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(57)【要約】
外科装置は、ユーザによって操作されて患者に対して処
置を実施するように構成された外科デバイスおよびコン
ピュータシステムを含む。コンピュータシステムは、患
者の解剖学的構造と、外科デバイスの部分の位置、向き
、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基
づいて外科デバイスを制御して、ユーザに対する触覚誘
導および外科デバイスのユーザ操作に対する制限の少な
くとも一方を提供するための制御パラメータを具現化し
、処置中の解剖学的構造の動きに応答して制御パラメー
タを調節するようにプログラムされている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによって操作されて患者に対して処置を実施するように構成された外科デバイス
と、
　　患者の解剖学的構造と、該外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少
なくとも一つとの間の関係に基づいて該外科デバイスを制御して、ユーザに対する触覚誘
導および該外科デバイスのユーザ操作に対する制限の少なくとも一方を提供するための制
御パラメータを具現化し、
　　処置中の該解剖学的構造の動きに応答して該制御パラメータを調節するようにプログ
ラムされたコンピュータシステムとを含む、
外科装置。
【請求項２】
　外科デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項1記載の外科装置
。
【請求項３】
　インタフェースが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成さ
れた第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよ
うに構成された第二の部分を含む、請求項2記載の外科装置。
【請求項４】
　第一の部分がアームのジョイントを含み、第二の部分が該アームの遠位端および外科ツ
ールの少なくとも一方を含む、請求項3記載の外科装置。
【請求項５】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物、該解剖学的構造に関す
るパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科ツールの位置に基づい
て外科器具を制御して、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを発生させるようにプロ
グラムされている、請求項2記載の外科装置。
【請求項６】
　外科デバイスがフィードバック機構を含み、コンピュータシステムが、ユーザが該外科
デバイスを操作する間に、解剖学的構造と対応する仮想対象物、該解剖学的構造に関する
パラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する該外科デバイスの部分の場所
に関する情報をユーザに送るように該フィードバック機構を制御するように構成されてい
る、請求項1記載の外科装置。
【請求項７】
　フィードバック機構が、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを生じさせるための少
なくとも一つのモータを含む、請求項6記載の外科装置。
【請求項８】
　外科デバイスが、該外科デバイスを操作するユーザにフィードバックを供給するように
構成された少なくとも一つのフィードバック機構を含み、コンピュータシステムが、ユー
ザが該外科デバイスを操作する間に、患者の解剖学的構造と、該外科デバイスの部分の位
置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて該少なくとも一つ
のフィードバック機構を制御して触覚誘導をユーザに提供するようにプログラムされてい
る、請求項1記載の外科装置。
【請求項９】
　少なくとも一つのフィードバック機構が、外科デバイスのユーザの操作に対抗する力フ
ィードバックを供給するように構成されたモータを含む、請求項8記載の外科装置。
【請求項１０】
　コンピュータシステムが、ユーザが力フィードバックに打ち勝ち、外科デバイスを所望
の場所に動かすことを可能にするようにプログラムされている、請求項9記載の外科装置
。
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【請求項１１】
　少なくとも一つのフィードバック機構が、振動を生じさせるためのオシレータを含む、
請求項8記載の外科装置。
【請求項１２】
　コンピュータシステムが、インピーダンス制御を使用して外科デバイスを制御するよう
にプログラムされている、請求項1記載の外科装置。
【請求項１３】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物に少なくとも部分的に基
づいて制御パラメータを決定するようにプログラムされている、請求項1記載の外科装置
。
【請求項１４】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造の検出された動きをモニタし、次いで該検出さ
れた動きに応答して仮想対象物を調節することにより、処置中の該解剖学的構造の動きに
応答して該解剖学的構造と対応する仮想対象物を調節するようにプログラムされている、
請求項1記載の外科装置。
【請求項１５】
　対象物のポーズを決定するための検出デバイスをさらに含む、請求項1記載の外科装置
。
【請求項１６】
　検出デバイスが外科デバイスに据え付けられている、請求項15記載の外科装置。
【請求項１７】
　検出デバイスが外科デバイスに対して第一の位置から第二の位置まで移動可能である、
請求項16記載の外科装置。
【請求項１８】
　検出デバイスが外科デバイスに対して所定位置に固定されている、請求項16記載の外科
装置。
【請求項１９】
　検出デバイスによって検出可能であり、追跡される対象物に取り付けられるように構成
された少なくとも一つの追跡可能要素をさらに含む、請求項15記載の外科装置。
【請求項２０】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、特有の幾何学的配置を有しかつ該少なくとも一つの
追跡可能要素が対象物に取り付けられている場合に該対象物に対して既知の幾何学的関係
を有するマーカのアレイを含む、請求項19記載の外科装置。
【請求項２１】
　コンピュータシステムが、処置中に検出デバイスが少なくとも一つの追跡可能要素を検
出することができない場合にユーザに警告するようにプログラムされている、請求項19記
載の外科装置。
【請求項２２】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、解剖学的構造への取付けのための固定デバイスを含
む、請求項19記載の外科装置。
【請求項２３】
　固定デバイスが少なくとも一つの骨ピンを含む、請求項22記載の外科装置。
【請求項２４】
　少なくとも一つの追跡可能要素が外科デバイスに配置されている、請求項19記載の外科
装置。
【請求項２５】
　少なくとも一つの追跡可能要素が外科デバイスに対して第一の位置と第二の位置との間
で移動可能である、請求項24記載の外科装置。
【請求項２６】
　少なくとも一つの追跡可能要素が外科デバイスに対して所定位置に固定されている、請
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求項24記載の外科装置。
【請求項２７】
　外科デバイスが外科ツールと係合するように構成されたアームを含み、少なくとも一つ
の追跡可能要素が該アームの遠位端および該外科ツールの少なくとも一方に配置されるよ
うに構成されている、請求項19記載の外科装置。
【請求項２８】
　少なくとも一つの追跡可能要素がプローブに結合されている、請求項19記載の外科装置
。
【請求項２９】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、プローブの較正を検証するための形体を含む、請求
項19記載の外科装置。
【請求項３０】
　形体がくぼみを含む、請求項29記載の外科装置。
【請求項３１】
　検出デバイスが、追跡される対象物に接続されるように構成されている、請求項15記載
の外科装置。
【請求項３２】
　検出デバイスが、患者の骨への取付けのための固定デバイスを含む、請求項31記載の外
科装置。
【請求項３３】
　ユーザによって操作されて患者に対して処置を実施するように構成された触覚デバイス
であって、該触覚デバイスを操作するユーザにフィードバックを供給するように構成され
た少なくとも一つのフィードバック機構を含む触覚デバイスと、
　ユーザが該触覚デバイスを操作する間に、患者の解剖学的構造と、該触覚デバイスの部
分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて該少なくと
も一つのフィードバック機構を制御して、ユーザに触覚誘導を提供するための制御パラメ
ータを具現化するようにプログラムされたコンピュータシステムとを含む、
外科装置。
【請求項３４】
　コンピュータシステムが、処置中の解剖学的構造の動きに応答して制御パラメータを調
節するようにプログラムされている、請求項33記載の外科装置。
【請求項３５】
　触覚デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項33記載の外科装置
。
【請求項３６】
　インタフェースが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成さ
れた第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよ
うに構成された第二の部分を含む、請求項34記載の外科装置。
【請求項３７】
　第一の部分がアームのジョイントを含み、第二の部分が該アームの遠位端および外科ツ
ールの少なくとも一方を含む、請求項36記載の外科装置。
【請求項３８】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物、該解剖学的構造に関す
るパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科ツールの位置に基づい
て触覚デバイスを制御して、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを発生させるように
プログラムされている、請求項34記載の外科装置。
【請求項３９】
　コンピュータシステムが、ユーザが触覚デバイスを操作する間に、解剖学的構造と対応
する仮想対象物、該解剖学的構造に関するパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも
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一つに対する該触覚デバイスの部分の場所に関する情報を該ユーザに送るようにフィード
バック機構を制御するように構成されている、請求項33記載の外科装置。
【請求項４０】
　フィードバック機構が、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを生じさせるための少
なくとも一つのモータを含む、請求項33記載の外科装置。
【請求項４１】
　少なくとも一つのフィードバック機構が、触覚デバイスのユーザの操作に対抗する力フ
ィードバックを供給するように構成されたモータを含む、請求項33記載の外科装置。
【請求項４２】
　コンピュータシステムが、ユーザが力フィードバックに打ち勝ち、触覚デバイスを所望
の場所に動かすことを可能にするようにプログラムされている、請求項41記載の外科装置
。
【請求項４３】
　コンピュータシステムが、インピーダンス制御を使用して触覚デバイスを制御するよう
にプログラムされている、請求項33記載の外科装置。
【請求項４４】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物に少なくとも部分的に基
づいて制御パラメータを決定するようにプログラムされている、請求項33記載の外科装置
。
【請求項４５】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造の検出された動きをモニタし、次いで該検出さ
れた動きに応答して仮想対象物を調節することにより、処置中の該解剖学的構造の動きに
応答して該解剖学的構造と対応する仮想対象物を調節するようにプログラムされている、
請求項33記載の外科装置。
【請求項４６】
　対象物のポーズを決定するための検出デバイスをさらに含む、請求項33記載の外科装置
。
【請求項４７】
　検出デバイスが触覚デバイスに据え付けられている、請求項46記載の外科装置。
【請求項４８】
　検出デバイスが触覚デバイスに対して第一の位置から第二の位置まで移動可能である、
請求項47記載の外科装置。
【請求項４９】
　検出デバイスが触覚デバイスに対して所定位置に固定されている、請求項47記載の外科
装置。
【請求項５０】
　検出デバイスによって検出可能であり、追跡される対象物に取り付けられるように構成
された少なくとも一つの追跡可能要素をさらに含む、請求項46記載の外科装置。
【請求項５１】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、特有の幾何学的配置を有し、該少なくとも一つの追
跡可能要素が対象物に取り付けられている場合に該対象物に対して既知の幾何学的関係を
有するマーカのアレイを含む、請求項50記載の外科装置。
【請求項５２】
　コンピュータシステムが、処置中に検出デバイスが少なくとも一つの追跡可能要素を検
出することができない場合にユーザに警告するようにプログラムされている、請求項50記
載の外科装置。
【請求項５３】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、解剖学的構造への取付けのための固定デバイスを含
む、請求項50記載の外科装置。
【請求項５４】
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　固定デバイスが少なくとも一つの骨ピンを含む、請求項53記載の外科装置。
【請求項５５】
　少なくとも一つの追跡可能要素が触覚デバイスに配置されている、請求項50記載の外科
装置。
【請求項５６】
　少なくとも一つの追跡可能要素が触覚デバイスに対して第一の位置と第二の位置との間
で移動可能である、請求項55記載の外科装置。
【請求項５７】
　少なくとも一つの追跡可能要素が触覚デバイスに対して所定位置に固定されている、請
求項55記載の外科装置。
【請求項５８】
　触覚デバイスが外科ツールと係合するように構成されたアームを含み、少なくとも一つ
の追跡可能要素が該アームの遠位端および該外科ツールの少なくとも一方に配置されるよ
うに構成されている、請求項50記載の外科装置。
【請求項５９】
　少なくとも一つの追跡可能要素がプローブに結合されている、請求項50記載の外科装置
。
【請求項６０】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、プローブの較正を検証するための形体を含む、請求
項50記載の外科装置。
【請求項６１】
　形体がくぼみを含む、請求項60記載の外科装置。
【請求項６２】
　検出デバイスが、追跡される対象物に接続されるように構成されている、請求項46記載
の外科装置。
【請求項６３】
　検出デバイスが、患者の骨への取付けのための固定デバイスを含む、請求項62記載の外
科装置。
【請求項６４】
　患者の解剖学的構造の表現を生成するステップ、
　該解剖学的構造および外科デバイスを該解剖学的構造の表現と対応させるステップ、
　該外科デバイスを操作して、該外科デバイスの部分を該解剖学的構造の領域中で動かす
ことにより、患者に対して処置を実施するステップ、
　該解剖学的構造の該表現と、該外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の
少なくとも一つとの間の関係に基づいて該外科デバイスを制御して、触覚誘導および該外
科デバイスの操作に対する制限の少なくとも一方を提供するステップ、および
　該処置中の該解剖学的構造の動きに応答して該解剖学的構造の表現を調節するステップ
を含む、
外科的方法。
【請求項６５】
　解剖学的構造の表現に関するパラメータを規定するステップをさらに含む、請求項64記
載の方法。
【請求項６６】
　パラメータが距離を含む、請求項65記載の方法。
【請求項６７】
　パラメータならびに外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該外科デバイスを制御して、触覚誘導および該外科デバイスの操作に対す
る制限の少なくとも一方を提供するステップをさらに含む、請求項65記載の方法。
【請求項６８】
　仮想対象物を解剖学的構造の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項64記載の
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方法。
【請求項６９】
　仮想対象物ならびに外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該外科デバイスを制御して、触覚誘導および該外科デバイスの操作に対す
る制限の少なくとも一方を提供するステップをさらに含む、請求項68記載の方法。
【請求項７０】
　解剖学的構造の位置をモニタして該解剖学的構造の動きを検出するステップ、および
　検出された動きに応答して仮想対象物を調節するステップをさらに含む、
請求項68記載の方法。
【請求項７１】
　外科デバイスを制御するステップが、仮想対象物の少なくとも一部分に貫入しないよう
に該外科デバイスの部分を拘束することを含む、請求項68記載の方法。
【請求項７２】
　仮想対象物の少なくとも一部分が、解剖学的構造から除去される物質の部分を表す、請
求項68記載の方法。
【請求項７３】
　仮想対象物の少なくとも一部分の形が、解剖学的構造に装着されるインプラントの表面
の形に実質的に一致する、請求項68記載の方法。
【請求項７４】
　仮想対象物の表現を解剖学的構造の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項
68記載の方法。
【請求項７５】
　仮想対象物が第一の位置から第二の位置までの経路を表す、請求項68記載の方法。
【請求項７６】
　第二の位置が解剖学的構造の標的領域を含む、請求項75記載の方法。
【請求項７７】
　外科デバイスの部分が動きが経路沿いに拘束されるように仮想対象物をアクティブ化す
るステップ、および
　該外科デバイスの該部分が第二の位置に達した際に該仮想対象物を非アクティブ化する
ステップをさらに含む、
請求項75記載の方法。
【請求項７８】
　仮想対象物を非アクティブ化して外科デバイスの部分が経路から逸脱することを可能に
するステップをさらに含む、請求項77記載の方法。
【請求項７９】
　外科デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項64記載の方法。
【請求項８０】
　インタフェースが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成さ
れた第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよ
うに構成された第二の部分を含む、請求項79記載の方法。
【請求項８１】
　インタフェースを操作してアームの構造を変化させると同時に外科ツールを該アームに
対して動かすステップをさらに含む、請求項79記載の方法。
【請求項８２】
　外科デバイスを制御するステップが、フィードバック機構を制御して、力、トルクおよ
び振動の少なくとも一つを発生させることを含む、請求項64記載の方法。
【請求項８３】
　外科デバイスを制御するステップが、該外科デバイスのユーザの操作に対抗する力フィ
ードバックを発生させることを含む、請求項64記載の方法。
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【請求項８４】
　力フィードバックが、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界への外科デバイスの部分
の近接に基づいて決定される、請求項83記載の方法。
【請求項８５】
　外科デバイスの部分が解剖学的構造の表現と対応する仮想境界に接近するにつれ、力フ
ィードバックの大きさが増す、請求項83記載の方法。
【請求項８６】
　触覚誘導が、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界、該解剖学的構造の表現に関する
パラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科デバイスの部分の位置に
関する情報を、該外科デバイスを操作するユーザに送る、請求項64記載の方法。
【請求項８７】
　外科デバイスを制御するための力フィードバック曲線を所望の値だけオフセットするス
テップをさらに含む、請求項64記載の方法。
【請求項８８】
　所望の値を記憶するステップ、および
　該所望の値をユーザと対応させるステップをさらに含む、
請求項87記載の方法。
【請求項８９】
　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、触覚対象物のサイズを増減させる
ことを含む、請求項87記載の方法。
【請求項９０】
　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、外科デバイスに結合された外科ツ
ールの表現のサイズを増減させることを含む、請求項87記載の方法。
【請求項９１】
　外科デバイスの位置をモニタするステップをさらに含む、請求項64記載の方法。
【請求項９２】
　外科デバイスに結合された外科ツールの表現を生成するステップをさらに含む、請求項
64記載の方法。
【請求項９３】
　ユーザが外科デバイスを操作して患者に対して処置を実施するにつれ、外科ツールの表
現を更新するステップをさらに含む、請求項92記載の方法。
【請求項９４】
　外科ツールの表現が、該外科ツールの先端および該外科ツールのシャフトの少なくとも
一方の表現を含む、請求項92記載の方法。
【請求項９５】
　外科ツールのシャフトの許容しうる傾斜角を指示するステップをさらに含む、請求項92
記載の方法。
【請求項９６】
　解剖学的構造から除去される物質の少なくとも一部分の表現を生成するステップ、
　外科デバイスを操作して該解剖学的構造から物質を除去するステップ、および
　該外科デバイスによって除去された該物質の表現を生成するステップをさらに含む、
請求項64記載の方法。
【請求項９７】
　除去される物質の部分の表現を第一の色で生成するステップ、
　所望の量の物質が除去されたとき、外科デバイスによって除去された該物質の表現を第
二の色で生成するステップ、および
　該外科デバイスによって除去された該物質が物質の所望の量を超えたとき、該外科デバ
イスによって除去された該物質の表現を第三の色で生成するステップをさらに含む、
請求項96記載の方法。
【請求項９８】
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　外科デバイスを操作するユーザを処置を通して誘導するように構成された少なくとも一
つの表示を作り出すステップをさらに含む、請求項64記載の方法。
【請求項９９】
　少なくとも一つの表示が、タスクを実施するようにユーザを促す、請求項98記載の方法
。
【請求項１００】
　患者の解剖学的構造の表現を生成するステップ、
　該解剖学的構造および触覚デバイスを該解剖学的構造の該表現と対応させるステップ、
　操作中にフィードバックを供給するように構成された少なくとも一つのフィードバック
機構を含む該触覚デバイスを操作して、該触覚デバイスの部分を該解剖学的構造の領域中
で動かすことにより、患者に対して処置を実施するステップ、および
　該触覚デバイスの操作中、該患者の該解剖学的構造の該表現と、該触覚デバイスの部分
の位置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて該少なくとも
一つのフィードバック機構を制御して触覚誘導を提供するステップを含む、
外科的方法。
【請求項１０１】
　処置中の解剖学的構造の動きに応答して患者の該解剖学的構造の表現を調節するステッ
プをさらに含む、請求項100記載の方法。
【請求項１０２】
　解剖学的構造の表現に関するパラメータを規定するステップをさらに含む、請求項100
記載の方法。
【請求項１０３】
　パラメータが距離を含む、請求項102記載の方法。
【請求項１０４】
　パラメータならびに触覚デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該触覚デバイスを制御して触覚誘導の少なくとも一つを提供するステップ
をさらに含む、請求項102記載の方法。
【請求項１０５】
　仮想対象物を解剖学的構造の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項100記載
の方法。
【請求項１０６】
　仮想対象物ならびに触覚デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該触覚デバイスを制御して触覚誘導を提供するステップをさらに含む、請
求項105記載の方法。
【請求項１０７】
　解剖学的構造の位置をモニタして該解剖学的構造の動きを検出するステップ、および
　検出された動きに応答して仮想対象物を調節するステップをさらに含む、
請求項105記載の方法。
【請求項１０８】
　触覚デバイスを制御するステップが、仮想対象物の少なくとも一部分に貫入しないよう
に該触覚デバイスの部分を拘束することを含む、請求項105記載の方法。
【請求項１０９】
　仮想対象物の少なくとも一部分が、解剖学的構造から除去される物質の部分を表す、請
求項105記載の方法。
【請求項１１０】
　仮想対象物の少なくとも一部分の形が、解剖学的構造に装着されるインプラントの表面
の形に実質的に一致する、請求項105記載の方法。
【請求項１１１】
　仮想対象物の表現を解剖学的構造の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項
105記載の方法。
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【請求項１１２】
　仮想対象物が第一の位置から第二の位置までの経路を表す、請求項105記載の方法。
【請求項１１３】
　第二の位置が解剖学的構造の標的領域を含む、請求項112記載の方法。
【請求項１１４】
　触覚デバイスの部分の動きが経路沿いに拘束されるように仮想対象物をアクティブ化す
るステップ、および
　該触覚デバイスの該部分が第二の位置に達した際に該仮想対象物を非アクティブ化する
ステップをさらに含む、
請求項112記載の方法。
【請求項１１５】
　仮想対象物を非アクティブ化して触覚デバイスの部分が経路から逸脱することを可能に
するステップをさらに含む、請求項114記載の方法。
【請求項１１６】
　触覚デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項100記載の方法。
【請求項１１７】
　触覚デバイスが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成され
た第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよう
に構成された第二の部分を含む、請求項116記載の方法。
【請求項１１８】
　インタフェースを操作してアームの構造を変化させると同時に外科ツールを該アームに
対して動かすステップをさらに含む、請求項116記載の方法。
【請求項１１９】
　フィードバック機構によって供給されるフィードバックが、力、トルクおよび振動の少
なくとも一つを含む、請求項100記載の方法。
【請求項１２０】
　フィードバック機構によって供給されるフィードバックが触覚デバイスのユーザの操作
に対抗する、請求項100記載の方法。
【請求項１２１】
　フィードバックが、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界への触覚デバイスの部分の
近接に基づいて決定される、請求項120記載の方法。
【請求項１２２】
　触覚デバイスの部分が解剖学的構造の表現と対応する仮想境界に接近するにつれ、フィ
ードバックの大きさが増す、請求項120記載の方法。
【請求項１２３】
　触覚誘導が、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界、該解剖学的構造の該表示に関す
るパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科デバイスの部分の位置
に関する情報を、該外科デバイスを操作するユーザに送る、請求項100記載の方法。
【請求項１２４】
　触覚デバイスを制御するための力フィードバック曲線を所望の値だけオフセットするス
テップをさらに含む、請求項100記載の方法。
【請求項１２５】
　所望の値を記憶するステップ、および
　該所望の値をユーザと対応させるステップをさらに含む、
請求項124記載の方法。
【請求項１２６】
　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、触覚対象物のサイズを増減させる
ことを含む、請求項124記載の方法。
【請求項１２７】
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　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、触覚デバイスに結合された外科ツ
ールの表現のサイズを増減させることを含む、請求項124記載の方法。
【請求項１２８】
　触覚デバイスの位置をモニタするステップをさらに含む、請求項100記載の方法。
【請求項１２９】
　触覚デバイスに結合された外科ツールの表現を生成するステップをさらに含む、請求項
100記載の方法。
【請求項１３０】
　ユーザが触覚デバイスを操作して患者に対して処置を実施するにつれ、外科ツールの表
現を更新するステップをさらに含む、請求項129記載の方法。
【請求項１３１】
　外科ツールの表現が、該外科ツールの先端および該外科ツールのシャフトの少なくとも
一方の表現を含む、請求項129記載の方法。
【請求項１３２】
　外科ツールのシャフトの許容しうる傾斜角を指示するステップをさらに含む、請求項12
9記載の方法。
【請求項１３３】
　解剖学的構造から除去される物質の少なくとも一部分の表現を生成するステップ、
　触覚デバイスを操作して該解剖学的構造から物質を除去するステップ、および
　外科デバイスによって除去された該物質の表現を生成するステップをさらに含む、
請求項100記載の方法。
【請求項１３４】
　除去される物質の部分の表現を第一の色で生成するステップ、
　所望の量の物質が除去されたとき、触覚デバイスによって除去された該物質の表現を第
二の色で生成するステップ、および
　該触覚デバイスによって除去された該物質が物質の該所望の量を超えたとき、該触覚デ
バイスによって除去された該物質の表現を第三の色で生成するステップをさらに含む、
請求項133記載の方法。
【請求項１３５】
