない時間分割の２Ｄ放射線画像を取得を可能にしている。
【００３３】
　大きな進歩は、原体照射法およびＩＧＳを含む様々なタイプの医学治療を含む多くの医
学分野でなされている。しかし、それらの本当の効果は、改善されたリアルタイム画像化
ガイダンスおよび制御なしでは実現されない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００３４】
【非特許文献１】Ｇｏｉｔｅｉｎら、Ｓｅｍｉｎａｒ　ｉｎ　Ｒａｄｉａｔｉｏｎ　Ｏｎ
ｃｏｌｏｇｙ、２００４年１月、第１４巻第１号、ｐ．２‐９
【非特許文献２】Ｓｔｅｖｅ　Ｗｅｂｂ、「Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ‐Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　
Ｒａｄｉａｔｉｏｎ　Ｔｈｅｒａｐｙ」、ＩＯＰ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ、２００１年、
ＩＳＢＮ　０７５０３０６９９８
【非特許文献３】Ｅ．Ｍ．Ｈａａｃｋｅ、Ｒ．Ｗ．Ｂｒｏｗｎ、Ｍ．Ｒ．Ｔｈｏｍｐｓｏ
ｎ、Ｒ．Ｖｅｎｋａｔｅｓａｎ、「Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉ
ｎｇ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｄｅｓｉ
ｇｎ」、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、１９９９年、ＩＳＢＮ　０‐４７１‐３
５１２８‐８
【非特許文献４】Ｚ．‐Ｐ．ＬｉａｎｇおよびＰ．Ｃ．Ｌａｕｔｅｒｂｕｒ、「Ｐｒｉｎ
ｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ：Ａ　Ｓ
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ｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ」、ＩＥＥＥ　Ｐｒｅｓｓ
、２０００年、ＩＳＢＮ　０‐７８０３‐４７２３‐４
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００３５】
（発明の要旨）
　本開示は、様々なタイプの治療中に、患者の生体構造のリアルタイムモニタリングを許
容する実施形態の詳細な説明を含んでいる。開示された実施形態は、例えば、様々な形態
の医学的治療中に患者の生体構造およびターゲット組織の高時間・空間分解能（high tem
poral-and spatial-resolution）での磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）を実行するための装置お
よび／またはプロセスを含みうる。様々な形態の医学的治療は、例えば、放射線治療およ
び／または様々なタイプの外科治療を含みうる。
【００３６】
　本開示の一態様によれば、サージカルガイダンスシステムは、患者の一部を表すＭＲＩ
データを生成するために構成されたＭＲＩシステムと、外科治療のための外科パラメータ
に関する外科治療前の画像および入力情報に少なくとも部分的に基づいて、外科計画を作
成するための計画インターフェースと、上記外科治療中に得られた上記ＭＲＩデータに基
づく画像データを受信するため、および上記外科計画の上記外科パラメータに含まれてい
る条件のための上記画像データを監視するためのコントロールユニットと、上記コントロ
ールユニットからの指示に基づいて警告を発するための警告ユニットとを備え、上記コン
トロールユニットは、上記外科計画の上記外科パラメータに含まれている上記条件の少な
くとも１つの条件の検知に基づいて上記警告を発するよう上記警告ユニットに指示するよ
うに構成されている。
【００３７】
　上記ＭＲＩは、ギャップによって分けられた第１および第２の主磁石（main magnets）
を含みうる。上記ＭＲＩシステムは、上記ギャップ内に位置する患者の一部を表すＭＲＩ
データを生成するために構成できる。
【００３８】
　上記ＭＲＩは、画像が上記外科治療を行うのと実質的に同時に取り込まれるように構成
できる。上記コントロールユニットは、上記外科治療を行うのと実質的に同時である上記
外科治療への患者の反応を監視するための上記画像データを用いるように構成できる。上
記外科治療への患者の応答の監視は、上記外科治療を行うのと実質的に同時に上記患者の
生体構造の変化を監視することを含みうる。上記コントロールユニットは、上記患者の生
体構造の変化に関連付けられた少なくとも１つの状態の検知に基づいて、上記外科治療中
に上記警告を発するよう上記警告ユニットに指示するように構成できる。
【００３９】
　上記サージカルガイダンスシステムは、外科治療を行うために使用される外科用器具を
追跡するための追跡ユニット（tracking unit）をさらに備えうる。
【００４０】
　上記サージカルガイダンスシステムは、外科治療を行う外科ロボット装置を追跡するた
めの追跡ユニットを、さらに備えうる。 
【００４１】
　上記警告ユニットは、視覚情報および可聴情報の少なくとも一方の形で上記警告を発す
るように構成できる。
【００４２】
　上記サージカルガイダンスシステムは、上記ＭＲＩシステムから上記ＭＲＩデータを受
信すると共に、上記ＭＲＩデータに基づいて上記画像データを生成する画像処理ユニット
をさらに備えていてもよい。上記ＭＲＩシステムは、上記外科治療の開始前に画像の第１
品質を表すＭＲＩデータを取得し、上記外科治療を行うのと実質的に同時に画像の第２品
質を表すＭＲＩデータを取得するために構成でき、上記第２品質は、上記第１品質よりも
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低い。上記画像処理ユニットは、上記画像の第２品質を表すＭＲＩデータの取得中に生成
されたＭＲＩデータから容積画像を表す画像データを生成するために構成でき、上記容積
画像を表す画像データの生成は、変形可能な画像登録（deformable image registration
）を使用することを含みうる。
【００４３】
　上記画像処理ユニットは、上記ＭＲＩシステムから受信した上記ＭＲＩデータに基づい
て、容積画像を表す上記画像データを生成するために構成できる。上記画像処理ユニット
は、変形可能な画像登録を使用して容積画像を表す上記画像データを生成するために構成
できる。
【００４４】
　本開示の別の局面によれば、サージカルガイダンスシステムは、患者に外科治療を行う
のと実質的に同時に患者の一部を表すＭＲＩデータを生成するために構成されたＭＲＩシ
ステムを備えうる。また、上記サージカルガイダンスシステムは、上記外科治療中に得ら
れた上記ＭＲＩデータに基づいて容積画像を表す画像データを受信するため、および予め
定められた条件のための上記画像データを監視するためのコントロールユニットと、この
コントロールユニットからの指示に基づいて警告を発するための警告ユニットとを備えう
る。上記コントロールユニットは、上記予め定められた条件のうちの少なくとも１つの条
件の検知に基づいて上記警告を発するよう上記警告ユニットに指示するように構成できる
。
【００４５】
　上記サージカルガイダンスシステムは、上記予め定められた条件のうちの少なくとも１
つの条件を受信するための計画インターフェースをさらに備えうる。
【００４６】
　上記ＭＲＩは、画像が上記外科治療を行うのと実質的に同時に取り込まれるように構成
できる。上記コントロールユニットは、上記外科治療を行うのと実質的に同時に上記外科
治療への患者の反応を監視するために上記画像データを用いるように構成できる。上記外
科治療への上記患者の反応を監視することは、上記外科治療を行うのと実質的に同時に上
記患者の生体構造の変化を監視することを含みうる。
【００４７】
　上記コントロールユニットは、上記警告ユニットに指示して、上記患者の生体構造の変
化に関連付けられた少なくとも１つの状態の検知に基づいて、上記外科治療中に上記警告
を発するよう上記警告ユニットに指示するように構成できる。
【００４８】
　上記サージカルガイダンスシステムは、上記ＭＲＩシステムからＭＲＩデータを受信す
ると共に、上記ＭＲＩデータに基づいて容積画像を表す画像データを生成するための画像
処理ユニットをさらに備えることができる。上記ＭＲＩシステムは、上記外科治療の開始
前に画像の第１品質を表すＭＲＩデータを取得し、上記外科治療を行うのと実質的に同時
に画像の第２品質を表すＭＲＩデータを取得するために構成され、上記第２品質は、上記
第１品質よりも低い。上記画像処理ユニットは、画像の上記第２品質を表すＭＲＩデータ
の取得の間に生成されたＭＲＩデータから容積画像を表す上記画像データを生成するため
に構成されることができ、上記容積画像を表す画像データの生成は、変形可能な画像登録
の使用を含みうる。
【００４９】
　上記画像処理ユニットは、変形可能な画像登録を使用して容積画像を表す画像データを
生成するために構成できる。
