
JP 6117035 B2 2017.4.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に対して、それぞれが放射線を照射する複数の第１照射部と、
　前記被検体を透過した放射線を検出し、検出した放射線に基づいてそれぞれが画像を生
成する複数の検出部と、
　複数の前記画像のうちのいずれかである所定画像を用いて、前記被検体の体内のオブジ
ェクトが第１領域に含まれているか否かを判定する判定部と、
　前記オブジェクトが前記第１領域に含まれていない場合、前記オブジェクトが前記第１
領域に含まれている場合よりも前記複数の放射線の単位時間当たりの照射量が少なくなる
ように前記複数の第１照射部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記第１領域は、前記被検体に含まれる第２領域を前記所定画像に投影した領域に基づ
いて定められる領域である治療装置。
【請求項２】
　前記判定部は、前記オブジェクトが前記第１領域に含まれている場合、前記複数の画像
を用いて、前記オブジェクトが前記第２領域に含まれているか否かを更に判定し、
　前記オブジェクトが前記第２領域に含まれている場合、前記オブジェクトに対して治療
ビームを照射する第２照射部を更に備える請求項１に記載の治療装置。
【請求項３】
　前記第１領域は、前記第２領域を前記所定画像に投影した領域である請求項１に記載の
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治療装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記所定画像上で前記オブジェクトが前記第１領域に含まれている場合
、前記オブジェクトが第１領域に含まれていると判定し、前記所定画像上で前記オブジェ
クトが前記第１領域に含まれていない場合、前記オブジェクトが第１領域に含まれていな
いと判定する請求項３に記載の治療装置。
【請求項５】
　前記第１領域は、前記第２領域を前記所定画像に投影した領域を拡大した領域である請
求項１に記載の治療装置。
【請求項６】
　前記第１領域は、前記第２領域を前記所定画像に投影した投影領域を拡大した領域のう
ち、当該投影領域に含まれる領域を中抜きした領域である請求項１に記載の治療装置。
【請求項７】
　前記判定部は、前記所定画像上での時刻毎の前記オブジェクトの位置を推定し、推定し
た位置が前記第１領域に含まれる時刻では、前記オブジェクトが第１領域に含まれている
と判定し、推定した位置が前記第１領域に含まれない時刻では、前記オブジェクトが第１
領域に含まれていないと判定する請求項６に記載の治療装置。
【請求項８】
　前記所定画像は、前記複数の検出部のうち、前記複数の放射線の中の所定方向から照射
された放射線を検出した検出部により生成された画像である請求項１に記載の治療装置。
【請求項９】
　前記所定方向は、固定されている請求項８に記載の治療装置。
【請求項１０】
　前記所定方向は、前記複数の放射線のうちの他の放射線の照射方向よりも前記オブジェ
クトの移動軌跡が大きく見える方向である請求項８に記載の治療装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、治療計画時又は過去の治療時に生成された画像から前記所定方向を決定
する請求項１０に記載の治療装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記複数の第１照射部のうちのいずれかから前記被検体への方向が前記
所定方向となるように、少なくとも前記第１照射部の位置、前記検出部の位置、及び寝台
の位置のいずれかひとつを制御する請求項８に記載の治療装置。
【請求項１３】
　前記判定部は、外部センサを用いて、前記オブジェクトが前記第２領域に含まれている
か否かを判定し、
　前記制御部は、前記オブジェクトが前記第２領域に含まれていない場合、前記複数の放
射線を照射しないように前記複数の第１照射部を制御する請求項２に記載の治療装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記オブジェクトが前記第１領域に含まれていない場合、前記オブジェ
クトが前記第１領域に含まれている場合よりも、前記複数の第１照射部のうち前記所定画
像の生成に用いられた放射線を照射する第１照射部以外の第１照射部からの放射線の照射
回数を少なくする制御、又は当該第１照射部に供給される電流を少なくする制御を行う請
求項１に記載の治療装置。
【請求項１５】
　前記オブジェクトは、前記被検体の患部又は当該患部付近に留置されたマーカである請
求項１に記載の治療装置。
【請求項１６】
　被検体に対して、それぞれが放射線を照射する複数の第１照射部と、
　前記被検体を透過した放射線を検出し、検出した放射線に基づいてそれぞれが画像を生
成する複数の検出部と、
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　複数の前記画像のうちのいずれかである所定画像を用いて、前記被検体の体内のオブジ