　触覚デバイスを操作するユーザを処置を通して誘導するように構成された少なくとも一
つの表示を作り出すステップをさらに含む、請求項100記載の方法。
【請求項１３６】
　少なくとも一つの表示が、タスクを実施するようにユーザを促す、請求項135記載の方
法。
【請求項１３７】
　第一の骨の表現を生成するステップ、
　第二の骨の表現を生成するステップ、
　該第一の骨に第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップ、
　外科ツールを操作して該第一の骨を彫刻することにより、該第一のインプラントを受け
るように該第一の骨を調製するステップ、
　該第一の骨を調製したのち該第二の骨に第二のインプラントを埋植するための骨調製を
プラニングするステップ、および
　該外科ツールを操作して該第二の骨を彫刻することにより、該第二のインプラントを受
けるように該第二の骨を調製するステップを含む、
関節置換法。
【請求項１３８】
　第一の骨の表現上にランドマークを指定するステップ、および
　第二の骨の表現上にランドマークを指定するステップをさらに含む、
請求項137記載の方法。
【請求項１３９】
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　第一の骨の表現上のランドマークが、内果、外果、回旋ランドマーク、膝中心、股関節
中心、内側上顆および外側上顆の少なくとも一つを含む、請求項138記載の方法。
【請求項１４０】
　第二の骨の表現上のランドマークが、内果、外果、回旋ランドマーク、膝中心、股関節
中心、内側上顆および外側上顆の少なくとも一つを含む、請求項138記載の方法。
【請求項１４１】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現を第一の骨の表現に重ね合わせることを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１４２】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現を第二の骨の表現に重ね合わせることを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１４３】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現を第一の骨の表現と対応させることを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１４４】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現を第二の骨の表現と対応させることを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１４５】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、前方／後方位置、内／外角、内反／外反角
、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節することを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１４６】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、前方／後方位置、内／外角、内反／外反角
、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節することを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１４７】
　第一のインプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少
なくとも一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項137記載の方法
。
【請求項１４８】
　第二のインプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少
なくとも一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項137記載の方法
。
【請求項１４９】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第一の骨の
領域中の軟骨の検出場所に少なくとも部分的に基づいて該第一のインプラントの表現を該
第一の骨の表現と対応させることを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１５０】
　第一の骨の動きに応答して該第一の骨の表現を調節するステップをさらに含む、請求項
137記載の方法。
【請求項１５１】
　第二の骨の動きに応答して該第二の骨の表現を調節するステップをさらに含む、請求項
137記載の方法。
【請求項１５２】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第一の骨の
上の軟骨面の高さを検出することを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１５３】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現の少なくとも一部分を軟骨面の高さの表現と整合させることを含む、請
求項152記載の方法。
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【請求項１５４】
　第一のインプラントを第一の骨に装着するステップをさらに含む、請求項137記載の方
法。
【請求項１５５】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第一の骨の
上の第一のインプラントの検出場所に少なくとも部分的に基づいて該第二のインプラント
の表現を第二の骨の表現と対応させることを含む、請求項154記載の方法。
【請求項１５６】
　関節を第一の位置に動かすステップ、
　該関節が該第一の位置にあるとき、該関節の第一の場所に対応する第一の点を特定する
ステップ、
　該関節を第二の位置に動かすステップ、
　該関節が該第二の位置にあるとき、該関節の第二の場所に対応する第二の点を特定する
ステップ、および
　該第一および第二の点に少なくとも部分的に基づいて第二のインプラントを第二の骨に
埋植するための骨調製をプラニングするステップをさらに含む、
請求項154記載の方法。
【請求項１５７】
　関節を第一の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項156記載の方法。
【請求項１５８】
　関節を第二の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項156記載の方法。
【請求項１５９】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、第一の骨に装着された第一のインプ
ラント上の場所を含む、請求項156記載の方法。
【請求項１６０】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節中に配置された既存のインプラ
ント上の場所を含む、請求項156記載の方法。
【請求項１６１】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第二のイン
プラントの表現の中心線を第一および第二の点と整合させることを含む、請求項156記載
の方法。
【請求項１６２】
　第一の骨を調製するステップが、第一の骨の表現と対応する仮想境界に貫入することお
よび該第一の骨の表現に関して規定されたパラメータを超えることの少なくとも一方に逆
らって外科ツールを拘束することを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１６３】
　第二の骨を調製するステップが、第二の骨の表現と対応する仮想境界に貫入することお
よび該第二の骨の表現に関して規定されたパラメータを超えることの少なくとも一方に逆
らって外科ツールを拘束することを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１６４】
　第一の骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項137記載の方法。
【請求項１６５】
　仮想境界の少なくとも一部分が第一のインプラントの表現を含む、請求項164記載の方
法。
【請求項１６６】



(14) JP 2008-538184 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

　仮想境界の少なくとも一部分の形が第一のインプラントの表面の形に一致する、請求項
164記載の方法。
【請求項１６７】
　第一の骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項164記載
の方法。
【請求項１６８】
　第二の骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項137記載の方法。
【請求項１６９】
　仮想境界の少なくとも一部分が第二のインプラントの表現を含む、請求項168記載の方
法。
【請求項１７０】
　仮想境界の少なくとも一部分の形が第二のインプラントの表面の形に一致する、請求項
168記載の方法。
【請求項１７１】
　第二の骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項168記載
の方法。
【請求項１７２】
　第一の骨を調製するステップが、
　第一の骨から除去される物質の部分の表現を該第一の骨の表現に重ね合わせるステップ
、および
　該第一の骨から除去される物質の該部分の該表現を、外科ツールによって実際に除去さ
れた物質の部分の表現で更新するステップを含む、
請求項137記載の方法。
【請求項１７３】
　除去される物質の部分が、第一の骨の表現と対応する仮想対象物の少なくとも一部分に
一致する、請求項172記載の方法。
【請求項１７４】
　第二の骨を調製するステップが、
　第二の骨から除去される物質の部分の表現を該第二の骨の表現に重ね合わせるステップ
、および
　該第二の骨から除去される物質の該部分の該表現を、外科ツールによって実際に除去さ
れた物質の部分の表現で更新するステップを含む、
請求項137記載の方法。
【請求項１７５】
　除去される物質の部分が、第二の骨の表現と対応する仮想対象物の少なくとも一部分に
一致する、請求項174記載の方法。
【請求項１７６】
　外科ツールの表現を生成するステップ、および
　該外科ツールならびに第一の骨および第二の骨の少なくとも一方が動くにつれ、該外科
ツールの表現、ならびに該第一の骨の表現および該第二の骨の表現の少なくとも一方を更
新するステップをさらに含む、
請求項137記載の方法。
【請求項１７７】
　第一の骨および第二の骨の少なくとも一方を支持デバイスに入れるステップ、および
　支持デバイスを作動させて該第一の骨および該第二の骨の少なくとも一方を第一の位置
から第二の位置に動かすステップをさらに含む、
請求項137記載の方法。
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【請求項１７８】
　支持デバイスを作動させるステップが、
　第一の骨および第二の骨の少なくとも一方の実際のポーズを決定するステップ、
　該第一の骨および該第二の骨の少なくとも一方の所望のポーズを決定するステップ、お
よび
　該支持デバイスを作動させて該第一の骨および該第二の骨の少なくとも一方を該実際の
ポーズから該所望のポーズに動かすステップを含む、
請求項177記載の方法。
【請求項１７９】
　骨の上の軟骨面の高さを検出するステップ、
　該骨の表現および該軟骨面の該高さの表現を生成するステップ、および
　該軟骨面の検出された高さに少なくとも部分的に基づいて該骨にインプラントを埋植す
るための骨調製をプラニングするステップを含む、
外科プラニング法。
【請求項１８０】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の少なくとも一部分を軟骨面
の高さの表現と整合させることを含む、請求項179記載の方法。
【請求項１８１】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、
前方／後方位置、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節
することを含む、請求項179記載の方法。
【請求項１８２】
　インプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくと
も一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項179記載の方法。
【請求項１８３】
　軟骨面の高さの表現が視覚表現および数値表現の少なくとも一方を含む、請求項180記
載の方法。
【請求項１８４】
　インプラントの表現を骨の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項180記載
の方法。
【請求項１８５】
　インプラントの表現を骨の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項179記載の
方法。
【請求項１８６】
　骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項179記載の方法。
【請求項１８７】
　仮想境界の少なくとも一部分がインプラントの表現を含む、請求項186記載の方法。
【請求項１８８】
　仮想境界の少なくとも一部分の形がインプラントの表面の形に一致する、請求項186記
載の方法。
【請求項１８９】
　インプラントを受けるように骨を彫刻するステップ、および
　該インプラントを該骨に装着するステップをさらに含む、
請求項179記載の方法。
【請求項１９０】
　関節の第二の骨の表現を生成するステップ、
　該関節を第一の位置に動かすステップ、
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　該関節が該第一の位置にあるとき、該関節の第一の位置に対応する第一の点を特定する
ステップ、
　該関節を第二の位置に動かすステップ、
　該関節が該第二の位置にあるとき、該関節の第二の位置に対応する第二の点を特定する
ステップ、および
　該第一および第二の点に少なくとも部分的に基づいて第二のインプラントを該第二の骨
に埋植するための骨調製をプラニングするステップをさらに含む、
請求項189記載の方法。
【請求項１９１】
　関節を第一の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項190記載の方法。
【請求項１９２】
　関節を第二の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項190記載の方法。
【請求項１９３】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、骨に装着されたインプラント上の場
所を含む、請求項190記載の方法。
【請求項１９４】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節中に配置された既存のインプラ
ント上の場所を含む、請求項190記載の方法。
【請求項１９５】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現の中心線を第一および第二の点と整合させることを含む、請求項190記
載の方法。
【請求項１９６】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、前方／後方位置、内／外角、内反／外反角
、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節することを含む、請求項190記載の方法。
【請求項１９７】
　第二のインプラントの表現を第二の骨の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請
求項190記載の方法。
【請求項１９８】
　第二のインプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少
なくとも一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項190記載の方法
。
【請求項１９９】
　第二のインプラントの表現を第二の骨の表現と対応させるステップをさらに含む、請求
項190記載の方法。
【請求項２００】
　第二の骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項190記載の方法。
【請求項２０１】
　仮想境界の少なくとも一部分が第二のインプラントの表現を含む、請求項200記載の方
法。
【請求項２０２】
　仮想境界の少なくとも一部分の形が第二のインプラントの表面の形に一致する、請求項
200記載の方法。
【請求項２０３】
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　第二の骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項200記載
の方法。
【請求項２０４】
　関節の骨の表現を生成するステップ、
　該関節を第一の位置に動かすステップ、
　該関節が該第一の位置にあるとき、該関節の第一の場所に対応する第一の点を特定する
ステップ、
　該関節を第二の位置に動かすステップ、
　該関節が該第二の位置にあるとき、該関節の第二の場所に対応する第二の点を特定する
ステップ、および
　該第一および第二の点に少なくとも部分的に基づいてインプラントを前記骨に埋植する
ための骨調製をプラニングするステップを含む、
外科プラニング法。
【請求項２０５】
　関節を第一の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項204記載の方法。
【請求項２０６】
　関節を第二の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項204記載の方法。
【請求項２０７】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節の反対側の骨に配置されたイン
プラント上の場所を含む、請求項204記載の方法。
【請求項２０８】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節中に配置された第二のインプラ
ント上の場所を含む、請求項204記載の方法。
【請求項２０９】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の中心線を第一および第二の
点と整合させることを含む、請求項204記載の方法。
【請求項２１０】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、
前方／後方位置、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節
することを含む、請求項204記載の方法。
【請求項２１１】
　インプラントの表現を骨の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項204記載
の方法。
【請求項２１２】
　インプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくと
も一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項204記載の方法。
【請求項２１３】
　インプラントの表現を骨の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項204記載の
方法。
【請求項２１４】
　骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項204記載の方法。
【請求項２１５】
　仮想境界の少なくとも一部分がインプラントの表現を含む、請求項214記載の方法。
【請求項２１６】
　仮想境界の少なくとも一部分の形がインプラントの表面の形に一致する、請求項214記
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載の方法。
【請求項２１７】
　骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項214記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、外科システム、より具体的には、整形外科的関節置換のための外科システム
および方法に関する。なお、以下の出願それぞれが参照により全体として本明細書に組み
入れられる。2006年1月17日出願の米国特許仮出願第60/759,186号、2005年2月22日出願の
米国特許仮出願第60/655,642号、2003年7月16日出願の米国特許出願第10/621,119号、200
3年3月6日出願の米国特許出願第10/384,194号、2003年3月6日出願の米国特許出願第10/38
4,078号、2003年3月6日出願の米国特許出願第10/384,077号、2003年3月6日出願の米国特
許出願第10/384,072号および2002年3月6日出願の米国特許仮出願第60/362,368号。
【背景技術】
【０００２】
関連技術の説明
　最小侵襲手術(MIS)とは、従来の外科的方法で使用される切開よりも相当に小さい切開
を介する施術である。たとえば、全膝置換術のような整形外科的用途では、従来の全膝手
術における切開長は通常、約6～12インチの範囲であるが、MISの切開長は約4～6インチの
範囲であることができる。より小さな切開長の結果として、MIS法は一般に、従来の外科
的方法よりも侵襲性が低く、それが、軟組織に対する外傷を最小限にし、術後の痛みを減
らし、より早期の可動化を促進し、入院を短縮し、リハビリを加速する。
【０００３】
　MISの一つの欠点は、小さな切開サイズが、解剖学的構造を見、それにアクセスする外
科医の能力を低くするということである。たとえば、最小侵襲整形外科的関節置換では、
関節への限られた可視性および限られたアクセスが、正しいインプラント位置を評価し、
骨を形成し直す複雑さを増す。その結果、インプラントの正確な配置がより困難になるお
それがある。これらの課題に対処するための従来技術は、たとえば、外科ナビゲーション
、最適な関節露出のための脚の位置決めならびに特別に設計され、小型化された器具類お
よび複雑な外科技術の使用を含む。しかし、このような技術は通常、多量の特殊化された
器具類、長い訓練プロセスおよび高度な熟練を要する。そのうえ、一人の外科医の場合の
手術結果および異なる外科医の間での手術結果が十分に予測可能、繰返し可能および／ま
たは正確ではない。その結果、インプラント性能および寿命が患者間で異なる。
【０００４】
　整形外科用途では、MISおよび従来の外科的方法に共通の一つの欠点は、インプラント
を受けるように骨を調製する際に、患部の骨だけでなく健康な骨をも除去してしまうこと
である。たとえば、全膝置換のためには、膝の三つの区画それぞれの骨を最大1/2インチ
除去することを要する場合がある。健康な骨を保存するための一つの従来の解決法は、膝
の1区画だけが損傷している場合に部分的(または単一区画的)膝置換を実施することであ
る。単一区画的処置法は、膝の一つの区画だけの損傷または関節炎部分の除去を含む。た
とえば、REPICCI(登録商標)膝単顆システムは一般に、膝の一つの区画の骨を約1/4インチ
除去するだけでよい。REPICCI(登録商標)システムは、通常は長さ約3インチの最小侵襲切
開を介して球面バーを用いる骨のフリーハンド彫刻を使用する。球面バーは、外科鋸子で
は再現することができない丸みのある形の切削を可能にする。しかし、このフリーハンド
バーリング技術は習得しにくく、外科医に対し、従来の切削ジグまたは鋸子ガイドを使用
する技術よりも芸術的な彫刻能力を要する。その結果、フリーハンド切削は、十分に予測
可能、繰返し可能および／または正確である有効な結果を達成するためには高度な熟練を
要する。そのうえ、REPICCI(登録商標)技術および従来の外科的方法は、複雑または高度
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に湾曲した形状を有する切削を施すことはできない。したがって、このような処置法は一
般に、患部および／または損傷した骨とともに健康な骨を少なくともいくらかは除去せざ
るを得ない。
【０００５】
　MISおよび従来の整形外科的方法に共通のもう一つの欠点は、そのような処置法が外科
医本来の外科的処置の熟練を協調的に向上させないということである。たとえば、関節置
換のためのいくつかの従来技術は、外科医を支援するための自律的ロボットシステムを含
む。しかし、そのようなシステムは一般に、高速バーを用いて自律的切削を実施すること
により、またはドリルガイドを所定位置に動かし、外科医が切削ツールをガイドに挿入す
る間にドリルガイドの位置を保持することにより、主として骨の加工を向上させるように
働く。そのようなシステムは、改善されたインプラント装着および配置のための精密な骨
切除を可能にするが、自律的に(外科医とで協調的ではなく)作用し、したがって、外科医
がある程度の統制をロボットに譲ることを要する。自律システムのさらなる欠点は、ロボ
ットの大きなサイズ、人間工学性の不十分さ、位置合わせおよび切削の間に骨を強固に締
め付ける必要性、十分なロボットアクセスのための切開長の増大ならびにシステムの自律
性を理由とする外科医および規制当局による承認の制限を含む。
【０００６】
　他の従来のロボットシステムは、外科医と協調的に対話するロボットを含む。従来の対
話式ロボットシステムの一つの欠点は、そのようなシステムが外科プラニングおよびナビ
ゲーションをリアルタイムで動的な術中環境に適合させる能力を欠くということである。
たとえば、全体が参照により本明細書に組み入れられる米国特許出願第10/470,314号(公
開番号US2004/0128026)（特許文献1）は、患者に位置合わせされる三次元仮想拘束領域で
プログラムされた対話式ロボットシステムを開示している。このロボットシステムは、力
センサを組み込んだ取っ手を有する3自由度(3-DOF)アームを含む。外科医は、取っ手を使
用してアームを操作して切削ツールを動かす。取っ手を介するアームの動きは、外科医に
よって取っ手に加えられる力を力センサが計測することができるようにするために必要で
ある。そして、計測された力は、切削ツールの動きを援助または抑制するためにモータを
制御することに使用される。たとえば、膝置換手術の間、患者の大腿骨および脛骨はロボ
ットシステムに対して所定位置に固定される。外科医が取っ手に力を加えて切削ツールを
動かすと、切削ツールが仮想拘束領域の境界に近づくにつれ、対話式ロボットシステムは
、切削ツールの動きを抑制するための増大する程度の抵抗を加えることができる。このよ
うにして、ロボットシステムは、切削ツールを仮想拘束領域内に維持することにより、骨
を調製する際に外科医を誘導する。しかし、上記の自律システムに関して、対話式ロボッ
トシステムは、主として骨の加工を向上させるように機能する。対話式ロボットシステム
はまた、該当する解剖学的構造を強固に抑え、ロボットシステムを大まかな位置に固定す
ることを要し、したがって、手術中場面に対するリアルタイム適合性を欠く。そのうえ、
アームの3-DOF構造および外科医が力取っ手を使用してアームを操作するという要件が、
限られた融通性および器用さを生じさせ、ロボットシステムを特定のMIS用途で不適当な
ものにする。
【０００７】
　前記を考慮すると、最小侵襲手術において直接可視化に取って代わることができ、整形
外科的関節置換用途で健康な骨を温存し、術中適合性および外科プラニングを可能にし、
外科的熟練レベルにかかわらず十分に予測可能、繰返し可能および／または正確である手
術結果を出すことができる外科システムの必要性がある。外科システムは、必ずしもこれ
らの必要性のすべてを満たす必要はないし、これらの必要性のいずれかが優先してもよい
が、これらの必要性を満たすシステムがより望ましいであろう。
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願第10/470,314号(公開番号US2004/0128026)
【発明の開示】
【０００９】
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発明の概要
　本発明の局面は外科装置に関する。外科装置は、コンピュータシステム、およびユーザ
によって操作されて患者に対して処置を実施するように構成された外科デバイスを含む。
コンピュータシステムは、患者の解剖学的構造と、外科デバイスの部分の位置、向き、速
度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて外科デバイスを制御して、ユー
ザに対する触覚誘導および外科デバイスのユーザ操作に対する制限の少なくとも一方を提
供するための制御パラメータを具現化し、処置中の解剖学的構造の動きに応答して制御パ
ラメータを調節するようにプログラムされている。
【００１０】
　本発明のもう一つの局面は外科装置に関する。外科装置は、ユーザによって操作されて
患者に対して処置を実施するように構成された触覚デバイスを含む。触覚デバイスは、触
覚デバイスを操作するユーザにフィードバックを供給するように構成された少なくとも一
つのフィードバック機構を含む。外科装置はまた、ユーザが触覚デバイスを操作する間に
、患者の解剖学的構造と、触覚デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なく
とも一つとの間の関係に基づいて少なくとも一つのフィードバック機構を制御して、触覚
誘導をユーザに提供するための制御パラメータを具現化するようにプログラムされたコン
ピュータシステムを含む。
【００１１】
　本発明のさらに別の局面は外科的方法に関する。外科的方法は、患者の解剖学的構造の
表現を生成すること、解剖学的構造および外科デバイスを解剖学的構造の表現と対応させ
ること、外科デバイスを操作して、外科デバイスの部分を解剖学的構造の領域中で動かす
ことにより、患者に対して処置を実施すること、解剖学的構造の表現と、外科デバイスの
部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて外科デバ
イスを制御して、触覚誘導および外科デバイスの操作に対する制限の少なくとも一方を提
供すること、および処置中の解剖学的構造の動きに応答して解剖学的構造の表現を調節す
ることを含む。
【００１２】
　本発明のさらに別の局面は外科的方法に関する。外科的方法は、患者の解剖学的構造の
表現を生成すること、解剖学的構造および触覚デバイスを解剖学的構造の表現と対応させ
ること、および触覚デバイスを操作して、触覚デバイスの部分を構造の領域中で動かすこ
とにより、患者に対して処置を実施することを含み、触覚デバイスは、操作中にフィード
バックを供給するように構成された少なくとも一つのフィードバック機構を含む。外科的
方法はさらに、触覚デバイスの操作中、患者の解剖学的構造の表現と、触覚デバイスの部