【００５０】
　本開示のさらなる態様によれば、サージカルガイダンス方法は、患者の一部を表すＭＲ
Ｉを表すデータを生成するステップと、上記ＭＲＩデータに基づいて画像データを生成す
るステップと、外科治療のための外科パラメータに関する外科治療前の画像および入力情
報に少なくとも部分的に基づいて、外科計画を生成するステップと、上記外科計画の上記
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外科パラメータに含まれる条件のための上記画像データを監視するステップと、上記外科
計画の上記外科パラメータに含まれる上記条件のうちの少なくとも一つの条件の検知に基
づいて警告を発するステップとを備える。上記画像データは、上記ＭＲＩデータに基づく
容積画像を表しうる。
【００５１】
　これらの、および他の特徴、態様及び実施形態は、次の「図面の詳細な説明」というタ
イトルのセクションに記載されている。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
　現在考えられる図面および実施形態が示されているが、この開示は、図示されている正
確な配置および手段に限定されるものではないことが理解される。
【図１】図１は、本発明の開示に係る放射線治療システムの概略図である。
【図２】図２は、図１の放射線治療システムの別の概略図である。ここで、放射線源およ
びコリメータは、図１に示す位置から回転している。
【図３】図３は、図１の放射線治療システムの上面図である。
【図４】図４は、図１の放射線治療システムの側面図である。
【図５】図５は、図１の放射線治療システムの重ね合わされた(co-registered)同位体放
射線源の詳細な概略図である。
【図６】図６は、図１の放射線治療システムのコリメータの斜視図である。
【図７】図７は、図１の放射線治療システムの上記放射線源およびコリメータのビームア
イビュー（Beam-eye view)である。
【図８】図８は、コミッションされたコバルト・ビームレットを使用して計画された単一
の頭部－頸部ＩＭＲＴ事例から軸方向の線量分布を示している。
【図９】図９は、図８に示された単一の頭部－頸部ＩＭＲＴ事例から導出されたＤＶＨデ
ータを示している。
【図１０】図１０は、０．３テスラの磁界の存在下および非存在下における、水中でのコ
バルト・ビームレット線量分布を示す図である。
【図１１】図１１は、０．３テスラの磁界の存在下および非存在下における、水中および
肺中でのコバルト・ビームレット線量分布を示す図である。
【図１２】図１２は、０．３テスラの磁界の存在下および非存在下における、水中および
空気中でのコバルト・ビームレット線量分布を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の開示に係るサージカルガイダンスシステムのブロックダイ
アグラムを示す図である。
【図１４】図１４は、図１３に示されたサージカルガイダンスシステムの実施形態の斜視
図である。
【図１５】図１３に示されたサージカルガイダンスシステムの他の実施形態の斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
（図面の詳細な説明）
　本発明を、多数の変更および変種が当業者にとって明らかであるがためにあくまで例示
を意図するものである以下の実施例において、さらに詳しく説明する。本明細書および特
許請求の範囲において使用されるとき、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、
そのようでないことが文脈から明らかでない限り、複数への言及を含んでもよい。
【００５４】
　本発明の開示は、様々なタイプの治療の間に患者の生体構造のリアルタイムモニタリン
グを可能にする実施形態の詳細な説明を含む。例えば、開示された実施形態は、様々な形
態の内科的治療の間に患者の生体構造および疾患の高時間・空間分解能のＭＲＩ用の装置
および／または方法を含むことができる。上記開示された実施形態は、例えば、放射線治
療および／または様々なタイプの手術を含み得る。本明細書に開示された特定の非限定的
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な実施形態は、放射線治療システムを含む実施形態と、サージカルガイダンスシステムを
含む実施形態とを含む。
【００５５】
　したがって、いくつかの実施形態によれば、放射線治療装置およびプロセスは、ＩＭＲ
Ｔ中に患者の生体構造および疾患の高時間・空間分解能ＭＲＩのために提供され、患者へ
と照射される高度に原体照射的な電離放射線の線量を直接測定して制御する。有益な実施
形態では、放射線治療システムは、患者へのＩＭＲＴ放射線ビームと軸方向のアクセスを
可能にするオープンＭＲＩ、マルチリーフ・コリメータまたは補償フィルタをベースとす
るＩＭＲＴ照射システム、および１つの重ね合わされると共にガントリに取り付けられた
システムにおけるコバルト６０遠隔治療法の放射線源を備えている。
【００５６】
　上述したように、従来のシステムは、放射線ビームが患者に照射されている放射線治療
の投与中にリアルタイムで人間の内部軟組織を同時に画像化しない。むしろ、従来のシス
テムでは、放射線照射の前および／または後に画像が生成され、これらの画像は、放射線
照射中に患者に生じ得る運動および／または自然な変化を反映していない。したがって、
狙いをつけた照射も、本明細書に記載する装置がないと、初期の画像を撮影した後に処置
対象の体の部位のサイズが自然に変化した場合、あるいは治療前に患者の体の部位の位置
が変化した場合、すなわち患者の生体構造のジオメトリおよびアラインメントに患者セッ
トアップ誤差が生じた場合、体重の減少または腫瘍の成長および収縮など、患者に生理学
的変化が生じた場合、ならびにこれらに限られるわけではないが呼吸運動、心拍、直腸の
膨張、蠕動、膀胱の充満、および自発的な筋肉の運動など、患者の器官運動の場合に、成
功しないであろう。
【００５７】
　本発明の開示の側面は、患者のリアルタイムＭＲＩを放射線の照射と実質的に同時に実
行することを可能にすることにより、従来のシステムの問題を解消するのに役立つシステ
ムおよび方法を可能にする。もし、処置対象の領域が、患者のセットアップ誤差、生理学
的変化、および/またはフラクション間またはフラクション内の器官の運動に起因する、
いずれかのタイプの線量の測定誤差を抱えている場合に、ターゲットを絞った放射線は、
再調整できる。これらに限定されないが、ターゲットおよび生体構造のサイズおよび／ま
たは位置の変化を補償すべく患者の位置を動かすこと、処置を完全に中断し、処置の再開
前にさらなる計算を実行できるようにし、あるいは一時的な運動の休止を可能にすること
、腫瘍抑制の可能性を高めるべく余分なフラクションの照射を追加し、あるいは副作用の
可能性を少なくすべくフラクションの照射の数を制限すること、すでに説明した有益なプ
ロセスの実施形態のいずれかを行うこと、ならびに例えばＩＭＲＴ計画のすべての照射、
すべてのビーム、またはすべてのセグメントについて再最適化を実行するなど、さまざま
な時間軸についてＩＭＲＴ治療計画の再最適化を行うこと、など、多数の対応をとること
ができる。
【００５８】
　本明細書で述べたリアルタイム画像は、発生する任意のフラクション内の器官の運動を
キャプチャすると共に解決するのに十分な早さであり、治療中に、例えば、或る放射線量
が照射されている間に、患者のジオメトリに著しい変化をもたらすことができる連続画像
を参照できる。リアルタイム画像により得られたデータは、患者の実際の線量沈着の決定
を可能にできる。これは、移動する組織およびターゲットに照射される線量を合算する変
形可能な画像登録及び補間の周知技術を適用することによって達成できる。このデータは
、全マルチセッション放射線治療プログラムの過程で収集できる。ここで、データは、放
射ビームが患者に衝突して放射線を照射している間に蓄積され、それによって３Ｄ体内線
量測定の定量的決定を可能にする。したがって、本発明の開示は、放射線照射エラーに関
連する器官運動の評価および制御し、または排除するための有効な手段を可能にする。
【００５９】
　参照図面は、図面に詳細情報を加えて作られている。この参照図面において、同様の参
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照数字は、いくつかの図を通して、最初は図１と同様または同等の要素を指定する。
【００６０】
　図１では、本開示の実施形態は、オープンＭＲＩ１５と、ＩＭＲＴコバルト治療ユニッ
ト２０とを備えている。また、図１に示すシステムは、ＭＬＣまたは補償フィルタ・ユニ
ットなどのＩＭＲＴコバルト治療ユニット２０内のＩＭＲＴを実行するための手段と、Ｍ
ＲＩ１５を静止させつつＩＭＲＴコバルト治療ユニット２０を回転させるために使用する
ガントリ２５とを備えている。患者３５が、調整可能な静止カウチ３０上に配置されてい
る。
【００６１】
　図２は、使用時の上記システムを示している。ガントリ２５は、図１における位置に対