ェクトが第１領域に含まれているか否かを判定する判定部と、
　前記オブジェクトが前記第１領域に含まれていない場合、前記オブジェクトが前記第１
領域に含まれている場合よりも前記複数の放射線の単位時間当たりの照射量が少なくなる
ように前記複数の第１照射部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記所定画像は、前記複数の検出部のうち、前記複数の放射線の中の所定方向から照射
された放射線を検出した検出部により生成された画像である治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、治療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　呼吸、心拍、及び腸の動きなどによって被検体の患部が移動する場合の放射線治療法と
して、ゲーティング照射法が知られている。ゲーティング照射法では、所定の時間間隔で
被検体の体内を２方向からＸ線で透視することで、患部や当該患部付近に留置したマーカ
の３次元位置を測定、追跡し、当該患部やマーカが所定の領域に含まれる場合に治療ビー
ムを患部に照射する。
【０００３】
　ここで、透視用のＸ線による被検体の被曝を軽減する方法として、体内での患部の移動
速度が低速であることが既知である場合に透視のフレームレートを下げる方式や、過去に
測定した患部の位置から現在の患部の位置を推定し、推定した患部の位置と実際の患部の
位置との誤差が小さければ、次回の透視用のＸ線の照射を省略する方式などが知られてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３０５３３８９号公報
【特許文献２】特許第４５０５６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したような従来技術では、体内での患部の移動速度が低速でなけれ
ば、透視用の放射線による被曝量を低減できず、また、現在の患部の位置を推定するため
には、複数方向からの透視用の放射線の照射が必要であるため、依然として被曝量が多い
。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、透視用の放射線による被曝量をより低減することが
できる治療装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の治療装置は、複数の第１照射部と、複数の検出部と、判定部と、制御部と、
を備える。複数の第１照射部は、被検体に対して、それぞれが放射線を照射する。複数の
検出部は、前記被検体を透過した放射線を検出し、検出した放射線に基づいてそれぞれが
画像を生成する。判定部は、複数の前記画像のうちのいずれかである所定画像を用いて、
前記被検体の体内のオブジェクトが第１領域に含まれているか否かを判定する。制御部は
、前記オブジェクトが前記第１領域に含まれていない場合、前記オブジェクトが前記第１
領域に含まれている場合よりも前記複数の放射線の単位時間当たりの照射量が少なくなる
ように前記複数の第１照射部を制御する。前記第１領域は、前記被検体に含まれる第２領
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域を前記所定画像に投影した領域に基づいて定められる領域である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態の治療装置の例を示す摸式図。
【図２】本実施形態の治療装置の例を示す構成図。
【図３】本実施形態の被検体の体内状況の例の説明図。
【図４】本実施形態の検出器が生成する画像の例を示す図。
【図５】本実施形態の検出器が生成する画像の例を示す図。
【図６】本実施形態の治療装置の処理例を示すフローチャート図。
【図７】本実施形態の制御を行った場合の照射タイミングの例を示す図。
【図８】本実施形態の制御を行わなかった場合の照射タイミングの例を示す図。
【図９】変形例１の検出器が生成する画像の例を示す図。
【図１０】変形例１の検出器が生成する画像の例を示す図。
【図１１】変形例２の検出器が生成する画像の例を示す図。
【図１２】変形例２の検出器が生成する画像の例を示す図。
【図１３】本実施形態及び各変形例の治療装置のハードウェア構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照しながら、実施形態を詳細に説明する。
【００１０】
　図１は、本実施形態の治療装置１００の一例を示す摸式図であり、図２は、本実施形態
の治療装置１００の一例を示す構成図である。図１及び図２に示すように、治療装置１０
０は、第１照射部１０１、１０２と、第２照射部１０３と、寝台１０４と、検出器１１０
、１２０と、制御装置２００とを、備える。
【００１１】
　本実施形態の治療装置１００は、寝台１０４に寝ている被検体１３０をゲーティング照
射法で放射線治療することを想定しているが、治療装置１００による治療方式はこれに限
定されるものではない。また放射線治療には、Ｘ線、γ線、電子線、陽子線、中性子線、
及び、重粒子線による治療などが含まれるものとする。
