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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】特定領域を照射することによる眼疾患を治療す
るシステム、方法、及び装置を提供する。
【解決手段】眼構造は、眼のイメージングに基づきグロ
ーバル座標系に配置される。グローバル座標系内の眼構
造２１０は、座標系内の眼構造に基づいて方向付けられ
る自動位置決めシステムの方向を導く。眼構造の位置は
、追跡され、及びラジオサージェリシステム１０の状態
に関連する。ビームエネルギー、方向、治療期間につい
て用いられる。治療計画は、治療される特定疾患及び避
けられる構造の少なくとも一方を決定する。構造は、眼
であり、そして、眼は、システム１０によって追跡され
る。幾つかの態様において、眼は所定場所に保持され、
態様によっては、眼は患者が固定する。基準は、位置決
めを目的として眼上に配置され、眼からの反射が位置決
めのために用いられる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の眼の解剖学的データから生成される眼モデルと、
　放射線ビームを照射するエミッタと、
　前記エミッタと連結され、前記眼モデルに基づいて、前記放射線ビームが前記眼の外面
又は前記眼の内部の標的に伝達されるように、前記眼の外面又は前記眼の内部の場所に対
して前記エミッタを配置する位置決めガイドと、
を含んで構成される患者に放射線を伝達する治療システム。
【請求項２】
　前記場所は、前記標的を含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記エミッタは、略１０ｋｅＶ～略５００ｋｅＶの間の光子エネルギーを有する放射線
ビームを照射するように構成される請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記放射線ビームは、Ｘ線ビームを含んで構成される請求項３記載のシステム。
【請求項５】
　前記エミッタは、略２５ｋｅＶ～略１５０ｋｅＶの間の放射線ビームを照射するように
構成される請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記放射線ビームは、Ｘ線ビームを含んで構成される請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　前記眼モデルに基づいて、ビーム標的、ビーム強度、ビームエネルギー、ビーム軌道、
治療領域サイズ、治療領域形状、前記エミッタから前記標的までの距離、照射時間、及び
線量、の少なくとも２つを決定する計画モジュールをさらに含んで構成される請求項１記
載のシステム。
【請求項８】
　前記位置決めガイドは、前記計画モジュールからの情報に基づいて、前記エミッタが第
１位置において第１放射線ビームを前記眼の第１部分を通り前記眼の範囲内の治療領域に
向けるように、前記エミッタを配置する請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記位置決めガイドは、前記計画モジュールからの情報に基づいて、前記エミッタが第
２位置において第２放射線ビームを前記眼の第２部分を通り前記眼の範囲内の治療領域に
作用させるように、前記エミッタを配置する請求項７記載のシステム。
【請求項１０】
　前記計画モジュールは、該計画モジュールの出力に作用する使用者からの入力を受信す
るように適応される請求項７記載のシステム。
【請求項１１】
　前記眼の位置を感知し、及び、該眼の位置に関する情報を前記計画モジュールに中継す
る感知モジュールをさらに含んで構成される請求項７記載のシステム。
【請求項１２】
　前記眼の位置を感知し、及び、該眼の位置に関する情報を前記位置決めガイドに中継す
る感知モジュールをさらに含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記感知モジュールは、前記眼に物理的に接触する部分を含んで構成される請求項１１
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記感知モジュールは、前記眼の角膜上に又は前記眼の角膜を覆って配置可能なレンズ
を含んで構成される請求項１１記載のシステム。
【請求項１５】
　前記感知モジュールは、前記眼の位置を光学的に感知する請求項１１記載のシステム。



(3) JP 2014-113502 A 2014.6.26

10

20

30

40

50

【請求項１６】
　前記感知モジュールは、レーザをさらに含んで構成される請求項１１記載のシステム。
【請求項１７】
　略０．５ｍｍ～略６ｍｍ幅に前記放射線ビームをコリメートするコリメータをさらに含
んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項１８】
　前記放射線ビームは、前記コリメータから最大で略５０ｃｍ離れた距離で、略１０％未
満の半影を有する請求項１７記載のシステム。
【請求項１９】
　前記放射線ビームが前記標的に伝達されるときに、該標的から略１０ｃｍ以内に配置さ
れて使用されるコリメータをさらに含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項２０】
　前記位置決めガイドは、使用時に、前記エミッタが前記標的から５０ｃｍ以内の第１距
離から前記標的に向けて放射線ビームを伝達するように、前記エミッタを前記第１距離に
配置する請求項１記載のシステム。
【請求項２１】
　前記放射線ビームを前記標的に向けられない程に前記患者の眼が動いたことを検出する
検出器をさらに含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項２２】
　前記エミッタは、前記患者の眼が所定の位置又はの位置範囲から外れて動いた場合に、
前記放射線ビームの照射を自動的に停止するように構成される請求項２１記載のシステム
。
【請求項２３】
　コリメータを通り、前記眼に向かうレーザビームを照射するレーザエミッタをさらに含
んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項２４】
　患者の眼の解剖学的データから生成される眼モデルと、
　略１０ｋｅＶ～略５００ｋｅＶのエネルギーを有するＸ線ビームを眼に伝達するエミッ
タと、
　前記エミッタと連結され、前記眼モデルに基づいて、前記放射線ビームが前記眼の外面
又は前記眼の内部の標的に伝達されるように、前記眼の外面又は前記眼の内部の場所に対
して前記エミッタを配置する位置決めガイドと、
を含んで構成される、眼に放射線を伝達するシステム。
【請求項２５】
　前記少なくとも２つのパラメータは、ビーム標的、ビーム強度、ビームエネルギー、ビ
ーム軌道、治療領域サイズ、治療領域形状、前記エミッタから前記標的までの距離、照射
時間、及び、線量、の２つを含んで構成される請求項２４記載のシステム。
【請求項２６】
　前記位置決めガイドは、前記眼の領域を標的として第１Ｘ線ビームを第１位置から前記
眼の強膜における第１領域に向けるように構成され、前記眼の領域と実質的に同一の領域
を標的として第２Ｘ線ビームを第２位置から前記強膜の第２領域に向けるようにさらに構
成される請求項２４記載のシステム。
【請求項２７】
　前記領域は、前記眼の黄斑を含んで構成される請求項２６記載のシステム。
【請求項２８】
　前記領域は、前記眼の強膜、前記眼の小柱網、及び前記眼の水晶体包の少なくとも１つ
を含んで構成される請求項２６記載のシステム。
【請求項２９】
　前記Ｘ線ビームをコリメートするコリメータをさらに含んで構成される請求項２４記載
のシステム。
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【請求項３０】
　前記コリメータは、略０．５ｍｍ～略６ｍｍの幅に前記Ｘ線ビームをコリメートする請
求項２９記載のシステム。
【請求項３１】
　前記コリメータから前記標的までの略５０ｃｍ離れた距離で、略５％未満の半影を有す
るＸ線ビームを生成するようにさらに構成される請求項２９記載のシステム。
【請求項３２】
　前記Ｘ線ビームが前記標的に伝達されるときに、該標的から略１０ｃｍ以内に配置され
て使用されるコリメータをさらに含んで構成される請求項２４記載のシステム。
【請求項３３】
　前記エミッタは、略２５ｋｅＶ～略１５０ｋｅＶの間の光子エネルギーを有するＸ線ビ
ームを伝達するように構成される請求項２４記載のシステム。
【請求項３４】
　患者の眼の解剖学的データから生成される眼モデルと、
　前記眼にＸ線ビームを伝達するエミッタと、
　前記Ｘ線ビームが前記眼の外面又は前記眼の内部の標的に伝達されるように、前記眼の
外面又は前記眼の内部の場所に対して前記エミッタを配置する手段と、
を含んで構成され、
　前記手段は、前記エミッタと連結され、該エミッタを前記眼モデルに基づいて配置する
ヒトに放射線を伝達する治療システム。
【請求項３５】
　眼の放射線療法を計画する方法であって、
　少なくとも１つの放射線ビームから眼の領域における標的に対して実放射線量を伝達す
る治療計画を作成すること、及び
　前記治療計画を示す情報を出力モジュールに出力すること、
を含んで構成され、
　　前記作成することは、
　　前記眼の外部の放射線源から前記標的に伝達される第１推定放射線量を決定すること
、及び
　　前記放射線源から前記眼の視神経及び水晶体の少なくとも一方が受信する第２推定放
射線量を決定すること、
　を含んで構成され、
　　　前記第２推定放射線量は、前記第１推定放射線量の略４０％以下であり、
　　　前記治療計画は、前記少なくとも１つの放射線ビームの幅、前記放射線源から前記
標的までの距離、前記ビームの軌道、最大ビームエネルギー、及び前記第１推定放射線量
、の少なくとも１つを含んで構成され、
　　　前記少なくとも１つの放射線ビームの幅、前記放射線源から前記標的までの距離、
前記ビームの軌道、の前記少なくとも１つは、前記標的に対する前記第１推定放射線量及
び前記眼の前記視神経及び前記水晶体の少なくとも一方に対する前記第２推定放射線量の
伝達を生じさせるように選択される、
方法。
【請求項３６】
　前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少な
くとも一方は、前記標的に伝達される前記推定放射線量の２０％以下である請求項３５記
載の方法。
【請求項３７】
　前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少な
くとも一方は、前記標的に伝達される前記推定放射線量の１０％以下である請求項３５記
載の方法。
【請求項３８】
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　前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少な
くとも一方は、前記標的に伝達される前記推定放射線量の５％以下である請求項３５記載
の方法。
【請求項３９】
　前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少な
くとも一方は、前記標的に伝達される前記推定放射線量の１％以下である請求項３５記載
の方法。
【請求項４０】
　前記出力モジュールは、コンピュータモニタ、ＬＣＤ、ＬＥＤ、携帯装置、紙、コンピ
ュータ可読媒体、コンピュータ実行可能命令、及び、前記放射線源に対する通信リンク、
の少なくとも１つを含んで構成される請求項３５記載の方法。
【請求項４１】
　前記標的組織に対して前記実放射線量を伝達する１０日前から伝達後の３日までの間の
期間に、前記眼に対して熱エネルギーを伝達すること、をさらに含んで構成される請求項
３５記載の方法。
【請求項４２】
　前記標的に対して前記実放射線量を伝達すること、をさらに含んで構成される請求項３
５記載の方法。
【請求項４３】
　前記標的に伝達される前記推定放射線量、前記視神経が受ける前記推定放射線量、及び
前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少なくとも１つは、モンテカルロシミュレーショ
ンにより決定される請求項３５記載の方法。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つの放射線ビームの少なくとも１つは、幾何学的な断面形状を有する
請求項３５記載の方法。
【請求項４５】
　前記幾何学的な断面形状は、楕円状、円状、環状、同心円状の環状、多角形状、クレセ
ント状、の少なくとも１つを含んで構成される請求項４４記載の方法。
【請求項４６】
　前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少な
くとも一方は、外面対深部のビームエネルギー表示に基づくものである請求項３５記載の
方法。
【請求項４７】
　前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少な
くとも一方は、略２５０ｋｅＶ未満の最大ビームエネルギーを有するＸ線源からの分散光
のトレーシングに基づくものである請求項３５記載の方法。
【請求項４８】
　前記複数の各放射線ビームが夫々の横断ゾーンで強膜を通り抜けるように、前記標的に
伝達される前記複数の放射線ビームの軌道を決定すること、
をさらに含んで構成され、
　前記夫々の横断ゾーンは、あらゆる他の交差ゾーンと実質的に重ならない
請求項３５記載の方法
【請求項４９】
　前記複数のビームの少なくとも１つは、前記標的でその他の前記複数のビームと重なる
請求項４８記載の方法。
【請求項５０】
　前記少なくとも１つの放射線ビームを略６ｍｍ未満の横断面寸法を有するサイズにコリ
メートすること、をさらに含んで構成される請求項４９記載の方法。
【請求項５１】
　前記眼の外面に対する放射線量が前記標的に対する放射線量の３倍未満となるように濾
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過量を決定すること、をさらに含んで構成され、
　前記少なくとも１つの放射線ビームは、略５０ｋｅＶ～略３００ｋｅＶを有する
請求項５０記載の方法。
【請求項５２】
　前記第１Ｘ線ビームは、少なくとも部分的に重金属を含んで構成されるフィルタでろ過
される請求項５１記載の方法。
【請求項５３】
　前記標的に対する治療放射線量が略３０分未満内で照射されるように、放射線療法シス
テムに供給される略１ｍＡ～略４０ｍＡの電流を決定すること、をさらに含んで構成され
る請求項３５記載の方法。
【請求項５４】
　前記Ｘ線ビームはコリメートされ、及び、前記コリメータは前記標的から略２０ｃｍ以
内に配置される請求項３５記載の方法。
【請求項５５】
　前記視神経に対する前記推定放射線量を最小化するように、前記少なくとも１つの放射
線ビームの方向を決定すること、をさらに含んで構成され、
　前記第１Ｘ線ビームは、前記眼の外部から前記眼の内部の標的への伝達に対して、鼻方
向から側頭方向へ又は下方向から上方向へ伝達される
請求項３５記載の方法。
【請求項５６】
　眼の放射線療法を計画する方法であって、
　少なくとも１つの放射線ビームから眼の領域における標的に対して実放射線量を伝達す
る治療計画を作成すること、及び
　前記治療計画を示す情報を出力モジュールに出力すること、
を含んで構成され、
　　前記作成することは、
　　前記眼の外部の放射線源から前記標的に伝達される第１推定放射線量を決定すること
、及び
　　前記標的の中心から略６ｍｍ未満の場所に位置する他の眼組織が前記放射線源から受
ける第２推定放射線量を決定すること、
　を含んで構成され、
　　　前記第２推定放射線量は、前記第１推定放射線量の略４０％以下であり、
　　　前記治療計画は、前記少なくとも１つの放射線ビームの幅、前記放射線源から前記
標的までの距離、前記ビームの軌道、及び前記第１推定放射線量、の少なくとも１つを含
んで構成され、
　　　前記少なくとも１つの放射線ビーム幅、前記放射線源から前記標的までの距離、前
記ビームの軌道、の前記少なくとも１つは、前記標的に対する前記第１推定放射線量及び
前記その他の眼組織に対する前記第２推定放射線量の伝達を生じさせるように選択される
、
方法。
【請求項５７】
　治療期間の間に眼を治療する方法であって、
　前記治療期間の間に前記眼の視神経及び水晶体の少なくとも一方に照射される放射線量
が標的に伝達される放射線量の略４０％以下となるように、前記眼の外部にある線源から
前記眼の網膜内又は網膜上にある前記標的に放射線を向けること、を含んで構成される方
法。
【請求項５８】
　前記放射線は、前記眼の毛様体扁平部を実質的に通るように向けられる請求項５７記載
の方法。
【請求項５９】
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　治療期間の間に眼を治療する方法であって、
　前記治療期間の間に標的の中心から略６ｍｍ未満の場所に位置する眼組織に照射される
放射線量が前記標的に伝達される放射線量の略４０％以下となるように、前記眼の外部に
ある線源から前記眼の内の前記標的に放射線を向けること、を含んで構成される方法。
【請求項６０】
　眼内の炎症領域の場所を示すデータに基づいて、治療期間の間に前記炎症領域の中心か
ら略６ｍｍを越える場所に位置する眼組織に対して照射される放射線量が前記炎症領域に
伝達する放射量の略４０％以下となるように、前記眼の外部にある線源から、前記眼の前
部領域を通り、前記炎症領域へ少なくとも１つのＸ線ビームを向けること、
を含んで構成される、患者の眼の炎症を治療する方法。
【請求項６１】
　前記領域は、ドルーゼを含んで構成される請求項６０記載の方法。
【請求項６２】
　前記眼の前記前部領域は、角膜である請求項６０記載の方法。
【請求項６３】
　前記眼の前記前部領域は、前記眼の角膜の外側の強膜である請求項６０記載の方法。
【請求項６４】
　前記少なくとも１つのＸ線ビームは、略１ｍｍより小さい横断面寸法を有する請求項６
０記載の方法。
【請求項６５】
　前記ビームは、略１ｍｍ～略５ｍｍの間の直径を有する請求項６０記載の方法。
【請求項６６】
　前記少なくとも１つのＸ線ビームは、高強度と低強度の交互の領域を含んで構成される
請求項６０記載の方法。
【請求項６７】
　前記眼に接触する装置を用いて決定される治療軸に対する所定角度で前記眼に放射線療
法システムを向けること、をさらに含んで構成される請求項６０記載の方法。
【請求項６８】
　前記装置は、前記放射線療法システムと眼に関するデータを光学的に通信する請求項６
７記載の方法。
【請求項６９】
　眼－接触装置を用いて決定される治療軸に対する所定角度で前記眼に放射線療法システ
ムを向けること、をさらに含んで構成される請求項６０記載の方法。
【請求項７０】
　前記眼からの光の反射、眼底イメージ、前記眼の瞳孔イメージ、及び前記眼の角膜輪部
イメージの１つを用いて決定される治療軸に対する所定角度で前記眼に放射線療法システ
ムを向けること、をさらに含んで構成される請求項６０記載の方法。
【請求項７１】
　眼の前部－後部軸を提供すること、
　前記眼の前部－後部軸に対して治療軸を定義すること、
　前記眼に向けて照射されるＸ線ビームをコリメートし、該コリメートＸ線ビームが略６
ｍｍ未満の横断面寸法を有するようにするコリメータを前記治療軸に対する所定角度に位
置合わせすること、
　前記治療軸に対する所定角度で前記Ｘ線ビームを照射すること、
を含んで構成される、眼に放射線を伝達する方法。
【請求項７２】
　前記コリメートＸ線ビームは、前記コリメータから略１０ｃｍの場所で略２０％未満の
半影を有する請求項７１記載の方法。
【請求項７３】
　前記治療軸は、前記眼の中心光軸である請求項７１記載の方法。
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【請求項７４】
　前記治療軸は、前記眼の視軸である請求項７１記載の方法。
【請求項７５】
　前記治療軸は、前記角膜輪部又は角膜の中心に対して垂直である請求項７１記載の方法
。
【請求項７６】
　前記治療軸に対して前記コリメート放射線ビームを動かすこと、及び、第２コリメート
Ｘ線ビームを照射すること、をさらに含んで構成される請求項７１記載の方法。
【請求項７７】
　前記コリメート放射線ビームに対して前記眼を動かすこと、をさらに含んで構成される
請求項７１記載の方法。
【請求項７８】
　前記眼の強膜上の投射スポットに前記コリメートＸ線ビームを位置合わせすること、を
さらに含んで構成される請求項７１記載の方法。
【請求項７９】
　前記スポットは、前記治療軸に位置合わせされる請求項７８記載の方法。
【請求項８０】
　前記スポットは、前記コリメートＸ線ビームに位置合わせされる請求項７８記載の方法
。
【請求項８１】
　前記コリメートＸ線ビームを照射することは、治療計画ソフトウェアプログラムに基づ
いて行われる請求項７１記載の方法。
【請求項８２】
　放射線療法システムによる放射線ビームで眼の眼球構造を治療する方法であって、
　第１部分を含んで構成され、前記眼球構造を通る軸がさらに該第１部分を通る眼接触部
材を、前記眼の表面に接触させること、及び
　前記眼の外部に位置する放射線療法システムから前記眼球構造に向けて複数の放射線ビ
ームを照射すること、を含んで構成され、
　　該複数の放射線ビームの夫々は前記眼球構造の治療部位で前記軸と交差する軌道をと
り、該治療部位は前記複数の放射線ビームの少なくとも１つにより事実上治療可能である
方法。
【請求項８３】
　前記眼接触部材で前記眼を第１位置に実質的に固定すること、をさらに含んで構成され
る請求項８２記載の方法。
【請求項８４】
　前記眼接触部材は、前記眼の外部から内部へ電磁放射線の第１波長を伝達する伝達部を
含んで構成される請求項８２記載の方法。
【請求項８５】
　前記第１部分は、電磁放射線の第２波長を反射する請求項８２記載の方法。
【請求項８６】
　前記第１部分は、前記眼接触部材内又は前記眼接触部材上の中心に配置される請求項８
２記載の方法。
【請求項８７】
　前記複数の放射線ビームの少なくとも１つは、レーザ光を含んで構成される請求項８２
記載の方法。
【請求項８８】
　前記複数の放射線ビームの少なくとも１つは、Ｘ線を含んで構成される請求項８２記載
の方法。
【請求項８９】
　眼の外面に係合する眼接触表面を有し、前記眼を実質的に第１位置に保持する眼ホルダ
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ー、
を含んで構成され、
　前記眼ホルダーは、前記眼の外部に配置される線源から前記眼に放射線ビームが伝達さ
れている間に、前記眼が実質的に前記第１位置にあることの指示を感知器に提供するよう
に構成される
放射線療法システムによる眼球構造の治療用の患者眼球インタフェース。
【請求項９０】
　前記眼球インタフェースを通る前記放射線ビームを伝達する物質をさらに含んで構成さ
れる請求項８９記載の患者眼球インタフェース。
【請求項９１】
　前記放射線ビームは、レーザ光を含んで構成される請求項９０記載の患者眼球インタフ
ェース。
【請求項９２】
　前記放射線ビームは、Ｘ線を含んで構成される請求項９０記載の患者眼球インタフェー
ス。
【請求項９３】
　眼を実質的に安定可能な位置に保持するように適合されるホルダーと、
　前記眼の位置を示し及び前記放射線療法システムから照射される放射線ビームの特性を
決定する情報を、前記ホルダーと放射線療法システムとの間で伝える通信リンクと、
を含んで構成される放射線療法システムによる眼球構造の治療用の患者眼球インタフェー
ス。
【請求項９４】
　前記通信リンクは、光の波長の幾つかを反射する反射物質を含んで構成される請求項９
３記載の患者眼球インタフェース。
【請求項９５】
　前記情報により決定される前記放射線ビームの特性は、前記放射線ビームの軌道及び照
射状態若しくは無照射状態の少なくとも１つを含んで構成される請求項９３記載の患者眼
球インタフェース。
【請求項９６】
　前記ホルダーは、前記眼に接触する請求項９３記載の患者眼球インタフェース。
【請求項９７】
　前記ホルダーは、前記眼の外部の表面に取り付け可能である請求項９３記載の患者眼球
インタフェース。
【請求項９８】
　前記ホルダーは、前記放射線療法システムに機械的に連結される請求項９３記載の患者
眼球インタフェース。
【請求項９９】
　前記放射線療法システムに対する前記通信リンクは、光リンクである請求項９３記載の
患者眼球インタフェース。
【請求項１００】
　前記ホルダーは、前記眼の軸に前記放射線療法システムを位置合わせするように適合さ
れる請求項９３記載の患者眼球インタフェース。
【請求項１０１】
　前記ホルダーは、前記眼の視軸に前記放射線療法システムを位置合わせするように適合
される請求項９３記載の患者眼球インタフェース。
【請求項１０２】
　前記ホルダーに対する前記眼の位置を視覚化するカメラを、さらに含んで構成される請
求項９３記載の患者眼球インタフェース。
【請求項１０３】
　前記カメラは、前記眼の動きを検出し、該眼の動きに関するデータをイメージングソフ
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トウェアに伝える請求項１０２記載の患者眼球インタフェース。
【請求項１０４】
　前記ホルダーは、前記強膜に接触する請求項９３記載の患者眼球インタフェース。
【請求項１０５】
　前記ホルダーは、前記角膜に接触する請求項９３記載の患者眼球インタフェース。
【請求項１０６】
　前記ホルダーは、少なくとも部分的にＸ線エネルギーを通さない請求項９３記載の患者
眼球インタフェース。
【請求項１０７】
　前記ホルダーは、少なくとも部分的にＸ線エネルギーを通す請求項９３記載の患者眼球
インタフェース。
【請求項１０８】
　前記ホルダーは、前記眼に対して吸引を適用するように構成される請求項９３記載の患
者眼球インタフェース。
【請求項１０９】
　網膜から略１５ｃｍ以内に配置されて使用される少なくとも１つのＸ線コリメータと、
　前記コリメータの長軸に実質的に位置合わせされ、前記眼の表面及び該眼の表面に接触
する装置の少なくとも一方に、前記コリメータを通って照射されるＸ線ビームの方向を示
す印を提供するレーザビームを照射するレーザと、
を含んで構成される、患者の眼にＸ線ビームを送達するシステム。
【請求項１１０】
　前記Ｘ線ビームを伝達するＸ線管の陽極に略１０ｍＡ～略８００ｍＡの電流を供給する
ように構成される電源装置をさらに含んで構成される請求項１０９記載のシステム。
【請求項１１１】
　前記陽極は、固定陽極又は回転陽極である請求項１１０記載のシステム。
【請求項１１２】
　前記眼に接触し、前記眼の位置を保持するように構成される目接触部材をさらに含んで
構成される請求項１０９記載のシステム。
【請求項１１３】
　疾患の治療に治療上有用な関連放射線量を有する眼球疾患について、眼の外部に配置さ
れてＸ線ビームを介して放射線量を伝達するＸ線源から、前記疾患を罹った前記眼組織の
標的までの距離を提供すること、及び
　前記放射線源から前記標的までの前記距離に基づいて、前記距離により前記放射線源か
ら隔てられている前記標的に対して前記放射線源から照射される前記Ｘ線ビームの前記放
射線量を達成する上で要求されるエネルギーレベルを出力モジュールに出力すること、
を含んで構成され、
　前記エネルギーレベルは、前記放射線源から前記標的への距離に依存する
眼の放射線療法の方法。
【請求項１１４】
　治療される患者の第１疾患に基づいて、放射線療法システムから照射されて推定放射線
量を実質的に伝達する放射線ビームのエネルギーレベルを選択すること、及び
　前記選択エネルギーレベルの指示を出力モジュールに出力すること、
を含んで構成され、
　　前記治療される第１疾患は、複数の疾患のうちの１つであり、
　　前記複数の疾患の夫々は、該複数の疾患の夫々に対する治療放射線量を得る上で、前
記複数の疾患のうちの別の疾患に対する治療放射線量を得る上で要求されるエネルギーレ
ベルとは異なるエネルギーレベルを要求する、
放射線で疾患組織を治療する方法。
【請求項１１５】
　前記第１疾患は前記患者の眼に影響を与え、及び、前記放射線ビームは前記眼に向けて
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照射される請求項１１４記載の方法。
【請求項１１６】
　前記第１疾患は、前記患者の眼の黄斑変性を含んで構成される請求項１１４記載の方法
。
【請求項１１７】
　前記第１疾患は、前記患者の眼の翼状片を含んで構成される請求項１１４記載の方法。
【請求項１１８】
　前記第１疾患は、眼球の腫瘍、緑内障、及び前癌病変の少なくとも１つを含んで構成さ
れる請求項１１４記載の方法。
【請求項１１９】
　治療される患者の疾患に基づく選択であって、放射線療法システムから照射されて推定
放射線量を実質的に伝達する放射線ビームのエネルギーレベルの選択を含んで構成される
入力を受信する処理モジュール
を含んで構成され、
　　前記治療される第１疾患は、複数の疾患のうちの１つであり、
　　前記複数の疾患の夫々は、該複数の疾患の夫々に対する治療放射線量を得る上で、前
記複数の疾患のうちの別の疾患に対する治療放射線量を得る上で要求されるエネルギーレ
ベルとは異なるエネルギーレベルを要求し、
　　前記処理モジュールは、前記入力に基づいて、前記選択エネルギーレベルの指示を出
力モジュールに出力する
放射線で疾患組織を治療するシステム。
【請求項１２０】
　治療される患者の第１疾患に基づいて、放射線療法システムから照射されて推定放射線
量を実質的に伝達する放射線ビームのエネルギーレベルを選択すること、及び
　前記選択エネルギーレベルの指示を出力モジュールに出力すること、
を含んで構成され、
　　前記治療される第１疾患は、複数の疾患のうちの１つであり、
　　前記複数の疾患の夫々は、該複数の疾患の夫々に対する治療放射線量を得る上で、前
記複数の疾患のうちの別の疾患に対する治療放射線量を得る上で要求されるエネルギーレ
ベルとは異なるエネルギーレベル、ビームサイズ、及び表面対深部の比の少なくとも１つ
を要求する、
放射線で疾患組織を治療する方法。
【請求項１２１】
　放射線源から照射される僅か略６ｍｍの横断面幅を有する放射線ビームをコリメートし
、前記放射ビームが放射されるときに、前記放射ビームがたどる第１軸を定義するコリメ
ータと、
　前記コリメータにより定義された前記第１軸に位置合わせされる第２軸に沿って、前記
第１軸の指示を提供する光ビームを照射する光ガイドと、
を含んで構成される、疾患眼組織を治療する放射線療法システム。
【請求項１２２】
　前記光ビームは、レーザを含んで構成される請求項１２１記載の放射線療法システム。
【請求項１２３】
　前記コリメータの前記第１軸と前記光ガイドの前記第２軸とは、共線にある請求項１２
１記載の放射線療法システム。
【請求項１２４】
　前記光ガイドは、放射線療法の標的を視覚化し、及び、前記放射線療法システムからの
共線Ｘ線ビームの伝達をガイドするように、前記眼に差込可能である請求項１２１記載の
放射線療法システム。
【請求項１２５】
　前記光ガイドを差込可能なカニューレをさらに含んで構成される請求項１２１記載の放
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射線療法システム。
【請求項１２６】
　前記カニューレは、眼の表面に固定されるように構成される請求項１２５記載の放射線
療法システム。
【請求項１２７】
　放射線を照射する放射線源及び照射された放射線をビームにコリメートするコリメータ
と、
　眼を横断する軸に前記ビームを位置合わせする位置合わせシステムと、
　前記ビームが前記軸に位置合わせされていないときに、前記放射線源からの放射線照射
を減少させるゲートメカニズムと、
を含んで構成される、放射線で眼を治療するシステム。
【請求項１２８】
　眼底、角膜輪部、角膜、及び眼の表面からの反射の少なくとも１つを検出するイメージ
検出システムをさらに含んで構成される請求項１２７記載のシステム。
【請求項１２９】
　前記イメージ検出システムが閾値を超える前記眼の動きを検出したときに、前記ゲート
メカニズムが前記放射線源からの放射線照射を減少させる請求項１２８記載のシステム。
【請求項１３０】
　治療セッションの間に放射線を照射し、及び、前記照射された放射線を略６ｍｍ未満の
横断面寸法を有するコリメートビームにコリメートする放射線源と、
　前記治療セッションの間に座標系に眼構造の位置を繰り返しマッピングする眼マッピン
グモジュールと、
を含んで構成される、放射線で眼を治療するシステム。
【請求項１３１】
　前記照射される放射線を眼構造に向けるように前記眼に対して前記放射線源を移動させ
る放射線源移動器をさらに含んで構成される請求項１３０記載のシステム。
【請求項１３２】
　前記放射線源は、前記治療セッションの間に、前記眼の位置に対して静止するように構
成される請求項１３０記載のシステム。
【請求項１３３】
　眼構造が前記コリメートビームの経路内にないときに、放射線の照射を減少又は停止さ
せるシステムシャットオフをさらに含んで構成される請求項１３０記載のシステム。
【請求項１３４】
　前記眼構造が前記コリメートビームの経路内にあるように前記眼を実質的に保持するホ
ルダーをさらに含んで構成される請求項１３０記載のシステム。