分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて少なくとも
一つのフィードバック機構を制御して触覚誘導を提供することを含む。
【００１３】
　本発明のさらに別の局面は関節置換法に関する。方法は、第一の骨の構造の表現を生成
すること、第二の骨の構造の表現を生成すること、第一の骨に第一のインプラントを埋植
するための骨調製をプラニングすること、外科ツールを操作して第一の骨を彫刻すること
により、第一のインプラントを受けるように第一の骨を調製すること、第一の骨を調製し
たのち第二の骨に第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングすること、お
よび外科ツールを操作して第二の骨を彫刻することにより、第二のインプラントを受ける
ように第二の骨を調製することを含む。
【００１４】
　本発明のさらに別の局面は外科プラニング法に関する。外科プラニング法は、骨の上の
軟骨面の高さを検出すること、骨の表現および軟骨面の高さの表現を生成すること、およ
び軟骨面の検出された高さに少なくとも部分的に基づいてインプラントを骨に埋植するた
めの骨の調製をプラニングすることを含む。
【００１５】
　本発明のさらに別の局面は外科プラニング法に関する。外科プラニング法は、関節の骨
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の表現を生成すること、関節を第一の位置に動かすこと、関節が第一の位置にあるとき、
関節の第一の位置に対応する第一の点を特定すること、関節を第二の位置に動かすこと、
関節が第二の位置にあるとき、関節の第二の位置に対応する第二の点を特定すること、お
よび第一および第二の点に少なくとも部分的に基づいてインプラントを骨に埋植するため
の骨の調製をプラニングすることを含む。
【００１６】
　本明細書に組み入れられ、その一部を構成する添付図面が本発明の態様を例示し、詳細
な説明とともに、本発明の原理を説明する役割を果たす。
【００１７】
好ましい態様の詳細な説明
　本発明の好ましい態様が図面に示されている。本明細書は主として膝関節を伴う整形外
科的処置に関するが、本明細書に記載される主題は、身体の他の関節、たとえば肩、肘、
手首、脊椎、股関節または足首ならびに他任意の整形外科および／または筋骨格インプラ
ント、たとえば従来材料のインプラントおよびより新規なインプラント、たとえばオルト
バイオロジックス、薬物送達インプラントおよび細胞送達インプラントにも適用可能であ
ることが理解されよう。
【００１８】
　図1は、本発明の外科システム10の態様を示す。外科システム10は、コンピューティン
グシステム20、触覚デバイス30および追跡(または限局化)システム40を含む。動作中、外
科システム10は、包括的な術中外科プラニングを可能にする。外科システム10はまた、ユ
ーザが外科的処置を実施するときに、触覚誘導をユーザ(たとえば外科医)に提供したり、
触覚デバイス30のユーザ操作を制限したりする。
【００１９】
　コンピューティングシステム20は、外科システム10の動作および制御のためのハードウ
ェアおよびソフトウェアを含む。図1に示すように、コンピューティングシステム20は、
コンピュータ21、表示デバイス23および入力デバイス25を含む。コンピューティングシス
テム20はまた、カート29を含むこともできる。
【００２０】
　コンピュータ21は、任意の公知のコンピューティングシステムであってもよいが、好ま
しくは、プログラム可能なプロセッサベースのシステムである。たとえば、コンピュータ
21は、マイクロプロセッサ、ハードドライブ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専
用メモリ(ROM)、入出力(I/O)回路および他任意の周知のコンピュータ構成部品を含むこと
ができる。コンピュータ21は、好ましくは、種々の記憶装置(永続性およびリムーバブル)
、たとえばポータブルドライブ、磁気記憶装置(たとえばフロッピーディスク)、固体記憶
装置(たとえばフラッシュメモリカード)、光学記憶装置(たとえばコンパクトディスクま
たはCD)および／またはネットワーク／インターネット記憶装置との使用に適合されてい
る。コンピュータ21は、一つまたは複数のコンピュータ、たとえばパーソナルコンピュー
タ(たとえばIBM-PC互換性コンピュータ)またはWindows、MS-DOS、UNIXもしくは他の適当
なオペレーティングシステムの下で作動するワークステーション(たとえばSUNまたはSili
con Graphicsワークステーション)を含むことができ、好ましくはグラフィカルユーザイ
ンタフェース(GUI)を含む。一つの態様では、コンピュータ21は、MAKO SURGICAL CORP.(
商標)から市販され、製品番号0040TAS00001によって特定されるナビゲーションモジュー
ルを含む。
【００２１】
　表示デバイス23は、コンピューティングシステム20とユーザとの間の視覚的インタフェ
ースである。表示デバイス23は、コンピュータ21に接続され、テキスト、イメージ、グラ
フィックスおよび／または他の視覚的出力を表示するのに適した任意のデバイスであるこ
とができる。たとえば、表示デバイス23は、標準的な表示画面(たとえばLCD、CRT、プラ
ズマなど)、タッチスクリーン、装着型表示デバイス(たとえば眼鏡またはゴーグルのよう
なアイウェア)、プロジェクション表示デバイス、ヘッドマウント表示デバイス、ホログ
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ラフィック表示デバイスおよび／または他任意の視覚的出力装置を含むことができる。表
示デバイス23は、コンピュータ21またはその近く(たとえば図1に示すカートの29の上)に
配置することもできるし、コンピュータ21から離れたところに配置する(たとえば手術室
の壁またはユーザが見るのに適した他の場所に据え付ける)こともできる。表示デバイス2
3は、好ましくは、ユーザが外科的処置中に必要に応じて表示デバイス23を位置決め／再
位置決めすることができるように調節可能である。たとえば、表示デバイス23は、カート
29またはユーザが見やすくするのに好適な他任意の場所に接続されている調節可能なアー
ム(図示せず)上に配置することができる。表示デバイス23は、医療処置に有用な任意の情
報、たとえば従来のイメージング技術を使用してイメージデータセットから作り出された
解剖学的構造のイメージ、グラフィカルモデル(たとえばインプラント、器具、解剖学的
構造などのCADモデル)、追跡対象物(たとえば解剖学的構造、ツール、インプラントなど)
のグラフィカル表現、デジタルまたはビデオイメージ、位置合わせ情報、較正情報、患者
データ、ユーザデータ、計測データ、ソフトウェアメニュー、選択ボタン、ステータス情
報などを表示するために使用することができる。
【００２２】
　コンピューティングシステム20は、表示デバイス23に加えて、可聴フィードバックをユ
ーザに提供するための音響装置(図示せず)を含むこともできる。音響装置は、コンピュー
タ21に接続され、音声を生じさせるための任意の公知の装置であることができる。たとえ
ば、音響装置は、スピーカおよびサウンドカード、集積されたオーディオサポートを備え
たマザーボードおよび／または外部サウンドコントローラを含むことができる。動作中、
音響装置は、情報をユーザに運ぶように適合させることができる。たとえば、コンピュー
タ21は、音響装置に合図して音声、たとえば合成音声指示「終了(DONE)」を生じさせて、
外科的処置ステップが完了したことを示させるようにプログラムされていてもよい。同様
に、音響装置は、鋭敏な状態をユーザに警告する、たとえばビープ音を生じさせて外科切
削ツールが軟組織の重要部分に近づきつつあることを示すために使用することもできる。
【００２３】
　コンピューティングシステム20の入力デバイス25は、ユーザが外科システム10と通信す
ることを可能にする。入力デバイス25は、コンピュータ21に接続され、ユーザがコンピュ
ータに入力を提供することを可能にする任意の装置を含むことができる。たとえば、入力
デバイス25は、公知の入力デバイス、たとえばキーボード、マウス、トラックボール、タ
ッチスクリーン、タッチパッド、音声認識ハードウェア、ダイアル、スイッチ、ボタン、
追跡可能なプローブ、フットペダル、遠隔コントローラ、スキャナ、カメラ、マイクおよ
び／またはジョイスティックであることができる。
【００２４】
　コンピューティングシステム20(全部または一部)をカート29に配置して、空間を節約し
たり、コンピューティングシステム20の物理的設置面積を最小限にしたり、可搬性を可能
にしたりしてもよい。カート29は、たとえば、公知のカート、プラットフォームまたは装
備スタンドであることができ、好ましくは、コンピューティングシステム20の移動を容易
にするように構成されている。たとえば、図1に示すように、カート29は、カート29を動
かすことを可能にするための転動部材28(たとえば車輪またはキャスタ)を含むことができ
る。カート29はまた、カート29を所定位置に留めるための機構を含むこともできる。たと
えば、カート29は、転動部材28のためのホイールロックまたはブレーキ、フットペダルロ
ック装置、ジャッキスタンドおよび／またはカートを所定位置に留めるための任意の公知
の機構を備えていることができる。このように、カート29は、コンピューティングシステ
ム20を一つの場所から別の場所に動かし、外科ケースごとに必要に応じて位置決めし、保
管および外科的処置中に所望の位置に留めることを可能にする。または、コンピューティ
ングシステム20(全部または一部)を、外科的処置が実施される部屋に設置したり(たとえ
ば壁またはワークステーションに据え付けたり)、離れた場所に設置したり、触覚デバイ
ス30とで一体化したり、イメージング装置(たとえばコンピュータ断層撮影(CT)装置、磁
気共鳴イメージング(MRI)装置、X線透視装置、超音波装置など)と一体化したり、医療シ
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ステム(たとえば、外科的処置が実施される部屋の中の医療装備用カート)と一体化したり
することもできる。
【００２５】
　コンピューティングシステム20は、外科システム10が外科プラニング、ナビゲーション
、イメージ誘導および／または触覚誘導に関する種々の機能を実施することを可能にする
ように適合されている。たとえば、コンピュータ21は、一般的動作、データ記憶および検
索、コンピュータ外科(CAS)、アプリケーション、触覚制御および／または他適当な任意
の機能に関連するアルゴリズム、プログラミングおよびソフトウェアユーティリティを含
むことができる。一つの態様では、コンピューティングシステム20は、MAKO SURGICAL CO
RP.(商標)から市販され、製品番号0040TAS00001によって特定されるナビゲーションモジ
ュールで使用されるソフトウェアを含む。
【００２６】
　一般的動作に関連するユーティリティは、外科システム10の全体的動作を可能にし、支
持する基本的なコンピューティング機能を提供するように構成されている。一般的な動作
ユーティリティは、たとえば、周知の機構、たとえば高速グラフィックス処理のための機
能、入出力(I/O)装置を支持するための機能、病院ネットワークに接続するための機能、
データベースライブラリ(たとえばインプラントおよび器具データベース)を管理するため
の機能、システムセキュリティのための機能(たとえばログイン機構、アクセス制限など)
および／または外科システム10の全体動作を支持するのに有用な他任意の機能を含むこと
ができる。
【００２７】
　データ記憶および検索に関連するユーティリティは、種々の形態のデータ、たとえばイ
メージデータ(たとえば適当な任意のイメージングモダリティ、たとえばX線、コンピュー
タ断層撮影(CT)、磁気共鳴(MR)、ポジトロン放出断層撮影(PET)、単一光子放出コンピュ
ータ断層撮影(SPECT)、超音波など)を使用して得られる二次元または三次元イメージデー
タセット)、アプリケーションデータ、インプラントデータ、器具データ、解剖学的モデ
ルデータ、患者データ、ユーザ好みデータなどの記憶およびそれへのアクセスを可能にす
るように構成されている。データ記憶および検索ユーティリティは、該当するデータを記
憶し、取り扱うのに適切な任意の機能を含むことができる。
【００２８】
　コンピュータ外科に関連するユーティリティは、外科プラニング、ナビゲーションおよ
び基本的イメージ誘導外科的処置能力を可能にするように構成されている。たとえば、公
知であるように、CASユーティリティは、イメージデータセットからイメージを生成し、
表示するための機能、外科器具の先端の位置および軸の向きを決定するための機能ならび
に患者およびイメージデータセットを追跡システム40の座標フレームに位置合わせするた
めの機能を含むことができる。これらの機能は、たとえば、コンピューティングシステム
20が、患者の解剖学的構造の一つまたは複数のイメージに重ねられた追跡される外科器具
の仮想表現を表示デバイス23上に表示し、追跡される器具の仮想表現を外科的処置中にリ
アルタイムで更新することを可能にする。イメージデータセットから生成されたイメージ
は、二次元であることもできるし、三次元イメージデータセットの場合、たとえばイメー
ジデータセットのセグメント化に基づく三次元再構成であることもできる。二つ以上のイ
メージが表示デバイス23上に示される場合、コンピューティングシステム20は、好ましく
は、追跡される器具の表現を異なるイメージの間で協調させる。コンピューティングシス
テム20は、イメージデータセットから生成されるイメージに加えてまたはそれの代わりに
、解剖学的モデル(たとえばCADモデル、線画、スケッチ、アニメーション、画家による描
画、汎用またはモーフィングされたデータセットなど)を使用することもできる。
【００２９】
　外科システム10のアプリケーションに関連するユーティリティは、外科プラニングおよ
びナビゲーションに関してユーザを援助するように構成された特定用途向けプログラムを
含む。アプリケーションユーティリティに関連するプログラムは、種々の医療処置で使用
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するために構成することもできるし、特定の処置のためにカスタマイズすることもできる
。たとえば、アプリケーションユーティリティは、一つまたは複数の整形外科的処置、た
とえば膝全置換、膝部分置換、股関節置換、肩置換、肘置換、手首置換、足首置換、脊椎
外科的処置および／または従来材料のインプラントおよびより新規なインプラント、たと
えばオルトバイオロジックス、薬物送達インプラントおよび細胞送達インプラントをはじ
めとする整形外科および／または筋骨格インプラントの設置に関連するプログラムを含む
ことができる。アプリケーションユーティリティは、術前、術中および術後活動をはじめ
とする、外科プラニングおよびナビゲーションの種々の局面に向けられることができる。
たとえば、アプリケーションユーティリティは、プラニングおよび立案に向けられたプロ
グラムまたはプロセス、たとえばシステム初期化プロセス、プラニングプロセス、可視化
プロセス、診断イメージングプロセス、位置合わせプロセスおよび較正プロセスを含むこ
とができる。アプリケーションユーティリティはまた、対象物追跡およびシステム制御に
向けられたプログラムまたはプロセス、たとえば座標変換プロセス、補間プロセス、ツー
ルおよびパワー制御プロセス、解剖学的構造位置決めプロセス、モード制御プロセス、安
全プロセス、妨害検出アルゴリズムおよび順運動学アルゴリズムを含むことができる。ア
プリケーションユーティリティは、触覚デバイス30に関するプログラムまたはプロセス、
たとえば触覚力計算プロセス、触覚力マッピングプロセス、触覚対象物を作り出すための
プロセスおよび触覚レンダリングアルゴリズムを含むことができる。アプリケーションユ
ーティリティはまた、外科的処置中にユーザと通信するためのプログラムおよびプロセス
、たとえば外科的処置の特定のステップに対応するページまたはイメージを表示するため
のソフトウェア、ある特定のタスクを実施するようにユーザを促すためのソフトウエアお
よびユーザにフィードバック(たとえば、視覚的、聴覚的、感触的および／または力フィ
ードバック)を提供するためのソフトウェアを含むことができる。
【００３０】
　触覚制御に関するユーティリティは、触覚デバイス30の制御、性能、安定性および／ま
たは安定性に関する種々の機能を実行するように構成されている。たとえば、触覚制御ユ
ーティリティは、リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)、運動制御ソフトウェア
、触覚デバイス30の制御のための高頻度更新を作り出すためのハードウェアおよびソフト
ウェア、触覚デバイス30のフェイルセーフ動作を保証する(たとえばブレーキの制御、不
静定センサのモニタリングなど)ためのソフトウェアおよび／または触覚デバイス30の性
能、安定性および／または安全性を改善または促進するのに適した他任意のユーティリテ
ィを含むことができる。コンピュータ21が、触覚制御ユーティリティの動作要件を支持す
るのに十分なコンピューティングアーキテクチャを有するならば、触覚制御ユーティリテ
ィは、コンピューティングシステム20のコンピュータ21上で実行することができる。たと
えば、触覚制御に関連するプロセスは通常、コンピュータ21上で稼働する他のプロセスよ
りも高い動作周波数要件を有する。一つの態様では、触覚制御プロセスは、約2kHzの周波
数で作動する。もう一つの態様では、触覚制御プロセスは、約0.1kHz～約10kHzの範囲の
周波数で作動する。さらに別の態様では、触覚制御プロセスは、約500Hz～約2,400Hzの範
囲の周波数で作動する。対照的に、コンピュータ21は、それよりも実質的に低い周波数、
たとえば約15Hz～約20Hzの範囲の周波数で作動することができる。もう一つの態様では、
コンピュータ21の周波数は、約2Hz～約60Hzの範囲にあることができる。他の態様では、
コンピュータ21の周波数は、触覚制御プロセスによって要求される動作周波数(たとえば
約2kHz)に実質的に等しいこともできる。コンピュータ21が、触覚制御プロセスの動作を
支持するのに十分なアーキテクチャを有さないならば、コンピューティングシステム20は
、触覚制御ユーティリティの実行のためのコンピュータ31を含むことができる。好ましい
態様では、コンピュータ31は、触覚デバイス30に統合または埋め込まれている。
【００３１】
　コンピュータ31(図1に示す)は、コンピュータ21に似たものでもよいが、好ましくは、
触覚デバイス30の指定の動作要件、たとえば高めの動作周波数の必要性を満足させるよう
に構成されている。コンピュータ31は、一つまたは複数のコンピュータを含むことができ
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る。一つの態様では、コンピュータ31は、Intel互換x86 3U CompactPCIシングルボードコ
ンピュータであって、少なくとも1.6GHzのプロセッサクロック速度、少なくとも2Gバイト
の不揮発性記憶装置(たとえばハードディスクドライブ、コンパクトフラッシュなど)、少
なくとも256MBのRAM、400MHz以上のフロントサイドバス、少なくとも1Mバイトのレベル2
キャッシュメモリおよびリアルタイムオペレーティングシステムを備えたものである。一
つのそのような市販態様は、QNX Software Systems社のQNX 6.1(またはそれ以降)のオペ
レーティングシステムとで使用されるInova Computers GmbHのICP-PM-1004-DG-8Aコンピ
ュータを含む。
【００３２】
　触覚制御ユーティリティに加えて、コンピュータ31は、触覚デバイス30が追跡システム
40からのデータを利用することを可能にするプログラムを含むことができる。たとえば、
追跡システム40は、追跡対象物ポーズ(たとえば位置および向き)データを定期的に作り出
すことができる。一つの態様では、対象物ポーズデータは、1秒に約30回または30Hzで作
り出される。他の態様では、対象物ポーズデータは、より頻繁に、たとえば約500Hz以上
で生成される。対象物ポーズデータは、追跡システム40からコンピュータ31に転送され(
たとえばインタフェース100bを介して)、従来のやり方で、たとえば周知のようにノイズ
フィルタを使用してコンディショニングすることができる。さらには、追跡システム40が
触覚制御プロセスよりも低い周波数で作動する態様では、対象物ポーズデータは、周知の
ように補間フィルタを使用してコンディショニングすることもできる。補間フィルタは、
離散したデータサンプル間の隙間を補うことによって対象物ポーズデータを平滑化して、
対象物ポーズデータをより高周波数の触覚制御プロセスで使用することを可能にする。コ
ンピュータ31はまた、一つの空間の座標を別の空間の座標にマッピング(または変換)して
空間的整合または一致を達成するための座標変換プロセスを含むこともできる。たとえば
、外科システム10は、座標変換プロセスを使用して、追跡対象物(たとえば外科ツール、
患者解剖学的構造など)の位置を、コンピュータ31および／またはコンピュータ21上で稼
働するプロセスによって使用される座標システムにマッピングすることができる。周知の
ように、座標変換プロセスは、適当な任意の変換技術、たとえば剛体変換、非剛体変換、
アフィン変換などを含むことができる。
【００３３】
　複数のコンピュータ(たとえばコンピュータ21およびコンピュータ31)をコンピューティ
ングシステム20に含めることの一つの利点は、各コンピュータを独立して構成することが
できることである。たとえば、コンピュータ21は、外科プラニングおよびナビゲーション
のためにカスタマイズすることができ、コンピュータ31は、触覚デバイス30の性能、安定
性および／または安全性を制御するためにカスタマイズすることができる。たとえば、コ
ンピュータ31は、触覚制御システムに対する信頼しうる更新および触覚デバイス30のため
の安定な動作プラットフォームを維持するためのリアルタイムオペレーティングシステム
(RTOS)を含むことができる。対照的に、コンピューティングシステム20は触覚デバイス30
と同じ程度の安定性を要しないかもしれないため、コンピュータ21は非RTOSを含むことが
できる。したがって、コンピュータ21は、代わりに、外科ナビゲーションの特定の要件、
たとえばグラフィックス処理を満たすようにカスタマイズすることができる。別個のコン
ピューティングアーキテクチャを有する複数のコンピュータのもう一つの利点は、触覚シ
ステムに関して限られた知識しか有さないソフトウェア開発者が、様々な触覚デバイスと
ともに使用することができるコンピュータ21のためのCASユーティリティを生成すること
ができることである。同様に、CASに関して限られた知識しか有さないソフトウェア開発
者が、特定の触覚デバイスの性能、安定性および／または安全性を向上させることを重視
した触覚ユーティリティを生成することができることである。別個のコンピュータに対す
る代替として、触覚デバイス30およびコンピューティングシステム20のコンピューティン
グ機能を、たとえば、一つのコンピュータ(たとえばコンピュータ21またはコンピュータ3
1)、イメージング装置(たとえばCTデバイス、MRIデバイス、X線透視デバイスなど)のコン
ピューティングシステムおよび／または病院コンピューティングシステム(たとえばネッ
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トワークシステム、外科的処置が実施される部屋の装備カートなど)に組み込むこともで
きる。
【００３４】
　図1に示すように、コンピューティングシステム20は、インタフェース100aを介して触
覚デバイス30に結合されている。インタフェース100aは、物理的インタフェースおよびソ
フトウェアインタフェースを含む。物理的インタフェースは、任意の公知のインタフェー
ス、たとえば有線インタフェース(たとえばシリアル、USB、Ethernet、CANバスおよび／
または他のケーブル通信インタフェース)であることもできるし、ワイヤレスインタフェ
ース(たとえばワイヤレスEthernet、ワイヤレスシリアル、赤外線および／または他のワ
イヤレス通信システム)であることもできる。ソフトウェアインタフェースは、コンピュ
ータ21および／またはコンピュータ31上に常駐することができ、コンピューティングシス
テム20が触覚デバイス30と通信し、触覚デバイスの動作を制御することを可能にする。一
つの態様では、ソフトウェアインタフェースは、コンピューティングシステム20が触覚デ
バイス30にコマンドを発することを可能にするユーティリティを含む。たとえば、コンピ
ュータ21は、触覚デバイス30を指定のモード(たとえば、アプローチモード、触覚モード
、フリーモード、入力モード、ホールドモード)に入れることを要求するコマンドをコン
ピュータ31に送ることができる。応答して、コンピュータ31は、種々のパラメータをチェ
ックして、要求されたモードへの進入が安全または他のかたちで受け入れ可能であること
を検証し、触覚デバイス30を要求されたモードに入れる、または適切なエラーメッセージ
を戻すかのいずれかを実施するようにプログラムすることができる。
【００３５】
　触覚デバイス30は、患者に対して処置を実施するためにユーザによって操作されて外科
ツール50を動かすように構成された外科デバイスである。処置中、コンピューティングシ
ステム20は、たとえば患者の解剖学的構造と、触覚デバイス30の部分(たとえば外科ツー
ル50)の位置、向き、速度および／または加速度との間の関係に基づいて触覚デバイス30
を制御するための制御パラメータを具現化する。一つの態様では、触覚デバイス30は、装
置のユーザ操作に対して制限を加える(たとえば触覚デバイス30を物理的に操作するユー
ザの能力を制限することにより)ように制御される。もう一つの態様では、触覚デバイス3
0は、触覚誘導(すなわち感触および／または力フィードバック)をユーザに提供するよう
に制御される。「触覚」とは、接触の感覚を指し、触覚学の分野は、感触および／または
力フィードバックをオペレータに提供する人間対話式装置に関する研究を含む。感触フィ
ードバックは一般に、感触、たとえば振動を含むが、力フィードバックとは、力(たとえ
ば動きに対する抵抗)および／またはトルク(「ねじれ」とも知られる)の形態のフィード
バックをいう。ねじれは、たとえば、力、トルクまたは力とトルクとの組み合わせの形態
のフィードバックを含む。
【００３６】
　コンピュータ外科(CAS)と結合した触覚デバイス30からの誘導が、外科医が外科行為(た
とえば骨切削)および限局治療の送達(たとえば脳への)を活動的かつ正確に制御すること
を可能にする。たとえば、コンピューティングシステム20は、患者の解剖学的構造を表す
データ(たとえば術前CTイメージデータ、超音波データ)、解剖学的構造と対応する(また
はそれに位置合わせた)仮想(または触覚)対象物、解剖学的構造に関するパラメータ(たと
えば解剖学的構造の部分に関して規定された深さ)および／または解剖学的構造に基づい
て制御パラメータを決定するようにプログラムされることができる。コンピューティング
システム20は、仮想対象物に対するツール50の位置、パラメータおよび／または解剖学的
構造に基づいて触覚デバイス30を制御して、力、トルクおよび／または振動を発生させる
ことができる。たとえば、ツール50は、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界に貫入し
ないように拘束することもできるし、解剖学的構造の表現に関して規定されたパラメータ
を超えないように拘束することもできる。したがって、動作中、外科医が触覚デバイス30
を操作してツール50を動かすとき、仮想経路を使用してツール50を指定の標的に誘導する
こともできるし、仮想境界を使用して切削形状を規定する、またはツール50が重要組織と
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接触することを防ぐこともできるし、既定のパラメータを使用してツール50の走行を制限
する(たとえば既定の深さに)こともできる。コンピューティングシステム20はまた、処置
中の物理的解剖学的構造の動きに応答して制御パラメータを調節する(たとえば、物理的
解剖学的構造の検出された動きをモニタし、次いで検出された動きに応答して仮想対象物
を調節することにより)ようにプログラムすることもできる。このように、外科システム1
0は、外科的処置部位の直接可視化を捕足する、またはそれに取って代わり、外科医の自
然な感触および物理的な器用さを向上させ、従来の大きさの挿入口(たとえば長さ12イン
チ以上)から直径約1mmの挿入口を介して身体の種々の構造の標的化、修復および置換を容
易にすることができる。
【００３７】
　整形外科用途では、たとえば、触覚デバイス30は、骨の正しい彫刻に関して外科医を援
助して、それにより、外科医を骨調製プロセスに密接に関与させながらも正確で繰返し可
能な骨の切除を可能にすることにより、骨調製における不正確さ、予測不可能性および非
繰返し性の問題に適用することができる。そのうえ、触覚デバイス30は、骨切削手術にお
いて外科医を触覚的に誘導するため、外科医の熟練レベルがさほど重要ではない。その結
果、異なる程度の熟練および経験を有する外科医が正確で繰返し可能な骨切除を実施する
ことができる。一つの態様では、たとえば、外科ツールが触覚デバイス30に結合されてい
る。外科医は、ツールを把持し、動かしたり、触覚デバイス30を把持し、操作してツール
を動かしたりすることにより、ツールを作動させて骨を彫刻することができる。外科医が
切削手術を実施するとき、外科システム10は、ツールの場所を追跡し(追跡システム40に
よって)、大部分の場合、外科医が作業空間中でツールを自由に動かすことを可能にする
。しかし、ツールが、患者と重ね合わされた仮想境界に近接すると、外科システム10は、
触覚デバイス30を制御して、外科医がツールを仮想境界に貫入しないよう拘束しようとす
る触覚誘導を提供する。たとえば、仮想境界は触覚対象物によって規定することができ、
触覚誘導は、触覚対象物にマッピングされ、仮想境界の方向へのさらなるツール動に対す
る抵抗として外科医が感じる出力ねじれ(すなわち、力および／またはトルク)を含むこと
ができる。したがって、外科医は、あたかもツールが物理的な物体、たとえば壁に当たっ
たかのような感覚を受けることができる。このように、仮想境界は仮想切削誘導として機
能する。したがって、触覚デバイス30は、仮想境界に対するツールの場所に関する情報を
外科医に通信し、実際の切削プロセスで物理的誘導を提供する。触覚デバイス30はまた、
たとえば、全体が参照により本明細書に組み入れられる米国特許出願第10/470,314号(公
開番号US2004/0128026)に記載されているように、外科ツールを操作するユーザの能力を
制限するように構成することもできる。
【００３８】
　触覚デバイス30は、感触フィードバック(たとえば振動)および／または力フィードバッ
ク(たとえばねじれ)をユーザに伝達するように適合された機械的または電気機械的装置を
含むことができる。触覚デバイス30は、ロボットシステム、非ロボットシステムまたはロ
ボットシステムと非ロボットシステムとの組み合わせであることができる。たとえば、触
覚デバイス30は、2003年3月6日に出願され、2004年2月5日に公開された米国特許出願第10
