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(57)【要約】
　低侵襲治療のための計画、誘導およびシミュレーションシステムおよび方法が本明細書
に開示されており、計画方法およびシステムは、患者特有の術前画像を使用する。計画シ
ステムは、術前画像から複数の経路が展開されることを可能にし、その手術の所望の手術
結果に応じて経路をスコア付けし、誘導システムは、低侵襲ポートベースの外科的処置、
および、脳手術の特定の事例においては開頭術を可能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の身体内の組織中の目標位置までの進路を計画するためのシステムであって、
ａ）前記患者の身体の解剖学的部分の少なくとも１つのイメージングモダリティからの術
前イメージングデータセット、および、前記患者の身体の前記解剖学的部分と関連付けら
れる手術結果基準のリストを内部に記憶するように構成されている記憶メモリデバイスと
、
ｂ）前記記憶デバイスと通信しており、ｉ）前記術前イメージングデータから、前記組織
への可能性のある入口点および１つまたは複数のアプローチされるべき目標を含む、、前
記患者の身体内の前記解剖学的部分のボリュームの画像を生成し、前記ボリュームの前記
画像を記憶し、ｉｉ）外科的処置の間に１つまたは複数のアプローチされるべき目標位置
を識別し、前記１つまたは複数の目標位置を記憶し、ｉｉｉ）前記患者の身体内への１つ
または複数の入口点を識別し、前記手術結果基準と一致する、前記１つまたは複数の入口
点から第１の目標位置までの点別手術軌跡経路を計算し、ｉｖ）前記手術軌跡経路が前記
手術結果基準をどれだけ良好に満たしているかを定量化するために、前記手術軌跡経路に
スコアを割り当て、ｖ）前記手術結果基準を満たす前記手術軌跡経路の１つまたは複数を
記憶するようにプログラムされているコンピュータプロセッサと
を備える、システム。
【請求項２】
　前記コンピュータプロセッサは、前記３Ｄボリュームの前記画像を、解剖学的地図から
生成される３Ｄボリュームの画像と比較することによって、前記１つまたは複数の目標位
置を識別し、前記１つまたは複数の目標位置の中の１つまたは複数の変則的構造を識別す
るようにプログラムされている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記コンピュータプロセッサは、前記３Ｄボリューム内の前記１つまたは複数の目標の
前記位置を確認するために、前記３Ｄ画像データセットを再フォーマットし、前記再フォ
ーマットされた３Ｄ画像データを記憶するようにプログラムされている、請求項１に記載
のシステム。
【請求項４】
　前記コンピュータプロセッサは、３Ｄ空間内の前記１つまたは複数の目標位置の所在を
確認するために、少なくとも３つの直交する平面内で前記目標位置を視覚化することによ
って、前記３Ｄ画像セットを再フォーマットするようにプログラムされている、請求項３
に記載のシステム。
【請求項５】
　前記コンピュータプロセッサは、前記１つまたは複数の指定入口点から前記第１の目標
位置までの１つまたは複数の点別手術軌跡経路を計算するようにプログラムされており、
各点別手術軌跡経路は、前記１つまたは複数の入口点と前記第１の目標位置との間の１つ
または複数の関連するウェイポイントを通過する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのイメージングモダリティは、超音波、磁気共鳴イメージング、Ｘ
線コンピュータトモグラフィおよび陽電子放出型断層撮影から成る群から選択される、請
求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのイメージングモダリティは２つ以上のイメージングモダリティで
ある、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記コンピュータプロセッサは、前記２つ以上のイメージングモダリティによって得ら
れた前記画像を重ね合わせるようにプログラムされている、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記１つまたは複数の手術軌跡経路の前記スコアを、前記１つまたは複数の入口点と前
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記第１の目標位置との間の最短距離の経路のスコアと比較することを含む、請求項１に記
載のシステム。
【請求項１０】
　前記システムは、手術道具のために前記１つまたは複数の手術軌跡経路を計画するよう
に構成されており、前記コンピュータプロセッサは、各識別された入口点において、前記
３Ｄボリュームの前記画像に、前記目標位置にアプローチするのに使用されることになる
手術道具の画像を挿入するための命令をプログラムされている、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項１１】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具が特定の入口点に挿入されると、前記解
剖学的部分の前記３Ｄボリュームの前記画像が、それに応答して、その特定の入口点にあ
る前記手術道具を視覚化することを可能にするために並進および／または回転されるよう
な命令をプログラムされている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具と組織が交差していることに起因して影
響を受けている特定の機能を推測するために、前記手術道具が交差している特定の型の組
織を視覚化および識別することを可能にするために、前記３Ｄボリュームの前記画像内で
異なる構造および機能の組織型に異なる色を割り当てるための命令をプログラムされてい
る、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記コンピュータプロセッサは、視覚化を増強するために前記画像の任意の部分にズー
ムインするための命令をプログラムされている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コンピュータプロセッサは、視覚化を増強するために前記画像の任意の部分にズー
ムインするための命令をプログラムされている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具に近接近していない前記画像の選択され
た部分を隠し、および／または、手術道具に近接近している前記画像の部分を選択的に表
示するための命令をプログラムされている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コンピュータプロセッサは、前記組織型および前記組織の関連する力学的特性に基
づいて、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数
の点別手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によって前記組織が遮断され
ると組織歪みの量を計算し表示するための命令をプログラムされている、請求項１２に記
載のシステム。
【請求項１７】
　前記コンピュータプロセッサは、臨床医からの入力を受信し、前記記憶デバイスに記憶
するようにプログラムされているユーザインターフェースを含み、前記入力は、前記組織
への１つまたは複数の入口点のリスト、１つまたは複数のアプローチされるべき目標位置
、最初にアプローチされるべき第１の目標位置、および、前記１つまたは複数の入口点か
ら前記１つまたは複数の目標のうちの第１の目標までの前記１つまたは複数の手術軌跡経
路によって満たされるべき手術結果基準のいずれか１つまたはそれらの組み合わせを含む
、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ユーザインターフェースは、前記組織への１つまたは複数の入口点の前記リスト、
１つまたは複数のアプローチされるべき目標位置、および、最初にアプローチされるべき
第１の目標位置に対応する位置に関する入力を、前記３Ｄボリュームの前記画像上で前記
位置の上でカーソルを作動されることによって受け入れるようにプログラムされている、
請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
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　前記コンピュータプロセッサは、前記手術結果基準を満たす１つまたは複数の手術経路
が計算されると、前記１つまたは複数の手術経路に沿って前記目標にアプローチし、前記
目標の、前記手術器具によって係合されるべきすべての部分にアクセスする前記手術道具
のシミュレーションを視覚的に表示するための命令をプログラムされている、請求項１に
記載のシステム。
【請求項２０】
　患者の身体内の組織中の目標位置までの進路を計画するためのシステムであって、
ａ）記憶デバイスと、
ｂ）前記記憶デバイスと通信しており、少なくとも１つのイメージングモダリティから術
前画像データセットを受信して記憶し、前記術前画像データセットから、前記組織への可
能性のある入口点および１つまたは複数のアプローチされるべき目標を含む前記患者の身
体の部分の３Ｄボリュームの画像を生成し、前記３Ｄボリュームの前記画像を記憶するよ
うにプログラムされているコンピュータプロセッサと、
ｃ）前記コンピュータプロセッサと通信しており、入力を受信し、前記記憶デバイスに記
憶するようにプログラムされているユーザインターフェースであって、前記入力は、前記
組織への１つまたは複数の入口点、１つまたは複数のアプローチされるべき目標位置、最
初にアプローチされるべき第１の目標位置、または、前記１つまたは複数の入口点から前
記第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路によって満たされるべき手術結果基準
を含む、ユーザインターフェースと
を備え、
ｄ）前記コンピュータプロセッサは、前記入力に基づいて、前記手術結果基準と一致する
、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの１つまたは複数の手術軌跡
経路を確定するために、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの１つ
または複数の点別手術軌跡経路を計算し、前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路を前記
記憶デバイスに記憶し、前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路を視覚的に表示するよう
にプログラムされている、システム。
【請求項２１】
　前記コンピュータプロセッサは、前記１つまたは複数の手術軌跡経路が前記手術結果基
準をどれだけ良好に満たしているかを定量化するために、前記１つまたは複数の軌跡経路
にスコアを割り当て、前記スコアを前記記憶デバイスに記憶し、前記１つまたは複数の手
術軌跡経路の前記スコアを視覚的に表示するようにプログラムされている、請求項２０に
記載のシステム。
【請求項２２】
　前記コンピュータプロセッサは、前記３Ｄボリューム内の前記１つまたは複数の目標の
前記位置を確認するために、前記３Ｄ画像データセットを再フォーマットし、前記再フォ
ーマットされた３Ｄ画像データを記憶するようにプログラムされている、請求項２１に記
載のシステム。
【請求項２３】
　前記コンピュータプロセッサは、３Ｄ空間内の前記１つまたは複数の目標位置の所在を
確認するために、少なくとも３つの直交する平面内で前記目標位置を視覚化することによ
って、前記３Ｄ画像セットを再フォーマットするようにプログラムされている、請求項２
２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記コンピュータプロセッサは、前記１つまたは複数の指定入口点から前記第１の目標
位置までの１つまたは複数の点別手術軌跡経路を計算するようにプログラムされており、
各点別手術軌跡経路は、前記１つまたは複数の入口点と前記第１の目標位置との間の１つ
または複数の関連するウェイポイントを通過する、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのイメージングモダリティは、超音波、磁気共鳴イメージング、Ｘ
線コンピュータトモグラフィおよび陽電子放出型断層撮影から成るリストから選択される
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ものである、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのイメージングモダリティは２つ以上のイメージングモダリティで
あり、前記コンピュータプロセッサは、前記２つ以上のイメージングモダリティによって
得られた前記画像を重ね合わせるようにプログラムされている、請求項２５に記載のシス
テム。
【請求項２７】
　前記１つまたは複数の点別手術経路は、２つ以上の手術経路であり、前記２つ以上の手
術経路の前記スコアを比較することを含み、前記入力は、他の前記軌跡経路に対して最良
のスコアを有することに基づいて選択される指定の点別手術軌跡経路を含む、請求項２１
に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記コンピュータプロセッサは、前記３Ｄボリュームの前記画像を、解剖学的地図から
生成される３Ｄボリュームの画像と比較することによって、前記１つまたは複数の目標位
置を、手術のためにアプローチされるべき位置として確認し、前記１つまたは複数の目標
位置の中の１つまたは複数の変則的構造を識別するようにプログラムされている、請求項
２１に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記コンピュータプロセッサは、前記１つまたは複数の手術軌跡経路の前記スコアを、
前記１つまたは複数の入口点と前記第１の目標位置との間の最短距離の経路のスコアと比
較するようにプログラムされている、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記システムは、手術道具のために前記１つまたは複数の手術軌跡経路を計画するよう
に構成されており、前記コンピュータプロセッサは、各識別された入口点において、前記
３Ｄボリュームの前記画像に、前記目標位置にアプローチするのに使用されることになる
前記手術道具の画像を挿入するための命令をプログラムされている、請求項２０に記載の
システム。
【請求項３１】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具が特定の入口点に挿入されると、前記解
剖学的部分の前記３Ｄボリュームの前記画像が、それに応答して、その特定の入口点にあ
る前記手術道具を視覚化することを可能にするために並進、回転またはその両方をされる
ような命令をプログラムされている、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具と組織が交差していることに起因して影
響を受けている特定の機能を推測するために、前記手術道具が交差している特定の型の組
織を視覚化および識別することを可能にするために、前記３Ｄボリュームの前記画像内で
異なる構造および機能の組織型に異なる色を割り当てるための命令をプログラムされてい
る、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記コンピュータプロセッサは、視覚化を増強するために前記画像の任意の部分にズー
ムインするための命令をプログラムされている、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記コンピュータプロセッサは、視覚化を増強するために前記画像の任意の部分にズー
ムインするための命令をプログラムされている、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具に近接近していない前記画像の選択され
た部分を選択的に隠し、および／または、前記手術道具に近接近している前記画像の部分
を選択的に表示するための命令をプログラムされている、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記コンピュータプロセッサは、前記組織型およびその関連する力学的特性に基づいて
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、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数の点別
手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によって前記組織が遮断されると組
織歪みの量を計算し表示するための命令をプログラムされている、請求項３２に記載のシ
ステム。
【請求項３７】
　手術されるべき前記身体の前記部分は前記患者の脳であり、前記３Ｄボリュームの前記
画像は、前記アプローチされるべき１つまたは複数の目標位置を含む前記脳のボリューム
の３Ｄ画像であり、前記少なくとも１つのイメージングモダリティは、トラクトグラフィ
情報を与えるために拡散テンソルイメージングするように構成されている磁気共鳴イメー
ジングであり、少なくとも１つの手術結果基準は、
　脳白質トラックを遮断しない１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　すべての脳トラックを回避することができない場合は、遮断する脳白質トラックを可能
な限り少なくする１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　選択された脳白質トラックを遮断する１つまたは複数の好ましい手術進路を計算するこ
とである、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記コンピュータプロセッサは、前記患者の前記脳の前記３Ｄ画像に、前記目標にアプ
ローチするのに使用されることになる手術道具の画像を挿入するための命令をプログラム
されている、請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記入口点は脳溝への入口点であり、前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具が
特定の入口点に挿入されると、前記脳の前記３Ｄボリュームの前記画像が、それに応答し
て、その特定の入口点にある前記手術道具を視覚化することを可能にするために並進、回
転またはその両方をされるような命令をプログラムされている、請求項３８に記載のシス
テム。
【請求項４０】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具と組織が交差していることに起因して影
響を受けている特定の機能を推測するために、前記手術道具が交差している特定の型の組
織を視覚化および識別することを可能にするために、前記３Ｄボリュームの前記画像内で
異なる構造および機能の脳組織型に異なる色を割り当てるための命令をプログラムされて
いる、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記脳組織型の１つは脳トラックであり、前記コンピュータプロセッサは、前記脳トラ
ックが前記脳内で延伸する方向および／または前記脳トラックが実施する機能に基づいて
、機能的に異なる脳トラックに異なる色を割り当てるための命令をプログラムされている
、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具に近接近していない前記画像の選択され
た部分を選択的に隠し、および／または、手術道具に近接近している前記画像の部分を選
択的に表示するための命令をプログラムされている、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記コンピュータプロセッサは、計算されている各手術経路の直近にある脳白質路を選
択的に表示し、前記脳の前記３Ｄ画像のすべての他の領域にある脳白質トラックを隠すた
めの命令をプログラムされている、請求項４２に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記コンピュータプロセッサは、計算されている各手術経路に沿って前記手術道具が遮
断している脳白質トラックを選択的に表示するための命令をプログラムされている、請求
項４２に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
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によって満たされるべき前記手術結果基準に関係する前記入力の１つは、遮断すべき脳白
質トラックおよび遮断を回避すべき脳白質トラックの選択を含む、請求項４３に記載のシ
ステム。
【請求項４６】
　前記コンピュータプロセッサは、前記組織型およびその関連する力学的特性に基づいて
、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数の点別
手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によって前記組織が遮断されると組
織歪みの量を計算し表示するための命令をプログラムされている、請求項３７に記載のシ
ステム。
【請求項４７】
　アプローチされている前記目標は腫瘍であり、前記コンピュータプロセッサは、前記手
術道具によってアプローチされ、遮断されるときの前記腫瘍の歪みおよび／または回転の
量を計算および表示し、アプローチの複数の軌跡について前記腫瘍の前記歪みおよび／ま
たは回転を計算および表示するための命令をプログラムされている、請求項３７に記載の
システム。
【請求項４８】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術結果基準を満たす１つまたは複数の手術経路
が計算されると、腫瘍切除を達成するために、前記１つまたは複数の手術経路に沿って前
記腫瘍にアプローチし、前記腫瘍のすべての部分にアクセスする前記手術道具のシミュレ
ーションを視覚的に表示するための命令をプログラムされている、請求項４６に記載のシ
ステム。
【請求項４９】
　前記コンピュータプロセッサは、頭蓋骨層を含む前記患者の脳の３Ｄ画像を表示するた
めの命令をプログラムされている、請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記コンピュータプロセッサは、同時に、前記手術道具が前記腫瘍に向かって進み始め
る前の開頭処置の間に除去されるべき最小量の頭蓋骨質を判定するために前記手術道具が
たどらなければならない経路を、前記手術道具の近位端が綿密に計画しながら、前記手術
道具の遠位端が前記腫瘍のすべての部分にアクセスし、これを切除することができるよう
に、前記シミュレーション中に前記手術道具を操作するための命令をプログラムされてい
る、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
　患者の身体内の組織中の目標位置までの進路を計画するためのコンピュータ実施方法で
あって、前記コンピュータ実施方法は、記憶媒体と、ユーザ端末を有するユーザインター
フェースに接続されているコンピュータプロセッサを備えるコンピュータシステム内で実
行され、前記方法は、
　前記ユーザ端末において、前記組織への可能性のある入口点および１つまたは複数の処
置されるべき目標を含む、患者の身体の３Ｄボリュームの少なくとも１つの術前画像デー
タセット画像を生成するステップと、
　前記ユーザ端末の前記ユーザインターフェースを通じて、前記組織への１つまたは複数
の入口点のリスト、１つまたは複数の処置されるべき目標位置、最初にアプローチされる
べき第１の目標位置、および、前記１つまたは複数の入口点から前記１つまたは複数の目
標のうちの第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路によって満たされるべき手術
結果基準を含む、前記記憶媒体に記憶されることになる入力を受信するステップと、
　前記ユーザ端末において、前記手術結果基準と一致する、前記１つまたは複数の指定入
口点から前記第１の目標位置までの１つまたは複数の点別手術軌跡経路を計算するステッ
プと、
　前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路を前記記憶媒体に記憶するステップと、
　前記ユーザ端末において、前記１つまたは複数の軌跡経路が前記手術結果基準をどれだ
け良好に満たしているかを定量化するために、前記１つまたは複数の軌跡経路にスコアを
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割り当てるステップと、
　前記割り当てられたスコアを前記記憶媒体に記憶するステップと、
　前記ユーザインターフェースに、選択された手術軌跡経路を視覚的に表示するステップ
と
を含む、コンピュータ実施方法。
【請求項５２】
　前記ユーザ端末において、前記３Ｄボリューム内の前記１つまたは複数の目標の前記位
置を確認するために、前記画像データセットを再フォーマットするステップと、
　前記再フォーマットされた３Ｄ画像データを前記記憶媒体に記憶するステップと
をさらに含む、請求項５１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５３】
　前記ユーザ端末の前記ユーザインターフェースにおいて、３Ｄ空間内の前記１つまたは
複数の目標位置の所在を確認するために、少なくとも３つの直交する平面内で１つまたは
複数の前記目標位置を視覚化することによって、前記画像セットを再フォーマットするス
テップをさらに含む、請求項５２に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５４】
　前記ユーザ端末において、各点別手術軌跡経路が、前記入口点と前記第１の目標位置と
の間の１つまたは複数の関連するウェイポイントを通過するように、前記１つまたは複数
の入口点から前記第１の目標位置までの１つまたは複数の手術軌跡経路を計算するステッ
プをさらに含む、請求項５１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５５】
　前記ユーザ端末において、前記３Ｄボリュームの前記画像を、解剖学的地図から生成さ
れる３Ｄボリュームの画像と比較し、前記１つまたは複数の目標位置の中の１つまたは複
数の変則的構造を識別するステップをさらに含む、請求項５１に記載のコンピュータ実施
方法。
【請求項５６】
　前記術前画像データは前記患者の脳の磁気共鳴画像であり、前記３Ｄボリュームの前記
画像は、前記アプローチされるべき１つまたは複数の目標位置を含む、前記脳のボリュー
ムの拡散テンソル画像であり、前記方法は、
　脳白質トラックを遮断しない１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　すべての脳トラックを回避することができない場合は、遮断する脳白質トラックを可能
な限り少なくする１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　前記臨床医によって選択される脳白質トラックを遮断する１つまたは複数の好ましい手
術進路を計算するステップをさらに含む、請求項５１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５７】
　前記患者の前記脳の前記３Ｄ画像に、前記目標にアプローチするのに使用されることに
なる手術道具の画像を挿入するステップをさらに含む、請求項５６に記載のコンピュータ
実施方法。
【請求項５８】
　前記入口点は脳溝への入口点である、請求項５７に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５９】
　前記手術道具が特定の入口点に挿入されると、前記脳の前記３Ｄボリュームの前記画像
が、それに応答して、その特定の入口点にある前記手術道具を視覚化することを可能にす
るために並進、回転またはその両方をされる、請求項５８に記載のコンピュータ実施方法
。
【請求項６０】
　前記ユーザ端末において、前記手術道具と組織が交差していることに起因して影響を受
けている特定の機能を推測するために、前記手術道具が交差している特定の型の組織を視
覚化および識別することを可能にするために、前記３Ｄボリュームの前記画像内で異なる
構造および機能の脳組織型に異なる色を割り当てるステップをさらに含む、請求項５９に
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記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６１】
　前記脳組織型の１つは脳トラックであり、機能的に異なる脳トラックへの異なる色の前
記割り当ては、前記脳トラックが前記脳内で延伸する方向および／または前記脳トラック
が実施する機能に基づく、請求項６０に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６２】
　前記ユーザ端末において、前記手術道具に近接近していない前記画像の部分を選択的に
隠し、および／または、前記手術道具に近接近している前記画像の部分を選択的に表示す
るステップをさらに含む、請求項６０に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６３】
　前記ユーザ端末において、計算されている各手術経路の直近にある脳白質路を選択的に
表示し、前記脳の前記３Ｄ画像のすべての他の領域にある脳白質トラックを隠すステップ
をさらに含む、請求項６２に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６４】
　前記ユーザ端末において、計算されている各手術経路に沿って前記手術道具が遮断して
いる脳白質トラックを選択的に表示するステップをさらに含む、請求項６３に記載のコン
ピュータ実施方法。
【請求項６５】
　前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
によって満たされるべき前記手術結果基準に関係する前記入力の１つは、遮断すべき脳白
質トラックおよび遮断を回避すべき脳白質トラックの選択を含む、請求項６４に記載のコ
ンピュータ実施方法。
【請求項６６】
　前記ユーザ端末において、前記組織型および前記組織の関連する力学的特性に基づいて
、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数の点別
手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によって前記組織が遮断されると組
織歪みの量を計算して前記ユーザインターフェースに表示するステップをさらに含む、請
求項５７に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６７】
　前記ユーザ端末において、前記腫瘍へのアプローチの複数の軌跡について前記手術道具
によってアプローチされ、遮断されるときの前記腫瘍の歪みおよび／または回転の量を計
算して前記ユーザインターフェースに表示するステップをさらに含む、請求項５７に記載
のコンピュータ実施方法。
【請求項６８】
　前記手術結果経路を満たす１つまたは複数の手術経路が計算されると、前記ユーザイン
ターフェースにおいて、腫瘍切除を達成するために、前記１つまたは複数の手術経路に沿
って前記腫瘍にアプローチし、前記腫瘍のすべての部分にアクセスする前記手術道具のシ
ミュレーションを視覚的に表示するステップをさらに含む、請求項６７に記載のコンピュ
ータ実施方法。
【請求項６９】
　前記ユーザインターフェースにおいて、頭蓋骨層を含む前記患者の脳の３Ｄ画像を表示
するステップをさらに含む、請求項６８に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７０】
　同時に、前記手術道具が前記腫瘍に向かって進み始める前の開頭処置の間に除去される
べき最小量の頭蓋骨質を判定するために前記手術道具がたどらなければならない前記頭蓋
骨上の経路を、前記手術道具の近位端が綿密に計画しながら、前記手術道具の遠位端が前
記腫瘍のすべての部分にアクセスし、これを切除することができるように、前記シミュレ
ーション中に前記手術道具を操作するステップをさらに含む、請求項６９に記載のコンピ
ュータ実施方法。
【請求項７１】
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　患者の身体内の組織中の目標位置までの進路を計画するためのコンピュータプログラム
が内部に記憶されているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータプログラ
ムは、コンピュータ上で実行されると、
　前記組織への可能性のある入口点および１つまたは複数の処置されるべき目標を含む、
患者の身体の３Ｄボリュームの少なくとも１つの術前画像データセット画像を生成するス
テップと、
　前記組織への１つまたは複数の入口点のリスト、１つまたは複数の処置されるべき目標
位置、最初にアプローチされるべき第１の目標位置、および、前記１つまたは複数の入口
点から前記１つまたは複数の目標のうちの第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経
路によって満たされるべき手術結果基準を含む入力を受信するステップと、
　前記手術結果基準と一致する、前記１つまたは複数の指定入口点から前記第１の目標位
置までの１つまたは複数の点別手術軌跡経路を計算するステップと、
　前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路を記憶するステップと、
　前記１つまたは複数の軌跡経路が前記手術結果基準をどれだけ良好に満たしているかを
定量化するために、前記１つまたは複数の軌跡経路にスコアを割り当てるステップと、
　前記割り当てられたスコアを記憶するするステップと、
　選択された手術軌跡経路を視覚的に表示するステップと
を含むステップをプログラムされている、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７２】
　前記コンピュータプログラムは、
　前記ユーザ端末において、前記３Ｄボリューム内の前記１つまたは複数の目標の前記位
置を確認するために、前記３Ｄ画像データセットを再フォーマットし、
　前記再フォーマットされた３Ｄ画像データを記憶するようにさらにプログラムされてい
る、請求項７１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７３】
　前記コンピュータプログラムは、３Ｄ空間内の前記１つまたは複数の目標位置の所在を
確認するために、少なくとも３つの直交する平面内で１つまたは複数の前記目標位置を視
覚化することによって、前記３Ｄ画像セットを再フォーマットするようにさらにプログラ
ムされている、請求項７２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７４】
　前記コンピュータプログラムは、各点別手術軌跡経路が、前記入口点と前記第１の目標
位置との間の１つまたは複数の関連するウェイポイントを通過するように、前記１つまた
は複数の入口点から前記第１の目標位置までの１つまたは複数の手術軌跡経路を計算する
ようにさらにプログラムされている、請求項７１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７５】
　前記コンピュータプログラムは、前記３Ｄボリュームの前記画像を、解剖学的地図から
生成される３Ｄボリュームの画像と比較し、前記１つまたは複数の目標位置の中の１つま
たは複数の変則的構造を識別するようにさらにプログラムされている、請求項７１に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７６】
　前記術前３Ｄ画像データは前記患者の脳の磁気共鳴画像であり、前記３Ｄボリュームの
前記画像は、前記アプローチされるべき１つまたは複数の目標位置を含む、前記脳のボリ
ュームの拡散テンソル画像であり、前記入口点は脳溝への入口点であり、前記コンピュー
タプログラムは、
　脳白質トラックを遮断しない１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　すべての脳トラックを回避することができない場合は、遮断する脳白質トラックを可能
な限り少なくする１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　臨床医によって選択される脳白質トラックを遮断する１つまたは複数の好ましい手術進
路を計算するようにさらにプログラムされている、請求項７１に記載のコンピュータ可読
記憶媒体。
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【請求項７７】
　前記コンピュータプログラムは、前記患者の前記脳の前記３Ｄ画像に、前記目標にアプ
ローチするのに使用されることになる手術道具の画像を挿入するようにさらにプログラム
されている、請求項７６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７８】
　前記コンピュータ可読記憶媒体は、前記手術道具が特定の入口点に挿入されると、それ
に応答して、その特定の入口点にある前記手術道具を視覚化することを可能にするために
、前記脳の前記３Ｄボリュームの前記画像を、並進、回転またはその両方をさせるように
さらにプログラムされている、請求項７７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７９】
　前記コンピュータプログラムは、前記ユーザ端末において、前記手術道具と組織が交差
していることに起因して影響を受けている特定の機能を推測するために、前記手術道具が
交差している特定の型の組織を視覚化および識別することを可能にするために、前記３Ｄ
ボリュームの前記画像内で異なる構造および機能の脳組織型に異なる色を割り当てるよう
にさらにプログラムされている、請求項７８に記載のコンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８０】
　前記コンピュータプログラムは、脳トラックが前記脳内で延伸する方向および／または
前記脳トラックが実施する機能に基づいて、機能的に異なる脳トラックに異なる色を割り
当てるようにさらにプログラムされている、請求項７９に記載のコンピュータ可読記憶媒
体方法。
【請求項８１】
　前記コンピュータプログラムは、前記ユーザ端末において、前記手術道具に近接近して
いない前記画像の部分を選択的に隠し、および／または、前記手術道具に近接近している
前記画像の部分を選択的に表示するようにさらにプログラムされている、請求項７９に記
載のコンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８２】
　前記コンピュータプログラムは、前記ユーザ端末において、計算されている各手術経路
の直近にある脳白質路を選択的に表示し、前記脳の前記３Ｄ画像のすべての他の領域にあ
る脳白質トラックを隠すようにさらにプログラムされている、請求項８１に記載のコンピ
ュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８３】
　前記コンピュータプログラムは、計算されている各手術経路に沿って前記手術道具が遮
断している脳白質トラックを選択的に表示するようにさらにプログラムされている、請求
項８２に記載のコンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８４】
　前記コンピュータプログラムは、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標まで
の１つまたは複数の手術軌跡経路によって満たされるべき前記手術結果基準に応じて、遮
断すべき脳白質トラックおよび遮断を回避すべき脳白質トラックを選択するようにさらに
プログラムされている、請求項８３に記載のコンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８５】
　前記コンピュータプログラムは、前記組織型および前記組織の関連する力学的特性に基
づいて、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数
の点別手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によって前記組織が遮断され
ると組織歪みの量を計算し前記ユーザインターフェースに表示するようにさらにプログラ
ムされている、請求項７６に記載のコンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８６】
　前記コンピュータプログラムは、前記腫瘍へのアプローチの複数の軌跡について前記手
術道具によってアプローチされ、遮断されるときの前記腫瘍の歪みおよび／または回転の
量を計算して表示するようにさらにプログラムされている、請求項７６に記載のコンピュ
ータ可読記憶媒体方法。