して時計回りに約９０°回転している。このように、ＩＭＲＴコバルト治療ユニット２０
は、多数の選択位置の１つにおいて患者３５を治療するための位置にある。図３は、図１
のシステムの上面図を示す。図４は、図１のシステムの側面図を示す。
【００６２】
　図５は、図１の上記ＩＭＲＴコバルト治療ユニットの一実施形態としてのマルチリーフ
コリメータで重ね合わされた同位体放射源の詳細な概略図を示す。放射性同位体源１１５
は、固定された１次のコリメータ１２０、２次の二重分岐マルチリーフコリメータ１２５
、および２次のマルチリーフコリメータ１２５からのインターリーフ（interleaf）漏れ
を遮断するための３次のマルチリーフコリメータ１３０で示されている。図６は、２次の
二重分岐マルチリーフコリメータ１２５および３次のマルチリーフコリメータ１３０の斜
視図を示す。上述したように、３次のマルチリーフコリメータ１３０は、２次のマルチリ
ーフコリメータ１２５からインターリーフ漏れを遮断するために設けられている。図７は
、放射性同位体源１１５、２次の二重分岐マルチリーフコリメータ１２５、および３次の
マルチリーフコリメータ１３０のビームアイビューを示す。
【００６３】
　したがって、本開示の有利な実施形態は、マルチリーフコリメータ、または、直角に取
り付けられた「開放」ＭＲＩユニット１５に沿って回転ガントリ２５に取り付けられた自
動化された補償フィルタシステムを備えたコバルト－６０治療ユニットのような、コンピ
ュータ制御されたコーンビームコバルト治療ユニット２０を含む。ＩＭＲＴコバルト・ユ
ニット２０は、コーンビームジオメトリ放射線を軸方向に開放されたＭＲＩユニット１５
の開口の中心に突出させる。上記ＩＭＲＴコバルト・ユニット１５は、ガントリ２５を患
者３５の周囲に軸方向（患者の縦（頭方－尾方）軸周り）に回す。調整可能な治療カウチ
３０は、ガントリ２５がビーム角度を変更するために回転する間に、静止位置に患者３５
を支持するために使用されてもよい。
【００６４】
　本実施形態では、放射線治療としてコバルト遠隔治療を使用する。いくつかのＩＭＲＴ
は、より進入性の放射線治療を提供するための線形電子加速器を使用が、加速器自体は、
放射される放射線のレベルに関して高度に可変である治療ビームを生成する。したがって
、患者に使用されている放射線の量を正確に割り出して、ＩＭＲＴデリバリーのためのＭ
ＬＣの動きを調整することは、困難となる。ガンマ線は、放射性同位元素の崩壊によって
放出される電磁放射線であり、物質内の電離を生み出すのに十分なエネルギーを有し、一
般に、約１００ｋｅＶから１ＭｅＶを優に超える。放射線学の目的のために最も有用なガ
ンマ放射の放射線同位体は、コバルト（Ｃｏ６０）、イリジウム（Ｉｒ１９２）、セシウ
ム（Ｃｓ１３７）、イッテルビウム（Ｙｂ１６９）、およびツリウム（Ｔｍが１７０）で
あることが判明している。このように、放射性同位元素の崩壊は、よく知られた現象であ
り、したがって、コバルト遠隔治療によって放出される放射線は、より一貫した、したが
って、患者の治療計画を準備するという点で、より計算が容易である。
【００６５】
　本実施形態のコバルトＩＭＲＴの実施可能性は、計算分析によって実証されている。市
販のコバルト治療装置およびＭＬＣによるＩＭＲＴ照射について、シミュレーションを実
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行した。コバルト・ビームレットモデルでの３Ｄ画像ベースの放射線治療計画システムを
委託し、セラトロニックス（Theratronics）１０００Ｃコバルト治療ユニットから測定さ
れた放射線着色フィルム（radiochromic film）データを用いて実証された。等方性の４
×４×４ｍｍ３線量ボクセル格子（voxel grid）（γ線ＩＭＲＴ源ペナンブラに関して事
実上シャノン－ナイキストリミットである）を生成した。このビームレット・モデルは、
公開されたデータにぴったりと合い、セロベンド（Cerrobend）ブロックによって形成さ
れ、以前に報告された方法論を用いて測定された１×１ｃｍ２ビームレットの放射線着色
フィルム測定結果で確認した。次いで、計算深さを、構造の標準的な三次元光線追跡で同
じボクセルについて割り出した。計算された深さへの密度のスケーリングを、線量モデル
において組織の異質性をよりよく補償するために使用した。ＩＭＲＴ最適化のため密な列
の取り扱いを含むバリア内点法の実行を使用するCPLEX,ILOG Concert Technologiesの産
業用最適化ソルバーを、最適ＩＭＲＴ計画を解くために使用した。ビームレットのフルエ
ンスを、各ビーム角度についてリーフ・シーケンシングのための５％のレベルまで分離し
た。得られる計画線量分布およびヒストグラムを、投与可能な不連続強度によって重み付
けられた線量値を合計することによって計算した。リーフ伝達漏れ強度を、そうでなけれ
ばゼロ強度であるビームレットについて、保守的に１．７％と評価した。最後に、治療計
画のための投与の指示を生成するための発見的リーフ・シーケンシング最適化の標準的な
方法を使用した。Virginia Medical Collegeの同時積分ブースト（ＳＩＢ）というターゲ
ット線量レベルの仕組みを、それが文献において支持されている最大の最大‐最小臨床処
方線量比であって、最も困難な線量処方の仕組みを満足しているために採用した。頭部お
よび頸部ＩＭＲＴが、いくつかの理由でＩＭＲＴ最適化のテストのための優れた基礎をも
たらす。すなわち、１）ターゲットの均一な包含を維持しつつ唾液腺および他の構造を隔
離するという明確な治療ターゲットが存在する点、２）これらの目標を達成しようと試み
ることが、ＩＭＲＴ最適化を技術的限界までテストする点、および３）Radiation Therap
y Oncology Group(RTOG)のH‐0022 Phase I/II Study of Conformal and Intensity Modu
lated Irradiation for Oropharyngeal Cancerという大規模なフェーズＩ／ＩＩの多施設
の試行が、計画の基準の一般的な組を定めている点、である。調査される事例を、０°、
５１°、１０３°、１５４°、２０６°、２５７°、および３０９°というInternationa
l Electrotechnical Commission（ＩＥＣ）のガントリ角度を有する等間隔の７つのビー
ムについて実行した。治療計画システムは、７つのビーム角度からターゲットを適切にカ
バーする１，２８９のビームレットを生成し、４ｍｍの等方性のボクセル格子は、４１７
，５６０のボクセルを生成した。治療の結果が、図８および図９に示されている。本発明
者らのシステムが、高線量ターゲットの９５％のカバーを確保するために計画を正規化し
ている点に注目すべきである。図８は、委託されたコバルト・ビームレットを使用して計
画された単一の頭部‐頸部ＩＭＲＴの事例からの軸方向の線量分布を示している。ターゲ
ットの優れた包含および組織の隔離を観測することができる。図９は、４ｍｍのボクセル
および１Ｇｙの線量ビンを使用してリーフ・シーケンシングされ、漏れ補正された計画（
すなわち、照射可能な計画）から導出されたＤＶＨデータを示している。コバルト源にも
とづくＩＭＲＴは、頭部‐頸部の患者について優れたＩＭＲＴ治療計画を生成した。この
γ線ＩＭＲＴは、右耳下腺（ＲＰＧ）を明確に隔離し、左耳下腺（ＬＰＧ）および右顎下
腺（ＲＳＭＧ）を３０Ｇｙにおいて体積５０％未満に保ちつつ、ターゲット体積（ＣＴＶ
およびＧＴＶ）の９５％超を所定の線量以上でカバーできている。他のすべての構造は、
許容値未満である。不特定の組織（ＳＫＩＮ）は、６０Ｇｙ未満に保たれており、５０Ｇ
ｙを超えるのは体積の３％未満であった。使用された最適化モデルは、Ｒｏｍｅｉｊｎら
において公開されたものと同じであり、コバルト・ビームのためには変更されなかった。
より大きな奥行きを有する前立腺および肺などの部位については、余分なビームまたはア
イソセンタを追加することで、リニアックにもとづくＩＭＲＴと同じ臨床品質基準を達成
できるコバルトＩＭＲＴを使用する治療計画の生成が可能であることが、当該分野におい
て知られている。この実施可能性の実証は、コバルト治療ユニットが高品質のＩＭＲＴを
提供できることを示している。
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【００６６】
　磁場の存在下で、コバルトＩＭＲＴのための本実施形態の線量計算の使用可能性は、コ
ンピュータ分析によって実証されている。また、コバルト遠隔治療を用いることにより、
良好な計算がＭＲＩの磁場に基づいて行うことができる。放射線治療が行われる場合、患
者がＭＲＩ内にいる間、磁界は、ターゲット放射線のわずかな曲がりを引き起こす。この
ように、治療計画を決定するために使用される計算は、この曲がりを考慮に入れる必要が
ある。磁界

の存在下で、真空中を速度

で移動する荷電粒子は、

によって与えられるローレンツ力を受ける。この力は、役に立つイオン化光子および電子
の物体との相互作用の物理学を大きく変化させるほどには充分に大きくないが、イオン化