/384,072号、2003年3月6日に出願され、2004年2月19日に公開された米国特許出願第10/38
4,077号、2003年3月6日に出願され、2004年2月19日に公開された米国特許出願第10/384,0
78号、2003年3月6日に出願され、2004年2月19日に公開された米国特許出願第10/384,194
号、2003年7月16日に出願され、2004年6月3日に公開された米国特許出願第10/621,119号
および／または2005年2月22日に出願された米国特許仮出願第60/655,642号に記載されて
いるような触覚デバイスを含むことができる。上記で参照した公開出願それぞれは参照に
より全体として本明細書に組み入れられる。
【００３９】
　一つの態様では、触覚デバイス30はロボットを含む。この態様では、図2Aに示すように
、触覚デバイス30は、ベース32、アーム33、エンドエフェクタ35およびユーザインタフェ
ース37を含む。触覚デバイス30はまた、プラットフォーム39を含むことができる。
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【００４０】
　ベース32は、触覚デバイス30の基礎を提供する。図2に示すように、ベース32はアーム3
3を支持し、また、触覚デバイス30の他の構成部、たとえばコントローラ、増幅器、アク
チュエータ、モータ、伝達構成部品、クラッチ、ブレーキ、電源、センサ、コンピュータ
ハードウェアおよびまたは他任意の周知のロボット構成部品を収容および／または支持す
ることもできる。ベース32は、適当な任意の金属および／または合成材料、たとえばアル
ミニウムまたはプラスチックでできていることができ、好ましくは、ベース32内に収容さ
れた構成部品へのアクセスを提供するための脱着自在パネルを含む。
【００４１】
　アーム33はベース32の上に配置され、触覚デバイス30をユーザが操作することを可能に
するように適合される。アーム33は、適当な任意の機械的または電気機械的構造であるこ
とができるが、好ましくは、四つ以上の自由度(または運動軸)を有する関節アーム、たと
えば現在Barrett Technology, Inc.によって製造されている「Whole-Arm Manipulator」
または「WAM(商標)」として知られるロボットアームである。一つの態様では、アーム33
は、図2Aに示すように、第一のセグメント33a、第二のセグメント33bおよび第三のセグメ
ント33cを含む。第一のセグメント33aと第二のセグメント33bとは、第一のジョイント33d
(たとえばショルダージョイント)で接続され、第二のセグメント33bと第三のセグメント3
3cとは、第二のジョイント33e(たとえばエルボージョイント)で接続されている。図2Bに
示すように、アーム33は、たとえば、第一の自由度DOF1、第二の自由度DOF2、第三の自由
度DOF3および第四の自由度DOF4を有することができる。したがって、セグメント33a、33b
および33cならびにジョイント33eおよび33dは、種々の位置またはポーズに操作すること
ができる関節機械的リンクを形成する。アーム33は、多様な処置、たとえば整形外科、神
経科および／または外傷処置における使用に適切であり、かつ触覚デバイス30の移動を可
能にし、手術室における触覚デバイス30の効率的な位置決めを可能にするのに十分にコン
パクトであるようにサイズ決定される。たとえば、アーム33は、人の腕よりもわずかに大
きくサイズ決定されることができる。一つの態様では、アーム33は約1mのリーチを有し、
セグメント33bおよび33cの直径は約89mmである。アーム33はまた、触覚デバイス30の構成
部品、たとえば計器、電線、モータ、伝達構成部品、コントローラ、アクチュエータ、増
幅器、ブレーキ、クラッチ、電源、センサおよび／またはコンピュータハードウェアを収
容および／または取り回しするように適合されていることもできる。たとえば、セグメン
ト33a、33bおよび33cは、内部通路および／または中空部分を含むことができ、その中に
触覚デバイス30の構成部品を配置することができる。セグメント33a、33bおよび33cは、
適当な任意の金属および／または合成材料、たとえばアルミニウムまたはプラスチックで
できていることができ、好ましくは、アーム33内に収容された構成部品へのアクセスを可
能にするための脱着自在パネルおよび／またはアクセスポートを含む。
【００４２】
　アーム33の器用さは、たとえば、さらなる自由度を加えることによって向上させること
ができる。たとえば、アーム33はリスト36を含むことができる。図2Aに示すように、リス
ト36は、アーム33に(たとえば第三のセグメント33cの遠位端に)配置することができ、ア
ーム33の自由度DOF1、DOF2、DOF3およびDOF4を補強するための一つまたは複数の自由度を
含む。たとえば、図2Bに示すように、リスト36は自由度DOF5を含むことができる。一つの
態様では、リスト36は二つの自由度を含み、アーム33の自由度DOF3が除かれる。リスト36
はまた、Barrett Technology, Inc.製の1自由度または3自由度WAM(商標)リストであるこ
ともできる。
【００４３】
　アーム33は、ユーザが触覚デバイス30を操作する間に触覚デバイス30が情報をユーザに
通信することを可能にするフィードバック機構を組み込む。動作中、コンピューティング
システム20がフィードバック機構を制御して、感触および／または力フィードバックを作
り出し、それをユーザに運んで、たとえば仮想対象物に対する触覚デバイス(たとえばツ
ール50)の部分の場所、解剖学的構造に関するパラメータおよび／または解剖学的構造に
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関する情報を通信する。フィードバック機構は、好ましくは、力、トルクおよび／または
振動を生じさせるように構成されている。フィードバック機構は、一つまたは複数のアク
チュエータ(たとえばモータ)および機械的伝達装置を含む駆動システム(図示せず)を組み
込むことができる。アクチュエータは、好ましくは、触覚デバイス30のユーザ操作に対抗
する力フィードバックを供給するように適合されている。アクチュエータは、たとえば、
正弦波整流された電流増幅器／コントローラによって駆動されるサマリウムコバルトブラ
シレスモータ、空間ベクトル整流された電流増幅器／コントローラによって駆動されるネ
オジム鉄ブラシレスモータおよび／またはロボットシステムにおける使用に適した他任意
の適当なモータおよび整流スキームを含むことができる。伝達装置は、たとえば、引張り
要素駆動システム(たとえばケーブル、スチールテープまたはポリマー腱伝達装置)、直接
駆動システムおよび／またはロボットシステムにおける使用に適した他任意の低静止摩擦
および低バックラッシュ伝達システムであることができる。例示的な態様では、駆動シス
テムは、高速ケーブル伝達装置およびゼロバックラッシュ低摩擦ケーブル式差動装置を含
む。一つの態様ではケーブル伝達装置は、Barrett Technology, Inc.製のWAM(商標)ロボ
ットアームで使用されるケーブル伝達装置および／または全体が参照により本明細書に組
み入れられる米国特許第4,903,536号に記載されたケーブル伝達装置であってもよい。ケ
ーブル伝達装置の一つの利点は、ケーブル伝達装置がアーム33の本体の大部分を外科的処
置部位から十分に離して配置することを可能にして、ユーザが外科的処置中にアーム33の
構造または構成部品によって障害または妨害を受けないようにするということである。駆
動システムは、好ましくは、低い摩擦、低い慣性、高い剛性、大きなバンド幅、ゼロに近
いバックラッシュ、力忠実度および／またはバックドライブ性のために構成され、また、
ユーザがアーム33の重さを感じない状態にアーム33を維持しやすくするように適合させる
こともできる。たとえば、一つの態様では、アーム33は、実質的に均衡した構造を有する
ことができる。アームにおける任意の不均衡(たとえば重力効果による)は、たとえば、駆
動システムを制御して不均衡状態を修正するための力および／またはトルクを発生させる
ことによって対処することができる。駆動システムのモータもまた、触覚デバイス30が感
触フィードバックをユーザに提供することができるよう、揺動または振動を生じさせるよ
うに構成されることができる。フィードバック機構はまた、駆動システムに加えて、振動
を生じさせるためのモータとは別個の振動装置、たとえばオシレータを含むことができる
。
【００４４】
　アーム33は、アーム33の位置および向き(すなわちポーズ)を決定するための位置センサ
(図示せず)を含むことができる。位置センサは、対象物の位置を決定または追跡するため
の任意の公知のセンサ、たとえばエンコーダ、レゾルバ、電位差計、線形可変差動変圧器
(LVDT)、チルトセンサ、ヘディング(コンパス)センサ、重力方向センサ(たとえば加速度
計)、光学センサ(たとえば赤外線、光ファイバまたはレーザセンサ)、磁気センサ(たとえ
ば磁気抵抗または磁気ひずみセンサ)および／または音響センサ(たとえば超音波センサ)
を含むことができる。位置センサは、触覚デバイス30上または内の適当な任意の場所に配
置することができる。たとえば、位置センサは、ジョイント33dおよび33eに据え付けられ
たエンコーダおよび／または各モータのシャフトに据え付けられたレゾルバを含むことが
できる。アーム33のポーズはまた、以下に記す追跡システム40を含む、外科処置的環境に
おける使用に適した任意の追跡システム、たとえば光学、磁気、無線または音響追跡シス
テムを使用して追跡することができる。
【００４５】
　アーム33は、位置センサに加えて、不静定センサ(図示せず)を含むことができる。不静
定センサは、位置センサに似ており、触覚デバイス30の動作中に不具合および／または不
安定さを検出するために使用することができる。たとえば、不静定センサの出力と位置セ
ンサの出力との差が、駆動システムおよび／または位置センサに関する問題を示すことが
できる。不静定センサはまた、触覚デバイス30の制御システムが駆動システムおよび／ま
たはアーム33の構成部品における撓みの影響を減少させるかまたは取り除くことを可能に
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するデータを提供することにより、アーム33のポーズを決定する際の精度を改善すること
もできる。不静定センサは、アーム33がケーブル伝達装置を含む場合に特に有利である。
【００４６】
　エンドエフェクタ35は触覚デバイス30の作動端を含み、ユーザが外科的処置に関連する
種々の行為を実施することを可能にするように構成されている。たとえば、一つの態様で
は、エンドエフェクタ35は、アーム33とツール50との間のアダプタまたはカップリングと
して機能する。一つのツール50を別のツールと交換することにより、ユーザは、異なる行
為、たとえば位置合わせ、骨調製、計測／検証および／またはインプラント設置のために
触覚デバイス30を使用することができる。一つの態様では、図2Aに示すように、エンドエ
フェクタ35は、アーム33に接続されるように適合された近位部および装置またはツール50
を含む遠位部を含む。ツール50は、たとえば、外科ツール(たとえばバー、ドリル、プロ
ーブ、鋸子など)、医療装置、顕微鏡、レーザ距離計、カメラ、ライト、内視鏡、超音波
プローブ、潅注装置、吸引装置、放射線治療装置および／または外科、外科プラニングお
よび／または外科ナビゲーションに有用な他任意の構成部品であることができる。エンド
エフェクタ35は、好ましくは、ツール50と脱着自在に係合して、ユーザが特定の処置に適
切なツール50を設置し、必要に応じてツールを交換することができるように構成されてい
る。たとえば、ツール50は、従来のハードウェア(たとえばねじ、ピン、クランプなど)、
キー接続、戻り止め、ねじコネクタ、締り嵌めなどによってエンドエフェクタ35に留める
ことができる。または、ツール50は、エンドエフェクタ35の一体部分であって、ユーザが
ツール交換を望むときエンドエフェクタ35全体を交換してもよい。ツール50は、好ましく
は、アーム33に対して移動可能であって、ユーザがツール50の正確な位置を制御すること
を可能にする。たとえば、ツール50は、軸C-C(図2Cに示す)を中心に回旋可能であること
ができる。一つの態様では、図3に示すように、ツール50は、エンドエフェクタ35の遠位
部の開口部52に受けられたツールホルダ51を含む。ツールホルダ51は、公知の方法で、た
とえばキーまたはねじ接続で開口部に留めることができる。ツールホルダ51は、ツール50
(たとえば球面バーの先端)と解放自在に係合するように構成されており、電力(または空
気力)をツール50に供給するためのパワーライン(図示せず)を含むことができる。一つの
態様では、ツールホルダ51は、ツール50(たとえばバー、鋸子または他の電動ツール)を駆
動するためのモータを含む。ツール50は、単一のツールであってもよいし、複数のツール
を含んでもよい。たとえば、ツール50は、骨切削のための球面バーならびに切削手術中に
外科的処置部位を清浄するための吸引および潅注ラインを含むことができる。一つの態様
では、ツール50およびツールホルダ51は、現在ANSPACH(登録商標)によって製造され、製
品番号EMAX2(モータ)、EMAX2-FP(フットペダル)、SC2000(コンソール)、L-2SB(2mmの溝付
きボール)、L-4B(4mmの溝付きボール)、L-6B(6mmの溝付きボール)およびL-1R(12)(1.2mm
×12.8mm溝付きルータ)を有する電動空冷式外科ツールを含む。エンドエフェクタ35は、
任意の従来のやり方でアーム33の遠位端に機械的かつ電気的に接続されており、パワー、
圧縮気、吸引、潅注などをツール50に供給するための一つまたは複数のラインを含むこと
ができる。
【００４７】
　エンドエフェクタ35はまた、ユーザが情報を外科システム10に入力することを可能にす
るように構成されることもできる。たとえば、一つの態様では、エンドエフェクタ35は、
入力デバイス、たとえばジョイスティックとして機能するように適合されている。この態
様では、エンドエフェクタ35は、ジョイスティック機能を可能にするための一つまたは複
数の自由度を含む。図3に示すように、エンドエフェクタ35は、エンドエフェクタ35が軸A
-Aを中心に回旋することを許す一つの自由度を有することができる。したがって、ユーザ
は、エンドエフェクタ35を軸A-Aを中心に回旋させて(またはねじって)外科システム10に
入力を提供することができる。ユーザがエンドエフェクタ35を回旋させると、回旋の量お
よび方向を示す対応するエンコーダ信号がコンピュータ21および／またはコンピュータ31
に中継されることができる。たとえば、軸A-Aを中心に第一の方向に指定の度数だけ回旋
させると、「次」(たとえば処置における別のステップまたは別のアプリケーションに進
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む、表示デバイス23上の画面を後続の画面に進めるなど)を示すことができ、軸A-Aを中心
に第二の方向に指定の度数だけ回旋させると、「戻る」(処置における直前のステップま
たは別のアプリケーションに戻る、表示デバイス23上の直前の画面に戻るなど)を示すこ
とができる。エンドエフェクタ35(および／またはアームの他の部分33)もまた、さらなる
入力を可能にするさらなる自由度を含むことができる。エンドエフェクタ35(および／ま
たは触覚デバイス30の他任意の部分)は、ジョイスティック機能に加えて、入力を可能に
するための一つまたは複数のボタン、ダイヤルおよび／またはスイッチを含むことができ
る。このように、ユーザにとって好都合な入力機構を設けることにより、外科システム10
の効率および使いやすさが改善される。
【００４８】
　触覚デバイス30のユーザインタフェース37は、ユーザと触覚デバイス30との間の物理的
相互作用を可能にする。たとえば、インタフェース37は、ユーザが、触覚デバイス30から
触覚誘導を受けるのと同時にインタフェース37と物理的に接触し、ツール50を操作するこ
とができるように構成されることができる。インタフェース37は、触覚デバイス30に固着
された別個の構成部品(たとえば取っ手またはハンドグリップ)であってもよいし、単に触
覚デバイス30の既存構造の一部であってもよい。たとえば、インタフェース37は、アーム
33、エンドエフェクタ35および／またはツール50と対応していることができる。インタフ
ェース37が触覚デバイス30に固着されている、またはその一体部分であるため、ユーザが
インタフェース37と接触しているとき、触覚デバイス30によって出力される感触または力
フィードバックは直接ユーザに伝達される。一つの態様では、図2Aに示すように、ユーザ
インタフェース37は、ユーザがアーム33の構造を変化させることを可能にするように構成
された第一の部分(たとえばアーム33のエルボージョイント33e)およびユーザがツール50
をアーム33に対して動かすことを可能にするように構成された第二の部分(たとえばツー
ル50および／またはアーム33の遠位端、たとえばエンドエフェクタ35)を含む。動作中、
図2Cに示すように、ユーザ160が一方の手を第一の部分(たとえばエルボージョイント33e)
に置き、他方の手で第二の部分(たとえばツール50)を把持する。次いで、ユーザ160は、
アーム33を操作し、ツール50を動かすのに必要な力を加える。このようにして、ユーザは
、インタフェース37を操作してアーム33の構造を変化させると同時にツール50をアーム33
に対して動かす。触覚デバイス30と二つの場所(たとえばツール50およびエルボージョイ
ント33e)で接触することは、有利にも、触覚デバイス30の大まかな調整および微調整の両
方を可能にする。たとえば、ユーザ160は、アーム33の大まかな構成(たとえばエルボージ
ョイント33eを介して)およびツール50の先端の位置の微細な(精密)場所(たとえばツール5
0をアーム33に対して動かすことにより)の両方を同時に制御することができ、それが、高
度な精度および器用さを要する行為を実施する、たとえばツール50を外科的処置部位に移
動させ、骨を彫刻する際に重要である。
【００４９】
　ユーザインタフェース37は、好ましくは、ユーザがインタフェース37を容易に把持する
ことができるようなサイズである。たとえば、インタフェース37の直径は、ユーザの手お
よび／または指によって把持しやすい直径に一致することができる。インタフェース37の
直径は、たとえば、約5mm～約75mmの範囲であることができる。一つの態様では、ユーザ
インタフェース37はエンドエフェクタ35と一体化している。この態様では、エンドエフェ
クタ35は、ユーザによる把持に適した直径を有する一つまたは複数の部分を含む。たとえ
ば、エンドエフェクタ35の近位部の直径は約43mmであることができ、エンドエフェクタ35
の遠位部の直径は約36mmであることができ、ツールホルダ51の直径は約19mmであることが
でき、ツール50の直径は約6mmであることができる。一つの態様では、エンドエフェクタ3
5の遠位部は、ユーザの人差し指をかけるためのグリップを含む。インタフェース37は、
場合によっては、異なる手のサイズのユーザを受け入れるためのテーパ部を含むこともで
きる。インタフェース37はまた、ユーザの手および／または指の外形と合致するように付
形または成形されていてもよく、たとえばユーザの快適さを高め、滑りを防止する(たと
えばユーザの手袋が濡れていたり血が付いていたりするとき)ための人間工学的形体を含
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むこともできる。
【００５０】
　触覚デバイス30の一つの利点は、ユーザインタフェース37が有利にも、触覚デバイス30
がユーザと協働してツール50を保持することを可能にすることである。対照的に、遠隔外
科手術システムで使用される触覚デバイスは、ツールを独占的に保持する「スレーブ」装
置および外科医がツールを制御するときに介する「マスタ」装置を有する。マスタ装置は
通常、外科医が離れたところから外科的処置を実施することを許す、またはより人間工学
的な作業位置／環境を外科医に提供するために、外科的処置部位から離れている。したが
って、触覚遠隔手術システムを用いると、外科医は、遠隔手術システムだけに頼って外科
的処置部位を見、外科的処置を実施しなければならないという欠点がある。対照的に、外
科システム10を用いると、ユーザが触覚デバイス30から誘導を受けながらツール50を動か
すとき、ユーザは、物理的かつ視覚的に外科的処置部位に接近したままでいられる。
【００５１】
　触覚デバイス30のもう一つの利点は、触覚デバイス30がそれ自体で自律的に動くことを
意図していないことである。対照的に、整形外科的関節置換に使用される自律式外科ロボ
ットシステムは、高速バーを用いて骨切削を自律的に実施する。外科医はロボットの進行
をモニタし、必要ならば介入することができるが、外科医が処置を完全に制御するわけで
はない。しかし、触覚デバイス30を用いると、外科医(ロボットではなく)がツール50を操
作する。したがって、外科医は、切削手術の制御を維持し、触覚デバイス30から誘導また
は援助を受けるだけである。その結果、外科医は、制御を触覚デバイス30のロボットに譲
る必要がなく、それが処置中の外科医の快適さを増す。
【００５２】
　コンピューティングシステム20に関連して先に記載したように、触覚デバイス30はコン
ピュータ31を含むことができる。コンピュータ31は、外科システム10上の好都合な任意の
場所、たとえば触覚デバイス30が配置されるスタンドまたは装備キャビネット(たとえば
図1に示すようなプラットフォーム39)の上または中に収容することができる。コンピュー
タ31は、コンピューティングシステム20のコンピュータ21に加えて、またはそれの代わり
に使用することもできる。触覚デバイス30(コンピュータ31を含む)はまた、他任意のコン
ピュータ、ロボットおよび／または触覚デバイスにおける使用に適した電子または電気機
械構成部品、たとえばアーム33上のエンコーダおよび不静定センサから情報を受けるため
のコントローラ、モータ、クラッチ、ブレーキへのパワーを提供するための増幅器、フェ
ールセーフブレーキのための電源および／または触覚デバイス30を所望の動作モード(た
とえばアプローチモード、触覚モード、フリーモード、入力モード、ホールドモード)に
入れるためのモードスイッチを含むこともできる。
【００５３】
　触覚デバイス30は、好ましくは、他の装備または手術室の周囲でのユーザの動きを妨げ
ることなく手術室に収まることができるようなサイズである。たとえば、一つの態様では
、触覚デバイス30(アーム33が保管または格納位置にある状態)の高さは約1.4mであり、触
覚デバイス30の設置面積は約0.25m2～約0.6m2の範囲である。もう一つの態様では、設置
面積は約0.09m2～0.13m2の範囲である。同様に、触覚デバイス30は、好ましくは、触覚デ
バイス30を一つの場所から別の場所まで比較的容易に動かすことを可能にする重さである
。たとえば、一つの態様では、触覚デバイス30の重さは、約100ポンド～約500 lbsの範囲
である。もう一つの態様では、触覚デバイス30の重さは、約50ポンド～約200 lbsの範囲
である。触覚デバイス30は、好ましくは、移動しやすさのため、および触覚デバイス30を
外科的処置にとって最適に位置決めすることを可能にするため、低い重さおよび小さなサ
イズを有する。たとえば、触覚デバイス30(またはその任意の部分)は、手術室の床に載る
、手術台(または手術室中の他の装備)に据え付けられる、または患者の骨に固着されるよ
うに構成することができる。
【００５４】
　図1に示すように、触覚デバイス30(またはその部分、たとえばロボット)は、プラット
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フォーム39に据え付けることができる。プラットフォーム39は、任意の公知のプラットフ
ォーム、カートまたは装備スタンドであることができ、装備ラックおよび／またはキャビ
ネット(たとえばコンピュータ31を収容するための)を含むことができ、好ましくは、触覚
デバイス30を移動させやすくするように構成されている。たとえば、プラットフォーム39
は、プラットフォーム39を動かすことを可能にするための転動部材38(たとえば車輪また
はキャスタ)を含むことができる。プラットフォーム39はまた、プラットフォーム39を所
定位置に留めるための機構を含むこともできる。たとえば、プラットフォーム39は、転動
部材38のためのホイールロックまたはブレーキ、フットペダルロック装置、ジャッキスタ
ンドおよび／またはプラットフォームもしくはカートを所定位置に留めるための他任意の
公知の機構を備えていることができる。一つの態様では、図2Aに示すように、プラットフ
ォーム39は、機構39bによって格納位置(図2Aに示す)と展開位置(図示せず)との間で作動
させることができる強固な足39aを含む。プラットフォーム39を一つの場所から別の場所
に移動させるためには、強固な足39aを格納してプラットフォーム39が転動部材38に載っ
て走行することができるようにする。プラットフォーム39を所定位置に留めるためには、
強固な足39aを展開してプラットフォーム39が強固な足39aの上に載るようにする。または
、強固な足39aをプラットフォーム39に固定し、転動部材38を展開可能／格納可能にして
もよい。このように、プラットフォーム39は、触覚デバイス30を一つの場所から別の場所
に動かし、外科ケースごとに必要に応じて位置決めし、保管および外科的処置中に所望の
位置に固定することを可能にする。または、触覚デバイス30(全部または一部)を、外科的
処置が実施される部屋に設置したり(たとえば床、壁またはワークステーションに据え付
けたり)、コンピューティングシステム20と一体化したり、イメージング装置(たとえばCT
装置、X線透視装置、超音波装置など)と一体化したり、医療システム(たとえば、外科的
処置が実施される部屋の中の医療装備用カート)と一体化したりすることもできる。
【００５５】
　図1に示すように、触覚デバイス30とコンピューティングシステム20とは、好ましくは
別個のユニットとして構成される。または、触覚デバイス30(全部または一部)とコンピュ
ーティングシステム20(全部または一部)とを単一のユニットに統合してもよい。触覚デバ
イス30およびコンピューティングシステム20(またはその部分)はまた、他の装備、たとえ
ばイメージング装置(たとえばCT装置、MRI装置、X線透視装置、超音波装置など)と一体化
したり、病院システム(たとえば、外科的処置が実施される部屋の中の医療装備用カート)
と一体化したりすることもできる。一つの態様では、コンピュータ21およびコンピュータ
31が触覚デバイス30のプラットフォーム39に配置され、コンピューティングシステム20の
表示デバイス23および入力デバイス25が軽量のスタンドに配置されて、外科システム10か
ら情報を見、外科システム10に情報を入力するユーザの能力を促進する。
【００５６】
　外科システム10の追跡(または限局化)システム40は、外科的処置中に一つまたは複数の
対象物のポーズ(すなわち位置および向き)を決定して対象物の動きを検出するように構成
されている。たとえば、追跡システム40は、検出デバイスの基準座標フレームに対する対
象物のポーズを得る検出デバイスを含むことができる。対象物が基準座標フレームの中で
動くと、検出デバイスは、対象物のポーズを追跡して対象物の動きを検出する(または、
外科システム10がそれを決定することを可能にする)。その結果、コンピューティングシ
ステム20は、追跡対象物の動きに応答して制御パラメータを調節する(すなわち仮想対象
物を調節することにより)ことができる。追跡対象物は、たとえば、ツール／器具、患者
の解剖学的構造、インプラント／補てつ具および外科システム10の構成部品を含むことが
できる。追跡システム40からのポーズデータを使用して、外科システム10はまた、ある空
間の座標を別の空間の座標に位置合わせて空間的整列または一致を達成することができる
(たとえば周知のような座標変換プロセスを使用して)。物理的空間中の対象物は、適当な
任意の座標システム、たとえばコンピュータ21および／またはコンピュータ31上で稼働す
るプロセスによって使用される座標システムに位置合わせすることができる。たとえば、
外科システム10は、追跡システム40からのポーズデータを使用して、物理的解剖学的構造
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およびツール50(および／または触覚デバイス30)を解剖学的構造の表現(たとえば表示デ
バイス23上に表示されたイメージ)と対応させることができる。外科システム10は、追跡
対象物および位置合わせデータに基づき、たとえば(a)解剖学的構造のイメージと該当す
る解剖学的構造との間の空間的関係および(b)該当する解剖学的構造とツール50との間の
空間的関係を決定して、コンピューティングシステム20がツール50の仮想表現をイメージ
に重ね合わせる(そして、絶えず更新する)ことができるようにする。その場合、仮想表現
とイメージとの間の関係は、ツール50と実際の解剖学的構造との間の関係と実質的に同一
である。さらには、ツール50だけでなく該当する解剖学的構造をも追跡することにより、
外科システム10は、外科的処置中の該当する構造の動きを補正することができる(たとえ
ば、検出した動きに応答して仮想対象物を調節することにより)。
【００５７】
　位置合わせは、任意の公知の位置合わせ技術、たとえばイメージ・イメージ位置合わせ
(たとえば、同じタイプまたはモダリティのイメージ、たとえばX線透視イメージまたはMR
イメージを位置合わせするモノモード位置合わせおよび／または異なるタイプもしくはモ
ダリティのイメージ、たとえばMRIおよびCTを位置合わせするマルチモーダル位置合わせ)
、イメージ・物理的空間位置合わせ(たとえば、従来のイメージング技術によって得られ
る患者の解剖学的構造のデジタルデータセットを患者の実際の解剖学的構造と位置合わせ
するイメージ・患者位置合わせ)および／またはイメージ・イメージとイメージ・物理的
空間との組み合わせ位置合わせ(たとえば術中場面に対する術前CTおよびMRIイメージの位
置合わせ)を含むことができる。
【００５８】
　追跡システム40は、外科システム10が患者の該当する解剖学的構造のポーズおよびツー
ル50(および／または触覚デバイス30)のポーズを絶えず決定(または追跡)することを可能
にする任意の追跡システムであることができる。たとえば、追跡システム40は、外科的環
境における使用に適する、非機械的追跡システム、機械的追跡システムまたは非機械的追
跡システムと機械的追跡システムとの任意の組み合わせを含むことができる。非機械的追
跡システムは、光学(または視覚的)、磁気、放射線または音響追跡システムを含むことが
できる。そのようなシステムは一般に、検出デバイスによって検出可能であり、追跡対象
物に取り付けられるように構成されている、もしくは追跡対象物の固有部分である、特別
に認識可能な追跡可能要素(またはトラッカ)を既定の座標空間中で位置決めするように適
合された検出デバイスを含む。たとえば、追跡可能要素は、追跡可能要素が追跡対象物に
取り付けられている場合に特有の幾何学的配置および追跡対象物に対する既知の幾何学的
関係を有するマーカのアレイを含むことができる。既知の幾何学的関係は、たとえば、追
跡可能要素と追跡対象物の終点および軸との間の既定の幾何学的関係であってもよい。し