【請求項１３５】
　眼の生体測定パラメータを含んで構成される入力を受信する処理モジュール、を含んで
構成され、
　前記処理モジュールは、前記生体測定パラメータに基づいて、前記眼の強膜上に照射さ
れるＸ線ビームの方向を電動システムに出力する
眼に放射線を伝達する計画システム。
【請求項１３６】
　前記生体測定パラメータは、眼球軸長、前眼房深度、角膜厚、及び角膜直径の少なくと
も１つを含んで構成される請求項１３５記載のシステム。
【請求項１３７】
　少なくとも部分的に患者の眼のイメージデータを取得すること、
　前記イメージデータに基づいて、前記患者の眼の黄斑位置を特定すること、
　前記眼の内部又は表面に配置される基準マーカーの第１位置を特定すること、
　前記基準マーカーの前記第１位置に対して、座標系に前記黄斑の位置をマッピングし、
前記座標系における前記黄斑のマッピング位置を生成すること、
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　前記黄斑のマッピング位置に基づいて、前記黄斑に放射線を照射する放射線源を配置す
ること、
　前記配置された放射線源から前記黄斑に放射線を照射すること、
を含んで構成される、患者の眼に放射線を適用する方法。
【請求項１３８】
　前記患者の強膜に接触する接触レンズが前記基準マーカーを含んで構成される請求項１
３７記載の方法。
【請求項１３９】
　前記患者の角膜に接触する接触レンズが前記基準マーカーを含んで構成される請求項１
３７記載の方法。
【請求項１４０】
　前記座標系に基づいて、前記放射線源の配置が自動化される請求項１３７記載の方法。
【請求項１４１】
　前記基準マーカーの第２位置への移動に基づいて前記放射線源を再配置すること、をさ
らに含んで構成される請求項１３７記載の方法。
【請求項１４２】
　前記放射線源の再配置後に、前記放射線源から前記黄斑に追加の放射線ビームを照射す
ること、をさらに含んで構成される請求項１４１記載の方法。
【請求項１４３】
　前記黄斑の位置をマッピングした後に、前記眼の動きを検出すること、をさらに含んで
構成される請求項１３７記載の方法。
【請求項１４４】
　前記眼の動きを検出した後に、前記黄斑の新たな位置と座標系との間の相対的な関係を
決定すること、をさらに含んで構成される請求項１４３記載の方法。
【請求項１４５】
　前記放射線源の位置を変更するポジショナに対して前記黄斑の新たな位置情報を中継す
ること、をさらに含んで構成される請求項１４４記載の方法。
【請求項１４６】
　前記眼のドルーゼの領域に前記放射線を適用すること、をさらに含んで構成される請求
項１３７記載の方法。
【請求項１４７】
　前記放射線を照射することは、放射線ビームを照射すること、含んで構成される請求項
１３７記載の方法。
【請求項１４８】
　少なくとも１つの追加の放射線ビームを前記黄斑に適用すること、をさらに含んで構成
される請求項１４７記載の方法。
【請求項１４９】
　前記放射線ビーム及び前記少なくとも１つの追加の放射線ビームは、同時に照射される
請求項１４８記載の方法。
【請求項１５０】
　前記放射線ビーム及び前記少なくとも１つの追加の放射線ビームは、前記黄斑を含む組
織のボリュームと交差するように向けられる請求項１４８記載の方法。
【請求項１５１】
　網膜のイメージデータを取得することは、三角測量法、干渉分光法、及び位相シフト法
の少なくとも１つを含んで構成される請求項１３７記載の方法。
【請求項１５２】
　前記イメージデータは、コンピュータトモグラフィー、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）、光
コヒーレンストモグラフィー、及びポジトロンエミッショントモグラフィーの少なくとも
１つにより取得される請求項１３７記載の方法。
【請求項１５３】
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　少なくとも部分的に患者の眼のイメージデータを取得すること、
　前記イメージデータに基づいて、前記患者の眼の黄斑位置を特定すること、
　前記眼の前部構造の第１位置を特定すること、
　前記眼の前部構造の前記第１位置に対して、座標系に前記黄斑の位置をマッピングし、
前記座標系における前記黄斑のマッピング位置を作成すること、
　前記座標系における前記黄斑マッピング位置に基づいて、前記黄斑に放射線量を照射す
る放射線源を配置すること、及び
　前記配置された放射線源から前記黄斑に放射線ビームを照射すること、
を含んで構成される、患者の眼に放射線を適用する方法。
【請求項１５４】
　前記眼の前部構造は、強膜を含んで構成される請求項１５３記載の方法。
【請求項１５５】
　前記眼の前部構造は、角膜、前眼房、虹彩、結膜、瞳孔、虹彩角膜角、小柱網、水晶体
包、人工水晶体、毛様体、毛様体筋、角膜輪部、毛様体扁平部、強膜輪、及び眼の水晶体
の少なくとも１つを含んで構成される請求項１５３記載の方法。
【請求項１５６】
　前記前部構造の第２位置への移動に基づいて、前記放射線源を再配置すること、をさら
に含んで構成される請求項１５３記載の方法。
【請求項１５７】
　前記放射線源の再配置後に、前記放射線源から前記黄斑に追加の放射線ビームを照射す
ること、をさらに含んで構成される請求項１５６記載の方法。
【請求項１５８】
　網膜のイメージデータを取得することは、三角測量法、干渉分光法、及び位相シフト法
の少なくとも１つを含んで構成される請求項１５３記載の方法。
【請求項１５９】
　略４０ｋｅＶ～略２５０ｋｅＶの光子エネルギーを有する略０．５ｍｍ～略６ｍｍ幅の
Ｘ線ビームを生成すること、
　前記Ｘ線ビームを前記眼の領域に向けること、及び
　略１Ｇｙ～略４０ＧｙのＸ線放射線量で前記領域を照射し、前記眼の領域を治療するこ
と、
を含んで構成される、患者の眼の領域を治療する方法。
【請求項１６０】
　イメージ装置により取得される解剖学的データを有する前記眼のモデルを提供すること
、をさらに含んで構成され、
　前記Ｘ線ビームの幅、前記Ｘ線ビームの光子エネルギー、及び前記Ｘ線ビームの方向の
少なくとも１つが、前記眼のモデルに基づいて決定される
請求項１５９記載の方法。
【請求項１６１】
　前記領域は、略１５Ｇｙ～略２５ＧｙのＸ線放射で照射される請求項１５９記載の方法
。
【請求項１６２】
　前記領域は、前記眼の網膜を含んで構成される請求項１５９記載の方法。
【請求項１６３】
　前記治療することは、前記網膜に前記放射線を照射することにより前記眼の新生血管を
減少させること、を含む請求項１６２記載の方法。
【請求項１６４】
　前記眼の領域を治療することは、乾性加齢黄斑変性から新生血管形成への進行を実質的
に防止すること、を含む請求項１６２記載の方法。
【請求項１６５】
　加熱、冷却、ＶＥＧＦアンタゴニスト、ＶＥＧＦ受容体アンタゴニスト、ＶＥＧＦ又は
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ＶＥＧＦ受容体に対する抗体、マイクロ波エネルギー、高周波エネルギー、レーザ、光力
学的物質、放射線力学的物質及び治療薬の少なくとも１つを前記患者に施すこと、をさら
に含んで構成される請求項１５９記載の方法。
【請求項１６６】
　前記眼の外部の第１位置から強膜を通り網膜に至るように第１Ｘ線ビームを向けること
、及び、前記眼の外部の第２位置から前記強膜を通り前記網膜に至るように第２Ｘ線ビー
ムを向けること、をさらに含んで構成される請求項１５９記載の方法。
【請求項１６７】
　前記Ｘ線ビームは、前記眼の毛様体扁平部を通るように向けられる請求項１５９記載の
方法。
【請求項１６８】
　前記Ｘ線ビームは、前記眼の黄斑に向けられる請求項１５９記載の方法。
【請求項１６９】
　前記Ｘ線ビームは、前記眼の強膜を通り前記眼の黄斑に至るように向けられる請求項１
５９記載の方法。
【請求項１７０】
　前記線量は、２以上のビームに分割される請求項１５９記載の方法。
【請求項１７１】
　前記線量は２以上の治療セッションに分割され、該治療セッションの夫々は少なくとも
１日間隔で行われる請求項１５９記載の方法。
【請求項１７２】
　前記領域に前記Ｘ線放射を照射する間に、前記Ｘ線ビームに対する前記眼の位置を決定
すること、をさらに含んで構成される請求項１５９記載の方法。
【請求項１７３】
　前記眼の位置が移動閾値を超えると、前記Ｘ線ビームをシャットオフすること、をさら
に含んで構成される請求項１７２記載の方法。
【請求項１７４】
　イメージ装置により取得される解剖学的データに基づいて眼モデルを提供すること、
　略０．５ｍｍ～略６ｍｍのビーム幅を夫々有する第１Ｘ線ビーム及び第２Ｘ線ビームを
生成すること、
　前記第１ビームが前記眼の強膜における第１領域を通過して網膜の標的に至るように前
記第１Ｘ線ビームを向けること、並びに
　前記第２ビームが前記強膜における第２領域を通過して前記網膜における実質的に前記
第１ビームと同一の標的に至るように前記第２Ｘ線ビームを向けること、
を含んで構成され、
　前記第１ビーム及び第２ビームが通過する前記強膜における前記第１領域及び第２領域
は、前記眼モデルに基づいて選択される
患者の眼を治療する方法。
【請求項１７５】
　前記第１Ｘ線ビームの軌道は、前記眼モデルに基づいて決定される請求項１７４記載の
方法。
【請求項１７６】
　前記第１Ｘ線ビームを向けること及び前記第２Ｘ線ビームを向けることは、連続して行
われる請求項１７４記載の方法。
【請求項１７７】
　前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、略２５ｋｅＶ～略１００ｋｅＶの光子
エネルギーを有する請求項１７４記載の方法。
【請求項１７８】
　前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームの中心は、前記眼の角膜輪部から略０．５
ｍｍ～略６ｍｍの距離で強膜上のポイントを通して投射される請求項１７４記載の方法。
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【請求項１７９】
　前記第１Ｘ線ビームを向ける前に、加熱、冷却、ＶＥＧＦアンタゴニスト、ＶＥＧＦ－
受容体アンタゴニスト、ＶＥＧＦ又はＶＥＧＦ受容体に対する抗体、マイクロ波エネルギ
ー、高周波エネルギー、レーザ、光力学物質、放射線力学物質及び治療薬の少なくとも１
つを前記患者に施すこと、をさらに含んで構成される請求項１７４記載の方法。
【請求項１８０】
　前記Ｘ線ビームは、前記網膜から略５０ｃｍ未満に配置されるＸ線源により生成される
請求項１７４記載の方法。
【請求項１８１】
　前記Ｘ線ビームは、前記眼から略１０ｃｍ以内に配置される線源の端部から照射される
請求項１７４記載の方法。
【請求項１８２】
　前記網膜は、前記治療の１セッションの間に、略１５Ｇｙ～略２５ＧｙのＸ線放射が照
射される請求項１７４記載の方法。
【請求項１８３】
　イメージ装置により取得される解剖学的データに基づいて眼モデルを提供すること、
　略０．５ｍｍ～略６ｍｍのビーム幅を夫々有する第１Ｘ線ビーム及び第２Ｘ線ビームを
生成すること、
　前記第１ビームが前記眼の第１領域を通過して前記眼内の標的に至るように前記第１Ｘ
線ビームを向けること、並びに
　第２ビームが前記眼の第２領域を通過して前記眼内の実質的に同一の標的に至るように
前記第２Ｘ線ビームを向けること、
を含んで構成され、
　前記第１ビーム及び前記第２ビームが通過する前記眼の前記第１領域及び第２領域は、
前記眼モデルに基づいて選択される
患者の眼を治療する方法。
【請求項１８４】
　前記標的は、前記眼の後水晶体包を含んで構成される請求項１８３記載の方法。
【請求項１８５】
　前記標的は、前記眼の小柱網を含んで構成される請求項１８３記載の方法。
【請求項１８６】
　前記標的は、前記網膜の領域を含んで構成される請求項１８３記載の方法。
【請求項１８７】
　前記標的は、腫瘍を含んで構成される請求項１８３記載の方法。
【請求項１８８】
　前記第１領域は、前記眼の角膜を含んで構成される請求項１８３記載の方法。
【請求項１８９】
　前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、略２５ｋｅＶ～略１００ｋｅＶの光子
エネルギーを有する請求項１８３記載の方法。
【請求項１９０】
　前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、前記眼から略１０ｃｍ以内に配置され
るコリメータによりコリメートされる請求項１８３記載の方法。
【請求項１９１】
　前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、前記眼から略１０ｃｍ以内に配置され
るＸ線源により生成される請求項１８３記載の方法。
【請求項１９２】
　前記Ｘ線源を前記眼の５０ｃｍ以内に動かすこと、をさらに含んで構成される請求項１
８３記載の方法。
【請求項１９３】
　前記Ｘ線源を前記眼の４０ｃｍ以内に動かすこと、をさらに含んで構成される請求項１
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８３記載の方法。
【請求項１９４】
　前記Ｘ線源を前記眼の１０ｃｍ以内に動かすこと、をさらに含んで構成される請求項１
８３記載の方法。
【請求項１９５】
　前記眼の前記第１領域は、強膜の第１領域を含んで構成され、前記眼の前記第２領域は
、前記強膜の第２領域を含んで構成され、及び、前記強膜の第１領域から前記強膜の第２
領域の端～端の距離が略０．１ｍｍ～略２ｍｍである請求項１８３記載の方法。
【請求項１９６】
　前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、前記眼の外部の鼻部から向けられる請
求項１８３記載の方法。
【請求項１９７】
　Ｘ線放射線療法システムを前記患者の眼の中心に位置合わせすること、をさらに含んで
構成される請求項１８３記載の方法。
【請求項１９８】
　前記眼モデルを用いて前記黄斑領域を治療する計画を作成すること、をさらに含んで構
成され、
　前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは前記黄斑領域で重ねあわされ、及び、前
記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは略０．５ｍｍ～略６ｍｍにコリメートされる
請求項１８３記載の方法。
【請求項１９９】
　イメージ装置により取得される解剖学的データに基づいて眼モデルを提供すること、
　第１ビームが前記眼の第１領域を通過して前記眼内の標的に至るように前記第１Ｘ線ビ
ームを向けること、
　第２ビームが前記眼の第２領域を通過して前記眼内の実質的に同一の標的に至るように
前記第２Ｘ線ビームを向けること、
　前記標的に対する前記第１Ｘ線ビームの照射、前記標的に対する前記第２Ｘ線ビームの
照射、及び前記標的に対する前記第１Ｘ線ビームの照射と前記標的に対する前記第２Ｘ線
ビームの照射との間の期間、の少なくとも１つの間に、前記眼の位置を評価すること、
を含んで構成され、
　前記第１ビーム及び前記第２ビームが通過する前記第１領域及び第２領域は、前記眼モ
デルに基づいて選択される
患者の眼を治療する方法。
【請求項２００】
　前記評価することは、前記標的に対する前記第１Ｘ線ビームの照射の間に行われ、
　前記眼が移動閾値を超えて動いたときに、前記第１Ｘ線ビームの照射を停止又は減少さ
せること、をさらに含んで構成される請求項１９９記載の方法。
【請求項２０１】
　前記眼の位置を評価することから得られる情報に基づいて、前記第２Ｘ線ビームを向け
ること、をさらに含んで構成される請求項１９９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００７年６月４日に出願の米国仮出願第６０／９３３，２２０号、２００
７年４月９日に出願の米国仮出願第６０／９２２，７４１号、２００６年１２月１３日に
出願の米国仮出願第６０／８６９，８７２号、２００６年１０月１９日に出願の米国仮出
願第６０／８６２，２１０号、２００６年１０月１８日に出願の米国仮出願第６０／８６
２，０４４号、及び、２００６年１０月１６日に出願の米国仮出願第６０／８２９，６７
６号の優先権の利益を主張するものであり、これらの全部は参照により本明細書に組み込
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まれる。
【０００２】
　本開示は、標的（targeted）光子エネルギーを用いる眼疾患の治療に関する。特に、本
開示は、眼（球）構造のイメージガイド低エネルギーＸ線療法（image-guided low energ
y x-ray therapy）のための装置、システム、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　黄斑変性とは、ヒト眼球の網膜中央付近にある黄斑の光検知細胞が、機能不全及び徐々
に機能低下を引き起こす状態である。黄斑変性は、５０歳以上の人々において視界中心の
損失の主な原因となっている。臨床的証拠及び組織学的証拠から、一部の黄斑変性が、最
終的に網膜の破壊を引き起こす炎症過程によって又は炎症過程の結果として、生じること
が示されている。炎症過程は、網膜の直接的な破壊、又は、網膜内に液体や血液を滲出し
て急速な瘢痕化を起こす新生血管膜の形成を経た破壊の結果として生じ得る。
【０００４】
　黄斑変性に対する処置の多くは、地図状萎縮型又「乾性」の加齢黄斑変性症（AMD）よ
りも、新生血管型（又は「湿性」）の黄斑変性の抑制を目的としている。全ての湿性ＡＭ
Ｄは、最初は乾性ＡＭＤとして現れる。実際に、最新の眼イメージング（ophthalmic ima
ging）では、現在の傾向として、湿性ＡＭＤは視力喪失前に識別されている。黄斑変性に
対する処置としては、眼に直接的に投与する薬物（抗ＶＥＧＦ療法）及び標的処置薬（ta
rgeting drug）と組み合わせたレーザ療法（光線力学療法）の使用が含まれ、黄斑変性に
対する他の処置としては、近接照射療法（即ち、β線を発生する物質の局所的照射）が含
まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示は、眼の特定領域以外の部分を放射線に実質的に曝すことなく、その特定領域を
照射することによる眼疾患の治療を提供するシステム、方法、及び装置である。本明細書
に記載の幾つかの態様において、眼に関する多種多様な病状の治療に用いることができる
複数の放射線療法システムが開示される。例えば、これらのシステムは、黄斑変性、糖尿
病性網膜症、炎症性網膜症、感染性網膜症、眼又は眼の周りの腫瘍、緑内障、屈折障害、
白内障、眼のあらゆる組織における手術後の炎症、翼状片（ptyrigium）、及び、ドライ
アイなどを治療するために、単独で又は他の療法と組み合わせて用いられてもよい。
【０００６】
　本明細書に記載の幾つかの態様では、放射線療法（又は外部から適用する放射線療法）
が黄斑変性の治療に用いられ、黄斑変性に対する標準的治療法が開示される。黄斑変性の
放射線療法は、幾つかの合併症を示す。例えば、眼は、水晶体や視神経など幾つもの重要
な構造を含んでおり、このような構造は、過剰な放射線の曝露により損傷を受ける可能性
がある。外部照射療法の適用は、装置と、療法を適用する方法とにより制限される。この
ような装置及び方法は、身体内のあらゆる場所に存在する腫瘍などの疾患の治療に用いら
れる従前の放射線技術であり、とりわけ眼の放射線療法用として開発されたものではない
。加えて、ロジスティックス（logistics）は、そのような治療装置が腫瘍に対する療法
を取り入れたものであり、腫瘍に対する療法を置換するものであるので、患者選別及び処
置の実施に関する限り困難である。
【０００７】
　定位放射線療法とは、複数の方向から放射線ビームを照射して標的上に収束（焦点合わ
せ）させることを一般に指す。このような療法は、大型の直線加速器（ライナック）又は
、例えば、コバルト６０（ガンマナイフ）などの放射性線源を用いることで達成される。
ロボット定位手術（例えば、Accuray Inc.に譲渡された２００６年２月１４日に出願の米
国特許出願第１１／３５４，４１１号、発明の名称「適応性Ｘ線制御（Adaptive X-ray C
ontrol）」を参照。この出願の全ては参照により本明細書に組み込まれる）は、大型のラ
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イナックが患者の周りを動き及び標的に向けて放射線ビームを連続して照射する定位放射
の応用である。線量は正常組織を避けて標的周囲に制御され得るので、療法は少量の分割
線量を伝達（送達）することができる。この手法は、放射線療法に対して「ラジオサージ
ェリ」と呼ばれることがある。概括的に言えば、ラジオサージェリは放射線療法の一形態
である。
【０００８】
　網膜の放射線療法の試みでは、いかなる重大な有害性も伴わずに、視力が安定化又は改
善されることが示されてきた。また、放射線は、患者の新生血管膜を乾燥させ視覚を安定
させることが示されてきた。しかしながら、放射線療法を用いた黄斑変性治療には、治療
領域を限局すること及び治療領域に対して放射線を特定的に用いることを含む限界がある
ため、このような黄斑放射線療法では、多くの場合、網膜の全体を、不必要で有害となる
虞がある放射線に曝すことになる。さらに、黄斑に特定的に与える放射線量は、多数の日
又は週にまたがって複数に分割されるように制限されていない。より多くの線量を２４時
間未満の期間で黄斑に特定的に与えることにより、従前の試みで示された以上の影響を疾
患に与えることになる。
【０００９】
　また、湿性ＡＭＤに対する近接照射療法は、湿性ＡＭＤを治療する上で効果的な治療法
である（Neovista, Inc.、プレスリリース、２００７年３月。この内容の全ては参照によ
り本明細書に組み込まれる）。この療法の主な制約は、近接照射プローブを配置するため
に、後眼房の硝子体液を部分的に除去する侵襲性処置を必要とすることである。加えて、
線量の分割は、治療効果を伝えるために必要とされる侵襲性のために制限される。さらに
、その治療効果は、外科医による正確な配置及び外科医の手の安定性に依存する。
【００１０】
　その他の眼の疾患として、緑内障がある。この疾患において、手術は、多くの場合、薬
物療法後の二次処置である。線維柱帯形成術、線維柱帯切開術、管形成術（canaloplasty
）、レーザ虹彩切開術、短絡（shunt）の配置、及びその他の処置などの処置では、外科
手術による外傷の結果としての瘢痕形成のため、全ての患者が一時的な影響を被る。抗炎
症薬は、これらの処置の後で生じる慢性的な瘢痕化に対して一時的及び予防的の少なくと
も一方の解決法を提供するようである。しかし、薬物を一日数回は投与しなければならず
、また、例えば、眼の不必要な領域への浸潤など、その薬物自体の副作用プロフィールを
伴う。いくつかの放射線量（例えば、幾つかの例では略５Ｇｙ～略２０Ｇｙ、及び幾つか
の形態では略１０Ｇｙまでの放射線量）は、（２００６年１０月５日発行の英国医学会会
報（British Medical Journal）、Kirwan他、南アフリカにおける緑内障排液手術の成功
に関するβ線の効果：無作為化制御試験（Effect of Beta Radiation on Success of Gla
ucoma Drainage Surgery in South Africa: randomized controlled trial）を参照。こ
の内容の全ては参照により本明細書に組み込まれる）緑内障手術後における瘢痕化の予防
に有益となり得る。水晶体嚢の混濁化は、眼内レンズ（リファレンスを加える）の配置に
関する白内障治療の後によく見受けられる。この瘢痕化は、手術による外傷、水晶体細胞
の増殖、及び物質不和合性により生じる。
【００１１】
　本明細書に開示するシステム、方法及び装置により治療可能な眼のその他の疾患には、
眼の翼状片がある。翼状片は、通常、角膜縁周囲結膜（perilimbal conjunctiva）をこえ
て形成され角膜の表面上に伸びる、隆起した表面的、外因的な眼の腫瘤である。翼状片は
、小型で萎縮性静止状態の病変から、角膜トポグラフィーを歪めることがあり、症状が進
行した場合に角膜の光心を不明瞭にすることがある大型で活動性を有し急速に成長する血
管結合組織の病変状態に変化することがある。翼状片は、多くの場合、かなりの時間を屋
外、特に、太陽が降り注ぐ気候の屋外で過ごしている人々に生じ、長期間、太陽光線、特
に紫外線を浴びること、並びに、乾燥し、埃っぽく及び風の強い状態におかれて慢性的に
眼に刺激を受けることとの関連が示されてきたが、翼状片の正確な原因は十分に解明され
ていない。翼状片は、炎症を起こすことがあり、その症状は、多くの場合、炎症の緩和を
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促進可能な局所的な点眼液又は軟膏により治療される。翼状片が、視力を脅かす程大型で
ある場合、又は角膜に侵入した場合、一般に、病変は、視力に影響が及ぼされる前に外科
的除去により治療される。しかしながら、どの外科技術を用いても、その再発率は、多く
の場合、５０～６０％程度と高い。本明細書に開示するシステム、方法、及び装置は、放
射線量を投与して翼状片再発の可能性を低減するために手術後に用いることができ、幾つ
かの態様においては、放射線量を、手術前に翼状片の進行を緩め又は止めるために用いる
こともできる（放射及び腫瘍学（Radiation and Oncology）７４　（２００５）　２５－
２９、「翼状片の非外科的、排他的ストロンチウム／Ｙイットリウム９０のβ照射による
長期結果（Long-term results of non-surgical, exclusive strontium/yytrium-90 beta
 irradiation of pterygia）」参照。この内容の全ては参照により本明細書に組み込まれ
る）。
【００１２】
　幾つかの態様において、放射線療法システムは、レーザ療法に付随して用いられる。即
ち、レーザは、単にＸ線装置を眼の被選択標的に向けるために用いられるのではなく、指
向及び治療の双方に用いられる。これらの態様において、レーザは、眼構造の治療に適し
た少なくとも１つの追加のエネルギー又は波長を含むとよい。Ｘ線は、レーザ療法に関し
て過剰な瘢痕化を制限又は低減するためにレーザと同一領域に適用されるとよい。例えば
、システム及び方法の幾つかの態様は、線維柱帯切除術などの緑内障治療と共に用いられ
ることができる。この態様では、Ｘ線又は放射線量が瘢痕化を制限又は低減するように適
用される一方で、レーザは眼の小柱網に穿孔又は開口を形成するように用いられる。
【００１３】
　幾つかの態様において、システムは、標的組織を加熱するための加熱源を提供するよう
に構成されることができ、Ｘ線は、標的組織の加熱に連動して照射される。前文における
「連動して照射」の用語は、組織の加熱に備えてＸ線を照射できること、組織の加熱に続
けてＸ線を照射できること、又は、組織の加熱と同時にＸ線を照射できること、を意味す
る。Ｘ線を、加熱処置の前に、略２日～略１０日の間で照射することができ、幾つかの態
様によっては、Ｘ線を、加熱処置に続いて略２日～略１０日の間で照射することができる
。幾つかの態様において、Ｘ線を、加熱処置の前に略２日未満の期間で照射し、幾つかの
態様によっては、Ｘ線を、加熱処置に続いて略２日未満の期間で照射する。幾つかの態様
において、Ｘ線を、加熱による組織の処置前に略１０日超照射し、幾つかの態様によって
は、Ｘ線を、加熱による組織の処置に続いて略１０日超照射する。幾つかの態様において
、これら処置方法を複数のバリエーションで用いてもよい。例えば、加熱による標的組織
の複数の処置を、Ｘ線の照射前後に適用することができる。他の態様では、Ｘ線による標
的組織の複数の処置を、加熱による標的組織の処置前後に適用することができる。幾つか
の態様において、前述した実質的に同時の処置は、相互に略７２時間、４８時間、３６時
間、２４時間、１２時間、６時間、２時間、１時間、３０分、１０分、及び、１分以内の
加熱及びＸ線による標的組織の処置を含むことができる。幾つかの態様において、前述し
た実質的に同時の処置は、相互に略１週間、２週間、３週間、及び１カ月以内の加熱及び
Ｘ線による標的組織の処置を含むことができる。
【００１４】
　幾つかの態様において、レーザ療法は、眼組織を穿刺する針を通して適用される。例え
ば、針又はカニューレは、硝子体に薬物を投与するために、眼の強膜を貫通して配置され
ることができる。また、針又はカニューレは、レーザポインタなどの光ポインタビームを
案内するために用いられることができる。光ポインタは網膜に向けられ、網膜上の照らさ
れた領域を、水晶体を通して視覚化することができる。そして、放射線装置を、カニュー
レと、例えば同一線上などに位置合わせして、Ｘ線ビームを、レーザポインタに沿った軌
道で照射し、レーザポインタと同位置で網膜と交差させることができる。このような態様
において、網膜上の標的は、本明細書に開示するシステム、方法、及び装置により識別さ
れ、目標とされ、及び治療されることができる。
【００１５】
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　この開示の幾つかの態様において、複数の電動の眼イメージングシステムが利用される
が、レーザ療法は、治療に用いられる唯一の放射線エネルギー源である。このような態様
において、異なる角度から強膜を通じて該強膜の深部構造へと光子を通過させることによ
り放射線を収束させるシステムの機能は、Ｘ線発生システムをオフに保持しつつレーザ放
射により前眼房又は後眼房の疾患治療に利用されることができる。幾つかの態様において
、Ｘ線発生器は、システムに含まれない。このような態様において、眼モデル（eye mode
l）、トラッキング（追跡）、制御、及び、Ｘ線療法用の収束システムは、レーザ療法の
ために利用される。
【００１６】
　特定の態様において、治療計画システムを用いる装置は、眼の特定領域を標的とする放
射線療法を提供するために用いられる。治療計画システムは、眼の物理的変数又は医者か
らの疾患変数をまとめ、眼の構造に治療効果を送達するようX線システムを向けるもので
ある。上記装置は、眼の標的領域に収束するように１以上の角度から複数の放射線狭ビー
ムを照射する。特定の態様において、装置は、網膜などの後眼の構造に、放射線ビームを
収束させてもよい。特定の態様において、装置は、強膜、角膜又は小柱網などの眼の前部
構造に、放射線ビームを収束させしてもよい。治療計画システムは、強膜などの眼の表面
に沿った複数の異なるポイントにおいて眼へのビームエントリ方向を計画することができ
る。各個人に固有の解剖学的構造は、正確な標的決めのために、並びに、幾つかの態様に
よっては装置のＸ線ビームの自動位置決め（ポジショニング）及び自動定位のために、治
療計画システムに組み込まれる。
【００１７】
　本明細書に記載の幾つかの態様において、患者に放射線を伝達（送達）するために提供
される治療システムは、患者の眼の解剖学的データから生成される眼モデルと、放射線ビ
ームを照射するエミッタと、該エミッタに連結され、前記眼モデルに基づいて、前記放射
線ビームが前記眼の外面又は前記眼の内部の標的に伝達されるように、前記眼の外面又は
前記眼の内部の場所に対して前記エミッタを配置する位置決めガイドと、を含む。
【００１８】
　幾つかの態様において、前記場所は、前記標的を含んで構成される。前記エミッタは、
略１０ｋｅＶ～略５００ｋｅＶの間の光子エネルギーを有する放射線ビームを伝達するよ
うに、又は、前記エミッタは、略２５ｋｅＶ～略１００ｋｅＶの間で調整可能な放射線ビ
ームを伝達するように、構成されることができる。幾つかの態様において、前記放射線ビ
ームは、Ｘ線ビームを含む。幾つかの態様において、前記システムは、さらに、前記眼モ
デルに基づいて、ビーム標的、ビーム強度、ビームエネルギー、ビーム軌道、治療領域サ
イズ、治療領域形状、前記エミッタから前記標的までの距離、照射時間、及び、線量、の
うち少なくとも２つを決定する計画モジュールを含む。
【００１９】
　前記位置決めガイドは、幾つかの態様において、前記計画モジュールからの情報に基づ
いて、前記エミッタが第１位置において第１放射線ビームを前記眼の第１部分を通り前記
眼の範囲内の治療領域に作用させる（向ける）ように、前記エミッタを配置する請求項７
記載のシステム。前記位置決めガイドは、前記計画モジュールからの情報に基づいて、前
記エミッタが第２位置において第２放射線ビームを前記眼の第２部分を通り前記眼の範囲
内の治療領域に作用させる（向ける）ように、前記エミッタを配置する請求項７記載のシ
ステム。前記計画モジュールは、該計画モジュールの出力に作用する使用者からの入力を
受信するように適応される幾つかの態様において、前記システムは、前記眼の位置を感知
し、及び、該眼の位置に関する情報を前記計画モジュールに中継する感知モジュールを含
む。
【００２０】
前記システムは、幾つかの態様において、前記眼の位置を感知し、及び、該眼の位置に関
する情報を前記位置決めガイドに中継する感知モジュールをさらに含んで構成される。前
記感知モジュールは、前記眼に物理的に接触する部分を含むことができ、前記眼の角膜上