【００１２】
　第１照射部１０１、１０２（複数の第１照射部の一例）は、被検体１３０に対して、そ
れぞれが放射線を照射する。図１に示す例では、第１照射部１０１が被検体１３０に対し
て放射線１１１を照射し、第１照射部１０２が被検体１３０に対して放射線１２２を照射
している。放射線１１１、１２２は、被検体１３０の体内の透視用に用いられるものであ
り、例えば、Ｘ線とすることができるが、これに限定されるものではない。なお本実施形
態では、第１照射部の台数を２台としているが、これに限定されず、２台以上であれば何
台であってもよい。
【００１３】
　図３は、本実施形態の被検体１３０の体内状況の一例の説明図である。図３に示す例で
は、被検体１３０の呼吸、心拍、及び腸の動きなどが原因で、被検体１３０の体内のオブ
ジェクト３０１が３次元的に軌跡３０２を描いて移動している。オブジェクト３０１は、
被検体１３０の患部であってもよいし、患部付近に留置されたマーカであってもよい。マ
ーカは、放射線１１１、１２２を透過させづらい材質（例えば、金）でできていればよい
。また図３に示す例では、放射線１１１、１２２が被検体１３０の体内を透過している。
なお、放射線１１１、１２２の照射方向は、互いに異なる方向であればよく、図３に示す
ように直交している必要はない。また図３に示す例では、オブジェクト３０１が治療ビー
ム照射領域３０３（第２領域の一例）に含まれる間、第２照射部１０３が治療ビーム１３
３を被検体１３０の患部に照射し、当該患部を治療する。治療ビーム照射領域３０３は、
医師等により治療前の計画時に決定される３次元領域である。
【００１４】



(5) JP 6117035 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

　検出器１１０、１２０（複数の検出部の一例）は、被検体を透過した放射線を検出し、
検出した放射線に基づいてそれぞれが画像を生成する。図１に示す例では、検出器１１０
が、第１照射部１０１により照射された放射線１１１を検出し、検出した放射線１１１で
被検体１３０の体内のオブジェクトを透視した画像を生成し、検出器１２０が、第１照射
部１０２により照射された放射線１２２を検出し、検出した放射線１２２で被検体１３０
の体内のオブジェクトを透視した画像を生成する。なお本実施形態では、検出器の台数を
２台としているが、これに限定されず、第１照射部の台数と同一台数であれば何台であっ
てもよい。
【００１５】
　図４は、本実施形態の検出器１１０が生成する画像５１０の一例を示す図である。画像
５１０には、オブジェクト３０１（図３参照）が放射線１１１の照射方向に沿って検出器
１１０の検出面に投影されたオブジェクト像５１１が写っている。なお、投影軌跡５１２
は、軌跡３０２（図３参照）が画像５１０に投影されたものであり、投影領域５１３は、
治療ビーム照射領域３０３（図３参照）が画像５１０に投影されたものである。図４に示
す例では、参考のため、投影軌跡５１２及び投影領域５１３も画像５１０上に表示してい
るが、実際には、画像５１０上に表示してもよいし、表示しなくてもよい。
【００１６】
　図５は、本実施形態の検出器１２０が生成する画像５２０の一例を示す図である。画像
５２０には、オブジェクト３０１（図３参照）が放射線１２２の照射方向に沿って検出器
１２０の検出面に投影されたオブジェクト像５２１が写っている。なお、投影軌跡５２２
は、軌跡３０２（図３参照）が画像５２０に投影されたものであり、投影領域５２３は、
治療ビーム照射領域３０３（図３参照）が画像５２０に投影されたものである。図５に示
す例では、参考のため、投影軌跡５２２及び投影領域５２３も画像５２０上に表示してい
るが、実際には、画像５２０上に表示してもよいし、表示しなくてもよい。
【００１７】
　制御装置２００は、治療装置１００の各部を制御するものであり、判定部２１０と、制
御部２２０とを、含む。
【００１８】
　判定部２１０は、複数の画像のうちのいずれかである所定画像を用いて、被検体の体内
のオブジェクトが第１領域に含まれているか否かを判定する。ここで、所定画像は、検出
器１１０、１２０のうち、複数の放射線の中の所定方向から照射された放射線を検出した
検出器により生成された画像である。なお本実施形態では、所定方向は、固定されている
ことを想定しているが、変動してもよい。例えば、第１時刻では、放射線１１１の照射方
向を所定方向とし、第２時刻では、放射線１２２の照射方向を所定方向としてもよい。
【００１９】
　また本実施形態では、第１領域が、第２領域を所定画像に投影した領域である場合を想
定しているが、これに限定されるものではない。
【００２０】
　例えば、第２領域が治療ビーム照射領域３０３（図３参照）であり、画像５１０、５２
０（図４、図５参照）のうち画像５１０が所定画像（つまり、放射線１１１の照射方向が
所定方向）であるとする。この場合、第１領域は投影領域５１３が該当するので、判定部
２１０は、画像５１０上で、オブジェクト像５１１が投影領域５１３に含まれていれば、
オブジェクト３０１（図３参照）が第１領域に含まれていると判定し、画像５１０上で、