(12) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40

50

【請求項８７】
　前記コンピュータプログラムは、前記手術結果経路を満たす１つまたは複数の手術経路
が計算されると、腫瘍切除を達成するために、前記１つまたは複数の手術経路に沿って前
記腫瘍にアプローチし、前記腫瘍のすべての部分にアクセスする前記手術道具のシミュレ
ーションを視覚的に表示するようにさらにプログラムされている、請求項８６に記載のコ
ンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８８】
　前記コンピュータプログラムは、頭蓋骨層を含む前記患者の脳の３Ｄ画像を表示するよ
うにさらにプログラムされている、請求項８７に記載のコンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項８９】
　前記コンピュータプログラムは、同時に、前記手術道具が前記腫瘍に向かって進み始め
る前の開頭処置の間に除去されるべき最小量の頭蓋骨質を判定するために前記手術道具が
たどらなければならない前記頭蓋骨上の経路を、前記手術道具の近位端が綿密に計画しな
がら、前記手術道具の遠位端が前記腫瘍のすべての部分にアクセスし、これを切除するこ
とができるように、前記シミュレーション中に前記手術道具を操作するようにさらにプロ
グラムされている、請求項８８に記載のコンピュータ可読記憶媒体方法。
【請求項９０】
　前記コンピュータ可読記憶媒体はインターネットクラウドである、請求項７１に記載の
コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９１】
　前記コンピュータ可読記憶媒体はコンピュータ可読記憶媒体である、請求項７１に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９２】
　脳手術を計画するためのシステムであって、
ａ）少なくとも１つのイメージングモダリティを使用して取得される患者の脳の少なくと
も１つの術前画像データセットを受信し、内部に記憶するように構成されている記憶デバ
イスと、
ｂ）前記記憶デバイスと通信しているコンピュータプロセッサおよび関連するユーザイン
ターフェースとを備え、
　前記プロセッサは、前記少なくとも１つの術前３Ｄ画像データセットから、前記組織へ
の１つまたは複数の可能性のある脳溝入口点および前記脳内の１つまたは複数のアプロー
チされるべき目標を含む、前記脳の部分の３Ｄボリュームの画像を生成し、前記３Ｄボリ
ュームの前記画像を前記記憶デバイスに記憶し、
　少なくとも前記脳への１つまたは複数の脳溝入口点のリスト、１つまたは複数のアプロ
ーチされるべき目標位置、最初にアプローチされるべき第１の目標位置、および、前記１
つまたは複数の入口点から前記１つまたは複数の目標のうちの第１の目標までの１つまた
は複数の手術軌跡経路によって満たされるべき手術結果基準を含む入力を、前記ユーザイ
ンターフェースを通じて受信し、
　前記１つまたは複数の脳溝入口点のリスト、前記最初にアプローチされるべき第１の目
標位置、および、前記手術結果基準を受信すると、前記手術結果基準と一致する前記１つ
または複数の入口点から前記第１の目標位置までの１つまたは複数の手術軌跡経路を確定
するために、前記１つまたは複数の脳溝入口点から前記第１の目標位置までの１つまたは
複数の点別手術軌跡経路を計算し、ここで、各点別手術軌跡経路は、前記１つまたは複数
の脳溝入口点と前記第１の目標位置との間の１つまたは複数の関連するウェイポイントを
通過し、
　前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路を前記記憶媒体に記憶し、前記１つまたは複数
の点別手術軌跡経路を視覚的に表示し、
　前記１つまたは複数の手術軌跡経路が前記手術結果基準をどれだけ良好に満たしている
かを定量化するために、前記１つまたは複数の軌跡経路にスコアを割り当てるように構成
されている、システム。
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【請求項９３】
　前記コンピュータプロセッサは、前記１つまたは複数の手術軌跡経路の前記スコアを、
前記１つまたは複数の脳溝入口点と前記第１の目標位置との間の最短距離の経路のスコア
と比較するようにプログラムされている、請求項９２に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記コンピュータプロセッサは、前記３Ｄボリューム内の前記１つまたは複数の目標の
前記位置を確認するために、前記３Ｄ画像データセットを再フォーマットし、前記再フォ
ーマットされた３Ｄ画像データを記憶するようにプログラムされている、請求項９２に記
載のシステム。
【請求項９５】
　前記コンピュータプロセッサは、３Ｄ空間内の前記１つまたは複数の目標位置の所在を
確認するために、少なくとも３つの直交する平面内で前記目標位置を視覚化することによ
って、前記３Ｄ画像セットを再フォーマットするようにプログラムされている、請求項９
４に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記少なくとも１つのイメージングモダリティは、超音波、磁気共鳴イメージング、Ｘ
線コンピュータトモグラフィおよび陽電子放出型断層撮影から成るリストから選択される
ものである、請求項９３に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記少なくとも１つのイメージングモダリティは２つ以上のイメージングモダリティで
あり、前記コンピュータプロセッサは、前記２つ以上のイメージングモダリティによって
得られた前記画像を重ね合わせるようにプログラムされている、請求項９６に記載のシス
テム。
【請求項９８】
　前記少なくとも１つのイメージングモダリティは、トラクトグラフィ情報を与えるため
に拡散テンソルイメージングするように構成されている磁気共鳴イメージングであり、少
なくとも１つの手術結果基準は、
　脳白質トラックを遮断しない１つまたは複数の手術好適進路、または、
　すべての脳トラックを回避することができない場合は、遮断する脳白質トラックを可能
な限り少なくする１つまたは複数の手術好適進路、または、
　前記臨床医によって選択される脳白質トラックを遮断する１つまたは複数の手術好適進
路を計算することである、請求項９３に記載のシステム。
【請求項９９】
　前記コンピュータプロセッサは、前記患者の前記脳の前記３Ｄ画像に、前記目標にアプ
ローチするのに使用されることになる手術道具の画像を挿入するための命令をプログラム
されている、請求項９８に記載のシステム。
【請求項１００】
　前記入口点は脳溝への入口点であり、前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具が
特定の入口点に挿入されると、前記脳の前記３Ｄボリュームの前記画像が、それに応答し
て、その特定の入口点にある前記手術道具を視覚化することを可能にするために並進、回
転またはその両方をされるような命令をプログラムされている、請求項９９に記載のシス
テム。
【請求項１０１】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具と組織が交差していることに起因して影
響を受けている特定の機能を推測するために、前記手術道具が交差している特定の型の組
織を視覚化および識別することを可能にするために、前記３Ｄボリュームの前記画像内で
異なる構造および機能の脳組織型に異なる色を割り当てるための命令をプログラムされて
いる、請求項１００に記載のシステム。
【請求項１０２】
　前記脳組織型の１つは脳トラックであり、前記コンピュータプロセッサは、前記脳トラ
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ックが前記脳内で延伸する方向および／または前記脳トラックが実施する機能に基づいて
、機能的に異なる脳トラックに異なる色を割り当てるための命令をプログラムされている
、請求項１０１に記載のシステム。
【請求項１０３】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術道具に近接近していない前記画像の選択され
た部分を選択的に隠し、および／または、手術道具に近接近している前記画像の部分を選
択的に表示するための命令をプログラムされている、請求項１０１に記載のシステム。
【請求項１０４】
　前記コンピュータプロセッサは、計算されている各手術経路の直近にある脳白質路を選
択的に表示し、前記脳の前記３Ｄ画像のすべての他の領域にある脳白質トラックを隠すた
めの命令をプログラムされている、請求項１０３に記載のシステム。
【請求項１０５】
　前記コンピュータプロセッサは、計算されている各手術経路に沿って前記手術道具が遮
断している脳白質トラックを選択的に表示するための命令をプログラムされている、請求
項１０３に記載のシステム。
【請求項１０６】
　前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
によって満たされるべき前記手術結果基準に関係する前記入力の１つは、遮断すべき脳白
質トラックおよび遮断を回避すべき脳白質トラックの選択を含む、請求項１０５に記載の
システム。
【請求項１０７】
　前記コンピュータプロセッサは、前記組織型およびその関連する力学的特性に基づいて
、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数の点別
手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によって前記組織が遮断されると組
織歪みの量を計算し表示するための命令をプログラムされている、請求項９８に記載のシ
ステム。
【請求項１０８】
　アプローチされている前記目標は腫瘍であり、前記コンピュータプロセッサは、前記手
術道具によってアプローチされ、遮断されるときの前記腫瘍の歪みおよび／または回転の
量を計算および表示し、アプローチの複数の軌跡について前記腫瘍の前記歪みおよび／ま
たは回転を計算および表示するための命令をプログラムされている、請求項９８に記載の
システム。
【請求項１０９】
　前記コンピュータプロセッサは、前記手術結果基準を満たす１つまたは複数の手術経路
が計算されると、腫瘍切除を達成するために、前記１つまたは複数の手術経路に沿って前
記腫瘍にアプローチし、前記腫瘍のすべての部分にアクセスする前記手術道具のシミュレ
ーションを視覚的に表示するための命令をプログラムされている、請求項１０８に記載の
システム。
【請求項１１０】
　前記コンピュータプロセッサは、頭蓋骨層を含む前記患者の脳の３Ｄ画像を表示するた
めの命令をプログラムされている、請求項１０９に記載のシステム。
【請求項１１１】
　前記コンピュータプロセッサは、同時に、前記手術道具が前記腫瘍に向かって進み始め
る前の開頭処置の間に除去されるべき最小量の頭蓋骨質を判定するために前記手術道具が
たどらなければならない経路を、前記手術道具の近位端が綿密に計画しながら、前記手術
道具の遠位端が前記腫瘍のすべての部分にアクセスし、これを切除することができるよう
に、前記シミュレーション中に前記手術道具を操作するための命令をプログラムされてい
る、請求項１１０に記載のシステム。
【請求項１１２】
　アプローチされるべき患者の身体内の組織中の目標位置までの進路を計画するための、
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コンピュータ上で実行される方法であって、
ａ）術前画像データセットから生成される、前記組織への可能性のある入口点および１つ
または複数のアプローチされるべき目標を含む、前記身体の部分の３Ｄボリュームの画像
を、コンピュータを使用して考察するステップと、
ｂ）ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記３Ｄボリュームの前
記画像を記憶媒体に記憶するよう命令するステップと、
ｃ）前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記３Ｄボリューム
内の前記１つまたは複数の目標の位置を確認するために、前記３Ｄ画像データセットを再
フォーマットするための命令を入力するステップと、
ｄ）前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、手術装置のための、
前記組織への１つまたは複数の入口点の指定位置を入力し、前記１つまたは複数の目標位
置から、アプローチされるべき第１の目標位置を指定するステップと、
ｅ）前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記１つまたは複数
の指定入口点から前記第１の目標位置までの１つまたは複数の点別手術軌跡経路を確定す
るために、前記１つまたは複数の可能性のある入口点から前記第１の目標位置までの１つ
または複数の手術軌跡経路によって満たされるべき手術結果基準を入力し、該手術目的に
基づいて、前記１つまたは複数の入口点と前記第１の目標位置との間にある、前記手術結
果基準と一致する１つまたは複数のウェイポイントを選択し、前記手術結果基準と一致す
る、前記１つまたは複数の入口点と前記第１の目標位置との間の１つまたは複数のウェイ
ポイントを通過する、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの１つま
たは複数の点別手術軌跡経路を計算するステップと、
ｆ）前記コンピュータを使用して、前記１つまたは複数の点別軌跡経路が、臨床医の指定
する前記手術結果基準をどれだけ良好に満たしているかを定量化するために、前記コンピ
ュータによって計算される前記１つまたは複数の点別軌跡経路に割り当てられるスコアを
考察するステップと、
ｇ）前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記割り当てられた
スコアを前記記憶媒体に記憶し、前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路を視覚的に表示
するよう命令するステップと
を含む、方法。
【請求項１１３】
　手術されるべき前記身体の前記部分は前記患者の脳であり、前記３Ｄボリュームの前記
画像は、前記アプローチされるべき１つまたは複数の目標位置を含む前記脳のボリューム
の画像であり、前記少なくとも１つのイメージングモダリティは、トラクトグラフィ情報
を与えるために拡散テンソルイメージングするように構成されている磁気共鳴イメージン
グであり、前記方法は、前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、
以下の手術結果基準、すなわち
　脳白質トラックを遮断しないこと、または
　すべての脳トラックを回避することができない場合は、遮断する脳白質トラックを可能
な限り少なくすること、または
　選択された脳白質トラックを遮断すること
の少なくとも１つを満たす１つまたは複数の手術進路を計算するよう命令するステップを
含む、請求項１１２に記載の方法。
【請求項１１４】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記患者の前記脳の前
記３Ｄ画像に、前記目標にアプローチするのに使用されることになる手術道具の画像を挿
入するよう命令するステップを含む、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１１５】
　前記入口点は脳溝への入口点であり、前記方法は、前記ユーザインターフェースを使用
して、前記コンピュータに、前記手術道具が特定の入口点に挿入されると、それに応答し
て、その特定の入口点にある前記手術道具を視覚化することを可能にするために、前記脳
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の前記３Ｄボリュームの画像を、並進、回転またはその両方をさせるよう命令するステッ
プを含む、請求項１１４に記載の方法。
【請求項１１６】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記手術道具と組織が
交差していることに起因して影響を受けている特定の機能を推測するために、前記手術道
具が交差している特定の型の組織を視覚化および識別することを可能にするために、前記
３Ｄボリュームの前記画像内で異なる構造および機能の脳組織型に異なる色を割り当てる
よう命令するステップを含む、請求項１１５に記載の方法。
【請求項１１７】
　前記脳組織型の１つは脳トラックであり、前記方法は、前記ユーザインターフェースを
使用して、前記コンピュータに、前記脳トラックが前記脳内で延伸する方向および／また
は前記脳トラックが実施する機能に基づいて、機能的に異なる脳トラックに異なる色を割
り当てるよう命令するステップを含む、請求項１１６に記載の方法。
【請求項１１８】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記手術道具に近接近
していない前記画像の選択された部分を選択的に隠し、および／または、手術道具に近接
近している前記画像の部分を選択的に表示するよう命令するステップを含む、請求項１１
５に記載の方法。
【請求項１１９】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、計算されている各手術
経路の直近にある脳白質路を選択的に表示し、前記脳の前記３Ｄ画像のすべての他の領域
にある脳白質トラックを隠すよう命令するステップを含む、請求項１１８に記載の方法。
【請求項１２０】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、計算されている各手術
経路に沿って前記手術道具が遮断している脳白質トラックを選択的に表示するよう命令す
るステップを含む、請求項１１８に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
によって満たされるべき前記手術結果基準に関係する前記入力の１つは、遮断すべき脳白
質トラックおよび遮断を回避すべき脳白質トラックの選択を含む、請求項１２０に記載の
方法。
【請求項１２２】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記組織型およびその
関連する力学的特性に基づいて、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置ま
での前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によ
って前記組織が遮断されると組織歪みの量を計算し表示するよう命令するステップを含む
、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２３】
　アプローチされている前記目標は腫瘍であり、前記方法は、前記ユーザインターフェー
スを使用して、前記コンピュータに、前記手術道具によってアプローチされ、遮断される
ときの前記腫瘍の歪みおよび／または回転の量を計算および表示し、アプローチの複数の
軌跡について前記腫瘍の前記歪みおよび／または回転を計算および表示するよう命令する
ステップを含む、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、前記手術結果基準を満
たす１つまたは複数の手術経路が計算されると、腫瘍切除を達成するために、前記１つま
たは複数の手術経路に沿って前記腫瘍にアプローチし、前記腫瘍のすべての部分にアクセ
スする前記手術道具のシミュレーションを視覚的に表示するよう命令するステップを含む
、請求項１２３に記載の方法。
【請求項１２５】
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　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、頭蓋骨層を含む前記患
者の脳の３Ｄ画像を表示するよう命令するステップを含む、請求項１２４に記載の方法。
【請求項１２６】
　前記ユーザインターフェースを使用して、前記コンピュータに、同時に、前記手術道具
が前記腫瘍に向かって進み始める前の開頭処置の間に除去されるべき最小量の頭蓋骨質を
判定するために前記手術道具がたどらなければならない経路を、前記手術道具の近位端が
綿密に計画しながら、前記手術道具の遠位端が前記腫瘍のすべての部分にアクセスし、こ
れを切除することができるように、前記シミュレーション中に前記手術道具を操作するよ
う命令するステップを含む、請求項１２５に記載の方法。
【請求項１２７】
　患者の身体内のアプローチされるべき組織中の目標位置までの進路を計画するためのシ
ステムであって、
　記憶媒体、視覚的表示装置およびユーザインターフェースを有するコンピュータを備え
、前記コンピュータは、
　前記コンピュータ上で実行されると、少なくとも１つの術前画像データセットから、前
記組織への可能性のある入口点および１つまたは複数のアプローチされるべき目標を含む
患者の身体の３Ｄボリュームの画像を生成し、前記３Ｄボリュームの前記画像を前記視覚
的表示装置上に表示する第１のコードセグメントと、
　前記コンピュータ上で実行されると、入力を、前記ユーザインターフェースを通じて受
け入れ、前記記憶媒体に記憶する第２のコードセグメントであって、入力は、前記組織へ
の１つまたは複数の入口点のリスト、１つまたは複数のアプローチされるべき目標位置、
最初にアプローチされるべき第１の目標位置、および、前記１つまたは複数の入口点から
前記１つまたは複数の目標のうちの第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路によ
って満たされるべき手術結果基準を含む、第２のコードセグメントと、
　前記コンピュータ上で実行されると、前記手術結果基準と一致する、前記１つまたは複
数の指定入口点から前記第１の目標位置までの１つまたは複数の点別手術軌跡経路を計算
し、前記１つまたは複数の点別手術軌跡経路を前記記憶媒体に記憶する第３のコードセグ
メントと、
　前記コンピュータ上で実行されると、前記１つまたは複数の軌跡経路が前記手術結果基
準をどれだけ良好に満たしているかを定量化するために、前記１つまたは複数の軌跡経路
にスコアを割り当て、前記割り当てられたスコアを前記記憶媒体に記憶し、選択された手
術軌跡経路を視覚的に表示する第４のコードセグメントとをプログラムされている、シス
テム。
【請求項１２８】
　前記コンピュータ上で実行されると、前記３Ｄボリューム内の前記１つまたは複数の目
標の前記位置を確認するために、前記３Ｄ画像データセットを再フォーマットし、前記再
フォーマットされた３Ｄ画像データを前記記憶媒体に記憶する第５のコードセグメントを
含む、請求項１２７に記載のシステム。
【請求項１２９】
　前記第５のコードセグメントは、３Ｄ空間内の前記１つまたは複数の目標位置の所在を
確認するために、少なくとも３つの直交する平面内で１つまたは複数の目標位置を視覚化
することによって、前記３Ｄ画像セットを再フォーマットする、請求項１２８に記載のシ
ステム。
【請求項１３０】
　前記第３のコードセグメントは、各点別手術軌跡経路が、前記入口点と前記第１の目標
位置との間の１つまたは複数の関連するウェイポイントを通過するように、前記１つまた
は複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数の手術軌跡経路を計算
する、請求項１２７に記載のシステム。
【請求項１３１】
　前記コンピュータ上で実行されると、前記３Ｄボリュームの前記画像を、解剖学的地図
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から生成される３Ｄボリュームの画像と比較し、前記１つまたは複数の目標位置の中の１
つまたは複数の変則的構造を識別する第６のコードセグメントを含む、請求項１２７に記
載のシステム。
【請求項１３２】
　前記術前３Ｄ画像データは前記患者の脳の磁気共鳴画像であり、前記３Ｄボリュームの
前記画像は、前記アプローチされるべき１つまたは複数の目標位置を含む、前記脳のボリ
ュームの拡散テンソル画像であり、前記第３のコードセグメントは、
　脳白質トラックを遮断しない１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　すべての脳トラックを回避することができない場合は、遮断する脳白質トラックを可能
な限り少なくする１つまたは複数の好ましい手術進路、または、
　前記臨床医によって選択される脳白質トラックを遮断する１つまたは複数の好ましい手
術進路を計算するようにプログラムされている、請求項１２７に記載のシステム。
【請求項１３３】
　前記コンピュータ上で実行されると、前記患者の前記脳の前記３Ｄ画像に、前記目標に
アプローチするのに使用されることになる手術道具の画像を挿入するようにプログラムさ
れている第７のコードセグメントを含む、請求項１３２に記載のシステム。
【請求項１３４】
　前記入口点は脳溝への入口点であり、前記システムは、前記コンピュータ上で実行され
ると、前記手術道具が特定の入口点に挿入されると、前記脳の前記３Ｄボリュームの前記
画像が、それに応答して、その特定の入口点にある前記手術道具を視覚化することを可能
にするために並進、回転またはその両方をされるようにプログラムされている第８のコー
ドセグメントを含む、請求項１３３に記載のシステム。
【請求項１３５】
　前記コンピュータ上で実行されると、前記手術道具と組織が交差していることに起因し
て影響を受けている特定の機能を推測するために、前記手術道具が交差している特定の型
の組織を視覚化および識別することを可能にするために、前記３Ｄボリュームの前記画像
内で異なる構造および機能の脳組織型に異なる色を割り当てるようにプログラムされてい
る第９のコードセグメントを含む、請求項１３４に記載のシステム。
【請求項１３６】
　前記脳組織型の１つは脳トラックであり、前記第９のコードセグメントは、前記脳トラ
ックが前記脳内で延伸する方向および／または前記脳トラックが実施する機能に基づいて
、機能的に異なる脳トラックに異なる色を割り当てるようにプログラムされている、請求
項１３５に記載のシステム。
【請求項１３７】
　前記コンピュータ上で実行されると、前記手術道具に近接近していない前記画像の選択
された部分を選択的に隠し、および／または、手術道具に近接近している前記画像の部分
を選択的に表示するようにプログラムされている第１０のコードセグメントを含む、請求
項１３５に記載のシステム。
【請求項１３８】
　前記第１０のコードセグメントは、計算されている各手術経路の直近にある脳白質路を
選択的に表示し、前記脳の前記３Ｄ画像のすべての他の領域にある脳白質トラックを隠す
ようにプログラムされている、請求項１３７に記載のシステム。
【請求項１３９】
　前記第１０のコードセグメントは、計算されている各手術経路に沿って前記手術道具が
遮断している脳白質トラックを選択的に表示するようにプログラムされている、請求項１
３８に記載のシステム。
【請求項１４０】
　前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
によって満たされるべき前記手術結果基準に関係する前記入力の１つは、遮断すべき脳白
質トラックおよび遮断を回避すべき脳白質トラックの選択を含む、請求項１３９に記載の
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システム。
【請求項１４１】
　前記コンピュータ上で実行されると、前記組織型およびその関連する力学的特性に基づ
いて、前記１つまたは複数の入口点から前記第１の目標位置までの前記１つまたは複数の
点別手術軌跡経路に沿って進行している間に前記手術道具によって前記組織が遮断される
と組織歪みの量を計算し表示する第１０のコードセグメントを含む、請求項１３２に記載
のシステム。
【請求項１４２】
　アプローチされている前記目標は腫瘍であり、前記システムは、前記コンピュータ上で
実行されると、前記手術道具によってアプローチされ、遮断されるときの前記腫瘍の歪み
および／または回転の量を計算および表示し、前記腫瘍へのアプローチの複数の軌跡につ
いて前記腫瘍の前記歪みおよび／または回転を計算および表示する第１１のコードセグメ
ントを含む、請求項１３２に記載のシステム。
【請求項１４３】
　前記コンピュータ上で実行されると、前記手術結果基準を満たす１つまたは複数の手術
経路が計算されると、腫瘍切除を達成するために、前記１つまたは複数の手術経路に沿っ
て前記腫瘍にアプローチし、前記腫瘍のすべての部分にアクセスする前記手術道具のシミ
ュレーションを視覚的に表示する第１２のコードセグメントを含む、請求項１４２に記載
のシステム。
【請求項１４４】
　前記コンピュータ上で実行されると、頭蓋骨層を含む前記患者の脳の３Ｄ画像を表示す
る第１３のコードセグメントを含む、請求項１４３に記載のシステム。
【請求項１４５】
　前記コンピュータ上で実行されると、同時に、前記手術道具が前記腫瘍に向かって進み
始める前の開頭処置の間に除去されるべき最小量の頭蓋骨質を判定するために前記手術道
具がたどらなければならない頭蓋骨上の経路を、前記手術道具の近位端が綿密に計画しな
がら、前記手術道具の遠位端が前記腫瘍のすべての部分にアクセスし、これを切除するこ
とができるように、前記シミュレーション中に前記手術道具を操作する第１４のコードセ
グメントを含む、請求項１４４に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、低侵襲治療のための計画、誘導およびシミュレーションシステムおよび方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療の分野において、イメージングおよび画像誘導は、臨床診療の重要な要素になって
いく傾向にある。疾患の診断およびモニタリングから、手術アプローチの計画、処置中の
誘導および処置が完了した後の経過観察まで、イメージングおよび画像誘導は、手術およ
び放射線治療を含め、様々な処置のための有効で多面的な治療アプローチを提供する。
【０００３】
　標的幹細胞送達、適応的化学療法レジメン、および放射線治療は、医療分野におけるイ
メージング誘導を利用した処置のほんの数例である。
【０００４】
　磁気共鳴イメージング（「ＭＲＩ」）のような高度なイメージングモダリティが、脳腫
瘍、脳卒中、脳内出血（「ＩＣＨ」）のような疾患、ならびに、パーキンソン病およびア
ルツハイマー病のような神経変性障害のイメージングが実施される、神経学を含むいくつ
かの医療分野において検出、診断および病期診断の速度および精度の改善をもたらしてい
る。画像診断法として、ＭＲＩは、電離放射線を使用することなく、軟組織において高い
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コントラストで、組織の三次元視覚化を可能にする傾向にある。このモダリティは、各モ
ダリティによって利用可能な異なる物理原則を使用して同じ組織を検査することによって
、超音波（「ＵＳ」）、陽電子放出型断層撮影法（「ＰＥＴ」）およびコンピュータＸ線
断層撮影法（「ＣＴ」）のような他のモダリティとともに使用されることが多い。
【０００５】
　ＣＴは、ヨード造影剤のような静脈注射剤とともに使用されて骨構造および血管を視覚
化するのに使用されることが多い。ＭＲＩもまた、腫瘍、および血液脳関門の崩壊を視覚
化することを可能にする薬物動態を有する静脈注射ガドリニウム造影剤のような同様の造
影剤を使用して実施され得る。
【０００６】
　これらのマルチモダリティソリューションは、異なる組織型、組織機能、および病状の
間で様々な度合いのコントラストをもたらすことができる。イメージングモダリティは、
別個に、または、疾患をより良好に区別および診断するため組み合わせて使用することが
できる。
【０００７】
　たとえば、神経外科学において、脳腫瘍は一般的に、イメージングによって誘導される
開頭術を通じて切除される。これらのソリューションにおいて収集されるデータは一般的
に、ヨード造影剤のような関連する造影剤を用いたＣＴスキャン、および、ガドリニウム
造影剤のような関連する造影剤を用いたＭＲＩスキャンから構成される。また、光学イメ
ージングも、辺縁部として知られる、腫瘍の境界を健常組織から区別するための顕微鏡の
形態で使用されることが多い。患者および関連するイメージングデータに対する器具の追
跡も、メカニカルアームのような、外部ハードウェアシステム、または高周波もしくは光
学追跡デバイスによって達成されることが多い。ひとまとまりで、これらのデバイスは一
般的に手術誘導システムと称される。
【０００８】
　計画および誘導のためのマルチモダリティイメージングのための既知のシステムは、手
術室において手術スイートのイメージングデータを統合することを含む。技術は、ＰＥＴ
、ＣＴ、ＭＲＩ、３Ｄ　ＵＳを含むこれらの三次元モダリティならびにＸ線およびＵＳの
ような二次元モダリティが、手術室において使用される画像セットを生成するためにとも
に見られることを可能にしている。これらの画像セットは、癌のような病変組織のより良
好な切除において執刀医を補助し、脳卒中およびＩＣＨのような血管障害の治療を誘導し
、大うつまたは強迫障害のような精神状態に対する治療を送達し、パーキンソン病、アル
ツハイマー病およびハンチントン病に対する脳深部刺激療法（「ＤＢＳ」）のような処置
を実施し、脳腫瘍に対する放射線治療のために放射線腫瘍医を誘導するために使用するこ
とができる。
【０００９】
　これらのソリューションは、術中イメージングを使用すること、たとえば、リアルタイ
ムＵＳ画像を見当合わせおよび追跡すること、Ｘ線およびＣＴイメージングのための「Ｃ
」字形状アーム（「Ｃアーム」）を使用すること、たとえば、頭部のような解剖学的構造
の特定の部分に専用のＭＲＩシステムを使用すること、ならびに、可動ＭＲＩシステムを
使用することによって、複数の異なるイメージングモダリティを手術スイートに組み込む
ことを試みてきた。一般的に、これらのシステムは、外科的処置自体によってもたらされ
る改善されたアクセスによってより良好なイメージングを達成する能力を完全には利用し
ないし、疾病管理に関連付けられる基本的な課題に対処するように取得された情報が処置
に統合されない。
【００１０】
　それゆえ、外科的処置自体からもたらされる改善された組織アクセスを通じて取り出さ
れる入力（複数の場合もあり）を分析することによって、手術計画および誘導を達成する
マルチモダリティイメージングシステムおよび方法が必要とされている。
【００１１】
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　さらに、画像および他の入力を有意に効率的に記録見当合わせまたは統合することが必
要とされている。加えて、手術道具、または組織自体の物理特性に関係する他の有益なデ
ータ点を統合することが必要とされている。それゆえ、改善された手術および誘導システ
ムを提供するために、手術の間、前および後にいくつかのデータ点を有意に統合すること
によって、手術計画および誘導を達成するマルチモダリティイメージングシステムおよび
方法が必要とされている。外科的処置および手術道具に特有の情報を利用して改善された
誘導および計画を提供するシステムおよび方法も必要とされている。
【００１２】
　さらに、現行のソリューションにおけるイメージングは、患者に対する侵襲性が高い開
放手術手法によってアクセスされる、脳組織のような大きい組織片に対して実施されるこ
とが多い。理想的には低侵襲誘導およびイメージングシステム手法しか必要としない、脳
外科的処置のような、増大している種類の処置もある。たとえば、ＩＣＨ治療、脳卒中治
療、脳深部腫瘍手術、脳実質内腫瘍手術、下垂体または脳幹手術のような鼻内手術、幹細
胞治療、定方向薬剤送達、および深部脳刺激装置送達はすべて、低侵襲手法によく適した
処置の例である。神経外科における多くの外科的処置は、病変組織を切除し、血管および
凝固の問題を修正し、可能な限り健常な神経組織を維持するために、低侵襲手法により依
存するようになってきている。しかしながら、誘導およびイメージングソリューションの
ような現行の術中手術支援システムは、不足している傾向にある。鼻内アプローチを通じ
て組織を除去するための手法、アクセスポートベースのアプローチ、および、電気刺激デ
バイスの位置付けは重要な手法になってきているが、医療イメージングおよび誘導手法は
、これらの手法の特定の需要に対応するまでには発達していない。
【００１３】
　それゆえ、低侵襲手段および手法を通じて手術計画および誘導を達成するマルチモダリ
ティイメージングシステムおよび方法が必要とされている。
【００１４】
　また、ポートベースの処置は相対的に新規であるため、そのような処置に対するイメー
ジングの詳細な応用形態も見込まれておらず、既知のデバイス間のインターフェースの、
組織に対する影響も、計画システムに組み込まれていない。開頭術において、既知のシス
テムで使用される複数の造影メカニズムの複雑性がソフトウェアシステムアーキテクチャ
を圧倒する可能性がある。さらに、手術中に発生する組織シフトと関連付けられる複雑性
は、十分に対処されていない。それゆえ、低侵襲ポートベース外科処置、および、より大
規模な開頭術を可能にする術前および術中計画および誘導のためのシステムおよび方法が
必要とされている。
【００１５】
　現行のシステムにおいて、放射線科医、神経科医、執刀医または他の医療専門家は通常
、患者に関する画像診断情報、または、臨床情報に基づいてイメージングボリュームを選
択する。このイメージングボリュームは、手術にアプローチするための示唆される軌跡、
たとえば、針挿入経路と関連付けられることが多い。しかしながら、現行のシステムの１
つの欠点は、腫瘍部位および軌跡に関するこの情報が一般的に、手術スイート内で変更す
ることができないか、または、相互に影響され得ず、結果として、手術中に追加の情報、
たとえば、事前に選択された軌跡と対立する血管または重要構造物の位置が明らかになっ
た場合に、この詳細な情報の可用性が制限される。それゆえ、リアルタイムで外科的処置
計画を補正することを可能にするシステムが必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、低侵襲治療のための計画システムに関する。本発明において、患者の身体内
の組織中の目標位置までの進路を計画するためのシステムおよび方法が提供される。シス
テムは、術前イメージングボリューム、身体の解剖学的部分と関連付けられる手術結果基
準を記憶するための記憶媒体と、１つまたは複数の手術軌跡経路を識別、スコア付けおよ
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び保存するための、記憶媒体および結果基準と通信するプロセッサとから構成される。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　一実施形態において、システムは、記憶デバイスと、入力および手術軌跡経路を受信、
記憶および計算するために協働し、ユーザインターフェース上に結果を表示するコンピュ
ータプロセッサとを備える。
【００１８】
　さらなる実施形態において、患者の身体内の組織までの進路位置を計画するためのコン
ピュータ実施方法が開示される。方法は、コンピュータのユーザインターフェースを通じ
て入力を受信するステップと、組織への入口点を含む３Ｄ画像を生成するステップと、手
術結果基準に基づいて１つまたは複数の手術軌跡経路を計算および記憶するステップと、
選択された軌跡経路をユーザインターフェースに表示するステップとを含む。
【００１９】
　脳手術を計画するためのシステムがさらに開示される。システムは、少なくとも１つの
術前３Ｄイメージングボリュームを記憶するための記憶デバイスと、入力（すなわち、脳
溝入口点、目標位置、手術結果基準、３Ｄイメージングボリューム）を受信し、手術結果
基準に基づいてスコアを計算し、スコアに基づいて１つまたは複数の軌跡経路を表示する
コンピュータプロセッサとを備える。
【００２０】
　さらなる実施形態において、患者の身体内の組織までの進路位置を計画するためのシス
テムが開示される。システムは、記憶媒体と、ディスプレイと、ユーザインターフェース
と、３Ｄ画像を生成し、ユーザ入力を受信し、手術結果基準に関係する１つまたは複数の
点別軌跡経路を計算し、関連するスコアを１つまたは複数の軌跡経路に割り当てるように
構成されている複数のコードセグメントを有するコンピュータプログラムとを備える。
【００２１】
　さらなる実施形態において、患者の身体内の組織までの進路位置を計画するためのシス
テムが開示される。システムは、記憶媒体と、ディスプレイと、ユーザインターフェース
と、３Ｄ静止または動画像を生成し、ユーザ入力を受信し、術前イメージングボリューム
を記憶し、手術結果基準に関係するイメージングボリューム内の既知の点に対する１つま
たは複数の点別軌跡経路を計算し、スコアを１つまたは複数の軌跡経路に割り当て、１つ
または複数のそのような経路をエクスポートするように構成されている複数のコードセグ
メントを有するコンピュータプログラムとを備える。
【００２２】
　本発明の機能的で有利な態様のさらなる理解は、以下の詳細な説明および図面を参照す
ることによって実現することができる。
【００２３】
　本明細書に開示する実施形態は、以下の詳細な説明を本出願の一部を形成する添付の図
面と併せ読むことによってより十分に理解される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本明細書に開示する、手術経路を計画およびスコア付けするためのシステム構成
要素および入力を示すブロック図である。
【図２】図１の計画システムによって生成される手術経路に沿った誘導のためのシステム
構成要素および入力を示すブロック図である。
【図３】術後データ分析のためのシステム構成要素および入力を示すブロック図である。
【図４Ａ】プロセッサ（複数の場合もあり）が手術アプローチの最適な選択を補助するた
めに線維束を識別している、本発明の方法およびシステムの一実施形態を示す図である。
【図４Ｂ】プロセッサ（複数の場合もあり）が手術アプローチの最適な選択を補助するた
めに線維束を識別している、本発明の方法およびシステムの一実施形態を示す図である。
【図５】本明細書に開示する計画システムおよび方法に含まれる処理ステップを示す流れ
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図である。
【図６】本明細書に開示する計画および誘導方法およびシステムを実装するためのコンピ
ュータ制御システムの例示的な非限定的実施態様を示す図である。
【図７】３つの直交する投影を使用した患者の解剖学的構造の視覚化を示す本発明の方法
およびシステムの一実施形態の出力を示す図であり、上の行の２つの表示枠および下の行
の左端の枠は、互いに直交する２Ｄ投影を示す、図である。
【図８】示されている態勢または向きについて、手術道具が交差すると予測される２Ｄ患
者データに対する索の強調を示す図である。
【図９】図８に示すものと同じ患者データであるが、脳内の目標に対する異なる態勢で、
手術道具が異なる索に交差する、患者データを示す図である。
【図１０】選択された軌跡および手術道具を使用した開頭範囲の視覚化を示し、手術中に
手術道具を操作するのに利用可能な空間を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本開示の様々な実施形態および態様を、下記に説明する詳細を参照して説明する。以下
の説明および図面は本開示の例示であり、本開示を限定するものとして解釈されるべきで
はない。本開示の様々な実施形態の完全な理解を提供するために、多数の特定の詳細が説
明される。しかしながら、特定の事例において、本開示の実施形態の簡潔な説明を提供す
るために、周知のまたは従来の詳細は説明されない。
【００２６】
　本明細書において使用される場合、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」および「備えて
いる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語は、包括的でオープンエンドであり、排他的
ではないものとして解釈されるべきである。具体的には、本明細書および特許請求の範囲
に使用されるとき、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」および「備えている（ｃｏｍｐｒ
ｉｓｉｎｇ）」という用語ならびにその変化形は、指定されている特徴、ステップまたは
構成要素が含まれることを意味する。これらの用語は、他の特徴、ステップまたは構成要
素の存在を除外するように解釈されるべきではない。
【００２７】
　本明細書において使用される場合、「例示的な（ｅｘｅｍｐｌａｒｙ）」という用語は
、「例、事例、または例示としての役割を果たす」ことを意味し、本明細書に開示する他
の構成よりも好適または有利であると解釈されるべきではない。
【００２８】
　本明細書において使用される場合、「約（ａｂｏｕｔ）」または「おおよそ（ａｐｐｒ
ｏｘｉｍａｔｅｌｙ）」という用語は、特性、パラメータ、および寸法のばらつきのよう
な、値の範囲の上限および下限内に存在し得るばらつきをカバーするように意図されてい
る。
【００２９】
　本明細書において使用される場合、「患者」という用語は、人間の患者には限定されず
、本明細書に開示する計画および誘導システムを使用して治療され得る任意の生命体を意
味し得る。
【００３０】
　本明細書において使用される場合、「手術道具」または「手術器具」という語句は、患
者の身体内の経路に沿った部位に向けられ得る任意のアイテムを指す。手術道具の例は、
（必ずしもこれらに限定されないが）外科用メス、切除デバイス、イメージングプローブ
、サンプリングプローブ、カテーテル、または、本質的に診断用であるか治療用であるか
にかかわらず、患者の身体内の標的位置にアクセスする（または、患者の身体内の位置に
アクセスする際に別の手術道具を補助する）ことができる任意の他のデバイスを含んでも
よい。
【００３１】
　本明細書において使用される場合、「光コヒーレンストモグラフィ」または「ＯＣＴ」
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という語句は、生体組織のような光散乱媒質内からマイクロメートル分解能の三次元画像
を捕捉する光信号取得および処理方法を指す。ＯＣＴは、通常、近赤外光を使用する、干
渉法による技法である。相対的に長い波長を使用することによって、散乱媒質内に侵入す
ることが可能になる。医療イメージングのコンテクストにおけるＯＣＴの利点は、現在、
ＭＲＩまたは超音波のような他のイメージングモダリティよりも良好である、はるかによ
り高い分解能（１０μｍよりも良好）を有する組織形態画像を提供することである。しか
しながら、現在、ＯＣＴは、一般的な生体組織の表面下では１～２ミリメートルのイメー
ジングに限定され、一方で、より深い深度では、散乱することなく逃げる光の割合が小さ
すぎて検出することができない。画像は、「非接触式」に、または、透明な窓もしくは膜
を通じて得ることができるが、目標組織との見通し線内になければならない。
【００３２】
　本明細書において使用される場合、「高偏光感度光コヒーレンストモグラフィ（ＰＳ－
ＯＣＴ）」という語句は、組織のような混濁媒質から反射される光の偏光状態の深度分解
測定を可能にするイメージング技法を指す。深さ分解ストークスパラメータの測定によっ
て、線形遅相器としてモデル化することができる混濁媒質における偏光の度合いおよび光
軸の向きを求めることが可能になる。
【００３３】
　本明細書において使用される場合、「超音波」または「ＵＳ」という単語は、約２～１
８メガヘルツの波長範囲内の音波を使用するイメージング技法を指す。特定の医療イメー
ジング手順に選択される周波数は、画像の空間分解能と、イメージング侵入深さとの間の
トレードオフであることが多い。周波数が低いほど、生成される分解能は低くなるが、身
体内でより深くイメージングすることができ、一方、音波の周波数が高いほど、生成され
る分解能はより高くなる（波長がより短くなり、したがって、より小さい構造から反射ま
たは散乱することが可能になるため）。周波数がより高い波は、減衰係数もより高くなり
、したがって、組織内により容易に吸収され、身体内に音波が侵入する深さが制限される
。
【００３４】
　本明細書において使用される場合、「陽電子放出型断層撮影」または「ＰＥＴ」という
語句は、身体内の機能的プロセスの三次元画像を生成することを対象とした核医学イメー
ジングを指す。ＰＥＴシステムは、身体内に注入される陽電子放出核種またはトレーサに
よって放出されるガンマ線対の検出の原理に基づいて動作する。このとき、身体内のトレ
ーサ濃度の三次元画像がコンピュータ分析によって構築される。
【００３５】
　本明細書において使用される場合、「Ｘ線コンピュータ断層撮影」または「Ｘ線ＣＴ」
とも称される「コンピュータ断層撮影」または「ＣＴ」という語句は、コンピュータ処理
されたｘ線を使用してスキャンされる対象物の特定の領域の断層画像（仮想「スライス」
）を生成する技術を指す。研究されている対象物の内部の三次元画像が、デジタル幾何形
状処理の技法を使用して、単一の回転軸を中心として撮影される一連の二次元放射線画像
から生成され得る。頭部／脳のＣＴスキャンは一般的に、数例を挙げると、出血、骨の損
傷、腫瘍、梗塞および石灰化を検出するのに使用される。無論、低濃度の（暗い）構造が
一般的に浮腫および梗塞を示し、一方で、高密度の（明るい）構造が一般的に石灰化およ
び出血を示す。腫瘍は、当該腫瘍が引き起こす腫脹および解剖学的偏位によって、または
、任意の周囲の浮腫によって検出可能であることが多い。
【００３６】
　本明細書において使用される場合、「磁気共鳴イメージング」または「ＭＲＩ」という
語句は、身体の内部構造を視覚化するために放射線医学において使用される医療イメージ
ング技法であり、健常な状態および疾患状態における解剖学的構造および機能の両方を研
究するために使用される。ＭＲＩは、小さい腫瘍に対してはＣＴよりも感度が高いため、
神経腫瘍に一般に好まれる調査手段である。加えて、ＭＲＩによって、脳の灰白質と白質
との間にもたらされるコントラストが、ＭＲＩを、限定ではないが脱髄疾患を含む中枢神
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経系の多くの症状に対する主要な選択肢にする。さらに、特殊化したＭＲＩパルスシーケ
ンスを使用して、種々のタイプの情報を与えることができる。たとえば、「拡散ＭＲＩ」
は、生体組織内の水分子拡散を測定するＭＲＩシーケンスであり、脳卒中のような症状、
または、多発性硬化症のような神経疾患の診断に臨床的に有用であり、脳内の白質路の方
向性および接続性を理解および視覚化するのに特に有用である。拡散ＭＲＩの例が、拡散
テンソルイメージング（「ＤＴＩ」）および拡散強調イメージング（「ＤＷＩ」）である
。また、「機能的ＭＲＩ」または「ｆＭＲＩ」は、血液酸素化レベルの変化に対して感受
性があり、皮質活動が増大した領域を推測するのに使用することができるもう１つの特殊
化ＭＲＩシーケンスである。一般的に、ｆＭＲＩによって、患者は、指定タスク（たとえ
ば、運動活性、認知運動）を実施するよう求められ、ｆＭＲＩスキャンの強調された領域
が、そのようなタスクが実施されていたときに、脳のいずれの領域で血流が増大したか（
したがって、より活動的であった）を示すことができる。
【００３７】
　ＭＲＩはまた、造影剤（一般的にはガドリニウム）の使用を組み込んでそのような造影
剤が経時的に組織を通じてどのように移動するかを観測する、血流スキャンとして実施す
ることもできる。一般的な血流スキャン技法は、ベースライン３ｄボリュームをとること
によって開始し、造影剤を注射し、次いでその後、繰り返しスキャンを行う（スキャンセ
ッションの間、患者は同じスキャン位置にあるままである）。
【００３８】
　上記の３つの例示的なＭＲＩ技法（拡散ＭＲＩ、ｆＭＲＩ、血流ＭＲＩ）において、静
止イメージングデータに加えて、水拡散（拡散ＭＲＩ）、血液酸素化（ｆＭＲＩ）、また
は組織を通じて移動する造影剤（血流ＭＲＩ）のいずれかに関係するデータを含む４ｄデ
ータセット（すなわち、経時的に変化する３ｄボリューム）が生成される。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、トラクトグラフィを使用するこ
とを含むことができる。本明細書に記載するシステムおよび方法において、腫瘍と健常組
織との間の差別化は、主要な組織コントラスト機構として、ブラウン運動による、脳の組
織を通じた水の拡散を使用するＤＷＩセンサ（複数の場合もあり）および関連するプロセ
ッサ（複数の場合もあり）によって実施されてもよい。拡散コントラストスキャンから取
得されるデータは、脳内の特定の方向に沿った拡散を視覚化することを可能にするために
、所定の勾配方向において取得することができる。この方向性情報は、脳内の線維束を生
成するためにベクトルセットによって確定される接続マップを生成するために使用され得
、これらの束は、脳を通じた白質路の外側での水拡散に対応し、脳内の主要な神経線維に
対応する。
【００４０】
　上述した種々のイメージングモダリティを組み合わせると、ただ１つのモダリティだけ
を使用して得ることができる、より大きい見識およびより多くの情報を与えることができ
る。たとえば、ＰＥＴスキャンを、ＣＴおよび／またはＭＲＩスキャンとともに行うこと
ができ、組み合わせ画像（「重ね合わせ」画像と称される）によってより良好な情報が与
えられ、この情報は、解剖学的情報および代謝情報の両方を含み得る。たとえば、ＰＥＴ
イメージングはＣＴのような解剖学的イメージングと組み合わせると最も有用であるため
、最新のＰＥＴスキャナは、一体化された最高級のマルチスライスＣＴスキャナを含むこ
とが多い（いわゆる「ＰＥＴ／ＣＴ」）。これらの機械において、同じセッションの間に
２つのタイプのスキャンを順に連続して実施することができ、２つのタイプのスキャンの
間で患者は位置を変更されず、それによって、２セットの画像がより正確に重ね合わせら
れ、それによって、ＰＥＴイメージングモダリティによって観測される異常な領域を、Ｃ
Ｔ画像から観測される解剖学的構造とより正確に相関付けることができる。これは、脳の
外側でより一般的である、解剖学的変異がより大きい、運動器官または構造の詳細なビュ
ーを示すのに非常に有用である。
【００４１】
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　したがって、本明細書において使用される場合、「レジストレーション」または「重ね
合わせ」という語句は、複数の異なるデータセットを変換して１つの座標系にするプロセ
スを指し、「画像レジストレーション」とは、複数の異なるイメージングデータセットを
変換して１つの座標系にするプロセスを指す。データは、複数の写真、すなわち、複数の
異なるセンサ、時間、深さ、または視点からのデータであってもよい。本出願における「
重ね合わせ」のプロセスは、複数の異なるイメージングモダリティからの画像が重ねあわ
される医療イメージングに関係する。重ね合わせは、これらの異なるモダリティから得ら
れるデータを比較または統合することを可能にするために必要である。利用可能な多数の
画像重ね合わせ技法があり、それらの１つまたは複数が本出願において使用されてもよい
ことを、当業者は諒解しよう。非限定例は、相関メトリックによって画像内の強度パター
ンを比較する強度ベースの方法を含み、一方で、特徴ベースの方法は、点、線、および輪
郭のような画像特徴の間の一致を見出す。画像レジストレーションアルゴリズムはまた、
それらのアルゴリズムが目標画像空間を基準画像空間に関係付けるために使用する変換モ
デルに従って分類され得る。別の分類が、単一モダリティ方法とマルチモダリティ方法と
の間で行われ得る。単一モダリティ方法は一般的に、同じスキャナ／センサタイプのによ
って取得される同じモダリティ内で画像を見当合わせし、一方で、マルチモダリティレジ
ストレーション方法は、異なるスキャナ／センサタイプによって取得される画像を見当合
わせするのに使用される。本開示において、被験者の画像が複数の異なるスキャナから頻
繁に得られるため、マルチモダリティレジストレーション方法は頭部／脳の医療イメージ
ングにおいて使用される。例は、いくつか挙げると、腫瘍局在診断のための脳ＣＴ／ＭＲ
Ｉ画像またはＰＥＴ／ＣＴ画像の重ね合わせ、非コントラスト強調ＣＴ画像に対するコン
トラスト強調ＣＴ画像のレジストレーション、および、超音波およびＣＴのレジストレー
ションを含む。
【００４２】
　本明細書に開示する計画および誘導方法およびシステムは、必ずしも現在利用可能であ
るとは限らないイメージングモダリティに適用可能であることが諒解されよう。たとえば
、ＭＲＩに関して、本明細書に概説するものに加えて、新規のシーケンス、方法または技
法が、さらに有用な生物医学イメージング情報であり得、これは、適切な重ね合わせ技法
を通じて本明細書に開示する方法およびシステムに容易に組み込むことができる。
【００４３】
　本明細書において使用される場合、「術前イメージングモダリティ」という語句は、本
明細書におけるモダリティおよび侵襲性の処置が開始される前に解剖学的構造をイメージ
ングするのに必要な組織浸透性を有する任意の他のイメージング技法を指す。
【００４４】
　本明細書において使用される場合、「手術結果基準」という語句は、外科的処置の、そ
のような外科的処置において訓練されている執刀医によって想定されるものとしての、臨
床目標および予測される結果を意味する。概して、脳腫瘍切除手術の手術目的は、脳の残
りの部分および周囲の組織構造に対する外傷を最小限に抑えながら、可能な限り多くの腫
瘍を除去することである（周囲の組織構造はこの場合、外科的処置の間に直接的または間
接的に影響を受ける任意の組織構造を含む）。脳の周囲の組織構造の例は、限定ではない
が、硬膜、脳脊髄液、および頭蓋骨を含む。
【００４５】
　本明細書において使用される場合、「点別手術軌跡経路」という語句は、開始点（入口
点としても知られる）、連続したいくつかのウェイポイント、および、目標を表す終端点
を通過する経路を表す任意の連続した（すなわち、破断のない）線を意味し、各点は、３
Ｄ空間において確定される曲線または直線を通じてその隣接する点と接続されており、経
路は、１つまたは複数の手術結果基準を満たすために使用される手術軌跡を表す。
【００４６】
　本明細書において使用される場合、「ウェイポイント」という語句は、点別手術軌跡経
路の開始点と終端点との間に作成される点を意味し、この点によって、経路は、手術目的
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を満たすために執刀医によって決定されるシーケンスを通る必要がある。多くの事例にお
いて、ウェイポイントは、点別手術軌跡経路を、所望の軌跡に沿って誘導するために作成
される点である。一方で、ウェイポイントはまた、特定の手術動作が行われ得る軌跡上の
点を示すこともできる。たとえば、ウェイポイントは、外科チームに、生検標本を採取す
る必要があり得ることを思い出させるために、脳手術において使用される軌跡に沿って導
入されてもよい。代替的に、ウェイポイントは、パラメータを変更する必要があり得ると
いうメッセージを誘導システムに送信するために使用されてもよい。たとえば、外部ビデ
オスコープが（自動的にまたはユーザの確認を受けて）開頭術中の広い視野から硬膜を開
いている間の狭い視野へと切り替わるようにすることが望ましい場合がある。
【００４７】
　本明細書において使用される場合、「３Ｄ画像」という語句は、２つを超える次元の空
間情報を含む画像の表示を意味する。この表示は、限定ではないが、立体表示、回転およ
び深さ選択を可能にするインターフェースによる動的コンピュータモデル、透視図、およ
びホログラフィ表示を含む。加えて、３Ｄ画像は、様々な深さまたは角度の２Ｄ画像の連
結によって表すことができることが当該技術分野において既知であり、それゆえ、「３Ｄ
画像」を言及することは、同じ対象物の個別の２Ｄ画像のセットを言及することと同様で
ある。いくつかのモダリティ（たとえば、ＭＲＩ）における３Ｄ測定値から直に３Ｄ画像
を作成することも可能であり、そのため、２Ｄ画像を連結することが標準的というわけで
はない。さらに、「ボリューム（ｖｏｌｕｍｅ）」および「画像」という用語は、このコ
ンテクストにおいては交換可能に使用される。
【００４８】
　本明細書において使用される場合、「コードセグメント」という語句は、アルゴリズム
またはプログラムのような、コンピュータ上で実行可能なコードの単位を意味する。本開
示の実施形態は、複数のコードセグメントを含み得る。コードセグメントは、序数によっ
てラベリングされる、すなわち「第１のコードセグメント」、「第２のコードセグメント
」となる。序数は、コードが実行または実施されなければならない特定の順序を意味する
ものではなく、プログラムまたはアルゴリズムの相互依存関係を暗示するものでもないこ
とが理解されよう。
【００４９】
　本発明の方法およびシステムは、患者の解剖学的構造の任意の部分に対して手術を実施
するために使用され得るが、脳内の神経束および主要な神経線維束の推測される位置およ
び方向性を示すイメージング情報を有利に使用するため、脳手術処置を実施するのに特に
有用である。本明細書に記載する実施形態は、所与の処置のための脳のある領域までの手
術経路を検出および示唆し、アプローチが健常な脳組織に与えることになる可能性のある
影響を予測するためのシステムおよび方法を提供するように構成されている。そのような
影響評価は、執刀医が、定量的評価を使用してアプローチに関する判断を行うことを可能
にする。
【００５０】
　たとえば、現在、低侵襲経路手術のために脳運動の生体力学モデルを実施する、臨床的
に許容可能な手段はない。現行のシステムは、一般的に、脳組織の可能性のある運動を術
中に判定すること、病変までの修正されたアプローチを示唆すること、より多くの健常組
織が影響を受けないままにしながらより多くの病変組織が切除されることを可能にする修
正された手術アプローチを示唆すること、ならびに、実際に切除する前に、組織切除の結
果としての脳および組織の偏位の影響を評価すること（ほとんどの現行の走査用ファント
ムおよび手術用ファントムは立体容器内に収容されており、したがって、マトリクス材の
偏位は一般的に最小限であるため）を可能にしない。加えて、適切な生体力学情報を提供
する複数のイメージングコントラストデータセットを用いて、術前計画を更新するのに必
要とされるイメージングレジストレーションを実施する手段はない。他の実施形態におい
て、たとえば、小さな開頭アクセスホールによって、また、脳の天然の開口部を使用した
、総脳変位を管理するための手段が、現行のソリューションでは可能でない方法で手術ア
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プローチを通知することができるようにシミュレーションアプローチが利用されることを
可能にする。
【００５１】
　さらに、脳溝を通じて計画およびナビゲートするのに使用することができる既存の計画
および訓練システムはない。それゆえ、手術用ファントムの現行の型は、脳の表面上に存
在するリッジ構造を模倣しない傾向にあるため、脳溝に沿ってなど、経路に沿って軌跡を
計画するための手術計画および訓練システムおよび方法が必要とされている。
【００５２】
　また、訓練は、グレープが底部付近で立方体の中心に位置している、正方形の型に入れ
られる寒天ゲルを使用して行われることが知られており、これは、執刀医が、不均質性、
ならびに重力および圧力下での向きおよび組織の変位のような制約を明瞭に理解すること
を可能にしないために、現行の訓練システムでは一般的に、訓練セッションを特定の手術
シナリオに生来的に微調整することができない。他の実施形態は、外科的処置全体をシミ
ュレートされたプラットフォーム上で実践することを可能にするインテリジェントなシス
テムおよび方法を提供し、これは、手術に先立って適切な手術道具を識別および配置する
ために患者の頭部の向きを識別するために、外科的処置の少なくとも１日前に模擬外科的
処置を実施するのに有用であり得る。これは、手術用ファントムを使用することを通じて
実現することができ、手術用ファントムは、特定の患者の脳寸法および上記脳ファントム
内で幾何学的に正確な位置にある腫瘍モデルの位置を緊密に模倣する。
【００５３】
　神経をイメージングし、これらの神経に危害を加えないようにしながらデバイスを誘導
し、または組織を切除するための外科的処置を確立することをできるようにするには、誘
導技術、ソフトウェア計画システム、術前イメージング、および手術道具を統合する必要
がある。執刀医がそこからその患者のために提供される最新のイメージングに基づいて低
侵襲アプローチを計画することができるインターフェースを提供するための記載されてい
るシステムおよび方法の実施形態。神経束は、脳内の白質路のコンテクストにおいては、
三次元のコンテクストにおいて最良に表現することができる複雑なデータセットを表すた
め、現行のシステムおよび方法によって提供される手術アプローチに関するこの情報の正
確な表現は、目標対象物までの最良の可能なルートを提供するために重要であり得る。こ
れらの白質路、および目標対象物（複雑な腫瘍幾何形状であることが多い）に対して手術
道具および手術アプローチを表現することは、手術アプローチのために効果的な軌跡計画
を可能にするようには対処されていない。加えて、白質が付着しているもの（灰白質の皮
質塊）、または、白質もしくは灰白質の状態、すなわち、白質もしくは灰白質に回復の機
会があるか、または、白質もしくは灰白質が示唆的な領域であるかを慎重に考慮すること
なく、アクセス経路が、通過される灰白質および白質の量を最小限に抑えるように選択さ
れることが多い。加えて、脳内の天然のアクセス経路を使用することは、計画のコンテク
ストにおいて考慮されていない。
【００５４】
　たとえば、脳の天然のしわ、すなわち、脳溝は、脳の深い場所への理想的な低侵襲アク
セス進路であることが多い。これらの経路を効果的に利用するために、入力データを処理
および計算し、これをユーザに示し、判断決定を容易にするための定量可能なメトリック
を与えるための新規のソフトウェア計画システムおよび方法が提供される。
【００５５】
　本明細書に記載するシステムおよび方法は、腫瘍の治療、神経変性障害、脳卒中、脳損
傷および整形外科の手術を含む、神経外科分野において有用であるが、これらの概念を、
他の症状または医療分野に拡張することができることを、当業者は諒解しよう。
【００５６】
　本明細書に開示する計画および誘導方法およびシステムの実施形態の例を提供するため
に、様々な装置またはプロセスを下記に説明する。下記に説明する実施形態は特許請求さ
れる実施形態を何ら限定するものではなく、任意の特許請求される実施形態は、下記に説