電子の全体的な輸送、したがって得られる線量分布に影響を及ぼし得る。二次電子の輸送
に対する磁界の影響は、５０年よりも前から始まって、物理学の文献においてよく研究さ
れている。最近の研究は、患者における局所的な線量の体積を増加させるために一次また
は二次電子の合焦または捕捉を助けるため局所化された磁界を使用する試みにおいて、モ
ンテカルロ・シミュレーションおよび分析的分析を使用している。これらの研究はすべて
、ローレンツ力で電子の輸送を横方向に閉じ込めるため、磁力線をビーム軸の方向に整列
させつつ調査されている（「長手方向の」磁界と称され、ここで長手という用語は、患者
ではなくビームを指している）。約１．５～３．０Ｔの間の磁界の強磁界のＭＲＩにおい
て、旋回の初期の半径が二次電子の大角度散乱相互作用（制動放射、弾性散乱、および強
衝突（hard collisions））のＭＦＰに比べて小さく、この状況が電子の所望の捕捉また
は合焦をもたらすことが知られている。電子がエネルギーを失うと、

に比例して半径が減少し、大角度散乱相互作用（ＣＳＤＡ）が存在しないとき、電子が停
止するまで半径が減少する螺旋に従うだろう。この螺旋は、電子のフルエンスを変化させ
得るが、何ら有意なシンクロトロン放射を生まないことが知られている。本発明において
は、平行なＭＲＩでリアルタイムの画像化が可能であるために、磁界が照射ビームに対し
て直交していなければならない。最近の研究が、６ＭＶリニアック・ビームのビーム軸に
直交する１．５Ｔの磁界が、６ＭＶリニアック・ビームレットについて、水への線量分布
を大きくかき乱し得ることを示している。このような線量分布のひずみの回避、および画
像化データの空間的完全性を損ない得るＭＲＩアーチファクトの防止の両者のため、本発
明の有益な実施形態は、磁界を患者の上下方向に沿って導くことができる低磁界オープン
ＭＲＩの設計を使用する（図１を参照）。コバルトγ線からの二次電子についての旋回の
半径の簡単な評価が、旋回の半径が電子の大角度散乱相互作用のＭＦＰよりもはるかに大
きいことを示している。これは、ローレンツ力が磁界の大きさ

に比例し、旋回の半径が磁界（１０４）に反比例するため、容易に理解できる。本発明者
らは、スラブ・ファントム形状のコバルトγ線源からのビームレットのモデル化を、よく
検証されたIntegrated Tiger Series（ＩＴＳ）モンテカルロパッケージ（Monte Carlo p
ackage）およびそのＡＣＣＥＰＴＭサブルーチンを磁界中での輸送について使用して実行
した。シミュレーションのため、０．１ＭｅＶの電子および０．０１ＭｅＶの光子の輸送
エネルギーのカットオフ、標準的な凝縮されたヒストリー・エネルギー格子（ＥＴＲＡＮ
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アプローチ）、ランドー分布からサンプルしたエネルギー・ストラグリング、ベーテ理論
にもとづく質量衝突停止パワー、デフォルトの電子輸送サブステップ・サイズ、および束
縛効果を含んでいる非コヒーレントな散乱を使用した。３組のシミュレーションを実行し
、各組は、ビーム方向に平行な０．３Ｔの一様な磁界の存在下および非存在下での実行を
含んでいた。２ｃｍの円形コバルトγ線ビームレットを、以下の形状についてモデル化し
た。すなわち、３０×３０×３０ｃｍ３の水ファントム、１０ｃｍの肺密度（０．２ｇ／
ｃｃ）水スラブを５ｃｍの深さに有する３０×３０×３０ｃｍ３の水ファントム、および
１０ｃｍの空気密度（０．００２ｇ／ｃｃ）水スラブを５ｃｍの深さに有する３０×３０
×３０ｃｍ３の水ファントムである。シミュレーションは、推定される線量において１パ
ーセント未満の標準偏差を得るため、８～３０時間にわたってＰ４（Pentium4(登録商標)
）１．７ＧＨｚのＰＣ（パーソナルコンピュータ）で３０００万～１億のヒストリーにて
実行された。結果は図１０～１２に示されている。図１０は、本発明の有益な実施形態に
おいて存在するような０．３Ｔの直交一様磁界が、軟組織または骨における線量分布を測
定可能なほどにはかき乱さないことを明確に証明している。本発明にとってきわめて有用
な処置部位は、体内で最も顕著な組織異質性を含んでいる肺および胸部である。図１１に
示されているように、ファントムに１２ｃｍの肺密度（０．２ｇ／ｃｃ）の水スラブを加
えることで、高および低密度の領域の境界において、線量にきわめて小さいが検知可能で
ある乱れが引き起こされている。これらの乱れは、補正なしで認容可能な臨床適用を可能
にするために充分小さい。図１２において、最後に我々は、低密度の領域および境界領域
に大きく存在する顕著な乱れを観測した。これは、空洞が、正確な線量測定に関して最大
の課題を有することを示している。しかしながら、低密度の媒体との境界を除くと、軟組
織および（ＭＦＰが軟組織よりもさらに短くなる）骨において大きな乱れは存在しないは
ずである。このデータは、低磁界（０．２～０．５テスラ）のＭＲＩでの本発明の有益な
実施形態において、線量の乱れは、組織が存在していないため正確な線量測定が必要とさ
れない空洞の内側を除き、小さいことを示している。コバルト遠隔治療ユニットなどの公
知の放射線源を使用することによって、ＭＲＩ磁界の強さが既知であれば、偏向の量を容
易に割り出すことができる。しかしながら、磁界の強さが既知であっても、線形加速器が
使用される場合には、未知である放射のエネルギー・スペクトルが計算をはるかに困難に
する。
【００６７】
　陽子、重イオン、および中性子など、ＭＲＩユニットから離れた加速器またはリアクタ
によって生成され、ビームによって患者へと運ばれるＭＲＩユニットの動作を大きくは妨
げない他の放射線源も本発明に含まれうる。
【００６８】
　さらに、ＭＲＩ磁界の強度が計算に織り込まれ、結果として、オープンＭＲＩの使用が
クローズドＭＲＩに対する利点を提供する。オープンＭＲＩにおいては、一般的に、生成
される磁界の強度がクローズドＭＲＩの磁界よりも小さい。したがって、オープンＭＲＩ
からもたらされる画像は、より多くの雑音を有しており、より高磁界のクローズドＭＲＩ
からの画像ほど明瞭でなく、および／または明確でない。しかしながら、クローズドＭＲ
Ｉのより強力な磁界は、オープンＭＲＩのより弱い磁界に比べ、放射線治療をより大きく
偏向させる。したがって、所与の治療計画にとって最も有益な特徴に依存して、本発明は
、クローズドＭＲＩが使用可能であることも予期している。しかしながら、計算が容易で
あり、および／またはわずかに明瞭さに劣る治療時の画像であっても大部分の治療計画を
調節するために充分であるため、本発明は、大きな線量の乱れを除き、空間的な画像化ひ
ずみを防止し、高速な平行位相アレイＭＲＩを可能にするため、図１に示した形状のオー
プンＭＲＩがコバルト遠隔治療とともに使用されることを予期している。
【００６９】
　オープンＭＲＩおよびコバルト遠隔治療を用いることによって、患者の３次元（３Ｄ）
画像は、上記放射線治療中に行うことができる。このように、ターゲット領域の３Ｄ画像
およびターゲット領域の計画画像の３次元画像を用いることによって、変位は、放射線治
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療プロセスの間に受信された連続的な３Ｄ映像に基づいて更新できることを決定できる。
得られた情報を用いて、患者は、その後、治療ビームに対して移動されて、測定された変
位が所定の制限外である場合などに、照射プロセスの間の変位を低減してもよい。照射は
、その後、移動後に継続してもよい。代わりに、上記治療ビームは移動してもよい。移動
は、治療中に行われてもよいし、治療を中断して、移動を行ってもよい。
【００７０】
　治療中に３Ｄ画像を用いると共に、放射線治療プロセスの間に迅速に患者を位置決めお
よび／または調整するためにこれらの画像を用いることで、治療精度を大幅に改善できる
。放射線が照射されている間、患者が正しく位置合わせされなくなる場合、このずれを位
置調整によって軽減することができる。予想される放射量の拡大に加えて、改善された位
置精度は、従来のシステムを用いて放射線で治療できないとされている腫瘍の治療を可能
にする。例えば、最初の脊髄腫瘍および脊髄への転移は、典型的には、重要な機能解剖学
的領域の病変を治療するために必要な高精度のせいで、従来の放射線システムによって治
療されない。治療中に３Ｄ画像によって提供される高められた精度によって、これらのタ
イプの腫瘍を治療することができる。また、肺、上部胸郭、およびフラクション内の器官
の運動が放射線治療の線量に関する問題を引き起こすことが知られている他の領域に位置
するターゲットについても、改善が予想される。
【００７１】
　他の実施形態において、個々のガイダンスシステムは、患者の位置を追跡するために使
用できる。上記ガイダンスシステムは、実際の患者の位置を計画および放射線治療の両者
において得られた画像化情報を関連付けるために使用できる。これは、患者のセットアッ
プおよび治療デリバリー段階（treatment delivery phases）を通じて更新可能な画像の
相関および位置情報を提供することにより、患者が治療装置の座標系に対して直交しない