(22) JP 2014-113502 A 2014.6.26

10

20

30

40

50

に又は前記眼の角膜を覆って配置可能なレンズを含むことができる。前記感知モジュール
は、幾つかの態様において、例えば、レーザにより、前記眼の位置を光学的に感知するこ
とができる。
【００２１】
　また、幾つかの態様において、前記システムは、略０．５ｍｍ～略６ｍｍ幅に前記放射
線ビームをコリメートするコリメータを含む。また、前記コリメートビームは、前記コリ
メータから最大で略５０ｃｍ離れた距離で、略１０％未満の半影を有することができる。
前記位置決めガイドは、幾つかの態様において、その使用時に、前記エミッタが前記標的
から５０ｃｍ以内の第１距離から前記標的に向けて放射線ビームを伝達するように、前記
エミッタを前記第１距離に配置するように構成される。幾つかの態様において、コリメー
タは、前記放射線ビームが前記標的に伝達されるときに、該標的から略１０ｃｍ以内に配
置されて使用される。
【００２２】
　前記システムは、前記放射線ビームを前記標的に向けられない程に前記患者の眼が動い
たこと検出する検出器をさらに含むことができる。幾つかの態様において、前記エミッタ
は、前記患者の眼が所定の位置又は所定の位置範囲から外れて動いた場合に、前記放射線
ビームの照射を自動的に停止するように構成される。幾つかの態様は、コリメータを通過
し、前記眼に向かうレーザビームを照射するレーザエミッタを含み、及び、幾つかの態様
では、前記レーザビームは前記Ｘ線エミッタと同一軸に沿って適用される。
【００２３】
　本明細書に記載の幾つかの態様は、眼に放射線を伝達するシステムを開示する。該シス
テムは、患者の眼の解剖学的データから生成される眼モデルと、略１０ｋｅＶ～略５００
ｋｅＶのエネルギーを有するＸ線ビームを眼に伝達するエミッタと、前記エミッタと連結
され、前記エミッタと連結され、前記眼モデルに基づいて、前記放射線ビームが前記眼の
外面又は前記眼の内部の標的に伝達されるように、前記眼の外面又は前記眼の内部の場所
に対して前記エミッタを配置する位置決めガイドと、前記眼モデルに基づいて治療用の少
なくとも２つのパラメータを決定する計画モジュールと、を含む。幾つかの態様において
、前記少なくとも２つのパラメータは、ビーム標的、ビーム強度、ビームエネルギー、ビ
ーム軌道、治療領域サイズ、治療領域形状、前記エミッタから前記標的までの距離、照射
時間、及び、線量、の２つを含む。
【００２４】
　前記位置決めガイドは、さらに、幾つかの態様において、前記眼の領域を標的として第
１Ｘ線ビームを第１位置から前記眼の強膜における第１領域に向けるように構成され、前
記眼の領域と実質的に同一の領域を標的として第２Ｘ線ビームを第２位置から前記強膜の
第２領域に向けるように構成される。幾つかの態様において、前記眼の前記領域は、前記
眼における黄斑、強膜、小柱網、及び水晶体包の少なくとも１つである。
【００２５】
　前記システムは、前記Ｘ線ビームをコリメートするコリメータをさらに含むことができ
る。幾つかの態様において、前記コリメータは、略０．５ｍｍ～略６ｍｍの幅に前記Ｘ線
ビームをコリメートするように構成され、及び幾つかの態様において、前記システムは、
前記コリメータから前記標的までの略５０ｃｍ離れた距離で、略５％未満の半影を有する
Ｘ線ビームを生成するように構成される。前記エミッタは、幾つかの態様において、略２
５ｋｅＶ～略１５０ｋｅＶの間の光子エネルギーを有するＸ線ビームを伝達するように構
成される。幾つかの態様において、前記コリメータは、前記Ｘ線ビームが前記標的に伝達
されるときに、該標的から略１０ｃｍ以内に配置されて使用される。
【００２６】
　幾つかの態様において、ヒトに放射線を伝達する治療システムを提供する。該システム
は、患者の眼の解剖学的データから生成される眼モデルと、前記眼にＸ線ビームを伝達す
るエミッタと、前記Ｘ線ビームが前記眼の外面又は前記眼の内部の標的に伝達されるよう
に、前記眼の外面又は前記眼の内部の場所に対して前記エミッタを配置する手段と、を含
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んで構成され、前記手段は、前記エミッタと連結され、該エミッタを前記眼モデルに基づ
いて配置する。
【００２７】
　幾つかの態様は、患者に放射線を伝達する治療システムを提供する。該システムは、放
射線ビームを発生するエミッタと、前記エミッタと連結され、前記放射線ビームを前記眼
の外面又は前記眼の内部の標的に伝達するように、前記眼の外面又は前記眼の内部の位置
に対して前記エミッタの位置を操作可能な位置決めガイドと、を含み、前記エミッタが前
記標的から略５０ｃｍ以内に配置される。幾つかの態様において、前記システムは、さら
に、前記エミッタと連結され、前記エミッタが放射線ビームを放射するときに前記標的か
ら略１０ｃｍ以内に配置されて使用されるコリメータを含む。幾つかの態様において、前
記システムは、さらに、前記エミッタと連結されるコリメートレーザエミッタを含む。
【００２８】
　本明細書に記載の幾つかの態様において、眼の黄斑変性を治療する方法が開示される。
該方法は、イメージ装置により取得される解剖学的データを有する患者の眼モデルを提供
すること、光子エネルギーが略４０ｋｅＶ～略１００ｋｅＶ、幾つかの態様においては光
子エネルギーが略４０ｋｅＶ～略２５０ｋｅＶ、を有し、略０．５ｍｍ～略６ｍｍ幅のＸ
線ビームを生成すること、ビームが眼の強膜を通過して網膜に至るように前記Ｘ線ビーム
を向けること、略１Ｇｙ～略４０ＧｙのＸ線放射を網膜に照射すること、を含むとよい。
【００２９】
　幾つかの態様において、Ｘ線ビーム幅、光子エネルギー、及びＸ線ビームの方向の少な
くとも１つが眼モデルに基づいて決定される方法を提供する。該方法は、幾つかの態様に
おいて、略１５Ｇｙ～略２５ＧｙのＸ線放射を網膜に照射すること、をさらに提供する。
幾つかの態様において、Ｘ線放射による治療は、分割されることができ、及び、計画シス
テムは、それまで（以前）の治療の量及び場所のトラック（track）を保持することがで
きる。幾つかの態様において、前記方法は、放射線を網膜に照射することにより眼の新生
血管を低減すること、を含む。前記方法は、さらに、放射線を網膜に照射する前又は後に
、加熱、冷却、血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）アンタゴニスト、ＶＥＧＦ－受容体アンタ
ゴニスト、ＶＥＧＦ若しくはＶＥＧＦ受容体に対する抗体、ＤＮＡ鎖切断増加若しくはＤ
ＮＡ修復減少のモダリティ、アポトーシスレベル増加のモダリティ、内皮細胞死増加のモ
ダリティ、タキサン若しくはその他の微小管阻害剤、イリノテカンなどのトポイソメラー
ゼ阻害剤、シロリムスなどのリムスファミリー（limus family）の製剤、テモゾロミド（
temozolomide）などＤＮＡをメチル化する化合物、カペシタビン（capecitabine）などの
５－フルオロウラシル類似体若しくはプロドラッグ、チラパザミン（tirapazamine）など
の遊離基誘導エージェント、ゲフィチニブ若しくはエルロチニブ（erlotinib）などの小
分子チロシンキナーゼ阻害剤、ボルテゾミブ（bortezomib）などのＮＦκＢ阻害剤若しく
はダウンレギュレータ（downregulator）、マイクロ波エネルギー、レーザエネルギー、
高圧酸素、過飽和状態の酸素、超音波エネルギー、高周波エネルギー、治療薬、の少なく
とも１つを患者に施すこと、を含む。前記方法は、幾つかの態様において、さらに、眼の
外部の第１位置から強膜を通過して網膜に至るように第１Ｘ線ビームを向けること、及び
眼の外部の第２位置から強膜を通過して網膜に至るように第２Ｘ線ビームを向けること、
を含む。幾つかの態様において、Ｘ線ビームは、眼の毛様体扁平部を通過するように向け
られる。Ｘ線ビームは、幾つかの態様において、眼の黄斑に向けられる。
【００３０】
　本明細書の幾つかの態様は、患者の眼を治療する方法を開示する。該方法は、イメージ
装置により取得される解剖学的データに基づいて眼モデルを提供すること、略０．５ｍｍ
～略６ｍｍのビーム幅を夫々有する第１Ｘ線ビーム及び第２Ｘ線ビームを生成すること、
前記第１ビームが前記眼の強膜における第１領域を通過して網膜の標的に至るように前記
第１Ｘ線ビームを向けること、前記第２ビームが前記強膜における第２領域を通過して前
記網膜における実質的に前記第１ビームと同一の標的に至るように前記第２Ｘ線ビームを
向けること、を含み、前記第１ビーム及び第２ビームが通過する前記第１領域及び第２領
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域が前記眼モデルに基づいて選択される。
【００３１】
　幾つかの態様において、第１ビームの軌道が眼モデルに基づいて決定され、及び、幾つ
かの態様において、第１Ｘ線ビームを向けること及び第２Ｘ線ビームを向けることが連続
して行われる。幾つかの態様において、前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、
略２５ｋｅＶ～略１００ｋｅＶの光子エネルギーを有する。前記第１Ｘ線ビーム及び前記
第２Ｘ線ビームの中心は、幾つかの態様において、眼の角膜輪部から略０．５ｍｍ～略６
ｍｍの距離で強膜上のポイントに投射される。幾つかの態様において、前記方法は、さら
に、前記第１Ｘ線ビームを向ける前に、並行して、又は連続して、加熱、冷却、ＶＥＧＦ
アンタゴニスト、ＶＥＧＦ－受容体アンタゴニスト、ＶＥＧＦ若しくはＶＥＧＦ受容体に
対する抗体、マイクロ波エネルギー、高周波エネルギー、レーザエネルギー、治療薬、の
少なくとも１つを患者に施すこと、を含む。前記Ｘ線ビームは、幾つかの態様において、
網膜から略５０ｃｍ未満に配置されるＸ線源により生成される。幾つかの態様において、
前記Ｘ線ビームは、眼から略１０ｃｍ以内に配置される線源の端部から照射される。幾つ
かの態様において、網膜は、前記治療の１セッションの間に、略１５Ｇｙ、幾つかの態様
においては略２５Ｇｙ、また、幾つかの態様においては略３５Ｇｙ、のＸ線放射が照射さ
れる。
【００３２】
　本明細書に開示される幾つかの態様は、患者の眼を治療する方法に関する。該方法は、
イメージ装置により取得される解剖学的データに基づいて眼モデルを提供すること、略０
．５ｍｍ～略６ｍｍのビーム幅を夫々有する第１Ｘ線ビーム及び第２Ｘ線ビームを生成す
ること、前記第１ビームが前記眼の第１領域を通過して前記眼内の標的に至るように前記
第１Ｘ線ビームを向けること、並びに前記第２ビームが前記眼の第２領域を通過して前記
眼内の実質的に同一の標的に至るように前記第２Ｘ線ビームを向けること、を含み、前記
第１ビーム経路及び前記第２ビーム経路が通過する前記眼の前記第１領域及び第２領域が
前記眼モデルに基づいて選択される。
【００３３】
　幾つかの態様において、前記標的は、前記眼の水晶体包を含む。幾つかの態様において
、前記標的は、前記眼の小柱網又は腫瘍を含む。幾つかの態様において、前記第１領域は
、前記眼の角膜を含んで構成される。幾つかの態様において、前記第１Ｘ線ビーム及び前
記第２Ｘ線ビームは、略２５ｋｅＶ～略１００ｋｅＶの光子エネルギーを有する。幾つか
の態様において、前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、前記眼から略１０ｃｍ
以内に配置されるコリメータによりコリメートされ、及び、幾つかの態様において、前記
第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、前記眼から略１０ｃｍ以内に配置されるＸ線
源により生成される。また、前記Ｘ線源は、前記眼の５０ｃｍ、４０ｃｍ、及び、１０ｃ
ｍ、の少なくとも１つ以内に配置されることができる。
【００３４】
　幾つかの態様において、前記眼の前記第１領域は、強膜の第１領域を含んで構成され、
前記眼の前記第２領域は、前記強膜の第２領域を含んで構成され、及び、前記強膜の第１
領域から前記強膜の第２領域の端～端の距離が略０．１ｍｍ～略２ｍｍである。幾つかの
態様において、前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは、前記眼の外部の鼻部から
向けられる。幾つかの方法は、さらに、Ｘ線放射線療法システムを前記患者の眼の中心に
位置合わせすること、を含む。また、幾つかの方法は、前記眼モデルを用いて前記黄斑領
域を治療する計画を作成すること、を含み、前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビーム
は前記黄斑領域で重ね合わされ、及び、前記第１Ｘ線ビーム及び前記第２Ｘ線ビームは略
０．５ｍｍ～略６ｍｍにコリメートされる。
【００３５】
　本明細書に記載の幾つかの態様は、患者の眼の網膜に放射線を適用する方法を開示する
。該方法は、イメージ装置により患者の黄斑の位置を取得（局在化）すること、前記黄斑
をグローバル座標系にリンク（連結）すること、及び、前記座標系に基づいて前記黄斑に
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外部放射線ビームを適用すること、を含む。
【００３６】
　幾つかの態様は、さらに、前記グローバル座標系にリンクされ又は前記グローバル座標
系でトラック可能な物質を前記眼の強膜に接触させること、を含む。特定の態様において
、前記外部ビーム照射の動きは、前記座標系に基づいて自動化される。また、幾つかの態
様において、前記方法は、眼の動きを検出すること、を含む。幾つかの態様は、さらに、
眼の動きを検出した後に、黄斑と座標系との間の関係を再計算すること、を含む。幾つか
の態様において、前記眼及び網膜を前記座標系に連結するように、前記眼の内部へ基準マ
ーカーを差し込む（挿入する）こと、を含む。幾つかの態様において、前記外部ビーム照
射は、収束外部ビーム照射である。
【００３７】
　本明細書では、患者の眼に対する放射線療法を計画する方法を開示し、その態様を記載
する。幾つかの態様において、該方法は、前記患者の網膜のイメージデータを取得するこ
と、前記データをグローバル座標系に連結すること、網膜に対して収束電離放射線ビーム
のアライメント及びターゲティングを可能にするようにレーザを用いること、前記グロー
バル座標系における前記網膜の位置に基づいて、自動化された収束外部ビーム療法を前記
網膜に適用すること、を含む。
【００３８】
　幾つかの態様は、患者の眼の領域を治療する方法を提供する。該方法は、略４０ｋｅＶ
～略２５０ｋｅＶの光子エネルギーを有する略０．５ｍｍ～略６ｍｍ幅のＸ線ビームを生
成すること、前記Ｘ線ビームを前記眼の領域に向けること、略１Ｇｙ～略４０ＧｙのＸ線
放射線量で前記領域を照射し、前記眼の領域を治療すること、を含む。
【００３９】
　幾つかの態様において、前記方法は、さらに、イメージ装置により取得される解剖学的
データを有する前記眼のモデルを提供すること、を含み、前記Ｘ線ビーム幅、前記Ｘ線ビ
ームの光子エネルギー、及び前記Ｘ線ビームの方向、の少なくとも１つが、前記眼のモデ
ルに基づいて決定される。幾つかの態様において、前記領域は、略１５Ｇｙ～略２５Ｇｙ
のＸ線放射で照射され、及び、幾つかの態様において、前記領域は、前記眼の網膜を含む
。前記治療は、前記網膜に放射線を照射することにより前記眼の新生血管を減少させるこ
と、及び、乾性加齢黄斑変性（ＡＭＤ）から新生血管形成への進行を実質的に防止するこ
と、の少なくとも一方を含むことができる。また、幾つかの態様において、前記方法は、
加熱、冷却、ＶＥＧＦアンタゴニスト、ＶＥＧＦ受容体アンタゴニスト、ＶＥＧＦ若しく
はＶＥＧＦ受容体に対する抗体、マイクロ波エネルギー、高周波エネルギー、レーザ、光
線力学物質（エージェント）、及び、放射線力学物質（エージェント）並びに治療薬、の
少なくとも１つを前記患者に施すこと、を含む。幾つかの態様は、さらに、前記眼の外部
の第１位置から強膜を通り網膜に至るように第１Ｘ線ビームを向けること、及び、前記眼
の外部の第２位置から強膜を通り網膜に至るように第２Ｘ線ビームを向けること、を含む
。前記Ｘ線ビームは、幾つかの態様において、前記眼の毛様体扁平部を通るように向けら
れ、及び、幾つかの態様において、前記Ｘ線ビームは、前記眼の黄斑に向けられる。また
、前記Ｘ線ビームは、前記眼の強膜を通り前記眼の黄斑に至るように向けることもできる
。
【００４０】
　幾つかの態様では、線量を２以上のビームに分割することを提供し、及び、幾つかの態
様では、前記線量を２以上の治療セッションに分割し、該治療セッションの夫々を少なく
とも１日間隔で生じさせる。本明細書に記載の幾つかの方法は、さらに、前記領域に前記
Ｘ線放射を照射する間に、前記Ｘ線ビームに対する前記眼の位置を決定すること、及び、
前記眼の位置が移動閾値を超えると、前記Ｘ線ビームをシャットオフすること、を含む。
【００４１】
　本明細書に記載の患者の眼を治療する幾つかの方法は、イメージ装置により取得される
解剖学的データに基づいて眼モデルを提供すること、第１ビームが前記眼の第１領域を通