オブジェクト像５１１が投影領域５１３に含まれていなければ、オブジェクト３０１（図
３参照）が第１領域に含まれていないと判定する。
【００２１】
　また例えば、第２領域が治療ビーム照射領域３０３（図３参照）であり、画像５１０、
５２０（図４、図５参照）のうち画像５２０が所定画像（つまり、放射線１２２の照射方
向が所定方向）であるとする。この場合、第１領域は投影領域５２３が該当するので、判
定部２１０は、画像５２０上で、オブジェクト像５２１が投影領域５２３に含まれていれ
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ば、オブジェクト３０１（図３参照）が第１領域に含まれていると判定し、画像５２０上
で、オブジェクト像５２１が投影領域５２３に含まれていなければ、オブジェクト３０１
（図３参照）が第１領域に含まれていないと判定する。
【００２２】
　また判定部２１０は、オブジェクトが第１領域に含まれている場合、複数の画像を用い
て、オブジェクトが第２領域に含まれているか否かを更に判定する。例えば、第２領域が
治療ビーム照射領域３０３（図３参照）であり、オブジェクト３０１（図３参照）が第１
領域に含まれているとする。この場合、判定部２１０は、画像５１０、５２０（図４、図
５参照）を用いて、オブジェクト３０１の３次元位置を求め、求めた３次元位置が治療ビ
ーム照射領域３０３に含まれているか否かを判定する。
【００２３】
　制御部２２０は、判定部２１０によりオブジェクトが第１領域に含まれていないと判定
された場合、オブジェクトが第１領域に含まれている場合よりも複数の放射線の単位時間
当たりの照射量が少なくなるように第１照射部１０１、１０２を制御する。
【００２４】
　例えば、制御部２２０は、オブジェクトが第１領域に含まれていない場合、オブジェク
トが第１領域に含まれている場合よりも、第１照射部１０１、１０２のうち所定画像の生
成に用いられた放射線を照射する第１照射部以外の第１照射部からの放射線の照射回数を
少なくするように制御したり、第１照射部１０１、１０２のうち所定画像の生成に用いら
れた放射線を照射する第１照射部以外の第１照射部に供給される電流が小さくなるように
制御したりする。
【００２５】
　また制御部２２０は、判定部２１０によりオブジェクトが第２領域に含まれていると判
定された場合、第２照射部１０３からオブジェクトに対して治療ビームを照射させるよう
に第２照射部１０３を制御する。
【００２６】
　第２照射部１０３は、オブジェクトが第２領域に含まれている場合、被検体１３０の体
内のオブジェクトに対して治療ビーム１３３（図１参照）を照射する。本実施形態では、
治療ビーム１３３が、重粒子線である例について述べる。治療ビーム１３３は、重粒子線
に限定されず、Ｘ線、γ線、電子線、陽子線、及び中性子線などであってもよい。
【００２７】
　なお第２照射部１０３は、固定式であっても可動式であってもよい。第２照射部１０３
が固定式であっても、寝台１０４が可動式であれば、第２照射部１０３は、被検体１３０
の体内のオブジェクトに治療ビーム１３３を照射できる。
【００２８】
　図６は、本実施形態の治療装置１００の処理の一例を示すフローチャート図である。
【００２９】
　まず、制御部２２０は、第１照射部１０１、１０２のうち放射線の照射方向が所定方向
となる第１照射部の照射タイミングになると、当該第１照射部に放射線の照射を指示し、
当該第１照射部は、被検体に対して所定方向から放射線を照射する（ステップＳ１０１）
。
【００３０】
　なお、放射線の照射方向が所定方向となる第１照射部は、第１照射部１０１、１０２の
いずれであってもよい。また本実施形態では、前述したとおり、放射線の照射方向が所定
方向となる第１照射部は、時刻によらず同一であることを想定しているが、時刻によって
異なってもよい。
【００３１】
　続いて、放射線の照射方向が所定方向となる第１照射部が第１照射部１０１である場合
、検出器１１０が、第１照射部１０１により照射された放射線１１１を検出し、検出した
放射線１１１で被検体１３０の体内のオブジェクトを透視した画像を生成する。一方、放
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射線の照射方向が所定方向となる第１照射部が第１照射部１０２である場合、検出器１２
０が、第１照射部１０２により照射された放射線１２２を検出し、検出した放射線１２２
で被検体１３０の体内のオブジェクトを透視した画像を生成する（ステップＳ１０３）。
【００３２】
　なお、ステップＳ１０３で生成される画像は、所定画像である。
【００３３】
　続いて、判定部２１０は、所定画像を用いて、オブジェクトが第１領域に含まれている
か否かを判定する（ステップＳ１０５）。オブジェクトが第１領域に含まれていない場合
（ステップＳ１０５でＮｏ）、ステップＳ１０１へ戻る。
【００３４】
　オブジェクトが第１領域に含まれている場合（ステップＳ１０５でＹｅｓ）、制御部２
２０は、第１照射部１０１、１０２のうち放射線の照射方向が所定方向ではない他の方向
となる第１照射部の照射タイミングになると、当該第１照射部に放射線の照射を指示し、