位置に移動した場合でも、患者の位置決めの容易性を大きく向上させることができる。ノ
ンコプラナー（non-coplanar）治療位置で患者の位置を監視するこの機能は、従来の放射
線治療システムよりも大幅に改善されるだろう。１つの有利な実施形態では、上記ガイダ
ンスシステムは、配置される患者のための調節可能なベッドまたはカウチを有していても
よい。他の有益な実施形態では、上記ガイダンスシステムは、上記ＭＲＩおよび上記コバ
ルト治療ユニットの実質的に同時の移動を許容するガントリを有していてもよい。いくつ
かの有益な実施形態は、ガントリおよび調節可能なベッドまたはカウチの両方を有してい
る。
【００７２】
　初期の放射線治療および／または治療計画に対する変更は、様々な要因を考慮に入れて
、コンピュータプログラムの使用に基づいて決定できる。上記様々な要因は、治療される
患者の領域、放射線の強度、ＭＲＩ磁場の強度、放射線ユニットに対する患者の位置、治
療中の患者の変化、および／または、治療中の患者および／または放射線ユニットの任意
の必要な位置変化を含んでいるが、これらに限定されない。その後、得られるＩＭＲＴが
プログラムされ、治療が開始される。
【００７３】
　強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）について治療計画を決定するための一実施形態は、患
者の三次元の体積を、それぞれがそれぞれあるビームレット強度を有している複数のビー
ムレットから所定の線量の放射線を受け取る線量ボクセルの格子へと分割するステップ、
および放射線照射を最適化するため、凸目的関数を備える凸計画モデルを用意するステッ
プを含んでいる。上記モデルは、グローバルに最適なフルエンス・マップを得るために解
かれ、このフルエンス・マップは、複数のビームレットのそれぞれのためのビームレット
強度を含んでいる。この方法は、２００５年１月２０日に出願され、「内点法および強度
変調フルエンス・マップ最適化のための凸モデルを使用する放射線治療システム」という
発明の名称の米国特許出願公開公報２００５／０２０７５３１に、より詳細に記載されて
おり、参照により本明細書に組み込まれる。
【００７４】
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　一般に、治療計画を決定するために使用される方法は、１つの有利な実施形態では、内
点法およびその変形である。この方法は、高効率であって、結果として一般に計算時間が
短いため、有益である。上記内点法は、スティーブン・Ｊ・ライトによる「主双対内点法
（Primal-Dual Interior-Point Methods）」（ＳＩＡＭ、出版、１９９７、ＩＳＢＮ　０
８９８７１３８２Ｘ）という書籍に記載されている。主双対アルゴリズムは、最も有益か
つ有用なアルゴリズムとして内点クラスから現れた。ライトは、経路追従アルゴリズム（
短長ステップ、予測子－修正子(short- and long-step, predictor-corrector)）、潜在
的削減アルゴリズム（potential-reduction algorithms）、および実行不可能な内点アル
ゴリズム（infeasible-interior-point algorithms）を含む線形計画のための主な主双対
アルゴリズムを開示している。
【００７５】
　上記治療計画が決定されると、臨床医は、確実に上記治療計画が行われるようにするこ
とができる。治療対象の患者は、ＭＲＩ内に配置される。治療対象領域の画像が取得され
、上記ＭＲＩは、上記領域の３Ｄ画像を送信し続ける。上記治療計画は、コバルト放射線
遠隔治療ユニットに入力され、治療が開始する。治療中に、治療対象領域の連続画像が観
察される。患者が動いた場合、または治療対象領域のサイズが変化した場合など、治療対
象領域の位置が変化した場合に、上記治療計画は、再計算され、および／または、患者ま
たは放射線ユニットは、治療を中断することなく調整される。代わりに、治療を中断し、
治療計画を再計算し、治療の再開に先立って患者および／または放射線ユニットを調節で
きる。
【００７６】
　複数のプロセスの実施形態は、患者の治療の精度を向上させるに使用してもよい。一プ
ロセスの実施形態は、上記ＭＲＩデータを取得し、照射の各フラクションにおいてターゲ
ットおよび重要構造へと届けられる線量を割り出すため、変形可能な画像の位置合わせお
よび線量計算のための当該分野において公知の方法を、届けられるＩＭＲＴコバルト・ユ
ニット・フルエンスへと適用する。次いで、それぞれ腫瘍の抑制の向上または副作用の軽
減のために照射フラクションを追加または減じるよう、患者の治療の補正が行われる。線
量の評価とともに、患者の疾病のサイズおよび進行も日々を基準に評価される。
【００７７】
　第２のプロセスの実施形態は、上記ＭＲＩデータを取得し、個々の放射の照射のそれぞ
れに先だってＩＭＲＴ治療計画の再最適化を行って、治療の照射の精度を向上させること
を含むことができる。このプロセスは、各照射フラクションにおいてターゲットおよび重
要構造に照射される線量を評価するため、先のプロセスと組み合わせることができる。
【００７８】
　第３のプロセスの実施形態は、上記ＭＲＩデータを取得し、個々の放射の放射線の照射
のそれぞれに先立ってビーム毎の基準でＩＭＲＴ治療計画の再最適化を行って、治療の照
射の精度を向上させることを含むことができる。このプロセスは、上記第１のプロセスが
、各ビームの照射の前に迅速に行われることを含むことができる。
【００７９】
　第４のプロセスの実施形態は、上記ＭＲＩデータを取得し、個々の放射線の照射のそれ
ぞれの放射線ビームのそれぞれの部分の照射の間に、瞬間ごとの基準でＩＭＲＴの治療計
画の再最適化を行って、治療の照射の精度を向上させることを含むことができる。このプ
ロセスも、上記第１のプロセスが、上記放射線の照射と同時にリアルタイムで行われるこ
とを含むことができる。上記プロセスは、広域ネットワーク上の低遅延のローカル・ネッ
トワークによって有用に接続された多数のコンピュータを使用する並列計算の使用、また
は広域ネットワーク上のセキュアな接続をＭＲＩ画像再現、変形可能な画像登録、線量計
算、およびＩＭＲＴ最適化のための周知のアルゴリズムの速度を大きく向上させるために
使用してもよい。
【００８０】
　他の実施形態によれば、サージカルガイダンス装置およびプロセスは、様々なタイプの
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外科治療の間の患者の生体構造および疾患の時間・空間分解能ＭＲＩを実行するために設
けられている。また、放射線治療システムのための画像化システムの上述した説明は、サ
ージカルガイダンスシステムを含む次の実施形態に適用可能である。有益な実施形態にお
いて、サージカルガイダンスシステムは、外科治療の実行のために患者へのアクセスを可
能にするオープンＭＲＩを備え、外科医によって、または外科治療用ロボット装置のよう
な自動化装置によって、それは実行される。
【００８１】
　図１３に示すように、サージカルガイダンスシステム２００の一実施形態は、ＭＲＩユ
ニット２１０、または、患者の内部生体構造の非侵襲性および非電離放射線ベースの画像
化を好ましくは許容する代わりの画像化源を含む。また、図１３は、画像処理ユニット２
２０を示す。この画像処理ユニット２２０は、ＭＲＩユニット２１０によって生成された
データを受け取り、患者の生体構造を監視するために使用できる画像にデータを変換する
ためのリアルタイム画像処理を提供するために選択的に使用できる。画像処理ユニット２
２０によって生成された情報は、コントロールユニット２３０に提供できる。その代わり
に、ＭＲＩユニット２１０から直接取得されたデータ（以下、「画像データ」と呼ぶ）は
、当業者に周知の方法を使用して直接解釈され、または分析され、画像処理ユニット２２
０にデータを送る前または送らずに、生体構造における動きや変化を検知してもよい。コ
ントロールユニット２３０は、計画インターフェース２３５を介して、外科医や他の担当
者から、計画された、または進行中の外科治療に関する情報を受け取ることができる。ま
た、コントロールユニット２３０は、追跡ユニット２６０を介して追跡可能な外科用器具
２４０および／または自動化された外科ロボット装置２５０についての情報を受信するこ
とにより、進行中の外科治療に関する情報を、必要に応じて受信することができる。さら
に、または代わりに、コントロールユニット２３０は、画像処理ユニット２２０から提供
される画像に基づいて、進行中の外科治療についての情報を推測することができる。コン
トロールユニット２３０は、警告ユニット２７０を介して上記外科治療を監視する担当者
に情報を提供できる。警告ユニット２７０を介して提供される情報は、１つまたは複数の
予め決められた条件を示す情報を含むことができ、その情報は、視覚情報および／または
可聴情報を含むがこれらに限定されず、１以上の様々な、異なる形態に設けられうる。上
記視覚情報は、例えば、画像および／またはテキスト情報を含むことができる。上記可聴