たがって、検出デバイスは、少なくとも一部には、マーカの形状(特有であるならば)、軸
の向きおよびマーカの位置から演繹される基準枠内の終点の場所から特定の追跡対象物を
認識することができる。マーカは、任意の公知のマーカ、たとえば、追跡対象物の外因性
マーカ(基準)および／または内因性特徴を含むことができる。外因性マーカとは、患者に
取り付けられる人工物(たとえば、皮膚に固着されるマーカ、骨に埋植されるマーカ、定
位的フレームなど)であり、検出デバイスに見え、検出デバイスによって正確に検出可能
であるように設計されている。内因性特徴とは、認識可能なマーカとして機能するのに十
分に規定され、識別可能である、追跡対象物の突出した正確に位置付け可能な部分である
(たとえば、ランドマーク、解剖学的構造の輪郭、形、色または他任意の十分に認識可能
な視覚的指標)。マーカは、適当な任意の検出法、たとえば周知であるような光学、電磁
、放射線または音響法を使用して位置付けすることができる。たとえば、赤外線を感知す
る固定立体カメラ対を有する光学追跡システムを使用して、赤外線を能動的に放出するマ
ーカ(たとえば発光ダイオードまたはLED)または赤外線を受動的に放出するマーカ(たとえ
ば赤外線を反射する表面を有する球面マーカ)を追跡することができる。同様に、磁気追
跡システムは、追跡対象物に組み込まれた小さなコイルによって感知される、空間的に変
化する磁場を放出する固定磁場発生器を含むことができる。
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【００５９】
　一つの態様では、図1に示すように、追跡システム40は非機械的追跡システムを含む。
この態様では、非機械的追跡システムは、検出デバイス41と、追跡対象物に配置され(ま
たはその中に組み込まれ)、検出デバイス41によって検出されるように構成された少なく
とも一つの追跡可能要素(またはトラッカ)とを含む光学追跡システムである。図1に示す
ように、検出デバイス41は、たとえば、赤外線を感知し、外科的処置が実施される手術室
中に配置可能である立体カメラ対を含むことができる。トラッカは、追跡対象物に確実か
つ安定に固着されるように構成され、追跡対象物に対して既知の幾何学的関係を有するマ
ーカのアレイ(たとえば図4のアレイS1)を含む。マーカは、能動的であることもできるし(
たとえば発光ダイオードまたはLED)、受動的であることもでき(たとえば反射性球体、格
子パターンなど)、好ましくは、特有の形状(たとえば、マーカの特有の幾何学的配置)ま
たは、能動的な有線マーカの場合、特有の発射パターンを有する。動作中、検出デバイス
41がマーカの位置を検出し、特有の形状(または発射パターン)および追跡対象物に対する
既知の幾何学的関係が、外科システム10が、マーカの位置に基づいて追跡対象物のポーズ
を算出することを可能にする。
【００６０】
　非機械的追跡システムは、検出デバイス41がマーカを光学的に「見る」能力に依存する
ため、検出デバイス41およびトラッカは、外科的処置中に検出デバイス41とマーカとの間
に障害のない視線が維持されるように位置決めされるべきである。防護手段として、外科
システム10は、好ましくは、検出デバイス41が処置中にトラッカを検出することができな
いならば(たとえば、検出デバイス41と一つまたは複数のマーカとの間の視線が遮られて
いる場合および／またはマーカの反射が妨害されている場合)それをユーザに警告するよ
うに構成されている。たとえば、外科システム10は、人がマーカと検出デバイス41との間
に踏み込んだ場合、マーカと検出デバイス41との間に物が置かれた場合、カメラのレンズ
が遮られた場合(たとえばほこりによって)および／またはマーカの反射が妨害されている
場合(たとえば血液、組織、ほこり、骨の破片などによって)音を鳴らす(および／または
光を放つ)ようにプログラムされている音響的(および／または視覚的)アラームを含むこ
とができる。外科システム10はまた、他の安全機構を起動するためのプログラミング、た
とえば、検出デバイス41がマーカを見失ったときツール50を動作不能にするパワー遮断機
構を備えた妨害検出アルゴリズム(図13のステップS11に関連して以下に論じる)を含むこ
ともできる。
【００６１】
　非機械的追跡システムは、ユーザが追跡することを望む対象物ごとに追跡可能要素(ま
たはトラッカ)を含むことができる。たとえば、一つの態様では、非機械的追跡システム
は、解剖学的構造トラッカ43(患者の解剖学的構造を追跡するため)、触覚デバイストラッ
カ45(触覚デバイス30の広域的または大まかな位置を追跡するため)、エンドエフェクタト
ラッカ47(触覚デバイス30の遠位端を追跡するため)および器具トラッカ49(ユーザによっ
て手で保持される器具／ツールを追跡するため)を含む。
【００６２】
　図1に示すように、解剖学的構造トラッカ43は、患者の解剖学的構造(たとえば骨)の該
当部分に配置され、該当する解剖学的構造を検出デバイス41によって追跡することを可能
にするように適合されている。解剖学的構造トラッカ43は、解剖学的構造に取り付けるた
めの固定デバイスを含む。固定デバイスは、たとえば、骨ピン、外科ステープル、ねじ、
クランプ、装着性装置、髄内ロッドなどであることができる。一つの態様では、解剖学的
構造トラッカ43は、膝置換処置中に患者の大腿骨Fおよび脛骨Tを追跡するための使用のた
めに構成されている。この態様では、図1に示すように、解剖学的構造トラッカ43は、大
腿骨Fに配置されるように適合された第一のトラッカ43aおよび脛骨Tに配置されるように
適合された第二のトラッカ43bを含む。図4に示すように、第一のトラッカ43aは、骨ピンP
およびマーカ(たとえば反射球)の特有のアレイS1を含む固定デバイスを含む。アレイS1は
、両方の骨ピンPに脱着可能に留められるように適合された接続機構400に固着されている
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。たとえば、図4に示すように、接続機構400は、第一の部分442、第二の部分444およびね
じ445を含むことができる。第一のトラッカ43aを大腿骨Fに設置するためには、ユーザは
骨ピンPを大腿骨Fにねじ込み、接続機構400を骨ピンPの上に滑動させ、ねじ445を締め付
けて第一の部分442と第二の部分444とを引き合わせ、それによって接続機構400を骨ピンP
に確実に固定する。ひとたび留められると、接続機構400は、さらなる安定性を骨ピンＰ
に付与する。第二のトラッカ43bは、それが脛骨Tに設置され、それ自体の特有のマーカア
レイを有することを除き、第一のトラッカ43aと同一である。第一および第二のトラッカ4
3aおよび43bは、患者に設置されると、膝置換処置中に検出デバイス41が大腿骨Fおよび脛
骨Tの運動を追跡することを可能にする。その結果、外科システム10は、外科的処置中に
骨の運動をリアルタイムで補正することができる。
【００６３】
　図2Aに示すように、触覚デバイストラッカ45は触覚デバイス30上に配置され、外科シス
テム10が物理的空間中の触覚デバイス30の広域的または大まかな位置をモニタすることを
可能にするように適合されている。特に、触覚デバイストラッカ45は、外科システム10が
、触覚デバイス30が外科的環境中の他の物体、たとえば患者に対して移動したかどうかを
決定することを可能にする。ツール50が触覚デバイス30に取り付けられているため、この
ような情報は重要である。たとえば、ユーザが、大腿骨Fをツール50で切削している間に
触覚デバイス30を意図的に再位置決めまたは過ってぶつけてしまった場合、追跡システム
40は触覚デバイストラッカ45の動きを検出する。それに応答して、外科システム10は、コ
ンピュータ21および／またはコンピュータ31上で稼働するプログラムに適切な調節を加え
て、大腿骨Fに対する触覚デバイス30(および取り付けられたツール50)の広域的または大
まかな動きを補正することができる。その結果、大腿骨調製プロセスの完全性が維持され
る。
【００６４】
　図2Aおよび5に示すように、触覚デバイストラッカ45は、マーカ(たとえば反射球)の特
有のアレイS3を含み、触覚デバイス30のベース32に据え付けられるように適合されている
。触覚デバイストラッカ45は、好ましくは、触覚デバイストラッカ45をベース32に対して
固定された位置に留めることができるように据え付けられる。固定位置は、触覚デバイス
トラッカ45が触覚デバイス30のベース32に対してどこに位置するのかを外科システム10が
知るよう、触覚デバイス30に対して較正される(図13のステップS9に関連して以下に論じ
るとおり)。ひとたび較正されると、外科的処置中その固定位置が維持される。一つの態
様では、図2Aおよび5に示すように、触覚デバイストラッカ45は、ベース32に接続された(
たとえばねじ、リベット、溶接、クランプ、磁石などを介して)近位端およびマーカのア
レイS3を担持する遠位端を有するアーム34を含む。アーム34は、触覚デバイストラッカ45
が触覚デバイス30に対して永久的位置に固定されるよう、強固な構造を有する一つまたは
複数の支持部材(たとえばブラケット、支柱、リンクなど)を含むことができる。しかし、
好ましくは、アーム34は、アレイS3が触覚デバイス30に対して第一の位置と第二の位置と
の間で移動可能であるよう、調節可能に適合されている。したがって、アレイS3は、固定
位置に留められる前に、触覚デバイス30のベース32から独立して位置決めすることができ
る。調節可能性の一つの利点は、アレイS3の位置を外科ケースごとにカスタマイズするこ
とができることである(たとえば患者の体格、手術台の高さなどに基づく)。調節可能性の
もう一つの利点は、外科的処置中にユーザを妨害しないようにアレイS3を位置決めするこ
とができるということである。調節可能性は、任意の公知のやり方でアーム34に付与する
ことができる(たとえば関節アーム、フレキシブルネックなど)。たとえば、一つの態様で
は、図5に示すように、アーム34は、触覚デバイストラッカ45が配置されているボールジ
ョイント34bを含む。ボールジョイント34bは、取っ手34aによって動かされるロック機構
を含む。動作中、ユーザは、取っ手34aをゆるめてボールジョイント34bを解放し、触覚デ
バイストラッカ45が所望の位置にくるまでボールジョイント34bを操作し、ボールジョイ
ント34bが固定されて留められるまで取っ手34aを締め付けることができる。このようにし
て、触覚デバイストラッカ45を所望の位置に固定することができる。触覚デバイストラッ
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カ45を固定位置に留め、触覚デバイス30に対するその固定位置を較正する代替として、ア
ーム34が位置センサ(たとえばエンコーダ)を含むこともできる。位置センサは、アーム33
の位置センサに似たものでよく、適切なソフトウェア(たとえばコンピュータ21またはコ
ンピュータ31上で稼働するソフトウェア)とともに作動して、ベース32に対するアーム34
のポーズの計測を提供する。位置センサがアーム34に組み込まれている場合、外科システ
ム10は、位置センサによって提供されるアーム34のポーズに基づいてベース32に対する触
覚デバイストラッカ45の場所を決定することができるため、以下のステップS11の較正プ
ロセスを除いてもよい。
【００６５】
　エンドエフェクタトラッカ47は、外科システム10が触覚デバイス30の遠位端(たとえば
作動端)のポーズを決定することを可能にするように適合されている。エンドエフェクタ
トラッカ37は、好ましくは、アーム33の遠位端またはツール50に配置されるように構成さ
れている。たとえば、図6Bに示すように、エンドエフェクタトラッカ47は、エンドエフェ
クタ35上に配置されることができる。図6Aに示すように、エンドエフェクタトラッカ47は
、マーカ(たとえば反射球)の特有のアレイS4を含むことができ、任意の公知のやり方で、
たとえばクランプ装置、ねじ接続、磁石などを用いてエンドエフェクタ35に固着されるよ
うに適合されていることができる。図6Aに示すように、一つの態様で、エンドエフェクタ
トラッカ47は、クランプ1500でエンドエフェクタ35に固着される。クランプ1500は、アレ
イS4とで一体に形成することもできるし、任意の従来的な方法で、たとえば機械的ハード
ウェア、接着剤、溶接などでアレイS4に固着することもできる。クランプ1500は、第一の
部分1505、第二の部分1510およびつまみねじ1515を含む。第一および第二の部分1505およ
び1510は、エンドエフェクタの部分、たとえばツール50またはツールホルダ51の円柱形部
分を受けるように付形されている。たとえば、図6Aに示すように、第一の部分1505は平坦
面を有することができ、第二の部分1510はＶ形の溝を有することができ、第一および第二
の部分1505および1510は、締め合わされた場合、ツール50またはツールホルダ51を確実に
受けることができるようになっている。エンドエフェクタトラッカ47をエンドエフェクタ
35に設置するためには、クランプ1500の第一および第二の部分1505および1515をツール50
またはツールホルダ51の周囲に配置し、つまみねじ1515を使用して締め合わせる。エンド
エフェクタトラッカ47はまた、エンドエフェクタトラッカ47を触覚デバイス30に設置する
際にエンドエフェクタトラッカ47を正しく向き付けすることを支援するための形体を含む
こともできる。たとえば、エンドエフェクタトラッカ47は、図6Bに示すようなくぼみ47a
を含むことができる。
【００６６】
　一つの態様では、エンドエフェクタトラッカ47は、触覚デバイス30の較正の間のみ使用
され(図13のステップS9に関連して以下に論じるとおり)、外科的処置の実施の前に除去さ
れる。この態様では、エンドエフェクタトラッカ47はエンドエフェクタ35上に配置され(
図6Bに示すとおり)、触覚デバイストラッカ45は触覚デバイス30のベース32に据え付けら
れ(たとえば図2Aに示すように調節可能アーム34を介して)、触覚デバイス30に対する触覚
デバイストラッカ45の位置が調節可能であるようにしている。触覚デバイストラッカ45の
位置が調節可能であるため(永久的に固定されるのではなく)、外科システム10は、触覚デ
バイス30に対する触覚デバイストラッカ45の場所を知らない。触覚デバイス30と触覚デバ
イストラッカ45との間の幾何学的関係を決定するため、較正プロセスはエンドエフェクタ
トラッカ47を使用する。エンドエフェクタトラッカ47は外科的処置全体(またはその任意
の部分)にわたって触覚デバイス30上にとどまることもできるが、較正プロセスが完了し
た際にエンドエフェクタトラッカ47を除去することが有利である。たとえば、ユーザは、
トラッカ47が触覚デバイス30に対するユーザのグリップ、患者の解剖学的構造、医療器具
および装備および／または手術室中の他の人員に干渉することを防ぐため、エンドエフェ
クタトラッカ47を除去することを望むかもしれない。エンドエフェクタトラッカ47を除去
するもう一つの利点は、外科的処置の間のエンドエフェクタトラッカ47の動きが、追跡シ
ステム40が動きエンドエフェクタトラッカ47を計測するときの遅延または限られたバンド
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幅のせいで、外科システム10の性能低下をもたらすおそれがあることである。
【００６７】
　代替態様で、エンドエフェクタトラッカ47を除くこともできる。この態様では、触覚デ
バイストラッカ45は触覚デバイス30上の永久的な位置に固定される。触覚デバイストラッ
カ45が触覚デバイス30上の永久的な位置に固定されるため、触覚デバイストラッカ45と触
覚デバイス30の座標フレームとの間の関係は既知である。したがって、外科システム10は
、触覚デバイストラッカ45と触覚デバイス30の座標フレームとの間の関係を確立するため
の較正のためにエンドエフェクタトラッカ47を要しない。この態様では、触覚デバイスト
ラッカ45は、追跡システム40が触覚デバイストラッカ45のアレイS3を見ることを可能にし
、精度を落とさないように外科的処置部位に十分に近く、ユーザのじゃまをしたり、外科
的環境中の他の人員または物体に干渉したりしない任意の位置で、触覚デバイス30上に強
固に据え付けることができる。
【００６８】
　もう一つの代替態様では、触覚デバイス30はしっかりと所定位置にロックされる。たと
えば、触覚デバイス30は、手術室の床にボルトで固定したり、他のやり方で所定位置に固
定したりすることができる。その結果、触覚デバイス30の広域的または大まかな位置は実
質的に変化せず、その結果、外科システム10は、触覚デバイス30の広域的または大まかな
位置を追跡する必要はない。したがって、触覚デバイストラッカ45を除くことができる。
この態様では、エンドエフェクタトラッカ47を使用して、触覚デバイス30が所定位置にロ
ックされた後の触覚デバイス30の初期位置を決定することもできる。
【００６９】
　もう一つの代替態様では、追跡システム40は、永久的に固定された位置で触覚デバイス
30に取り付けられる。たとえば、追跡システム40(検出デバイス41を含む)は、追跡システ
ムが触覚デバイス30に対して所定位置に固定されるよう、触覚デバイス30に直接据え付け
ることもできるし、強固な据付けアームまたはブラケットを介して触覚デバイス30に接続
することもできる。この態様では、触覚デバイス30に対する追跡システム40の位置が固定
されており、たとえば触覚デバイス30の製造またはセットアップの間に実施される較正処
置の間に設定することができるため、触覚デバイストラッカ45およびエンドエフェクタト
ラッカ47を除くこともできる。
【００７０】
　もう一つの代替態様では、追跡システム40は、調節可能な方法で触覚デバイス30に取り
付けられる。たとえば、追跡システム40(検出デバイス41を含む)は、触覚デバイス30に対
して第一の位置から第二の位置まで移動可能であるよう、アーム、たとえば調節可能アー
ム34(触覚デバイストラッカ45に関連して上記したもの)によって触覚デバイス30に接続す
ることができる。アームおよび追跡システム40が所定位置にロックされたのち、較正を実
施して触覚デバイス30に対する追跡システム40の位置を決定することができる。較正は、
たとえば、エンドエフェクタトラッカ47を使用して実施することができる。
【００７１】
　器具トラッカ49は、ユーザの手に保持される器具150に結合されるように適合されてい
る(たとえば、エンドエフェクタ35に取り付けられるツール50とは違って)。器具150は、
たとえば、プローブ、たとえば位置合わせプローブ(たとえばストレートまたはフック付
きプローブ)であることができる。図7に示すように、器具トラッカ49は、器具150とで一
体に形成され、または任意の公知の方法で、たとえば機械的ハードウェア、接着剤、溶接
、ねじ接続、クランプ装置、クリップなどで器具150に固着されたマーカ(たとえば反射球
)の特有のアレイS5を含むことができる。器具トラッカ49がたとえばクリップまたはクラ
ンプ装置によって器具150に脱着可能に接続されている場合、器具トラッカ49を器具150に
対して較正して器具トラッカ49と器具150の形状との間の関係を決定するべきである。較
正は、適当な任意の方法で、たとえばくぼみまたはV溝を有するツールキャリブレータを
用いて達成することができる(たとえば、全体が参照により本明細書に組み入れられる米
国特許出願公開公報第US2003/0209096号に記載のとおり)。クリップまたはクランプ装置(
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たとえば図6Aに示すクランプ1500)を使用してトラッカ49を器具150に接続する一つの利点
は、クリップまたはクランプ装置を様々なサイズの器具に合わせて調節することができる
ことである。したがって、一つのクリップまたはクランプ装置を多数の器具とで使用する
ことができる。アレイS5と器具150との間の幾何学的関係がわかると、外科システム10は
、物理的空間中の器具150の先端の位置を算出することができる。したがって、器具150は
、器具150の先端で対象物の該当部分にタッチすることにより、対象物を位置合わせする
ために使用することができる。たとえば、器具150は、骨の上のランドマークまたは骨の
表面上の点にタッチすることにより、患者の骨を位置合わせするために使用することがで
きる。器具150はまた、器具150の先端でインプラント上に位置する既定の検証形体(たと
えばくぼみ)にタッチすることにより、患者中に設置されたインプラントの正しい整合を
検証するために使用することもできる。
【００７２】
　器具トラッカ49はまた、器具150の較正を検証するように構成されることもできる。た
とえば、もう一つのトラッカ(たとえばトラッカ43、45または47)がくぼみを含み、その中
にユーザが器具150の先端を挿入することができる。一つの態様では、図6Bに示すように
、エンドエフェクタトラッカ47は、ユーザが器具150の先端を挿入することができるくぼ
み47aを含む。すると、検出デバイス41が、器具トラッカ49およびエンドエフェクタトラ
ッカ47のためのポーズデータを取得することができ、外科システム10が、トラッカ47およ
び49の間の実際の幾何学的関係を予想される幾何学的関係と比較することができる。実際
の幾何学的関係と予想される幾何学的関係との間の逸脱が、器具150の物理的パラメータ(
たとえば直線性、先端位置など)が較正を逸していることを指摘する。図29に示すように
、検証プロセス中、外科システム10は、器具150、器具トラッカ49およびエンドエフェク
タトラッカ47のグラフィカル表現を示す画面を表示デバイス23上に表示することができる
。
【００７３】
　追跡システム40は、追加的または代替的に、機械的追跡システムを含むこともできる。
非機械的追跡システム(トラッカ43、45、47および49から離れた検出デバイス41を含む)と
は違って、機械的追跡システムは、追跡対象物に機械的にリンク(すなわち物理的に接続)
された検出デバイス(たとえばジョイントエンコーダを有する関節アーム)を含むように構
成されることもできる。追跡システム40は、任意の公知の機械的追跡システム、たとえば
、いずれも参照により本明細書に組み入れられる米国特許第6,033,415号および／または
米国特許第6,322,567号に記載されている機械的追跡システムを含むことができる。一つ
の態様では、追跡システム40は、患者の骨を追跡するように適合された接合機械アーム24
1(たとえば、六つ以上の自由度を有する関節アーム)を有する機械的追跡システムを含む
。図8に示すように、アーム241は、触覚デバイス30のベース32に固着された近位端および
患者の大腿骨Fに固定された自由に動く遠位端を有する。または、近位端は、他任意の適
当な場所(たとえば手術台のレール、レッグホルダなど)に固着させてもよいが、好ましく
は、アーム241が触覚デバイス30とともに広域的に動くよう、触覚デバイス30のベース32
に接続される(たとえば直接またはブラケットを介して)。アーム241の遠位端は、大腿骨F
に強固に固定するように適合された固定デバイス245、たとえば骨ピン、骨ねじ、クラン
プ、装着性装置、外科ステープルなどを含む。アーム241は、多数の自由度を有するよう
に構成されている。たとえば、一つの態様では、図8に示すように、アーム241は、ジョイ
ント244で接続された複数のリンク242を含む。各ジョイント244は、アーム241のポーズを
追跡するための一つまたは複数の位置センサ(図示せず)を組み込んでいる。位置センサは
、適当な任意のセンサ、たとえば触覚デバイス30のアーム33に関連して上記した位置セン
サを含むことができる。動作中、大腿骨Fが動くと、アームの遠位端が大腿骨Fとともに移
動する。位置センサ(および適切なソフトウェア)が、触覚デバイス30に固定されたアーム
の近位端に対するアームの遠位端のポーズの計測を出す。このようにして、触覚デバイス
30に対する大腿骨Fの運動が捕捉される。機械的追跡システム240はまた、アーム241と同
一であるが、脛骨Tに強固に固着されて、追跡システム240が脛骨Tの運動を追跡すること
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を可能にする第二のアームを含むことができる。このようにして、機械的追跡システム24
0は、外科システム10が骨の運動を外科的処置中にリアルタイムで検出することができる
よう、大腿骨Fおよび脛骨Tを追跡するために使用することができる。外科システム10は、
骨運動データを適切なソフトウェアとともに使用して、骨の運動を外科的処置中にリアル
タイムで補正することができる。
【００７４】
　非機械的追跡システムに対する機械的追跡システムの一つの利点は、検出デバイス(す
なわちアーム241)が、追跡対象物に物理的に接続されており、したがって、追跡対象物上
のマーカを「見る」ための部位のラインを要しないということである。したがって、ユー
ザおよび他の人員は、外科的処置中、マーカのセットと光学カメラとの間の見えない視線
を遮ることを心配することなく、手術室の中を自由に動くことができる。機械的追跡シス
テムのもう一つの利点は、アーム241を触覚デバイス30(たとえばベース32)に物理的に接
続することができるということである。このような構造は、患者に対する触覚デバイス30
の広域的または大まかな位置を追跡する(たとえば、上記のように触覚デバイストラッカ4
5を使用して)必要性を取り除く。アーム241が触覚デバイス30とともに動くため、触覚デ
バイス30の広域的または大まかな位置を追跡する必要はない。その結果、骨運動追跡シス
テムに対して再較正する必要なく、触覚デバイス30を処置中に再位置決めすることができ
る。さらには、機械的追跡システムは、非機械的追跡システムよりも正確であることがで
き、コンピュータ21および／またはコンピュータ31に対するより速い更新速度を可能にす
ることができる。より速い更新速度は、機械的追跡システムがコンピュータ21および／ま
たはコンピュータ31にハードワイヤ接続されているために可能である。したがって、更新
速度は、コンピュータ21および／またはコンピュータ31の速度によってのみ制限される。
【００７５】
　代替態様では、機械的追跡システムのアーム241は、手術台、レッグホルダ62(図14Aに
示すとおり)または外科的環境における他の構造に取り付けることもできる。この態様で
は、較正は、触覚デバイス30に対するアーム241のポーズを決定するために実施される。
たとえば、一つの態様では、較正は、触覚デバイス30の遠位端(たとえばエンドエフェク
タ35)をアーム241の遠位端との既知の幾何学的関係に配することによって実施される。も
う一つの態様では、アーム241の遠位端は、触覚デバイス30のベース32との既知の幾何学
的関係に置かれる。さらに別の態様では、触覚デバイス30の遠位端(たとえばエンドエフ
ェクタ35)は、アーム241のベースとの既知の幾何学的関係に置かれる。
【００７６】
　追跡システム40が機械的追跡システムを含む場合、アーム241を使用して患者の解剖学
的構造を位置合わせすることができる。たとえば、ユーザは、アーム241を使用して、第
二のアーム(すなわち、アーム241と同一であるが、脛骨Tに固着されているアーム)が脛骨
Tの運動を追跡する間、脛骨Tを位置合わせすることができる。位置合わせは、たとえば、
アーム241の遠位端の先端を脛骨T上の解剖学的ランドマークに合わせることおよび／また
は脛骨Tの表面上の点にアーム241の遠位端の先端でタッチする(または「ペイントする」)
ことにより、達成することができる。ユーザが脛骨T上のランドマークにタッチする、お
よび／または脛骨Tの表面をペイントすると、外科システム10は、アーム241中の位置セン
サからデータを取得し、アーム241の先端のポーズを決定する。同時に、第二のアームが
脛骨Tの運動に関するデータを提供して、外科システム10が位置合わせ中に骨の運動を考
慮に入れることができるようにする。外科システム10は、骨運動データおよびアーム241
の先端の位置の知識に基づき、脛骨Tを、コンピューティングシステム20中の患者の解剖
学的構造の診断イメージおよび／または解剖学的モデルに対して位置合わせすることがで
きる。同様にして、第二のアームを使用して、アーム241(大腿骨Fに固着されている)が大
腿骨Fの運動を追跡する間、大腿骨Fを位置合わせすることもできる。患者の解剖学的構造
はまた、たとえば、非機械的追跡システムを追跡されるプローブと併用して(たとえば器
具150を器具トラッカ49と併用して)および／または触覚デバイス30を使用して(たとえば
図13のステップS8に関連して以下に記載するとおり)位置合わせすることもできる。
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【００７７】
　図1に示すように、追跡システム40は、インタフェース100bを介して触覚デバイス30に
結合することもできる。インタフェース100bは、物理的インタフェースおよびソフトウェ
アインタフェースを含む。物理的インタフェースは、任意の公知のインタフェース、たと
えば有線インタフェース(たとえばシリアル、USB、Ethernet、CANバスおよび／または他
のケーブル通信インタフェース)および／またはワイヤレスインタフェース(たとえばワイ
ヤレスEthernet、ワイヤレスシリアル、赤外線および／または他のワイヤレス通信システ
ム)であることができる。ソフトウェアインタフェースは、コンピュータ21および／また
はコンピュータ31上に常駐することができ、触覚デバイス30およびコンピューティングシ
ステム20が追跡システム40と通信し、その動作を制御することを可能にする。
【００７８】
　外科システム10は、電源に接続されるように適合されている。電源は、任意の公知の電
源、たとえばアウトレット、バッテリ、燃料電池および／または発電機であることができ
、従来のハードウェア(たとえばコード、ケーブル、サージプロテクタ、スイッチ、バッ
テリバックアップ／UPS、絶縁変圧器など)を使用して外科システム10に接続することがで
きる。外科システム10は、好ましくは、ツール50への電力供給を手作業で制御するための
ユーザアクティブ化装置を含む。たとえば、外科システム10は、手術室の床の上でユーザ
に近接て位置付けることができるフットペダル(または他のスイッチ開閉装置)を含むこと
ができる。フットペダルの押下が電源をして電力(または、空気式ツール50の場合、圧縮
空気供給)をツール50に供給させる。逆に、フットペダルの解放がツール50への電力の流
れを断つ。外科システム10はまた、安全性を促進するためにツール50への電力の流れを自
動的に断つように適合させることもできる。たとえば、外科システム10は、危険な条件が
検出された場合、たとえば解剖学的構造トラッカ43および／または触覚デバイストラッカ
45が骨切削のような重要な手術中に妨害された場合にツール50を停止させるように構成さ
れたプログラムまたはプロセス(たとえばコンピュータ21および／またはコンピュータ31
上で稼働)を含むことができる。
【００７９】
　動作中、コンピューティングシステム20、触覚デバイス30および追跡システム40が協働
して外科的処置中に外科システム10が触覚誘導をユーザに提供することを可能にする。外
科システム10は、力フィードバック触覚インタフェース(すなわち、触覚デバイス30)を使
用してユーザが仮想環境と対話することを可能にすることによって人の感触システムをシ
ミュレートすることにより、触覚誘導を提供する。触覚デバイス30は、仮想環境およびそ
の仮想環境中の仮想(または触覚)対象物の自然な感覚をユーザに運ぶためのコンピュータ