当該第１照射部は、被検体に対して他の方向から放射線を照射する（ステップＳ１０７）
。
【００３５】
　続いて、放射線の照射方向が他の方向となる第１照射部が第１照射部１０２である場合
、検出器１２０が、第１照射部１０２により照射された放射線１２２を検出し、検出した
放射線１２２で被検体１３０の体内のオブジェクトを透視した画像を生成する。一方、放
射線の照射方向が他の方向となる第１照射部が第１照射部１０１である場合、検出器１１
０が、第１照射部１０１により照射された放射線１１１を検出し、検出した放射線１１１
で被検体１３０の体内のオブジェクトを透視した画像を生成する（ステップＳ１０９）。
【００３６】
　続いて、判定部２１０は、ステップＳ１０３で生成された画像（所定画像）及びステッ
プＳ１０９で生成された画像を用いて、オブジェクトが第２領域に含まれているか否かを
判定する（ステップＳ１１１）。オブジェクトが第２領域に含まれていない場合（ステッ
プＳ１１１でＮｏ）、ステップＳ１０１へ戻る。
【００３７】
　オブジェクトが第２領域に含まれている場合（ステップＳ１１１でＹｅｓ）、制御部２
２０は、第２照射部１０３からオブジェクトに対する一定量の治療ビーム１３３の照射を
第２照射部１０３に指示し、第２照射部１０３は、オブジェクトに対して一定量の治療ビ
ーム１３３を照射する（ステップＳ１１３）。
【００３８】
　続いて、制御部２２０は、オブジェクトに対して照射した治療ビーム１３３の量が所定
量に到達したか否かを判定する（ステップＳ１１５）。所定量は、治療前の計画時に医師
等が決定する。所定量の治療ビーム１３３を照射していない場合（ステップＳ１１５でＮ
ｏ）、ステップＳ１０１へ戻り、所定量の治療ビーム１３３を照射している場合（ステッ
プＳ１１５でＹｅｓ）、処理は終了となる。
【００３９】
　図７は、本実施形態の制御を行った場合の放射線及び治療ビームの照射タイミングの一
例を示す図であり、図８は、本実施形態の制御を行わなかった場合の放射線及び治療ビー
ムの照射タイミングの一例を示す図である。なお、図７及び図８に示す例では、放射線の
照射方向が所定方向となる第１照射部が第１照射部１０１であり、放射線の照射方向が所
定方向ではない他の方向となる第１照射部が第１照射部１０２であるものとする。
【００４０】
　また、図７及び図８に示す例では、グラフの横軸が時刻を表し、グラフの縦軸がオブジ
ェクト３０１（図３参照）と治療ビーム照射領域３０３（図３参照）との距離を表してい
る。ここでは、オブジェクト３０１と治療ビーム照射領域３０３との距離は３次元空間上
での距離であり、当該距離が０の場合、オブジェクト３０１が治療ビーム照射領域３０３
に含まれるものとする。
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【００４１】
　つまり、オブジェクト３０１と治療ビーム照射領域３０３との距離が０の期間６０１が
、治療ビーム１３３を照射可能なゲーティングがＯＮとなる期間であり、オブジェクト３
０１と治療ビーム照射領域３０３との距離が０よりも大きい期間６０２、６０３は、治療
ビーム１３３を照射不可能なゲーティングがＯＦＦとなる期間である。
【００４２】
　図７に示す本実施形態の制御６０４、図８に示す従来の制御６０５において、１が当該
時刻での照射を表し、０が当該時刻での非照射を表す。なお、図７及び図８に示す例では
、放射線１１１の散乱線で画像５１０（図４参照）がノイジーになったり、放射線１２２
の散乱線で画像５２０（図５参照）がノイジーになったりするのを防ぐために、第１照射
部１０１、１０２からの放射線１１１、１２２の照射タイミングをずらしている。
【００４３】
　本実施形態の制御６０４を行った図７に示す例の場合、期間６０２、６０３では、オブ
ジェクト３０１が第１領域である投影領域５１３（図４参照）に含まれないため、従来の
制御６０５を行った図８に示す例に比べ、第１照射部１０２からの放射線の照射回数が少
なくなっている。
【００４４】
　また本実施形態の制御６０４を行った図７に示す例と従来の制御６０５を行った図８に
示す例とでは、第２照射部１０３から治療ビーム１３３が照射されるタイミングは同じで
ある。
【００４５】
　以上のように本実施形態によれば、治療ビームの照射を変化させずに、放射線の照射回
数を減らせることができるため、透視用の放射線による被検体１３０の被曝量をより低減
することができる。
【００４６】
　また本実施形態では、所定方向を固定しており、放射線の照射方向が所定方向となる第
１照射部は、時刻によらず同一となるため、オブジェクトの追跡時の探索範囲を狭くでき
、追跡のための計算リソースを低減することができる。
【００４７】
　例えば、所定方向が放射線１１１の照射方向に固定されている場合、放射線１１１に基
づいて生成された画像５１０同士の時間間隔は、所定方向が放射線１１１の照射方向と放
射線１２２の照射方向との間で交互に入れ替わる場合に比べ、１／２倍となる。時間間隔
が１／２倍なら、その間のオブジェクト像５１１の移動距離は少なくなるため、オブジェ
クト像５１１の追跡のための探索範囲を狭くすることができ、追跡のための計算リソース
を低減することができる。