(29) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40

50

明するものとは異なるプロセスまたは装置を包含することができる。特許請求される実施
形態は、任意の１つの下記に説明する装置もしくはプロセスの特徴のすべてを有する装置
もしくはプロセス、または、下記に説明する装置もしくはプロセスの複数もしくはすべて
に共通する特徴には限定されない。下記に説明する装置またはプロセスは、任意の特許請
求される発明の実施形態ではない可能性がある。
【００５７】
　さらに、本明細書に記載する実施形態の完全な理解を提供するために、多数の具体的な
詳細が記載される。しかしながら、本明細書に記載する実施形態はこれらの具体的な詳細
なしに実施されることができることは当業者には理解されよう。他の例において、本明細
書に記載する実施形態を不明瞭にしないように、既知の方法、手順および構成要素は詳細
に説明されていない。
【００５８】
　また、本明細書は、本明細書に記載する実施形態の範囲を限定するものとして考えられ
るべきではない。さらに、以下の節において、実施形態の種々の態様がより詳細に規定さ
れている。
【００５９】
　本開示において、外科的な画像によって誘導される治療処置をサポートするために、診
断、手術計画、手術誘導および経過観察のイメージング情報を提供するためのソフトウェ
アおよびハードウェアシステムが提示されている。一実施形態において、例示的なシステ
ムは、外科的処置を容易にするために医療イメージング情報表現を促進するためのコンピ
ュータ処理装置、ソフトウェアアルゴリズム、表示ユニット、入出力デバイス、イメージ
ングモダリティ、デバイス追跡デバイスから構成される。このシステムは、脳神経外科疾
患ならびに頭部癌および頸部癌を管理するための低侵襲手術アプローチに焦点を当てるが
、このシステムはこれらの用途には限定されない。これらの概念は、低侵襲アプローチを
術前イメージングおよび／または術中イメージングと協調させることができる、身体全体
を通じた疾患に対処するために使用することができる。システムは、脳神経外科用途のコ
ンテクストにおいて説明されるが、全般的概念は、本明細書にさらに説明する様々な用途
に拡張することができる。
【００６０】
　本開示は、低侵襲外科的処置を可能にするための術前、術中および術後計画および誘導
のための方法およびシステムを説明する。システムおよび方法は、手術計画システムおよ
び方法として、または、組み合わせ計画および術中誘導および誘導システムおよび方法と
して使用されてもよく、外科的処置の間に収集される情報が、次の手術ステップを誘導し
、または予測される患者結果を測定するために使用される。
【００６１】
　本発明の方法およびシステムの一実施形態において、術前データ入力（複数の場合もあ
り）および術中データ入力（複数の場合もあり）のような入力（複数の場合もあり）を検
出する１つまたは複数のセンサ（複数の場合もあり）が提供され、センサ（複数の場合も
あり）は、手術計画、誘導および分析に有用であり得る出力（複数の場合もあり）を生成
するために、センサ（複数の場合もあり）によって検出された入力（複数の場合もあり）
を受信、記録および／または処理する１つまたは複数のプロセッサ（複数の場合もあり）
と通信している。
【００６２】
　図１は、マルチモード手術計画ツールとして使用するための、本発明の方法およびシス
テムの一実施形態を示す。システムおよび方法は、術前段階における手術計画ツールとし
て使用することができる。図１に示す手術計画ステップは、手術アプローチをさらに改良
するために術中に反復することもでき、それによって、手術計画および術中誘導という用
語は、交換可能に使用することができることを、当業者は諒解しよう。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、限定ではないが、ＭＲＩ（６）
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、ＵＳ、ＣＴ、他の光学イメージングシステム、ならびに、手術器具（１）およびセンサ
のモデルを含むデータ入力を含み得る。患者の組織および臓器の様々な画像を比較するこ
とによって、ＤＷＩ（拡散強調イメージング）（４）、ＤＴＩ（拡散テンソルイメージン
グ）（３）、ならびに他のイメージングコントラストシーケンスおよびモダリティの間の
重ね合わせデータを含む、イメージングデータを取得することができる。手術経路を設定
または更新するために、術中設定において本発明が使用される実施形態において、データ
入力は、本明細書においてさらに開示されるような、センサを通じて取得される上記イメ
ージングからの例を含んでもよい。センサ（複数の場合もあり）は、光学式または電磁式
術中追跡構成要素を含む、手術道具を正確かつロバストに追跡するための手段、および、
術前データセットに術中データセットを位置合わせ（１５）する他の手段を含み得る。レ
ジストレーション方法は、たとえば、近傍または領域にわたって計算される、二乗誤差お
よび相互情報量のような類似度メトリックに基づく画像強度マッチング、エッジマッチン
グのような画像特徴ベースのレジストレーション、複数の画像モダリティまたは座標空間
（追跡システムの座標空間およびＭＲ画像の座標空間など）内で確定される共通の点の基
準または解剖学的特徴ベースのマッチング、表面メッシュマッチングのような表面マッチ
ング技法のいずれかまたは組み合わせを含むことができる。
【００６４】
　表面は、画像データから手動でアウトライン化または自動的にセグメント化される。同
様に、表面は、物理的な患者から、追跡されるポインタツールを用いてアウトライン化す
ることによって、または、表面スキャン技法（レーザ測距器、構造化光システムまたはス
テレオカメラなど）を通じて判定することができる。すべてのマッチングおよびレジスト
レーション方法は、特定の関心領域に焦点を当てるために、画像または患者ボリューム（
ポートを通じて視覚化されるものなど）の部分領域に対して実施することができる。レジ
ストレーションは、複数の部分領域に対して合同でまたは独立して実施することができ、
これらの独立した領域の間で補間レジストレーションを推測することができる。画像が見
当合わせされると、画像は、データ分析モジュール（１６）に対する入力を形成する。
【００６５】
　センサ（複数の場合もあり）はまた、計画、誘導およびモデル化構成要素、コンテクス
トインターフェース、術中イメージングデバイス、バイポーラサクションのためのデバイ
ス、付随するイメージングによる組織切除および組織切断、外部および内部ツール追跡を
含む追跡技術（光偏向、容量性、歪みゲージ）、自動誘導外部イメージングシステム、タ
レットを有する半自動外部位置決めアーム、内部半自動マニピュレータ、多重ビーム送達
システム、適応学習ネットワークを有するデータベース、イメージングおよび空間的にリ
ンクされた病理診断システム、使用されるコンテクストに応答するイメージングシステム
、ならびに、使用されるコンテクストおよび環境に応答するユーザインターフェースをも
含むことができることを、当業者は諒解しよう。
【００６６】
　入力およびセンサ（複数の場合もあり）はまた、キーボード、タッチスクリーン、ポイ
ンタまたはポインティングデバイスとして機能するツール、マウスまたはジェスチャ制御
構成要素をも含むことができる。
【００６７】
　本明細書に記載する例示的なシステムおよび方法の術前データ入力（複数の場合もあり
）は、術前画像データ、組織および臓器の生体力学モデル、ならびに、手術道具の力学モ
デルを含むことができる。術中データ入力（複数の場合もあり）は、ＭＲＩ、ＣＴまたは
ＰＥＴを含む様々なモダリティからの画像、ならびに、剪刀、切除デバイス、サクション
カッター、バイポーラ、追跡されるアクセスポートデバイスおよび自動誘導外部イメージ
ングシステムのような追跡される手術デバイスを含む、追跡または誘導システムからのデ
ータを含むことができる。いくつかの実施形態において、たとえば、患者ごとに選択され
る特定の外科的処置１４および臨床基準１３を、最適な手術計画を評価するための追加の
入力（複数の場合もあり）として利用することができる。
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【００６８】
　いくつかの実施形態において、プロセッサ（複数の場合もあり）は、１３および１６か
らの入力（複数の場合もあり）を分析して手術アプローチを確定する計画モジュール（複
数の場合もあり）１２を含んでもよい。これらは、様々な入力（複数の場合もあり）およ
び規則ベースの計算に基づく、開頭術、ＤＢＳ刺激装置位置、生検部位、ポートベースま
たは最小経路アプローチおよび鼻内ベースのアプローチを含んでもよい。さらなる実施形
態において、プロセッサ（複数の場合もあり）は、入力（複数の場合もあり）を分析して
、処置の間に、視覚化ならびにツール追跡、およびコンテクスト情報のような他の出力を
提供する誘導モジュール（複数の場合もあり）を含んでもよい。
【００６９】
　他の実施形態において、プロセッサ（複数の場合もあり）は、腫瘍、神経および神経束
のような組織構造、脳室、脳溝、大脳皮質、白質、主要な白質線維束のような脳構造、動
脈および静脈のような血管系、ならびに頭蓋骨および脳幹のような骨構造を、計画および
誘導のために分割することができる。
【００７０】
　出力（複数の場合もあり）は、組織抽出誘導ならびにＤＢＳプローブおよび生検プロー
ブを含むデバイスの誘導を含む誘導に使用される２Ｄおよび３Ｄ復号画像を含むことがで
きる。モニタまたはレーザポインタを含む出力デバイス（複数の場合もあり）も、システ
ムのプロセスに関するフィードバックをユーザに提供するために、本明細書に記載するシ
ステムおよび方法に含まれ得ることを、当業者は諒解しよう。
【００７１】
　視覚化出力（複数の場合もあり）は、コンテクストボリュームイメージング、外科的処
置のその点において重要である関心領域のみのイメージングを含む点光源イメージング、
器具挿入または除去の前に位置決めをチェックするためのイメージング、切除後に組織マ
ップを更新するためのイメージング、および、健常なまたは回復可能な組織に対する損傷
を制限しながら最大限の腫瘍を切除するためのイメージングを含むことができる。加えて
、本明細書に記載するシステムおよび方法に使用されるイメージングモダリティの間で共
通のコントラスト機構を使用することによって、プロセッサ（複数の場合もあり）が、モ
ダリティ間の正確なレジストレーション、および、処置の間の有意義なボリュームイメー
ジング更新を生成することが可能になり得る。
【００７２】
　出力（複数の場合もあり）は、特徴検出による手術アプローチのための経路計画または
補正データ、開頭術のような処置のための位置、患者を固定および不動化する箇所も含む
ことができる。出力（複数の場合もあり）は、手術アプローチ、たとえば、血管および線
維束を回避するための、脳溝を越えていくアプローチの選択に関するデータも含むことが
できる。たとえば、出力（複数の場合もあり）は、白質および灰白質への挿入損傷を最小
限に抑えるための脳溝ベースのアプローチ経路も含むことができる。さらなる出力（複数
の場合もあり）は、データの時間発展、たとえば、選択される経路、組織変形、時間成分
を有するデータセット（たとえば、ドップラＵＳまたはｆＭＲＩ）の時間アニメーション
、またはそのようなデータの任意の組み合わせを規定または促進するためのパラメータ曲
線またはボリュームを含んだものとすることができる。
【００７３】
患者の身体の任意の部分に関する一般的な計画方法
　本明細書において、患者の身体の表面箇所から、アプローチおよび手術されるべき身体
内の目標位置までの手術軌跡進路を計画するための、コンピュータ上で実行される計画方
法が開示される。計画方法は非常に一般的であり、患者の身体の任意の部分に適用するこ
とができる。方法は、３Ｄ画像データセットまたはボリュームを取得するように構成され
ている少なくとも１つのイメージングモダリティを使用して、患者の身体の手術されるべ
き部分の術前画像を取得することと、３Ｄ画像データセットまたはボリュームを記憶媒体
内に記憶することとを含む。特に、患者の手術されるべき解剖学的部分が、イメージング
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モダリティの特定のタイプまたは組み合わせに最良に適している場合に、２つ以上のイメ
ージングモダリティが使用されてもよいことが理解されよう。３Ｄボリュームの画像は、
アプローチされるべき１つまたは複数の目標とともに、身体内への可能性のある入口点を
含む３Ｄ画像データセットから生成される。３Ｄボリュームの画像は、記憶される記憶媒
体。１つまたは複数の目標の位置が識別されると、それらの位置（複数の場合もあり）が
、「再フォーマット」と称される、データの２Ｄ平面推定値または投影上で調整および／
または確認され得る。この技法は、画像データを含む３Ｄ空間を通る１つまたは複数の２
Ｄ平面の表現を視覚化する。そのような平面は、多くの場合直交し、多くの場合「多断面
再構成」または「ＭＰＲ」のように正準（軸、冠状、矢状）方向において示される。共通
の軸を通る１つまたは複数の平面が示され、それらの平面がすべてその軸を中心として回
転する「ラジアルスタッキング」のような、他の変形形態が存在する。しかしながら、単
一ソースまたは複数ソースの融合からの画像データを含む、平面の任意の構成が使用され
てもよいことが諒解されよう。３Ｄデータ（ＭＲＩ、ＣＴ、または３Ｄ超音波ボリューム
などからの）が存在する場合、任意の適切で標準的な補間方式を用いてサンプリング格子
から補間することによって、再フォーマット画像を生成することができる。所望されるデ
ータが本質的に二次元（Ｘ線、または２Ｄ超音波）である場合、データは、再フォーマッ
ト平面上に投影されるか、またはその平面交差のみが提示されるか、または両方の手法が
所望に応じて融合され得る。再フォーマット平面がユーザに提示されると、ユーザは、３
Ｄ空間内の正確な位置を識別することを満たすまで、３Ｄ空間内の各平面位置を調整し、
各平面表現に対する目標位置を精緻化することができる。
【００７４】
　３Ｄボリュームの画像を使用して、方法は、手術装置のための、患者の身体内への少な
くとも１つの入口点の位置を指定することと、１つまたは複数の目標位置から、アプロー
チされるべき特定の目標位置を指定することとを含む。１つまたは複数の可能性のある入
口点および目標位置（複数の場合もあり）の位置の指定は、いくつかの方法のうちの１つ
において行われ得る。たとえば、臨床医は、３Ｄレンダリングされた脳表面の点（複数の
場合もあり）上にマウスカーソルを重ねてクリックすることによって、入口点（複数の場
合もあり）を選択することができる。代替的に、システムは、一定の基準（脳溝経路を入
口に使用することなど）に基づいて、可能性のある入口点（複数の場合もあり）を自動的
に選択または示唆するようにプログラムされてもよい。たとえば、画像ボリューム（たと
えば、Ｔ１　ＭＲＩ画像）、画像の部分のラベリングを含むその画像の（白質、灰白質、
硬膜、および脳溝への）分割、および目標を与えられると、システムは、特定の入口位置
を制限するか、またはそれに反対することを示唆するのに使用され得る。システムは、た
とえば、影響を受ける線維の数、脳溝境界から目標までの距離、ならびに、アプローチ経
路によって変位される白質および／または灰白質の体積を最小限に抑えることに基づいて
、最良の脳溝入口点を生成することができる。そのような点は、全数検索または様々な標
準的な方法（たとえば、エネルギー最小化）によって見出すことができる。「最良」の候
補点の生成により高度な分析を適用するために追加の情報（より多くの分割ラベル、生体
力学モデル化、流体力学モデル化）を利用することによって、単純なアプローチを高度化
することができる。執刀医は、これらの「最良」の候補点の中から選択してもよく、また
は、それらを拒絶して１つを手動で選択してもよい。
【００７５】
　その後、入口点から指定の目標位置までの手術軌跡経路によって満たされるべき１つま
たは複数の手術目的または手術結果基準が選択され、手術目的に基づいて、任意選択的に
、手術目的に合致する、入口点の指定位置と指定の目標位置との間の１つまたは複数のウ
ェイポイントが選択されてもよい。
【００７６】
　別の実施形態において、誘導システムを使用することによって手術経路が究明および記
録され得、一方で、追跡されるツールを使用する臨床医が、実際の患者の解剖学的構造を
モデル化するように作製された脳ファントムにおいて目標に向かう複数の異なるアプロー