制御された力を発生させる。コンピュータ制御された力はユーザに表示され(すなわち反
映されまたは運ばれ)て仮想対象物の感触をユーザに感じさせる。たとえば、ユーザがツ
ール50を操作すると、外科システム10は、ツール50の位置および向きを決定する。ツール
50の仮想表現と仮想環境中の仮想対象物との間の衝突が検出される。衝突が起こるならば
、外科システム10は、仮想対象物への仮想ツールの貫入深さに基づいて触覚反作用力を算
出する。算出された反作用力は仮想対象物面の上にマッピングされ、適切な力ベクトルが
触覚デバイス30を介してユーザにフィードバックされる。本明細書で使用する「仮想対象
物」(または「触覚対象物」)とは、様々な対象物を指すために使用することができる。た
とえば、仮想対象物は、物理的物体、たとえばインプラントまたは外科ツールの表現であ
ってもよい。または、仮想対象物は、解剖学的構造から除去される物質、解剖学的構造上
に保たれる物質および／またはツール50との接触を回避すべき解剖学的構造(または他の
対象物)を表すこともできる。仮想対象物はまた、経路、ガイドワイヤ、境界、縁または
他の限界もしくは規定を表すこともできる。
【００８０】
　ユーザが仮想環境と対話することを可能にするため、外科システム10は触覚レンダリン
グプロセスを使用する。このようなプロセスの一つの態様が図40でグラフィカルに表され
ている。動作中、触覚デバイス30(ブロック2500)の位置センサ(ブロック2502)がデータを
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順運動学プロセス(ブロック2504)に提供する。順運動学プロセスの出力は座標変換プロセ
ス(ブロック2506)に入力される。触覚レンダリングアルゴリズム(ブロック2508)が座標変
換プロセスからデータを受け、力マッピングプロセス(ブロック2510)に入力を提供する。
力マッピングプロセスの結果に基づき、触覚デバイス30のアクチュエータ(ブロック2512)
が作動して適切な触覚ねじれ(すなわち力および／またはトルク)をユーザに運ぶ。ブロッ
ク2502の位置センサおよびブロック2512のアクチュエータは、触覚デバイス30のアーム33
に関連して先に記載されている。ブロック2504の順運動学プロセスおよびブロック2506の
座標変換プロセスは、図43のステップS708に関連して以下に論じる。ブロック2508の触覚
レンダリングアルゴリズムおよびブロック2510の力マッピングプロセスは、図50に関連し
て以下に論じる。
【００８１】
　触覚レンダリングプロセスは、適当な任意の触覚レンダリングプロセス、たとえば、米
国特許第6,111,577号、C. B. Zilles & J. K. Salisbury, A constraint-based god-obje
ct method for haptic display, Proceedings of the IEEE/RSJ International Conferen
ce on Intelligent Robots and Systems, Vol. 3, pp. 146-51, 1995、T. V. Thompson I
I, D. E. Johnson & E. Cohen, Direct haptic rendering of sculptured models, Proce
edings of the Symposium on Interactive 3D Graphics, pp. 167-76, 1997、K. Salisbu
ry & C. Tar, Haptic rendering of surfaces defined by implicit functions, Proceed
ings of the ASME Dynamic Systems and Control Division, DSC-Vol. 61, pp. 61-67, 1
997および／またはJ. E. Colgate, M. C. Stanley & J. M. Brown, Issues in the hapti
c display of tool use, Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on I
ntelligent Robots and Systems, Vol. 3, pp. 140-45, 1995に記載されている触覚レン
ダリングプロセスを含む。これらのそれぞれが参照により本明細書に組み入れられる。
【００８２】
　触覚レンダリングプロセスによって生成される仮想環境は、ツール50の仮想表現と相互
作用する仮想(または触覚)対象物を含む。仮想対象物とツール50の仮想表現との間の相互
作用は、点ベースまたは射線ベースであることができる。好ましい態様では、外科システ
ム10は、仮想点または触覚相互作用点(HIP)だけが仮想環境中の仮想対象物と相互作用す
る点ベースの触覚相互作用を使用する。HIPは、触覚デバイス30上の物理的点、たとえば
ツール50の先端に一致する。HIPは、仮想ばね／ダンパモデルによって物理的触覚デバイ
ス30上の物理的点に結合される。HIPが相互作用する仮想対象物は、たとえば、表面707お
よび触覚力法線ベクトルFnを有する触覚対象物705(図42に示す)であることができる。貫
入深さdiは、HIPと表面707上のもっとも近い点との間の距離である。貫入深さdiは、触覚
対象物705へのHIPの貫入の深さを表す。
【００８３】
　仮想(または触覚)対象物は、たとえば3D幾何学的プリミティブ対象物、3Dポリゴン対象
物、数学的方程式、コンピュータモデル、表面モデルおよび／またはボクセルアレイを使
用してモデル化することができる。触覚対象物は、静的、準静的、動的、連続的、不連続
的、時変性および／または特定の時機だけ存在するものであることができる。一つの態様
では、触覚対象物は、ツール位置、向き、速度および／または加速度の一つまたは複数の
関数を使用してモデル化される。したがって、外科的骨切削手術の場合、触覚レンダリン
グプロセスは、出力されるねじれ対ツール位置のマッピングを生じさせることができる。
マッピングは、ユーザにフィードバックされる出力されるねじれが触覚対象物への仮想ツ
ール(またはHIP)のさらなる貫入に抵抗するのに十分であるように構成することができる
。このようにして、仮想切削境界が設定される。仮想境界は、患者の物理的解剖学的構造
、解剖学的構造のイメージおよび／または他の対象座標フレームと対応させる(たとえば
それに位置合わせする)。触覚レンダリングプロセスによってレンダリングされた触覚対
象物は、経路(たとえばガイドワイヤ)として機能することもできるし、反発性である(た
とえば、ツール50が触覚対象物の内部に入ることに反発するように構成される)こともで
きるし、容器として機能することもできるし(たとえばツール50を触覚対象物の内部に維
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持するため)、反発する部分および収容する部分を有することもできる。図41に示すよう
に、複数の触覚対象物701を重ね合わせて、各触覚対象物701からの力ベクトルFが組み合
わさって結果的な触覚力ベクトルFvを生じさせるようにすることができる。一つの態様で
は、各触覚対象物701からの出力は、慣性座標フレームに関する、直線性を有するデカル
ト力ベクトルを含む。触覚対象物の最大数は、算出コストに基づいて決定することができ
る。
【００８４】
　触覚対象物は、任意の所望の形、たとえば解剖学的に成形されたインプラント形、傷つ
きやすい構造(たとえば関節内構造)のための保護境界、イメージ誘導腫瘍境界およびイン
プラント構成部のインビボアセンブリのための仮想固定具を含むようにカスタマイズする
こともできる。一つの態様では、触覚対象物は、患者の病状に合うように特有に成形する
ことができる。たとえば、触覚対象物は、患部の骨だけを含む仮想切削境界を規定するこ
とができる。したがって、触覚対象物は、健康な周囲の骨を温存しながら患部の骨を除去
する際にユーザを誘導するために使用することができる。このようして、外科システム10
は、ユーザが、カスタマイズされた方法で、従来の切削ジグおよび鋸子ガイドでは不可能
である複雑な形状および曲線を含め、骨を彫刻することを可能にする。結果として、外科
システム10は、骨温存性外科的処置およびサイズが小さく、患者特有の病状に適合された
インプラント設計を容易にする。
【００８５】
　触覚対象物は、表示デバイス23上にグラフィカルに表現することができる対応する空間
的または幾何学的表現を有することができる。グラフィカル表現は、有用な情報をユーザ
に伝えるために選択することができる。たとえば、図1に示すように、ツール50を外科的
処置部位に誘導する際にユーザを援助するように構成された触覚対象物300は、漏斗形の
体積としてグラフィカルに表現することができる。物理的ツール50に対応する仮想ツール
が触覚対象物300の中を動き、それと相互作用すると、触覚力がユーザに反映されて、ツ
ール50が外科的処置部位に向けられるようになる。または、図9に示すように、触覚対象
物310は、ガイドワイヤとしてグラフィカルに表現することもできる。仮想ツールが触覚
対象物310に沿って移動し、それと相互作用すると、触覚力がユーザに反映されて、ツー
ル50が外科的処置部位に直接誘導されるようになる。一つの態様では、インプラントのた
めの仮想切削境界を規定する触覚対象物は、インプラントの形に実質的に一致する形を有
するグラフィカルイメージとして表示デバイス23上に描くことができる。したがって、大
腿骨構成部72(図10Aに示す)のための仮想切削境界を規定する触覚対象物208は、図9に示
すような対応するグラフィカル表現を有することができる。同様に、脛骨構成部74(図10B
に示す)のための仮想切削境界を規定する触覚対象物206は、図9に示すような対応するグ
ラフィカル表現を有することができる。
【００８６】
　簡単な体積を有する触覚対象物は、好ましくは、3D暗示表面対象物、たとえば平面、球
、円錐、円柱などの組み合わせでモデル化される。たとえば、図42に示す触覚対象物705
は球体である。触覚対象物705の表面は連続的に平滑であり、貫入深さdiおよび触覚力法
線ベクトルFnに対する解は、触覚相互作用点(HIP)に基づくコンパクトな数学的表面関数
から非高額な固定算出コストで得ることができる。より複雑な対象物の場合、ポリゴンベ
ースの触覚レンダリング技術を使用することができる。
【００８７】
　図43は、本発明のポリゴンベースの触覚レンダリングプロセスの態様を示す。ステップ
S702で、たとえばコンピュータ援用設計(CAD)ソフトウェアを使用して、ユーザが対話す
ることができる仮想環境を作り出す。仮想環境は、たとえば、明示的表面モデルを使用し
て生成することができる。一つの態様では、仮想環境は、多数のポリゴン表面対象物を含
む3D仮想(または触覚)対象物を含む。図44に示すように、各表面対象物は、好ましくは三
角形であり、三つの節(または頂点)v0、v1およびv2ならびに法線ベクトルnによって表さ
れる。仮想対象物は、ツール50の物理的直径を補正するために、たとえば仮想対象物の壁
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をツール50の半径だけオフセットすることによって再形成することができる。リアルタイ
ム用途で重要である計算能力を高めるため、ポリゴン面対象物をたとえば再メッシングし
て、所望の空間解像度よりも小さいポリゴンを除く。仮想対象物が閉じた空洞である場合
、CADシステムを使用する仮想対象物の生成は、二つの面、外側対象物面および内側空洞
面を有する仮想対象物を作り出すことによって簡略化することもできる。しかし、内側空
洞面のみを使用すると、有利には、レンダリングに必要な体積およびポリゴン対象物(た
とえば三角形、多角形など)の数を減らすことができる。一つの態様では、レンダリング
プロセスは、HIPが、外側から内側に移動する場合のみHIPが仮想対象物を通過することを
許される、閉じた仮想対象物に対する一方向性進入挙動を支持することができる。
【００８８】
　図43のステップS704で、触覚レンダリングプロセスは、仮想環境中のポリゴン面対象物
のボクセルマップを生成する。ボクセルマップを生成するためには、仮想環境中の仮想対
象物を小さなセル(ボクセル)に空間的に分割して、ポリゴン面対象物の数を減らし、不必
要な衝突検出チェックを回避する。図45に示すように、仮想対象物はni×nj×nkグリッド
にセグメント化される。グリッドは、規則的に離間していることもできるし、解像度が異
なることもできる。各ボクセルは、そのボクセルを占めるまたはそのボクセルと交差する
ポリゴンへのポインタを有する。ポリゴンのセットが得られると、以下のステップによっ
てボクセル参照テーブルを構築する。対象ポリゴンに関するポリゴンデータ(すなわち、
頂点v0、v1およびv2のためのxyz成分)を抽出し、ポリゴンの周囲にバウンディングボック
スを生成し、そのポリゴン特有の識別番号をバウンディングボックス内にあるボクセルに
加え、ボクセルを占有するポリゴンの総数を増す。最後のポリゴンを処理するまでこれら
のステップを繰り返す。図44(ポリ基準フレーム)および図45(ボクセル基準フレーム)に示
すように、式vijk=(int)floor(p/s)(sはボクセルサイズである)を使用して、ポリフレー
ム中の点pをボクセルフレームに変換する。ボクセルおよびポリゴン参照テーブルの例が
図46Aおよび46Bにそれぞれ示されている。
【００８９】
　図43のステップS706で、触覚レンダリングプロセスは、標的点または標的領域へのガイ
ドラインを生成する。ガイドラインは、HIPを特定の場所に誘導する経路またはガイドワ
イヤとして機能する。ガイドラインは、たとえば、物理的ツール50のユーザの動きを誘導
してツール50が重要な解剖学的構造を回避するようにするために有用である。ガイドライ
ンはまた、ユーザが横切ることができない閉じた触覚体積とで有用である。ガイドライン
の具現化は、仮想球体720を示す図47を参照しながら説明する。球体720は、球体720の中
心および半径によって規定されるアクティブゾーンを含む。HIPがアクティブゾーンの外
にある場合、ユーザは、触覚デバイス30を自由に動かすことができる。HIPがアクティブ
ゾーンに入ると、触覚デバイス30は、誘導ラインセグメント722が生成されるアプローチ
モードに入れられる。誘導ラインセグメント722は、たとえば、球体720の表面上の進入点
723から標的点721(たとえば標的点対{pe、pt})まで延びている。通常、球体720の中心は
標的点と符合する(または標的領域内にある)。誘導ラインセグメント722がアクティブ化
されると、HIPは、誘導ラインセグメント723に沿って自由に動くことができる。誘導ライ
ンセグメント722を逸脱するHIPの運動(たとえば、誘導ラインセグメント722に対して垂直
の運動)が、ユーザにフィードバックされる抵抗力となる。HIPが標的点に近づくにつれ、
HIPの現在の場所から標的点までの距離がモニタされる。距離が制限半径よりも小さい場
合、たとえば一方向に拘束された仮想閉込め球体724を具現化することによってHIPの挙動
は制限される。HIPが標的点に近づくにつれ、閉込め球体724の半径が減る。HIPから標的
点までの距離がスイッチ半径(図47でスイッチ球725によって表すもの)よりも小さくなる
と、仮想対象物の触覚レンダリングが始まる。
【００９０】
　図43のステップS708で、触覚レンダリングプロセスが物理的HIP(たとえばツール50の先
端)を仮想空間にマッピングする。たとえば、図40の順運動学プロセス(ブロック2504)が
慣性基準フレームRiに関して物理的HIPのデカルト位置を計算する。図40の座標変換プロ
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セス(ブロック2506)が、図48に示すように、慣性基準フレームRi、ポリフレームRp(ポリ
ゴン仮想対象物に取り付けられた基準フレーム)およびボクセルフレームRv(ボクセルアレ
イに取り付けられた基準フレーム)の間で座標変換を実施する。ひとたび触覚レンダリン
グプロセスがポリフレームRpに対するHIPの位置を決定すると、触覚レンダリングプロセ
スはステップS710に進み、占有されたボクセルおよび隣接ボクセルを見ることによって候
補のポリゴン対象物をサーチする。ステップS712で、触覚レンダリングプロセスは、衝突
をチェックし(たとえば、最後のレンダリングサイクルののちHIPがポリゴン対象物を通過
した)、所望の仮想プロキシ挙動(図49に関連して以下に記す)に基づいて仮想プロキシ点
位置(たとえば仮想対象物の表面沿いのHIPの拘束位置)を決定する。ステップS714で、ツ
ール座標で既定されている所望の剛性および減衰行列を慣性基準フレーム座標に変換する
。ステップS716で、HIPを触覚デバイス30に結合する、仮想ばねおよび減衰力によって規
定される仮想面の所望の硬さに基づいて、触覚デバイス30を介してユーザにフィードバッ
クされる触覚力を計算する。ステップS718で、計算された触覚力が表示され、触覚デバイ
ス30を介してユーザに反映される。
【００９１】
　図49Aおよび49Bに示すように、現在時間tにおけるHIPの場所HIP(t)および直前の時間t-
1におけるHIPの場所HIP(t-1)に基づいて、初期仮想プロキシ点の場所を決定することがで
きる。たとえば、HIPが仮想対象物の外にあるならば、触覚レンダリングプロセスは、仮
想対象物を含むポリゴン面対象物と、位置HIP(t)と位置HIP(t-1)との間に延びるラインセ
グメントLとの間の交点を検出することにより、HIPと仮想対象物の表面との間の初期接触
をチェックする。初期仮想プロキシ点の場所VP(t)は、ラインセグメントLとポリゴン面対
象物との交点として計算される。
【００９２】
　図50は、本発明のポリゴン面対象物に基づく触覚レンダリングアルゴリズム(図40のブ
ロック2508)の態様を詳述するフローチャートを示す。ステップS100で、HIP(t)の位置を
更新し、ポリ基準フレームに変換する。ステップS101で、アルゴリズムは、collisionDet
ectedFlag(t-1)が1の値を有するかどうかを決定する。有さないならば、ステップS103で
、アルゴリズムはHIP(t)をボクセル座標にマッピングする。ステップS105で、アルゴリズ
ムは、HIP(t)がボクセルバウンディングボックスの内側にあるかどうかを決定する。内側
にないならば、衝突は検出されず、アルゴリズムは、触覚力がゼロにセットされるステッ
プS115、collisionDetectedFlag(t)がゼロにセットされるステップS117および時間がt=t+
1に進むステップS119に進む。ステップS105が、HIP(t)がボクセルバウンディングボック
スの内側にあると決定するならば、アルゴリズムはステップS107に進み、HIP(t)のライン
セグメントに沿って候補ポリゴンをボクセル参照テーブルからサーチする。ステップS109
で、アルゴリズムはポリゴン参照テーブルからポリゴン情報を検索する。ステップS111で
、アルゴリズムは、HIP(t)のラインセグメントとポリゴンとの交点を試験し、ステップS1
13で、初期衝突が検出されるかどうかを決定する。衝突が検出されないならば、アルゴリ
ズムは、上記のようなステップS115、S117およびS119に進む。衝突が検出されるならば、
アルゴリズムはステップS132(以下に記載)に進む。
【００９３】
　対照的に、ステップS101で、collisionDetectedFlag(t-1)が1の値を有するならば、ア
ルゴリズムはフローチャートの右側の枝をたどる。ステップS102で、アルゴリズムは、HI
P(t)をボクセル座標にマッピングする。ステップS104で、アルゴリズムは、HIP(t)におけ
る隣接ポリゴンをボクセル参照テーブルからサーチする。ステップS106で、アルゴリズム
はポリゴン情報をポリゴン参照テーブルから検索する。ステップS108で、各隣接ポリゴン
を試験して、それがHIP(t-1)からHIP(t)までのラインセグメントと交わるかどうかを決定
する。ステップS110で、アルゴリズムはこの情報を使用してHIP(t)がポリゴンを出たかど
うかを決定する。ポリゴンを出たならば、HIPはもはや触覚対象物に貫入しておらず、ア
ルゴリズムは上記のようなステップS115、S117およびS119に進む。ステップS110でHIPが
ポリゴンを出ていないと決定するならば、アルゴリズムはステップS112に進み、そこで、
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アルゴリズムはHIP(t)を、ポリゴンの対応する表面法線ベクトルに沿って各隣接ポリゴン
に射影する。射影されたHIP(t)がポリゴン内にあるならば、アルゴリズムはそのポリゴン
をOn-Polygonとしてセットし、交点を記憶する。ポリゴン内にないならば、アルゴリズム
は、ポリゴンの境界線上の、射影されたHIP(t)にもっとも近い点(すべてポリゴンの平面
内にある)を見いだし、その点を記憶する。隣接するポリゴンごとにこのプロセスが繰り
返される。そして、アルゴリズムは、直前の時間サイクルからのアクティブポリゴンAP(t
-1)がステップ22でOn-Polygonであるとセットされたかどうか、また、一つのポリゴンし
か現在のサイクルでOn-Polygonであるとセットされていないかどうかに基づく決定点を有
する。各ケースは以下のように扱われる。
【００９４】
　ステップS114で、アルゴリズムは、直前のアクティブなポリゴン(仮想プロキシ点が接
触していたもの)がまだOn-Polygonであるかどうかを決定する。まだOn-Polygonであるな
らば、ステップS124(ActivePolygonPriority)で、他のポリゴンがOn-Polygonと指定され
ているとしても、このポリゴン面はアクティブポリゴンであるための優先順位を有する。
したがって、AP(t)が維持され、VP(t)がアクティブポリゴン面上のもっとも近い点にセッ
トされる。たとえば、図51Aは、二つの隣接面540および542によって規定される仮想対象
物の凸部を示す。t-1におけるHIPが場所544にあったとき、表面540はOn-Polygonであり、
表面542はOn-Polygonではない。t-1における仮想プロキシ点の場所は場所548にある。HIP
が場所546に移動するならば、面540および542の両方がOn-Polygonであり、場所550および
552はプロキシ点位置の候補である。この状況で、面540がアクティブポリゴンとして選択
され、プロキシ点の場所は場所550で更新される。直前のアクティブポリゴンの優先順位
をこの方法で付与することは、プロキシ点としての場所552の選定を妨げる。プロキシ点
としての位置552の選択は、プロキシ点の場所および結果としてユーザによって感じられ
る触覚相互作用力における不自然なジャンプを生じさせるであろう。
【００９５】
　ステップS114で直前のアクティブなポリゴンがOn-Polygonではないと決定されるならば
、アルゴリズムはステップS116に進んで一つのOn-Polygonが検出されるかどうかを決定す
る。ステップS116で一つのOn-Polygonが検出されないならば、アルゴリズムは、再びステ
ップS120でチェックを行う。ステップS116で一つのOn-Polygonが検出されるならば、アル
ゴリズムはステップS118に進み、凹かど部に関してOn-Polygonを拡張したのち、ステップ
S120で再び一つのOn-Polygonに関してチェックを行う。ステップS120で一つのOn-Polygon
が検出されるならば、アルゴリズムはステップS126(以下に記す)に進む。ステップS120で
一つのOn-Polygonが検出されないならば、アルゴリズムはステップS122に進み、複数のOn
-Polygonが検出されるかどうかを決定する。検出されるならば、アルゴリズムはステップ
S128(以下に記す)に進む。検出されないならば、アルゴリズムはステップS130(以下に記
す)に進む。
【００９６】
　ステップS126(OnPolygonPriority)でAP(t)が新たなOn-Polygonで更新され、VP(t)がア
クティブなポリゴン面上のもっとも近い点にセットされる。たとえば、図51Bに示すよう
に、仮想対象物は二つの隣接面554および556を有する。時間t-1で、HIPは場所558にあり
、プロキシ点は場所562にある。HIPが場所558から場所560に動くときHIPが表面境界線564
を越えるならば、表面556はOn-Polygonになり、場所566は新たなプロキシ点の場所になる
。したがって、新たな一つのOn-Polygonが検出されるならば、その新たな一つのOn-Polyg
onがアクティブなポリゴンになる。
【００９７】
　ステップS128(ContinuousSurfacePriority)で、力ベクトル逸脱基準に基づいてAP(t)を
選択し、VP(t)をアクティブなポリゴン面上のもっとも近い点にセットする。アルゴリズ
ムは、三つの面568、570および572によって規定される仮想対象物の凸部を示す図51Cに示
すように、複数の新たなOn-Polygonを検出する。HIPが場所574から場所578に移動すると
、アルゴリズムは、二つの新たなOn-Polygon面570および572を検出する。したがって、場
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所580および582は、新たな仮想プロキシ点の場所の候補である。この状況で、アルゴリズ
ムは、減衰成分を除いた力ベクトルの可能な候補を計算し、直前の力ベクトル逸脱からの
力ベクトル逸脱を比較する。アルゴリズムは、以下の目的関数を最小限にするため、アク
ティブなポリゴンを決定する。

式中、fsi,tは、HIPの現在場所およびi番目のポリゴン上の仮想プロキシ点の可能な場所
によって規定されるばね力ベクトルを表し、ft-1は、直前の時間に表示された触覚力を表
す。一つの態様では、表面570が新たなアクティブなポリゴンになり、場所580が新たなプ
ロキシ点位置になる。
【００９８】
　ステップS130(MinimumForcePriority)で、AP(t)は最小力基準に基づき、VP(t)はアクテ
ィブなポリゴン面上のもっとも近い点にセットされる。図51Dに示すように、HIPは、On-P
olygonを検出することができない位置にある。図51Dは、三つの面584、586および588によ
って規定される仮想対象物の凹部を示す。HIPが場所590から場所594に動くと、On-Polygo
nである面はない。場所596は、面586および584にもっとも近い点であり、場所598は、面5
88にもっとも近い点である。この状況で、アルゴリズムは、現在のHIPと可能なプロキシ
点の場所との間の距離を計算し、以下の目的関数を最小限にするための仮想プロキシの場
所を決定する。

式中、xi,vpは、i番目のポリゴン上の可能な仮想プロキシ点の位置を表し、ｘhipは、現
在の触覚インタフェース点の位置を表す。この状況で、アルゴリズムは、面584または面5
86のいずれかをそれらの処理順序に依存してOn-Polygonとしてセットし、場所596がプロ
キシ点の場所になる。
【００９９】
　ステップS132(ContactPolygonPriority)で、交差したポリゴンによってAP(t)を更新し
、VP(t)をアクティブなポリゴン面上のもっとも近い点にセットする。触覚インタフェー
ス点が、アルゴリズムが一つのOn-Polygon対象物および複数の凹面を検出する凹かど部に
ある場合、アルゴリズムはOn-Polygon対象物を拡張する。この状況で、アプリケーション
は凹ポリゴン面をOn-Polygonにセットして、連続的な触覚レンダリングが凹かど部で起こ
ることができるようにする。図52Aおよび52Bは、三つの面500、502および504によって表
される凹かど部の一部を示す。触覚インタフェース点が場所506(プロキシ点の場所508と
ともに)から場所510に移動すると、面504が唯一のOn-Polygon対象物になる。On-Polygon
優先順位挙動のせいでアルゴリズムが面504をアクティブなポリゴン面としてセットし、
場所514をプロキシ点の場所として選択してしまう状況を回避するため、アルゴリズムは
二つの凹面500および502をOn-Polygon対象物中に拡張する。結果として、連続面優先順位
挙動にしたがって、場所512がプロキシ点の場所になる。
【０１００】
　ステップS134で、ツール座標中で定数パラメータとして規定された剛性および減衰行列
を慣性座標フレームに変換する。物理的触覚デバイス30が異なる伝達装置、たとえばケー
ブル駆動伝達装置および直結駆動伝達装置を有するならば、物理系は異なる方向で異なる
動的性質を有するため、等方性の空間剛性および減衰ゲインが不安定性を生じさせるおそ
れがある。この理由のため、ツール座標に関して空間剛性および減衰行列を規定すること
ができ、それらを慣性座標フレームに変換する必要がある。アルゴリズムは、現在の回旋
および平行移動行列に基づいて随伴変換行列を計算し、空間剛性および減衰行列を変換す
る。TKSおよびIKSが、それぞれツールフレームおよび慣性フレームで計測された剛性行列
を示すものとする。Adgが、得られる随伴変換行列を以下のように指定するとする。
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【０１０１】
　ベクトルp=(px、py、pz)Tとすると、pは、クロス乗積を行列ベクトル積として表すため
に使用される歪対称行列を示す。

Rは回旋行列であり、pは平行移動ベクトルである。
【０１０２】
　アルゴリズムは慣性フレームにおける剛性行列を計算する。
IKS=Adg

T TKS Adg
【０１０３】
　ステップS136で、アルゴリズムは、触覚インタフェース点の場所および仮想プロキシの
場所に基づき、フックの法則にしたがって、ばね触覚力ベクトルを計算する。
Fsping(t)=

lKS(xvp-xhip)
式中、xvpは、現在の仮想プロキシ点の位置を表し、xhipは、現在の触覚インタフェース
点の位置を表す。
【０１０４】
　ステップS138で、アルゴリズムは、触覚インタフェース点と仮想プロキシ点との間の相
対動に基づいて減衰触覚力ベクトルを計算する。

式中、

は仮想プロキシ点の運動を表し、

は触覚インタフェース点の運動を表し、IKDは慣性フレームにおける空間減衰行列を表す
。
【０１０５】
　ステップS140で、減衰力とばね力との和を所望の力出力として物理的触覚デバイス30に
送る(図43のステップS718)。力フィードバックを出力するために触覚デバイス30のアクチ
ュエータを制御する(図40のブロック2512)前に、力マッピングプロセス(図40のブロック2
510)が所望の力Fdesiredを関節トルクτに変換する。
τ=JTFdesired
式中、JTはヤコビ転置である。そして、コンピューティングシステム20は、触覚デバイス
30のアクチュエータを制御して関節トルクτを出力する。
【０１０６】
　ステップS142で、collisionDetectedFlag(t)=1である。ステップS144で、時間がｔ=ｔ+
1に進む。触覚デバイス駆動装置(たとえばモータ)と位置出力(たとえばジョイント)との
間に、コンプライアンス、バックラッシュ、ヒステリシスまたは非線形性を有する伝達装
置があるかもしれない場合には、伝達装置の駆動端および負荷端の両方に位置センサを含
めることが有利である。負荷端のセンサは、実際値をもっとも正確に反映するものである
ため、すべてのジョイントおよび終点位置を計算するために使用される。駆動端センサは