【００４８】
（変形例１）
　変形例１では、第１領域が、第２領域を所定画像に投影した領域を拡大した領域である
場合について説明する。
【００４９】
　図９は、変形例１の検出器１１０が生成する画像５１０の一例を示す図である。画像５
１０には、オブジェクト３０１（図３参照）が放射線１１１の照射方向に沿って検出器１
１０の検出面に投影されたオブジェクト像５１１が写っている。なお、投影軌跡５１２は
、軌跡３０２（図３参照）が画像５１０に投影されたものであり、投影領域５１３は、治
療ビーム照射領域３０３（図３参照）が画像５１０に投影されたものであり、拡大領域７
１３は、投影領域５１３を拡大（膨張）した領域である。
【００５０】
　図１０は、変形例１の検出器１２０が生成する画像５２０の一例を示す図である。画像
５２０には、オブジェクト３０１（図３参照）が放射線１２２の照射方向に沿って検出器
１２０の検出面に投影されたオブジェクト像５２１が写っている。なお、投影軌跡５２２
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は、軌跡３０２（図３参照）が画像５２０に投影されたものであり、投影領域５２３は、
治療ビーム照射領域３０３（図３参照）が画像５２０に投影されたものであり、拡大領域
７２３は、投影領域５２３を拡大（膨張）した領域である。
【００５１】
　この場合、画像５１０が所定画像（つまり、放射線１１１の照射方向が所定方向）であ
れば、第１領域は拡大領域７１３が該当し、画像５２０が所定画像（つまり、放射線１２
２の照射方向が所定方向）であれば、第１領域は拡大領域７２３が該当する。
【００５２】
　このようにすれば、オブジェクト３０１が治療ビーム照射領域３０３に入る少し前の時
刻から、所定方向だけでなく、他の方向からの画像も生成されるようになるため、ゲーテ
ィングをＯＮにするかどうかを、複数の方向からの画像を利用して判定できるようになる
。変形例１は、ゲーティングＯＦＦからＯＮへの切り替えを判定したい場合に有用である
。
【００５３】
（変形例２）
　変形例２では、第１領域が、第２領域を所定画像に投影した投影領域を拡大した領域の
うち、当該投影領域に含まれる領域を中抜きした領域である場合について説明する。
【００５４】
　図１１は、変形例２の検出器１１０が生成する画像５１０の一例を示す図である。画像
５１０には、オブジェクト３０１（図３参照）が放射線１１１の照射方向に沿って検出器
１１０の検出面に投影されたオブジェクト像５１１が写っている。なお、投影軌跡５１２
は、軌跡３０２（図３参照）が画像５１０に投影されたものであり、投影領域５１３は、
治療ビーム照射領域３０３（図３参照）が画像５１０に投影されたものであり、拡大領域
７１３は、投影領域５１３を拡大（膨張）した領域であり、中抜き領域８０１は、投影領
域５１３に含まれる領域である。
【００５５】
　図１２は、変形例２の検出器１２０が生成する画像５２０の一例を示す図である。画像
５２０には、オブジェクト３０１（図３参照）が放射線１２２の照射方向に沿って検出器
１２０の検出面に投影されたオブジェクト像５２１が写っている。なお、投影軌跡５２２
は、軌跡３０２（図３参照）が画像５２０に投影されたものであり、投影領域５２３は、
治療ビーム照射領域３０３（図３参照）が画像５２０に投影されたものであり、拡大領域
７２３は、投影領域５２３を拡大（膨張）した領域であり、中抜き領域８０２は、投影領
域５２３に含まれる領域である。
【００５６】
　この場合、画像５１０が所定画像（つまり、放射線１１１の照射方向が所定方向）であ
れば、第１領域は拡大領域７１３から中抜き領域８０１を除外した領域が該当し、画像５
２０が所定画像（つまり、放射線１２２の照射方向が所定方向）であれば、第１領域は拡
大領域７２３から中抜き領域８０２を除外した領域が該当する。
【００５７】
　このようにすれば、オブジェクト３０１が治療ビーム照射領域３０３に入る少し前の時
刻、及びオブジェクト３０１が治療ビーム照射領域３０３から出る少し前の時刻から、所
定方向だけでなく、他の方向からの画像も生成されるようになるため、ゲーティングをＯ
Ｎにするかどうか及びゲーティングをＯＦＦにするかどうかを、複数の方向からの画像を
利用して判定できるようになる。変形例２は、ゲーティングＯＦＦからＯＮへの切り替え
及びゲーティングＯＮからＯＦＦへの切り替えを判定したい場合に有用であり、透視用の
放射線による被検体１３０の被曝量を更に低減することができる。
【００５８】
（変形例３）
　変形例３では、変形例２において、所定画像上での時刻毎のオブジェクトの位置を推定
することで、オブジェクトが第１領域に含まれているか否かを判定する例について説明す
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る。
【００５９】
　この場合、判定部２１０は、所定画像上での時刻毎のオブジェクトの位置を推定し、推
定した位置が第１領域に含まれる時刻では、オブジェクトが第１領域に含まれていると判
定し、推定した位置が第１領域に含まれない時刻では、オブジェクトが第１領域に含まれ
ていないと判定する。