(33) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40

50

チを試みる。
【００７７】
　その後、入口点と指定の目標位置との間の１つまたは複数のウェイポイントを通過する
１つまたは複数の点別手術軌跡経路を用いて、指定入口点から指定の目標位置までの１つ
または複数の点別手術軌跡経路が計算されて、指定入口点から指定の目標位置までの手術
軌跡経路が確定される。これらの軌跡は、臨床医によって手動で指定されてもよく、また
は、自動的に計算されてもよい。例示的な自動計算は、以下を含む。ＭＲＩ　Ｔ１画像な
らびに手術入口点および目標をその中で指定されて与えられると、システムは、格子（た
とえば、画像ボクセル中心、または便宜のために選択される任意の他の格子）を指定する
。格子は、選択される接続方式のすべての隣接するボクセル間の接続（すなわち、対角接
続を除く６方向の隣接するボクセル、または２７方向すべての接続、または任意の他の部
分集合を可能にし得る）の図式を推定する。各接続は、格子点間の直接経路に沿って積分
されるピクセル強度に基づく重み（すなわち、コスト）を与えられる。ここで、本発明で
は、標準的な経路発見アルゴリズム（たとえばＡ＊探索アルゴリズム、たとえば、Ｈａｒ
ｔ，　Ｐ．　Ｅ．、Ｎｉｌｓｓｏｎ，　Ｎ．　Ｊ．、Ｒａｐｈａｅｌ，　Ｂ．（１９６８
）「Ａ　Ｆｏｒｍａｌ　Ｂａｓｉｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｈｅｕｒｉｓｔｉｃ　Ｄｅｔｅｒ
ｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｃｏｓｔ　Ｐａｔｈｓ」（ＩＥＥＥ　Ｔｒａ
ｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｃｙｂｅｒｎｅ
ｔｉｃｓ　ＳＳＣ４４　（２）：　１００－１０７））を適用して最良の経路を判定する
。この手法の変形形態は、利用可能である場合、脳のラベリングされた領域、生物物理学
モデル、流体力学などに基づいてコスト関数内により多くの項を含むことができる。変形
形態はまた、所望に応じて経路の後処理（たとえば、平滑化）をも含んでもよい。ウェイ
ポイントはまた、手術軌跡経路の自動計算後に臨床医によって追加されてもよい。
【００７８】
　１つまたは複数の点別手術軌跡経路が生成されると、それらは記憶媒体内に記憶され、
臨床医に対して視覚的に表示され得る。臨床医が、１つまたは複数のリストされている目
的の上にマウスを重ねて目的をクリックすることによってコンピュータ表示画面上に表示
されている手術結果基準のリストからチェックすることによって、１つまたは複数の手術
目的が選択され得る。さらなる実施形態は、タッチスクリーンまたはスタイラス、および
、ビデオ追跡システムもしくはジェスチャ入力を送達する他の手段と接続されたモニタ、
または音声入力を使用することを含んでもよい。これらの手術結果基準は、手を加えられ
ている解剖学的構造の異なる部分に対しては異なることになり、たとえば、基準のリスト
は、脊髄手術と比較すると、脳手術の場合は異なる場合がある。
【００７９】
　手術軌跡経路によって満たされるべき手術目的または手術結果基準を選択するステップ
は、回避されるべき（またはそれらに対する損傷を最小限に抑えられるべき）解剖学的特
徴を選択すること、または、代替的に、手術経路が通過するべき１つまたは複数の領域を
選択することを含んでもよく、ここでも、これは、執刀医が、回避または通過されるべき
特定の位置の上にカーソルを置き、カーソルをクリックしてそのような特定の位置を記憶
することによって行われてもよい。選択が行われると、１つまたは複数の解剖学的特徴の
位置が３Ｄボリューム画像から識別され、所望に応じて、その１つまたは複数の解剖学的
特徴を回避または通過する１つまたは複数の手術経路が計算されてもよい。回避されるべ
き、または、それらに対する損傷を最小限に抑えられるべき解剖学的特徴の一般的な非限
定例は、神経損傷、筋損傷、靭帯損傷、腱損傷、血管損傷、脳白質路損傷（脳手術の場合
）の任意の１つまたは組み合わせを含む。
【００８０】
　そのような構造の識別は、関心領域、ラベルマップ、または、イメージングボリューム
に関する他のメタデータを規定することによって、システムに提供され得る。代替的に、
システムは、そのような構造を自動的に推定して、それらを他の分析に使用することがで
きる。これを行うための１つの方法は、詳細な脳地図を、使用されている画像ボリューム
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（複数の場合もあり）と重ね合わせ、その後、上記に対する入力として使用される地図ラ
ベルを使用することによるものである。そのような重ね合わせは、テンプレート臨床画像
（代表的なサンプルまたは平均化されている場合がある画像）に対して地図を構築し、そ
の後、テンプレートの重ね合わせを実施することによって達成されてもよい。この例は、
「Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ」（Ｄｅｒｅｋ　Ｌ　Ｇ　Ｈ
ｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ　２００１　Ｐｈｙｓ　Ｍｅｄ．　Ｂｉｏｌ．　４６　Ｒ１）に示さ
れている。この情報は、前述したもののような自動軌跡計算アルゴリズムに対するさらな
る入力および制約として使用することができる。
【００８１】
　表１は、複数の手術タイプにわたるこの変動を要約している。多くの解剖学的特徴を回
避することが非常に望ましいことが明らかであるが、執刀医が実際に解剖学的特徴に行き
当たり、通過することを望む場合があり得る。これらの例は、脳深部刺激、複数の腫瘍の
切除、および、脳溝経路を通じた侵入を含む。
【００８２】