(26) JP 2014-113502 A 2014.6.26

10

20

30

40

50

過して前記眼内の標的に至るように第１Ｘ線ビームを向けること、及び第２ビームが前記
眼の第２領域を通過して前記眼内の実質的に同一の標的に至るように第２Ｘ線ビームを向
けること、を含み、前記第１ビーム及び前記第２ビームが通過する前記第１領域及び第２
領域は、前記眼モデルに基づいて選択され、前記方法はさらに、前記標的に対する前記第
１Ｘ線ビームの照射、前記標的に対する前記第２Ｘ線ビームの照射、及び、前記標的に対
する前記第１Ｘ線ビームの照射と前記標的に対する前記第２Ｘ線ビームの照射との間の期
間、の少なくとも１つの間に、前記眼の位置を評価すること、を含む。
【００４２】
　前記標的に対する前記第１Ｘ線ビームの照射の間に評価を実行すること、を提供し、幾
つかの方法は、さらに、前記眼が移動閾値を超えて移動したときに、前記第１Ｘ線ビーム
の照射を停止又は低減させること、を含む。幾つかの方法は、さらに、前記眼の位置を評
価して得られる情報に基づいて前記第２Ｘ線ビームを向けること、を含む。
【００４３】
　幾つかの方法は、眼の放射線療法を計画する方法を提供する。該方法は、少なくとも１
つの放射線ビームから眼の領域における標的に対して実放射線量を伝達する治療計画を作
成すること、及び前記治療計画を示す情報を出力モジュールに出力すること、を含み、前
記作成することは、前記眼の外部の放射線源から前記標的に伝達される第１推定放射線量
を決定すること、及び前記放射線源から前記眼の視神経及び水晶体の少なくとも一方が受
信する第２推定放射線量を決定すること、を含み、前記第２推定放射線量は、前記第１推
定放射線量の略４０％以下であり、前記治療計画は、前記少なくとも１つの放射線ビーム
の幅、前記放射線源から前記標的までの距離、前記ビームの軌道、最大ビームエネルギー
、及び前記第１推定放射線量、の少なくとも１つを含んで構成され、前記少なくとも１つ
の放射線ビームの幅、前記放射線源から前記標的までの距離、及び前記ビームの軌道、の
前記少なくとも１つは、前記標的に対する前記第１推定放射線量及び前記眼の前記視神経
及び前記水晶体の少なくとも一方に対する前記第２推定放射線量の伝達を生じさせるよう
に選択される。
【００４４】
　幾つかの態様において、前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける
前記推定放射線量の少なくとも一方は、前記標的に伝達される前記推定放射線量の２０％
以下である。幾つかの態様において、前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶
体が受ける前記推定放射線量の少なくとも一方は、前記標的に伝達される前記推定放射線
量の１０％以下である。幾つかの態様において、前記視神経が受ける前記推定放射線量及
び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少なくとも一方は、前記標的に伝達される前記
推定放射線量の５％以下である。特定の態様において、前記視神経が受ける前記推定放射
線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少なくとも一方は、前記標的に伝達され
る前記推定放射線量の１％以下である。
【００４５】
　特定の態様において、前記出力モジュールは、コンピュータモニタ、ＬＣＤ、ＬＥＤ、
携帯装置、紙、コンピュータ可読媒体、コンピュータ実行可能命令、及び、放射線源に対
する通信リンク、の少なくとも１つを含んで構成される。幾つかの態様は、前記標的組織
に対して放射線の実線量を伝達する１０日前から伝達後の３日の間の期間に、前記眼に対
して熱エネルギーを伝達すること、をさらに含む。
【００４６】
　幾つかの態様において、前記方法は、前記標的に対して実放射線量を伝達すること、を
さらに含む。幾つかの態様において、前記標的に伝達される前記推定放射線量、前記視神
経が受ける前記推定放射線量、及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量の少なくとも１
つは、モンテカルロシミュレーションにより決定される。幾つかの態様において、前記少
なくとも１つの放射線ビームの少なくとも１つは、幾何学的な断面形状を有する。幾つか
の態様において、前記幾何学的な断面形状は、楕円状、円状、環状、同心円状の環状、多
角形状、クレセント状、の少なくとも１つを含んで構成される。前記視神経が受信する前
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記推定放射線量及び前記水晶体が受信する前記推定放射線量の少なくとも一方は、外面対
深部（surface-to-depth）のビームエネルギー表示に基づくものである。幾つかの態様に
おいて、前記視神経が受ける前記推定放射線量及び前記水晶体が受ける前記推定放射線量
の少なくとも一方は、略２５０ｋｅＶ未満の最大ビームエネルギーを有するＸ線源からの
分散光のトレーシングに基づくものである。
【００４７】
　幾つかの態様において、前記複数の放射線ビームが夫々の横断ゾーンで強膜を通り抜け
るように、前記標的に伝達される前記複数の放射線ビームの軌道を決定すること、を含み
、前記夫々の横断ゾーンは、あらゆる他の交差ゾーンと実質的に重ならない、方法を開示
する。
【００４８】
　幾つかの態様において、前記複数のビームの少なくとも１つは、前記標的でその他の前
記複数のビームと重なる。幾つかの態様は、前記少なくとも１つの放射線ビームを略６ｍ
ｍ未満の横断面寸法（直径）を有するサイズにコリメートすること、をさらに含む。幾つ
かの態様は、前記眼の外面に対する放射線量が前記標的に対する放射線量の３倍未満とな
るように濾過（フィルトレーション）量を決定すること、をさらに含み、少なくとも１つ
の放射線ビームが略５０ｋｅＶ～略３００ｋｅＶを有する。
【００４９】
　幾つかの態様において、前記第１Ｘ線ビームは、少なくとも部分的に重金属を含んで構
成されるフィルタによりろ過される。幾つかの態様は、前記標的に対する治療放射線量が
略３０分未満内で照射されるように、放射線療法システムに供給される略１ｍＡ～略４０
ｍＡの電流を決定すること、をさらに含む。幾つかの態様において、前記Ｘ線ビームはコ
リメートされ、及び、前記コリメータは前記標的から略２０ｃｍ以内に配置される。幾つ
かの態様は、前記視神経に対する前記推定放射線量を最小化するように、少なくとも１つ
の放射線ビームの方向を決定すること、をさらに含み、前記第１Ｘ線ビームは、前記眼の
外部から前記眼内部の標的への伝達に関して、鼻方向から側頭方向へ又は下方向から上方
向へ伝達される。
【００５０】
　幾つかの態様は、眼の放射線療法を計画する方法に関する。該方法は、少なくとも１つ
の放射線ビームから眼の領域における標的に対して実放射線量を伝達する治療計画を作成
すること、及び前記治療計画を示す情報を出力モジュールに出力すること、を含み、前記
作成することは、前記眼の外部の放射線源から前記標的に伝達される第１推定放射線量を
決定すること、及び前記標的の中心から略６ｍｍ未満の場所に位置する他の眼組織が前記
放射線源から受ける第２推定放射線量を決定すること、を含み、前記第２推定放射線量は
、前記第１推定放射線量の略４０％以下であり、前記治療計画は、前記少なくとも１つの
放射線ビームの幅、前記放射線源から前記標的までの距離、前記ビームの軌道、及び前記
第１推定放射線量、の少なくとも１つを含んで構成され、前記少なくとも１つの放射線ビ
ーム幅、前記放射線源から前記標的までの距離、前記ビームの軌道、の前記少なくとも１
つは、前記標的に対する前記第１推定放射線量及び前記その他の眼組織に対する前記第２
推定放射線量の伝達を生じさせるように選択される。
【００５１】
　幾つかの態様は、治療期間の間に眼を治療する方法に関する。該方法は、治療期間の間
に眼の視神経及び水晶体の少なくとも一方に照射される放射線量が標的に伝達する放射線
量の僅か略４０％以下となるように、眼の外部にある線源から眼の網膜内又は網膜上にあ
る前記標的に放射線を向けること、を含む。幾つかの態様において、前記放射線は、前記
眼の毛様体扁平部を実質的に通するように向けられる。
【００５２】
　幾つかの態様において、治療期間の間に眼を治療する方法に関する。該方法は、
前記治療期間の間に標的の中心から略６ｍｍ未満の場所に位置する眼組織に照射される放
射線量が前記標的に伝達される放射線量の略４０％以下となるように、前記眼の外部にあ
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る線源から前記眼の内の前記標的に放射線を向けること、を含む。
【００５３】
　幾つかの態様は、患者の眼の炎症を治療する方法を開示。該方法は、眼内の炎症領域の
場所を示すデータに基づいて、治療期間の間に前記炎症領域の中心から略６ｍｍを越える
場所に位置する眼組織に対して照射される放射線量が前記炎症領域に伝達する放射量の略
４０％以下となるように、前記眼の外部にある線源から、前記眼の前部領域を通り、前記
炎症領域へ少なくとも１つのＸ線ビームを向けること、を含む。
【００５４】
　幾つかの態様において、前記領域は、ドルーゼを含んで構成される。幾つかの態様にお
いて、前記眼の前記前部領域は、角膜である。幾つかの態様において、前記眼の前記前部
領域は、前記眼の角膜の外側の強膜である。幾つかの態様において、前記少なくとも１つ
のＸ線ビームは、略１ｍｍより小さい横断面寸法（直径）を有する。幾つかの態様におい
て、前記ビームは、略１ｍｍ～略５ｍｍの間の直径を有する。幾つかの態様において、前
記少なくとも１つのＸ線ビームは、高強度と低強度の交互の領域を含んで構成される。幾
つかの態様において、前記眼に接触する装置を用いて決定される治療軸に対する所定角度
で前記眼に放射線療法システムを向けること、をさらに含む。幾つかの態様において、前
記装置は、前記放射線療法システムと眼に関するデータを光学的に通信する。幾つかの態
様は、眼－接触装置を用いて決定される治療軸に対する所定角度で前記眼に放射線療法シ
ステムを向けること、をさらに含む。幾つかの態様は、前記眼からの光の反射、眼底イメ
ージ、前記眼の瞳孔イメージ、及び前記眼の角膜輪部イメージの１つを用いて決定される
治療軸に対する所定角度で前記眼に放射線療法システムを向けること、をさらに含む。
【００５５】
　幾つかの態様において、眼に放射線を伝達する方法は、眼の前部－後部軸を提供するこ
と、前記眼の前部－後部軸に対して治療軸を定義すること、前記眼に向けて照射されるＸ
線ビームをコリメートし、該コリメートＸ線ビームが略６ｍｍ未満の横断面寸法（直径）
を有するようにするコリメータを前記治療軸に対する所定角度に位置合わせすること、前
記治療軸に対する所定角度で前記Ｘ線ビームを照射すること、を含む。
【００５６】
　幾つかの態様において、前記コリメートＸ線ビームは、前記コリメータから略１０ｃｍ
の場所で略２０％未満の半影を有する。幾つかの態様において、前記治療軸は、前記眼の
中心光軸である。幾つかの態様において、前記治療軸は、前記眼の視軸である。幾つかの
態様において、前記治療軸は、前記角膜輪部又は角膜の中心に対して垂直である。幾つか
の態様は、前記治療軸に対して前記コリメート放射線ビームを動かすこと、及び、第２コ
リメートＸ線ビームを照射すること、をさらに含む。幾つかの態様は、前記コリメート放
射線ビームに対して前記眼を動かすこと、をさらに含む。幾つかの態様は、前記眼の強膜
上の投射スポットに前記コリメートＸ線ビームを位置合わせすること、をさらに含む。幾
つかの態様において、前記スポットは、前記治療軸に位置合わせされる。幾つかの態様に
おいて、前記スポットは、前記コリメートＸ線ビームに位置合わせされる。幾つかの態様
において、前記コリメートＸ線ビームを照射することは、治療計画ソフトウェアプログラ
ムに基づいて行われる。
【００５７】
　幾つかの態様において、放射線療法システムによる放射線ビームで眼の眼球構造を治療
する方法は、第１部分を含んで構成され、前記眼球構造を通る軸がさらに該第１部分を通
る眼接触部材を、前記眼の表面に接触させること、及び前記眼の外部に位置する放射線療
法システムから前記眼球構造に向けて複数の放射線ビームを照射すること、を含んで構成
され、該複数の放射線ビームの夫々は前記眼球構造の治療部位で前記軸と交差する軌道を
とり、該治療部位は前記複数の放射線ビームの少なくとも１つにより事実上治療可能であ
る。
【００５８】
　幾つかの態様は、前記眼接触部材で前記眼を第１位置に実質的に固定すること、をさら
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に含む。幾つかの態様において、前記眼接触部材は、前記眼の外部から内部へ電磁放射線
の第１波長を伝達する伝達部を含んで構成される。幾つかの態様において、前記第１部分
は、電磁放射線の第２波長を反射する。幾つかの態様において、前記第１部分は、前記眼
接触部材内又は前記眼接触部材上の中心に配置される。幾つかの態様において、前記複数
の放射線ビームの少なくとも１つは、レーザ光を含んで構成される。幾つかの態様におい
て、前記複数の放射線ビームの少なくとも１つは、Ｘ線を含んで構成される。
【００５９】
　幾つかの態様において、放射線療法システムによる眼球構造の治療用の患者眼球インタ
フェースは、眼の外面に係合する眼接触表面を有し、前記眼を実質的に第１位置に保持す
る眼ホルダー、を含んで構成され、前記眼ホルダーは、前記眼の外部に配置される線源か
ら前記眼に放射線ビームが伝達されている間に、前記眼が実質的に前記第１位置にあるこ
との指示（indication）を感知器に提供するように構成される。
【００６０】
　幾つかの態様は、前記眼球インタフェースを通る前記放射線ビームを伝達可能な物質を
さらに含んで構成される。幾つかの態様において、前記放射線ビームは、レーザ光を含ん
で構成される。幾つかの態様において、前記放射線ビームは、Ｘ線を含んで構成される。
【００６１】
　本明細書に記載の幾つかの態様において、放射線療法システムによる眼球構造の治療用
の患者眼球インタフェースは、眼を実質的に安定可能な位置に保持するように適合される
ホルダーと、眼を実質的に安定可能な位置に保持するように適合されるホルダーと、前記
眼の位置を示し及び前記放射線療法システムから照射される放射線ビームの特性を決定す
る情報を、前記ホルダーと放射線療法システムとの間に伝える通信リンクと、を含んで構
成される。
【００６２】
　幾つかの態様において、前記通信リンクは、光の波長の幾つかを反射する反射物質を含
んで構成される。幾つかの態様において、前記情報により決定される前記放射線ビームの
特性は、前記放射線ビームの軌道及び照射状態若しくは無照射状態の少なくとも１つを含
んで構成される。幾つかの態様において、前記ホルダーは、前記眼に接触する。幾つかの
態様において、前記ホルダーは、前記眼の外部の表面に取り付け可能である。幾つかの態
様において、前記ホルダーは、前記放射線療法システムに機械的に連結される。幾つかの
態様において、前記放射線療法システムに対する前記通信リンクは、光リンクである。幾
つかの態様において、前記ホルダーは、前記眼の軸に前記放射線療法システムを位置合わ
せするように適合される。幾つかの態様において、前記ホルダーは、前記眼の視軸に前記
放射線療法システムを位置合わせするように適合される。幾つかの態様は、前記ホルダー
に対する前記眼の位置を視覚化するカメラを、さらに含む。幾つかの態様において、前記
カメラは、前記眼の動きを検出し、該眼の動きに関するデータをイメージングソフトウェ
アに伝える。
【００６３】
　幾つかの態様において、前記ホルダーは、前記強膜に接触する。幾つかの態様において
、前記ホルダーは、前記角膜に接触する。幾つかの態様において、前記ホルダーは、少な
くとも部分的にＸ線エネルギーを通さない。幾つかの態様において、前記ホルダーは、少
なくとも部分的にＸ線エネルギーを通す。幾つかの態様において、前記ホルダーは、前記
眼に対して吸引を適用するように構成される。
【００６４】
　幾つかの態様において、患者の眼にＸ線ビームを伝達するシステムは、網膜から略１５
ｃｍ以内に配置されて使用される少なくとも１つのＸ線コリメータと、前記コリメータの
長軸に実質的に位置合わせされ、前記眼の表面及び該眼の表面に接触する装置の少なくと
も一方に、前記コリメータを通って照射されるＸ線ビームの方向を示す印を提供するレー
ザビームを照射するレーザと、を含んで構成される。
【００６５】
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　幾つかの態様において、前記システムは、前記Ｘ線ビームを伝達するＸ線管の陽極に略
１０ｍＡ～略８００ｍＡの電流を供給するように適合される電源装置をさらに含んで構成
される。幾つかの態様において、前記陽極は、固定陽極又は回転陽極である。幾つかの態
様は、前記眼に接触し、前記眼の位置を保持するように構成される眼接触部材をさらに含
んで構成される。
【００６６】
　幾つかの態様において、眼の放射線療法の方法は、疾患の治療に治療上有用な関連放射
線量を有する眼球疾患について、眼の外部に配置されてＸ線ビームを介して放射線量を伝
達するＸ線源から、前記疾患を罹った前記眼組織の標的までの距離を提供すること、及び
前記放射線源から前記標的までの前記距離に基づいて、前記距離により前記放射線源から
隔てられている前記標的に対して前記放射線源から照射される前記Ｘ線ビームの前記放射
線量を達成する上で要求されるエネルギーレベルを出力モジュールに出力すること、を含
んで構成され、前記エネルギーレベルは、前記放射線源から前記標的への距離に依存する
。
【００６７】
　幾つかの態様において、疾患組織を放射線で治療する方法は、治療される患者の第１疾
患に基づいて、放射線療法システムから照射されて、推定放射線量を実質的に伝達する放
射線ビームのエネルギーレベルを選択すること、及び前記選択エネルギーレベルの印を出
力モジュールに出力すること、を含み、前記治療される第１疾患は、複数の疾患のうちの
１つであり、前記複数の疾患の夫々は、該複数の疾患の夫々に対する治療放射線量を得る
上で、前記複数の疾患のうちの別の疾患に対する治療放射線量を得るために要するエネル
ギーレベルとは異なるエネルギーレベルを要求する。
【００６８】
　幾つかの態様において、前記第１疾患は前記患者の眼に影響を与え、及び、前記放射線
ビームは前記眼に向けて照射される。幾つかの態様において、前記第１疾患は、前記患者
の眼の黄斑変性を含んで構成される。幾つかの態様において、前記第１疾患は、前記患者
の眼の翼状片を含んで構成される。幾つかの態様において、前記第１疾患は、眼球の腫瘍
、緑内障、及び前癌病変の少なくとも１つを含んで構成される。
【００６９】
　幾つかの態様において、疾患組織を放射線で治療するシステムは、治療される患者の疾
患に基づく選択であって、放射線療法システムから照射されて実質的に推定放射線量を伝
達する放射線ビームのエネルギーレベルの選択を含んで構成される入力を受信する処理モ
ジュールを含んで構成され、前記治療される第１疾患は、複数の疾患のうちの１つであり
、前記複数の疾患の夫々は、該複数の疾患の夫々に対する治療放射線量を得る上で、前記
複数の疾患のうちの別の疾患に対する治療放射線量を得るために要するエネルギーレベル
とは異なるエネルギーレベルを要求し、前記処理モジュールは、前記入力に基づいて、前
記選択エネルギーレベルの指示を出力モジュールに出力する。
【００７０】
　幾つかの態様において、疾患組織を放射線で治療する方法は、治療される患者の第１疾
患に基づいて、放射線療法システムから照射されて実質的に推定放射線量を伝達する放射
線ビームのエネルギーレベルを選択すること、及び前記選択エネルギーレベルの指示を出
力モジュールに出力すること、を含み、前記治療される第１疾患は、複数の疾患のうちの
１つであり、前記複数の疾患の夫々は、該複数の疾患の夫々に対する治療放射線量を得る
上で、前記複数の疾患のうちの別の疾患に対する治療放射線量を得る上で要するエネルギ
ーレベルとは異なるエネルギーレベル、ビームサイズ、及び表面対深部の比（surface-to
-depth ratio）の少なくとも１つを要求する。
【００７１】
　幾つかの態様において、疾患眼組織を治療する放射線療法システムは、放射線源から照
射される僅か略６ｍｍの横断面幅を有する放射線ビームをコリメートし、前記放射ビーム
が放射されるときに、前記放射ビームがたどる第１軸を定義するコリメータと、前記コリ
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メータにより定義された前記第１軸に位置合わせされる第２軸に沿って、前記第１軸の指
示を提供する光ビームを照射する光ガイドと、を含む。
【００７２】
　幾つかの態様において、前記光ビームは、レーザを含んで構成される。幾つかの態様に
おいて、前記コリメータの前記第１軸と前記光ガイドの前記第２軸とは、共線（同一線上
）にある。幾つかの態様において、前記光ガイドは、放射線療法の標的を視覚化し、及び
、前記放射線療法システムからの共線Ｘ線ビームの伝達をガイドするように、前記眼に差
込可能である。幾つかの態様において、前記光ガイドを差込可能なカニューレをさらに含
んで構成される。幾つかの態様において、前記カニューレは、眼の表面に固定されるよう
に構成される。
【００７３】
　幾つかの態様において、眼を放射線で治療するシステムは、放射線を照射する放射線源
及び照射された放射線をビームにコリメートするコリメータと、前記眼を横断する軸に前
記ビームを位置合わせする位置合わせシステムと、前記ビームが前記軸に位置合わせされ
ていないときに、前記放射線源からの放射線照射を減少させるゲートメカニズムと、を含
む。
【００７４】
　幾つかの態様は、眼底、角膜輪部、角膜、及び眼の表面からの反射の少なくとも１つを
検出するイメージ検出システムをさらに含む。幾つかの態様において、前記イメージ検出
システムが閾値を超える前記眼の動きを検出したときに、前記ゲートメカニズムが前記放
射線源からの放射線照射を減少させる。
【００７５】
　幾つかの態様において、眼を放射線で治療するシステムは、治療セッションの間に放射
線を照射し、前記照射された放射線を略６ｍｍ未満の横断面寸法（直径）を有するコリメ
ートビームにコリメートする放射線源と、前記治療セッションの間に座標系に前記眼構造
の位置を繰り返しマッピングする眼マッピングモジュールと、を含む。
【００７６】
　幾つかの態様は、前記照射される放射線を眼構造に向けるように前記眼に対して前記放
射線源を移動させる放射線源移動器をさらに含んで構成される。幾つかの態様において、
前記放射線源は、前記治療セッションの間に前記眼の位置に対して静止するように構成さ
れる。幾つかの態様において、眼構造が前記コリメートビームの経路内にないときに、放
射線の照射を減少又は停止させるシステムシャットオフをさらに含む。幾つかの態様は、
眼構造が前記コリメートビームの経路内にあるように前記眼を実質的に保持するホルダー
をさらに含む。
【００７７】
　幾つかの態様において、眼に放射線を伝達する計画システムは、前記眼の生体測定パラ
メータを含んで構成される入力を受信する処理モジュールと、を含んで構成され、前記処
理モジュールは、前記生体測定パラメータに基づいて、前記眼の強膜上に照射されるＸ線
ビームの方向を電動システムに出力する。幾つかの態様において、前記生体測定パラメー
タは、眼球軸長、前眼房深度、角膜厚、及び角膜直径の少なくとも１つを含んで構成され
る。
【００７８】
　本開示の要約を目的として、本開示の特定の態様、利点、及び新規な特徴を本明細書に
記載している。全ての利点が、任意の特定の実施形態によって必ずしも達成される必要が
ないことが理解される。従って、本開示は、本明細書に記載又は示唆されているその他の
利点を必ずしも達成することなく、本明細書に記載の１つの利点又は一群の利点を達成又
は最適化する方法で実施又は実行されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１Ａ】放射線療法を用いて眼を治療するシステムの一実施形態に係る側面図
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【図１Ｂ】放射線治療システムの一実施形態に係る回路構成を示す図
【図１Ｃ】眼の構造を示す図
【図１Ｄ】眼上のレンズと通信する放射線療法システムの一実施形態を示す図
【図１Ｅ】眼上のレンズと通信する放射線療法システムの一実施形態を示す図
【図１Ｆ】Ｘ線放射線スペクトルを示す図
【図１Ｇ】眼と放射線療法装置との間のインタフェースを示す図
【図１Ｈ】インタフェースを装着可能なホルダーを示す図
【図１Ｉ】レンズインタフェースを有する放射線療法装置を配置するために用いる方法の
概略図
【図１Ｊ】レンズインタフェースを有する放射線療法装置を配置するために用いる方法の
概略図
【図１Ｋ】レンズインタフェースを含み、配置システムを有する放射線治療システムを示
す図
【図２Ａ】図１Ａ～図１Ｂの幾つかのシステム構成要素を示す放射線療法システムの一実
施形態に係る側面図
【図２Ｂ－１】様々なコリメータの一実施形態を示す図
【図２Ｂ－２】様々なコリメータの一実施形態を示す図
【図２Ｂ－３】様々なコリメータの一実施形態を示す図
【図２Ｂ－４】様々なコリメータの一実施形態を示す図
【図２Ｃ】治療のために眼の範囲内の所定位置を標的とする放射線治療システムの一実施
形態を示す図
【図２Ｄ】治療のための眼範囲内の所定位置を標的とする放射線療法システムの幾つかの
実施形態を示す図
【図２Ｅ】放射線療法システム及びシステムの臨床応用方法の概略図
【図２Ｆ】眼のバイオメトリ（biometry）を決定し、該バイオメトリを本明細書に開示の
システムが用いる手順のシナリオを示す図
【図２Ｇ】放射線療法システム及び配置システムの一実施形態に係る概略配置図
【図２Ｈ】眼の視軸に関して放射線療法システムを配置するために用いることができる一
実施形態の概略配置図
【図３Ａ】放射線療法制御モジュールにおけるサブシステムの一実施形態を示す図
【図３Ｂ】放射線療法制御モジュールにおけるサブシステムの一実施形態を示す図
【図４】本明細書に開示の方法に従って眼の位置を追跡する一例を示す眼の側面図
【図５】モデル化を目的として用いられる眼の代表的な幾何モデルを示す図
【図６】眼の前面及び眼軸に関する代表的なビーム角度を示す図
【図７Ａ】眼の網膜に到達するために眼を通る放射線ビーム及び標的組織に対する線量プ
ロフィールの代表的なシミュレーションを示す図
【図７Ｂ】眼の網膜に到達するために眼を通る放射線ビーム及び標的組織に対する線量プ
ロフィールの代表的なシミュレーションを示す図
【図７Ｃ】眼の網膜に到達するために眼を通る放射線ビーム及び標的組織に対する線量プ
ロフィールの代表的なシミュレーションを示す図
【図７Ｄ】眼の網膜に到達するために眼を通る放射線ビーム及び標的組織に対する線量プ
ロフィールの代表的なシミュレーションを示す図
【図７Ｅ】眼の網膜に到達するために眼を通る放射線ビーム及び標的組織に対する線量プ
ロフィールの代表的なシミュレーションを示す図
【図７Ｆ】眼の網膜に到達するために眼を通る放射線ビーム及び標的組織に対する線量プ
ロフィールの代表的なシミュレーションを示す図
【図８】異なるエネルギー効果及び眼の構造上の線量を分析するために実行したモンテカ
ルロシミュレーションの結果を示す図
【図９】眼の様々な構造上における様々な治療状況の効果を分析するために実行したモン
テカルロシミュレーションの結果を示す図
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【図１０】モンテカルロシミュレーションモデルを検証するためにヒトの眼を通る細密Ｘ
線ビームの実験結果を示す図
【図１１Ａ１】眼モデルを貫通する細密Ｘ線ビームの結果を示す図
【図１１Ａ２】眼モデルを貫通する細密Ｘ線ビームの結果を示す図
【図１１Ｂ】眼モデルを貫通する細密Ｘ線ビームの結果を示す図
【図１１Ｃ】理論的及び実験的なデータに基づく治療計画の一実施形態を示す図
【図１１Ｄ】理論的及び実験的なデータに基づく治療計画の一実施形態を示す図
【図１１Ｅ】理論的及び実験的なデータに基づく治療計画の一実施形態を示す図
【図１１Ｆ】理論的及び実験的なデータに基づく治療計画の一実施形態を示す図
【図１１Ｇ】理論的及び実験的なデータに基づく治療計画の一実施形態を示す図
【図１１Ｈ】他の放射線ビームと比較した本明細書に記載の常用電圧放射線ビームのイメ
ージを示す図
【図１１Ｉ】他の放射線ビームと比較した本明細書に記載の常用電圧放射線ビームのイメ
ージを示す図
【図１１Ｊ】ロボットシステムを用いて眼の後部に焦点合わせされた３つのビームの実験
結果を示す図
【図１２Ａ】本明細書に記載のロボットシステムの一実施形態を示す図
【図１２Ｂ】本明細書に記載のロボットシステムの一実施形態を示す図
【図１２Ｃ】本明細書に記載の一実施形態に従う治療プランニング過程の一実施形態を示
す図
【図１２Ｄ】強膜の一部を通って針を配置するために位置合わせされる放射線治療装置の
一実施形態を示す図
【発明を実施するための形態】
【００８０】
　図面には、本開示の様々な特徴を実現する全体構成が記載されている。図面及びこれと
関連する説明は、開示の範囲を限定するのではなく、開示の実施形態を説明するために提
供されるものである。また、全図にわたり、符号は、要素間の対応を示すために、可能な
限り同一のものが利用される。
【００８１】
　本明細書に記載の複数の実施形態には、ヒトの眼を放射線療法で治療するシステム及び
方法が含まれる。後述する幾つかの実施形態は、放射線療法を用いて眼の黄斑変性を治療
するシステム及び方法に関する。例えば、実施形態によっては、システム及び方法は、網
膜の新生血管を遅らせ又は低減させるように網膜の選択部分に放射線療法を用いることに
ついて説明する。また、本明細書に記載の幾つかの実施形態は、放射線療法を用いて、緑
内障を治療する、又は創傷治癒をコントロールする、システム及び方法に関する。例えば
、システム及び方法の幾つかの実施形態では、術後合併症の可能性を減らすために、線維
柱帯形成術、線維柱帯切開術、管形成術（canaloplasty）、及び、レーザ虹彩切開術など
、緑内障手術に続いて前眼房の組織上に放射線療法を用いることについて説明する。他の
実施形態において、システム及び方法は、ドルーゼ（drusen）（黄斑変性において失明に
至らせる網膜の炎症性沈着物）を治療するために放射線療法を用いることについて説明す
る。ドルーゼ及び周囲炎症の局部的な治療は、乾性ＡＭＤ及び湿性ＡＭＤの少なくとも一
方の進行を妨げることができる。
【００８２】
　幾つかの実施形態において、レーザは、レーザを網膜に入射する位置と実質的に同一位
置における共局在（co-localized）Ｘ線照射と併用されて（アジュバント（adjuvant）療
法）ドルーゼに適用される。レーザによって、放射線療法を促進可能な局部的な加熱効果
を得ることができ、又は、放射線が部位周囲の瘢痕化を防止できると共に、レーザによっ
て部位又はレーザスポットを切除することができる。このような併用療法は、夫々の処置
の効力を個々別々に向上させることができる。同様に、アジュバント療法は、１以上の薬
物療法と併用されるＸ線放射線療法、又は、薬物若しくは化学物質の働きを向上させるそ
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の他の放射線療法を含むことができる。幾つかの実施形態において、Ｘ線療法は、例えば
、硝子体切除術、白内障除去、線維柱帯形成術、線維柱帯切除術、レーザ光凝固術及びそ
の他の手術などの侵襲性手術と併用される。
【００８３】
　本明細書に用いる放射線は、広義の用語であって、次のものに限定しないが、少なくと
もガンマ放射線から電波までの範囲をカバーするあらゆるフォトニックベースの電磁放射
線、Ｘ線、紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、及び電波エネルギー、などを含む通
常の意味を有することを意図している。従って、計画された放射線療法及び導かれた放射
線療法は、眼に対してあらゆる波長範囲のエネルギーを適用することができる。
【００８４】
　この開示に用いる放射線療法は、広義の用語であって、次のものに限定しないが、少な
くとも電磁放射線を通じたエネルギー伝達により疾患を治療するあらゆる臨床治療などを
含む通常の意味を有することを意図している。Ｘ線放射は、広く、略１０ｎｍ以下～略０
．０１ｎｍに至るまでの波長を有する光子に関する。ガンマ線は、略０．０１ｎｍ以下の
波長を有する電磁波に関する。紫外線放射は、略１０ｎｍ～略４００ｎｍの波長を有する
光子に関する。可視光線は、略４００ｎｍ～略７００ｎｍの波長を有する光子に関する。
略７００ｎｍの波長を有する光子は、一般に、赤外放射領域に存在する。電磁放射線のＸ
線領域の範囲内で、低エネルギーＸ線は、常用電圧として見なすことができる。本明細書
の開示において、常用電圧の定義を変化させる範囲内に含まれる正確な光子エネルギーと
共に、常用電圧は、少なくとも略２０ｋｅＶ～略５００ｋｅＶのエネルギーを伴うＸ線光
子に関する。
【００８５】
　本明細書で使用する用語「グローバル座標系」は、機械の実空間（physical world）又
は空間（room）を示す。グローバル座標系は、一般に、例えば、コンピュータ又はその他
の装置などの機械と、その機械により使用される実空間又は空間とを関連付ける系である
。グローバル座標系は、例えば、機械、機械の構成要素、又はその他のものを第１位置か
ら第２位置に移動させるために用いられることができる。また、グローバル座標系は、例
えば、第２アイテムに対する第１アイテムの位置を特定（識別）するために用いられるこ
とができる。幾つかの実施形態において、グローバル座標系は、１次元環境に基づくもの
である。幾つかの実施形態において、グローバル座標系は、２次元環境に基づくものであ
り、及び、実施形態によっては、グローバル座標系は、３次元以上の多次元環境に基づく
。
【００８６】
　本明細書で用いられるカーマは、Ｘ線ビームが空気に衝突したときに、空気中の単位体
積当たりに放出（又は吸収）されるエネルギーに関する。カーマの測定単位は、Ｇｙ（グ
レイ）である。空気カーマ率は、単位時間当たりに空気に吸収されるカーマ（Ｇｙ）であ
る。同様に、「組織カーマ」率は、単位時間あたりに組織に吸収される放射である。カー
マは、全波長にジュール（joule）読み取りを組み込むため、放射波長を選ばない。
【００８７】
　本明細書で使用する用語「放射線量」は、広義の用語であって、次のものに限定しない
が、一般に、組織の単位質量あたりの吸収エネルギーを含むことを意味する。測定放射線
量の一例はグレイである。グレイは、１キログラムありの１ジュールに等しく、また、一
般に、１００ラド（rad）に等しい。例えば、本明細書の一実施形態で用いる放射線量は
、放射線の総量であるか、又は、所定期間中に受信又は放射されるエネルギーであり、組
織の単位質量あたりの吸収エネルギーであってもよい。例えば、放射線量は、治療の過程
、セッション又は治療の間における組織の単位質量あたりの吸収エネルギー総量であって
もよい。
【００８８】
　本明細書で使用する用語「軌道」は、広義の用語であって、次のものに限定しないが、
一般に、経路（パス）、方位（orientation）、角度、又は進行方向を含むことを意味す
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る。例えば、本明細書の一実施形態で用いる、光ビームの軌道は、光ビームの実際の経路
又は計画された経路を含むことができる。幾つかの実施形態において、光ビームの軌道は
、光ビームを照射する光源の方位により決定されることができ、及び、軌道は、実施形態
によっては、例えば、角度などを測定されることができ、又は、例えば、軸若しくは面等
に対して決定されることができる。
【００８９】
　本明細書で使用する用語「位置あわせする（align）」は、広義の用語であって、次の
ものに限定しないが、一般に、０°～１８０°の間の一定の角度関係を有するものを含む
ことを意味する。例えば、本明細書で用いる２つの光ビーム又は２つのＸ線ビームは、夫
々が共線（collinear）である場合、夫々が異なる固定角に向けられる場合、又は、異な
る固定関係を有する場合に、位置合わせされ得る。幾つかの実施形態において、位置合わ
せされた複数の光ビーム又は複数のＸ線間の角度は、略０°～略３６０°の範囲に及ぶこ
とがあり得、及び、略９０°、略１８０°若しくは略２７０°を含むことができる。
【００９０】
　本明細書で使用する用語「治療軸」は、広義の用語であって、次のものに限定しないが
、一般に、放射線療法装置と関連した器官の軸を含むことを意味する。例えば、実施形態
によっては、器官の軸は、角度などにより、放射線療法装置の軸と関連する。幾つかの実
施形態において、器官の軸と放射線療法装置の軸との交点は、放射線療法ビームの標的を
定義するために用いられる。
【００９１】
　本明細書で使用する用語「治療セッション」は、広義の用語であって、次のものに限定
しないが、一般に、加熱療法、放射線療法又は標的組織を治療するその他の療法の少なく
とも１つの実施を１つ又は複数含むことを意味する。例えば、実施形態によっては、治療
セッションは、眼に対するＸ線ビームの照射を１つ含むことができる。また、幾つかの実
施形態において、治療セッションは、患者の眼に対するＸ線ビームの照射又はレーザ放射
線の照射を複数含むことができる。幾つかの実施形態において、治療セッションは、例え
ば、患者が治療のために診療所に一度だけ通院するなどの場合に限定されているが、実施
形態によっては、患者が診療所に複数回通院する場合には、治療セッションを複数回に分
けることもできる。幾つかの実施形態において、治療セッションは、放射線療法を施す単
一治療を含むことができ、及び、実施形態によっては、治療セッションは、夫々の治療に
対する異なるプロトコルに続く複数の治療を含むことができる。幾つかの実施形態におい
て、治療セッションは、略１日に限定されてもよく、及び、実施形態によっては、治療セ
ッションは、略２日、略３日、略５日、略１週間、略１０日、略２週間、略３週間、略１
ヶ月、略６週間、略２ヶ月、略３ヶ月、略６ヶ月、略１年、又はそれ以上であってもよい
。本明細書で使用する用語「治療期間」は、広義の用語であって、次のものに限定しない
が、一般に、１つ又は複数の放射線療法又はこれと関連する組織の治療上の処置を含み、
また、１つ又は複数の治療セッションを含むことができることを意味する。
【００９２】
　本明細書で使用する用語「位数（orders of magnitude）」は、広義の用語であって、
次のものに限定しないが、一般に、スケールのクラス又はあらゆる量の大きさを含むこと
を意味する。夫々のクラスは、先行するクラスに関する割合の値を含む。例えば、実施形
態によっては、夫々のクラスに関する割合は、１０であってもよい。実施形態において、
１位数は、１０の一乗に基づく大きさであり、２位数は、１０の二乗又は１００に基づく
大きさであり、及び、３位数は、１０の三乗又は１０００に基づく大きさである。
【００９３】
　幾つかの実施形態において、放射線療法システムは、放射線療法のための放射線ビーム
を生じるように構成される。ビームは、異なるサイズ又は異なる断面形状のビームを生じ
るようにコリメートされることができる。ビーム形状は、一般に、Ｘ線経路の最後のコリ
メータ開口によって定義される。ここで、ビーム経路の２つのコリメータのうち、２次コ
リメータが、ビーム経路の最後のコリメータであり、「成形コリメータ」と呼ばれること
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がある。また、１次コリメータは、Ｘ線出力を最初に減衰させ及び複数のコリメータのう
ち最も大きく減衰させることができるので、最初のコリメータと呼ばれることがある。２
次コリメータは、一般に、Ｘ線ビームの最終的な形状を設定することができる。例えば、
最後のコリメータ開口が四角である場合、ビーム形状は同様に四角である。最後のコリメ
ータ開口が円形であれば、ビームは円形である。最後のコリメータが複数の穴を有する場
合、標的に到達するビームは、その複数の穴の夫々が備えるあらゆる形状（放射線が通過
する面積（area）に対応する形状若しくは放射線を通過させない面積に対応する形状、又
は放射線を制限する面積に対応する形状）を有する。幾つかの実施形態において、１次コ
リメータとして機能すると共にビーム成形コリメータとしても機能するコリメータを１つ
だけを用いてもよい。
【００９４】
　半影は、最後のコリメータ面積、ビーム形状及びビームサイズによる線量外縁の減衰に
関するものであり、通常は最後のコリメータからの任意距離で測定される。本明細書で使
用する半影とは、広義の用語であって、通常のものを意味するものであり、次のものに限
定しないが、一般に、Ｘ線ビームが組織の第１表面又は眼球内部の標的組織に到達すると
き（半影に関して参照される場合はどちらでもよい）の最後のコリメータ面積より外縁の
照射パーセンテージを含むことを意味する。例えば、半影は、Ｘ線ビームが眼の表面に到
達するとき又はＸ線ビームが眼の網膜に到達するときの最後のコリメータ面積より外縁の
照射パーセンテージを含むことができる。半影は、ビームの広がりだけでなく、空気及び
組織を通過した結果のビーム散乱をも包含することがあり得る。次のものに限定する意図
ではないが、半影は、実施形態によっては、放射線レベルが散乱及びビーム広がりの双方
を含む１次ビームサイズ放射線の２０％未満になる場所で、１次ビームサイズからの直線
距離に従って使用される。例えば、コリメータにより決定されるビーム直径がコリメータ
出口で５ｍｍであり、組織標的での直径が６ｍｍである場合（ここで、放射照射量は、５
ｍｍビーム直径上の線量の２０％である（組織での直径））、半影は、０．５／３．０ｍ
ｍ（半径）又は１６％である。
【００９５】
　理想的には、標的組織上のビーム入射サイズは、Ｘ線ビームに曝される最後のコリメー
タと同一サイズである。すなわち、半影は、理想的にはゼロである。実際には、ゼロ半影
は、コリメータが標的から任意距離にあるとビーム広がりが生じるため、その達成は困難
である。しかし、半影は、例えば、コリメータ物質、コリメータ物質の処理、Ｘ線管（チ
ューブ）の陽極の位置、Ｘ線管の陽極並びに組織標的に対するコリメータの位置、及び、
Ｘ線源に対するコリメータの相対的なサイジング（sizing）などによって、最適化するこ