【００６０】
　なお、時刻毎のオブジェクトの位置の推定方法は任意の方法で良い。例えば、過去と現
在の呼吸の周期や軌跡が同じと仮定すれば、現在の呼吸位相から、オブジェクトの位置が
第１領域に含まれている時刻及びオブジェクトの位置が第１領域に含まれていない時刻を
推定できる。
【００６１】
　なお変形例２でも変形例３でも、制御部２２０は、オブジェクトが第１領域に含まれて
いない場合、オブジェクトが第１領域に含まれている場合よりも、第１照射部１０１、１
０２のうち所定画像の生成に用いられた放射線を照射する第１照射部以外の第１照射部か
らの放射線の照射回数を少なくするように制御したり、第１照射部１０１、１０２のうち
所定画像の生成に用いられた放射線を照射する第１照射部以外の第１照射部に供給される
電流が小さくなるように制御したりして、オブジェクトが第１領域に含まれている場合よ
りも複数の放射線の単位時間当たりの照射量が少なくなるように第１照射部１０１、１０
２を制御する。
【００６２】
　この制御であれば、所定画像のフレームレートが低くなったり、所定画像の画質が劣化
したりしても、ゲーティングをＯＦＦからＯＮに切り替える時刻及びゲーティングをＯＮ
からＯＦＦに切り替える時刻周辺でのオブジェクト３０１の位置の把握には悪影響を与え
ない。
【００６３】
　変形例３は、ゲーティングＯＦＦからＯＮへの切り替え及びゲーティングＯＮからＯＦ
Ｆへの切り替えを判定したい場合に有用であり、透視用の放射線による被検体１３０の被
曝量を更に低減することができる。
【００６４】
（変形例４）
　変形例４では、所定方向が、複数の放射線のうちの他の放射線の照射方向よりもオブジ
ェクトの移動軌跡が大きく見える方向である例について説明する。ここで、移動軌跡が大
きく見える方向とは、写ったオブジェクト像の動きぼけの広がりが大きい画像を撮影した
方向である。
【００６５】
　例えば、図４に示す画像５１０と図５に示す画像５２０とを比べた場合、画像５１０の
投影軌跡５１２の方が画像５２０の投影軌跡５２２よりも大きいため、オブジェクト３０
１の軌跡は、画像５１０の方が大きく見え、所定方向は、放射線１１１の照射方向となる
。
【００６６】
　なお、所定方向を、複数の放射線のうちの他の放射線の照射方向よりもオブジェクトの
移動軌跡が大きく見える方向に決定する制御は、例えば、制御部２２０が治療計画時又は
過去の治療時に生成された画像を用いて行うことができる。ここで、画像は動画であって
も静止画であってもよい。動画としては、例えば、４ＤＣＴや２つ以上の方向から撮影し
たＸ線動画などが該当する。なお、過去の治療時とは、以前の日の治療の時間や、同じ日
の治療における過去の時間を含む。
【００６７】
　これにより、オブジェクト３０１の３次元的な動きのうち、主要な２次元の動きをモニ
タリングしたり、追跡したりできる。また、オブジェクト像５１１が投影領域５１３に含
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まれる時間の方が、オブジェクト像５２２が投影領域５２３に含まれる時間よりも短い。
従って、複数の放射線のうちの他の放射線の照射方向よりもオブジェクトの移動軌跡が大
きく見える方向を所定方向に採用した方が、他の方向を所定方向に採用するよりも、透視
用の放射線による被検体１３０の被曝量を低減することができる。
【００６８】
（変形例５）
　変形例５では、制御部２２０が、第１照射部１０１、１０２のうちのいずれかから被検
体への方向が所定方向となるように、第１照射部１０１、１０２の位置、検出部１１０、
１２０の位置、及び被検体を寝かせる寝台１０４の位置の少なくともいずれかひとつを制
御する例について説明する。
【００６９】
　より詳細には、制御部２２０が、第１照射部１０１、１０２のうちのいずれかから被検
体への方向が、複数の放射線のうちの他の放射線の照射方向よりもオブジェクトの移動軌
跡が大きく見える方向となるように、第１照射部１０１、１０２の位置、検出部１１０、
１２０の位置、及び被検体を寝かせる寝台１０４の位置の少なくともいずれかひとつを制
御する。
【００７０】
　変形例４で説明したように、複数の放射線のうちの他の放射線の照射方向よりもオブジ
ェクトの移動軌跡が大きく見える方向は、例えば、制御部２２０が治療計画時又は過去の
治療時に生成された画像を用いて決定できる。このため、制御部２２０は、第１照射部１
０１、１０２のうちのいずれかから被検体への方向が決定した方向となるように、第１照
射部１０１、１０２の位置、検出部１１０、１２０の位置、及び被検体を寝かせる寝台１
０４の位置の少なくともいずれかひとつを制御すればよい。
【００７１】
　これにより、オブジェクト３０１の３次元的な動きのうち、主要な２次元の動きをモニ
タリングしたり、追跡したりできる。また、オブジェクト像５１１が投影領域５１３に含
まれる時間の方が、オブジェクト像５２２が投影領域５２３に含まれる時間よりも短い。
従って、複数の放射線のうちの他の放射線の照射方向よりもオブジェクトの移動軌跡が大
きく見える方向を所定方向に採用した方が、他の方向を所定方向に採用するよりも、透視