【表１】

【００８３】
　方法はまた、１つまたは複数の軌跡経路が手術目的をどれだけ良好に満たすかを定量化
するために１つまたは複数の軌跡経路に対してスコアを割り当てることを含み、これらの
スコアの比較に基づいて、最良の手術経路が計算される。任意の解剖学的身体部分に対す
る一般的な手術の手術目的に相関し、代替の手術軌跡と関連付けられるスコアを計算する
ときに考慮に入れられることになるメトリックのいくつかの非限定例をここにリストする
。
【００８４】
１．限定ではないが、神経、血管、靭帯、腱、臓器などのような構造を含む手術について
、個々の構造に対する手術経路の進入角を使用して、構造が被ると予測される損傷の平均
量を求めることができ、より急な進入角（構造との直交により近い）は、引き起こす損傷
がより大きく、それゆえ、引き起こす損傷がより小さく、それゆえより良好なスコアに対
応するより平行な進入角（構造との平行により近い）よりも、より悪いスコアに対応する
。さらに、危機的に交差すると予測される構造の数を、本明細書に記載するメトリックに
対する拡張として使用することができる。
【００８５】
２．手術経路の長さも、軌跡をスコア付けするのに使用することができる。たとえば、手
術デバイスのタイプ、その形状およびサイズに応じて、より長い軌跡は、デバイスが、よ
り大きい領域にわたって力を加えるようにする可能性があり、その結果として、経路がよ
り短い場合よりも全体的に外傷がより大きくなる可能性がある。それゆえ、この事例にお
いて、より短い経路はより良好なスコアに対応することになり、より長い経路はより悪い
スコアに対応することになる。
【００８６】
３．明確に変化する方向に使用されるウェイポイントの数も、スコア付けに使用すること
ができる。たとえば、手術デバイスが剛直である場合、発生する方向変化の数が多いほど
、また方向変化角度（複数の場合もあり）が大きくなるほど、組織はより大きく変形させ
られる。手術デバイスに対する様々な向きにおける組織のこの変形によって、周囲組織に
対するさらなる内部歪みおよび損耗が引き起こされる可能性があり、周囲組織に対する損
傷が引き起こされる。このように、より多い方向変化の数、および、より大きい方向変化
の角度が、より低い手術経路スコアに対応することになる。腫瘍切除の場合、手術経路が
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腫瘍境界に突き当たる進入角もスコア付けに使用することができる。実質的に正接する経
路は手術デバイスを腫瘍に届かなくするか、腫瘍に適切に切り込むことなく腫瘍から滑り
落ちるようにするか、または、腫瘍が周囲組織に対して転げまわるようにし、したがって
、周囲の健常組織に対する応力をより大きくする可能性がより高いため、これはより悪い
スコアに対応するはずである。対照的に、手術経路が、腫瘍に突き当たるときに直交する
進入角にある範囲において、これはより良好なスコアに対応することになる。
【００８７】
４．他の例において、手術経路によって侵入されている臓器または構造も、経路のスコア
付けの考慮に入れられ得る。たとえば、脊髄手術において、特定の靭帯は、関節が有効に
機能するのに不可欠であるため、理想的には侵入されない方がよく、損傷を受けるこれら
の靭帯が少ないほど、その特定の経路の対応するスコアはより良好になる。
【００８８】
５．手術経路スコアはまた、同じコンテクスト内の以前の手術から導出される患者の回復
の統計データに基づいて重み付けされ得る。たとえば、患者の回復速度が（Ｚ２）であっ
た、（Ｙ）回使用された代替の経路と比較して、特定の手術を実施するために同様の経路
が（Ｘ）回使用された後、患者の回復速度は（Ｚ１）であった。例示的な実施形態におい
て、「同様の経路」のメトリックは、標準的な地図（すなわち、執刀医が目標の位置を記
載することになる）内の目標の解剖学的位置、および、同じ地図に基づく入口点の対応す
る位置のみに基づいて、スコア付けされるべき提案される手術経路と同様の経路を識別す
る。さらなる分解能）もしくは病状（たとえば、腫瘍の型）、または、追従される手術経
路の詳細な統計もしくはメタデータ（たとえば、地図からの、解剖学的特徴との相互作用
）のいずれかに基づいて、さらなる詳細が追加され得る。「同様の経路」の評価に使用さ
れ得る他の基準は、所与の経路から切除されようとしている腫瘍の型、所与の経路から透
過されようとしている特定の靭帯、患者の年齢、腫瘍の位置、透過される対象の臓器／領
域などである。それゆえ、より短い回復時間（Ｚ）は、その特定の手術経路についてより
良好なスコアに対応することになる。
【００８９】
６．損傷を受ける血管（静脈および／または動脈）がより少ないほど、患者が被る外傷は
少なくなるため、特定の経路に対する血管の近接度も、手術経路のスコア付けに使用する
ことができる。それゆえ、経路の近傍にある血管の数が少ないほど、スコアはより良好に
なる。
【００９０】
７．組織を通じた侵入は一般的に、単純に組織を脇へ押しのけるよりもはるかに外傷性が
高いため、侵入されようとしている組織の長さも、手術経路をスコア付けするのに使用す
ることができる。この場合、組織をより多く切る必要がある経路は、その必要が少ない経
路よりも悪いスコアを与えられることになる。加えて、切られようとしているまたは侵入
されようとしている組織の型も、スコアに影響することになる。
【００９１】
８．一般的に、より脆弱性の高い組織は、より強靭な組織構造よりも、手技を受けて損傷
を受ける可能性がより高いため、もう１つのメトリックは、通過されようとしている組織
の脆弱性であることになる。この実施形態において、考慮にある手術経路によって通過さ
れようとしている特定の領域の最も可能性の高い値を導出するための地図および／または
データベースが使用され得、またはそうでなければ、この情報は、超音波またはＭＲエラ
ストグラフィからのような直接の組織密度または弾性測定値から導出され得る。またさら
なる実施形態において、組織脆弱性は、限定ではなく、組織の剛性または剛直性を含む、
組織の既知の特性から推測されてもよい。
【００９２】
　これらのメトリックは、挿入されようとしている手術道具および実施されようとしてい
る手術に応じて変化する。したがって、代替的な軌跡に提示されるスコアは、処置におい
て使用されることが計画されている手術のタイプおよび特定のツールの両方を組み込むこ
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とになる。これはまた、執刀医に、特定の処置に対して種々の手術技法および道具を使用
することへの賛否を評価する機会を与える。
【００９３】
　方法はまた、１つまたは複数の点別手術軌跡経路のスコアを、１つまたは複数の目標位
置と最も近い入口点（複数の場合もあり）との間の最短距離の経路の手術目的スコアと比
較することも含み得る。現在実施されているほとんどの手術は現在、最短距離に対応する
、表面から目標までの直線経路を使用していることが留意される。それゆえ、この方法は
、より顕著に使用されている最短距離手術軌跡経路と、提案されている代替の経路との間
でスコア比較を実施し、その差が、将来考慮するためにユーザによって留意されることを
可能にする。いくつかの事例において、直線経路アプローチが最良のスコアを与える場合
があり、その場合、これはユーザによって考慮もされ得る。
【００９４】
　臨床医（一般的には執刀医）が指定する、１つまたは複数の可能性のある入口点の位置
および目標位置（複数の場合もあり）、アプローチされるべき最初の目標、ならびに、手
術結果基準が、臨床医によってコンピュータに通信され得るすべて入力であり、これらは
すべて、コンピュータ記憶デバイス内に記憶される。
【００９５】
　本発明の方法およびシステムは、高度に自動化され、臨床医からの入力をほとんど必要
としないように構成することができることが留意される。たとえば、コンピュータプロセ
ッサは、本明細書に記載するように、患者の解剖学的構造の３Ｄボリュームの画像を、解
剖学的地図および／または通常の健常組織の記憶されている画像のライブラリと比較する
ことによって、アプローチされるべき１つまたは複数の手術目標の位置を求めるようにプ
ログラムされ得る。コンピュータプロセッサは、１つまたは複数の可能性のある入口点を
選択し、その後、アプローチされるべき最初の目標までの１つまたは複数の手術進路を計
算し、その後、手術されようとしている特定の解剖学的部分と関連付けられる、記憶され
ている手術結果基準セットに基づいて各進路をスコア付けするようにプログラムされ得る
。コンピュータは、その後、スコアを比較して、特定の手術結果基準セットにとって最良
のスコアを有する進路を選択する。
【００９６】
　１つまたは複数の手術経路が決定されると、執刀医／臨床医チームは、シミュレーショ
ンを実行することを望む場合があり、それによって、システムは、１つまたは複数の手術
経路に沿って目標にアプローチし、目標の、手術器具によって係合されるべきすべての部
分にアクセスする手術道具のシミュレーションを視覚的に表示するようにプログラムされ
る。
【００９７】
例示的な脳手術計画方法
　図５は、計画システムに含まれる処理ステップを、流れ図を使用して示す。第１のステ
ップは、患者の術前画像を取得すること（図５のステップ５００に示す）を含む。画像デ
ータ系列は最初に、ＰＡＣＳサーバのようなデータベースまたはサーバからソフトウェア
にインポートされる。術前手術計画方法およびシステムは、ＭＲＩ、ＣＴ、ＰＥＴ、また
は、侵襲的処置が開始される前に脳の望ましい部分をイメージングするために必要な組織
透過性を有する同様のモダリティの少なくとも１つまたは組み合わせを使用して得られる
術前画像（すなわち、外科的処置を開始する前に得られる画像）を使用し、それらの画像
は一般的に、空間内でイメージングを方向付けるための基準または他のマーカを含む。
【００９８】
　本発明の計画方法およびシステムはまた、有利には、２つ以上のイメージングモダリテ
ィを使用することができる。この状況において、複数の異なるモダリティからの画像が互
いに重ね合わされて、組み合わせ情報が得られる。たとえば、一実施形態において、拡散
（一般的にはＤＴＩ）データ、および、３Ｄ脳溝表面マップを生成するのに有用なＭＲデ
ータの両方を取得するのに適した条件下でＭＲＩが得られ得る。そこから拡散画像が得ら
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れるこれらの術前ＭＲ画像は、各ＭＲイメージングモダリティがそれ自体の向き、幾何学
的スケーリングおよび歪みを有するため、同じく、３Ｄ脳溝表面マップを得るために使用
されるＭＲ画像を用いて行われるように、互いと重ね合わせられる（図５のステップ５１
０に示す）。
【００９９】
　本明細書において説明するように、重ね合わせプロセス（５１０）は、画像が幾何学的
観点から互いに一致し、したがって、解剖学的領域が、様々なモダリティを使用して得ら
れる画像内で互いに重なり合うように、適切な変換が画像に適用される、一般的に既知の
プロセスである。画像を重ね合わせるための、一般的に使用されている１つのアルゴリズ
ムが、「ＰＥＴ－ＣＴ　ｉｍａｇｅ　ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｈｅ
ｓｔ　ｕｓｉｎｇ　ｆｒｅｅ－ｆｏｒｍ　ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ」（ＩＥＥＥ　Ｔｒ
ａｎｓａｃｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ，　Ｖｏｌ：２２，　ｌｓ
ｓｕｅ：　１　，　（２００３））である。ＤＴＩおよび３Ｄ脳溝表面マップが生成され
ると、方法は、ＤＴＩデータを３Ｄ脳溝マップデータ上に重ね合わせることを含む。３Ｄ
脳溝マップは、脳表面を表し、脳上に存在する脳しわまたは溝を明瞭に示すための３Ｄ表
面マップを生成するためのＭＲデータを使用して構築される。３Ｄ脳溝マップは、取得さ
れた画像から頭蓋骨構造を除去した後のＴ１　ＭＲ画像から構築される。頭蓋骨を除去す
るための例示的なアルゴリズム（スカルストリッピングとしても知られている）は、「Ｇ
ｅｏｄｅｓｉｃ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔｏｕｒｓ」（Ｖｉｎｃｅｎｔ　Ｃ．　ｅｔ．ａ
ｌ．，　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉ
ｓｉｏｎ　２２（１），　６１　－７９　（１９９７））に与えられている。誤ったＤＴ
Ｉ推定値が脳溝境界を越える脳線維束の突出部または脳回への突出部として明白になるた
め、この脳溝マップとＤＴＩとの重ね合わせは、重ね合わせ誤差の検出を補助する。その
ようなずれは、様々なイメージングモダリティ間の重ね合わせの品質のスコアまたはメト
リックに達するために量子化することができる。この段階におけるレジストレーション誤
差を量子化するための例示的なアルゴリズムは以下のとおり、すなわち、白質境界に含ま
れる索の長さと、索全体の長さとの比である。理想的には、このメトリックは、可能な限
り低くなるべきである。１からこの比を減算した値を、利用可能な脳マップに対するＤＴ
Ｉ推定の品質を評価するための良好性測度として使用することができる。
【０１００】
　スコア付けのプロセスによって、３Ｄ脳溝マップとＤＴＩデータとの間の「フィットの
良好性」測度が与えられ、３Ｄ脳溝マップとＤＴＩデータとの間のスコアが、許容不可能
な量のレジストレーションずれが存在することを示唆する場合、計画処置を完了する前に
スコアを改善するための是正措置が必要とされることになる。この是正措置は、元のシー
ド点の近傍にあるが重なり合わないように、ユーザによって選択されるかまたは自動的に
選択される異なる開始領域を使用した、トラクトグラフィデータ（ＤＴＩ）の再レジスト
レーションを含んでもよい。開始領域または点の集合は一般的に、ＤＴＩ推定において、
まとめて個々の索を表すボクセルを推定するために使用される。
【０１０１】
　ＤＴＩ推定の一般的な誤差源は、所与のボクセルを通過する線維束の主方向が誤って選
択されることである。索推定のための異なる開始点の上述した選択によって、所与のボク
セルの代替の主方向を強制的に選択し、したがって、脳溝内へとまたは脳表面を越えて延
伸する索が推定されることを回避することができる。ＤＴＩ推定は最適化プロセスであり
、代替の索に到達するために多くの一般的に利用可能な推定方法のうちの１つが試みられ
てもよく、解剖学的に妥当な索のセットが後続の処理に対して維持され得ることが理解さ
れるべきである。ＤＴＩ推定の解剖学的な正確さは、人間の評価者によって判定すること
ができるか、または、脳の既知の領域における索の相対濃度を示す脳の解剖学的マップの
ような追加の情報を利用しながら上述した同じ良好性測度を推定するソフトウェアアルゴ
リズムによって自動的に判定することができる。
【０１０２】
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　この手法は、大きい腫瘍が存在すると、腫瘍領域の周囲の索が幾何学的に歪むというこ
とによって複雑になり得る。提案されるシステムの発明的態様は、その推定を、腫瘍によ
る影響が最も少ない脳の側部に限定することによって良好性測度に対するこの歪みの影響
を最小限に抑えることができることである。外科的介入を必要とする腫瘍は、脳の片側に
限定されることが多い。腫瘍（複数の場合もあり）の診断は手術計画を開始する前に完了
していることになるため、この情報は、事前に分かっている。
【０１０３】
　目視確認および重ね合わせスコアの評価を使用して処理結果を検討し、また、ずれが見
つかった場合、上述した、許容不可能なずれが実質的にない重なりデータを得るステップ
を行った後、ステップ（５２０）に示すように、１つまたは複数の画像上で特定の関心領
域を規定することができる。コンピュータインターフェースを使用することによって、こ
れらの領域は、１つまたは複数の２Ｄ画像層上で臨床医によって規定することができ、そ
のように規定された領域の間を補間することによって、対応する対象ボリュームを規定す
ることができる。代替的に、特定の点が、ユーザによって、関心領域（ＲＯＩ）の初期推
定値を提供するために選択されてもよく、２Ｄ画像層内の領域を識別するためのソフトウ
ェアアルゴリズムが利用されてもよい。そのような領域を識別するための一般的な方法は
、連結成分ラベリングとして既知である。これは、グラフィックス処理において一般的に
使用されている、以下の引用文献およびＣｏｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ，　Ｄ．　Ｂａ
ｌｌａｒｄ　ａｎｄ　Ｃ．　Ｂｒｏｗｎに詳細に記載されている。
【０１０４】
　代替的に、そのようなＲＯＩを確立するために画像分割が利用されてもよい。そのよう
なＲＯＩは、複数の２Ｄ層に対して手動でまたは自動的に生成されてもよく、３Ｄ空間内
でそのようなＲＯＩの間を補間することによって、関心体積（ＶＯＩ）が確立されてもよ
い。ここで、スプラインフィッティングのような一般的な技法がここに利用されてもよい
。ＶＯＩは、３ＤレンダリングされたＭＲ、ＣＴまたは脳溝マップ上に重ね合わされ得る
解剖学的地図に関連して視覚化され得る。ＲＯＩおよび／またはＶＯＩは、治療する必要
のある病変、または、外科的処置の間に回避されなければならない重要領域に対するラン
ドマークとして機能することができる。ＲＯＩまたはＶＯＩが病変または切除されるべき
領域を表す状況において、執刀医は、これらを目標領域として使用する。ボリュームはま
た、切除されなければならない病変、腫瘍または他の領域の質量の推定値も提供し、これ
は、手術中の臨床医にとっては有用であり得る。また、術中イメージングを使用して、手
術プロセス全体を通じた目標領域のボリュームの低減を評価することができる。ＲＯＩま
たはＶＯＩが、回避されるべき領域を表す代替の状況において、執刀医はこれらを、依然
として病理学的領域（たとえば、病変、腫瘍、血栓など）にアクセスすることを可能にし
ながら、これらの領域を保持するように慎重に進まなければならないところのランドマー
クとして使用する。
【０１０５】
　回避されるべき領域は、所望の手術結果目的に従って、患者の運動、感覚、または任意
の他の重要な機能に対する可能性のある損傷を防止するために執刀医が回避するための「
侵入禁止区域」として規定され得る。したがって、ＲＯＩおよび／またはＶＯＩは、患者
のために確保されることが望ましい特定の機能に基づいて患者に対して特定的に規定され
得る。したがって、ＲＯＩおよびＶＯＩは、患者のために確保される必要がある特定の機
能（複数の場合もあり）に対して固有に調整される手術経路を確定するのを補助する。
【０１０６】
　脳手術に特定的な手術目的に相関し、代替の手術軌跡と関連付けられるスコアを計算す
るときに考慮に入れられることになるメトリックのいくつかの非限定例をここにリストす
る。
【０１０７】
１．脳手術において、個々の線維束に対する手術経路の進入角を使用して、線維束が被る
と予測される損傷の平均量を求めることができ、より急な進入角（線維束との直交により
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近い）は、引き起こす損傷がより大きく、それゆえ、引き起こす損傷がより小さく、それ
ゆえより良好なスコアに対応する平行な進入角（線維束との平行により近い）よりも、よ
り悪いスコアに対応する。この基本的な実施形態は、手術経路と、交差する線維束の向き
との間の角度の余弦の絶対値をとることである。例として、平行な索には１のスコアを割
り当て、垂直な索には０のスコアを割り当て、それを下回る神経線維束は危機的に交差し
得る閾値スコアを設定することができる。そのような危機的に交差する索の数は、たとえ
ば、ここでは、経路のスコアが危機的に交差する索の数に関連する関数で除算または減算
され得、したがってそのような経路のスコアが低減するため、記載されているメトリック
に対する拡張として使用することができる。
【０１０８】
２．脳手術において、手術軌跡が危機的に交差する索は、これらの索によって接続される
脳の領域を識別するために追従され得る。この情報を脳地図とともに使用して、たとえば
、線維束の機能が判定（すなわち、仮定）され、それに応じて経路をスコア付けするのに
使用され得る。この場合、特定の患者のために確保されるのに最も適している機能（執刀
医および患者によって判定される）は、交差される場合、他の神経機能よりも悪いスコア
を優先して割り当てられる。たとえば、プロのギタリストについては、上肢の運動機能の
確保が他の機能よりも優先される可能性が高い。そのような領域的分析は、臨床医によっ
て行われ、一連の関心領域またはラベル画像としてシステムに提供され得る。
【０１０９】
３．手術経路の長さも、軌跡をスコア付けするのに使用することができる。たとえば、ポ
ートベースの脳手術の場合、より長い軌跡は、デバイスが、より大きい領域にわたって力
を加えるようにする可能性があり、その結果として、経路がより短い場合よりも脳に対す
る外傷がより大きくなる可能性がある。それゆえ、この事例において、より短い経路はよ
り良好なスコアに対応することになり、より長い経路はより悪いスコアに対応することに
なる。
【０１１０】
４．明確に変化する方向に使用されるウェイポイントの数も、スコア付けに使用すること
ができる。たとえば、ポートベースの脳手術において、ポートが剛直であるとすると、経
路内で発生する方向変化の数が多いほど、また方向変化角度（複数の場合もあり）が大き
くなるほど、脳組織はより大きく変形させられる。ポートに対する様々なむきにおける組
織のこの変形は、影響を受ける周囲組織、特に近傍の神経および神経束に対してさらなる
歪みおよび損耗を引き起こすことになる。このように、手術経路に沿ったポート内のより
多い方向変化の数、および、より大きい方向変化の角度が、より低い手術経路スコアに対
応することになる。
【０１１１】
５．腫瘍切除の場合、ポートベースの脳手術のコンテクストにおいて、手術経路が腫瘍境
界に突き当たる進入角もスコア付けに使用することができる。実質的に正接する経路はポ
ートを腫瘍に届かなくするか、腫瘍に係合することができない（滑り落ちる）か、または
、腫瘍が健常組織に対して転げまわるようにし、これらはすべてポートをより多く動かす
ことを必要とし、その結果として、周囲の健常な脳組織に対する応力をより大きくする可
能性がより高いため、これはより悪いスコアに対応することになる。一方、対照的に、手
術経路が、腫瘍境界に突き当たるときに直交する進入角にある範囲において、これはより
良好なスコアをもたらすことになる。
【０１１２】
６．手術経路スコアはまた、同じコンテクスト内の以前の手術から導出される患者の回復
の統計データに基づいて重み付けされ得る。たとえば、患者の回復速度が（Ｚ２）であっ
た、（Ｙ）回使用された代替の経路と比較して、特定の手術を実施するために同様の経路
が（Ｘ）回使用された後、患者の回復速度は（Ｚ１）であった。例示的な実施形態におい
て、「同様の経路」メトリックは、経路の入口点および目標点の両方の解剖学的位置（臨
床医によって標準的な地図に対して記述される）のみに基づいて経路をスコア付けする。
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したがって、地図にしたがって両方の位置または近傍の位置を共有した経路が、同様であ
ると考えられる。メトリックの識別力をさらに高めるために、さらなる詳細が追加され得
る。たとえば、さらなる分解能を、位置（たとえば、入口に使用される個々の脳溝の特定
の位置の確定）、または病理（たとえば、腫瘍型）、または追従される手術経路の詳細な
統計もしくはメタデータ（たとえば、変位されている白質または灰白質の割合、または解
剖学的特徴との相互作用に加えることができる。「同様の経路」の評価に使用され得る他
の基準は、所与の経路から切除されようとしている腫瘍の型、影響を受けることになる領
域内の脳組織の既知の力学的特性、患者の年齢、腫瘍の位置、影響を受ける領域などであ
る。それゆえ、この例において、より短い回復時間（Ｚ）は、その特定の手術経路につい
てより良好なスコアに対応することになる。
【０１１３】
７．血管に対する損傷がより少ないと、患者が被る外傷は明らかに低減するため、特定の
経路に対する血管の近接度も、手術経路のスコア付けに使用することができる。それゆえ
、経路の近傍にある血管の数が少ないほど、スコアはより良好になる。
【０１１４】
８．ポートベースの脳手術の場合、脳質を通じた侵入は、単純に脳質を脇へ押しのけるよ
りもはるかに外傷性が高いため、侵入されようとしている組織の量および型も、手術経路
をスコア付けするのに使用することができる。この場合、より多くの組織に進入すること
は、より少ない組織に進入することよりも悪いスコアを与えられることになる。加えて、
侵入されようとしている組織の型も、スコアに影響することになる。たとえば、灰白質へ
の損傷は一般的に、脳質の侵入によって患者に対して引き起こされる全体的な健康悪化に
対してそれほど重要ではない（ほとんどの事例について）ため、白質への侵入は、その神
経機能的重要性を所与とすると、灰白質よりも悪いスコアを招くことになる。それゆえ、
２つの異なる経路を使用して同じ量の灰白質および白質を通じて侵入すると、白質に侵入
する経路の方が、灰白質に進入する経路よりも悪いスコアを与えることになる。
【０１１５】
９．より剛直性の高い組織は、より柔軟な組織構造よりも、手技を受けて損傷を受ける可
能性がより高いため、もう１つのメトリックは、通過されようとしている組織の剛直性で
あることになる。これは、考慮されている手術経路によって通過されようとしている特定
の領域の最も可能性の高い値を導出するために地図および／またはデータベースを使用す
ることが必要になる。
【０１１６】
１０．もう１つのメトリックは、経路スコアの一部として脳機能を含むことである。脳機
能は、機能的ＭＲＩ（ｆＭＲＩ）情報（ＢＯＬＤコントラストイメージング）、脳磁図（
ＭＥＧ）、ラマン分光法、または電気生理学的測定を使用して測定することができる。機
能レベルが高い領域、脳機能階層のランク付け（領域的重要性）がより高い領域を通る経
路、または、そのような領域に機能的に関係する経路はすべて、より悪いスコアを有する
ことになる。さらに、そのような機能的に関係する領域を接続する白質路を通る経路も、
より悪いスコアを有することになる。
【０１１７】
１１．関心領域が確定されると、１つまたは複数の目標が画像内で識別され得る（ステッ
プ５３０に示すように）。目標は、腫瘍（または病変）を切除するためにアクセスされな
ければならない、脳内の三次元位置に対応する。３Ｄ空間内で点を正確に空間的に位置特
定するために、最低３つの直交する平面が必要であることが既知である。しかしながら、
追加のビューが提示される場合があり、これらのビューは、複数の異なるモダリティを使
用して得られる画像を含む。言い換えれば、追加の平面が、上述した直交する平面と幾何
学的に重なり合い、前述の３つの直交する平面内で提示されているモダリティを補完する
他のモダリティを使用してキャプチャされた画像を提示することができる。たとえば、３
つの直交する平面は、Ｔ１　ＭＲ画像スライスを表すことができ、一方で追加のビューが
、ＣＴまたはＢＯ（別のＭＲデータ表現）を使用して得られる重ね合わせ画像を提示する
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ことができる。補完モダリティは、腫瘍または血栓の位置および範囲を確認するのを補助
する。腫瘍位置の推定を補助するための情報を提示する別の冗長手段はラジアルスライス
としてのデータの表現であり、ユーザ定義の軸を中心として半径方向に配置されている平
面に沿っているように仮想スライスが生成される。
【０１１８】
　手術されようとしている目標を複数の２Ｄ画像において視覚化することによって、脳の
３Ｄレンダリングのみを使用して３Ｄ空間内に目標を配置することに内在する危険性が軽
減される（図７参照）。この後者の手法は、３Ｄ表面が２Ｄディスプレイ上にレンダリン
グされるため、誤りが生じやすい。執刀医が目標の位置を確認するために複数の視点から
３Ｄ仮想オブジェクトを見ることができるようになるため、この危険性を克服するために
３Ｄホログラフィックディスプレイを使用することもできることが留意されるべきである
。一実施形態において、これは、３つの直交する平面において画像データを提示すること
に対する代替手段として使用することができる。
【０１１９】
　本発明の別の発明的態様は、目標の直近にある白質路を視覚化することができることで
ある。この機能は、目標領域が占めるかまたは（閾値内で）直近にある幾何学的空間に交
差する索を除いて、脳のすべての領域内の拡散束（またはトラクトグラフィ情報）を隠す
ことによって達成される。代替的に、脳内に仮想的に挿入されている手術道具が占める幾
何学的空間に交差する索が表示されてもよい。そのような道具は、いくつか挙げると、生
検針、低侵襲手術のためのポート（たとえば、アクセスポート）、脳深部刺激針、または
カテーテルの仮想表現であり得る。この、ＤＴＩ情報の選択的表示の手法は、ＤＴＩ画像
全体を視覚化することに関連付けられる大規模データの問題を管理するのを助ける。この
手法はまた、脳全体と関連付けられるすべてのトラクトグラフィ情報とは対照的に、執刀
医が、自身の意識の焦点を狭め、影響を受ける索を主に見ることを補助する。目標領域の
直近にあるか、または、道具によって影響を受けると予測される白質路のレンダリングの
この選択的フィルタリングは、執刀医が、手術目的を最良に満たすことができる手術経路
を選択することを補助するために、選択可能な透過度の中で索情報を見ることを可能にす
る。さらに、ＤＴＩ情報のそのような選択可能な表示は、ｆＭＲＩ、または、腫瘍切除中
に影響を受ける可能性があり得る脳機能を評価することが可能である他のモダリティを含
む、任意の他の重ね合わせ可能なモダリティによって、同様に置き換えられまたは補完さ
れ得る。索の交差の視覚化の図解については図８および図９を参照されたい。
【０１２０】
　システムは、閾値剪断カットオフ角度に対して表示される線維の数のヒストグラムが計
算されるヒストグラム分析を可能にするようにプログラムされ得る。これによって、この
閾値に対する感受性に関する情報がもたらされる。一実施形態において、ソフトウェアは
、表示される線維の数が突然に急変する、すなわち、カットオフ閾値の小さい変化を所与
として表示に大きな変化がある値がある場合に、設定カットオフに近い代替のカットオフ
角を示唆し得る。
【０１２１】
　代替的に、二値カットオフ閾値の代わりに、表示は、交差角が、設定閾値を超えて、ま
たは、最小設定閾値と最大設定閾値との間で増大するときに線維の漸次的変化が（たとえ
ば、線維強度を低減することまたは透過度を増大させることによって）表示されることを