とができる。本明細書で提供するシステム及び方法の幾つかの実施形態において、組織（
例えば、眼）への侵入点における半影パーセンテージは、略１０％未満である。幾つかの
実施形態において、侵入点での半影パーセンテージは、略５％未満であり、及び、実施形
態によっては、侵入点での半影パーセンテージは、略１％未満である。
【００９６】
　また、半影は、標的領域における成形コリメータゾーン外縁の照射パーセンテージに関
連し得る。例えば、眼に対する適用において、半影は、前述の黄斑において成形コリメー
タゾーン外縁の照射パーセンテージに関連し得る。幾つかの実施形態において、黄斑での
半影は、略４０％未満であり、幾つかの実施形態において、黄斑での半影は、略２０％未
満であり、幾つかの実施形態において、黄斑での半影は、略１０％未満であり、及び、幾
つかの実施形態において、黄斑での半影は、略５％未満である。半影は、治療計画に組み
込まれる要因又はパラメータになり得る。例えば、半影の予測情報は、治療を計画するた
めに利用されることができる。一実施形態において、微細なコリメートビーム（例えば、
最後のコリメータ出口で、４ｍｍ直径を有するコリメートビーム）は、強膜に適用される
。網膜におけるビームは、５ｍｍ直径（半影は２５％）又は６ｍｍ直径（半影は５０％）
であるとよい。これらビーム直径は、疾患の適用範囲に対して充分な大きさである。この
方法は、眼の前部構造に照射される放射線を最小限に抑えると共に、網膜における疾患を
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完全にカバーする。本実施形態において、Ｘ線ビームの広がりは、網膜に対する治療量を
犠牲にすることなく、眼の前面組織への照射サイズを最小にするために利用される。
【００９７】
　関連定義には、線量減衰に関する「等線量減衰」があり、これは、関心領域の線量地図
（dose map）である。等線量減衰は、Ｇｙ／ｍｍで測定されることができる。ここで、ｍ
ｍは、関心点からの直線距離を表す。
【００９８】
　広がり角は、線源のジオメトリが与える光子から十分に予測可能である。そして、広が
り角は、散乱や、モンテカルロシミュレーションを含めた若しくは考慮したその他の物理
的現象などを夫々計算することができる。大抵の場合、Ｘ線源は、理想的な点光源ではな
く、有限体積を有する。この非理想的なケースは、コリメータのビーム経路の設計に入力
される。この場合、コリメータは、理想的な点光源に対してではなく非理想的なＸ線源に
対して異なって設計される。例えば、Ｘ線源は、正方形若しくは長方形又は楕円の線源で
あってもよい。線源の最大直径は、略０．５ｍｍ、略１．０ｍｍ、略２．０ｍｍ、略３．
０ｍｍ、略４．０ｍｍ又は略５．０ｍｍであってもよい。幾つかの実施形態において、線
源の最大直径は、治療される構造に従ってさらに調節されることができる。
【００９９】
　より短波長の光子は、より高エネルギーの放射に対応する。Ｘ線の高エネルギー範囲は
、通常、ＭｅＶ範囲であり、及び、一般に、（放射を発生させる方法から独立した）ガン
マＸ線に関連する。比較的に短波長のＸ線光子は、常用電圧Ｘ線と呼ばれる。短波長の高
エネルギー放射は、標的組織への深侵入に相当する。このため、ＭｅＶエネルギーを利用
する大部分の適用では、患者及び周囲環境に広範囲な遮蔽を必要とする。この開示の幾つ
かの実施形態において、診断目的又は低エネルギー常用電圧Ｘ線源に一般に用いられるＸ
線は、眼の疾患及び患者の比較的に浅在部分にある障害（例えば、胸部、手術中の放射適
用、皮膚癌、及び、末梢血管障害やインプラントなどのその他の障害）、の少なくとも一
方の療法に用いられることができる。診断に一般に用いられるＸ線は、Ｘ線光子の細ビー
ムにＸ線ビームを細密にコリメートすることで、及び、浅在領域にビームを向けることで
、療法に用いられることができる。障害が身体内部に数センチ入った深部に存在する場合
、高エネルギー源（例えば、ＭｅＶ）は、障害に対するエネルギーの侵入性を高めるため
に好ましい。小半影を有する小直径のＭｅＶＸ線ビームをコリメートするのは困難である
。これは、非常に高速の光子が、二次Ｘ線及びその他の放射の生成を含む二次相互作用を
組織に生じさせるためである。５００ｋｅＶ未満のエネルギー、及び、２００ｋｅＶより
もさらに低エネルギーのＸ線は、非常に小さな直径でより適切にコリメートされることが
できる。
【０１００】
　また、「レーザ」エネルギーは、紫外線放射などの短波長から赤外放射などの長波長ま
での範囲におよぶ異なるエネルギーを有する光子で構成される。レーザは、放射の特定波
長よりも、より伝達メカニズムに関連する。レーザ光は、光子が互に同相でほとんど拡散
せずに移動するという点で、「コヒーレント」であると考えられる。また、レーザ光は、
空間を進むときに比較的にほとんど拡散せずに移動するようにコリメートされる。光は、
コヒーレント（同位相で）とならずに及びレーザとならずに、コリメートされることがで
きる。例えば、レンズを、非Ｘ線光をコリメートするために用いることができる。Ｘ線光
は、通常、非レンズコリメータを用いてコリメートされる。そして、半影は、良好なコリ
メーションの程度を定義する。レーザポインタは、通常、可視化用ツールである一方、よ
り大きく、より高いフラックスレーザは、医療用途に利用される。本明細書に記載のシス
テム及び方法の幾つかの実施形態において、例えば、レンズや鏡などの光学装置（optics
）を用いることができ、実施形態によっては、コリメータを用いてもよいが、介在光学要
素は存在しない。
【０１０１】
　２つの眼房は、前眼房及び後眼房である。前眼房は、特に、水晶体（レンズ）、結膜、
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角膜、強膜、小柱装置（trabecular apparatus）、毛様体、筋肉、プロセス（processes
）、及び、虹彩を含む。後眼房は、特に、硝子体液、網膜及び視神経を含む。
【０１０２】
　この開示で使用する「眼の疾患」は、広義の用語であって、通常のものを意味するほか
、次のものに限定しないが、一般に、前眼部の疾患（例えば、緑内障、老視、白内障、ド
ライアイ、結膜炎）だけでなく、後眼部の疾患（例えば、網膜症、加齢黄斑変性症、糖尿
病性黄斑変性症、及び脈絡膜メラノーマ）を少なくとも含む。
【０１０３】
　ドルーゼは、網膜下のブルッフ膜における硝子質の沈着物である。この沈着物は、炎症
過程で生じ、又は、少なくとも炎症過程の標識となる。これは、７０歳以上の患者の間で
大きな割合で存在する。因果関係は解明されていないが、ドルーゼは、炎症が生じる位置
及び新生血管が将来的に生じる可能性が高い位置の標識に関連する。これらの位置は、い
わゆる「脆弱な網膜」の領域である。従って、本明細書で記載するように、その領域に炎
症を抑える放射線を照射することは、患者にとって有益な場合がある。
【０１０４】
　放射線療法は、歴史的に眼の疾患の治療に僅かに成功している。例えば、近年公表され
たコクランメタアナリシス（Cochrane meta-analysis）（シグナバネル等著、加齢黄斑変
性の新生血管に対する放射線療法、コクランデータベース、２００６年４月発行（Signan
avanel et. al. Radiotherapy for neovascular age-related macular degeneration, Th
e Cochrane Database, Issue 4, 2006）。この内容は参照により本明細書に組み込まれる
）において、著者は、ＡＭＤに対する放射線療法のメリットを論じている。この全体的な
結論は以下の通りである。眼科医は、放射線腫瘍医を患者に関わらせることに消極的であ
ったこと、具体的な方法を臨床プロトコルに用いなかったため、放射線源から放射線を局
所化することが困難であったこと、並びに、分割スキーム（fractionation scheme）及び
照射（dosing）が、標準化されていなかったこと（標準化に関しては詳細に後述し、及び
、図示している）。この開示に記載の実施形態により、放射線腫瘍診療所に委託すること
なく眼科医が実行可能であって、臨床治療に特有の装置及びプロトコル、並びに標準化さ
れた照射を提供する分割スキームによって、放射線源を局所化可能である、システム及び
方法が提供されている。
【０１０５】
　近接照射療法は、少なくともアジュバント療法としての薬物療法と併用される場合に非
常に有益な作用を生じる。該近接照射療法は、治療領域に放射線量を提供し、及び高効率
で線量を照射する。しかし、近接照射療法は、治療計画（例えば、外科医があらゆる患者
の様々な位置に対してもプローブを保持できるなどの治療計画）に関する限り制御が困難
であり、及び、近接照射療法は、通常、切ることができない（例えば、ストロンチウムの
半減期が２９年であるため）。
【０１０６】
　放射線療法システム
【０１０７】
　図１Ａのポータブル常用電圧放射線療法治療システム（ＰＯＲＴ）１０は、治療期間の
間に略１Ｇｙ～略４０Ｇｙ、又は治療期間の間に略１０Ｇｙ～略２０Ｇｙを、次のものに
限定しないが、網膜、強膜、黄斑、視神経、水晶体又は人工水晶体のカプセル状嚢（caps
ular bag）、毛様体筋、レンズ、角膜、シュレム管、脈絡膜、及び結膜を含む眼の領域の
あらゆる場所に伝達するように構成されることができる。幾つかの実施形態において、シ
ステムは、治療期間の間に略１５Ｇｙ～略２５Ｇｙを伝達するように構成されることがで
きる。幾つかの実施形態において、システム１０は、あらゆる分割スキーム（例えば、１
日あたり略１Ｇｙ、１日あたり略５Ｇｙ、１ヵ月あたり略１０Ｇｙ、又は、１年あたり略
２５Ｇｙ）でＸ線療法をもたらすことができ、治療計画システムは、患者に特有の解剖学
的構造並びに疾患の特徴に基づいて治療された領域をメモリに保存し、及びメモリから呼
び出すことができる。このような特長及び以前の治療歴は、後の参考のために治療データ
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ベースに保存される。
【０１０８】
　また、システムは、疾患の程度又は治療される眼の領域に従って異なる光子エネルギー
を伝達することができる。例えば、Ｘ線発生管は、略２０ｋｅＶ～略４０ｋｅＶ、～略６
０ｋｅＶ、～略１００ｋｅＶの範囲の光子エネルギーを有する光子を伝達することができ
る。眼の前部構造に対しては、略２０ｋｅＶ～略５０ｋｅＶの範囲の光子エネルギーを有
する光子を用いるとよい。これは、このような範囲の光子エネルギーを有する光子は、侵
入の程度が浅いからである。眼の後部構造に対しては（網膜への深侵入のために）、略６
０ｋｅＶ～略１００ｋｅＶ又はそれ以上の範囲の光子エネルギーを有する光子を利用する
とよい。幾つかの実施形態において、Ｘ線発生管は、略１０ｋｅＶ～略５００ｋｅＶ、略
２５ｋｅＶ～略１００ｋｅＶ、略２５ｋｅＶ～略１５０ｋｅＶ、略４０ｋｅＶ～略１００
ｋｅＶ、又は、前述した範囲又はこれら範囲のあらゆる組み合わせの範囲の光子エネルギ
ーを有する光子を放射することができる。幾つかの実施形態において、光子エネルギーの
選択は、治療対象の実際の患者の眼から取得した解剖学的データにより生成される眼モデ
ルを算入できる診断の計算に基づくことができる。医療治療の専門家は、疾患に基づくビ
ームエネルギーを選択することができ、そして、機器に所望のエネルギーレベルを設定す
ることができる。幾つかの実施形態において、システムは、医療専門家から、疾患のタイ
プに関する入力を受信することができ、エネルギーレベルを予め設定されることができ、
そして、医療専門家による修正を受信することができる。
【０１０９】
　ＰＯＲＴは、本明細書の幾つかの実施形態において眼の適用に関連して説明しているが
、常用電圧Ｘ線の到達範囲にあるあらゆる表在性の身体構造、又は、外科手術の間にアク
セス可能な構造体に対しても適用することができる。例えば、胸部などの領域で、関心構
造に到達させるために、４０ｋｅＶを越えるが２００ｋｅＶ未満のエネルギーを有するＸ
線を用いるとよい。例えば、その他の関心構造としては、皮膚病変、顔面病変、頭並びに
首の粘膜病変、爪、筋肉、軟組織、肛門直腸領域、前立腺、陰部、関節、腱、筋肉、及び
、尿生殖路などを含む。
【０１１０】
　ＰＯＲＴは、眼の範囲内の特定構造以外には適用させずに、その特定構造にだけ適用さ
せることができる。これは、ＰＯＲＴのイメージングシステム、モデリングシステム、及
び、微細調整可能なコリメートビームが、眼の内部にある特定構造を標的とすることがで
き、小半影（例えば、略１ｍｍ～略５ｍｍビームにつき、半影が略１０～２０％未満）を
有するＸ線ビームの正確な方向付けを提供することができるためである。また、ＰＯＲＴ
療法は、個々に区別され、全ての患者に対して生成されるカスタマイズ治療計画を可能に
する生体測定表示に基づく。
【０１１１】
　前述したように、常用電圧発生器、又はその他の低エネルギーＸ発生器は、分厚い防壁
、特殊遮蔽装置、又は、略５００ｋｅＶを越える光子エネルギーを有するＸ線を発生する
装置により要求される特殊制御を要求することなく、部屋に設置されるシステムを可能に
する。また、常用電圧発生器又はその他の低エネルギーＸ線発生器は、ライナックよりも
さらに小型であり、より小型の発生器の駆動を可能とし、及び、制御モータのエネルギー
を低減できるだけでなく、内部遮蔽及び外部遮蔽をも低減することができる。さらに、低
エネルギーＸ線発生器は、ビームコリメーション及びビームを向けるスキーム（scheme）
を容易にするため、ビームが小半影を有し及びより隙間のないコリメーションを可能にす
る。さらに、Ｘ線源を移動するために要求されるスキームにおいて、エネルギーは、線源
を異なる位置に移動させるために用いられるのではなく、及び、全システムは低エネルギ
ーＸ線源を有してスケールダウンされる。
【０１１２】
　幾つかの実施形態において、放射線療法システムは、眼に関する多種多様な病状を治療
するために用いられる。例えば、システムは、黄斑変性、糖尿病性網膜症、炎症性網膜症
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、感染の網膜症、眼の内部、眼の周囲若しくは眼に接する腫瘍、緑内障、屈折障害、白内
障、眼の構造に関する手術後（例えば、線維柱帯形成術、線維柱帯切除術、眼内レンズ、
緑内障ドレナージ管、角膜移植、感染、原因不明の炎症性疾患の手術後など）のあらゆる
炎症、プチリジウム（ptyrigium）、ドライアイ、及び、その他の眼疾患又は眼に関する
その他の病状などを治療するために、単独で又はその他の治療と併用して用いられること
ができる。また、放射線療法システムは、最大ビームエネルギービーム角度、眼のジオメ
トリ（幾何学的形状）のための制御、及び、患者並びに眼、の少なくとも一方が所定位置
から移動したときに装置を停止するための制御、を含む。
【０１１３】
　放射線治療システムは、実施形態によって、放射線源と、該線源を三次元空間の座標に
応じて制御及び移動するシステムと、イメージングシステムと、治療パラメータを入力す
るヘルスケアプロフェッショナル用のインタフェースと、を含む。具体的には、放射線療
法システムの幾つかの実施形態は、放射線源並びに線源を作動するための電源装置と、電
動制御モジュール又は線源に対する制御電力と共に線源の方向を操作するサブシステムと
、関心構造（例えば、眼）に対して線源と制御とをリンク（連結）させる連結モジュール
と、イメージングサブシステムを含む放射線療法発生モジュール又はサブシステムを含ん
で構成される。幾つかの実施形態において、これらモジュールは、ヘルスケアプロフェッ
ショナル用のインタフェースにリンクされ、及び、治療計画システムの基礎を形成する。
用語「モジュール」及び「サブシステム」は、本開示において交互に用いられることがで
きる。
【０１１４】
　図１Ａは、放射線療法を用いて眼疾患を治療するシステム１０の一実施形態に係る側面
図を示す。図示した実施形態において、放射療法治療システム１０は、放射線療法発生モ
ジュール又はサブシステム１１０と、放射線療法制御モジュール又はサブシステム１２０
と、インタフェースディスプレイ１３０と、処理モジュール１４０と、電源装置１５０と
、ヘッドレスト１６０と、カメラであり得るイメージングモジュール４００と、を含んで
構成される。
【０１１５】
　一実施形態において、放射線療法装置は、患者２２０の眼２１０に、Ｘ線を伝達する。
電源装置１５０は、システム１０内部に設けられるか、又は、システム１０（例えば、床
に）に隣接して設けられるとよい。しかし、実施形態によっては、電源装置１５０は、シ
ステム１０から離れた異なる位置に設けられることもできる。電源装置１５０は、Ｘ線発
生器１１０に（一体構成で）物理的に連結されることができ、又は、Ｘ線発生器（例えば
、電源装置とは独立して移動し、及び、例えば、高電力ケーブルを通じて接続されるＸ線
源）から外されることができる。実施形態によっては、電源装置は再充電可能なポータブ
ル電源である。また、幾つかの実施形態において、Ｘ線管の冷却システムが提供される。
冷却システムは、水、油又は空気対流であり得、及び、冷却システムは、放射線療法シス
テム１０に設置されることができ、又は、放射線療法システム１０から離れて配置される
ことができる。
【０１１６】
　電圧は、略１１０Ｖ又は略２２０Ｖの壁電圧（変圧器を経た壁電圧）であり得、装置、
サブシステム又はシステムモジュールのために用いられることができる。Ｘ線を発生させ
るためにシステムに供給される電流は、略１Ａ（アンペア）のオーダー、略５０ｍＡより
低いオーダー、又は、略５ｍＡから略１０ｍＡのオーダーであるとよい。幾つかの実施形
態において、電源装置は、数百ミリアンペア（例えば、略６００ｍＡ）に達する電流を伝
えることができる。例えば、略１００ｍＡから１Ａ、又は、略１００ｍＡから１Ａ超の範
囲の電流は、システムのプロトコル又は機能が、例えば、Ｘ線源が回転陽極源（rotating
 anode source）である場合など高電流に適応するように構成されるときに用いられるこ
とができる。
【０１１７】
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　幾つかの実施形態において、電源装置に要求されることは、Ｘ線管内の陰極からＸ線の
陽極に電子を飛ばすために高電圧を発生可能であるということである。電子移動は、真空
Ｘ線管内で起こる。高電圧（例えば、略３０，０００～略３００，０００Ｖ（ボルト）、
又はそれ以上の高電圧）は、真空内部で電子を加速するために要求されることができる。
第２電流は、一般に、フィラメントから電子を発生させるためにＸ線電源装置で用いられ
、電子は、その後、電位により加速される。従って、Ｘ線電源装置は、通常は、Ｘ線を発
生させるために２つの電源装置を有する。一旦発生されると、電子は、高電位の影響を受
けて陽極の方向へ速度が上がる。陽極は、Ｘ線を発生する代表的には静止した物質（例え
ば、タングステン、モリブデン）である。
【０１１８】
　陽極は、放射線源とみなされ、及び、陽極のサイズ及び構造は、半影決定の役割を有す
る。例えば、点光源は、略１ｍｍ以下の最大直径を有する陽極により近似され、複数点光
源は、高密な半影により最高品質ビームを伝えることができ、略１ｍｍ超の陽極を有する
線源は、最適ではなく、また、例えば、２ｍｍ、３ｍｍ、４ｍｍ又は５ｍｍの線源は、本
明細書に記載の実施形態に関連して用いられることができる。しかし、半影は、略１ｍｍ
以下である横断面寸法（直径）を有する線源よりも大型の寸法を有する線源より、一般に
、大型である。また、陽極は、Ｘ線フラックスの主要な決定因子である。陽極で発生する
熱は、Ｘ線源により達成される最大フラックスの主要な制限因子である。冷却できる陽極
の範囲に応じて、Ｘ線フラックスを増加させることができる。これは、半影のトレードオ
フの要素部であり、大型の陽極は、多量の熱に起因する大型の電流を許容することができ
る。Ｘ線出力は、より大きなＸ線フラックスを可能にするより低温度に対する非常に高電
流の電流に関連する。幾つかの実施形態において、回転陽極源は、時間と共に異なる点へ
移動する陽極によって、陽極を「冷却する」ために用いられる。
【０１１９】
　一旦、電子がＸ線を発生する物質に衝突すると、Ｘ線が発生する。システムのケーシン
グ内の吸収金属（例えば、アルミニウム、鉛、又はタングステン）は、線源１１０から散
乱する生成Ｘ線を多量に吸収する。エスケープが予め計画されたＸ線は、線源から放出さ
れ、及び、コリメータ（例えば、１次又は２次のコリメータ）に移動し若しくは選択的に
フィルタ（例えば、アルミニウムフィルタ）を通じてコリメータに移動する。コリメータ
は、患者２２０にＸ線を向けるように計画される。特に、本明細書に記載のように、コリ
メータは、半影の形成並びに散乱を最小化、及び、Ｘ線ビームの形状並びに方向、の少な
くとも一方を最適化するように、設計及び製造されることができる。電源装置は、電力漏
洩を低減するために高絶縁された高電力ケーブルによりＸ線源に接続されるとよい。
【０１２０】
　コリメータは、１以上のコリメータ（例えば、図２Ａに示したように、１次コリメータ
１０３０、２次コリメータ１０４０、さらに３次コリメータ１０５２）であり得る。実施
形態によっては、２次（成形）コリメータが、患者の眼１３００に近接して配置され（例
えば、１０ｃｍ以内）、及び、１次コリメータ１０３０が線源１０７０に近接して配置さ
れる。この種の構成は、眼１３００の眼構造上の線源１０７０により発生させられる半影
を低減することができる。線源は濾過（filtration）を含むことができ、また、コリメー
タが濾過を含むことができる。
【０１２１】
　幾つかの実施形態において、コリメータは、特殊開口である。開口は、調節されること
ができ、例えば、開口は、略１．０ｃｍ～略０．５ｍｍ、又は、略０．５ｃｍ未満～０．
０１ｃｍに調節されることができる。幾つかの実施形態において、開口は、略０．５ｍｍ
～略７．０ｍｍの間で調節される（例えば、機器のオペレータによって自動又は手動で調
整される）。幾つかの実施形態において、コリメータは、タングステン、鉛、アルミニウ
ム又はその他の重金属から構成される。幾つかの実施形態において、コリメータは、通過
する放射のために円柱形状を有し、実施形態によっては、コリメータは、通過する放射の
ために円錐形状を有する。幾つかの実施形態において、コリメータ開口は、円形状を有す
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る。特定の実施形態において、コリメータは、通過するＸ線のために曲線形状を有する。
コリメータは、標的で要求される放射分布に対応して成形されることができ、例えば、実
施形態によっては、黄斑領域に放射を集中させると共に、視神経を避けることができる。
これは、視神経を避けるために、黄斑の視神経側（鼻側）が黄斑の側頭部側よりも少量の
線量を受信するように、クレセント（crescent）形状のコリメータ又はその他の重量配分
（weighted distribution）により方向付けられる放射線であると好ましい。
【０１２２】
　幾つかの実施形態において、コリメータは、ワイヤ放電加工を用いて切断され、その他
の実施形態では、コリメータ経路は、レーザを用いて切断及び研磨される。幾つかの実施
形態において、コリメータは、平滑な輪郭がつけられ、放射線がコリメーション装置を通
過するときの散乱を低減するように切断及び研磨される端部を有する。幾つかの実施形態
において、コリメータは、ビームを比較的修正するが、シャープな輪郭を有しないように
、他の部分より薄い（thinner）金属部分を有する。他の実施形態においては、コリメー
タは、完全な開口でなくて、大量のＸ線エネルギーが要求される領域に対しては薄い物質
である。例えば、フィルタ物質の厚さは、形状又はフィルタ物質の所望フィルタリング特
性に従って変化させてもよい。幾つかの実施形態において、フィルタ物質の厚さを半分に
低減すると、該フィルタ物質の厚さを低減した部分を放射線ビームが通過することを可能
にするが、厚さを低減していないフィルタ部分を放射線ビームが通過しようとする場合に
は依然として実質的に遮断される。幾つかの実施形態において、フィルタ厚さは、全体的
に一定であるが、異なるＸ線不透過性を備える物質が用いられる。例えば、高Ｘ線不透過
性を備える物質は、Ｘ線放射にフィルタをかけるために用いられ、及び、低Ｘ線不透過性
を備える物質は、例えば、Ｘ線の通過を可能にする開口の位置に用いられる。
【０１２３】
　幾つかの実施形態（例えば、図２Ｃ）において、光ポインタ１４１０（例えば、光源１
４５０から放射されるレーザビーム）は、Ｘ線ビーム１４００と一致するように、コリメ
ータ１４０５に連結され、又は、コリメータ１４０５の後方に連結され、光ポインタ１４
１０は、放射線源がコリメータ及びＸ線ビームのトラッキング入射角１４２０、１４３０
で入る眼１３００の表面上の位置を示すことができる。コリメータ１４０５は、放射線が
入る眼状のポイントを示すポインタとして機能し得る光源１４５０との共線にあるとよい
。幾つかの実施形態において、光ポインタ位置は、眼構造（例えば、角膜輪部（limbus）
）に関して、ポインタの位置を識別するイメージ認識システムと共に、放射線療法線源を
追跡するために用いられ、及び、放射線療法装置は、イメージに基づいて（例えば、眼の
角膜輪部からさらに離れて又は近接する領域に）移動される。幾つかの実施形態において
、治療者は、角膜輪部に関するレーザポインタの位置を視覚化して、その位置に手動でＸ
線源を調整する。
【０１２４】
　幾つかの実施形態において、レーザポインタ１２１０は、図２Ｂ－１に示すように最上
部に位置するか、又は、１次若しくは２次のコリメータ１２１５を通るＸ線ビームと一致
する。レーザポインタ（レーザ光）１２１０は、コリメータ開口を通過し、Ｘ線１２００
と実質的に同一の表面位置にあたるように、レーザポインタ１２１０とコリメータ開口１
２１６を位置合わせする反射体１２２０により反射されることができる。幾つかの実施形
態において、レーザポインタ１２１０は、コリメータ開口１２１６を通過するＸ線ビーム
１２００と実質的に同一軌道を有するように、コリメータ開口１２１６によって位置合わ
せされる。あらゆる場合において、レーザポインタ１２１０及びＸ線ビーム１２００の方
向は、相互に結びつけられ、何れかの既知の位置が、一方のビームの既知の位置と等しく
なる。
【０１２５】
　反射体１２２０は、ビームスプリッタであってもよい。このビームスプリッタは、エネ
ルギー１２００を透過させることができ、さらに、Ｘ線エネルギーの所望スペクトルを生
成するフィルタとして機能する。レーザポインタ１２１０は、（図２Ｃに示す）システム
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カメラ１４６０が検出可能な波長を放射することができる。これによれば、ポインタ１２
１０は、放射線ビームが眼に入る箇所を示すので、これをカメラ上で確認することができ
る。また、ポインタ１４１０は、Ｘ線源が電力供給され及び関心眼構造若しくは関心標的
組織１４８０に対する正確な方位に向ける視覚確認として役立つ。システム内の第２カメ
ラ、レーザポインタの入射角、及び、定義によって、Ｘ線ビームが決定されることができ
る。
【０１２６】
　例えば、カメラなどの少なくとも１つのイメージングモジュール４００、１４６０は、
少なくとも実時間（リアルタイム）で眼を追うためにシステムに含まれる。実施形態によ
っては、イメージングモジュール４００、１４６０、又はカメラは、前述したＸ線源トラ
ッキング装置（例えば、レーザポインタ１２１０）の有無に関わらず、眼を撮像する。カ
メラは、眼の位置を検出することができ、及び、Ｘ線の方向並びにコリメータシステムを
眼の位置に関連づけることができる。システム１０上の放射線療法システムのオペレータ
に指示を与える選択的な表示１３０は、実施形態によっては、リアルタイムにＸ線装置の
位置を表示することができる。
【０１２７】
　一実施形態（図４）において、カメラ２０５５が眼の位置を検出し、及び、デジタル化
ソフトウェアが眼の位置を追跡するために用いられる。眼は、予め設定された位置２０６
０（又は治療領域）の範囲内に存在する。この位置は、角膜輪部の端部と一致しており、
眼が移動閾値を越えて位置２０５４から外れると、シグナル２０９０が放射線源２０００
に送信される。本明細書で使用する用語「移動閾値」は、広義の用語であって、通常のも
のを意味するものであり、次のものに限定しないが、放射線源２０００を停止させること
なく、眼が治療パラメータの範囲内を移動し又は該範囲内に存在する程度（degree）又は
測定値を含む。幾つかの実施形態において、移動閾値は、ラジアン、度、ミリメータ、イ
ンチなどで測定されることができる。眼が移動閾値を越えて位置２０５７へ外れると、放
射線源２０００はオフされ、一方、眼が位置２０５４又は移動閾値の範囲内であると、放
射線源２０５７はオンされる。移動閾値をセットするいくつかの方法において、治療プロ
フェッショナルは、角膜輪部２０６０の端部境界を定め、及び、その角膜輪部２０６０の
端部を治療計画ソフトウェアに登録する。眼の角膜輪部が、定めた端部境界から２０３０
へ離れる場合、放射装置を停止するためにシグナル２０９０が放射装置に送信される。
【０１２８】
　幾つかの実施形態において、接続部又は連結部１６２は、システムから延設され、及び
眼２１０に接触する（図１Ｄ及び１Ｅ）。接続部は、機械的な接続に加えて、システムと
眼との間の光学的通信又はその他の通信を含むことができる物理的な接続であり得る。物
理的接続部１６２は、幾つかの機能を提供することができる。例えば、実施形態によって
は、接続部１６２は、角膜又は強膜に直接に適用されるために、決定された眼の位置へと
機械的に伸長されることができる。また、接続部１６２は、患者が治療の最初から最後ま
で所定位置に眼を保持することに応じるように、眼の制止のために提供される。加えて、
眼は、例えば、患者の眼が治療を実行するために麻酔されている場合に、予め定めた所定
位置に移動されることができる。最後に、眼に関する物理的接続は、角膜の領域を保護す
るために物理的接続装置底面に点眼潤滑剤を用いることができる。角膜の物理的接続部１
６２は、システムに関する眼の位置決めを可能にする。
【０１２９】
　放射線療法システム１０から眼への物理的接続部１６２は、図１Ｅ（図１Ｃの３０８も
参照）の眼に関する角膜輪部９０５に接触でき、又は、角膜９１５若しくは強膜９２５に
接触できる。物理的接続は、多少の力により適切に眼を移動させ又は保持するために、眼
に対して多少のフリクションを適用する吸引式装置９１２を含むことができる。特定の実
施形態において、接続部１６２は、吸引が適用されたときに強膜に接触する。物理的接続
部１６２は、眼に別途に挿入される強膜レンズ９３５又は角膜レンズとドッキングするこ
とができる。物理的接続部のあらゆる物質は、Ｘ線を透過させることができ、又は、ある
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程度のＸ線を吸収することができる。
【０１３０】
　物理的接続部１６２は、患者の眼の安定化を補助することができ、レンズ下の眼球運動
を低減する。潤滑剤がレンズ内側に塗布される場合、該レンズは、治療の間、眼を保護す
るためにゲル又は潤滑剤を保持することができる。また、レンズは、角膜に酸素を提供で
きる貫通孔を含むことができる。
【０１３１】
　物理的接続部１６２は、放射線療法システムと患者との間の剰余（スペース）を移動可
能であることができ、物理的接続部１６２は、剛性、実質的に剛性であってもよく、又は
、軸方向又はねじれ方向に可動性を与えるばね１６５を含むことができる。幾つかの実施
形態において、接続部１６２は、全てが機械式ではなく、放射線療法システムと眼の上に
位置するレンズ９３５との間を通信する光学式又はその他の非接触方式である。物理的接
続部１６２は、放射線療法システムに対する座標基準フレーム（coordinate reference f
rame）を示すこと、及び、眼に対する装置の移動信号を出力すること、の少なくとも一方
を実行できる。従って、接続部１６２は、患者の動きを抑制することにより眼の位置決め
を保持することに加えて、眼の位置を保持することを支援できる。物理的接続部１６２は
、無線送信機、レーザポインタ、又は三次元空間に眼を位置させることができるように、
カメラに取り込むことができる機能を含み得る。
【０１３２】
　幾つかの実施形態において、眼に対する物理的接続部１６２は、角膜輪部の中心及び該
中心を通る治療軸を識別するように、治療者によって眼上の位置にドッキングされる。そ
して、眼の位置決めは、放射線療法システムにより識別及び追跡されることができる。眼
モデルと組み合わせた角膜輪部の既知の中心に関して、放射線療法システムは、網膜に放
射線を伝達するため、治療軸及び角膜輪部の中心に向けられることができる。
【０１３３】
　幾つかの実施形態において、物理的接続部１６２は、放射線療法連結装置９４５を含む
ことができる（図１Ｇ）。連結装置９４５は、例えば、強膜レンズ及び放射線療法連結表
面９５０を含むことができる眼表面９６０を有する。眼表面９６０は、角膜を覆うこと及
び角膜に接触することができ、又は、強膜に接触することにより角膜を覆うことができる
。幾つかの実施形態において、眼表面９６０は、角膜及び強膜の双方を覆うこと、接触す
ること、ができる。眼表面９６０は、実施形態によっては、レンズであり得、及び、実施
形態によっては、表面９６０は、少量の屈折又は完全に屈折しない実質的な透明窓である
ことができる。眼表面９６０は、眼のゲルを保持するために用いられることができ、又は
、中心の孔部を有するシェルであり得る。眼表面９６０は、例えば、ＩＯＬマスター、光
コヒーレンストモグラフィー（断層映像法）（ＯＣＴ）、角膜表面マッピング、ＭＲＩ、
ＣＴスキャン、及び、超音波などの画像診断技術を用いて、個々の患者に合わせてカスタ
マイズされることができる。眼表面９６０は、柔軟性、剛性、又は、コンポジットであり
得る。フランジ９７０は、開瞼を保持するように機能することができ、又は、放射線療法
装置の基準（fiducial）として機能することができる。
【０１３４】
　眼表面９６０の反対側は、放射線療法連結表面９５０、又は放射線療法連結表面部９５
５である。これらの表面は、個別に又は集合的に、放射線療法システムを有する連結装置
９４５と連結する。眼及び眼構造と連動する眼表面インタフェース９６０、放射線療法部
９５０、９５５は、眼表面を放射線療法システムに連結する。放射線療法部９５０、９５
５は、様々な方法で連結装置９４５を放射線療法システムに連結することができる。例え
ば、放射線療法部９５０、９５５は、レーザポインタを介して、赤外線連結を介して、マ
クロは連結を介して、機械的連結を介して、反射器を介して、又は、放射線療法送信機を
介して、放射線療法装置を連結することができる。
【０１３５】
　連結装置９４５の追加の構成要素は、装置のジオメトリ、又は、装置９４５と放射線療
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法システムとの間の幾何学的な関係を定義することができる基準マーカー９７０である。
幾つかの実施形態における放射線療法連結装置９４５の追加の構成装置は、装置を横断す
る内腔９８５であって、実施形態によっては、該内腔９８５は、眼の表面まで伸長する。
内腔９８５は、（例えば、Ａ－ｓｃａｎなどで）眼軸長を測定するために用いられること
ができるプローブ９６２を通すために用いられることができる。幾つかの実施形態におい
て、プローブ９６２は、患者の眼から離れて外部（outward）を指すことができるレーザ
ポインタプローブ９６２を含むことができる。外部ポインティングレーザポインタは、放
射線療法システムと関連して、装置と眼との配置（アライメント）を決定するために用い
られることができる。幾つかの実施形態において、レーザポインタは、眼の軸に関して放
射線療法装置を整列配置するために用いられ、及び、放射線療法のオン（所定位置にある
ときにオン）又はオフ（所定位置から外れたときにオフ）を切り替えるために用いられる
ことができる。これらの実施形態において、患者は、装置のオンとオフを切り替え、及び
、眼を機械に位置合わせしたときには放射線療法システムを操作し、装置が放射線療法装
置により整列配置されないときには放射線療法システムを停止する。
【０１３６】
　幾つかの実施形態において、プローブ９６２は、鏡９６４を含む。鏡９６４は、放射線
療法装置の整列又は誤整列を示すビーム反射体として機能することができる。鏡９６４は
、例えば、レーザポインタ又はＬＥＤなどの光であり得る。放射線療法装置から生じる光
、及び、連結装置９４５上の鏡９６４による光の反射は、放射線療法装置に関する鏡の方
向を表す。鏡は、角膜表面に対して並行にされることができる。この場合に、鏡に対して
垂直なビームは、角膜に対して略垂直である。角膜に対する垂直なビームは、眼の光軸又
は眼軸を通って移動し、及び、眼の後極の中心に到達する（図１Ｉ及び図１Ｊに示し及び
記載）。
【０１３７】
　幾つかの実施形態において、鏡は、一部の波長を反射し、それ以外を透過するいわゆる
「ホットミラー」又は「コールドミラー」と呼ばれる。「ホットミラー」は、例えば、患
者、治療専門医又はカメラがレンズを透過して見ることが可能であるように、赤外線レー
ザポインタを反射し、及び可視光を透過することができる。可視レーザポインタを反射す
ると共に赤外線を透過するように、「コールドミラー」は、赤外線を透過し、可視を反射
し得る。コールドミラーは、例えば、治療の間に赤外線眼底カメラの利用が要求される場
合に用いられることができる。
【０１３８】
　幾つかの実施形態において、装置９４５の連結表面９５０、９５５は、眼を適所で保持
するためのホルダー９７１（図１Ｈ）に取り付けられることができる。ホルダー９７１は
、放射線療法装置に設置されることもできるが、好ましくは、例えば、放射装置を保持す
るテーブル又はプラットフォーム９７４に設置されるフレームなどによって、放射線療法
装置から離れた位置に設置されるとよい。幾つかの実施形態において、フレーム９７２は
、複数の関節を有し、及び、実施形態によっては、フレーム９７２は、片持ち梁のように
可撓性又は弾力性がある。フレーム９７２は、連結装置９４５がホルダー９７１に取り付
けられると、患者の眼に対して、連結装置９４５を介して伝達する多少の力を提供する。
【０１３９】
　幾つかの実施形態において、連結装置９４５は、放射線透過性の物質、又は、少なくと
も一部の放射線を通過させる物質を含むことができる。幾つかの実施形態において、連結
装置９４５の放射線透過性物質は、治療の間、治療Ｘ線ビームの通過を可能にするように
構成されることができる。例えば、連結装置９４５は、眼の位置を保持するために眼に係
合することができ、及び、Ｘ線ビームは、連結装置９４５の少なくとも一部を通る軌道で
眼組織を標的とするように向けられることができる。従って、治療計画システムは、連結
装置９４５を係合する場所や連結装置９４５を眼上の何処に位置させるかなどを厳密に考
慮することなく、Ｘ線ビーム軌道を計画することができる。
【０１４０】
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　幾つかの実施形態において、連結装置９４５は、放射性不透過性物質、又は、放射の伝
達を減少若しくは制限する物質を含むことができる。幾つかの実施形態において、連結装
置９４５の放射性不透過性物質は、例えば、Ｘ線ビームなどの放射物質の伝達を制限する
ように構成されることができる。例えば、連結装置９４５は、眼の位置を保持するために
眼に係合することができ、及び、眼組織を標的とするように向けられたＸ線ビームを通過
させず若しくは物質を通過するＸ線ビームを実質的に制限する。これら実施形態において
、連結装置９４５は、（例えば、水晶体、視神経、角膜などの）眼構造に対する放射線照
射を制限することにより、重要な眼構造の遮蔽として用いられることができる。
【０１４１】
　治療計画システムは、放射性不透過性物質を識別又は認識するように構成されることが
でき、及び、連結装置９４５を横切ることができる軌道であって、標的組織方向への軌道
を有するＸ線ビームの適用を制限することができる。例えば、連結装置９４５が眼に係合
すると、連結装置９４５を通過して標的組織にＸ線ビームを適用する眼の外側の場所にゾ
ーンが形成される。ゾーン空間は、連結装置９４５が実質的に円形であると、標的組織か
ら連結装置９４５までを円錐形の形で映し出す形となる。ここにＸ線ビームの線源が配置
されると、Ｘ線ビームの軌道は連結装置９４５から標的組織を通過することができるよう
になる。
【０１４２】
　標的組織から伸長し、連結装置９４５を通過する軸は、標的組織を治療するために連結
装置９４５を通過することが要求され得るビーム軌道を表す。連結装置９４５が放射性不
透過性物質を含む場合、該物質がＸ線ビームを妨げ又はＸ線ビームに影響を及ぼすので、
連結装置９４５を通過する軌道は、最適アプローチであってはならない。従って、実施形
態によっては、線源は、標的組織を治療するために連結装置９４５を通過する軌道と一致
する空間の外側に再配置され、及び、連結装置９４５を通過しない新規な軌道が設定され
得る。この新規な軌道は、連結装置を通過する軸を横切り、又は該軸と並行ではなくなる
。また、幾つかの実施形態において、新規な軌道は、連結装置を通過する軸に対して並行
であってもよいが、軸と共線ではなく、及び、軸と同一側から標的に向けられない。そし
て、類似の新規な軌道は、軸と類似の関係を有して再現されることができる。
【０１４３】
　幾つかの実施形態において、連結装置９４５は、放射性不透過性物質及び放射線透過性
物質を含むことができる。幾つかの実施形態において、連結装置９４５の放射性不透過性
物質は、例えば、Ｘ線ビームなどの放射性物質の伝達を制限するように構成されることが
でき、及び、放射線透過性物質は、物質を通過する放射線（例えば、Ｘ線ビーム）の伝達
が可能なように構成されることができる。また、連結装置９４５は、Ｘ線ビームが標的組
織を通過し得る軌道に沿う配列を提供するように構成されることができる。さらに、幾つ
かの実施形態において、連結装置９４５は、ビームサイズ又はビーム形状を制限すること
により３次コリメータとして動作することができる。例えば、連結装置９４５の放射線透
過性物質は、２次コリメータの開口と同程度のサイズ又は形状にされることができる。こ
のような実施形態において、Ｘ線ビームが放射線透過性物質を通じて放射されると、連結
装置９４５のあらゆる半影は、周囲放射性不透過性物質によって遮断され得る。幾つかの