情報は、例えば、合成音声、音声記録、および／または警告を含むことができる。
【００８２】
　図１３に示され、本明細書に記載されているユニットは、様々な機能を説明するための
ものであり、そのような様々なユニットは、別個の要素を必ずしも表していない。例えば
、コンピュータ又は他のプロセッサベースのシステムは、１以上の画像処理ユニット２２
０、コントロールユニット２３０、計画インターフェース２３５、追跡ユニット２６０、
および／または警告ユニット２７０の本明細書に記載の動作を実行するために使用できる
。また、１以上の画像処理ユニット２２０、コントロールユニット２３０、計画インター
フェース２３５、追跡ユニット２６０、および／または警告ユニット２７０は、単一の装
置として一体的に組み合わせることができ、および／またはＭＲＩユニット２１０と一体
的に組み合わせることができる。
【００８３】
　このように、本発明は、ＭＲＩユニット２１０等による非侵襲の、および非電離放射線
ベースの画像化を使用して監視および／または外科的介入のガイドのためのサージカルガ
イダンスシステムを含む。ＭＲＩユニット２１０は、迅速な容積画像を提供する。上記得
られる画像は、リアルタイムの容積画像を提供するために変形可能な画像登録を用いて処
理することができ、例えば、心臓の鼓動、肺の伸縮、器官運動、動脈、血液プールの形成
等を見ることができる。リアルタイム画像は、その後、コンピュータ化されたコントロー
ルユニット２３０によって監視され、コンピュータ化されたコントロールユニット２３０
は、リアルタイムで画像化データを連続的に分析することができ、リスクまたは外科計画
からの逸脱があるかどうかを決定し、もしそうであれば、警告ユニット２７０を介して、
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外科医および／または他の担当者に適切な警告または警報を出すことができる。
【００８４】
　図１４に示すように、ＭＲＩユニット２１０は、分割主磁石（split main magnet）を
含むことができる。上記主磁石のそれぞれは、第１および第２の主磁石ハウジング２８０
ａおよび２８０ｂのそれぞれ一つに収容されている。また、ＭＲＩユニット２１０は、分
割傾斜磁場コイル、分割ＲＦシールド、分割Ｔ／Ｒコイル、および／またはＴ／Ｒ表面コ
イル（図示しない）を含むことができる。例えば、ＭＲＩユニット２１０は、「セルフシ
ールド傾斜磁場コイル」という発明の名称で、２０１０年１１月２２日に出願され、係属
中の米国特許出願第１２／９５１，９７６で開示されたコイルおよび／またはシールドを
含むことができる。当該内容は参照の上、本明細書に組み込まれる。
【００８５】
　分割磁石ＭＲＩユニット２１０は、患者の生体構造、特に、第１の主磁石ハウジング２
８０Ａと第２の主磁石ハウジング２８０ｂとの間のギャップに位置している患者の生体構
造の部分を画像化できる。また、分割磁石ＭＲＩユニット２１０は、外科治療の実行に同
時に画像化されている患者の領域（画像化視野内）への遮るもののないアクセスを可能に
する。このことは、手術が行われているとき、ＭＲＩユニット２１０が、患者を連続的に
画像化するのを許容する。この画像は、手術が行われている患者の領域の画像である。ま
た、このことは、外科治療が行われているとき、患者および／または画像化装置の位置を
変更せずに、上記サージカルガイダンスシステム２００が手術中に患者を画像化すること
を許容する。
【００８６】
　サージカルガイダンスシステム２００の使用の非限定的な実施例は、外科治療に関連す
るサージカルガイダンスシステム２００の使用を含むことができる。上記プロセスは、上
記計画されている外科治療と、上記外科治療が始まる直前のシステム２００上と同様に、
上記外科治療（例えば、ＰＥＴ－ＣＴ、ＳＰＥＣＴ、３または７ＴＭＲＩなど）に役立ち
うるだけの数の高分解能画像化装置に基づいて取得された画像とから始まりうる。これら
の画像セットは、変形可能な画像登録アルゴリズムを介して融合され、１次計画画像セッ
トを形成できる。
【００８７】
　計画インターフェース２３５は、外科医、臨床医、または他の担当者のための手段を提
供し、外科治療の計画を準備する。計画インターフェース２３５は、例えば、コンピュー
タまたは他のプロセッサベースのシステムを含むことができる。いくつかの実施形態では
、計画インターフェース２３５は、周知の外科計画ソフトウェアおよび／または外科計画
機能を含むことができる。計画インターフェース２３５は、キーボード、タッチスクリー
ン、カーソル制御装置（例えば、トラックボールまたはマウス）、またはユーザが外科計
画を準備させるための他の手段を含むことができる。その後、計画インターフェース２３
５は、上記外科計画に基づいて、サージカルガイダンスシステム２００に外科治療パラメ
ータを提供しうる。したがって、上記外科計画は、外科治療中にシステム２００によって
監視されるべきパラメータを好ましくは含む。上記パラメータは、いくつかの要因に基づ
いて変化しうる。また、上記パラメータは、閾値を含むことができる。この閾値を満足し
ている場合、システム２００が警告ユニット２７０を介して、計画を発することができる
。
【００８８】
　例えば、計画インターフェース２３５を使用して、上記外科医は、保護、切除、吻合等
のためにセグメント化された生体構造を確定することができる。ＭＲＩユニット２１０お
よび画像処理ユニット２２０は、計画インターフェース２３５によって表示される高品質
な計画スキャンを生成できる。臨床医は、計画インターフェース２３５を使用して上記計
画スキャンと相互に作用して、生体構造のセグメント化のための計画を作成し、切除のた
めのターゲットを設定し、吻合治療、または他の多くの知られている外科治療のいずれか
を計画することができる。また、計画インターフェース２３５は、外科医が外科用器具で
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患者の体内に入るためにたどる予定であるルートを表す領域としての外科経路を確定する
ために使用できる。計画インターフェース２３５は、外科治療の対象としての器官をマー
クするために使用できる（例えば、腫瘍が切除のためにマークされてもよい）。計画イン
ターフェース２３５は、外科治療のために器官の周りにマージンをマークするために使用
できる（例えば、マージンが切除のために腫瘍の周りにマークされてもよい）。計画イン
ターフェース２３５は、器官内への許容可能な穿刺または侵入の程度を画定するために使
用できる。計画インターフェース２３５は、器官または外科用器具の侵入から保護するた
めの領域をマークするために使用できる（例えば、主要な神経や動脈を含む領域は、保護
のためにマークできる）。計画インターフェース２３５は、必要に応じてマージンを含む
、切除されるべき組織の体積を画定するために使用できる。これら、および他の外科計画
パラメータのいずれかは、計画インターフェース２３５を使用して定められ、外科治療の
ための外科計画として電子的に保存できる。なお、これらのパラメータは、外科医、臨床
医、または計画インターフェース２３５を使用する他の担当者によって示すことができる
警告しきい値を明確に含む、および／または、外科医、臨床医、または他の担当者によっ
て計画インターフェース２３５内に入力されている計画をもとにして、計画インターフェ
ース２３５によって推論される警告しきい値を含むことができることが理解されるであろ
う。
【００８９】
　例えば、外科計画は、腫瘍を切除する手術のために作成できる。これは、腎臓の一部の
除去を含んでもよい。腫瘍を取り囲む領域の術前の画像は、計画インターフェース２３５
に提供できる。外科医は、計画インターフェース２３５とやりとりして、例えば、旋回、
マーキング、または除去される部分を識別する他の方法によって、除去される腎臓の一部
分を識別できる。また、外科医は、避けるべき近くの動脈のような、潜在的に危険な領域
を観察してもよい。次にまた、外科医は、旋回、マーキング、または計画インターフェー
ス２３５を用いて動脈を識別する他の方法により、再度、動脈を識別することができる。
また、外科医は、インターフェース２３５を使用して、外科医が傷つけたくない、例えば
、肝臓および腸などの他の近くの器官を特定できる。そして、この情報の全ては、手術中
にサージカルガイダンスシステム２００によって監視される外科計画の一部になりうる。
この実施例では、サージカルガイダンスシステム２００は、リアルタイムで上記手術を監
視し、外科医が動脈または腸に近づく場合に、または外科医が除去されるべき腎臓の量の
限界またはその近くにある場合に、警告を発する。また、サージカルガイダンスシステム
２００は、鬱血、不規則な心臓の鼓動、または不規則な呼吸などの他の条件を監視できる
。また、サージカルガイダンスシステム２００は、手術中にリアルタイムで容積画像、変
形可能な画像登録の映像化を用いて組織の動きを追跡できるので、外科医が外科経路に滞
在し、腫瘍のすべてが安全に削除されていることを確認できるために、コントロールユニ
ット２３０は、外科医が治療しているとき、腫瘍に関連付けられた組織の動きを追跡でき