可能にするように変調されてもよい。
【０１２２】
　別の実施形態は、距離分析を含んでもよく、ここで、交差点から離れている線維は影響
を受ける可能性が低いため、システムおよび方法は、索の全経路ではなく、ポートとの交
差からの各索の設定距離のみを表示するように構成される。この距離閾値は動的に調整お
よび操作することができる。各索の表示は、ポート交差からの距離によって（たとえば、
輝度を低減すること、色を変更すること、透過度を増大させること、または、距離によっ
て表示される索の太さを低減することによって）変調することもできる。
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【０１２３】
　代替的に、それらの終端点において、またはその付近で影響を受ける索は、それらの軌
跡に沿って離れて影響を受ける索よりも、受ける影響が少ない可能性があるため、表示さ
れる索は、終端点までのポートとの交差の距離によって同様に変調することができる。
【０１２４】
　手術経路の確立の次のステップは、係合点としても知られている入口点の識別である（
ステップ５４０に示す）。この入口点は、手術ポートツールの脳溝内への先頭部分の入口
点を指すことが留意される。手術ポートの脳白質内への別の入口点もあってもよい。上述
した第１の入口点は、ポートツール、生検針、カテーテルなどのような仮想アクセスツー
ルを重ね合わせて脳溝を視覚化することによって、確立される。しかしながら、本発明の
利点は、仮想ポートツールが、当該仮想ポートツールを透明なツールモデルとして表すこ
とによって遮られないように、そのようなアプローチで提示され得ることである。
【０１２５】
　その後、目標点および係合点を誘導基準点として使用して、脳溝経路を確定することが
できる（ステップ５５０に示す）。一実施形態において、本発明の方法およびシステムは
、手術経路においてそれぞれ２つの極開始点および極終端点として係合点および目標点と
、２つの極点の間の追加の空間位置を含む区分的に線形な脳溝経路を確定するように構成
されている。これらの追加の空間位置点は、脳溝内に曲がりが観察されるときに区分的に
線形な経路を確定するために挿入され得る。脳溝内の曲がりに近密に追従する区分的に線
形な経路は、脳の、手術道具が接する領域を最適に維持することができ、そのような手術
道具はロープロファイルで、かつ／または柔軟もしくは多関節式である。したがって、多
関節式または柔軟なポートは、そのような区分的に線形な経路を利用して脳への外傷をさ
らに低減すると予測することができる。仮想ポートが交差する脳神経束の範囲を示すため
に、メトリックまたはスコアが特定の脳溝経路と関連付けられ得る。したがって、スコア
は、計画される脳溝経路を使用するときにポートによって導入されると予測される外傷の
測度として使用することができる。言い換えれば、交差する索の数は、最小数の索の交差
を提示する経路を識別するために、２つ以上の異なる経路を比較するのに使用することが
できる。
【０１２６】
　最後に、手術道具をモデル化し、道具の動きが開頭部の寸法および位置によって制約さ
れるときに、各道具について利用可能な動きの範囲を評価することによって、開頭部の代
替的な位置および幾何形状を評価することができる（ステップ５６０に示す）。この動き
の範囲は図１０に見ることができる。さらに、開頭位置および脳溝経路は、画像スライス
をラジアルスタッキングすることによって、より正確に視覚化することができる。言い換
えれば、脳全体の３Ｄ再構築ＭＲ画像を使用して、計画される脳溝経路に妥当に近い共通
の軸を共有する仮想２Ｄ画像スライスを作成することができる。そのようなスライスは、
計画される経路に近い脳溝の範囲を露呈させ、したがって、代替的な脳溝経路のより良好
な視覚化を補助する。先行する段階の各々からのすべてのメトリック、および、確定され
た脳溝経路の各々のフィットの良好性を表すためのメトリックを提示するために、最終的
なスコアカードが生成される。脳溝経路のフィットの良好性（脳溝対応率としても既知で
ある）は、計画されている軌跡と、説明した脳溝経路の総延長に経路の終端点から目標ま
でのユークリッド距離を加えた合計との比である。この比はその後、１００を乗算されて
、百分率の比を表す。このメトリックは、線形軌跡と選択される脳溝経路との間の対応を
示す。１００パーセントは、完全一致または線形経路を意味する。
【０１２７】
　確立された手術計画はその後、誘導システムに記憶および／またはエクスポートされ（
５７０）、誘導システムは、一般的に、執刀医が、外科的処置の間に自身の手術道具をナ
ビゲートするのに使用するために、そのようなデータを受信し、そのような計画または手
術経路を記憶および／または重ね合わせ（必要な場合）することができる。計画システム
の発明的特徴は、手術ステップをビデオとして自動的に再生することによって、執刀医が
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、処置全体を視覚化し、代替的な手術計画を比較することを可能にする。これは、処置全
体の視覚化において執刀医を補助し、したがって、確認ステップおよび執刀医の訓練ステ
ップとしての役割を果たす。
【０１２８】
　医療処置が、切迫した医学的緊急事態に対処することであり、複数のイメージングモダ
リティから画像を得るための時間がない場合、本発明の方法およびシステムは、単一の非
侵襲的イメージングモダリティを使用するように構成することができる。この状況におい
て、脳溝から、患者の脳内の手術されるべき位置までの進路を計画するための計画方法は
、非侵襲的イメージングモダリティを使用して手術されるべき患者の脳の術前画像を取得
することと、術前画像を重ね合わせることとを含む。重ね合わされた画像は、患者の脳の
脳溝構造、ならびに、１つまたは複数の目標、および、侵襲的な外科的処置の間にアプロ
ーチおよび手術されるべき関連する１つまたは複数の目標位置を識別するのに使用される
。１つまたは複数の目標位置は、３Ｄ空間における１つまたは複数の目標の位置を確認す
るために、少なくとも３つの直交する平面内で視覚的に表示することができる。入口点の
位置および１つまたは複数の目標位置に基づいて、入口点の位置および１つまたは複数の
目標位置のうちの選択される目標位置の位置が、それぞれ手術経路内の開始点および終端
ちんとして指定されている、区分的に線形な手術経路が確定される。手術経路は、脳の選
択される解剖学的特徴の通過を回避するように選択される。
【０１２９】
　計画段階が完了して手術が開始した後、脳組織が見えるようになると、その後、術中画
像を取得するのに使用することができない他のイメージングモダリティが使用して、上述
したＭＲＩ、ＣＴおよびＰＥＴモダリティに加えて、術中画像を取得され得る。そのよう
なモダリティは、ＯＣＴ、ＰＳ－ＯＣＴ、超音波などを含む。これらは、以降、外科的処
置の誘導部分の説明の間により詳細に説明する。
【０１３０】
　図２は、術中マルチモード手術計画および誘導システムおよび方法として使用するため
の、本発明の方法およびシステムの一実施形態を示す。システムおよび方法は、術前段階
および術中段階における手術計画および誘導ツールとして使用することができる。イメー
ジング中に見える患者基準マーカ、または、当該技術分野において既知である他のイメー
ジング技法を使用することによって、図１に示す手術計画ステップおよび外科的処置のデ
ータ入力（複数の場合もあり）を、図２に示す術中誘導段階の入力（複数の場合もあり）
として使用することができることを、当業者は諒解しよう。
【０１３１】
　図２の実施形態は、術前データ入力（複数の場合もあり）および更新された術中データ
入力（複数の場合もあり）を利用することによって、執刀医のようなユーザに、手術領域
を通じてナビゲートする統一された手段を提供する。システムおよび方法のプロセッサ（
複数の場合もあり）は、命令／アルゴリズム１１を用いて、術前データ入力（複数の場合
もあり）および術中データ入力（複数の場合もあり）を分析して手術の過程の間に手術計
画を更新するようにプログラムされている。たとえば、新たに取得された画像の形態の術
中入力（複数の場合もあり）が、以前は分かっていなかった神経束または脳神経束を識別
した場合、これらの入力は、所望に応じて、その神経束との接触を回避するために術中に
手術計画を更新するのに使用することができる。術中入力（複数の場合もあり）は、様々
なセンサ（複数の場合もあり）を使用して収集されるローカルデータを含む様々な入力（
複数の場合もあり）を含んでもよいことを、当業者は諒解しよう。
【０１３２】
　いくつかの実施形態において、図２のシステムおよび方法は、組織位置を検証し、腫瘍
切除後に組織イメージングを更新し、手術中に手術デバイス位置を更新するために、術中
イメージングセンサ（複数の場合もあり）を用いて、特定の外科的処置のコンテクストに
おいて更新された術中入力（複数の場合もあり）を連続的に提供することができる。
【０１３３】
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　システムおよび方法は、たとえば、手術中の手術道具による重要な構造の穿刺、または
、手術中の手術道具との衝突について警告するために、画像の再フォーマットを可能にし
得る。加えて、本明細書に開示する実施形態は、針振れ、組織偏位または患者の動きに起
因して発生する可能性のある任意の偏位に対するイメージングおよび入力更新、ならびに
既知のイメージング歪みを補正するためのアルゴリズム法を可能にし得る。これらの複合
誤差の程度は臨床的に重大であり、通常２ｃｍを超える。いくつかの最も重大な誤差は、
標準的なＭＲＩスキャナ（１．５Ｔおよび３．０Ｔシステム）上で１ｃｍを超える場合が
ある、ＭＲＩベースの歪みそのような傾斜磁場非線形性、磁化率変化、渦電流アーティフ
ァクトである。
【０１３４】
　様々な術中イメージング技法を実施して、解剖学に特有のＭＲＩデバイス、表面配列Ｍ
ＲＩスキャン、鼻内ＭＲＩデバイス、解剖学に特有のＵＳスキャン、鼻内ＵＳスキャン、
解剖学に特有のＣＴまたはＰＥＴスキャン、ポートベースまたはプローブベースの光音響
イメージング、および、遠隔スキャンまたはプローブベースのスキャンによって行われる
光学イメージングを含む術中入力（複数の場合もあり）を生成することができることを、
当業者は諒解しよう。
【０１３５】
　図３は、術後データ分析のための本発明の方法およびシステムの一実施形態を示す。図
３に示すように、本明細書に記載する方法およびシステムの術前段階および術中段階の間
にキャプチャされた入力（複数の場合もあり）および出力（複数の場合もあり）１を、将
来の外科的処置および訓練目的の分析に使用することができる。術前段階および術中段階
の間にキャプチャされる大量のデータを、将来の外科的処置および訓練目的に使用するこ
とができる。
【０１３６】
　そのような実施形態において、システムは、入力（複数の場合もあり）、出力（複数の
場合もあり）およびプロセッサ（複数の場合もあり）の活動を記憶し取り出すための専用
データベース（複数の場合もあり）２を含むことができる。データベース２は、回復分析
、結果評価、治療計画、病理相関３、将来の手術計画および／または訓練４およびコスト
検証（健康アウトカム対経済的メトリック）のデータを含んでもよい。
【０１３７】
　システムおよび方法によってキャプチャされる入力（複数の場合もあり）および出力（
複数の場合もあり）は、手術道具の使用に関するデータ、ローカルを使用した外科的処置
中の組織の連続記録、イメージングスキャン、局所ラマンスペクトル、形態構造を示すた
めの組織の局所異方性情報、組織の区別を補助するための組織の局所ハイパースペクトル
画像データ、身体内の特定の領域との相関のための、切除される組織の空間位置、および
、将来の外科的処置または訓練目的を補助するために病理学者または放射線科医によって
推測される病理情報を含んでもよいことを、当業者は諒解しよう。
【０１３８】
　術前段階および術中段階の間に蓄積された情報は、図３に示すように、同じ患者の将来
の手術計画、他の患者の術前手術計画のための臨床的に関連する情報の収集、および／ま
たは、訓練目的に効率的に利用することができる。
【０１３９】
　本明細書に開示するシステムおよび方法は、キャプチャされるべき大量のデータを生成
し得るため、いくつかの実施形態において、入力および出力データは、たとえば、遠隔位
置に位置するユーザがデータを遠隔して検討するために、追加のシステム構成要素に通信
することができる。
【０１４０】
　さらなる実施形態において、たとえば、患者ごとに選択される外科的処置および臨床基
準を、最適な手術計画を評価するための追加の入力（複数の場合もあり）メトリックとし
て利用することができる。追加のメトリック入力（複数の場合もあり）は、最小限の血管
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外傷、最小限の神経束外傷または優先される神経束への外傷のような、対象箇所までの最
小限の外傷の軌跡を含むことができる。メトリック入力（複数の場合もあり）はたとえば
、白質に対する損傷、白質によって接続された領域に対する損傷、白質によって接続され
た大脳皮質の領域に対する損傷、および、アプローチ上の血管に対する損傷を含む、脳組
織に対する測定または予測される外傷を含むことができる。
【０１４１】
　いくつかの実施形態において、入力メトリック（複数の場合もあり）は、組織と器具と
の間の接触の角度、ならびに、履歴および手術データの両方から器具による組織の遮断ま
たは変位によって測定することができる神経および接続されている線維に対する外傷を含
み得る。
【０１４２】
　さらなる入力メトリック（複数の場合もあり）は、追跡技術によって対象組織に対して
追跡されるべきデバイスの位置、手術デバイスおよびポートの幾何形状、手術中の器具お
よびポートの予期される位置付け、メイフィールドクランプに対するヘッドバンド領域の
ような患者の解剖学的構造の不動化に最良の実践位置、ならびに、局部麻酔薬の投与のよ
うな関連する処置のための位置を含んでもよい。入力メトリック（複数の場合もあり）は
、特定のアプローチ、疾患または処置と関連付けることができること、ならびに、これら
のメトリックはユーザ選択および自動生成のいずれであってもよいことを、当業者は諒解
しよう。
【０１４３】
　さらなる実施形態において、プロセッサ（複数の場合もあり）は、構造および目標を正
確な位置に表現するために、イメージングアーティファクトまたは異常の補正を実施する
ために使用することができる。傾斜磁場非線形性補正、磁化率変化補正、渦電流アーティ
ファクト補正およびピクセル補間誤差補正が、取得後の画像内のアーティファクトを補正
するために、また、高品質で正確な表現をもたらすために方法およびシステムによって実
施することができるプロセスの例である。
【０１４４】
　またさらなる実施形態において、システムおよび方法は、様々なイメージングモダリテ
ィおよびモダリティ内の様々なスキャンを位置整合するための重ね合わせ構成要素および
技法を含むことができる。レジストレーションは、ＭＲＩ、ＰＥＴ、ＣＴ、ＵＳ、表面ス
キャンおよび分光技法のような光学イメージング、ならびに、光音響イメージングを含む
、多数のタイプのセンサ（複数の場合もあり）によって取得される画像に対して実施する
ことができる。
【０１４５】
　またさらなる実施形態において、システムおよび方法は、センサを、患者の身体内の特
定の関心領域に向け、術中に、特定の関心領域、特に、手術中の適時に所望の手術野また
は点の領域に焦点を当てた高品質の画像を生成するように構成することができる。そのよ
うな手術野イメージングの実施は、システムによって、たとえば、適切なスケールのイメ
ージングまたはコントラスト機構を使用することによって達成することができる。イメー
ジングの焦点を特定の対象位置に当てることによって、複数の要因による信号対雑音比を
改善することができ、新たなイメージングコントラスト機構を利用することができる。
【０１４６】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、入力メトリック（複数の場合も
あり）のプロセッサ（複数の場合もあり）分析に基づいて、低侵襲アプローチを出力（複
数の場合もあり）として生成することができる。たとえば、入力メトリック（複数の場合
もあり）は、患者または処置に特有の出力（複数の場合もあり）を生成するために重み付
けされてもよい。プロセッサは、執刀医によって提示される様々な手術代替案をランク付
けすることができ、または、様々な手術代替案は、決定木およびニューラルネットワーク
のような適応学習パラダイムを使用して、システムによって自動的に生成されてもよい。
【０１４７】
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　本発明の方法およびシステムのいくつかの態様において、ユーザ選択のポートアプロー
チを適格にするために、サイズ、形状または神経組織に対する影響のような手術器具およ
びポート特有の情報を、患者の解剖学的構造に関するデータと統合するためのシステムお
よび方法が提供される。たとえば、被験者の神経小束、神経束、脳溝および脳回パターン
、血管、頭蓋骨および頭蓋底の特性を含む入力（複数の場合もあり）を使用して、手術器
具またはポート挿入具の、脳の神経構造に対する影響を評価することができる。いくつか
の実施形態において、システムおよび方法は、手術器具およびポート計画が、適切な開頭
術、切開、ヘッドホルダ、外部イメージングデバイス、および、ベースとなる手術室内の
機器の配置を決定することを可能にすることができる。これらのシステムおよび方法は、
患者アウトカムおよび経済的効果を改善して、より侵襲性の低い、より正確でより高速な
挿入デバイスまたはポートベースの外科的処置をもたらすことができる。
【０１４８】
　いくつかの実施形態において、開示されるシステムおよび方法は、腫瘍位置のような他
の入力（複数の場合もあり）に加えて、脳の線維、脳溝および脳回構造に関するデータを
入力（複数の場合もあり）として含むことができる。これらの入力（複数の場合もあり）
は、たとえば、手術デバイス挿入の経路または位置を決定するのに有用であり得る。いく
つかの実施形態において、計画出力（複数の場合もあり）は、脳溝のような天然開口部を
通じた脳内へのデバイス挿入経路を含むことができる。他の実施形態において、腫瘍位置
のような他の入力（複数の場合もあり）に加えて、腫瘍データベースのような入力（複数
の場合もあり）が含まれ得る。
【０１４９】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、トラクトグラフィ入力（複数の
場合もあり）を含むことができる。本明細書に記載するシステムおよび方法において、腫
瘍と健常組織との間の差別化は、主要なコントラスト機構として、ブラウン運動による、
脳の組織を通じた水の拡散を使用するＤＷＩセンサ（複数の場合もあり）および関連する
プロセッサ（複数の場合もあり）によって実施されてもよい。画像全体を通じた拡散の全
体的な方向性に関する情報を提供するＦＡマップにおいて表される、拡散コントラストス
キャンから取得されるデータは、脳内の特定の方向に沿った拡散を視覚化することを可能
にするために、所定の勾配方向において取得することができる。プロセッサ（複数の場合
もあり）は、この方向性情報を使用して、脳内の線維束を生成するためにベクトルセット
によって確定される接続マップを生成することができ、これらの束は、脳を通じた白質路
の外側での水拡散に対応し、脳内の主要な神経線維に対応する。
【０１５０】
　たとえば、システムおよび方法は、ＤＴＩ画像を生成し、組織の異方性比率（「ＦＡ」
）および見かけ上の拡散係数（「ＡＤＣ」）を測定するための拡散コントラストイメージ
ングデバイスを含むことができる。拡散の程度の測定単位となるＡＤＣ、および、画像全
体を通じた拡散の全体的な方向性の測定単位となるＦＡは、脳を通じた主な線維束を識別
し、腫瘍と関連付けられる細胞質充実度の増大を測定し、びまん性または局所外傷性の脳
損傷および神経変性障害と関連付けられる白質障害を測定するのに使用することができる
。
【０１５１】
　ＡＤＣ、ＦＡマップおよびＤＴＩ画像を組み合わせることによって、システムおよび方
法は、脳を通じた主な線維束を測定し、腫瘍と関連付けられる細胞質充実度の増大を測定
し、びまん性または局所外傷性脳損傷および神経変性障害と関連付けられる白質障害を測
定することができる。たとえば、腫瘍境界を可能な限り完全に切除するために開頭術を実
施するために、多数のＭＲＩコントラスト機構を使用して、腫瘍境界を画定し、脳内の重
要構造を画定し、機能領域を画定し、腫瘍切除へのアプローチを確定することができる。
【０１５２】
　図４は、本発明の方法およびシステムの一実施形態の出力を示し、プロセッサ（複数の
場合もあり）が手術アプローチの最適な選択のための線維束を識別している。図示されて
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いる実施形態において、出力（複数の場合もあり）は、血管および線維束を回避すること
を可能にすることができる、脳溝を越えていく進路の位置および視覚化を含むことができ
る。出力（複数の場合もあり）は、白質および灰白質への挿入損傷を最小限に抑えるため
の手術アプローチを視覚化および追跡することができる。
【０１５３】
　いくつかの実施形態において、本明細書に開示する方法およびシステムは、線維および
組織の情報のランク付けを入力（複数の場合もあり）として含むことができる。
【０１５４】
　いくつかの実施形態において、現行のシステムおよび方法は、低侵襲進路を計算するの
に使用することができる、システムによって利用可能な白質および灰白質情報のすべての
総合計のような入力に基づいて、たとえば、脳溝を通る低侵襲経路を識別するように構成
されている。たとえば、白質、灰白質、脳溝、およびＣＳＦなどへの分割を有するＭＲＩ
　Ｔ１画像、および、その情報内で指定される手術入口点および目標を所与として、シス
テムは、画像ボクセル中心の格子を指定し、直に隣接する接続された２７個のボクセルの
図式を形成する。各接続には、白質、灰白質、脳溝などとしてのボクセルラベルに基づい
て重みが与えられる。重みは、１つの組織型への影響が他の組織型への影響を超えるとい
う相対的な傾向（臨床医によって判定されてもよい）を反映するように選択される。組織
に対する総影響が最も小さい経路を判定するために経路発見アルゴリズム（たとえば、Ａ
＊探索アルゴリズム、上述）が使用されてもよい。さらなる実施形態は、手術器具を表現
された組織と相対的にかつ相互作用して現実的に表現することができ、各経路が試行され
るときに、組織歪みをシミュレートするために組織の生体力学特性を表すようにする。さ
らなる実施形態は、そのアプローチのために臨床決定を行うのをサポートするために、さ
らなるイメージングおよび結果情報を統合することができる。
【０１５５】
　システムおよび方法は、変形モデルのコンテクストにおいては、１）変形モデルを使用
しない計画、２）変形モデルを使用する計画、または３）情報を更新するために術中イメ
ージングを使用する計画のような、いくつかの異なる実施形態を通じて低侵襲経路を生成
および計画することができる。変形組織モデルを生成する例示的な方法は、参照によりそ
の全体が本明細書に組み込まれる、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　Ｄ
ＥＴＥＣＴＩＮＧ　ＴＩＳＳＵＥ　ＡＮＤ　ＦＩＢＥＲ　ＴＲＡＣＫ　ＤＥＦＯＲＭＡＴ
ＩＯＮ」と題する同時係属の国際特許出願第ＰＣＴ／ＣＡ２０１４／０５０２４３号明細
書に開示されている。
【０１５６】
　一実施形態において、システムおよび方法は、ポートが組織内に挿入されるときに組織
が変形しないという仮定のもとに機能するよう構成され得る。この実施形態におけるシス
テムおよび方法は、固定セットの画像データを用いて低侵襲経路出力を生成するように構
成され得る。臨床的に、これは妥当な仮定ではあり得るが、たとえば、ポート手術中、ポ
ートは一般的に脳溝をたどり、脳溝は下部の組織を引っ張るか、または圧迫することにな
る。
【０１５７】
　低侵襲経路を生成および計画するために、システムおよび方法は、たとえば、造影剤取
り込み情報、拡散強調マップ（ＡＤＣ）、Ｔ２変化、またはこれらの組み合わせおよび追
加のコントラストの重ね合わせとして表現され得る対象目標を選択するように構成および
プログラムされる。この目標は、たとえば、ユーザ入力であってもよく、または、システ
ムおよび方法によって、既存のデータもしくは画像に基づいて生成することができる。シ
ステムおよび方法が対象目標（３Ｄ画像セット上の点など）を識別すると、ユーザによっ
て選択されるアクセスポートの表現が、スクリーンのような、システムおよび方法の出力
またはフィードバック構成要素上に示され得る。
【０１５８】
　たとえば、ポート手術中、システムおよび方法は、ポートを定位置、たとえば、三次元
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においてその点を中心として回転され得る、病変の先端に固定することができる。ポート
の入口線およびその挿入軸が、システムおよび方法による経路選択に応じて脳内へとられ
るアプローチを画定し、進入は、複数の線形軌跡でも、湾曲した軌跡でもなく、単一の線
形軌跡上で行われる。
【０１５９】
　本明細書に開示するシステムおよび方法は、ポートまたは他の手術道具の脳組織への仮
想挿入および除去を可能にすることができる。ポートが挿入されると、先端と接触する、
ＤＴＩトラックのレジストレーションされたセット、および、ポートの外面が、システム
および方法によって、レイトレーシングまたは同様の計算を通じて識別され得る。線維が
９０度の角度でポートと接触する場合、システムおよび方法は、これらが、ポートの接触
から剪断または裂開の危険性が最も高いと予測し得、一方、それらが平行になっている場
合、システムおよび方法は、剪断または裂開の危険性が最も低いと検出し得る。いくつか
の実施形態において、システムおよび方法は、神経線維への損傷を示唆し得る閾値（たと
えば、６０度を超える角度）を設定することができる。この閾値は、実践中に執刀によっ
て修正することができ、設定されると、処置の間に危険性のあるすべての神経線維の推定
を可能にすることができる。
【０１６０】
　さらなる実施形態は、交差する線維と挿入されるポートとの間の、種々の可能性のある
剪断角度の影響を評価するための視覚化ツールを提供することができる。これらのツール
は、剪断の危険性に晒されることになる線維の数対剪断カットオフ角度の計算されたヒス
トグラムの表示を含むことができる。そのようなツールは、この閾値に対する感受性に関
する情報をもたらすことができる。この実施形態は、表示される線維の数が突然に急変す
る、すなわち、カットオフ閾値の小さい変化を所与として表示に大きな変化がある値があ
る場合に、設定カットオフに近い代替のカットオフ角を示唆するように構成することもで
きる。代替的に、二値カットオフ閾値の代わりに、実施形態は、交差角が、設定閾値を超
えて、または、最小設定閾値と最大設定閾値との間で増大するときに線維の漸次的変化が
（たとえば、線維強度を低減することまたは透過度を増大させることによって）表示され
るように、表示が変調され得るように構成することもできる。
【０１６１】
　別の実施形態は、交差点から離れている線維はポート挿入によって影響を受ける可能性
が低いため、線維の全経路ではなく、ポートとの交差からの各索の設定距離のみを示すこ
とができる。この長さ閾値は動的に調整および操作することができる。この実施形態はま
た、各線維の表示が、ポート交差からの距離によって（たとえば、輝度を低減すること、
色を変更すること、透過度を増大させること、または、距離によって表示される線維の太
さを低減することによって）変調されるようにするように構成することもできる。代替的
に、他の実施形態において、それらの終端点付近で影響を受ける線維は、それらの軌跡に
沿って離れて影響を受ける線維よりも、受ける影響が少ない可能性があるため、表示線維
は、線維終端点までのポートとの交差の距離によって同様に変調することができる。
【０１６２】
　ユーザが、レンダリングされるボリュームのコンテクスト内で神経線維を視覚化するこ
とを可能にするために、システムは、たとえば、黒色の線を、３Ｄレンダリングによって
投影することができるように、影響を受ける神経線維を黒色でアウトライン化することが
できる。加えて、システムは、ポートに沿った様々な深さにおいて影響を受ける線維を表
示するために、薄板が出力デバイス上でポートの軸に沿って動かされ得るように、レンダ
リングされたＤＴＩデータボリュームの薄板を表示することができる。加えて、たとえば
、同軸上でポートを見下ろすと、ポートに接するすべての線維が、システムおよび方法の
出力デバイス上のレンダリングとして示され得る。
【０１６３】
　さらに、ポートベースのアプローチを増強するための手段として、システムおよび方法
は、ポートの下の脳および組織が、出力デバイスまたはディスプレイ上ではポートに対し
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て動かされ得るように、固定視覚化モードとしてポートを表現することができる。これに
よって、対象の点までの適切で影響が最も少ない経路を発見する視覚的な手段を提供する
ことができる。
【０１６４】
　加えて、システムおよび方法は、腫瘍のような目標の中にある目標点において基準枠を
識別することができる。これは、ユーザに「内側から外を見る」視点を提供することがで
き、これは、経路を通って表面に出る開口を識別することによって可能性のある腫瘍への
進路を視覚化するために有益であり得る。これは、システムおよび方法の、経路を識別す
るためのレンダリング使用の代替または補完手段として使用されてもよい。
【０１６５】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、特定の処置に異なるポートサイ
ズを使用することができるか否か、または、データセットのレジストレーション不一致、
ポートの誘導による不正確さ、もしくは処置の間の組織の移動のような、処置の変動に対
するアプローチの感受性を判定するために、ポートのような手術器具を、より大きいまた
はより小さい直径としてモデル化することができる。加えて、アプローチの感受性に対す
る影響を判定するために、システムおよび方法によってポート目標点が偏位され得る。
【０１６６】
　いくつかの実施形態において、小束および神経束に対する影響が最も少ないアプローチ
を発見することに加えて、システムおよび方法は、脳への好ましいアクセスルートとして
脳溝を識別する傾向にあり得る。そのような実施形態において、組織の表面レンダリング