実施形態において、放射性不透過性物質の開口は、放射線透過性物質の代わりに提供され
てもよい。従って、連結装置９４５は、遮蔽物又は標的機能をさらに提供することができ
る。
【０１４４】
　連結装置９４５を提供する幾つかの実施形態は、該連結装置９４５の中心周囲に放射状
に設けられた複数の開口又は放射線透過性物質部分を備える。開口は、円、四角、長方形
、楕円、曲線、不規則に、環状に、同心円状などに形成されることができる。幾つかの実
施形態において、連結装置９４５は、組織を標的とする放射線伝達を許容するように装置
の中心部だけに、開口又は放射線透過性物質部分を含んで構成される。
【０１４５】
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　幾つかの実施形態において、連結装置９４５は、該連結装置９４５の実質的な中心部（
例えば、眼表面９６０の部分）が放射性不透過性物質を含んで構成されることができ、及
び、その中心部の周囲又は外縁のまわりの連結装置９４５の部分は、放射線透過性物質部
で構成される。従って、放射線療法の間、中心部は眼構造を遮蔽するように作動すること
ができ、及びＸ線ビームは放射線透過性物質を通過することができる。このように、連結
装置９４５は、放射性不透過性物質に実質的に妨げられずに標的組織に到達するＸ線ビー
ムを可能にしつつ、眼に係合するためのより大きな眼表面９６０を有することができる。
【０１４６】
　図１Ｉ及び図１Ｊは、連結装置９７５が放射線療法システム９９０を整列配置するため
に用いることができるメカニズムを表す。レーザポインタビーム９７７（幾つかの実施形
態において放射線ビームと共線であるレーザポインタビーム９７７）は、コリメータ開口
９７９を通り放射線療法装置９９０から照射され、連結装置９７５の鏡９７６で反射する
。図１Ｉに示すような機器の整列配置をしない場合において、レーザポインタビーム９７
７は、コリメータ開口９７９の共線上には跳ね返らないが、軸外、すなち、図示した反射
点９８０に跳ね返る。放射線療法システム９９０の方位は、反射点９８０の位置を直接可
視化することによって、又は、反射点９８０の位置を検出して、所定配置にレーザポイン
タビーム９７７を導くように放射線療法システム９９０を調整するセンサーによって、手
動又は自動的に調整されることができる。実際に、レーザポインタが整列配置されると（
図１Ｊ）、レーザポインタ９７７は反射され、及び、その反射点９８０が実質的にコリメ
ータ開口９７９とになる。
【０１４７】
　図１Ｋは、適所に連結装置９７５を有する放射線療法システムを示す。治療軸２１４、
即ち、使用される放射線ビームの適用について参照を提供する治療軸２１４は、放射療法
システムのシステム軸２１１であって、矢印１１２で示す方向にＸ線源１１０を回転する
システム軸２１１に繋げられ又は配置される。Ｘ線源１１０は、イメージングサブシステ
ム４００及び（図１Ｄにも図示した）対応する軸４０５と共に又は独立して、システム軸
２１１を中心軸として回転することができる。システム軸２１１と一致する治療軸２１４
に関して、及び、眼２１０と係合する連結装置９７５に関して、放射線ビームの軌道は、
患者２２０の眼２１０における標的組織に一致するように、放射線ビームを向けるために
決定されることができる。治療軸２１４、システム軸２１１、連結装置９７５の位置、及
びＸ線源１１０の位置の空間の定義は、例えば、放射線ビームの方位及び照射を指示する
ためなどに使用可能な限定座標フレームを提供する。
【０１４８】
　幾つかの実施形態において、Ｘ線源１１０は、例えば、治療計画システム及び眼の仮想
モデルによって定義された１つの移動性焦点の周りを移動することができる。移動性焦点
は、プログラムされることができ、又は、眼のあらゆる場所に位置することができ、及び
、例えば、黄斑などの固定焦点に対する治療の間に、異なる位置に移動することができる
焦点である。幾つかの実施形態において、Ｘ線源１１０は、固定軸又は移動軸の周りを６
自由度で動くことができる。幾つかの実施形態において、Ｘ線源１１０は、治療領域及び
要求線量の所定程度に依存して、眼の前部又はさらには眼の後部における眼構造を治療す
るために１つのスポットに固定された状態になる。
【０１４９】
　幾つかの実施形態において、Ｘ線源１１０は、眼２１に関する異なる位置に移動するこ
とにより、及び、強膜上の実質的に異なる侵入点で強膜を通るＸ線を伝達することにより
、Ｘ線を標的に集中させるが、各Ｘ線ビームは、実質的に眼の範囲内にある同一の標的に
到達する。幾つかの実施形態において、Ｘ線源１１０は、６自由度、５自由度、４自由度
、３自由度、又は２自由度によって動かされる。幾つかの実施形態において、Ｘ線源１１
０は固定であり、及び、コリメータが動かされ、又は、眼の異なる領域にビームを照射す
るために、眼若しくは患者が動かされる。幾つかの実施形態において、網膜は、強膜に関
する１つの位置にＸ線ビームを維持することによって治療される。Ｘ線源１１０は、ロボ
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ットアーム又は手動でシステムオペレータによって自動的に動かされることができる。Ｘ
線源１１０の根本的な三次元位置は、眼モデルと、眼に関するＸ線ビームの位置を決定す
るロボットアームと、の間を通信する治療計画により命令されることができる。
【０１５０】
　幾つかの実施形態において、例えば、黄斑変性及び糖尿病性黄斑浮腫の少なくとも一方
の網膜疾患を治療するために、Ｘ線源１１０に、小移動だけが要求される。これらの実施
形態において、６自由度がＸ線源１１０に適用されることができるが、各自由度の範囲は
、移動システムが略１０００ｃｍ３、５００ｃｍ３、１００ｃｍ３又は略５０のｃｍ３の
空間内の移動だけで収まるように制限されるとよい。これら体積範囲内のロボットの速度
は、ロボットが０．５ｃｍ／ｓ、１ｃｍ／ｓ、３ｃｍ／ｓ、５ｃｍ／ｓで動けるように、
定義されることができる。夫々の微小治療線量は比較的に短く及び小距離に適用されるの
で、ロボットは、速度及び移動距離をより小サイズのために犠牲にすることができる。
【０１５１】
　幾つかの実施形態において、複数のＸ線源が用いられ、該複数のＸ線源は、眼の表面上
又は眼内の１つの標的組織に複数のＸ線ビームを全て集中させて伝達できるように、空間
内の異なるポイントに夫々配置される。例えば、放射線システムは、３～６個のＸ線源を
備えることができ、該複数のＸ線源の夫々は、異なる軌道を有して配置される。また、各
軌道の全ては、眼内の治療領域（例えば、図１Ｃに示したように、中心窩２４０）で交差
するように構成される。Ｘ線ビームの適用は、同時又は連続して実行されることができる
。同時操作される複数のＸ線源による治療では、治療時間を短縮することができ、及び、
これにより、治療期間の間に患者が動く可能性を低減する。
【０１５２】
　幾つかの実施形態において、放射線療法を眼の毛様体扁平部領域（図１Ｃ参照）に実質
的に伝達することが、治療システムの目的の１つである。毛様体扁平部２１５は、毛様体
突起２１８と網膜２８０の末梢部（鋸状縁）との間に存在する眼の領域である。眼の毛様
体扁平部２１５領域は、強膜２６０から網膜２８０の間にある最少の重要な構造を含む。
これは、外科医が眼に薬を噴射できる領域、又は、硝子体切除術を実行するための領域で
ある。このアプローチによって眼構造に対する損傷リスクが減少する。同様に、放射線療
法は、放射線を、例えば、水晶体などの構造に損傷を与える可能性を最小にするために、
毛様体扁平部領域２１５を通過して眼の後部に伝達することができ、及び、さらに、視神
経２７５に到達する最小放射線と共に、例えば、中心窩２４０の後部に到達させることが
できる。本明細書に記載のイメージガイド（画像誘導）常用電圧療法は、このような特殊
な治療を可能にする。
【０１５３】
　幾つかの実施形態において、患者がＸ線放射の照射による影響を受けない人工水晶体（
人工眼内レンズ）を有している場合、放射線療法では、角膜又は人工水晶体を通って、中
心軸、眼の視軸を直接通って、又は、角膜を直接通って、網膜に伝達されることができる
。幾つかの実施形態において、Ｘ線放射による治療は、人工水晶体を埋め込むための治療
と同時に、提供されてもよい。
【０１５４】
　続けて図１Ｃを参照する。眼軸３００は、通常、眼軸３００によって定義され、及び、
角膜２５５の湾曲中央にある。また、この軸３００は、光軸又は治療軸と呼ばれることが
ある。治療軸は、治療標的に一致するあらゆる軸を含むことができる。視軸３０６は、中
心窩３０５の中心から瞳孔２１７の中心を通る線により表される。角度カッパー（κ）２
１３は、視軸３０６と光軸３００とがなす角度で表される。眼軸３００は、角膜の中央か
ら後方に網膜２８０まで一直線に伸びる垂直な直線又は軸によって定義されることができ
る。また、この記述において、この軸は、治療軸と呼ばれることができる。角膜輪部３０
８は、一般に、角膜が強膜に接する遷移エリア、又は、視覚的に、眼の色素性領域が眼の
白領域に接する場所である。毛様体扁平部角α２１２は、眼軸中心３００から測定される
ことができ、及び、眼軸中心から略１０°～略５０°の範囲であり得る。眼の毛様体扁平
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部２１５領域は、角度α２１２で眼の中心線３００に関連することができる。幾つかの実
施形態において、細密コリメーション（例えば、直径が略６～８ｍｍ未満）及び小半影（
例えば、強膜の略１０％未満）のＸ線は、例えば、網膜２８０の治療対象構造に到達する
ように、眼の幾つかの重要な構造を避けつつ、軌道２５０に沿って眼の毛様体扁平部領域
２１５に入る。本明細書に記載の実施形態によっては、Ｘ線が実質的に眼の毛様体扁平部
領域２１５だけから入るように、治療の間、眼は、強制的で物理的若しくは機械的な補助
を受けて、又は、所定点に患者を固定することによって、安定化させることができる。
【０１５５】
　特定の実施形態において、患者は、眼の軸に対して固定（安定化）される。患者又は装
置が動くと、イメージングサブシステム４００又はカメラは、その移動を検出し、及び、
装置を停止し、又は、装置若しくはコリメータのＸ線照射領域のシャッターを閉じる。幾
つかの実施形態において、Ｘ線源１１０は、治療計画システムによって決定される１以上
の位置に応じて、眼のまわりを移動させられ、網膜２８０に到達するように眼の毛様体扁
平部部位２１５を通過する放射線を伝達する。眼の組織を通過する定義された治療軸及び
軌道は、該治療軸と関連するシステムによってＸ線ビームの放射角度を決定づける。全線
量は、強膜の異なる領域にわたって分割されるが、例えば、黄斑又は中心窩など網膜の所
望領域に到達させるために、毛様体扁平部２１５領域を透過する。
【０１５６】
　図１Ｉ～図１Ｊに示し及び前述したように、鏡９７６は、後方の放射線療法システム９
９０へレーザポインタビーム９７７を反射することができる。反射されたレーザポインタ
ビーム９７７は、レーザポインタビーム９７７の位置に関するフィードバックを提供する
ことができ、及び放射線療法システム９９０を抑制又は脱抑制することができるセンサー
９９２を活性化することができる。放射線療法システム９９０の配置又は誤整列をセンサ
ー９９２が検出したときが、放射線療法システムに対する抑制又は脱抑制のためのトリガ
ーあってもよい。例えば、実施形態によっては、眼が許容可能な操作方向範囲内にあると
きに、レーザポインタ光がセンサー９９２上へ反射されるように、レーザポインタビーム
９７７が構成されることができる。従って、レーザポインタ光がセンサー９９２上へ反射
されると、センサー９９２は、反射光を検出し、及び、放射線療法システム９９０、又は
、センサー９９２若しくはシステム９９０の処理モジュールに対する入射光の指示を提供
する。放射線療法システム９９０又は処理モジュールは、眼の適切な方向をプログラムさ
れることができ、及び、システム９９０は、センサー９９２が反射レーザポインタ光の受
信を示したときに、識別する。そして、システムは、放射線ビームを放射することができ
、及び、放射線源は、放射線ビームを照射するために電力が供給され、又は、システム上
のシャッターは、放射線ビームを眼に照射することを可能にするために開かれることがで
きる。
【０１５７】
　治療過程の間、眼が動くことで、反射レーザポインタ光がセンサー９９２に入射されな
くなると、眼が動いたこと、及び、眼が許容可能な操作方向範囲内にないことの指示がセ
ンサー９９２によってシステムに通知される。これにより、放射エミッタに対する電力供
給が終了され、又は、眼に対する放射線の照射を停止するために、コリメータのシャッタ
ーが閉じられる。
【０１５８】
　幾つかの実施形態において、反射光又はレーザポインタ９７７は、連結装置９７５、鏡
９７６、及び、光源９７７を発する放射線療法装置９９０、との間の配置における角度を
示すことができる。図１Ｉ及び図１Ｊは、強膜レンズ（scleral lens）９５０（図１Ｉ）
を有する放射線療法装置９９０及び眼９５２（図１Ｊ）の眼軸又は視軸の実質的な同軸配
列を示す。この形態では、反射ビーム９７７及び入射光９７８は、レーザポインタを発射
する場所であるコリメータ９７９上に反射ビームとして後方反射９８０するので、夫々を
区別できない。図１Ｉは、入射光９７８とその後方に反射する反射９７７とがコリメータ
上で一致しない（９７９，９８０）誤整列を示す。配列の状態をモニタするカメラは、入
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射光９７８とその反射９７７が同軸配置されていないときに、システムを停止する信号を
出力することができる。
【０１５９】
　放射線療法システム１０のヘッドレスト１６０の部分は、放射線治療システム１０に関
連して患者の眼２１０の位置を実質的に固定化するために、患者２２０の頭を抑えるため
に用いられる。治療を適用している医師は、Ｘ線源１１０を患者の眼の中心軸３００に位
置合わせすることができる。レスト１６０は、治療の間、患者の位置を維持するために構
成されることができる。患者がレスト１６０から離れて動くか又はレストから眼を動かす
場合、Ｘ線システムは、患者の位置を再調整するために、手動又は自動で（例えば、ゲー
ト制御により）停止されることができる。
【０１６０】
　一般に、患者頭部は、イメージングシステム４００及び治療計画システムの少なくとも
一方によって眼２１０が追跡されている間に、ヘッドレスト１６０により適所に保持され
、及び、Ｘ線源１１０は、Ｘ線ビームが毛様体扁平部部位２１５を通過して眼に入るよう
に、移動される。これにより、Ｘ線が網膜の標的領域にまで入り込み、該Ｘ線が網膜に向
かって眼組織を通過するときに重大な損傷を与える可能性を低減する。
【０１６１】
　治療計画システム８００（図１Ｂ及び図２Ｅ）は、システム１０に関する治療者インタ
フェースを提供する。治療方針は、例えば、生体測定モダリティ（biometric modality）
、例えば、眼底撮影、又は、光コヒーレンストモグラフィー、ＣＴスキャン、ＭＲＩスキ
ャン、及び、超音波モダリティの少なくとも１つを含むことができるイメージングサブシ
ステム４００を含む生体測定モダリティの組み合わせを用いて所定事前処理計画に基づい
て開発される。これらモダリティからの情報は、個人に特異的な疾患の負担と共に、患者
各個人の解剖的パラメータ（生体測定）を含むコンピュータ処理の仮想眼モデルに集積さ
れる。あらゆる又は全てのこれらモダリティは、リアルタイムにシステムが利用でき、又
は、治療前にシステムに集積されることができる。治療計画は、例えば、放射療法システ
ム１０のインタフェースディスプレイ１３０モジュールに出力される。そして、治療者は
、放射線療法システム１０を用いる疾患に対して、放射線療法を向けるために、治療計画
の仮想モデルを用いることができる。
【０１６２】
　本明細書で使用する「眼モデル」又は「眼のモデル」は、例えば、次のものに限定しな
いが、前後方向の寸法、横方向の寸法、トランス角膜縁（translimbal）の距離、角膜縁
－角膜縁（limbal-limbal）の距離、角膜から水晶体の距離、角膜から網膜の距離、特定
の眼構造の粘性、強膜の厚さ、角膜の厚さ、水晶体の厚さ、治療軸に関する視神経の位置
、視軸、黄斑、中心窩、新生血管膜、角膜又は網膜の湾曲度、強膜の領域の湾曲、及び、
視神経寸法、などの少なくとも１つを含むデータに基づく眼のあらゆる表現に関する。こ
のようなデータは、例えば、超音波、走査レーザ検眼鏡検査、光コヒーレンストモグラフ
ィー、その他の光学的画像、蛍光体（phosphor）画像、スケールのためにレーザポインタ
と組み合わせた画像、コントラスト有り若しくは無しのＣＴスキャン、及び、Ｔ２、など
の少なくも１つ、Ｔ１、又は、コントラスト有り若しくは無しの機能的磁気共鳴画像法な
どのイメージング技術から得ることができる。また、このようなデータは、角膜曲率測定
、屈折測定、網膜の神経線維層測定、角膜トポグラフィー、直接カリパス測定などで得る
ことができる。眼モデルを生成するために用いるデータは、コンピュータを用いて処理及
び表示の少なくとも１つを実行されることができる。本明細書で使用する用語「モデリン
グ」は、次のものに限定しないが、モデルを生成することが含まれる。
【０１６３】
　眼モデルは、放射線療法装置の座標系と眼の解剖学的構造を連結する仮想のモデルであ
る。眼モデルは、眼構造のジオメトリに基づくことができ、及び、モデルを発生するため
に、パラメータデータ並びに数式から導かれることができる。あるいは、眼のジオメトリ
は、例えば、ＣＴスキャンやＭＲＩなどによる断層画像から導かれる。定義される治療軸
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及び定義される眼の解剖学的構造と共に、連結装置は、眼表面に接触することができ、及
び、眼モデルによって放射線療法装置にリンク（連結）されることができる。そして、放
射線療法装置は、眼モデルに基づいて配置される。
【０１６４】
　幾つかの実施形態において、眼のリアルタイム可視化は、放射線ビーム軌道に位置合わ
せされるレーザを照射することによって利用されることができる。レーザ位置の観測は、
放射線ビーム軌道の正確な方位を視覚的に示すために用いられることができる。例えば、
放射線ビームの縁が重要な構造を避けるように、角膜輪部から略１ｍｍ～略約４ｍｍで配
置されることを要求してもよい。放射線療法装置からのレーザポインタが角膜輪部から１
～４ｍｍのスポットに到達するように、放射線療法眼モデルは、眼の範囲内の構造に関す
る適切な角度に応じて放射線療法装置を向ける眼の軸性パラメータを用いる。
【０１６５】
　幾つかの実施形態において、レーザポインタは、強膜を通過することが求められポイン
トに向かって、強膜上に指向される。一旦、レーザポインタが所望の位置に位置付けられ
ると、レーザポインタが強膜の部分に固定されると共に、放射線源が強膜上の所望の位置
に対して指向される。そして、放射線源が活性化されて放射線ビームが照射されると、放
射線ビームは、所望の位置及び眼の範囲内の標的位置を実質的に通過する。放射線ビーム
が通過する眼の一部分は、本明細書において横断ゾーン（例えば、図２Ｄの符号５１５）
、又は交差ゾーンとして呼ばれ得る。
【０１６６】
　治療計画システム８００の概要図を示す図１Ｂの参照を再開する。図１Ｂには、楕円形
状のバックグランドが描かれており、及び、４つのサブシステム間のグローバル相互接続
が示されている。治療計画システム８００は、治療者により指示された領域及び疾患の少
なくとも一方に４つのサブシステムを向ける。４つのサブシステムは、総括して、Ｘ線サ
ブシステム７００、連結サブシステム５００、電動サブシステム６００、及び、イメージ
ングサブシステム４００を含む。これらのサブシステム又はモジュールは、患者の眼に総
合的な治療を提供するために相互に作用する。
【０１６７】
　サブシステムは、治療計画システム８００を調整するように機能する。また、治療計画
システム（ＴＰＳ）８００は、眼の物質界、システムの物理的構成要素、及び、治療者と
治療チームとに相互作用し並びに特定の患者と疾患情報とを含む仮想コンピュータ環境、
との間にインタフェースを提供する。主に、連結システム５００、及び、第２に、イメー
ジングシステム４００が、物質界と仮想世界とのリンク（連結）を補助する。
【０１６８】
　仮想世界の範囲内で、治療計画システムは、医療関係者又はイメージングシステム４０
０により取得された物理的測定値及び生体測定値に基づくコンピュータ処理の仮想患者眼
モデル５０５を生成する。また、仮想世界のコンピュータモデル５０５（図２Ｄ）は、放
射線システム５２４から、横断又は交差ゾーン５１５を含み得る眼の前部領域を通り、眼
への異なる入力角度に基づいて治療される構造体５１４に向かうＸ線ビーム５２０の投射
路５１０をシミュレーションする機能を有する。さらに、モデルは、治療計画の間の処理
過程を考慮して、例えば、視神経５１２などの重要な眼の構造を識別及び含むことができ
る。さらにまた、仮想世界は、装置５２４を制御するための治療者インタフェース、物質
界又は実際の物理的標的構造に対する装置のインタフェースを含む。治療者からの入力、
及び、ビーム角度や療法を案内する所望方向のモデリングが集積された後、仮想世界は、
３次元空間の適切な位置にＸ線装置を動かすため、電動サブシステムに情報を出力する。
連結サブシステム５００（物質界における連結サブシステム）は、前述したように、１以
上のレーザ又は角度検出器を用いて眼表面に対するＸ線ビームの入射角を決定するメカニ
ズムを含むことができる。
【０１６９】
　幾つかの実施形態において、連結システム５００は、眼上又は眼内のスポット（実質上
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のスポット、反射スポット、基準スポット、又は、放射基準スポット）５１６を撮像する
ことができるカメラ５１８を含む。また、カメラは、例えば、瞳孔、角膜、強膜、角膜輪
部、虹彩、眼底、視神経、黄斑、又は治療される病変などの構造を視覚化することができ
る。そして、カメラからの情報は、仮想の眼モデル５２２、モーションに応じて、及び放
射線療法システム５２４に伝達されるとよい。特定の実施形態において、連結システム５
００は、眼との物理的接続である。幾つかの実施形態において、連結システム５００は、
物理的リンクではないが、眼の水晶体と検知システムとの間の通信リンクである。例えば
、水晶体は、システム５００に対する眼位置を中継（リレー）する通信ビーコンであり得
る。幾つかの実施形態において、水晶体は、療法における次のステージを決定し得る標識
であって、イメージングカメラ５１８により撮像される標識を含むことができる。幾つか
の実施形態において、これら技術の組み合わせが用いられる。
【０１７０】
　幾つかの実施形態において、眼の位置及びＸ線源の位置は、常に知られており、及び、
これにより、Ｘ線の入射角を認識することができる。例えば、眼の中心軸は、治療軸とし
て決定及び定義されることができる。Ｘ線源は、中心軸から既知の角度に補正（オフセッ
ト）される。前述したように、中心軸又は治療軸は、幾つかの実施形態において、角膜又
は角膜輪部の中心に対する垂線であって、及び、該中心の垂線から網膜へ一直線に後方へ
伸ばした軸としてみなすことができる。幾つかの実施形態において、連結サブシステムは
、角膜から「輝き（glint）」又は反射を検出することができる。輝きと瞳孔の中心との
間の関係は、患者又は患者の眼が動かない場合、一定である。患者が動く場合、瞳孔の中
心に対する輝きは、同一位置ではない。これが生じたことを検出器は検出することができ
、及び、Ｘ線装置を停止又はシステムを遮断するために、その信号を仮想世界からＸ線装
置に送信することができる。あるいは、連結システムは、角膜の中心に対する強膜レンズ
の中心を比較することができる。レンズ及び角膜の双方は、それぞれ輝きを有し、及び、
それらの配列は、それらの中心が相互に対して垂直であること確実にする。
【０１７１】
　連結サブシステムから得られる情報は、好ましくは、コンピュータシステム及び仮想眼
モデルに送信される。イメージングサブシステム４００は、図２Ｃに示したカメラ１４６
０によりリアルタイムに眼のイメージをキャプチャーして、そのデータを仮想の眼モデル
を生成するソフトウェアプログラムに供給する。物質界連結システム５００との併用にお
いて、眼を通過するＸ線ビームの予測経路を仮想画像上に生成することができる。治療部
位に従って、電動システム及びＸ線システムの少なくとも一方は、再調整されることがで
きる。例えば、ロボットアームは、ＴＰＳが生成し及びイメージングシステム４００がキ
ャプチャーした眼のモデルに基づいて、眼上若しくは眼内の所定箇所にＸ線ビームを照射
又は送信するために、Ｘ線源１１０を所定位置に動かすことができる。
【０１７２】
　特定の実施形態において、放射線療法発生システム１００は、図１Ａの装置の概略図を
用いて前述した、Ｘ線サブシステム７００としての常用電圧（又は低エネルギー）放射線
療法発生器を含むことができる。放射線療法生成サブシステム１１０は、図１Ａにおいて
、患者２２０の眼２１０に向けられる放射線療法ビームを発生する。特定の実施形態にお
いて、放射線療法制御モジュール１２０は、放射線療法生成サブシステム１１０が発生す
る有向の（方向を持った）狭放射線療法ビームを放射するエミッタ２００を含む。
【０１７３】
　本明細書で使用する用語「エミッタ」は、普通又は通常の意味を有することを意図して
おり、及び、エミッタは、次のものに限定しないが、コリメータ及びフィルタの少なくと
も一方を含み得る様々な構造を含むことができる。幾つかの実施形態において、制御モジ
ュール１２０は、放射線療法発生サブシステム１１０から放射されるＸ線ビームをコリメ
ートするために構成される。
【０１７４】
　Ｘ線サブシステム７００は、比エネルギー（specific energy）以上のＸ線だけがフィ
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ルタを通過するように、Ｘ線管が放射した放射線療法放射線を導くこと及びフィルタにか
けることの少なくとも一方を実行することができる。特定の実施形態において、Ｘ線サブ
システム７００は、Ｘ線ビームのパターン又は形状を決定するコリメータを含むことがで
きる。線源のフィルタリングは、好ましくは、前述したように、表面－深部（surface-de
pth）の線量と同様に、Ｘ線ビーム内部の低エネルギー量を決定するとよい。幾つかの実
施形態において、眼表面における線量の蓄熱を制限するために、略４：１未満の表面対深
部（surface-to-depth）の線量を有する常用電圧Ｘ線を伝達することが望ましい。幾つか
の実施形態において、常用電圧Ｘ線を用いるときに、略３：１又は略１．５：１未満で略
１：１を越える表面対深部の線量を有することが望ましい。また、表面－深部の線量は、
Ｘ線管から放出される最大ビームエネルギーを変更することによって変化させることがで
きる。例えば、翼状片などの眼表面上の疾患に対して又は以前の線維柱帯形成術による瘢
痕化を治療するために、Ｘ線管から放出される最大ビームエネルギーは、例えば、略４０
ｋｅＶ、略５０ｋｅＶ、又は略６０ｋｅＶなどの低エネルギーであるとよい。これらの疾
患において、表面対深部の比率は、略３０：１、略５０：１、又は、略１００：１である
ことが望ましい。従って、放射線療法制御システムは、Ｘ線の電力出力、Ｘ線のスペクト
ル、Ｘ線ビームのサイズ、及び、Ｘ線ビームの半影の１以上を制御することができる。
【０１７５】
　特定の実施形態において、放射線療法システムの電動サブシステム６００は、眼２１０
のその他の部位への照射を避ける共に、眼２１０の標的部位上又は部位内に導いて患者の
眼２１０の特定領域を照射するように、Ｘ線源から照射される狭放射線療法ビームを導く
Ｘ線源及びコリメータを動かすことができる。例えば、網膜などの眼の後部領域の構造体
、又は、例えば、小柱網、強膜、角膜、毛様体突起、水晶体、水晶体包、又はシュレム管
などの眼の前部領域にある構造体、を標的としてもよい。システム１０は、次のものに限
定しないが、網膜、強膜、黄斑、視神経、毛様体、水晶体、角膜、シュレム管、脈絡膜、
水晶体のカプセル状嚢、及び、結膜などを含む眼のあらゆる部位に放射線療法を伝えるこ
とができる。
【０１７６】
　特定の実施形態において、Ｘ線サブシステム７００は、特定の直径及び形状の狭ビーム
を生じさせるためにＸ線をコリメートすることができる。例えば、コリメータを用いる特
定の実施形態において、コリメータ出口の直径は、コリメータから放射される放射線療法
ビームの直径を調整するために増減されることができる。特定の実施形態において、Ｘ線
サブシステム７００は、略０．１ｍｍ～略６ｍｍの直径を有するビームを放射することが
できる。特定の実施形態において、Ｘ線サブシステム７００は、略０．１ｍｍ未満の直径
を有するビームを放射することができる。特定の実施形態において、Ｘ線サブシステム７
００は、略０．５ｍｍ～略５ｍｍの直径を有するビームを放射することができる。下記に
詳述するように、狭ビーム及び仮想モデルは、エネルギーが眼の特定領域に適用され及び
眼の他の領域には適用されないことを確実にするために有用である。
【０１７７】
　幾つかの実施形態（図２Ｂ－１～図２Ｂ－３）において、放射線制御モジュールは、円
形１２１２又は非円形の１２１４の形状を有するＸ線ビームを照射することができる。実
施形態によっては、放射線制御モジュールは、長方形（矩形）１２１４又は正方形の形状
を有するＸ線ビームを放射することができる。幾つかの実施形態において、放射線制御モ
ジュールは、不透明領域１２１８を中心に有する円形のコリメータ１２１５から、弧形、
楕円形、又はドーナッツ状（環状）構成１２１７の形状を有するＸ線ビームを放射するこ
とができる。幾つかの実施形態において、コリメータ１２１５は、正確に整形されたビー
ム１２００を提供するために、例えば、図２Ｂ－４に示した円錐形状の開口１２３２を含
むことができる。幾つかの実施形態において、コリメータ１２１５は、Ｘ線が強膜及び網
膜に到達するときに、そのＸ線が鏡面反射ドット構成を有するように、開口（例えば、図
２Ｂ－４の開口）を複数有する。「マイクロ分割（micro-fractionation）」と呼ばれ得
るＸ線の小斑点構成（speckled configuration）は、網膜及び脈絡膜の正常な血管に少量
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の放射線を適用するものであるので、改良安全性プロフィールを可能にし得る。
【０１７８】
　特定の実施形態において、放射線療法システム１０は、患者の眼の特定解剖学的構造に
よって方向付けられる狭く有向の治療ビームを用いることによって、眼の特定領域を選択
的に照射し、眼のその他の領域には放射があたらないようにすることを可能にする。例え
ば、放射線療法制御モジュール１２０は、放射線療法生成モジュール１１０により発生し
た放射線療法ビームを患者の黄斑に案内することができると共に、実質的に、水晶体、小
柱装置（trabecular apparatus）、及び視神経などの患者の眼のその他の領域に対しては
放射線照射を避けることができる。
【０１７９】
　既知の眼の解剖学的構造に基づく放射に関する眼の特定領域を選択的に標的化すること
によって、及び、放射線システムを治療目的のために解剖学的構造に選択的にリンクする
ことによって、治療領域のエリア以外は、放射線の潜在的な有害曝露を避けることができ
る。幾つかの実施形態において、Ｘ線ビームは、虹彩２７０と網膜２８０との間の強膜２
６０のゾーンである毛様体扁平部領域２１５を通過して眼に入る軌道２５０をたどる。こ
の領域にビームを向けることによって、及び、特殊化コリメータを用いてビームの半影又
は散乱を抑制することによって、ビームは、眼の構造上に局所化されることができると共
に、眼のその他の構造、例えば、角膜２５５、毛様体及び毛様体線維２１６及びその他の
構造などには最小光子が照射される。
【０１８０】
　特定の実施形態において、放射線治療システム１０は、放射線療法ビームの放射を制御
するためのシャッターを含むことができる。シャッターは、放射線発生モジュール１１０
が発生する放射を通さない物質を含んで構成されることができる。特定の実施形態におい
て、シャッターは、放射線療法発生モジュール１１０からのビーム照射を制御するために
用いられることができる。特定の実施形態において、シャッターは、放射線療法制御モジ
ュール１２０からのビーム照射を制御するために用いられることができる。特定の実施形
態において、シャッターは、モジュール１１０、１２０の何れの内部にも設けられること
ができると共に、特定の実施形態において、シャッターは、モジュール１１０、１２０の
何れの外部にも設けられることができる。幾つかの実施形態において、システム１０は、
Ｘ線放射を停止するためにターンオフされ、及び、特定の実施形態において、Ｘ線源１１
０は、標的に対するＸ線放射を抑制若しくは停止するために、ターンオフされるか又はそ
の強度を低減する。特定の実施形態において、シャッター又は開口は、形状又はサイズが
変化する。
【０１８１】
　特定の実施形態において、及び前述した図１Ａに関して、放射線治療システム１０は、
１つの角度から放射線療法ビームを伝達することができる。特定の実施形態において、放
射線治療システム１０は、ビームを治療標的に集中させるために、複数の角度から放射線
療法ビームを伝達することができる。複数の角度から放射線療法ビームを伝達することが
できるシステム１０の特定の実施形態は、複数の固定放射線療法案内モジュールを含むこ
とができる。固定放射線療法モジュールは、放射線療法ビームを適切な角度で眼に伝達す
るために、様々な位置に配置されることができる。例えば、放射線治療システム１０の特
定の実施形態は、仮想円の外周まわりに等間隔で置かれるという方法で、放射線療法治療
システム１０に接続される５つの放射線源モジュール－放射案内モジュール対（ペア）を
含む。これら実施形態において、電源装置は、様々なＸ線発生器を切り替えるスイッチン
グ電源装置であり得る。また、複数の角度から放射線療法ビームを伝達することができる
システム１０の特定の実施形態は、放射線療法案内モジュールを動かすことを含むことが
できる。さらに、複数の角度から放射線療法ビームを伝達することができるシステム１０
の特定の実施形態は、例えば、ロボットなどの電動サブシステム７００（図１Ｂ）を用い
て放射線療法線源を動かすことを含むことができる。
【０１８２】
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　本開示の幾つかの実施形態において、常用電圧Ｘ線は、Ｘ線発生モジュール７００から
発生される。この常用電圧療法のＸ線光子は、総括すると、システム１０に対して遮蔽又
はその他の保護メカニズムを適用し得る必要がないほどの低エネルギー光子である。例え
ば、診断Ｘ線機器は、常用電圧エネルギーを有する光子を放射し、及び、最小の遮蔽を必
要とし、通常は、唯一、鉛スクリーンだけが用いられる。重要なことは、常用電圧療法エ
ネルギーが用いられるときに、専用の部屋又は「ボールト（vault）」が要求されないこ
とである。また、診断Ｘ線機器は、携帯可能（ポータブル）であり、そして、臨床環境の
異なる部屋又は位置に移動可能である。一方、ライナック又はＭｅＶレンジのエネルギー
を有するＸ線を一般的に伝達するＬＩＮＡＣＳは、高エネルギーＸ線光子が高透過能力を
有するため、装置周囲の隔壁を厚くすることを要求する。高エネルギー光子、ＬＩＮＡＣ
Ｓが有する付随物としては、非常な大きな電力、及び、これら高エネルギー光子を発生す
る機械装置であって、高電圧電源、熱伝達方法、及び、内部遮蔽法及び保護メカニズムを
含む機械装置が要求される。この増加する複雑性は、高エネルギー光子を発生させること
による高コストを生じるだけでなく、移動を困難にする非常に重量のある装置となる。特
に、前述及び実験的に基づいて説明し、後述するように、ＭｅＶ光子は、身体内の表在性
構造の治療には不要であり、実際には、該ＭｅＶ光子は、例えば、表在性放射だけが要求
されるときに、骨を通り抜け脳まで透過するので、表在性構造に対して多くの不都合を有
する。
【０１８３】
　Ｘ線サブシステム
【０１８４】
　Ｘ線サブシステム７００は、Ｘ線を発生し、及び、電源装置、コリメータ並びにＸ線管
を含むことができる。特定の好ましい実施形態において、Ｘ線サブシステム７００は、１
０ｋｅＶ～５００ｋｅＶのエネルギー又は、最大８００ｋｅＶのエネルギーを有する常用
電圧Ｘ線を生じる常用電圧Ｘ線発生システム１０７０を含む。このタイプのＸ線発生スキ
ームは、タングステン又はその他の重金属標的に対して電子を加速する高圧電源を含む。
この電子の衝突によりＸ線エネルギーを有する電磁エネルギーが発生する。
【０１８５】
　常用電圧又は低エネルギーＸ線発生器は、通常は、略１ｋｅＶ～略５００ｋｅＶ又は最
大略１ＭｅＶのレンジのＸ線を放射する。幾つかの実施形態において、本明細書に記載の
システムは、略２５ｋｅＶ～略１００ｋｅＶレンジの光子エネルギーを有するＸ線を放射
する。低エネルギーＸ線システムの使用は、外来患者総合施設又はその他の総合施設にお
けるこれらＸ放射線治療システムの設置を可能にし、及び、導入のための諸経費及び高エ
ネルギー（ＭｅＶ又はガンマ）Ｘ線システムが要求する初期投資要求は不要である。例え
ば、ＡＭＤなどの眼の疾患の治療において、眼科医は多くの患者を治療することができる
ので、何百万もの患者を悩ます疾患を治療するときに、非常な重要な構成装置を、眼科医
院又は眼科医院に近接して設置することが重要である。装置の作動が放射線腫瘍学センタ
ー（radiation oncology center）内に限られる場合、治療可能な患者数は、アクセス、
コスト、他の患者との競争、その他の理由から、さらに制限されることになるであろう。
【０１８６】
　幾つかの実施形態における放射線発生モジュールは、Ｘ線を発生させるために配置され
る構成要素から構成される。例えば、電源装置は、電子を発生し及び該電子を陽極（一般
的に、タングステン、モリブデン、鉄、銅、ニッケル又は鉛などの重金属から製造される
陽極）へ加速させるために適した電流を発生させる。電子がそのような金属に衝突したと
きに、Ｘ線が発生する。
【０１８７】
　Ｘ線スペクトルの例示的な一群を図１Ｆに示す。用語「ｋＶｐ」は、Ｘ線電源装置の最
大（ピーク）電圧を指す。これは、一般に、Ｘ線源（ｋｅＶ）によって伝達される最大光
子エネルギーに一致する。Ｘ線が高圧電気によって発生されたとき、様々なＸ線レベルの
Ｘ線スペクトラムが得られる。図１Ｆには、典型的なスペクトルの一群が示されている。
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最高電圧は、通常は、最大Ｘ線光子エネルギーと一致する。例えば、図１Ｆの８０ｋＶｐ
スペクトルは、最大８０ｋＶｐを有し、図の左方向テールに低エネルギー放射を有する。
同様に、６０ｋＶｐスペクトラムは、最大６０ｋｅＶを有し、図の左方向テールは８０ｋ
Ｖｐスペクトルと同様である。図の全てのスペクトルは、３ｍｍ厚のアルミニウムでフィ
ルタにかけられている。フィルタは、スペクトル曲線を形づくる。低波長は、高波長より
もより大きなフィルタにかけられる。未加工スペクトルをフィルタにかけない場合、その
エネルギーを眼の表在性構造（例えば、強膜）が吸収してしまうので、未加工スペクトル
にフィルタをかけることは、所定箇所に適用する表在性エネルギーとしてのＸ線エネルギ
ーをカスタマイズするために重要である。網膜の構造に到達する所定のＸ線エネルギーと
共に眼の前部構造が吸収する最小エネルギーの範囲内において、低エネルギー光子（主と
して低域フィルタ）よりも大きな高エネルギー光子を含み得る未加工スペクトルのフィル
タリングは、システム、フィルタリングを有するシステムにとって重要である。前述した
ように、幾つかの疾患処理のために、低電圧が低ｋｅＶピークに一致するように用いられ
ると、眼の前部構造に到達する低エネルギーＸ線が優位を占めるので望ましい。電源装置
の電力調整は、Ｘ線のピーク電圧を減少させ、高エネルギー光子の量を制限し得る。幾つ
かの実施形態において、不等分割フィルタ（non-uniform filter）が用いられると好まし
い場合があり得る。例えば、フィルタは、１つの治療領域のＸ線スペクトルの相違を変化
させることを収容するためにそれ全体の厚さを変化させることを有してもよい。例えば、
フィルタは、１つの治療領域におけるＸ線スペクトルを複数の異なるＸ線スペクトルに変
化させるために、Ｘ線が通過するフィルタ厚を変化することができる。
【０１８８】
　図１Ａに示す電源装置１５０は、放射モジュールに電力を供給する。電源装置１５０は
、所定の電流を必要とするＸ線を発射するために定格化される。例えば、８０ＫｅＶｐの
Ｘ線が１０ｍＡで線源から発射される場合、電力要求は、８００Ｗ（８０ｋＶ×０．０１
Ａ）である。電源装置とＸ線源との接続には、高電圧から環境を保護及び遮蔽する高圧ケ
ーブルが用いられる。ケーブルは可撓性であり、及び、幾つかの実施形態では、電源装置
は移動（モバイル）機能を有する。幾つかの実施形態において、電源装置は、オイルジャ
ケット又は水ジャケット、及び、フィンやファンによる対流冷却により冷却される。冷却
流体は、装置を通って移動し、及び、システム１０外部のリザーバーで冷却されることが
できる。
【０１８９】
　電動サブシステム
【０１９０】
　図２Ａ及び図１２Ａは、図１Ｂに示した治療システム１０００の電動サブシステム６０
０の一実施形態を示す。このサブシステムは、眼の解剖学的構造及び治療される疾患に関
するＸ線ビームの方向及びサイズを制御するので、治療システムの有用な構成要素である
。概括的に言えば、電動サブシステムは、患者の生体測定データから生成される個人用の
眼モデルによって、グローバル座標系１１５０の空間に向けられる。モデルからのデータ
は、眼上又は眼内の標的にＸ線ビームを向けるために治療計画システムを通じて電動サブ
システム６００に伝達される。
【０１９１】
　特定の実施形態において、システムは、Ｘ線源及びコリメータの少なくとも一方を動か
すために、コリメーションシステム３３１５、シャッターシステム及び電気機械作動シス
テムを含むことができる。図２Ａ及び１２Ａを参照すると、常用電圧Ｘ線源又は常用電圧
Ｘ線管１０７０、３３２５が示されている。コリメータ１０３０、１０４０、１０５２、
３３１５は、Ｘ線光子の小コリメートビーム１０６２を生じるために較正される。好まし
い眼病用の実施形態において、細密コリメートビーム１０６２は、横断面積が略１ｍｍ２