、任意の減衰計算、たとえば上記Fdampingにおいて速度を計算するために使用され、それ
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が、伝達ダイナミクスの励起を回避する。
【０１０７】
　一つの態様によると、触覚デバイス30の所望の力フィードバック(または出力ねじれ)は
、触覚デバイス30の部分(たとえばツール50)と、解剖学的構造の表現と対応する仮想(ま
たは触覚)境界との近接に基づいて決定される。したがって、ツール50が触覚境界から十
分な距離のところに配置されているならば、コントローラは触覚力を命令せず、ユーザは
、ツール50を、まるで空間を探索しているかのように自由に動かすことができる。しかし
、ツール50が触覚境界に接近または接触すると、コントローラはモータにトルクを命令し
てインタフェース37を介してユーザの手に適切なねじれを加える。好ましくは、力フィー
ドバックの大きさは、ツール50が仮想境界に接近するにつれて増大し、揺動または望まれ
ない振動を誘発する不連続なステップを提示しない。たとえば、ツール50が触覚境界に接
近すると、触覚デバイス30は、ユーザインタフェース37の移動方向とは反対の方向に力を
加えて、ユーザが、ツール50の動きを減速および／または停止させる反発または反作用力
を知覚するようにすることができる。一つの態様では、ツール50が触覚境界に向けて移動
し続けるときの力の増大率は、たとえば5N/mm～50N/mmの範囲であることができる。もう
一つの態様では、力の増大率は約20N/mmであることができる。このようにして、ユーザは
、触覚境界に深く貫入しすぎないように拘束を受ける。ツール50が触覚境界と接触すると
、力は、ツール50が物理的物体、たとえば壁と衝突したかのような感じをユーザが受ける
ような力になることができる。力の大きさは、ユーザが、触覚境界に貫入することを防ぐ
ことができる(たとえば、約100N以上の大きさ)が、好ましくは、望むならばユーザが触覚
境界を越えることもできるようにセットされる(たとえば約20N～約60Nの範囲の大きさ)。
したがって、コンピューティングシステム20は、ユーザが力フィードバックに打ち勝ち、
触覚デバイス30を所望の場所に動かすことができるようにプログラムすることもできる。
このようにして、触覚デバイス30は、ユーザが触覚境界を過って侵犯しないように拘束す
るが、ユーザは、触覚デバイス30に打ち勝つオプションをも有し、したがって、外科的処
置に対して完全な制御を保持する。
【０１０８】
　一つの態様で、外科システム10は、触覚対象物の力フィードバック機能を特定のユーザ
のためにカスタマイズするための触覚チューニング機構を含む。各ユーザが特有の外科的
技術を有するため、このような機構は有利である。したがって、ツール50を移動させる際
、異なるユーザが異なる量の力を使用することができる。たとえば、軽いタッチでツール
50を移動させるユーザは、より重いタッチで操作するユーザよりも早く触覚フィードバッ
クを感知するかもしれない。触覚チューニング機構は、重いタッチのユーザが触覚フィー
ドバックを十分に感知するために自分の外科的技術を変えることを要求するのではなく、
力フィードバック機能を各特定のユーザに合わせて調節することを可能にする。力フィー
ドバック機能を調節(またはチューニング)することにより、ユーザは、ツール50を自分の
好みの力加減で操作し、なおも、触覚デバイス30によって加えられる触覚フィードバック
を十分に知覚することができる。その結果、ツールを触覚境界内に維持するユーザの能力
が改善される。たとえば、図11Aに示すように、力フィードバック曲線は、力Fを距離dに
関連させる関数F(d)を含む。関数F(d)は、たとえば、触覚対象物、カップリング剛性また
は剛性関数から得ることもできるし、それらの積であることもできる。一つの態様では、
Fiが、ユーザ(またはユーザの群)にとって典型的な触覚相互作用力であり、diが、貫入深
さまたは距離(たとえば触覚対象物へのツール50の貫入)である(Fi=F(di)が真である場合)
。図11Bに示すように、関数F(d)の左へのたとえばdi分のシフトまたはオフセットは、ツ
ールが触覚境界に接近する際に力Fをより早期に適用させる(すなわち、ゼロの貫入距離で
はなく-diの貫入距離で開始する)力フィードバック関数F(d+di)を生じさせる。同様に、
関数F(d)の右へのシフトまたはオフセットは、ツールが触覚境界に近づく際に力Fをより
遅く適用させる。したがって、力のある外科的技術を有するユーザの場合、関数F(d)を左
にオフセットさせて、ユーザが過って触覚境界の中に深く押し入れすぎることを防ぐこと
が有利である。したがって、触覚チューニングは、触覚デバイス30を所望の値だけ制御す
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るように力フィードバック曲線をオフセットすることによって達成することができる。触
覚チューニングはまた、触覚対象物のサイズを変えることによって達成することもできる
。たとえば、反発性触覚対象物120a(図11Cに示す)のサイズを増すと、触覚対象物120b(図
11Dに示す)を得ることができる。同様に、触覚デバイス30に結合された外科ツールの表現
のサイズを変えることもできる。たとえば、触覚対象物122と相互作用する仮想ツール124
a(図11Eに示す)の先端の半径のサイズを増すと、仮想ツール124b(図11Fに示す)を得るこ
とができる。容器として作用する触覚対象物の場合、チューニングは、たとえば、触覚対
象物のサイズを減らすことによって達成することができる。
【０１０９】
　各ユーザが力フィードバック機能をチューニングすることを可能にするため、コンピュ
ーティングシステム20は、好ましくは、表示デバイス23上に表示することができるグラフ
ィカル選択インタフェースを可能にするためのプログラミングを含む。たとえば、図11G
および11Hにそれぞれ示すように、グラフィカル選択インタフェースは、ユーザがチュー
ニング値をたとえば0.0～1.0にセットすることを可能にするグラフィカルインタフェース
217aおよび／またはユーザがたとえば「軽」、「中」または「重」のタッチのためのチュ
ーニングを選択することを可能にするグラフィカルインタフェース217bであってもよい。
コンピューティングシステム20はまた、チューニング設定の所望の値を記憶し、その所望
の値を特定のユーザ(たとえばユーザ好みデータファイルに関連させたユーザIDを使用す
る)と対応させて、そのユーザが外科システム10の使用のたびにチューニング設定を選択
する必要がないようにプログラムすることもできる。
【０１１０】
　触覚デバイス30は、好ましくは、種々の動作モードで作動するように構成されている。
たとえば、触覚デバイス30は、入力モード、ホールドモード、安全モード、フリーモード
、アプローチモード、触覚(またはバーリング)モードおよび／または他適当な任意のモー
ドで作動するようにプログラムすることができる。動作モードは、ユーザが手作業で(た
とえば表示デバイス23上にグラフィカルに表現された選択ボタンまたは触覚デバイス30お
よび／またはコンピューティングシステム20上に位置するモードスイッチを使用して)選
択することもできるし、コントローラまたはソフトウェアプロセスによって自動的に選択
することもできる。入力モードでは、触覚デバイス30は、情報を外科システム10に入力す
るための入力デバイスとしての使用が可能になる。触覚デバイス30が入力モードにあると
き、ユーザは、たとえば、エンドエフェクタ35に関連して先に記したように、および／ま
たは、参照により本明細書に組み入れられる米国特許出願第10/384,078号(公開番号US200
4/0034282)に記載されているように、触覚デバイス30をジョイスティックまたは他の入力
デバイスとして作動させることができる。情報を外科システム10に入力する他の方法は、
たとえば、リスト36を動かすこと、アーム33のジョイントを動かすことおよび／またはア
ーム33(またはその部分)を動かすことを含む。たとえば、アーム33を対象物(たとえば追
跡対象物)に向けて動かすことが第一の入力を構成することができる。同様に、アーム33
を対象物に向けて動かし、リスト36をねじることが第二の入力を構成することができる。
したがって、外科システム10は、たとえば、追跡対象物に対する触覚デバイス30のポーズ
、触覚デバイス30の部分(たとえばリスト36)の動きまたはポーズと動きとの組み合わせに
基づいてユーザ入力を特定または識別することができる。ホールドモードでは、触覚デバ
イス30のアーム33を特定のポーズにロックすることができる。たとえば、アーム33は、ブ
レーキ、サーボ制御技術および／またはアーム33を安定させるための他任意の適切なハー
ドウェアおよび／またはソフトウェアを使用してロックすることができる。ユーザは、た
とえば、骨切削のような行為中、休憩を取る、同僚と相談する、外科的処置部位の清浄お
よび潅流を可能にするなどのために、触覚デバイス30をホールドモードに入れることを望
むかもしれない。安全モードでは、触覚デバイス30に結合されたツール50を、たとえばツ
ール50へのパワーを断つことによって動作不能にすることもできる。一つの態様では、触
覚デバイス30のアーム33が所定位置にロックされたときツール50が動作不能になるよう、
安全モードおよびホールドモードを同時に実行することもできる。



(51) JP 2008-538184 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

【０１１１】
　フリーモードでは、触覚デバイス30のエンドエフェクタ35は、触覚デバイス30の作業空
間の中で自由に動くことができる。ツール50へのパワーは好ましくは非アクティブ化され
、触覚デバイス30は、ユーザにとって重さがないように感じられるように適合させること
ができる。重さのない感じは、たとえば、アーム33のセグメント33a、33bおよび33cに作
用する重力荷重を計算し、その重力荷重を相殺するように触覚デバイス30のモータを制御
することによって達成することができる。その結果、ユーザは、アームの重さを支持する
必要がない。触覚デバイス30は、たとえば、ユーザがツール50を患者の解剖学的構造の外
科的処置部位に向ける用意ができるまで、フリーモードに入れておくことができる。
【０１１２】
　アプローチモードでは、触覚デバイス30は、重要な構造および解剖学的構造を回避しな
がらもツール50を標的対象物、たとえば外科的処置部位、患者の解剖学的構造の対象形体
および／または患者に位置合わせされた触覚対象物に誘導するように構成される。たとえ
ば、一つの態様で、アプローチモードは、参照により本明細書に組み入れられる米国特許
出願第10/384,194号(公開番号US2004/0034283)に記載されているような、ツール50の対話
式触覚位置決めを可能にする。もう一つの態様では、触覚レンダリングアプリケーション
は、ツール50が、血管、腱、神経、軟組織、骨、既存のインプラントなどのような傷つき
やすい形体を回避しながら標的対象物に向けて動くように拘束するアプローチ体積(また
は境界)を規定する触覚対象物を含むことができる。たとえば、図1に示すように、アプロ
ーチ体積は、実質的に円錐形であり、大きな直径から小さな直径まで標的対象物(たとえ
ば脛骨Tの近位端または大腿骨Fの遠位端)の方向に先細りする触覚対象物300を含むことが
できる。動作中、ユーザは、アプローチ体積の境界内でツール50を自由に動かすことがで
きる。しかし、ユーザがツール50をアプローチ体積の中で動かすと、先細りする漏斗形が
ツール動を拘束してツール50がアプローチ体積の境界に貫入しないようにする。このよう
にして、ツール50は外科的処置部位に直接誘導される。もう一つの態様では、図9に示す
ように、触覚レンダリングアプリケーションが、第一の位置から第二の位置までの経路を
表す仮想対象物を生成する。たとえば、仮想対象物は、第一の位置(たとえば物理的空間
中のツール50の位置)から、解剖学的構造の標的領域を含む第二の位置(たとえば触覚対象
物206のような標的対象物)までの経路を規定する仮想ガイドワイヤ(たとえばライン)であ
る触覚対象物310を含むことができる。アプローチモードでは、仮想対象物がアクティブ
化されて、触覚デバイス30の部分(たとえばツール50)の動きが、触覚対象物310によって
規定される経路に沿って拘束されるようになる。外科システム10は、ツール50が第二の位
置に達した際に仮想対象物を非アクティブ化し、標的対象物(たとえば触覚対象物206)を
アクティブ化する。ツール50は、触覚対象物206がアクティブ化されたとき自動的に触覚(
またはバーリング)モードに入れられることもできる。好ましい態様では、仮想対象物を
非アクティブ化してツール50を経路から逸脱させることもできる。したがって、ユーザは
、触覚対象物310と対応する触覚誘導を無視してガイドワイヤ経路から逸脱させ、仮想ガ
イドワイヤが生成されるときには考慮することができない追跡されない対象物(たとえば
開創器、ランプなど)の周囲でツール50を移動させることができる。したがって、アプロ
ーチモードは、ユーザが重要な構造および生体構造を避けながらも速やかにツール50を標
的対象物に到達させることを可能にする。アプローチモードでは、たとえばユーザがツー
ルを切開部に挿入している、または関節中の軟組織をナビゲートしているときツールが過
って励起されないよう、ツール50への動力は好ましくは非アクティブ化される。アプロー
チモードは一般に触覚モードに先行する。
【０１１３】
　触覚(またはバーリング)モードでは、触覚デバイス30は、骨調製のような外科的行為中
にユーザに触覚誘導を提供するように構成されている。一つの態様では、図9に示すよう
に、触覚レンダリングアプリケーションは、脛骨T上の切削体積を規定する触覚対象物206
を含むことができる。触覚対象物206は、脛骨構成部74(図10Bに示す)の面74aの形に実質
的に一致する形を有することができる。または、触覚対象物206は、脛骨構成部74の面74a
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の形よりもわずかに大きい形を有することもできる。触覚対象物206をインプラントより
も大きく作る一つの利点は、触覚対象物206によって規定される切削体積が、インプラン
トおよびインプラントと骨との間に配置されてインプラントを骨に留めるセメントマント
ルを収容するのに十分な大きさであることである。インプラントのサイズを逸脱するサイ
ズを有する触覚対象物はまた、図11A～11Fに関連して先に記載した触覚チューニング機構
の具現化を可能にする。触覚デバイス30は、たとえばツール50の先端が対象の形体に関連
する既定の点に接近したとき、自動的に触覚モードに入ることができる。触覚モードでは
、触覚対象物206はまた、参照により本明細書に組み入れられる米国特許出願第10/384,19
4号(公開番号US2004/0034283)に記載されているように、複雑な形または強い湾曲を有す
る形を彫刻するとき触覚デバイス30の性能を改善するために動的に改変させる(たとえば
触覚面の部分を動作可能または動作不能にすることによって)こともできる。触覚モード
では、ツール50へのパワーはアクティブ化され、ツール50の先端は、正確な骨切除を可能
にするために切削体積の中にとどまるように拘束される。
【０１１４】
　触覚デバイス30は、適当な任意の触覚制御スキーム、たとえばアドミタンス制御、イン
ピーダンス制御またはハイブリッド制御を使用することができる。アドミタンス制御モー
ドでは、触覚デバイス30は、力入力を受け、位置(または運動)出力を出す。たとえば、触
覚デバイス30は、触覚デバイス30上の特定の場所(たとえばユーザインタフェース37)にお
けるねじれを計測または感知し、触覚デバイス30の位置を変更するように作用する。イン
ピーダンス制御モードでは、触覚デバイス30は、位置(または運動)入力を受け、ねじれ出
力を出す。たとえば、触覚デバイス30は、ツール50の位置(すなわち、位置、向き、速度
および／または加速度)を計測、感知および／または算出し、適切な対応するねじれを適
用する。ハイブリッド制御モードでは、触覚デバイス30は、アドミタンスおよびインピー
ダンスの両制御を使用する。たとえば、触覚デバイス30の作業空間は、アドミタンス制御
が使用される第一のサブ空間と、インピーダンス制御が使用される第二のサブ空間とに分
割することができる。好ましい態様では、触覚デバイス30はインピーダンス制御モードで
作動する。
【０１１５】
　外科的処置中、コンピューティングシステム20は、処置を通してユーザを誘導する。た
とえば、コンピューティングシステム20は、処置を通して触覚デバイス30を操作するユー
ザを誘導するように構成された表示を作り出すようにプログラムすることができる。表示
は、たとえば、指定の処置ステップに対応する既定のページおよび／またはイメージを含
む、表示デバイス23上に示された画面を含むことができる。表示はまた、一つまたは複数
のタスクを実施するようユーザを促すこともできる。たとえば、表示は、ユーザに対し、
解剖学的構造の表現上で解剖学的ランドマークを選択するよう指示することもできる(図1
3のステップS3およびS4に関連して以下に論じる)。一つの態様では、図12に示すように、
画面は、処置の現在ステップに関連するイメージを表示するためのナビゲーションペイン
600、追跡対象物を互いに対して示すための追跡対象物ペイン602、処置の現在ステップに
関連する情報、たとえば計測データ、エラーデータ、状態情報、選択ボタンなどを表示す
るための情報ペイン604および処置中の後続ステップに進んだり、前のステップに戻った
りするためのペイン606を含むことができる。
【０１１６】
　外科的処置と対応する表示または画面は、処置に関する視覚的情報をユーザに通信する
ように構成することができる。たとえば、図12に示すように、ナビゲーションペイン600
は、解剖学的構造の表現(たとえば骨のイメージまたは表現)および外科ツール50の表現61
6を生成し、表示することができる。骨調製プロセスの場合、外科システム10は、ユーザ
が触覚デバイス30を操作するにつれ、骨から除去される物質の部分の表現612を生成し、
除去される物質の部分の表現612を骨の表現に重ね合わせ、除去される物質の部分の表現6
12を、ツール50によって実際に除去された物質の部分の表現614で更新することにより、
インプラントを受けるように骨を調製するステップを容易にすることができる。ユーザを
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さらに支援するため、外科システム10は、骨およびツール50が動くとき、骨の表現および
ツール50の表現616を更新することができる。一つの態様で、除去される物質の部分の表
現612は、骨と対応する(またはそれに位置合わせされた)仮想対象物の部分に対応する。
したがって、仮想対象物は、解剖学的構造から除去される物質の部分を表す。たとえば、
仮想対象物は、解剖学的構造に装着されるインプラントの表面の形に実質的に一致する形
を有することができる(たとえばセメントレスインプラント用途の場合)。セメント合着イ
ンプラント用途の場合、仮想対象物は、インプラントと骨との間にセメントマントルのた
めの余地を残すため、インプラントの形よりも大きい形を有することができる。上記の骨
調製ステップは、たとえば、第一の骨(たとえば脛骨T)に対して実施したのち、第二の骨(
たとえば大腿骨F)に対して繰り返すことができる。
【０１１７】
　一つの態様では、除去される骨の部分は、たとえば、周囲の骨の色とは異なる色を使用
して示すことができる。たとえば、除去される骨の部分を緑に色付けし、周囲の骨を白く
色付けすることができる。ユーザがツール50で骨を除去するにつれ、コンピューティング
システム20は、ナビゲーションペイン600のイメージを、ツール50が所望の切削深さに達
した際に色が緑から白に変化するように更新する。同様に、ツール50が所望の切削深さを
超えて切削するならば、色は白から赤に変化する。このように、外科システム10は、除去
される物質の部分の表現を第一の色で生成し、所望の量の物質が除去されたとき、触覚デ
バイス30によって除去された物質の表現を第二の色で生成する。触覚デバイスによって除
去された物質が所望の量の物質を超えるならば、外科システム10は、除去された物質の表
現を第三の色で生成する。好ましい態様では、触覚対象物は、除去される骨の部分に対応
する第一の部分、周囲の骨に対応する第二の部分および既定の切削体積の外にある切削深
さに対応する第三の部分を有する体積要素(すなわちボクセル)のアレイを含む。第一の部
分のボクセルは第一の色(たとえば緑)であることができ、第二の部分のボクセルは第二の
色(たとえば白)であることができ、第三の部分のボクセルは第三の色で(たとえば赤)ある
ことができる。ツール50がボクセルに重なると、そのボクセルはクリアされて、それによ
り、隣接する下にあるボクセルが露呈する。したがって、ユーザがツール50で深く切削し
すぎるならば、緑および／または白のボクセルがクリアされて下にある赤のボクセルが露
呈することになる。もう一つの態様では、外科システム10は、たとえば、参照により本明
細書に組み入れられる米国特許出願第10/621,119号(公開番号US2004/0106916)に記載され
ているように、ツール50の先端と、患者と位置合わせされた触覚対象物の表面との間の距
離の視覚的指示を提供することができる。ナビゲーションペイン600はまた、たとえば、
ツール50の現在位置の表現、ツール50の所望の軌道、インプラントの表現などを含むこと
ができる。
【０１１８】
　コンピューティングシステム20は、ユーザと視覚的に通信することに加えて、可聴信号
を発する(たとえば音響装置を介して)ようにプログラムすることもできる。たとえば、一
つの態様では、コンピューティングシステム20は、ツール50の切削深さが浅すぎる、ほぼ
正しいまたは深すぎることを示す音(たとえばビープ音)を発することもできる。もう一つ
の態様では、外科システム10は、たとえば、参照により本明細書に組み入れられる米国特
許出願第10/621,119号(公開番号US2004/0106916)に記載されているように、ツール50の先
端と患者と位置合わせされた触覚対象物の表面との間の距離の可聴指示を提供することも
できる。コンピューティングシステム20はまた、触覚デバイス30を制御して感触フィード
バック、たとえばツール50が所望の切削深さに達したまたはそれを超えたことを示す振動
をユーザに提供するようにプログラムすることもできる。コンピューティングシステム20
のソフトウェアはまた、特定のタスクを実施する、たとえば診断イメージデータセットの
イメージをセグメント化する、機械軸を規定するために患者の解剖学的構造上の点を選択
する、骨の表面上の点に位置合わせプローブでタッチする(または「ペイント」する)、デ
ータ(たとえばインプラントサイズ、バーサイズなど)を入力するなどを実行するよう自動
的にユーザを促すプログラムまたはプロセスを含むことができる。
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【０１１９】
　図13は、膝単顆置換の外科プラニングおよびナビゲーションのために外科システム10を
使用するプロセスの態様を示す。図13のプロセスは、例示としてのみ意図したものである
。他の態様では、特定の外科用途に適した任意の方法でプロセスのステップの順序を再編
成してもよい。さらには、他の態様は、図13に示すステップの全部、いくつかまたは部分
のみを含むことができ、図13のステップのいずれかを既存および／または後に開発される
外科的方法と組み合わせることもできる。図13のプロセスで詳述された膝単顆置換処置は
膝の内側に対するものである。しかし、同じプロセスを膝の外側に使用することもできる
。そのうえ、例示する単顆処置は例を示すに過ぎない。外科システム10はまた、インプラ
ントの設置を伴う膝全置換処置または他の関節置換処置を実施するために使用することも
できる。インプラントは、任意のインプラントまたは補てつ具、たとえば膝全インプラン
ト、膝単顆インプラント、モジュラー膝インプラント、他の関節、たとえば股関節、肩、
肘、手首、足首および脊椎のためのインプラントおよび／または他任意の整形外科および
／または筋骨格インプラント、たとえば従来材料のインプラントおよびより新規なインプ
ラント、たとえばオルトバイオロジックス、薬物送達インプラントおよび細胞送達インプ
ラントを含むことができる。一つの態様では、インプラントは、全体が参照により本明細
書に組み入れられる2005年12月30日に出願された米国特許出願第11/312,741号に記載され
ているようなモジュラー膝インプラントである。
【０１２０】
　図13の態様では、ステップS1～S4は術前に実施され、ステップS5からS14は術中に実施
される。ステップS1で、患者情報またはデータを外科システム10に入力することができる
。ステップS2で、術前診断イメージ(たとえばCTデータファイル)を外科システムにロード
し、セグメント化する。ステップS3で、大腿骨ランドマークを選択する。ステップS4で、
脛骨ランドマークを選択する。ステップS5で、ホーミングプロセスを触覚デバイス30に対
して実施して触覚デバイス30のアーム33中の位置センサを初期化する。ステップS6で、位
置合わせプローブの較正を検証する。ステップS7で、解剖学的構造トラッカ43aおよび43b
を患者に取り付ける。ステップS8で、患者解剖学的構造を位置合わせする。ステップS9で
、触覚デバイス30を較正する。ステップS10で、脛骨インプラント(たとえば図16Bに示す
脛骨構成部74)の初期配置をプラニングする。初期配置の深さは、脛骨プラトー軟骨の表
面上で選択される点によって誘導し、ステップ8で計算された位置合わせを使用して表示
デバイス23上のプラニング画面に移すことができる。ステップS11で、脛骨Tを調製または
彫刻する。ステップS12で、脛骨トライアルインプラントを脛骨Tの調製面に装着する。ス
テップ13で、たとえば、脚の種々の屈曲における脛骨トライアルインプラントの位置に関
連する点を使用して、大腿骨インプラント(たとえば図16Aに示す大腿骨構成部72)の初期
配置をプラニングする。ステップS14で、大腿骨Fを調製または彫刻する。ステップS15で
、大腿骨トライアルインプラントを大腿骨Fの調製面に装着する。大腿骨構成部72および
脛骨構成部74を設置する前に、ユーザが大腿骨および脛骨トライアルインプラントの装着
を評価し、任意の所望の調節を加える(たとえばインプラントプラニングおよび／または
骨彫刻を繰り返す)トライアル整復プロセスを実施する。
【０１２１】
　ステップS1で、患者情報を外科システム10に入力することができる。たとえば、外科シ
ステム10は、患者に関する情報を要求する画面を表示デバイス23上に表示することができ
る。患者情報は、任意の該当する患者データ、たとえば氏名、生年月日、身分証明番号、
性別、身長および体重を含むことができる。患者情報はまた、実施される処置に関する情
報、たとえて適切な脚(たとえば左または右)を指定する情報、置換される関節の部分(内
側、外側、全)を指定する情報および患者の解剖学的構造の術前診断イメージデータファ
イル(たとえばCTデータファイル)を選択する情報を含むこともできる。患者情報は、任意
の公知の方法で外科システム10に入力することができる。たとえば、ユーザが患者情報を
直接入力することもできるし、病院ネットワークまたは電子記憶媒体から患者情報を外科
システム10にダウンロードすることもできる。好ましくは、患者情報は、患者の解剖学的
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構造がイメージングされたときに記録され、イメージデータファイル(たとえばCTデータ
ファイル)にセーブされ、以下のステップS2でイメージデータファイルとともに外科シス
テム10にロードされる。コンピューティングシステム20はまた、ユーザに関連する情報(
たとえば氏名、身分証明番号、PIN番号など)、外科的処置施設および／または本人確認、
セキュリティもしくは記録管理目的に有用な他任意の情報を要求することもできる。患者
データとともにユーザ情報をイメージデータファイルに含めることもできる。防護手段と
して、コンピューティングシステム20は、外科システム10に入力された患者情報を検証す
るよう外科医(または他の有資格医療専門家)を促す検証機構を含むことができる。
【０１２２】
　ステップS2で、術前診断イメージ(たとえば、上肢のイメージ、膝のイメージおよび下
肢のイメージ)を含むイメージデータファイルを外科システム10にロードすることにより
、解剖学的構造の表現を生成する。診断イメージが解剖学的構造の表現を構成する。イメ
ージをセグメント化することによって解剖学的構造のさらなる表現を作り出すこともでき
る。たとえば、外科システム10は、大腿骨Fのセグメント化プロセスを通してユーザを誘
導するための画面81a(図15に示す)および脛骨Tのセグメント化プロセスを通してユーザを
誘導するための画面81b(図16に示す)を表示することができる。図15および16に示すよう
に、術前診断イメージは、対象の解剖学的構造に及ぶセグメントまたはスライスに分割さ
れる。セグメント化データは、外科システム10により、患者の解剖学的構造の表現、たと
えば第一の骨の表現および第二の骨の表現を生成するために使用される。第一および第二
の骨は、大腿骨Fおよび脛骨T(またはその逆)であることができる。一つの態様では、セグ
メント化によって作り出された対象物境界(たとえば骨または軟骨面における)に基づいて
、解剖学的構造を表す三次元コンピュータモデルが生成される。セグメントまたはスライ
スの数が多くなればなるほど、モデルの精度は高くなる。一つの態様では、対象の解剖学
的構造の部分で取られるスライスの数は30スライスである。もう一つの態様では、取られ
るスライスの数は20スライス～100スライスの範囲であることができる。セグメント化プ
ロセスは、適当な任意のセグメント化法、たとえばテキスチャベースのセグメント化、し
きいベースの対話式セグメント化、領域ベースの対象物セグメント化および／またはポリ
ゴンベースのマニュアルトレーシングを使用することができる。一つの態様では、「ライ
ブワイヤ」として知られる「エッジメジャー」ベースの対話式セグメント化が使用される
。
【０１２３】
　ステップS3およびS4で、ユーザが、第一の骨の表現および第二の骨の表現上にランドマ
ークを指定する。たとえば、ステップS3で、ユーザは、大腿骨Fのイメージ上に大腿骨ラ
ンドマークを指定することができる。大腿骨ランドマークは、外科システム10により、患
者の物理的解剖学的構造をその解剖学的構造の表現(たとえば診断イメージ、セグメント
化から作り出したモデル、解剖学的モデルなど)と対応(または位置合わせ)させるために
使用される。図17～19に示すように、外科システム10は、大腿骨ランドマークを指定する
際にユーザを誘導するための画面それぞれ82a、82bおよび82cを作り出す。たとえば、外
科システム10は、股関節中心(図17)、内側上顆(図18)および外側上顆(図19)を指定するよ
うユーザに指示することができる。一つの態様では、ユーザは、表示イメージ上でマウス
またはタッチスクリーンを使用して大腿骨ランドマークを選択することができる。もう一
つの態様では、コンピュータを、たとえば診断イメージ中の示差的特徴を見つけるように
設計されたアルゴリズムを使用してイメージ上の大腿骨ランドマークの場所を決定するよ
うにプログラムすることもできる。
【０１２４】
　同様に、ステップS4で、ユーザは、脛骨Tのイメージ上で脛骨ランドマークを指定する