が、システムおよび方法によって、これらの天然開口部を識別するために使用され得る。
このことが、出力軌跡を、脳の表面にある脳溝における挿入する軌跡のみに制約する場合
がある。
【０１６７】
　加えて、システムは、アプローチに対して提示される静脈、存続可能な灰白質、および
動脈を重ね合わせることを可能にし得る。この情報から、アプローチの影響をより良好に
評価することができる。たとえば、システムは、所与の点において、または、所与の軌跡
に沿ってポートと交差し得る線維束の総体積、または数、または長さを計算することがで
きる。これは、神経束および小束の所定のまたはユーザ入力の階層を表すために総数（た
とえば、ヒストグラムなど）が重み付けされ得るため、システムおよび方法によって表す
ことができる。いくつかの実施形態において、この計算はまた、システムおよび方法によ
って、脳内の血管に関して、または、主な線維束、もしくは、随意運動野のような重要な
組織塊に関して行うこともできる。ポートのような手術デバイスが組織塊に対して成す距
離および角度が、いくつかの実施形態において追加のメトリックとして計算され得る。シ
ステムがこの処理を適用することができる主な線維束は、いくつかの非限定例として、放
射冠、または視交叉を含み得る。
【０１６８】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法はまた、線維束を重み付けするため
に、患者フレームに対する線維の全体的な向きに関する入力を使用することもできる。た
とえば、システムおよび方法は、軌跡の影響の総合計において計算することができる線維
に異なる重み付けを割り当てることができる。いくつかの実施形態において、赤色を割り
当てられた線維が青色を割り当てられた線維に支配的であり、青色を割り当てられた線維
は緑色に支配的であるように、線維の階層が色で重み付けされ得る。他の実施形態におい
て、システムおよび方法は、ポートに対する線維配向を規定するためにレンダリング上に
色を使用することができる。たとえば、ポートに実質的に垂直である線維は、赤として色
付けされてもよく、一方で、損傷が許容範囲内である線維は青で色付けされてもよく、損
傷が許容範囲外である線維は緑で色付けされてもよい。代替的に、いくつかの実施形態に
おいて、線維接続を表すために異方性度マップがシステムおよび方法によって使用されて
もよく、それによって、そのような表現による色が線維の重み付けに対応するように、ス
ケーリングされ得る。
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【０１６９】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、対象病変まで脳溝をたどる傾向
にあり、脳溝への変形を可能な限り最小限にする低侵襲経路を選択することができる。そ
のような実施形態において、システムおよび方法は、所与のポート軌跡について、脳溝か
らの総距離を求めることができ、総距離は、たとえば、ポートに沿った積算距離、または
、ポート経路を脳溝に位置整合させるのに必要とされる偏位の総量として表され得る。脳
溝アプローチを測定するとき、通過される灰白質または白質の総量は、システムおよび方
法の重要なメトリックになる傾向にある。これは、システムおよび方法によって３Ｄモデ
ルから計算され、ミリメートルもしくは他の単位の測定値として、または、たとえば、通
過される灰白質、白質および脳溝の比として表示され得る。いくつかの実施形態において
、システムおよび方法は、異なるタイプの組織（たとえば、灰白質、白質および脳溝）お
よび影響を受ける小束に異なる重み付けを関連付けることができる。これは、ポート位置
から計算することができるが、いくつかの実施形態において、ポートが挿入され、脳溝が
ポートの外面形状をたどるときは、脳溝の変位を計上する追加の入力を用いて測定されて
もよい。
【０１７０】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、手術アクセスポート、および、
たとえば、導入器の導入が、相当量の組織を内部で変位させ、また、脳溝が脳内に押され
るために脳溝のしわを変位させる傾向になることに基づいて、入力を処理することができ
る。周囲の脳組織よりも剛直な組織、たとえば、いくつかの血栓／血腫、細胞性腫瘍につ
いて、システムおよび方法は、導入器が組織を圧迫することによる組織の予測される内部
偏位を考慮に入れることができる。この変位は、たとえば、事前の組織剛性情報、導入器
およびポートの幾何学的知識、組織変形の生物力学モデル（頭蓋骨を境界条件として使用
し、ポートを境界条件として使用する）を使用し、術前イメージングデータを使用して、
正確なシミュレーションを用いるシステムおよび方法によって予測または測定することが
できる。いくつかの実施形態において、ユーザは、参照によりその全体が本明細書に組み
込まれる、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＥＴＥＣＴＩＮＧ　ＴＩ
ＳＳＵＥ　ＡＮＤ　ＦＩＢＥＲ　ＴＲＡＣＫ　ＤＥＦＯＲＭＡＴＩＯＮ」と題する同時係
属の国際特許出願第ＰＣＴ／ＣＡ２０１４／０５０２４３号明細書に開示されているよう
に、腫瘍および周囲組織の相対剛性のような、モデル化のための多数の変数を修正するこ
とができる。
【０１７１】
　これらの値を変更し、脳ボリューム内で腫瘍がどのように動き得るかに関する視覚的出
力を可能にする、ユーザまたは実装されるシステムおよび方法は、とられるべき挿入アプ
ローチの良好な感受性分析を可能にすることができる。いくつかの実施形態において、剛
性は、Ｔ２、拡散およびコントラスト情報に基づいて予測することができるが、剛性は、
エラストグラフィイメージング（たとえば、超音波、ＭＲＩまたはＯＣＴ）から直に測定
することもできる。
【０１７２】
　いくつかの実施形態において、システムおよび方法は、ポートと接している脳溝が、ポ
ートの表面に一致するように、周囲の脳溝を変形させることになるという概念に基づいて
入力を処理し、出力を生成することができる。システムおよび方法は、生物力学モデルを
使用してこの界面をモデル化することができ、脳溝組織が、ポートとの滑り境界界面にあ
ることになる。一般的に脳の表面付近の端部において終端し、並列により低く延伸してい
る拡散線維、および、脳溝の表面に付着している血管は脳溝をたどる傾向にあるため、シ
ステムおよび方法によって処理されるもう１つの境界条件は、線維が脳溝変位をたどるこ
とであり得る。このとき、神経網が、レジストレーション点として使用され、それ自体の
応力および歪みプロファイルを有する３Ｄネットワークの一部としての接続として機能す
ることができる。脳の大域的な変形は、システムおよび方法によって、脳溝、血管、およ
び主な構造の連続性を使用してモデル化することができる。
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【０１７３】
　システムおよび方法は、導入器が患者の内部、たとえば、患者の頭部に位置付けられて
いるときのリアルタイムイメージング情報入力（複数の場合もあり）を使用して、このプ
ロセスおよびモデルを更新することができる。いくつかの実施形態において、リアルタイ
ムイメージングは、ｉｎ－ｓｉｔｕポートを使用して実施されてもよい。たとえば、ポー
トの先端に対して実施されるリアルタイム超音波イメージングが、脳内部の組織剛性を検
出することができる。この情報は、システムおよび方法によって、事前に予測される剛性
の代わりに使用され得、組織の動きの推定値をもたらすことができる。加えて、ポートが
患者内に導入されているときに、脳溝パターンを識別するために超音波が使用されてもよ
い。これらの実際の脳溝パターンが、システムおよび方法によって術前脳溝パターンとマ
ッチングされ得、この情報に基づいて変形した術前モデルが生成され得る。この反復様式
において、モデルは、腫瘍位置の正確な表現、たとえば、脳内の腫瘍回転のモデル化を可
能にし、また、ポートが脳内に挿入されるときの神経線維に対する総応力および歪みを測
定することを可能にするために、システムおよび方法によって、処置の間に得られる情報
に従って更新されることになる。これは、システムおよび方法によって、大域値として表
すことができ、また線維の階層の重み付けと同様に、線維の実際の歪みを使用して、手術
アプローチの侵襲性と関連付けられる値を計算することができる。
【０１７４】
　いくつかの実施形態において、本明細書に開示するシステムおよび方法を使用して、ポ
ートの端部にある開口よりも大きい腫瘍を除去することを可能にするために、その組織の
ような患者の身体内のポートのような、手術デバイスの提案される動きをより良好にモデ
ル化することができる。この実施形態において、腫瘍のすべての境界にアクセスするため
のポートの掃引を、システムおよび方法によって、脳の表面でのポートの固定に基づいて
モデル化することができる。たとえば、ポートが腫瘍の種々の位置を通じて動かされると
き、ポートの動きが線維を変位させる場合があり、前述のように、生物力学モデルを使用
して脳内の線維にわたる応力および歪みプロファイルを測定することができる。いくつか
の実施形態において、システムおよび方法は、これらの影響をリアルタイムで測定するた
めに、ポートの外部に位置する追加の歪みゲージを含んでもよい。これらの値は、脳の計
画モデルと相関し、執刀医に、これらの値がいつ変動しているか、または、予め決定され
ている許容閾値をいつ超えたかを示すことができる。
【０１７５】
　加えて、ポートが動かされると、組織は執刀医によって示されるボリュームにおいて除
去され得る。現行のシステムおよび方法の生物力学モデル化構成要素はその後、局部ボリ
ュームを通じて新たな組織位置を計算する。新たな組織境界を検証するために、システム
によってさらなるリアルタイムイメージングが実施され得る。たとえば、航法測位情報を
有するリアルタイムイメージングが利用可能である場合、そのような画像を、計算された
組織の推定位置と比較することができる。そのような比較は、同様のコントラストが両方
の事例において使用される場合は直に行うことができ、または、データが直に比較可能で
ない場合は、相互情報量検知において行うことができる。システムはその後、新たなデー
タと推定組織位置との間の一致の質を報告することができる。またさらに、いくつかの実
施形態において、システムおよび方法は、同様のコンテクストにおいて使用するためのロ
ボットマニピュレータまたは半自動マニピュレータを含んでもよい。ロボットに対する入
力は、ｉｎ－ｖｉｖｏで直に、ならびに／または、手術計画モデルにおいて予測される応
力および歪みと同期して使用することによって測定される歪みゲージメトリックであって
もよい。システムおよび方法が微細な応力および歪みを測定することができることは、Ｔ
ＢＩ（外傷性脳損傷）、パーキンソン病、多発性硬化症（ＭＳ）、およびアルツハイマー
病のような他の脳損傷および疾患に関与する外科的介入に有用であり得る。
【０１７６】
　実施形態において、コンピュータまたは処理システムと、様々なモダリティ（ＭＲＩ、
ＣＴ、ＰＥＴなど）からの術前画像と、追跡または誘導システム（計画システムの場合の
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任意選択）と、単一またはセットの入力デバイス（キーボード、タッチスクリーン、マウ
ス、ジェスチャ制御装置など）と、単一またはセットの出力デバイス（モニタ、レーザー
ポインタなど）、ポインタまたはポインティングデバイスとして機能するツール（計画シ
ステムの場合の任意選択）と、剪刀、切除デバイス、サクションカッター、バイポーラの
ような追跡される手術デバイス（計画システムの場合の任意選択）と、追跡されるアクセ
スポートデバイスと、誘導される誘導（自動、半自動、または、位置整合フィードバック
を用いて手動で位置付けられるなど）外部イメージングデバイス（アクセスポートデバイ
スを通じてイメージングを送達するように位置整合される、外部イメージングモダリティ
の送達を促進するためのもの）とから構成されるシステムがある。システムは、手術計画
システムとして使用することができる、すなわち、術中誘導および術中イメージングはシ
ステムの一部ではなく、または、外科的処置の間に収集される情報が次の手術ステップを
誘導するか、または、予測患者アウトカムを測定するのに使用される組み合わせ計画およ
び術中誘導システムとして使用することができる。
【０１７７】
　いくつかの実施形態において、本発明のシステムは、外科的シミュレーション構成要素
、たとえば、触覚フィードバックを用いるロボットシステムを含んでもよい。いくつかの
実施形態において、本明細書に開示するシステムおよび方法によってもたらされるシミュ
レーション機構はまた、特定の外科的処置の訓練および計画に使用することができるファ
ントム、ならびに、ファントムのイメージングをも組み込むことができる。手術されよう
としている患者の脳のイメージングおよび生物力学的訓練の両方のための脳ファントムの
製造方法の例は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、それぞれ米国仮特許出
願第６１／９００，１２２号明細書および米国仮特許出願第６１／８４５，２５６号明細
書に対応する米国特許第ＸＸＸ号明細書および米国特許第ＹＹＹ号明細書に開示されてい
る。
【０１７８】
　このファントムの特徴は、脳溝に沿った手術ポートの挿入を実践することができるよう
に、人間の脳を近密にマッピングしたテクスチャ、手術に十分に先立ってＭＲＩのような
方法によって確立することができる特定の患者の脳を近密に模倣するための解剖学的に正
確な脳構造、正しい型でファントム内の正しい位置にある腫瘍の存在の模倣（たとえば、
この腫瘍は、事前に柔軟で自由に流れるか、または、高度に細胞性で高密度であると識別
することができる。この情報は、腫瘍の配置を、術前イメージングモダリティから推測さ
れる情報に近密にマッチングし、外科チームが、特定の患者のコンテクストにおいて特定
の外科的処置およびアプローチを評価することを可能にするための、シミュレートされた
脳の作成に組み込むことができる）、たとえば、頭皮の直下にある静脈構造を模倣するた
めの着色流体を用いた血管の存在の模倣、および、たとえば、鋳込材料のような、成型可
能な剛性材料を使用することによる頭蓋骨および硬膜の存在の模倣を含むことができる。
硬膜は、合成硬膜が手術開放ステップ中に変位するように、薄く、相当の硬度を有するポ
リマーシートを使用することによって模倣することができる。合成頭蓋骨の存在は、外科
チームが、開頭術のシミュレーション中に頭蓋ポートの開放を実践することを可能にする
ことができる。
【０１７９】
　ポート位置に関する軌跡の計算に定量的手法が使用されるすべての方法において、ユー
ザがそこから選択することができる、軌跡経路をランク付けしたセットを計算するために
アルゴリズムが使用され得ることを、当業者は諒解しよう。執刀医のようなユーザは、大
域的な小束の包含を最小限に抑えること、血管の包含を最小限に抑えること、または、総
神経線維歪みを最小限に抑えることのような、種々の基準に基づいて、これらのオプショ
ンを検索することができる。
【０１８０】
　さらに、いくつかの実施形態において、軌跡が選択されると、システムおよび方法は、
同様の腫瘍サイズ、位置、およびＤＴＩ線維マップ路のコンテクストにおいて使用される
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同様の軌跡に関する以前の事例のデータベースを探索することができる。これらのアプロ
ーチと関連付けられる結果が、システムおよび方法によって比較され得、軌跡選択に影響
を与えるように提示され得る。いくつかの実施形態において、実際の術中データ、たとえ
ば、ｉｎ　ｖｉｖｏの歪み測定値が参照され得、または、ＤＴＩマップが術後に参照され
得る。
【０１８１】
　使用時、本開示のシステムおよび方法は、術前または術中イメージングモダリティを使
用してイメージングすることができる重要構造に危害を加えない必要がある外科的処置に
使用することができる。本発明の方法およびシステムの手術計画態様は、経路ベースの処
置、鼻内処置、ポートベースの処置（堅固に直径を固定）、腫瘍切除、脳卒中の組織の切
除および再灌流、ＩＣＨ血管クリッピング、脳溝を介した生検、幹細胞回復、ＤＢＳシス
テム送達、カテーテルベース（可撓性、より小径）のような、ポートベースの脳外科的処
置および鼻内アプローチを含む低侵襲アクセス処置に有用であり得る。本明細書に記載す
るシステムおよび方法は、例としてポートベースの手術、および手術道具を使用している
が、本発明の範囲は、例に記載されている実施形態によって限定されるべきではなく、全
体としての記述と一致する最も広い解釈を与えられるべきである。
【０１８２】
　本明細書に記載するシステムおよび方法は、脊髄外科手術、腫瘍切除、円板修復、腱の
調整、疼痛処理、機能デバイス埋め込み、頸部または洞手術、機能外科手術、心臓または
肺手術、心機能、肺癌除去、血栓または病変組織の除去、身体癌または結腸イメージング
、ポリープ除去、肝臓、前立腺、腎臓または膵臓イメージングのような用途に使用するこ
とができる。本明細書に記載する方法およびシステムは、上述した用途および外科的処置
には限定されず、イメージング、計画および誘導を利用する様々な処置に拡張することが
できることを、当業者は諒解しよう。
【０１８３】
　本明細書に記載するシステムの要素の少なくともいくつかは、ソフトェア、またはソフ
トェアとハードウェアとの組み合わせによって実装されてもよい。ソフトウェアによって
実装されるシステムの要素は、オブジェクト指向プログラミング言語またはスクリプト言
語のような高度なプロシージャ言語で書かれてもよい。したがって、プログラムコードは
、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃　ＳＱＬまたは任意の他の適切なプログラミング言語で書かれてもよ
く、オブジェクト指向プログラミングにおける専門家に既知であるようなモジュールまた
はクラスを含んでもよい。ソフトウェアによって実装されるシステムの要素の少なくとも
いくつかは、必要に応じて、アセンブリ言語、マシン語またはファームウェアで書かれて
もよい。いずれにせよ、プログラムコードは、記憶媒体上、または、プロセッサ、オペレ
ーティングシステムならびに、本明細書に記載する実施形態の少なくとも１つの機能を実
装するのに必要である関連するハードウェアおよびソフトウェアを有する汎用または専用
プログラム可能コンピューティングデバイスによって可読であるコンピュータ可読媒体上
に記憶することができる。プログラムコードは、コンピューティングデバイスデバイスに
よって読み出されると、本明細書に記載する方法の少なくとも１つを実施するために、新
たな、特定の、および所定の様式で動作するようにコンピューティングデバイスを構成す
る。
【０１８４】
　したがって、完全に機能するコンピュータおよびコンピュータシステムのコンテクスト
においていくつかの実施形態を説明したが、様々な実施形態が、様々な形態のプログラム
製品として配布されることが可能であり、実際に配布を実行するのに使用される機械また
はコンピュータ可読媒体の特定のタイプにかかわらず、適用されることが可能であること
を、当業者は諒解しよう。
【０１８５】
　コンピュータ可読記憶媒体は、データ処理システムによって実行されると、システムに
様々な方法を実施させるソフトウェアおよびデータを記憶するのに使用することができる
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。実行可能ソフトウェアおよびデータは、たとえば、ＲＯＭ、揮発性ＲＡＭ、不揮発性メ
モリおよび／またはキャッシュを含む様々な場所に記憶することができる。このソフトウ
ェアおよび／またはデータの部分は、これらの記憶デバイスのいずれか１つに記憶するこ
とができる。一般的に、機械可読媒体は、機械（たとえば、コンピュータ、ネットワーク
デバイス、携帯情報端末、製造ツール、１つまたは複数のプロセッサのセットを有する任
意のデバイスなど）によってアクセス可能な形態で情報を提供する（すなわち、記憶およ
び／または送信する）任意のメカニズムを含む。
【０１８６】
　図６は、１つまたは複数のプロセッサ４３０（たとえば、ＣＰＵ／マイクロプロセッサ
）と、バス４０２と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および／または読み出し専用メ
モリ（ＲＯＭ）を含んでもよいメモリ４３５と、１つまたは複数の内部記憶デバイス４４
０（たとえば、ハードディスクドライブ、コンパクトディスクドライブまたは内部フラッ
シュメモリ）と、電源４４５と、もう１つの通信インターフェース４５０と、臨床医が様
々な入力を提供し、シミュレーションを実施などするためのユーザインターフェースのよ
うな、様々な入力／出力デバイスおよび／またはインターフェース４６０とを含む、コン
ピュータ制御システム４２５の例示的な非限定実施態様を提供する。
【０１８７】
　各構成要素の１つのみが図６に示されているが、任意の数の各構成要素が、含まれるコ
ンピュータ制御システム４２５であってもよい。たとえば、コンピュータは一般的に、い
くつかの異なるデータ記憶媒体を含む。さらに、バス４０２はすべての構成要素の間の単
一の接続として図示されているが、バス４０２は、これらの構成要素の２つ以上を連結す
る１つまたは複数の回路、デバイスまたは通信チャネルを表してもよいことが諒解されよ
う。たとえば、パーソナルコンピュータでは、バス４０２は多くの場合、マザーボードを
含むか、またはマザーボードである。
【０１８８】
　一実施形態において、コンピュータ制御システム４２５は、汎用コンピュータ、または
、空間で動作するように構成されている任意の他のハードウェア均等物であってもよく、
またはそれを含んでもよい。コンピュータ制御システム４２５はまた、より多くの通信チ
ャネルまたはインターフェースの１つを通じてプロセッサ４３０に結合されている１つま
たは複数の物理デバイスとして実装されてもよい。たとえば、コンピュータ制御システム
４２５は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用して実装することができる。代替的
に、コンピュータ制御システム４２５は、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせと
して実装することができ、ソフトウェアは、メモリから、またはネットワーク接続を介し
てプロセッサ内にロードされる。
【０１８９】
　コンピュータ可読記憶媒体の例は、限定ではないが、中でも、揮発性および不揮発性メ
モリデバイス、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フ
ラッシュメモリデバイス、フロッピーおよび他のリムーバブルディスク、磁気ディスク記
憶媒体、光記憶媒体（たとえば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）など）のような、記録可能および記録不能タイプの媒体を含む。命令は、搬送
波、赤外線信号、デジタル信号などのような、電気、光、音響または他の形態の伝播信号
のためのデジタルおよびアナログ通信リンクにおいて具現化することができる。記憶媒体
は、インターネットクラウドであってもよく、または、ディスクのようなコンピュータ可
読記憶媒体であってもよい。
【０１９０】
　コンピュータ可読記憶媒体の例は、限定ではないが、中でも、揮発性および不揮発性メ
モリデバイス、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フ
ラッシュメモリデバイス、フロッピーおよび他のリムーバブルディスク、磁気ディスク記
憶媒体、光記憶媒体（たとえば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）など）のような、記録可能および記録不能タイプの媒体を含む。命令は、搬送
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波、赤外線信号、デジタル信号などのような、電気、光、音響または他の形態の伝播信号
のためのデジタルおよびアナログ通信リンクにおいて具現化することができる。
【０１９１】
　図８は、手術計画システムによって利用可能にされる１つのビューを示す。この例示的
な実施形態において、このビューは、ユーザによって選択される、脳ボリューム８００の
２Ｄスライスと、ポートの特定の態勢または向きにある視覚化ポートツール８１０とを含
み、ポートの先端は、脳内の目標点８２０と接している。目標は、脳内の病変の位置にあ
ってもよい。実施形態は、この向きについてツールに交差すると予期される索８３０のセ
ットを表示している。索は、それらが現在の断面の平面上で、または、断面の一定範囲内
の設定可能な距離の中でツールに交差する場合に可視的に表示される。ポートベースの神
経外科手術の場合、この設定可能な距離の例は、３ｍｍであってもよい。索は、ユーザに
表示され、３つの直交する方向における索の方向性を示すために、赤－緑－青の着色（図
示せず）を含んでもよい。索は、ポートとの交差から設定可能な距離だけ離れて存在して
いる場合、アウトラインとして（すなわち、色または不透明性なしで）表示されてもよい
。ここでも、ポートベースの脳手術の場合、この距離は一般的に３～１０ｍｍであっても
よい。この設定可能な距離は、手術誘導システムによって誘導されるとき、執刀医が、意
図される位置に対して自身の手術道具を位置付ける際に有し得る確度を計上するように調
整されてもよい。その結果として、この視覚化は、ユーザが、ツールの周囲および脳８０
０の現在見えている断面（またはスライス）の周囲の空間内でＤＴＩ索交差情報を知覚す
ることを可能にする。図８を図９と比較すると、図８においてユーザに示される索の数は
、図９における、脳内の同じ目標点についての同じポートの異なるアプローチ角度（また
は態勢）において見える索の数と比較してより少ないことは明白である。このことから、
臨床医は、図９内の目標８２０までのポートツール８１０のアプローチが、図８内の目標
８２０までのツール８１０のアプローチよりも多くの索と交差すると推測することができ
る。
【０１９２】
　一実施形態において、臨床医は、患者特有のイメージングボリュームを使用して、腫瘍
にアクセスするために、そのような患者の解剖学的構造内への最適な入口点、たとえば、
脳内の脳溝を自身が選択することを補助することができる。さらなる実施形態において、
臨床医は、脳内に位置する目標点８２０を中心としてポートツール８１０を回転させ、開
示されているシステムおよび方法の一実施形態を利用して、所定の手術結果基準を使用し
て代替のアプローチをスコア付けすることができる。
【０１９３】
　別の実施形態において、索情報は、患者の解剖学的構造内の目標６２０の位置までの最
適なアプローチを自動的に示唆するために、本明細書に開示するように手術結果基準に照
らして数学的な費用最小化プロセスとともに使用することができる。
【０１９４】
　図９は、図８における交差した索を視覚化するために使用されている態勢とは異なる態
勢についての、手術道具が交差した索の図解を示す。この事例において、ツールの態勢は
、患者ボリュームの２Ｄスライスに対して面外として図示されている。索は、図８に記載
のものと同じ規則を使用して表現されている。
【０１９５】
　図１０は、選択された軌跡１０００および手術道具８１０を使用した予期される開頭範
囲の２Ｄ断面視覚化を示す。開頭範囲は、脳にアクセスするために切断される頭蓋骨のサ
イズである。一般的に、この切断のサイズが小さいほど、脳の減圧は小さくなり、脳への
損傷が低減することになる。軌跡１０００は、それに沿ってツールが挿入される経路を示
す。軌跡は、脳の表面付近の仮想係合点１０４０において始まり、目標８２０において終
端し得る。外向きに延伸する線１０２０は、手術中に手術道具８１０を操作するために、
頭皮の上で利用可能な空間を示す。脳領域１０３０内で延伸する放射面は、所与のサイズ
の開頭のために手術道具によってアクセス可能になる脳の範囲（または３Ｄの場合、ボリ
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ボリュームを視覚化するためにこの空間内で動かすことができる。一実施形態において、
対象の組織領域を切除するためにポートツール８１０によってアクセス可能になる脳の領
域を評価しながら、開頭の最適なサイズを評価するために異なるサイズの開頭が選択され
てもよい。この動作は、人間によって実施されてもよく、または、開頭サイズおよび脳内
でアクセス可能な領域の体積を制約として組み込む費用最小化アルゴリズムを使用して自
動化されてもよい。脳内でアクセス可能な領域の最小体積は、一実施形態において、脳内
で識別される腫瘍の体積であってもよい。
【０１９６】
　患者イメージングボリュームを視覚化し、ＤＴＩ情報を重ね合わせ、３Ｄ脳溝表面マッ
プの３Ｄレンダリング、または他の３Ｄ画像化された患者の解剖学的構造に対して仮想手
術道具を表示するための他の方法が、ここで当業者には想起されることになり、企図され
ている。
【０１９７】
　さらに、本明細書に記載する方法の少なくともいくつかは、記載されている方法の諸態
様を実施するために、１つまたは複数のプロセッサによって実行するためのコンピュータ
使用可能命令を保持するコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品にお
いて配布されることが可能である。媒体は、限定ではないが、１つまたは複数のディスケ
ット、コンパクトディスク、テープ、チップ、ＵＳＢキー、外部ハードドライブ、有線送
信、衛星送信、インターネット送信またはダウンロード、磁気および電子記憶媒体、デジ
タルおよびアナログ信号などのような様々な形態で提供されてもよい。コンピュータ使用
可能命令はまた、コンパイル済みおよび非コンパイル済みコードを含む、様々な形態であ
ってもよい。
【０１９８】
　本明細書に記載する本出願人の教示は例示を目的とした様々な実施形態と関連している
が、本出願人の教示がそのような実施形態に限定されることは意図されていない。逆に、
本明細書に記載され示されている本出願人の教示は、実施形態から逸脱することなく様々
な代替形態、修正形態、および均等物を包含し、その一般的範囲は、添付の特許請求の範
囲において画定される。
【０１９９】
　プロセス自体に必要であるか、または内在する範囲を除いて、本開示に記載する方法ま
たはプロセスのステップまたは段階に対するいかなる特定の順序も意図されておらず、暗
示もされていない。多くの場合、プロセスステップの順序は、記載されている方法の目的
、効果、または重要性を変化させることなく、変更されてもよい。
 