～略２０ｍｍ２の円形又は他の形状であり、直径が略０．５ｍｍ～略６．０ｍｍである。
複数のコリメータは、半影率の改善、小半影、特定構造の非常に微細なＸ線の適用を可能
にする。図２Ｂ－１～図２Ｂ－３は、様々なコリメータ構成が示された種々のコリメータ
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設計の実施形態を示す。例えば、図２Ｂ－３は、ドーナッツ状又は環状のＸ線形状を発生
するコリメータ構成を示す。図２Ｂ－４は、半影を制限又は実質的に均一な放射線ビーム
を形成するノズル形状又は円錐形状１２３２を有したコリメータ構成を示す。その他の断
面形状としては、例えば、同心円状の輪、楕円、円、多角形、及びクレセントを含むこと
ができる。フィルタ１０１０、１０２０と連動して作動するコリメータは、好ましくは、
実質的に平行構成を有するビーム１０６２としてコリメータから放出されるＸ線を生じる
とよい。
【０１９２】
　特定の実施形態において、電動システム３３００は、所定位置範囲３３３５の放射線量
で眼を治療するためにカスタマイズされる。位置範囲３３３５は、眼及び治療容積が小さ
いことに対応して制限され、及び、線源は、治療領域に相対的に近接させて配置される。
Ｘ線管３３２５は、眼のジオメトリ及びシステムの他の構成要素により決定されるが、治
療プログラムの全体にわたって、略１ｃｍ３～略５ｃｍ３の容積範囲内を動くことができ
る。また、Ｘ線管のサイズ及びエネルギーにより決まる、この体積内での移動時間は、数
分の期間にわたって生じることができる。この数分は、電動システム及びテーブルトップ
位置決めシステムを考慮した電動システム３３００の駆動に要求されるモータサイズの制
限を受ける。位置決めシステムの制限された移動は、相対的にチューブを拘束して及びそ
の移動をさせずにシステムを単純化できるので、冷却チューブ３３４５と、電源装置３３
２０に通じる電源装置チューブ３３２２と、の構成を可能にする。眼を治療するためにシ
ステムがカスタマイズされるので、Ｘ線発生システムの多くの構成要素は、例えば、ライ
ナックより小型である。眼に対するカスタム化は、より多くの場所における配置及び治療
者の利便性に関する限り、システムにより多くの柔軟性をもたらす。
【０１９３】
　電動サブシステム又は制御システム６００は、図１Ｂにおいて、相互作用し、グローバ
ル治療計画システム８００の指示を受ける。電動サブシステム６００は、治療計画システ
ム８００からコマンドを受信する。治療計画システム８００は、Ｘ線装置をオンにしてい
る時間長、眼モデル又は治療計画システムからのデータを利用する眼標的に対するＸ線ビ
ームの方向、コリメータサイズ、及び、治療線量などのコマンドの１つを命令することが
できる。眼標的１３００及び制御システム６００は、連結システムの基礎であるグローバ
ル座標空間１１５０において、リンクされることができる。治療計画システム８００は、
グローバル座標システム１１５０を用いて療法することを命令する。Ｘ線制御システム６
００は、眼標的に関するＸ線ビームの方向及び位置を命令し、及び、治療計画システム８
００からのコマンドの結果に基づいて、Ｘ線源を所望位置に移動させる。
【０１９４】
　幾つかの実施形態において、コリメータ及びＸ線源の少なくとも一方は、手動又は自動
的に１以上の自由度で眼の眼球まわりの多数の位置にビームを移動させ得る移動ホイール
又はシャフト（１１００，１１１０，１１２０）に設置されることができる。幾つかの実
施形態において、Ｘ線源１０７０は、例えば、ロボット又は自動化位置決めシステム３３
００によって、１以上の自由度で移動可能である。ロボットは、例えば、デカルト座標系
１１５０や極座標系などのグローバル座標系に対して、Ｘ線源を動かす。座標系の基点は
、都合のよい物理的空間のあらゆる場所であり得る。幾つかの実施形態において、Ｘ線源
は、４自由度、５自由度、又は６自由度で移動可能である。また、幾つかの実施形態にお
いて、ロボットは、例えば、コリメータなどのＸ線制御システムのあらゆる他の構成要素
を移動させるために利用される。幾つかの実施形態において、コリメータは、コリメータ
が備える電気機械システムにより制御される。
【０１９５】
　また、電動サブシステムは、例えば、患者が装置から離れた場合など必要に応じて、ビ
ームのオンオフを瞬時に切り替える１以上のシャッターを含むことができる。Ｘ線源１０
７０及びコリメータの少なくとも一方は、電気機械作動システム（１１００、１１１０、
１１２０）を通じて、空間におけるあらゆる軸を動くことができる。
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【０１９６】
　Ｘ線連結サブシステム５００は、包括的な治療計画システム８００の下でＸ線発生サブ
システム７００と一体化する。本明細書に記載の複数の目的を達成できる少なくとも１つ
のレーザポインタ又はその他の相対的なコリメート光源（例えば、発散が小角度である発
光ダイオード）１０６０（図２Ｃの符号１４１０）を、図２Ａ、及びより詳細には図２Ｃ
に示す。幾つかの実施形他において、レーザポインタ１０６０は、Ｘ線ビームが伝達され
る場所の視覚的マーカーとなるように、レーザビームの中心軌跡とＸ線ビーム１０６２の
中心軌跡とがほぼ一致するように、コリメートＸ線ビーム１０６２の方向と結びつく。Ｘ
線は可視光ではないので、レーザポインタは、放射線療法システムの他の構成要素と関連
してＸ線ビームの方向を識別するために用いられる。Ｘ線ビームの中心が向けられる場合
には、レーザビームの中心も、これに対応して図２Ｃに示すように同様に向けられている
。
【０１９７】
　放射線療法連結システム
【０１９８】
　本開示の第３の主要なサブシステムは、連結サブシステム又はモジュール５００である
。概括的に言えば、連結モジュール５００は、眼の位置に対してＸ線ビーム位置の方向を
調整する。図２Ａ～図２Ｄを用いて前述したように、幾つかの実施形態は、Ｘ線ビームと
共線であるレーザポインタ１０６０（必要があれば１以上のレーザポインタ）を含む。レ
ーザポインタ（又は複数のレーザポインタ）は、Ｘ線が衝突する強膜又はその他の表面に
対するレーザビーム１５００（図３Ａ）の入射角を検出することができる。入射角１５１
０、１５２０は、強膜又は他の表面上の２つの直交照射角（θ，φ）によって定義される
ことができる。１以上のレーザポインタ１０６０の中心軌跡は、好ましくは、強膜又は他
の表面に衝突するＸ線ビームの中心軌跡と一致するとよい。
【０１９９】
　また、詳細に後述するように、レーザポインタは、眼がカメラ１５５０により画像化及
びデジタル化され、又はイメージングサブシステムで追跡されたときに、眼１６００の表
面に視覚的マーク（図３Ａ）１５７０を提供するイメージングサブシステムの重要な目的
のために用いられる。デジタル化画像上の視覚的マーク１５７０及びレーザビーム１５０
０の入射角１５１０，１５２０、コンピュータが生成したＸ線（又はレーザ）の投射１７
００，１７３０（図３Ｂ）は、コンピュータ生成（仮想）網膜１７２０上に形成されこと
ができる。幾つかの実施形態において、投射１７００、１７３０は同一であり、及び、実
施形態によっては、投射は異なってもよい。例えば、幾つかの実施例において、眼外部の
投射１７００は、眼内の投射１７３０とは異なる特性（例えば、軌道、半影、その他の特
性）を有することができる。
【０２００】
　コンピュータ生成仮想網膜１７２０（図３Ｂ）は、さらに詳細に後述するが、仮想の眼
モデルの構成要素であり、及び、例えば、ＯＣＴ、ＣＴスキャン、ＭＲＩ、Ａスキャン（
A-scan）若しくはＢスキャン（B-scan）、超音波、これらの組み合わせ、又は、例えば、
眼底検査及びスキャニングレーザ検眼鏡検査の少なくとも一方によるその他の眼の画像化
などのイメージングシステムから出力される実データを通じて得られる。網膜１７２０に
加えて、眼の範囲内のあらゆる構造にＸ線を伝達することを、仮想眼モデル１７２５で表
示することができる。
【０２０１】
　図３Ａに示すように、レーザビーム１５００は、スクリーン１５９０上のマーク１５７
０として示される。スクリーン１５９０は、カメラが捉えたイメージ描写であり、そして
、治療計画システム８００でデジタル化された形態である。角度θ１５２０、角度φ１５
１０、及び、眼１６００のデジタル化画像上におけるレーザポインタのマーク１５７０の
位置により、「仮想の眼」１７２５を通る経路１７３０が、コンピュータシステム１７１
０（図３Ｂ）で決定されることができる。位置が正確でない場合、標的ポイント及びレー
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ザ／Ｘ線の位置を再調整するために、信号が電動モジュールに返信されることができる。
【０２０２】
　特定の実施形態において、第２のカメラは、レーザポインタ及びＸ線ビームの角度を検
出するために用いられることができる。これらの角度は、Ｘ線ビームの方向を検出して、
及び、再位置決めのために信号を電動システムに送信するために用いられることができる
。このフィードバックシステムは、眼に対するＸ線照射の投射を補正するのと同様に、電
動サブシステムの正確な位置決めを確実にすることができる。
【０２０３】
　幾つかの実施形態において、眼の位置を検出するために、アナログシステムが用いられ
る。このような実施形態において、標的構造（眼）はその位置が推定され、及び、Ｘ線制
御システムがＸ線源を眼の眼球周りに位置させ、そして、眼構造に対して所定量の放射線
を適用する。
【０２０４】
　特定の実施形態において、図１Ｅに示すように、眼に対する物理的接続は、眼と放射線
療法システムとの間の直接連結に用いられる。このような実施形態において、眼とシステ
ムとの間の接続は、例えば、強膜コンタクトレンズ９３５などのレンズを媒介にすること
ができる。そして、レンズ９３５とシステム１０との間の物理的リンクは、放射線療法シ
ステム１０と直接リンクする構造１７５により提供される。強膜レンズ９３５は、ソフト
レンズ又はハードレンズであり得る。レンズ９３５は、治療の間に眼を安定化（固定化）
させるために、強膜に適用可能な１以上の吸引接続をさらに含むことができる。
【０２０５】
　強膜レンズ９３５及び強膜レンズ９３５と協働するアタッチメントは、空間における眼
を所定箇所に局限するために用いられることができる。強膜の位置がレンズにより認識さ
れると、同様に眼の位置も認識される。そして、眼は、放射線療法装置１０に連結される
。幾つかの実施形態において、コンタクトレンズと放射線療法装置１０との間の接続は、
非機械的接続である。該接続は、例えば、レーザポインタや、放射線療法に対する眼の現
実の位置を検出する１以上のカメラなどの光学的な接続である。物理的空間における眼の
位置は、仮想眼モデルにおけるビーム位置をシミュレートするために用いられ、そして、
そのシミュレート結果が、所望のビーム方向、角度、位置、治療時間、その他を伝えるた
めに、Ｘ線システムを配置する物質界に戻される。
【０２０６】
　幾つかの実施形態、例えば、図２Ｇを参照すると、ラジオサージェリ装置２７４５に対
するアライメント（心合わせ）システムの概略図が示されている。記載されている治療軸
２７３５は、システムから、眼のインタフェース（例えば、強膜レンズ）を通り、眼２７
２０の後極に至る垂直な直線により表されている。カメラ２７４０は、眼の前部における
領域、又は、レーザポインタ２７６５の出口領域を画像化することができる。黄斑レンズ
及びガイド２７３０は、ラジオサージェリシステム上にレーザポインタビームを反射でき
る鏡を含むことができる。該反射は、カメラ２７４０が検出可能である。ラジオサージェ
リシステムと鏡とが直角をなすと、全体のシステムが、（図１Ｉ及び図１Ｊを用いて上述
したように）治療軸２７３５に沿って一直線に整列配置されたことになる。また、同様に
、このようなアライメントシステムは、誤整列又は患者／眼の移動に対する放射線療法シ
ステムのゲートを開閉するために用いられることができる。例えば、鏡からの反射は、セ
ンサーと通信することができる。反射ビームとセンサーとの間の直通通信がない場合、放
射線療法システムは、ゲートを閉じることができる。
【０２０７】
　幾つかの実施形他において、眼内の治療構造に伝達されるＸ線ビームの散乱線量を知る
ことが望ましい。例えば、強膜を通過するビームにより網膜の新生血管が治療されるとき
に、レンズ又は神経系に対する散乱がモデル化されるとよい。幾つかの実施形態において
、このモデル化は、網膜（治療される１次構造）上の新生血管膜に対する線量を知るため
にも要求されることができる。
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【０２０８】
　イメージングサブシステム
【０２０９】
　本開示に記載の各実施形態の有利なその他の特長はイメージングサブシステム４００で
ある。該イメージングサブシステム４００は、眼のトラッキングシステム（図４）として
機能することができ、及び、患者の動き又は眼の移動をその他の前述したサブシステムに
連結する機能を提供することができる。このサブシステム４００は、患者の眼２０１０が
治療領域２０６０から大幅に動かないようにすることを有利にも確実にする。カメラ２０
５５は、図３Ａのカメラ１５５０と同一であることができる。カメラ２０５５は、スクリ
ーン２０５０にイメージを伝える。また、撮像されたレーザスポット２０５２も、スクリ
ーン２０５０上に示される。ビデオスクリーン２０５０は、図３Ｂのビデオスクリーン１
７１０と同一であることができる。図４のフィールド２０６０は、眼が動くことができる
ゾーンである。眼２０１０がスクリーン上のゾーン２０６０外に動く場合、放射線源は、
停止若しくはシャッターを閉じ、さもなければ、眼２０１０から離れる。幾つかの実施形
態において、眼２０３０のイメージが領域２０６０外に移動した眼２０１０として反映さ
れると、シャッターオフに切り替えるために、信号２０９０がＸ線制御システム（図２Ａ
）に送信される。眼を治療領域内で動かないようにすることを確実にする意外に、イメー
ジングサブシステムは、コンピュータ生成仮想眼に戻るレーザポインタ／Ｘ線ビーム２０
５２の投影を可能にすることによりその他のサブシステムと連結する。
【０２１０】
　幾つかの実施形態において、イメージングサブシステムは、空間における眼の３Ｄレン
ダリングを生成するために用いられる２以上のカメラを含んで構成される。３Ｄレンダリ
ングは、総合的な治療スキームと一体化される。
【０２１１】
　治療計画システム
【０２１２】
　治療計画システム８００は、一部分において、仮想システムであり、及び、相互関係に
ある全モジュールを統合した図１Ｂに示されており、さらに、ヘルスケアプロバイダに対
してインタフェースを提供する。計画システム８００は、システム１０の「脳」であり、
及び、療法を処方する治療者と患者に療法を伝えることとの間にインタフェースを提供す
る。治療計画システムは、解剖学的に、生体測定で、及び、幾つかの場合においては、眼
についての幾何学的な仮定から、患者及び疾患並びにシステムについての情報を有する「
仮想眼モデル」を集積化する。情報は、好ましくは、眼の特定領域に対して特定の放射線
量を適用するように放射線源を指示できる治療計画に組み込まれるとよく、線量は、治療
計画システム８００に入力され、及び、治療計画システム８００から出力される。治療計
画システム８００の特定の実施形態において、放射治療は、異常組織又は別途に治療され
る組織以外の組織を修復するために、数日、数週間、数ヶ月の期間にわたって細分化され
てもよい。治療計画システム８００は、治療者が治療及び線量領域をマップすることがで
き、及び、各患者に対する治療を調整することができる。
【０２１３】
　図２Ｅを参照する。治療計画システム８００は、ラジオサージェリシステム１０を用い
る治療方法を中心に形成される。特定の実施形態において、システム１０のイメージング
モジュール４００は、眼の登録及びイメージングシステム８１０を含む。特定の実施形態
において、眼－トラッキングシステムは、治療計画システム８００用に、例えば、眼球運
動などの患者の動きを追跡するように構成される。眼－トラッキングシステム８１０は、
治療者入力を経て患者の眼の３次元イメージを計算することができ、及び、患者の眼の移
動をリアルタイムにトラッキングすることを含むことができる。眼－トラッキングシステ
ムは、前述したように、眼に関する多くの病状に対して放射線治療計画を決定するための
要因となるデータを取得する。例えば、眼－トラッキングシステムは、その取得データを
用いて、患者の眼の後部領域イメージを生成することができる。特定の実施形態において
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、データは、放射線治療システム１０の処理モジュール１４０のために、有線通信又はそ
の他の手段（例えば、無線手段）を経て伝達されることができる。特定の実施形態におい
て、処理モジュール１４０は、患者の眼上のデータを処理することができ、及び、インタ
フェースディスプレイ１３０上に患者の眼のイメージを表示することができる。特定の実
施形態において、インタフェースディスプレイ１３０は、眼の動きを含む、患者の眼のリ
アルタイムイメージを表示することができる。
【０２１４】
　特定の実施形態において、眼－トラッキングシステムは、患者の眼上のデータを取得す
ると共に、患者の顔は、イメージングモジュール４００の方向において、患者の眼が実質
的に前方に面するように、関節のあるヘッドレスト１６０により真っ直ぐに配置及び固定
される。特定の実施形態において、眼－トラッキングシステムは、ジョイスティックの使
用により調整可能なアライメントシステムを含むことができる。ジョイスティックは、イ
メージングモジュール４００によってインタフェースディスプレイ１３０に表示されるイ
メージの位置及び形の少なくとも一方を調整するために、固定台上で、水平に、垂直に、
又は、水平並びに垂直の両方に、傾けられることができる。
【０２１５】
　本開示のその他の特長は、治療のための総合計画である。装置の大きさ及び特定の解剖
学的構造を治療する装置の制限は、スケールメリットを可能にする治療計画システムの範
囲を制限する。Ｘ線ビームは、眼の標的領域に対して選択的に放射線を適用し、及び、眼
のその他の領域には有害な高Ｘ線量の放射線を適用しないように、集光されるとよい。し
かし、実施形態によっては、眼は、治療を受ける解剖的部位だけである。特定の実施形態
において、網膜は、眼の治療システムの標的である。１以上のビームは、強膜を通過して
、網膜の所定部位を目指す。治療計画の目的のために、システムの出力ビームに関して眼
及び網膜の３次元位置を認識することは好ましい。治療計画システムは、詳細画像及び眼
のジオメトリの再現を組み入れた後、標的方向の出力ビームポイントへＸ線出力を操作す
るために、Ｘ線システムを向ける。幾つかの実施形態において、Ｘ線システムは、自動的
に向けられ及び動かされる。
【０２１６】
　治療計画システム８００は、例えば、光コヒーレンストモグラフィー（ＯＣＴ）、超音
波イメージングシステム、ＣＴスキャン、ＭＲＩ、ＰＥＴ、細隙灯顕微鏡検査、直接可視
化、アナログ又はデジタル写真などのイメージングシステム（これらをまとめてバイオメ
トリー測定部８２０と呼ぶ）を利用することができ、又は、該イメージングシステムと連
結されることができる。幾つかの実施形態において、このようなシステムは、眼の位置及
び生じ得る状態を更新する第２システムが２つあるように、放射線療法装置と共にリアル
タイムフィードバックシステムに組み込まれる。比較的高度であるが、システム８００は
、眼の領域に限定されることができ、及び、これにより、眼に対して特定イメージング装
置だけを利用する。
【０２１７】
　幾つかの実施形態において、治療計画システムは、患者の頭部全体の軟組織及び骨構造
を組み入れる。モデルは、妨害解剖学的構造を治療から除外し得るように、全解剖学的構
造を組み入れる。例えば、治療計画は、眼に関する放射線療法ビームの方向性を指示する
ために、鼻、前頭部、及び、関連する皮膚並びに軟骨を組み入れる。幾つかの実施形態に
おいて、これらの構造は、グローバル座標系、トラッキングの補助、及び、眼の治療領域
などに関連する。
【０２１８】
　幾つかの実施形態において、治療計画システムは、リアルタイムＸ線線量が眼構造に伝
達され得るように、モンテカルロ（ＭＣ）シミュレーションなどの物理的モデリング技術
を治療計画に組み入れる。このような実施形態において、治療計画システム８００に対す
る入力は、治療計画を設計するモンテカルロシミュレーションに集積され、計画の有効性
や、治療上の有毒性及び潜在的な毒性の双方がリアルタイムにシミュレートされ得る。幾
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つかの実施形態において、幾何学的光線トラッキングモデルは、従来のモンテカルロシミ
ュレーションに基づく推定値を利用する。従来のモンテカルロに関する光線トラッキング
モデルは、線量測定の迅速化及びリアルタイムシミュレーションを支持する。
【０２１９】
　図２Ｅに示す方法は、次の通りである。例えば、構造及び線量などのバイオメトリー測
定値８２０及び使用者制御部８７５は、治療計画システム８００に入力される。その他の
入力としては、眼登録及びイメージングシステム８１０からの情報が含まれる。治療計画
システム８００の出力は、Ｘ線源８３０をオンタイム及びオフタイム（線量制御）で向け
ると共に、線源を動かし及び位置させるために、Ｘ線源及び電動サブシステムに送信する
コマンドなどで構成される。幾つかの実施形態において、最大ビームエネルギーは、特定
の疾患に対する線量及び計画を生成するために、治療計画システムにより設定される。線
量８４０が伝達された後、治療計画システム８００は、追加線量８４０を伝達するために
、Ｘ線源移動部にシグナルを出力する。このサイクルは、治療が完了するまで数回繰り返
すことができる。
【０２２０】
　図２Ｆは、基準座標系９４０の範囲内で、眼モデルを生成し、その後に、眼に対して放
射線療法装置を整列配置するために、バイオメトリー測定部９１０を用いる実施形態を示
す。幾つかの実施形態において、Ａスキャン超音波９１０は、例えば、眼軸長、前眼房深
さ及び角膜厚さなどの生体測定データを取得するために使用される。これらのデータは、
例えば、白－白距離（white-white distance）及び角膜厚さの少なくとも一方の測定パラ
メータと組み合わされることができ、及び、データをパラメータ化し、及び該パラメータ
化データを基準座標系９４０に配置するコンピュータ化モデル９２０に入力されることが
できる。このステップの後に、ロボットが、眼と同一の基準座標系９３０の範囲内に配置
される。
【０２２１】
　図２Ｇは、ラジオサージェリ装置２７４５を整列配置するための配置２７００を示す。
整列配置の目標は、ラジオサージェリ装置２７４５の出力、及び、オプションとして、治
療軸２７３５若しくはその他で定義された眼の軸を有するレーザポインタ２７６５、を整
列配置することである。装置２７４５が治療軸に整列配置されると、装置２７４５は、眼
の後極２７２０に略整列配置される。眼の後極は、略黄斑の位置である。幾つかの実施形
態において、コリメータアセンブリは、集束放射が治療軸２７３５から伸長して後極２７
２０及び黄斑へ入り後極２７２０の全体に適用されるように、作成される。カメラ２７４
０は、ラジオサージェリ装置とレーザポインティング装置との併用位置の検査及び維持の
少なくとも一方を実行するために用いられる。カメラは、その検証の基礎を、眼接触装置
２７３０におくことができ、又は、単に眼上の可視構造イメージングに基づくことができ
る。
【０２２２】
　幾つかの実施形態において、カメラ２７４０がレーザポインタ位置を検出し、及び、標
的上のそのポインタ位置に基づいて、位置検査に用いられる新たなレーザポインタ位置に
関する代替位置にラジオサージェリ装置が移動される。
【０２２３】
　幾つかの実施形態において、患者固定（図２Ｈに示す患者固定）は、視軸２７９０にラ
ジオサージェリ装置を整列配置するために利用される。オブジェクトと網膜との間に位置
する線は、本明細書に記載の放射線療法システムが治療のために設定する領域である中心
窩に向けられる（黄斑中心に配置される）。幾つかの実施形態において、視軸を識別する
ことができ、及び、該軸２７９０に装置を整列配置できるように、患者はオブジェクトに
固定されることが要求される。患者は視線固定点２７７０に眼を固定する。該視線固定点
は、幾つかの実施形態において、円形の標的である。線は、オブジェクトと瞳孔２７８０
中心との間に引かれ、眼の後極方向に投射されたときに、黄斑又は中心窩２７６０と交差
する。一実施形態において、視線固定点２７７０は、瞳孔中心２７８０を経て網膜に対す
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る円の中心を通る線が視軸と一致するような円の中心である。レンズ２７７２は、視線固
定点２７７０から放射線が分岐しないように、視線固定点２７７０からの光をコリメート
又は整列配置するために用いられ、及び、視線固定点２７７０の中央領域は、視軸の出発
点として用いられることができる。そして、視軸２７９０は、当然に、他の実施形態にお
ける眼軸の代わりに、この実施形態での治療軸となる。一旦この線が空間において定義さ
れると、放射線療法装置は、この仮想線を中心にして回転することができ、標的組織（中
心窩として示す標的組織）に放射線ビーム２７５０を伝達する。放射線療法装置からのビ
ーム２７５０は、黄斑２７６０に到達するが、角膜２７８５、水晶体２７７７及び視神経
２７７５を避けるための正確な角度に設定されることができる。
【０２２４】
　例えば、単一ビームを所望の放射量で伝達する場合、治療計画システムは、特定の解剖
学的構造と関連してＸ線ビームの方向を決定し、Ｘ線源をターンオンする。標的に線量蓄
積を生じさせるために２つのビームが要求される場合、治療計画システムは、ビームサイ
ズ、標的に対するビーム角度、及び、特定患者の解剖学的構造を決定し、そして、第１角
度で眼に対して第１ビームを適用し、及び、標的に関する第２角度で第２ビームを適用す
る。３つのビーム、４つのビーム、５つのビーム、及び、６つのビームの夫々に対して同
一の方法が用いられる。
【０２２５】
　モンテカルロシミュレーション及び実験検証
【０２２６】
　モンテカルロ（ＭＣ）シミュレーションは、Ｘ線が影響を与える構造体に対して、Ｘ線
の吸収、散乱、及び、照射をモデル化するために用いられる。モンテカルロ法は、様々な
物理的及び数学的体系の挙動をシミュレーションし、及び、その他の計算のための計算ア
ルゴリズムのクラスに広く用いられる。モンテカルロ法は、幾つかの方法において非決定
論的であり、確率論的なその他のシミュレーション法（例えば有限要素モデリング）から
区別される。モンテカルロシミュレーションは、全治療計画システムに不可欠な要素を形
成し、及び、放射線に関する治療計画を補助するために用いられる。また、モンテカルロ
シミュレーションは、放射線療法システム１０の実施可能性並びにその他の要素を予測及
び命令するために用いられることができる（例えば、コリメータ及び治療計画スキームの
最適化）。例えば、コリメーション設計、エネルギーレベル及びフィルタリング療法は、
モンテカルロシミュレーションを用いて予測されることができる。モンテカルロシミュレ
ーションにより予測される設計は、実験的に検証及び微調整されなければならない。ＭＣ
シミュレーションは、初期使用を予測することができる。解剖学的構造、ビームエネルギ
ー及び治療量が類似する放射線療法の幾つかの実施形態において、モンテカルロシミュレ
ーションが、一度だけ実行され、経路変数（path variable）（例えば、光線トラッキン
グ又はその他の幾何学的方法論による経路変数）を変更する。この場合、モンテカルロシ
ミュレーションに戻る必要はない。
【０２２７】
　幾つかの実施形態において、ＭＣシミュレーションは、治療計画システムに組み込まれ
、及び、その他の実施例において、ＭＣシミュレーションは、治療計画システム８００が
用いるアルゴリズムに対して命令を出力する。ＭＣシミュレーションは、治療の境界を生
成するために、多くの場合、治療計画システムの最終過程において用いられる。例えば、
ＭＣシミュレーションは、Ｘ線ビームの半影を予測することができる。Ｘ線ビームの半影
は、Ｘ線ビームを向け及び水晶体、視神経、その他についてのＸ線ビームに対する境界制
限を設定するために、仮想世界で用いられる。
【０２２８】
　幾つかの実施形態において、加齢黄斑変性症（ＡＭＤ）は、Ｘ線発生システムにより治
療される疾患である。幾つかの実施形態において、Ｘ線システム１０は、例えば、レーザ
光凝固術、及び、レーザ線維柱帯切開術若しくはレーザ線維柱帯切除術などの治療におけ
る手術後の瘢痕化を治療するために用いられる。幾つかの実施形態において、Ｘ線システ
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ムは、翼状片、眼の腫瘍又は前癌状態の病変（例えば、血管腫や母斑）を治療するために
用いられる。重要なことは、Ｘ線治療システムが、幾つかの部位を選択的に照射できる一
方、他の部位には照射をしないことが可能である点にある。幾つかの実施形態において、
放射線は、異常組織又は別途に治療される組織以外の組織を修復するために、数日、数週
間、数ヶ月の期間にわたって細分化される。
【０２２９】
　１）図１の縮尺上の装置により臨床的関連時間周期でＡＭＤを治療するために、低エネ
ルギー放射が網膜に伝達されることができることの検証、２）臨床的関連距離からの検証
、及び、３）Ｘ線管の初期設計仕様に対する治療システムの幾つかのパラメータを最適化
すること、のために、ＭＣシミュレーションが実行される。
【０２３０】
　眼のジオメトリが得られ、及び、図５に示す２次元仮想モデル、次に、３次元仮想モデ
ルが生成される。軟組織及び硬組織（例えば、骨２０６５）は、図５のモデルに組み込ま
れている。軸２０８２は、眼軸であり、また、眼の光軸と呼ばれる。図６は、仮想眼の光
軸に対する異なるビーム角度（２１００、２１１０、２１２０、２１３０、２１４０）を
示している。仮想眼は、この実施形態においてＡＭＤを治療するために黄斑領域に療法を
シミュレートするこのシステムでモデル化される。このシミュレーションにおいて、ビー
ムの夫々は、眼中心軸２０８２からの異なる角度で眼に入射される。この例では、眼軸は
、眼の治療軸とみなされる。ビームの夫々は、異なる経路で眼を通り、及び、眼を通る異
なる経路に従って、例えば、黄斑２０９４、視神経２０８５、水晶体２０７５、強膜２０
７６、角膜２０８０及び中心窩２０９２などの様々な構造に影響を及ぼす。このモデリン
グは、放射線療法装置が伝達する放射角度を決定するために用いられ、及び、治療計画ア
ルゴリズムに組み込まれる。例えば、図６において、ビーム２１２０は、眼の眼軸を一直
線に通って眼に入り、及び、ビーム２１００は、毛様体扁平部から入る。一連のＸ線エネ
ルギーは、略４０ｋｅＶ～略８０ｋｅＶまでのエネルギー範囲を用いてモデル化される。
提案されたコリメーションスキームは、一連の異なるフィルタ（略１ｍｍ～略３ｍｍ厚の
アルミニウム（Ａｌ）のフィルタ）であるときに、近接平行ビームを生成するために用い
られる。ビームの入射角、ビームの光子エネルギー及びビームの濾過の組み合わせは、様
々な構造に堆積するエネルギー相対量を全て考慮に入れる。
【０２３１】
　図７Ａ～図７Ｅは、Ｘ線ビームが、例えば、水晶体２２６０や視神経２０８５などのそ
の他構造体に対して最小の散乱で強膜２２００を通り網膜２２５０を実際に透過すること
ができることを示す略８０ｋｅＶエネルギーのＭＣシミュレーションによる幾つかの結果
を示す。密なドット表示は、ＭＣシミュレーションにおける実際のＸ線光子を示す。例え
ば、特定のビーム角度（図７Ａ）における水晶体上の光子の相対的な少なさは、水晶体レ
ベルでの光子吸収が乏しいことを示す。これらのシミュレーションは、０．８ｍｍ幅の低
エネルギーＸ線ビームが、中心軸から離れた所定角度で、実質的に眼の前部の重要な構造
を避け得ることを表している。このモデリングは、治療される各患者及び疾患に対する治
療計画に組み込まれる。
【０２３２】
　図７Ｆ（上図）は、毛様体扁平部の領域から眼に入る一連のビームのシミュレーション
結果を示す。これらの角度は、眼を反時計回りするようなクロック角度（clock angle）
（符号ａ～ｈ）であり、及び、眼を通るそれらの透過は、眼の前部構造に影響を及ぼすだ
けでなく、眼とは異なる後方の非対称構造（例えば、神経）にも影響を及ぼす場合がある
。このシミュレーションは、標的領域に対する線量を最大にすると共に視神経に対する線
量は最小にする方法を計画するためのものであり、及び、ジオメトリを変化させて各々の
患者に対して実行することができる。幾つかの実施形態において、シミュレーションは、
毛様体扁平部を通る眼の方向にビームを向けることにより、鼻側－側頭側、及び、尾側－
頭側の様々な位置に対応する様々な時計文字盤上の入射角（図７Ｆの符号ａ～ｈ）から、
実行される。幾つかの実施形態において、これらのビームは、横断面（例えば、横断面直
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径）が略２ｍｍ～略５ｍｍの間であり、及び、略６０ｋｅＶ～略１５０ｋｅＶの間のエネ
ルギーを有する（図１１Ｈ参照）。図７Ｆに示すビームｅ，ｆ，ｇ，ｈ，ａ、即ち、下方
から上方へ向かうビーム及び鼻側から側頭側へ向かうビームの少なくとも一方は、視神経
２０８５及び水晶体２２６０に関する最も最適なプロフィールを有する。
【０２３３】
　幾つかの実施形態において、特定の角度又は方向は、治療の間に避けることが好ましい
特定の構造に対応して識別される。従って、これらの構造に対応する角度は、治療の間、
Ｘ線の軌道には用いられないので、視神経を避けることができるようになる。例えば、実
施形態によっては、角度ｂ（図７Ｆ）は、視神経２０８５を通過するＸ線軌道に対応し得
る。これらの実施形態において、角度ｂは、視神経をＸ線にさらす可能性を低減するため
に用いられてはならない。角度は、治療計画を最適化し、及び、放射線に影響される構造
が存在する場合には可能な限りリスクを低減するものが使用され得る。図７Ｆは、８個の
軌道角を示す。幾つかの実施形態において、Ｘ線軌道は、８個未満又は８個を超える複数
の軌道角を含むことができる。例えば、実施形態によっては、４個の軌道角、６個の軌道
角、１０個又は１２個の軌道角が提示される。これらの実施形態において、最適ビーム方
向は、鼻側方向から入るように考慮されるビーム（例えば、ｂ，ａ，ｈ，ｇ，ｆ）により
提供される。強膜上のビーム入射角及び該ビームの網膜に対する伝達は、治療計画により
選択され、及び、標的構造に対して放射線療法を最適化するために治療計画システムによ
り用いられる。
【０２３４】
　図７Ｆの下図は、上図において、角度がつけられたビームのうち、その１つの網膜上の
線量を示す。このようなビームに対する予測された等線量減衰（isodose fall-off）は、
等線量領域を１００％超えるが１０％未満である略１ｍｍ～略２ｍｍビームで略０．０５
ｍｍ～略０．１ｍｍの範囲内において略９０％を超える。高線量領域２２９０は、ビーム
がある角度で眼に入ることから生じる。線量の増加は、全体領域の平均よりも略１０％～
２０％程度である。さらに、複数のビームが眼に入るので、増加線量２２９０の面積は網
膜の領域を超えて平均する。従って、高線量領域は、不均等分布を説明するために治療方
針に組み込まれる。
【０２３５】
　図８は、図７Ａ～図７Ｅにおけるデータの定量的なグラフ図である。図示されているの
は、様々なＸ線管ポテンシャル及び様々なアルミニウムフィルタ厚さ２３８５に対する表
面対網膜線量である。このグラフは、図６に示したビーム２１００及び２１４０のデータ
である。表面対網膜線量の比が図８に示されている（すなわち、網膜における線量に対す
る強膜における入射線量である）。図８では、大部分のビームエネルギー（管ポテンシャ
ル）において、強膜に対する線量が網膜に対する線量の３倍程度であることを確認できる
。略４０ｋＶｐを超えるエネルギーに対して、表面線量対網膜線量２３７５の比は、略３
：１未満である。即ち、スポットが同一位置に維持される場合、網膜に略２５Ｇｙが伝達
されたとき、強膜に対する最大線量は略７５Ｇｙであり得る。もちろん、ビームが眼周辺
で移動されるときは、略７５Ｇｙは、面積上で平均化され、及び、黄斑には略２５Ｇｙ未
満の線量が与えられるようになる。これは、強膜に沿った異なるポイントに対するＸ線ビ
ームの移動の結果を示す図６に表示されている。８０ｋｅＶ２３８０において、表面対深
部線量の比は、１ｍｍのフィルタリングに関しては略２．２に近い。これらのデータは、