用の放射線による被検体１３０の被曝量を低減することができる。
【００７２】
（変形例６）
　変形例６では、判定部２１０が、外部センサを用いて、オブジェクトが第２領域に含ま
れているか否かを更に判定し、制御部２２０が、オブジェクトが第２領域に含まれていな
い場合、複数の放射線を照射しないように第１照射部１０１、１０２を制御する例につい
て説明する。外部センサによる検出結果を用いることで、体動、呼吸、心拍によるオブジ
ェクトの動きを精度よく推定することが可能となる。外部センサとしては、距離センサ、
脈拍センサ、圧力センサ、赤外線マーカ、赤外線カメラ、呼吸センサ、超音波センサ等を
利用することができる。
【００７３】
　例えば、患部が肺の付近にある場合、患部の移動の主な原因は呼吸である。呼吸は、腹
部に設置した赤外線マーカと赤外線カメラや呼吸センサでモニタリングできる。患部の位
置によらず、超音波画像でモニタリングすることができる場合も多い。同様に、体動、脈
拍を前述のセンサによってモニタリングすることができる。
【００７４】
　このため、判定部２１０は、オブジェクトの位置を推定するモデル式を生成しておき、
当該モデル式とこれらの外部センサの情報とを用いて、オブジェクトの位置を推定する。
そして、推定したオブジェクトの位置が第２領域に含まれる可能性が低い場合は、制御部
２２０が、第１照射部１０１、１０２から放射線を照射しないように制御する。
【００７５】
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　これにより、透視用の放射線による被検体１３０の被曝量を更に低減することができる
。
【００７６】
（ハードウェア構成）
　図１３は、本実施形態及び各変形例の治療装置１００（制御装置２００）のハードウェ
ア構成の一例を示すブロック図である。図１３に示すように、本実施形態及び各変形例の
治療装置１００は、専用のチップ、ＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）、又
はＣＰＵなどの制御装置９０２と、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）やＲＡＭ（Random　Ac
cess　Memory）などの記憶装置９０４と、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）やＳＳＤ（Solid
　State　Drive）などの外部記憶装置９０６と、ディスプレイなどの表示装置９０８と、
マウスやキーボードなどの入力装置９１０と、通信Ｉ／Ｆ９１２とを、備えており、通常
のコンピュータを利用したハードウェア構成で実現できる。
【００７７】
　本実施形態及び各変形例の治療装置１００で実行されるプログラムは、ＲＯＭ等に予め
組み込んで提供される。また、本実施形態及び各変形例の治療装置１００で実行されるプ
ログラムを、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－Ｒ、メモリカード、ＤＶＤ、フレキシブルディスク（ＦＤ）等のコンピュータで読み
取り可能な記憶媒体に記憶されて提供するようにしてもよい。また、本実施形態及び各変
形例の治療装置１００で実行されるプログラムを、インターネット等のネットワークに接
続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提
供するようにしてもよい。
【００７８】
　本実施形態及び各変形例の治療装置１００で実行されるプログラムは、上述した各部を
コンピュータ上で実現させるためのモジュール構成となっている。実際のハードウェアと
しては、例えば、制御装置９０２が外部記憶装置９０６からプログラムを記憶装置９０４
上に読み出して実行することにより、上記各部がコンピュータ上で実現されるようになっ
ている。
【００７９】
　以上説明したとおり、本実施形態及び各変形例によれば、透視用の放射線による被曝量
をより低減することができる。
【００８０】
　なお本発明は、上記各実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また上記各実施形
態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成するこ
とができる。例えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除して
もよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【００８１】
　例えば、上記実施形態のフローチャートにおける各ステップを、その性質に反しない限
り、実行順序を変更し、複数同時に実施し、あるいは実施毎に異なった順序で実施しても
よい。
【符号の説明】
【００８２】
　１００　治療装置
　１０１、１０２　第１照射部
　１０３　第２照射部
　１０４　寝台
　１１０、１２０　検出器
　２００　制御装置
　２１０　判定部
　２２０　制御部
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