(57) JP 2016-517288 A 2016.6.16

【図１】 【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】



(58) JP 2016-517288 A 2016.6.16

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(59) JP 2016-517288 A 2016.6.16

【図１０】



(60) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40

【国際調査報告】



(61) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40



(62) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40



(63) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40



(64) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  61/924,993
(32)優先日　　　　  平成26年1月8日(2014.1.8)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．フロッピー

(72)発明者  モンロー　エム．　トーマス
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ５Ｂ　２Ｓ１　トロント，　ダルフージー　ストリート　２０５－１
            ３５
(72)発明者  ガル　セラ
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ４Ｗ　２Ｘ５　トロント，　ダンバー　ロード　２９
(72)発明者  キャメロン　パイロン
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ５Ｒ　２Ｅ４　トロント，　ヘイゼルトン　アヴェニュー　１１１
(72)発明者  ジョシュア　リッチモンド
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ３Ｈ　２Ｇ６　トロント，　ヨーク　ダウンズ　ドライブ　１３３
(72)発明者  ムルガサス　ユワラジ
            カナダ国　オンタリオ州　Ｌ６Ｃ　２Ｐ３　マーカム，　シンシア　ジーン　　ストリート　４０
(72)発明者  ウェス　ホッジズ
            カナダ国　オンタリオ州　Ｎ６Ｋ　４Ｖ３　ロンドン，　ガゲル　ストリート　１２８０
(72)発明者  サイモン　アレクサンダー
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ６Ｐ　２Ｒ８　トロント，　ハイ　パーク　アヴェニュー　１５１１
            －９５
(72)発明者  デビッド　ギャロップ
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ６Ｇ　２Ｚ２　トロント，　クリントン　ストリート　２－２０４
(72)発明者  ウィリアム　ラウ
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ５Ｒ　２Ｐ９　トロント，　セント　ジョージ　ストリート　２６７
            ，　アパートメント　３０３
(72)発明者  シェリル　シングヴォルド
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ６Ｓ　４Ｌ５　トロント，　ハンバークレスト　ブールバード　１６
            ７
(72)発明者  ケリー　ダイアー
            カナダ国　オンタリオ州　Ｍ４Ｅ　３Ｇ８　トロント，　ハナフォード　ストリート　５５
Ｆターム(参考) 4C096 AA03  AA08  AA17  AA18  AA20  AB05  AB38  AC01  DC24  DC28 
　　　　 　　        DC33  DC36  DC37  DE07 
　　　　 　　  4C601 BB03  DD11  DD19  LL33 

(54)【発明の名称】低侵襲治療のための計画、誘導およびシミュレーションシステムおよび方法（関連出願の相互参
    　　　　　　　照）本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、２０１３年３月１５日に提出さ
    　　　　　　　れた「ＰＬＡＮＮＩＮＧ，ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮＡＮＤＳＩＭＵＬＡＴＩＯＮＳＹＳＴＥＭＳＡ



(65) JP 2016-517288 A 2016.6.16

10

    　　　　　　　ＮＤＭＥＴＨＯＤＳＦＯＲＭＩＮＩＭＡＬＬＹＩＮＶＡＳＩＶＥＴＨＥＲＡＰＹ」と題する米国
    　　　　　　　仮特許出願第６１／８００，１５５号の優先権を主張する。本出願はまた、参照によりその全体
    　　　　　　　が本明細書に組み込まれる、２０１４年１月８日に提出された「ＰＬＡＮＮＩＮＧ，ＮＡＶＩＧ
    　　　　　　　ＡＴＩＯＮＡＮＤＳＩＭＵＬＡＴＩＯＮＳＹＳＴＥＭＳＡＮＤＭＥＴＨＯＤＳＦＯＲＭＩＮＩＭ
    　　　　　　　ＡＬＬＹＩＮＶＡＳＩＶＥＴＨＥＲＡＰＹ」と題する米国仮特許出願第６１／９２４，９９３号
    　　　　　　　の優先権をも主張する。本出願はまた、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、２０１
    　　　　　　　３年７月１１日に提出された「ＳＵＲＧＩＣＡＬＴＲＡＩＮＩＮＧＡＮＤＩＭＡＧＩＮＧＢＲＡ
    　　　　　　　ＩＮＰＨＡＮＴＯＭ」と題する米国仮特許出願第６１／８４５，２５６号の優先権をも主張する
    　　　　　　　。本出願はまた、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、２０１３年１１月５日に提出
    　　　　　　　された「ＳＵＲＧＩＣＡＬＴＲＡＩＮＩＮＧＡＮＤＩＭＡＧＩＮＧＢＲＡＩＮＰＨＡＮＴＯＭ」
    　　　　　　　と題する米国仮特許出願第６１／９００，１２２号の優先権をも主張する。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