システム１０の治療計画及び設計に集積され、及び、部分的に、Ｘ線管の使用時間及びポ
テンシャルを決定する。また、ビームの表面－深部線量は、様々な疾患を治療するための
治療エネルギーレベル及び対応する管ポテンシャルの決定において重要な要素であって、
治療計画システムに組み込まれる。
【０２３６】
　眼の毛様体扁平部領域に伝達される、略１ｍｍを超える濾過で略４０ｋｅＶを超えるエ
ネルギーレベルでの細密コリメートＸ線放射は、網膜に伝達する治療線量よりも強膜、水
晶体又は視神経での蓄積（buildup）が比較的に低い線量を有して、網膜に放射線の治療
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線量を伝達するために用いられることができる。例えば、網膜に対する治療量が略２５Ｇ
ｙ以下である場合、ビームが透過する強膜のあらゆる領域に対する線量は略２５Ｇｙ未満
である。
【０２３７】
　図９は、網膜以外の眼の領域に対する散乱線量及びこれらを網膜と比較した棒グラフで
ある。この対数図から確認できるように、水晶体２４００（ビーム２１００、２１４０）
及び視神経（ビーム２１４０単独）に対する線量（眼の構造において最も影響を受けやす
い２つの構造）は、網膜の黄斑領域２４５０に伝達する線量よりも少なくとも１桁は少な
い。その他のビーム角度は、これらの構造では明らかに線量が高くなる。従って、放射線
の２５Ｇｙ線量は、例えば、水晶体、強膜、脈絡膜などその他の眼構造に到達する少なく
とも１桁は少ない放射線を有して、眼の毛様体扁平部領域を通じて網膜の領域に伝達する
ことができる。このシミュレーションは、Ｘ線発生システム及びサブシステムに対する設
計仕様を命令する。また、これらのシミュレーションは、治療標的に対する線量が重要な
構造に対する線量よりも高くなるように、計画の構成要素として治療計画システム８００
に組み込まれることができる。例えば、各患者に特有の解剖学的構造を組み入れる計画シ
ステムは、強膜を通る照射の角度及び位置に依存して各構造に伝達される放射量をシミュ
レートすることができる。例えば、水晶体及び視神経などの構造に対するＸ線が非常に高
い場合、角度、ビームサイズ及びビームエネルギーに従って、眼構造に対する放射線伝達
は変化し、及び代替の方向が選択され得る。
【０２３８】
　図１０を参照する。ＭＣシミュレーションの有効性を検証し及び眼が水の球体であると
仮定され得ることを確認するために、ヒト死体眼２５００を取得し及びＸ線源の表面対深
部線量の比を実験に基づいて決定した。特に、放射Ｘ線ビーム２５１０のパラメータは、
眼２５００から出たビーム２５２０のパラメータと比較された。ＭＣシミュレーションに
おいて眼が水であると見なされるとき、図１０の実験配置（experimental set-up）から
の比は、それと一致することが証明された。例えば、表面対深部（２ｍｍ濾過で８０ｋｅ
Ｖの２ｃｍ深部）の比は、ＭＣモデルが予測したように確かに３：１であった。追加の作
業は、各深部での線量減衰が同様に一致するかを検証した。この実験作業は、ＭＣを用い
るモデリング予測が眼構造に対して正確であることを確認し、及び、Ｘ線高エネルギーに
関するＭＣシミュレーション中で一般に要求される２次相互作用が低エネルギーＸ線を必
要としないことを確認する。この観測は、ＭＣシミュレーションを有意に単純化し、及び
、幾何学的な関係及びビーム拡散予測を用いて治療計画をする場合に迅速なリアルタイム
シミュレーションを可能にする。さらに、システム１０設計に用いられる設計基準は、ヒ
ト組織の取得に関する時間及び費用よりも、それら予測のために水を用いて正確にモデル
化されることができる。
【０２３９】
　さらに、分析及び実験は、臨床的に関連する時間周期（例えば、３０分を超えない時間
周期）において、黄斑に２５Ｇｙが伝達すること、図１のシステムがＸ線源に略１ｍＡ～
略４０ｍＡの電流を引くこと、を示す。正確なｍＡ数は、Ｘ線管が眼に対してどれだけ近
接するか、及び、所望の最大透過深さに依存して伝達される最大スペクトルエネルギー（
例えば、略５０ｋｅＶ）、に依存する。このパラメータは、システムパラメータをセット
するシステムオペレータが用いる治療計画に集積される。管が眼に非常に近接し、低透過
率が求められる場合、システムは、眼から離れたシステムが引く電流よりも少ない電流を
引く。幾つかの実施形態において、１０分より短時間内で網膜に伝達するには、略１５Ｇ
ｙ～略２５Ｇｙを必要とする。このような実施形態では、管電流は少なくとも２５ｍＡが
必要であり、及び、Ｘ線管が網膜から２５ｃｍ以内に近接することが必要である。このパ
ラメータは、略６０～略１００ｋｅＶのエネルギー、及び、アルミニウム、鉛、タングス
テン又はその他のＸ線吸収金属を有する１ｍｍ～３ｍｍの濾過、に対するものである。コ
リメータは、眼の眼表面から略５ｃｍ未満にあり、光子エネルギーは、鼻下側領域の眼か
ら入る略１ｍｍ～略６ｍｍの間の直径を有する１～５本の１００ｋｅＶのビームである。
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鼻領域は、視神経から最も距離が離れており、及び、下側領域は、鼻骨及び前頭骨を避け
るために好ましい。これらの仮定は、前頭骨から外側を真っ直ぐ見るように配置された眼
に対するものである。本実施形態において、治療時間は、５分未満である。この場合、電
流は、略１５ｍＡ～略４０ｍＡの範囲である。１～４本の各ビームの夫々は、略３秒～略
５分の間、ターンオンされることができる。幾つかの実施形態において、３本のビームが
治療で用いられる。幾つかの実施形態において、コリメータは、眼の表面から略３ｃｍ以
内に配置され、及び、実施形態によっては、コリメータは、眼の表面の約１０ｃｍ以内に
配置される。
【０２４０】
　図１１Ａ１は、単一コリメートＸ線ビーム２６００の結果を示し、及び、図１１Ａ２は
、ビーム２６００が水（眼）を略２ｃｍ透過した後のビーム２６２０を示す。成形コリメ
ータは、水面から略５．０ｃｍである。図１１Ａ２から確認できるように、眼を透過した
後、図１１Ａ１に示す成形ビームの１０％未満となったオリジナルビーム幅２６２０の周
りには、小半影幅２６１０が存在する。これらのデータは、発散及び散乱からの等線量減
衰の双方を組み入れ、及び、標的から略１０ｃｍ以内のコリメータについて、半影が非常
に小さくなり得ることを明らかにする。この実施形態におけるビームエネルギーは、略８
０ｋｅＶである。図１１Ｂは、Ｘ線検出フィルム範囲内の測定による半影のグラフ図を表
す。デルタ２６５０は、Ｘ線感光フィルムによって記録されるように、表面と深部との間
のエネルギー吸収を示す。２６４０対２６３０に見られるテールは、ビームが眼を通りエ
ネルギーを損失するときの半影作用の程度が少ないことを示す。実際には、０．５ｍｍ～
６ｍｍスポットサイズの半影は、略０．００１％を切ることができ、及び、標的に対する
コリメータの設置位置に依存して略１０％まで上昇する。
【０２４１】
　図１１Ｃ～図１１Ｇは、前述したようなビーム総数のシミュレーションを表す。シミュ
レーションは、前述した装置パラメータに基づいてモンテカルロシミュレーションを用い
て達成され、図１１Ａ１及び図１１Ａ２に示す実験的に検証した単一のビームプロフィー
ルを生成する。あるいは、ビームは、モンテカルロシミュレーションによって検証される
ビームの光線トラッキングジオメトリ又は幾何モデルを用いて生成されることができる。
この場合、光線トラッキングとモンテカルロシミュレーションとの間の誤差が、ビーム幅
、ビームエネルギー、及びビームが進む組織量に対して微小変化を有する類似の組織量を
進むビームを考慮したときに、相対的に一定であるようにされる。図１１Ｃ、図１１Ｄに
示すように、ラジオサージェリビームの伝達方法の幾つかの実施形態において、ラジオサ
ージェリビームは、眼の前部に示されている。図１１Ｃにおいて、眼の強膜３０１０上の
横断ゾーン３０００は、ラジオサージェリビームが横断する場所、又は、強膜３０１０と
交差する場所を示している。このようなビームの散乱及び等線量減衰は、低いことが知ら
れており（例えば、１０％以内）、このようなビームは、相互に実質的に重なり合うこと
なく、所定ビーム直径の範囲内に配置されることができる。
【０２４２】
　後極の中心及び黄斑領域の中心に対するビームの角度は、眼モデル及び治療計画により
決定される。図１１Ｄは、図１１Ｃに示すビームであって、強膜を通過して進行し、黄斑
領域３０２５に集束する複数のラジオサージェリビーム３０２０に関する図を示す。複数
のラジオサージェリビーム３０２０は、僅か略１００ミクロン間隔で、及び、治療される
標的領域により略２ｍｍ又は略３ｍｍ離して、配置されることができる。ビーム３０００
は、眼の下側領域又は鼻領域から強膜に入る。
【０２４３】
　さらに、複数のビーム３０２０は、標的領域で相互に略５０ミクロン～略５００ミクロ
ン間隔で配置可能であることが知られている。この場合、例えば、水晶体、強膜及び視神
経などの構造体上での線量の蓄積は測定されない。また、所望の放射線量を伝達するため
に多くとも略５本及び略５本以上のビームを含む治療計画に関する、有用であり得るビー
ムが１本以上の（例えば、２０Ｇｙを超える）線量を網膜の標的領域に伝達するためのモ
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デル化及び実験が知られている。
【０２４４】
　前述のように、標的に対するビームの表面対深部の比は、伝達線量の計画における要素
である。１００ｋｅＶレンジのエネルギーを有するラジオサージェリビームの場合、表面
対標的線量は、略２：１より低く、又は最大略５．１であり得る。エネルギー及び表面対
標的の比におけるこのようなレンジ内で、強膜のあらゆる特定の領域は、許容できない放
射線量を受信しない。例えば、網膜における４本のビームは２４Ｇｙ（１本あたり６Ｇｙ
）を有するが、強膜における個々の領域に対する線量は略１５Ｇｙである。該線量は、強
膜で十分に許容されるように決定されている。実際は、多くとも４０Ｇｙの線量は、強膜
で十分に許容され得る。パジック及びグレナーが示すように（放射及び腫瘍学７４　（２
００５）　２５－２９、「翼状片の非外科的、排他的ストロンチウム／Ｙイットリウム９
０のβ照射による長期結果」）、強膜上の多くとも５０Ｇｙと等しい線量は、若い患者の
１０年後まで有害ではない。この場合、５０Ｇｙが強膜上の一点に伝達されると、黄斑の
領域には１８～２４Ｇｙが伝えられる。このような治療療法は、ビームだけを必要とする
可能性がある。
【０２４５】
　図１１Ｅは、この実施形態において、網膜、特に黄斑に重ね合わせたビーム３０４０を
示す。半影３０５０の著しい減衰は非常に早く、略９８％のビームの縁３０６０から数ミ
リメートルである。
【０２４６】
　図１１Ｆは、黄斑を囲う脈管弓（vascular arcade）の間の標的に、フレア型ラジオサ
ージェリスポット３０７０を形成するためにカスタム形成コリメータが生成した楕円形の
重ね合わせビームの一実施形態を示す。
【０２４７】
　図１１Ｇは、複数の独立した穴又は複数の独立したコリメート領域を有するコリメータ
を通過することで生成された線量（マイクロ分割）が標的領域でチェック模様３０９０と
して出現する実施形態を示す。このような「マイクロ分割」は、標的領域に対して副作用
を低減し改善した療法を可能にできる。網膜下にある血管に対する放射線量の制限により
該血管の作用によってもたらされる副作用の範囲に対して、及び、各マイクロ分割に関す
る付随的な局所性を考慮すれば、治療作用を犠牲にせずに網膜の脈管構造を避けることが
できる。幾つかの実施形態において、新生血管領域の発生は、識別され及び治療計画に組
み込まれる。このような実施形態において、領域の血管新生を止めるために、この部位に
放射線量を集中させることができる。幾つかの実施形態において、輪状又は環状の治療領
域は、識別され、及び、輪状領域若しくは環状領域の中心部への血管新生を止め又は減少
させるために治療される。
【０２４８】
　図１１Ｈは、微細コリメート常用電圧ラジオサージェリビーム３１００と従来技術治療
ビーム３１０５との間の脳ＣＴ３１７０上の比較を示す。従来技術治療ビーム３１０５は
、以前に試みられている（マーカス等著、加齢黄斑変性を悪化させる再発性脈絡膜新生血
管に対する放射療法、英国眼科学雑誌、２００４年　８８　ｐｐｓ．，１１４－１１９（
Marcus, et.al., Radiotherapy for recurrent choroidal neovascularization complica
ting age-related macular degeneration; Br. J. Ophthalmology, 2004; 88 pps.,114-1
19））。従来技術治療ビーム３１０５において、大型のライナックは、眼に対する位置決
め又はカスタム化を特に実行することなく用いられていた。従来の治療ビーム経路３１０
５は、ＣＴスキャン３１７０上の等線量計算を示す。図は、同側の全視神経及び網膜を取
り囲む９０～１００％等線量ボリュームを示す。さらに反対側の視神経３１０６は、６３
％の線量３１０７を受信している。その結果、マーカス等が実行した治療では、複数日に
わたって線量を分割することが要求され、及び、正常組織に対する損傷を抑えるために線
量は小さく分割された。このような分割、必要最低限度の線量、及び計画スキームは、お
そらく、このような研究における有効性の欠如を導く。加えて、放射線を黄斑に適用する
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この従来技術の試みは、眼球運動又は眼の位置を考慮していない。
【０２４９】
　これとは対照的に、微細コリメート常用電圧ビームのビーム経路３１００が示されてい
る。この実験的及び理論的に検証されたマイクロコリメート１００ｋｅＶビームは、毛様
体扁平部部位３１１０の強膜から入り、該強膜に１８Ｇｙを伝達し、視神経３１０６、水
晶体３１１５及び角膜３１２０から完全に外れ、黄斑領域３１２５に８Ｇｙの治療線量を
伝達する。その後、脳において、放射は、眼の後の骨で１～２Ｇｙ（符号３１３５）に拡
散され、及び、脳組織及び頭蓋骨３１８０において急速に０．５Ｇｙ（符号３１３０）へ
と減衰する。眼の異なるクロック角度におけるこのようなビームの３本に関して、黄斑上
の重ね合わせは２４Ｇｙであり、強膜上の３つの異なる入力ポイントでは強膜に対して僅
か１８Ｇｙだけである。
【０２５０】
　図１１Ｉは、類似の従来技術治療ビーム（アダムズ、ジェー等著、医療用線量測定　２
４（４）　２３３－２３８（Adams, J. et. al; Medical Dosimetry 24(4) 233-238））
を示す。この研究（陽子線研究）において、９０％の等線量ライン３２３０は、視神経３
２１０及び黄斑３２００を取り囲む。加えて、眼の位置及び運動は、この研究において制
御されていない。この研究の著者は、１２Ｇｙに分割した陽子線放射が網膜の非常に広範
囲で２０～２４Ｇｙになる可能性があるとの重大な事態を報告した。このような事態は、
療法のあらゆる利益を否定する可能性がある。本明細書に記載のＸ線伝達は、疾患が存在
する黄斑に対してだけの伝達を可能にすると共に、疾患が存在しないその他の領域に対し
てはＸ線の伝達を制限又は避ける。
【０２５１】
　図１１Ｊは、標的部位３２５０に１００ｋｅＶオーバーラップ常用電圧Ｘ線をベンチト
ップ伝達（benchtop delivery）した後のラジオクロミックフィルム（radiochromic film
）の概略図を示す。オーバーラップＸ線ビーム３２７５の領域は、そのオーバーラップ領
域の線量が２４Ｇｙであることを示す。視神経３２６０は、オーバーラップの中心位置か
ら縮尺距離でビームのオーバーラップ配置の側方に位置する。急速な等線量減衰３２７３
，３２７７は、視神経３２６０から十分に離れたオーバーラップ領域３２７５の外側に生
じる。特に、領域３２６５に示す等線量は、治療スポット３２７５における線量の実に略
１％～略１０％である（０．２４Ｇｙ～２．４Ｇｙ）。このようなデータは、細密ビーム
コリメーション及びオーバーラップビームジオメトリの結果である。これは、治療領域を
明確にする微細コリメートオーバーラップ常用電圧Ｘ線ビーム能力の物理的な証明である
。視神経の線量に対する治療線量は１０～１００倍は異なるため、分割は要求されず、及
び、全線量は、例えば、視神経などの重要構造の損傷に対する考慮を最小にし、一度のセ
ッションで治療領域に与えられることができる。このようなオーバーラップ領域は、治療
計画システム、ビームエネルギー、コリメーション及びフィルタリングにより決定される
眼のあらゆる場所で最適化され及び眼のあらゆる場所に配置されることができる。また、
オーバーラップの範囲は、システムパラメータによる範囲内で決定される。例えば、網膜
の黄斑変性に対する治療全領域は、腫瘍や血管腫瘍の治療領域とは異ならせることができ
る。
【０２５２】
　このようなモデリング技術、パラメータ、及び前述のイメージングシステムによって、
集積システムが考慮され及び開発されることができる。幾つかの実施形態では、図１２Ａ
に示すように、網膜にラジオサージェリを伝達する所望のビーム角度を生じるように、５
自由度位置決めステージが用いられる。コリメータ３３１５は、前述の細密コリメート放
射線ビームと共に許容可能な半影を可能にするために、患者３３３０の眼に近接して位置
される。コリメータは、後部網膜におけるスポットサイズが略４ｍｍ～７ｍｍとなるよう
に、典型的に略１ｍｍ～略４ｍｍである。レーザポインタ３２２５は、ビームスプリッタ
を進行し、その中心に放射線ビームを合わせるためにコリメータから出る。領域３３３５
は、装置が移動できる空間である。この空間は、患者に実行するイメージングに基づいて
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計画されることができる。この空間は、Ｘ線源３３２５を移動させるモーションシステム
の単純化を考慮に入れた小領域である。また、システム３３００は、冷却液体をＸ線管３
３２５に供給し及びＸ線管３３２５から排出するホースシステム３３１０、３３４５を含
む。
【０２５３】
　図１２Ｂは、患者の眼３４６０を治療するシステム３３００の横断面図を示す。レーザ
ポインタ３２２５は、ビーム３４１５をビームスプリッタ３４２０に向け、及び、Ｘ線ビ
ームの範囲内で中央に置かれるコリメータから出力される。Ｘ線陽極３４００は、最大直
径が略５０ミクロン～略５ｍｍを有し、及び、網膜から略５０ｍｍ～２００ｍｍ離れて配
置されることができる。一実施形態において網膜からこの距離に陽極３４００を維持する
ことは、小半影を維持することを可能にする。放射線ビーム３４１０は、コリメータ３３
１５を経て伝達され、及び、その発散経路は、例えば、水晶体や角膜などの前眼房にある
重要構造を避けて、ほぼ毛様体扁平部領域から眼に入る。幾つかの実施形態において、レ
ンズ３４５０は眼３４６０の強膜又は角膜に接触し、及び、放射線療法システムを向ける
基準として用いられることができる。コリメータは、典型的に、強膜上のビームエントリ
ポイントから略１ｃｍ～略１２ｃｍの範囲内に位置する。
【０２５４】
　図１２Ｃは、放射線療法装置を含む臨床の流れを示す。画像診断法及び身体検査（３５
００）は、生成される３Ｄ座標マップを通じて眼モデルを構築するために用いられる（３
５１０）。特定疾患に対する線量は、治療領域及び回避領域に基づく最大ビームエネルギ
ーとして選択される。これらの変量は、疾患や疾患組織の深さに関する治療者入力ととも
に、治療ソフトウェアにより決定される。そして、患者が配置され、及び、オプションと
して接触装置が患者の眼に対して又は近接して配置される（３５２０）。患者及びガイド
は、ガイドに配置され（３５３０）、及び、放射線量治療が適用される（３５４０）。
【０２５５】
　図１２Ｄは、少なくとも部分的に強膜３６２０に設けられ及び更には眼の硝子体３６３
０まで入る針３６００に対して配置される放射線療法装置の治療上の配置を示す。光ガイ
ド３７００又はポインタは、コリメート光源を網膜に照射するために、針に配置され又は
針に連結されることができる。針３６００及び光ガイド３７００は、コリメート光源が網
膜上の所定ポイントを安定して照射するように、強膜３６２０に固定されることができる
。そして、放射線療法装置は、針３６００により位置合わせされ、放射線を針及び光ガイ
ド経路に沿って網膜の所望領域へと直線に伝達する。この配置に関して、網膜の小領域が
精密な標的とされることができる。
【０２５６】
　組み合わせ療法
【０２５７】
　放射線療法装置１０は、眼のその他の治療と共に組み合わせて用いられることができる
。放射線療法は、その他の治療による副作用を抑えるために用いられることができ、及び
、その他の療法と相乗効果を生じることができる。例えば、放射線療法は、網膜上のレー
ザ熱傷、インプラント、又は、眼の前領域の手術のために、適用されることができる。放
射線療法は、１以上の医薬、医療、及び、光線力学による治療（photodynamic treatment
）若しくはエージェント（photodynamic agent）の少なくとも１つと併用されることがで
きる。ここで用いる「光線力学物質（エージェント）」は、その平易及び通常の意味を意
図するものであり、次のものに限定しないが、光に反応するエージェント、光の作用で組
織を感光するエージェントなどを含む。例えば、放射線療法は、抗ＶＥＦＧ治療、ＶＥＧ
Ｆ受容体、ステロイド、抗炎症性化合物、ＤＮＡ結合分子、酸素ラジカル形成療法、酸素
運搬分子、ポルフィリン分子、ポルフィリン療法、ガドリニウム、微粒子ベースの剤形、
腫瘍化学療法、熱治療、超音波治療、及び、レーザ治療などと関連させて用いることがで
きる。
【０２５８】
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　幾つかの実施形態において、放射線増感剤及び放射能防御剤の少なくとも一方は、放射
療法の作用を減少又は増加させる治療と併用されることができる。この治療は、トーマス
等著、放射線調整剤：治療法の概要及び今後の調査、北アメリカ血液・腫瘍学会誌、２０
　（２００６）　１１９－１３９（Thomas, et al., Radiation Modifiers: Treatment O
verview and Future Investigations, Hematol. Oncol. Clin. N. Am. 20 (2006) 119-13
9）、セナン等著、抗脈管形成療法を併用する放射線臨床試験の設計、腫瘍学会誌　１２
　（２００７）　４６５－４７７（Senan, et al., Design of Clinical Trials of Radi
ation Combined with Antiangiogenic Therapy, Oncologist 12 (2007) 465-477）で説明
されており、これらの論文の全ては、参照により本明細書に組み込まれる。幾つかの実施
形態は、５－フルオロウラシル、フッ素化ピリミジンアンチメタボライト（fluorinated 
pyrimidine antimetabolite）、抗Ｓ期細胞毒素（anti-S phase cytotoxin）、５－フル
オロウリジントリフォスフェート（5-fluorouridine triphosphate）、２－デオキシフロ
オロウリジンモノホスファート（2-deoxyfluorouridme monophosphate）(Fd-UMP)並びに
２－デオキシフロオロウリジントリフォスフェートカペシタビン（2-deoxyfluorouridine
 triphosphate capecitabine）、例えば、シスプラチン（cisplatin）やカルボプラチン
（carboplatin）などのプラチナ同族体（platinum analogues）、フルオロピリミジン（f
luoropyrimidine）、ゲムシタビン（gemcitabine）、アンチメタボライト、タキサン、ド
セタキセル、トポイソメラーゼＩ阻害剤（topoisomerase I inhibitor）、イリノテカン
、シクロオキシゲナーゼ２阻害剤（cyclo-oxygenase-2 inhibitor）、低酸素細胞放射線
増感剤（hypoxic cell radiosensitizer）、抗脈管形成療法（antiangiogenic therapy）
、ベバシズマブ（bevacizumab）、組み換えモノクローナル抗体（recombinant monoclona
l antibody）、ラス癌遺伝子媒介（ras mediation）並びに上皮成長因子受容体（epiderm
al growth factor receptor）、腫瘍壊死因子ベクトル（tumor necrosis factor vector
）、アデノウイルスベクトル（adenoviral vector）Ｅｇｒ－ＴＮＦ（Ad5.Egr-TNF）、及
び、ハイパーサーミア（異常高熱）などの放射線増感剤及び治療の少なくとも一方に関す
る放射線療法を含む。幾つかの実施形態は、アミホスチン（amifostine）、スクラルファ
ート（sucralfate）、細胞保護チオール（cytoprotective thiol）、ビタミンＣ、ビタミ
ン及び酸化防止剤（ビタミンＣ）は、トコフェロールモノグルコシド（tocopherol-monog
lucoside）、ペントキシフィリン（pentoxifylline）、アルファトコフェロール（alpha-
tocopherol）、βカロチン、及びピロカルピン（pilocarpine）などの放射能防御剤及び
治療の少なくとも一方を含む。
【０２５９】
　血管新生阻害剤（Antiangiogenic Agents）（ＡＡｓ）は、新しい血管の成長を阻害す
ることを目的とする。ベバシズマブは、血管の成長を制御する信号経路の中心的役割を果
たすリガンドであるＶＥＧＦを結合及び中和することにより作用するヒト化モノクローナ
ル抗体である。調査結果は、抗ＶＥＧＦ療法がヒト組織において直接の抗血管作用を有す
ることを示唆する。対照的に、小分子チロシンキナーゼ阻害剤（ＴＫＩｓ）は、ＶＥＧＦ
Ｒｓの活性化を妨げ、そして、直接のＶＥＧＦへの結合よりもダウンストリーム信号経路
を抑制する。血管損傷剤（Vascular damaging agents）（ＶＤＡ）は、確立した血管構造
に迅速な停止を生じさせ、２次敵な組織死を導く。微小管不安定エージェント（microtub
ule-destabilizing agent）は、コンブレタスタチン（combretastatin）並びにＺＤ６１
２６、及び、ＶＤＡの２つの主族である５，６－ジメチルキサンテノン－４－酢酸（５，
６－ジメチルキサンテノン－４－酢酸）に関する薬剤を含む。混合型阻害剤は、例えば、
ＥＧＦＲ阻害剤又は中和剤を含み、及び、細胞毒性抗癌剤も用いることができる。
【０２６０】
　放射線力学療法（Radiodyamic Therapy）
【０２６１】
　放射線力学療法は、併用全身療法（concomitantly administered systemic therapy）
によるコリメートＸ線の組み合わせに関する。本明細書で使用する用語「放射線力学物質
（エージェント）（radiodynamic agent）」は、その通常及び平易な意味を意図するもの
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であり、次のものに限定しないが、例えば、Ｘ線などの放射線に反応するエージェント、
放射線の作用で組織を感光するエージェントなどを含む。光線力学療法と同様に、化合物
が組織に又は硝子体に投与される。そして、治療される眼の領域は、前述した眼モデルを
用いて放射線療法による直接の標的とされる。標的領域は、眼モデルを用いて正確に局所
化されることができ、そして、放射線は、眼データに基づくＰＯＲＴシステム及び仮想イ
メージングシステムを用いて正確に適用されることができる。例えば、標的がドルーゼで
ある場合、眼疾患を治療するために、略１ｍｍ以下のビームサイズが放射線力学療法に用
いられる。その他の実施形態において、ビームサイズは略６ｍｍ未満である。
【０２６２】
　特定の態様及び実施形態を開示したが、これらは単なる例示に過ぎず、開示の範囲を制
限することを意図するものではない。本明細書に開示する新規な方法及び新規なシステム
は、実際には、本発明の趣旨を逸脱することなく、様々な他の形態で実施され得る。添付
の特許請求の範囲及びその均等物は、開示の範囲及び趣旨に含まれる形態及び修正を包含
することを意図するものである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月4日(2014.2.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の眼の解剖学的データから生成される仮想の眼モデルと、
　前記眼の前部を通して前記眼の内部のビーム標的に前記眼の外部から伝達されるように
、Ｘ線放射を照射するエミッタと、
　照射された前記Ｘ線放射をＸ線の放射線ビームにコリメートするコリメータであって、
これにより、前記Ｘ線の放射線ビームが前記コリメータから略１０ｃｍの場所で略２０％
未満の半影を有するコリメータと、
　前記眼と接触して安定化させるように構成される連結装置と、
　前記エミッタと連結される位置決めガイドと、
　（ｉ）前記仮想の眼モデルに基づいて、ビーム標的、ビーム強度、ビームエネルギー、
ビーム軌道、治療領域サイズ、治療領域形状、前記エミッタから前記標的までの距離、照
射時間、及び線量、の少なくとも２つを決定し、（ｉｉ）前記位置決めガイドへ情報を出
力する、計画モジュールと、
を含んで構成され、
　前記位置決めガイドは、Ｘ線の放射線ビームが前記眼の外部から前記眼の前部を通して
前記ビーム標的に伝達されるように、前記情報に基づいて、治療軸に対して前記エミッタ
を移動させて、治療軸に対する前記エミッタの入射角を調整する、患者に放射線を伝達す
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る治療システム。
【請求項２】
　前記場所は、前記標的を含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記エミッタは、略１０ｋｅＶ～略５００ｋｅＶの間の光子エネルギーを有する放射線
ビームを照射するように構成される請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記エミッタは、略２５ｋｅＶ～略１５０ｋｅＶの間の放射線ビームを照射するように
構成される請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記計画モジュールは、前記仮想の眼モデルに基づいて、前記ビーム軌道を決定する請
求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記位置決めガイドは、前記計画モジュールからの情報に基づいて、前記エミッタが第
１位置において第１放射線ビームを前記眼の第１部分を通り前記眼の範囲内の治療領域に
向けるように、前記エミッタを配置する請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記位置決めガイドは、前記計画モジュールからの情報に基づいて、前記エミッタが第
２放射線ビームを前記眼の外部から前記眼の第２部分を通してビーム標的に向けるように
、前記エミッタを配置する請求項６記載のシステム。
【請求項８】
　前記計画モジュールは、該計画モジュールの出力に作用する使用者からの入力を受信す
るように適応される請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記眼の位置を感知し、及び、該眼の位置に関する情報を前記計画モジュールに中継す
る感知モジュールをさらに含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　前記眼の位置を感知し、及び、該眼の位置に関する情報を前記位置決めガイドに中継す
る感知モジュールをさらに含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記感知モジュールは、前記眼に物理的に接触する部分を含んで構成される請求項９記
載のシステム。
【請求項１２】
　前記感知モジュールは、前記眼の角膜上に又は前記眼の角膜を覆って配置可能なレンズ
を含んで構成される請求項９記載のシステム。
【請求項１３】
　前記感知モジュールは、前記眼の位置を光学的に感知する請求項９記載のシステム。
【請求項１４】
　前記感知モジュールは、レーザをさらに含んで構成される請求項９記載のシステム。
【請求項１５】
　前記コリメータは、略０．５ｍｍ～略６ｍｍ幅に前記放射線ビームをコリメートする請
求項１記載のシステム。
【請求項１６】
　前記放射線ビームは、前記コリメータから最大で略５０ｃｍ離れた距離で、略１０％未
満の半影を有する請求項１５記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コリメータは、前記放射線ビームが前記標的に伝達されるときに、該標的から略１
０ｃｍ以内に配置されて使用される請求項１記載のシステム。
【請求項１８】
　前記位置決めガイドは、使用時に、前記エミッタが前記標的から５０ｃｍ以内の第１距
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離から前記標的に向けて放射線ビームを伝達するように、前記エミッタを前記第１距離に
配置する請求項１記載のシステム。
【請求項１９】
　前記放射線ビームを前記標的に向けられない程に前記患者の眼が動いたことを検出する
検出器をさらに含んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項２０】
　前記エミッタは、前記患者の眼が所定の位置又は所定の位置範囲から外れて動いた場合
に、前記放射線ビームの照射を自動的に停止するように構成される請求項１９記載のシス
テム。
【請求項２１】
　コリメータを通り、前記眼に向かうレーザビームを照射するレーザエミッタをさらに含
んで構成される請求項１記載のシステム。
【請求項２２】
　患者の眼の解剖学的データから生成される眼モデルと、
　１０ｋｅＶ～５００ｋｅＶのエネルギーとコリメータから略１０ｃｍの場所で略２０％
未満の半影とを有するＸ線ビームを、前記眼の外部から前記眼の前部を通して前記眼の内
部のビーム標的に伝達するエミッタと、
　前記眼と接触して安定させるように構成される連結装置と、
　前記エミッタと連結される位置決めガイドと、
　（ｉ）前記眼の仮想モデルに基づいて、少なくとも２つの治療パラメータを決定し、（
ｉｉ）前記位置決めガイドへ情報を出力する、計画モジュールと、
を含んで構成され、
　前記位置決めガイドは、前記Ｘ線ビームが前記眼の外部から前記眼の前部を通して前記
ビーム標的に伝達されるように、前記情報に基づいて、治療軸に対して前記エミッタを移
動させる、
眼に放射線を伝達するシステム。
【請求項２３】
　前記少なくとも２つのパラメータは、ビーム標的、ビーム強度、ビームエネルギー、ビ
ーム軌道、治療領域サイズ、治療領域形状、前記エミッタから前記標的までの距離、照射
時間、及び、線量、の２つを含んで構成される請求項２２記載のシステム。
【請求項２４】
　前記位置決めガイドは、第１Ｘ線ビームを、第１位置から前記眼の強膜における第１領
域を通して前記眼の標的領域に向けるように構成され、第２Ｘ線ビームを、第２位置から
前記強膜の第２領域を通して前記眼の標的領域と略同一の領域に向けるようにさらに構成
される請求項２２記載のシステム。
【請求項２５】
　前記標的領域は、前記眼の黄斑を含んで構成される請求項２４記載のシステム。
【請求項２６】
　前記標的領域は、前記眼の強膜、前記眼の小柱網、及び前記眼の水晶体包の少なくとも
１つを含んで構成される請求項２４記載のシステム。
【請求項２７】
　前記コリメータは、略０．５ｍｍ～略６ｍｍの幅に前記Ｘ線ビームをコリメートする請
求項２２記載のシステム。
【請求項２８】
　前記コリメータから前記標的までの略５０ｃｍ離れた距離で、略５％未満の半影を有す
るＸ線ビームを生成するようにさらに構成される請求項２２記載のシステム。
【請求項２９】
　前記コリメータは、前記Ｘ線ビームが前記標的に伝達されるときに、該標的から略１０
ｃｍ以内に配置されて使用される請求項２２記載のシステム。
【請求項３０】
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　前記エミッタは、略２５ｋｅＶ～略１５０ｋｅＶの間の光子エネルギーを有するＸ線ビ
ームを伝達するように構成される請求項２２記載のシステム。
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