る。
【００９０】
　したがって、サージカルガイダンスシステム２００は、外科医が、手術のための計画を
入力するのを許容でき、その後、リアルタイムで、上記手術を追跡でき、その進捗状況に
関して、例えば、いくつかの要件または安全制約にまさに抵触しようとしていたり、まさ
に抵触したときに、外科医に警告できる。これを達成するために、計画インターフェース
２３５を使用して定義されるパラメータは、コントロールユニット２３０によって監視で
きる。また、その代わりに、コントロールユニット２３０は、予め定義された、またはデ
フォルトのパラメータを監視できる。この予め定義された、またはデフォルトのパラメー
タは、計画インターフェース２３５を介して必ずしも指定されなくてもよい。例えば、コ
ントロールユニット２３０は、過大な動き、血液の貯留、および／または血流の欠如など
の望ましくない条件のための外科治療を監視するように構成できる。コントロールユニッ
ト２３０は、器官運動を追跡できると共に、例えば、画像強度および／または患者の生体
構造を表すデータの変動の検知および／または追跡のための公知のアルゴリズムを使用し
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て、ＭＲＩから受け取ったデータ、または画像処理ユニット２２０から受け取った画像の
変化に基づいて、閉塞や鬱血などの条件を識別できる。
【００９１】
　外科治療中、コントロールユニット２３０は、ＭＲＩユニット２１０によって、必要に
応じて、画像処理ユニット２２０によって生成された患者の生体構造のリアルタイム画像
を表すデータを連続的に受信できる。コントロールユニット２３０は、外科治療中に受信
した画像データと、変形可能な画像登録を使用して外科計画のパラメータを監視でき、万
一、１以上の警告閾値が満たされるか超過された（例えば、外科用器具は、定義されたマ
ージン上、またはその近くにある）場合に外科医または他の担当者を警告することによっ
て、外科医が安全かつ成功した外科治療を行うのに役立つ。
【００９２】
　したがって、サージカルガイダンスシステム２００は、外科治療の間のリアルタイムＭ
ＲＩベースのガイダンスを可能にする。サージカルガイダンスシステム２００は、外科治
療の間、迅速なボリュメトリックおよび／または平面撮像を実行する能力を有している。
撮像は、外科治療中における患者の組織の移動および変形の追跡を可能にする空間的およ
び時間的解像度で、画像処理ユニット２２０によって実行されてもよい。いくつかの実施
形態では、ＭＲＩユニット２１０は、例えばｋ空間データのようなＭＲＩデータを生成で
きる。画像処理ユニット２２０は、ＭＲＩユニット２１０によって生成されたＭＲＩデー
タに基づいて再構成された画像を表す画像データを迅速に生成できる。いくつかの実施形
態では、画像処理ユニット２２０は、例えば、コンピュータ又は他のプロセッサベースの
システムを含むことができる。また、いくつかの実施形態では、画像処理ユニット２２０
は、撮像システムを含むことができ、および／または米国特許出願公開番号２０１０／０
３２２４９７号の２０１０年６月１７日に出願された発明の名称が「断層画像取得および
再構成を行うためのシステムおよび方法」に開示されているような画像再構成方法に従っ
て動作できる。したがって、ボリュメトリック撮像は、外科医によって必要とされる分解
能で生体構造の空間的位置を決定することができる解像度で患者の体の外科治療領域に使
用できる。撮像のための時間的なリフレッシュレートは、好ましくは人間の反射および応
答のレートで取得され、すなわち１／２秒から１／５秒の間である。このレートは、低下
または上昇して、患者に生じる、より遅い、または、より速い生理学的プロセスをキャプ
チャすることができる。生体構造を追跡および監視するための撮像は、診断画像よりも低
い信号対ノイズ比および低い空間分解能であることができ、変形可能な画像登録は、より
高い解像度、信号対ノイズ比、およびコントラスト画像化をリアルタイム追跡画像と関連
付けるために使用できる。従って、いくつかの実施形態では、外科計画を作成するために
ＭＲＩユニット２１０によって生成された術前画像の品質は、リアルタイム追跡のために
外科治療中にＭＲＩユニット２１０によって生成された画像よりも高品質であることがで
きる。
【００９３】
　ＭＲＩユニット２１０によって生成されたＭＲＩデータに基づくリアルタイム画像デー
タのストリームに変形可能な画像登録を使用して、画像処理ユニット２２０によって、セ
グメント化された生体構造および領域は、必要に応じて連続的に追跡できると共に自動的
に輪郭を形成できる。損傷、切開、または切除の回避のために重要であると定義されてい
る生体構造は、低遅延で、例えば、１秒未満で監視することができ、重要な構造に損傷を
与えるリスクの可聴および／または視覚信号を警告ユニット２７０を介して、外科医に警
告する。安全な治療の基準は、迅速に計算でき、違反が検知されるか、外挿して差し迫っ
ているとき、音声および視覚の警告が外科医または他の担当者になされうる。要求される
か、または必要に応じて、平面画像および指標が表示され、どんな問題が警告を引き起こ
しているのか外科医や他の担当者に示すことができる。いくつかの実施形態では、上記警
告ユニットは、ＭＲＩユニット２１０および画像処理ユニット２２０によって生成された
画像データに基づいて、連続的に画像を表示する表示手段を含むことができる。それによ
って、外科医または他の担当者が、外科治療の進行を監視することができる。制御システ
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ム２３０および／または警告ユニット２７０は、警告の特性が、警告を引き起こす条件の
種類および／または重症度に基づいて変化できるように設定できる。例えば、警告ユニッ
ト２７０によって発せられた音、記号、色または他の指標は、上記警告ユニットによって
発せられた警告の度合いが、問題になっている器官の損傷、切開、または切除の程度の増
加に伴って増加できるように変わりうる。
【００９４】
　図１３に示すように、サージカルガイダンスシステム２００は、１つ以上の外科用器具
２４０を追跡するために構成された追跡ユニット２６０を含むことができる。図１４を参
照すると、当然のことながら、大きな磁界は、外科治療中に発生している継続的なＭＲＩ
撮像のために、この外科治療が行われている場所に存在している。したがって、外科治療
中に使用される任意の外科用器具２４０は、外部から印加された磁界、例えば、常磁性材
料の存在下に置かれることによって、非常に弱く、または大きくはないが影響を受ける材
料から形成されるべきである。しかしながら、いくつかの実施形態では、外科用器具２４
０は、マーカあるいはＭＲＩユニット２１０に見えるものを含むことができる。そして、
外科用器具２４０の位置は、画像処理ユニット２２０で生成された画像における外科用器
具２４０の外観に任意に基づいて、コントロールユニット２３０によって識別されると共
に追跡されうる。その代わりに、外科用器具２４０の位置は、器官の運動および／または
変形、および／または、そのような変化が外科的介入の指標であるＭＲＩユニット２１０
により生成された画像に現れる生体構造の外観の他の変化のようなものに基づいて推測で
きる。いくつかの実施形態では、外科用器具２４０の連続的な監視に加えて、制御システ
ム２３０は、計画インターフェース２３５を使用して予め定義された外科経路からの逸脱
を検知し、新たな経路を計算することができ、その後、外科医に視覚的および／または聴
覚的に伝えられうる。
【００９５】
　したがって、本開示に基づいて、当然のことながら、開示される装置および方法は、リ
アルタイム撮像を介して手術中の患者の生体構造の変形および動きを考慮する能力を有す
る。人体の大部分の器官は、本質的かつ自然に連続的に動きを経験するので、この能力は
、有利である。また、上記外科用器具自体は、患者の組織に対する穿刺、切傷、または圧
迫があると、上記治療中に器官の変形や変位を引き起こす可能性がある。また、開示され
た装置および方法は、外科医に警告を与える能力を有し、定期的に画像を表示するモニタ
を監視するために、必ずしも外科医を必要としない。さらに、ポインティングデバイスは
、治療を表示するための「正しい」平面又は投影面を見つけるために必要とされない。
【００９６】
　図１５に示すように、自動化された外科ロボット装置２５０は、外科医と共に、または
外科医の代わりに外科治療を実行するために用いられうる。例えば、外科ロボット装置は
、外科治療を行うために使用できることが知られており、様々な程度の自動化を有するロ
ボット装置を含んでいる。サージカルガイダンスシステム２００は、上述したように、外
科治療中にオペレータおよび／またはロボット装置２５０にフィードバックを提供できる
。上述したように、上記フィードバックは、計画インターフェース２３５を介して、外科
計画の入力に基づく警告を含むことができる。また、上記フィードバックは、ロボット装
置２５０の外科経路を制御するために使用されるデータを含むことができる。当然のこと
ながら、外科ロボット装置２５０は、任意のタイプの医療用ロボットとすることができ、
好ましくは、イメージガイダンス介入で実行または支援する目的で、磁気共鳴画像化（Ｍ
ＲＩ）スキャナ内で動作可能であるべきである。
【００９７】
　本発明の例示的な実施形態を、添付の図面および実施例を参照しながら本明細書におい
て説明してきたが、本開示は、これらの正確な実施形態に限定されるものではなく、様々
な他の変更および修正が、本開示の範囲または精神から逸脱することなく、当業者によっ
て本明細書に影響を及ぼしてもよい。そのようなすべての変更及び修正は、添付の特許請
求の範囲によって定義される本開示の範囲内に含まれることが意図されている。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月18日(2016.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラマブル処理装置を備えたコンピュータを備え、
　前記コンピュータは、
　患者への外科手術の間、ＭＲＩデータに基づいて画像データにアクセスするステップと
、
　前記ＭＲＩデータが患者の一部を表し、外科手術の実行とほぼ同時に生成され、外科手
術の実施とほぼ同時に、患者の組織への１以上の変化のための画像データをモニタする１
以上の予め決められた条件のための画像データをモニタするステップと、
　警告するステップと、
　警告されると、表示装置に、１以上の基準を表示させるステップと、
を実行するように構成されており、
　前記警告するステップは、組織への１以上の変化のための画像データをモニタするステ
ップと、少なくとも１つの予め決められた条件を検出するステップとに基づいて実行され
、１以上の基準は、少なくとも１つの予め決められた警告する条件を特定するように構成
されていることを特徴とするシステム。
【手続補正書】
【提出日】平成28年12月21日(2016.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラマブル処理装置を備えたコンピュータを備え、
　前記コンピュータは、
　患者への外科手術の間、ＭＲＩデータに基づいて画像データにアクセスするステップと
、
　前記ＭＲＩデータが患者の一部を表し、外科手術の実行とほぼ同時に生成され、外科手
術の実施とほぼ同時に、患者の組織への１以上の変化のための画像データをモニタする１
以上の予め決められた条件のための画像データをモニタするステップと、
　警告するステップと、
　警告されると、表示装置に、１以上の基準を表示させるステップと、
を実行するように構成されており、
　前記警告するステップは、組織への１以上の変化のための画像データをモニタするステ
ップと、少なくとも１つの予め決められた条件を検出するステップとに基づいて実行され
、１以上の基準は、少なくとも１つの予め決められた警告する条件を特定するように構成
されていることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記表示装置は、さらに、少なくとも１以上の予め決められた警告する条件と関連する
１以上の画像を表示するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載のシステ
ム。
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【請求項３】
　前記表示装置は、さらに、要求指示を受信する際、１以上の基準と１以上の画像とを表
示するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載システム。
【請求項４】
　前記１以上の予め決められた条件は、外科手術計画の１以上の外科パラメータを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載システム。
【請求項５】
　核磁気共鳴画像（ＭＲＩ）データを生成するように構成されたＭＲＩシステムを備え、
　前記コンピュータは、ＭＲＩシステムからＭＲＩデータを受信してＭＲＩデータに基づ
いて画像データを生成するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載システ
ム。
【請求項６】
　前記ＭＲＩシステムは、さらに、外科手術の開始前に第１画像品質を表すＭＲＩデータ
を取得し、
　外科手術の実施とほぼ同時に第２画像品質を示すＭＲＩデータを取得し、
　前記第２画像品質は前記第１画像品質よりも画質が悪いことを特徴とする請求項５に記
載システム。
【請求項７】
　前記コンピュータは、前記第２画像品質を示すＭＲＩデータに基づいて１以上の体積測
定画像を示す画像データを生成するように構成されていることを特徴とする請求項６に記
載システム。
【請求項８】
　少なくとも１つのプロセッサで処理され、コンピュータで読取可能であり、コンピュー
タの命令を記憶する、少なくとも１つの不揮発性の記憶装置を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　患者への外科手術中に要求され、患者の一部を表し、外科手術とほぼ同時に生成される
ＭＲＩデータに基づく画像データにアクセスするステップと、
　１以上の予め決められた条件で、外科手術とほぼ同時に患者の組織への１以上の変化の
ための画像データをモニタするステップと、
　前記組織への１以上の変化のための画像データのモニタと、前記予め決められた条件の
ための画像データ条件の少なくとも１つの検出とに基づいて警告するステップと、
　警告するとき、少なくとも１つの予め決められた警告する条件を特定する１以上の基準
を表示するステップと、
を実行することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記表示ステップは、さらに、警告を発する少なくとも１つの予め決められた条件に関
連する１以上の画像を表示するステップを備えることを特徴とする請求項８に記載システ
ム。
【請求項１０】
　前記表示ステップは、さらに、要求指示を受信する際、１以上の基準と１以上の画像を
表示するステップを備えることを特徴とする請求項８に記載システム。
【請求項１１】
　前記１以上の予め決められた条件は、外科手術計画の１以上の外科パラメータを含むこ
とを特徴とする請求項８に記載システム。
【請求項１２】
　外科手術の開始前に第１画像品質を表すＭＲＩデータを獲得するステップと、
　外科手術とほぼ同時に第２画像品質を表すＭＲＩデータを獲得するステップと、
を備え、
　前記第２画像品質は前記第１画像品質よりも画質が悪いことを特徴とする請求項８に記
載システム。
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【請求項１３】
　さらに、第２画像品質を表すＭＲＩデータに基づいて１以上の体積画像を表す画像デー
タを生成するステップを備え、
　前記ステップは、変更可能な画像記録を使用することを特徴とする請求項１２に記載シ
ステム。
【請求項１４】
　外科ガイダンスシステムの処理中に必要とされ、患者の一部を表し、外科ガイダンスシ
ステムの処理とほぼ同時に生成されるＭＲＩデータに基づいて画像データにアクセスする
ステップと、
　１以上の予め決められた条件のための画像をモニタし、外科ガイダンスシステムの処理
とほぼ同時に患者の組織への１以上の変化のための画像データをモニタするステップを備
えるステップと、
　前記組織への１以上の変化のための画像データをモニタするステップと、少なくとも１
つの予め決められた条件を検出するステップとに基づいて警告するステップと、
　警告するとき、少なくとも１つの予め決められた警告する条件を特定する１以上の基準
を表示するステップと、
を備え、
　前記各ステップは、データプロセッサを備えたコンピュータによって実行されることを
特徴とするコンピュータ実施方法。
【請求項１５】
　前記表示ステップは、さらに、少なくとも１つの予め決められた警告する条件と関連す
る１以上の画像を表示するステップを備えることを特徴とする請求項１４に記載システム
。
【請求項１６】
　前記表示ステップは、さらに、要求指示を受信する際、１以上の基準と１以上の画像と
を表示するステップを備えることを特徴とする請求項１４に記載システム。
【請求項１７】
　前記１以上の予め決められた条件は、外科手術計画の１以上のパラメータを含むことを
特徴とする請求項１４に記載システム。
【請求項１８】
　さらに、外科ガイダンスシステムの処理前に第１画像品質を表すＭＲＩデータを獲得す
るステップと、
　外科ガイダンスシステムの処理とほぼ同時に第２画像品質を表すＭＲＩデータを獲得す
るステップと、
を備え、
　前記第２画像品質は前記第１画像品質よりも画質が悪いことを特徴とする請求項１４に
記載システム。
【請求項１９】
　さらに、前記第２画像品質を表すＭＲＩデータに基づいて１以上の体積画像を表す画像
データを生成するステップを備え、
　前記ステップは変形可能な画像記録を使用することを特徴とする請求項１８に記載シス
テム。
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