ことができる。脛骨ランドマークは、外科システム10により、患者の物理的解剖学的構造
をその解剖学的構造の表現(たとえば診断イメージ、セグメント化から作り出したモデル
、解剖学的モデルなど)と対応(または位置合わせ)させるために使用される。図20～23に
示すように、外科システム10は、脛骨ランドマークを指定する際にユーザを誘導するため
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の画面それぞれ83a、83b、83cおよび83dを作り出す。たとえば、外科システム10は、内果
(図20)、外果(図21)、回旋ランドマーク(図22)および膝中心(図23)を指定するようユーザ
に指示することができる。図22に示すように、回旋ランドマークは、たとえば、画面83c
中の解剖学的構造の横断ビューの前方部および後方部に対して平行になるようユーザが調
節する交軸183であってもよい。回旋ランドマークは、外科システム10が、診断イメージ
において脚Lの任意の回旋を考慮に入れ(たとえば、脚Lが、的確な前後方向のアライメン
トではなく、側方に寄りかかる状態でCTスキャンが撮られたならば)、前後の部分が整列
するように横断ビューを調節することを可能にする(たとえば図35のフレーム806に示すと
おり)。一つの態様では、ユーザは、表示イメージ上でマウスまたはタッチスクリーンを
使用して脛骨ランドマークを選択することができる。もう一つの態様では、コンピュータ
を、たとえば診断イメージ中の示差的特徴を見つけるように設計されたアルゴリズムを使
用して脛骨ランドマークを決定するようにプログラムすることもできる。
【０１２５】
　ステップS5で、ホーミングプロセスが触覚デバイス30の位置センサ(たとえばエンコー
ダ)を初期化してアーム33の初期ポーズを決定する。ホーミングは、たとえば、各ジョイ
ントエンコーダがそのエンコーダ上のインデックスマークが読み取られるまで回転するよ
うにアーム33を操作することによって達成することができる。インデックスマークは、ジ
ョイントの既知の絶対位置に相関するエンコーダ上の絶対的基準である。したがって、ひ
とたびインデックスマークが読み取られると、触覚デバイス30の制御システムは、ジョイ
ントが絶対的位置にあることを知る。アーム33が動き続けると、エンコーダの絶対位置お
よびその後の変位に基づいてジョイントの後続位置を算出することができる。外科システ
ム10は、ユーザがアーム33を配置すべき位置に関する指示を提供することにより、ホーミ
ングプロセスを通してユーザを誘導することができる。指示は、たとえば、アーム33を移
動させるべき位置を示す、表示デバイス23上に表示されたイメージを含むことができる。
【０１２６】
　ステップS6で、器具(たとえば器具150のような位置合わせプローブ)をチェックしてそ
の器具が較正されていることを検証する。たとえば、ステップS6は、位置合わせプローブ
が正しい物理的解剖学的構造を有していることを検証するために使用することができる。
器具トラッカ49に関連して先に論じたように、器具トラッカ49を含むプローブの較正は、
プローブの先端をエンドエフェクタトラッカ47のくぼみ47aに挿入し、先端を所定位置に
保持し、器具トラッカ49およびエンドエフェクタトラッカ47を検出デバイス41で検出する
ことによって達成することができる。検出デバイス41がポーズデータを取得し、外科シス
テム10がトラッカ49と47との間の実際の幾何学的関係をトラッカ49と47との間の予想され
た幾何学的関係と比較する。実際の幾何学的関係と予想された幾何学的関係との間の逸脱
が、プローブの一つまたは複数の物理的パラメータが較正を逸していることを示す。図24
に示すように、検証プロセス中、外科システム10は、プローブ、器具トラッカ49およびエ
ンドエフェクタトラッカ47のグラフィカル表現を示す画面84を表示デバイス23上に表示す
ることができる。
【０１２７】
　ステップS7の前に、患者が手術室に到着する。図1に示すように、患者(脚Lだけを示す)
は手術台102に位置決めされ、触覚デバイス30が、患者に対し、処置に有用な様々なポー
ズを達成することができるように位置決めされる。適切なレベルの無菌性を達成するため
、触覚デバイス30を適当な任意の方法で滅菌してもよい。たとえば、エンドエフェクタ35
およびツール50は、従来の滅菌法を使用して滅菌することができ、触覚デバイス30の他の
部分は、滅菌することもできるし、無菌カバーまたはドレープで覆うこともできる。一つ
の態様では、触覚デバイス30のアーム33およびベース32は無菌プラスチックラップで覆わ
れ、プラットフォーム39は無菌ドレープで覆われる。
【０１２８】
　患者の脚Lを持ち上げ、脚Lを様々な角度に曲げることができるよう、脚Lを、様々な位
置に動かすことができるレッグホルダ(または支持デバイス)で支持または保定することも
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できる。一つの態様では、レッグホルダは、手で調節可能なレッグホルダ62である。図14
Aに示すように、レッグホルダ62は、ベース64に滑動可能に配置され、ヒンジ62cで接続さ
れた第一の部分62aおよび第二の部分62bを含む。ベース64は、第一および第二の部分62a
および62bを所定位置に固定するためのロック機構(図示せず)を含む。脚Lは、適当な任意
の方法で、たとえば一つまたは複数のストラップ63を使用してレッグホルダ62に留めるこ
とができる。脚Lの骨のポーズを追跡する(たとえば、解剖学的構造トラッカ43aおよび43b
または機械的追跡システム240を用いて)ことに代わりに、またはそれに加えて、レッグホ
ルダ62のポーズを追跡することもできる(たとえば、上記のように位置センサ、非機械的
追跡システムまたは機械的追跡システムを用いて)。レッグホルダ62だけを追跡するのな
らば、脚Lは、脚Lとホルダ62との間の相対動を防ぐのに十分に固くレッグホルダ62に留め
られる(たとえばストラップ63によって)べきである。動作中、脚Lを動かすには、ユーザ
が脚L(またはレッグホルダ62)を操作して第一および第二の部分62aおよび62bがベース64
に沿って滑動し、ヒンジ62cを中心に屈曲するようにする。ヒンジ62cを中心とする屈曲が
レッグホルダ62の角度αを増減させる。レッグホルダ62は、好ましくは、角度αを約0°
～約180°に調節することができるように構成されている。その結果、脚Lは、完全に伸ば
した位置と完全に曲げた位置との間で動かすことができる。脚Lが動くと、患者の膝の側
面に設けられた切開部128(たとえば最小侵襲切開)が脚Lに沿ってシフトする。切開部128
のシフトは、外科医がその同じ切開部を使用して器具を挿入して脛骨Tの近位端および大
腿骨Fの遠位端の両方を彫刻することを可能にする。その結果、複数の切開を回避するこ
とができ、切開部128のサイズを小さいままにすることができる。
【０１２９】
　もう一つの態様では、レッグホルダ62は、たとえば、コンピュータ21および／またはコ
ンピュータ31によって制御される位置センサ(たとえばエンコーダ)およびモータの追加に
よって自動化することができる。モータは、レッグホルダ62が全自動化されることを可能
にすることもできるし、単に、レッグホルダ62を位置決めする際にユーザを支援するため
のパワーアシスト機能を実施することもできる。レッグホルダ62を全自動化する一つの利
点は、自動化されたレッグホルダを外科システム10によって制御して脚Lを正しい位置に
自律的に動かすことができることであり、これが、脚Lを物理的に操作し、脚Lにとって正
しい位置を推測する困難からユーザを解放する。たとえば、自動レッグホルダ(または支
持デバイス)を制御するプロセスは、第一の骨(たとえば脛骨T)および／または第二の骨(
たとえば大腿骨F)をレッグホルダ62に入れ、レッグホルダ62を作動させて第一の骨および
／または第二の骨を第一の位置から第二の位置に動かすことを含むことができる。プロセ
スはまた、第一の骨および／または第二の骨の実際のポーズを決定する(たとえば解剖学
的構造トラッカ43aおよび43bから)ステップ、第一の骨および／または第二の骨の所望の
ポーズを決定するステップ、およびレッグホルダ62を作動させて第一の骨および／または
第二の骨を実際のポーズから所望のポーズに動かすステップを含むこともできる。レッグ
ホルダ62が動くと、外科システム10は、第一の骨および／または第二の骨の位置をモニタ
することができる。第一の骨および／または第二の骨が所望のポーズになると、プロセス
は停止する。第一および第二の骨の位置を追跡することに加えて、レッグホルダ62の位置
をモニタしてもよい(たとえばレッグホルダ62上の位置センサを使用)。
【０１３０】
　もう一つの態様では、図14Bに示すように、外科システム10はレッグホルダ162を含む。
外科的処置中、レッグホルダ162は、手術台102または他の適当な構造に据え付けることが
できる。患者の脚Lの上部がレッグホルダ162中で支持体164の上に載り、脚Lの下部が自由
に懸垂するようになる。このような手法は、脚Lの懸垂部に作用する重力が膝関節を引い
て開かせ、それによって関節へのより大きなアクセスを提供するため、有利である。
【０１３１】
　ステップS7で、外科システム10は、解剖学的構造トラッカ43aおよび43bを患者に取り付
けるようユーザを促す。図25に示すように、外科システム10はまた、ユーザが検出デバイ
ス41に対する追跡対象物の位置決めを最適化することを可能にする画面85を作り出すこと
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ができる。たとえば、画面85は、検出デバイス41の表現85aおよび検出デバイス41の視野
の表現85bを含むことができる。画面はまた、解剖学的構造トラッカ43aの表現F1、解剖学
的構造トラッカ43bの表示T1、触覚デバイストラッカ45の表現Hおよび／または検出デバイ
ス41の視野85aに対する他任意の追跡可能要素の表現を表示することができる。一つの態
様では、表現F1、T1およびHそれぞれは、ユーザが追跡対象物それぞれの間で区別するこ
とができるよう、異なる色で表示される。もう一つの態様で、表現F1、T1およびH1は、追
跡対象物が検出デバイス41の視野の境界の近くに来たとき、異なる色に変化することもで
きる。このようにして、ユーザは、追跡対象物が検出デバイス41の視野の中に十分に位置
しているかどうかを決定することができる。
【０１３２】
　一つの態様では、ひとたび解剖学的構造トラッカ43aおよび43bが取り付けられると、膝
関節の可動域(ROM)が捕捉される(たとえば膝関節をROMで動かす間に追跡システム40によ
って解剖学的構造トラッカ43aおよび43bを追跡することによって)。捕捉されたROMデータ
は、大腿骨および脛骨インプラントの相対的配置を評価するために使用することができる
。たとえば、術前イメージデータへの物理的な患者への位置合わせによって拡張されたRO
Mデータは、ユーザが、患者の軟組織の現在状態と合致した相対的インプラント位置をプ
ラニングすることを可能にする(たとえば病状、年齢、体重、現在のROMなどに基づく)。
一つの態様では、埋植深さは、設置されるインプラントが患者の膝の既存の関節間隙(す
なわち、脛骨Tと大腿骨Fとの間に術前に存在する間隙)を埋めるようにプラニングするこ
とができる。加えて、他の重要なパラメータ、たとえば十分な接触、前後の被覆範囲およ
びインプラント対の適切な相対回旋を膝関節のROMによって査定することができる。この
ようにして、任意の骨を切削する前に両方のインプラントのための包括的配置プラニング
を実施することができる。ROMデータはまた、大腿骨インプラントと脛骨インプラントと
の相対位置を、伸展状態、屈曲状態および伸展状態と屈曲状態との間の様々な角度で、表
示デバイス23上に表示するために使用することもできる(たとえばインプラントプラニン
グステップS10およびS13中)。
【０１３３】
　解剖学的構造トラッカ43aおよび43bが患者に固定されたのち、プロセスはステップS8に
進み、そこで、患者の物理的解剖学的構造がその解剖学的構造の表現に位置合わせされる
。たとえば、患者の大腿骨Fおよび脛骨Tは、標準的なやり方で、ステップS3およびS4でそ
れぞれ指定した大腿骨および脛骨ランドマークに基づく対合点／面適合手法を使用して位
置合わせすることができる。外科システム10は、位置合わせプロセスを通してユーザを誘
導するための画面を作り出す。たとえば、画面86a(図26)は、ユーザに対し、大腿骨Fを回
旋させて脚Lの股関節の中心を見いだすよう指示する。一つの態様では、外科システム10
は、大腿骨Fの回旋中に解剖学的構造トラッカ43aの運動に基づいて大腿骨Fのピボット点
の中心を決定することにより、股関節中心を決定する。画面86b、86c、86d、86eおよび86
f(それぞれ図27、28、29、30および31に示す)は、ユーザに対し、位置合わせプローブを
種々の解剖学的構造ランドマーク(たとえば内果、外果、内側上顆、外側上顆、前十字靱
帯(ACL)アタッチメントの後縁など)にポイントし、ランドマークを選択するよう指示する
。たとえば、ユーザは、追跡される位置合わせプローブの先端を該当するランドマークに
置き、フットペダルまたは他の入力デバイス25によってそのランドマークを選択すること
ができる。ユーザがランドマークを選択すると、検出デバイス41が、位置合わせプローブ
のポーズに関連するデータを取得し、そのデータを使用してランドマークの場所を算出す
る。診断画像におけるランドマークポーズデータおよびランドマーク指定(ステップS3お
よびS4)に基づき、外科システム10は、患者上の物理的ランドマークと診断イメージ中の
ランドマークとの間の対応を決定することにより、物理的解剖学的構造を診断イメージに
位置合わせする。このランドマークベースの位置合わせの精度は、大腿骨Fおよび脛骨Tの
ための表面データを取得することによって改善することができる。たとえば、外科システ
ム10は、ユーザに対し、大腿骨Fの遠位端の表面上の点に位置合わせプローブでタッチす
る(または「ペイント」する)よう指示する画面86g(図32)を生成することができる。ユー
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ザが表面をペイントすると(たとえば位置合わせプローブの先端を切開部128に挿入するこ
とにより)、外科システム10は、プローブ先端の位置を定期的に取得し、取得した先端位
置を画面86g上にドット900として表示する。軟骨で覆われた骨表面の場合、鋭いプローブ
を使用して軟骨を穿刺し、骨の表面上の点(軟骨の表面上の点ではない)を収集することが
できる。同様に、外科システム10は、画面86h(図33)を作り出し、ユーザに対し、脛骨Tの
近位端の表面を位置合わせプローブでペイントするよう指示する。ユーザが表面をペイン
トすると(たとえばプローブの先端を切開部128に挿入することにより)、外科システム10
は、プローブ先端の位置を定期的に取得し、取得した先端位置を画面上にドット900とし
て表示する。大腿骨の場合と同様、鋭いプローブを使用して任意の軟骨を穿刺し、骨の表
面上の点(軟骨の表面上の点ではなく)を収集することができる。さらには、フック付きプ
ローブを使用して、脛骨プラトーの後縁における点の収集を容易にすることもできる。
【０１３４】
　ステップS9で、触覚デバイス30を較正して、触覚デバイス30の基準座標フレームと触覚
デバイストラッカ45との間の幾何学的関係を確立する。触覚デバイストラッカ45が触覚デ
バイス30上で永久的な位置に固定されるならば、トラッカ45と触覚デバイス30との間の幾
何学的関係が固定的であり、既知である(たとえば、製造またはセットアップ中の初期較
正から)ため、較正は不要である。対照的に、トラッカ45が触覚デバイス30に対して動く
ことができるならば(たとえば、トラッカ45が据え付けられているアーム34が調節可能で
ある場合)、トラッカ45と触覚デバイス30との間の幾何学的関係を決定するために較正が
必要である。外科システム10は、ユーザに対し触覚デバイス30を較正するよう指示する画
面87(図34に示す)を作り出すことによって較正プロセスを開始する。較正は、触覚デバイ
ストラッカ45を触覚デバイス30上の固定位置に留め、エンドエフェクタトラッカ47を一時
的にエンドエフェクタ35に固着することを含む。そして、エンドエフェクタ35を解剖学的
構造の付近の様々な位置(たとえば膝関節の上および下の位置、膝関節に対して内側およ
び外側の位置)に動かすと、その間に追跡システム40が各位置における追跡システム40に
対するトラッカ47および45のポーズデータを取得する。加えて、外科システム10は、アー
ム33中の位置センサからのデータに基づいて、触覚デバイス30に対するエンドエフェクタ
35のポーズを決定する。取得したデータを使用して、外科システム10は、触覚デバイスト
ラッカ45と触覚デバイス30の基準座標フレームとの間の幾何学的関係を算出することがで
きる。その後、エンドエフェクタトラッカ47を触覚デバイス30から除去することができる
。外科的処置中、外科システム10は、(a)ツール50とエンドエフェクタ35との間の既知の
幾何学的関係、(b)触覚デバイス30に対するエンドエフェクタ35のポーズ(たとえばアーム
33中の位置センサから)、(c)較正中に決定された触覚デバイス30と触覚デバイストラッカ
45との間の幾何学的関係、および(d)触覚デバイス30の広域的または大まかな位置(たとえ
ば、追跡システム40に対する触覚デバイストラッカ45のポーズから)に基づいてツール50
のポーズを決定することができる。直前の較正以来、触覚デバイストラッカ45が触覚デバ
イス30に対して移動しておらず、直前に取得された較正データがまだ信頼しうるものであ
るならば、ステップS9の較正プロセスを実施する必要はない。
【０１３５】
　ステップS10で、ユーザは、第一のインプラントを第一の骨に埋植するための骨調製を
プラニングする。好ましい態様では、第一の骨は脛骨Tであり、第一のインプラントは脛
骨構成部74であり、骨調製は、脛骨Tの近位端上の、脛骨構成部74が設置される場所を選
択することによってプラニングされる。インプラントプラニングを容易にするため、外科
システム10は、第一および第二の骨(すなわち、それぞれ脛骨Tおよび大腿骨F)の表現の様
々なビューを含む画面88b(図35に示す)を生成する。たとえば、画面88bは、三次元レンダ
リングを示すフレーム800、矢状ビューを示すフレーム802、冠状ビューを示すフレーム80
4および横断ビューを示すフレーム806を含むことができる。さらには、フレーム807が、
選択ボタンならびにインプラント配置および選択に関するデータ、たとえばインプラント
サイズ、深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角などを表示することができる。さらには
、大腿骨Fの機械軸(たとえば股関節中心または大腿骨頭から膝中心までの軸)および／ま
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たは脛骨Tの機械軸(たとえば膝中心から足首中心までの軸)を表示してインプラントプラ
ニングを支援することもできる。ユーザは、複数の異なる画像のスライスまたは三次元再
構築を選択し、表示することができ、脛骨T(または大腿骨F)の表面を表す輪郭をスライス
イメージに重ねてインプラントプラニングを容易にすることができる。一つの態様で、外
科システム10は、適切なサイズの脛骨インプラントおよび配置場所を提案し、脛骨インプ
ラントの表現(またはインプラントモデル)808bを脛骨Tの表現と対応させる。ユーザを視
覚的に支援するため、外科システム10はまた、脛骨インプラントの表現808bを脛骨Tの表
現に重ね合わせることもできる。ユーザは、提案された配置を修正するオプションを有す
る。たとえば、ユーザは、インプラントモデル808bのサイズ、前後位置、内側／外側位置
および回旋を変更することもできる(たとえば、マウスを用いてインプラントモデル808b
をドラッグまたは調節することにより)。フレームの一つにおいてインプラントモデル808
bに加えられた変更は、残りのフレーム中のインプラントモデル808bを自動的に更新させ
る。ユーザが脛骨インプラントプラニングを完了すると、外科システム10は、選択された
場所を記憶する。インプラントプラニングは、所望により、外科的処置中の任意の時機に
、たとえば骨調製の前、最中および／または後で繰り返し、調節することができる。
【０１３６】
　脛骨構成部74の場所は、たとえば、外科的判断に基づいて、脛骨構成部74を脛骨プラト
ー上で大まかにセンタリングし、時間とともに起こる沈下を回避するために脛骨構成部74
を硬い骨の上に位置決めし、脛骨構成部74を一つまたは複数のランドマークから所望の距
離のところに位置決めするように選択することもできるし、追跡されるツールによって特
定される軟骨面に基づいて選択することもできる。一つの態様では、ユーザは、インプラ
ントモデル808b(図35に示す)を大まかな埋植区域に動かすことにより、脛骨構成部74のた
めの場所を選択する。フレーム806の横断ビューを使用して、ユーザは、インプラントモ
デル808bを、インプラントモデル808bの平坦な側が前十字靱帯(ACL)および後十字靱帯(PC
L)アタッチメント点に対してほぼ平行になるよう、回旋方向に調節する。フレーム807中
の内／外角寸法(「外」と表記)が、結果的に得られる内／外角を表示する。フレーム804
の冠状ビューを使用して、ユーザは、インプラントモデル808bの内反／外反角を調節する
。フレーム807中の内反／外反角(「内反」と表記)寸法が、結果的に得られる内反／外反
角を表示する。フレーム802の矢状ビューを使用して、ユーザは、インプラントモデル808
bの後方傾きを調節する。フレーム807中の屈曲角寸法(「屈曲」と表記)が、結果的に得ら
れる屈曲角を表示する。ユーザは、フレーム807中の深さバー(「深さ」と表記)を調節す
ることにより、脛骨T中のインプラントモデル808bの深さを調節することができる。ユー
ザはまた、フレーム807中のサイズ選択ボックス(「サイズ」と表記)を使用してインプラ
ントモデル808bのサイズを変更することもできる。インプラントモデル808bの位置決めを
支援するため、ユーザは、フレーム807中のボタン(「軸を表示」と表記)を使用して機械
軸を表示することができる。フレーム807はまた、ユーザが脛骨インプラントと大腿骨イ
ンプラントとを同時に画面88b上に表示することを可能にするためのボタン(「両インプラ
ント」と表記)を含むことができる。
【０１３７】
　好ましい態様で、脛骨構成部74の配置を選択する際、膝の関節間隙中の軟組織を考慮に
入れる。たとえば、第一のインプラント(すなわち、脛骨インプラント74)は、脛骨構成部
74の上面が関節間隙中の軟骨の上面と整合するようにプラニングすることができる。この
ような手法は、インプラント性能および寿命を改善することができる関節空間の生来の構
造を有利に保全する。この態様では、第一の骨(すなわち脛骨T)の上の軟骨面の高さが検
出され、第一の骨の表現および軟骨面の高さの表現が生成され、第一のインプラントを第
一の骨の上に埋植するための骨調製は、少なくとも一部には、軟骨面の検出された高さに
基づく。たとえば、軟骨の上面は、追跡されるプローブの先端を軟骨の上面上の点に置き
、その点をフレーム807中のボタン(「点をマッピング」と表記)で選択することによって
検出(またはマッピング)することができる。軟骨面の高さの表現は、数値表現(たとえば
第一の骨から軟骨面までの距離)および／または視覚的表現(たとえば、マッピングした点
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をフレーム800中で点809として表示することができる)を含むことができる。いくつかの
軟骨点をマッピングすることができる(たとえば、前方点、後方点、内側点)。ユーザは、
たとえばインプラントモデル808bの深さを、インプラントモデル808bの上縁がマッピング
された軟骨点809と整合するように調節することにより、第一のインプラントの表現(すな
わち、インプラントモデル808b)の少なくとも一部を軟骨面の高さの表現(すなわち点809)
と整合させる。したがって、この態様では、外科システム10は、第一の骨の領域中の軟骨
の検出された場所に少なくとも部分的に基づいて、第一のインプラントの表現を第一の骨
の表現と対応させる。このようにして、脛骨プラトー上の軟骨の厚さに基づいて脛骨構成
部の深さを選択することができる。したがって、外科システム10は、ユーザが、任意の骨
を切削する前に、脛骨構成部74の上面を軟骨の上面と整合させる脛骨構成部74の配置を決
定することを可能にする。
【０１３８】
　望むならば、ステップS10で、ユーザはまた、第二の骨(すなわち大腿骨F)への第二のイ
ンプラント(すなわち大腿骨構成部72)の初期配置を術前にプラニングすることもできる。
しかし、好ましくは、ステップ10は、第一のインプラント(すなわち脛骨構成部74)の術前
プラニングのみを含む。大腿骨プラニングは、大腿骨Fに対する脛骨トライアルの位置に
基づいて大腿骨構成部のサイズ、内／外回旋および内／外位置を決定することができるよ
う、脛骨Tの彫刻(ステップS11)およびトライアル装着(ステップS12)の後まで延期される
。
【０１３９】
　ステップS11～S15は骨調製プロセスを含む。ステップS11で、ツール50を操作して第一
の骨を彫刻することにより、第一のインプラント(たとえば脛骨構成部74)を受けるように
第一の骨(たとえば脛骨T)を調製する。ステップS12で、トライアルインプラントを第一の
骨の調製された形体に装着する。ステップS13で、第二のインプラント(たとえば大腿骨構
成部)の初期配置をプラニングする(または、以前にプラニングした第二のインプラントの
配置を再訪または調節してもよい)。ステップ14で、第一の骨の調製ののち第二のインプ
ラントを受けるように第二の骨(たとえば大腿骨F)を調製する。ステップS15で、トライア
ルインプラントを第二の骨の調製された形体に装着する。
【０１４０】
　骨調製(または彫刻)は、たとえば、球面バーを使用して、骨の形がインプラントの嵌合
面の形と実質的に合うように骨を彫刻または成形することによって達成することができる
。ユーザは、はじめに大腿骨Fまたは脛骨Tを調製するオプションを有する。好ましい態様
では、脛骨Tをはじめに調製し(ステップS11)、脛骨Tの調製された面に脛骨トライアルイ
ンプラントを装着する(ステップS12)。次いで、大腿骨構成部72の配置をプラニングし(ス
テップS13)、続いて大腿骨Fを調製する(ステップS14)。このような手法は、脚の様々な屈
曲状態における脛骨トライアルインプラントと大腿骨Fとの間の物理的関係に基づいてユ
ーザが大腿骨構成部72の配置をプラニングすることができるため、有利である。さらには
、脛骨Tおよび大腿骨Fの彫刻の前に、大腿骨Fの内側後顆の部分(たとえば厚さ3mmの区分)
を矢状鋸子で除去することが好ましい。後顆のこの部分の除去は、脛骨構成部74に対する
後顆の骨衝突の可能性を減らし、膝関節中にさらなる作業空間を提供する。
【０１４１】
　外科的処置を通して、外科システム10は、解剖学的構造の動きをモニタして解剖学的構
造の動きを検出し、コンピュータ21および／またはコンピュータ31上で稼働するプログラ
ムに対して適切な調節を加える。一つの態様では、外科システム10は、検出された動きに
応答して解剖学的構造の表現を調節する。たとえば、外科システム10は、第一の骨の動き
に応答して第一の骨(すなわち脛骨T)の表現を調節し、第二の骨の動きに応答して第二の
骨(すなわち大腿骨F)の表現を調節する。外科システム10はまた、解剖学的構造の検出さ
れた動きに応答してその解剖学的構造と対応する仮想対象物を調節することができる。た
とえば、仮想対象物は、インプラントの表現を含む仮想境界(たとえば、仮想境界はイン
プラントの表面の形に一致することができる)を含むことができる。骨調製がプラニング
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されると、外科システム10は、インプラントの表現を、そのインプラントが埋植される骨
の表現と対応させる。外科的処置中、外科システム10は、骨の動きに応答して仮想境界を
調節する。
【０１４２】
　ステップS11で、ツール50を操作して第一の骨を彫刻することにより、第一のインプラ
ントを受けるように第一の骨を調製する。一つの態様では、脛骨Tの近位端に内側脛骨ポ
ケット形体を成形することにより、脛骨Tを調製する。脛骨構成部分74を設置すると、内
側脛骨ポケット形体は脛骨構成部74(図10Bに示す)の表面74aと嵌合する。図36に示すよう
に、外科システム10は、脛骨Tのグラフィカル表現、たとえば骨のうち除去される部分618
の表現612ならびにツール先端616aおよびツールシャフト616bを示すツール50のグラフィ
カル表現を示す画面89を表示する。画面89は、場合によっては、反対側の骨(すなわち、
第二の骨または大腿骨F)の位置を表示してユーザが過って反対側の骨の面を切削すること
を回避するよう誘導することができる。除去される骨の部分618は、好ましくは、周囲の
骨とは異なる色に色付けされる。たとえば、部分618を緑に色付けし、周囲の骨を白く色
付けしてもよい。触覚デバイス30は、アプローチ経路の形態の触覚対象物(たとえば図1に
示す触覚対象物300、図9に示す触覚対象物310)が、ツール50の先端を切開部128に誘導し
、患者の対象の形体(すなわち、患者解剖学的構造上の骨のうち、画面89上にグラフィカ
ルに表現された部分618に対応する部分)に向かわせる際にユーザを援助するアプローチモ
ードに入る。アプローチモードでは、ツール50が切開部128を横切り、対象の形体へナビ
ゲートされるとき、過って切削することを避けるよう、動作不能にされる。外科システム
10は、たとえばツール50の先端が対象の形体に関連する既定の点に接近するした、触覚デ
バイス30を自動的に触覚(またはバーリング)モードに入れる。触覚デバイス30が触覚モー
ドに入ると、外科システム10はまた、妨害検出アルゴリズムを起動する。
【０１４３】
　妨害検出アルゴリズムは、触覚デバイス30が触覚(またはバーリング)モードにある間に
触覚デバイストラッカ45または解剖学的構造トラッカ43aもしくは43bの一方が任意の時機
に妨害された場合にツール50へのパワーを遮断する安全機構である。妨害状態が検出され
るならば、妨害検出アルゴリズムはまた、警告メッセージを表示デバイス23上に表示した
り、可聴アラームを鳴らしたり、ツール50へのパワーを遮断したりすることができる。し
たがって、妨害検出アルゴリズムは、追跡システム40がツール50と解剖学的構造との相対
的位置を追跡することができない場合、ツール50が解剖学的構造を損傷することを防ぐ。
たとえば、一つの態様では、妨害検出アルゴリズムが妨害状態を検出するならば、外科シ
ステム10は、ツール50が触覚対象物の触覚境界に触れているかどうかを決定する。ツール
50が触覚境界と接触していないならば、妨害検出アルゴリズムは触覚デバイス30をフリー
モードに入れて、ツール50が患者とともに動き、必要ならば、患者から抜き取ることがで
きるようにする。妨害状態が終了すると(たとえば、妨害されたトラッカが再び見えるよ
うになると)、外科システム10は、触覚デバイス30をアプローチモードに入れてユーザが
処置を再開することができるようにする。対照的に、外科システム10が、ツール50が妨害
状態中に触覚境界に触れていると決定するならば、妨害検出アルゴリズムは所定の期間(
たとえば1秒)待機して、妨害されたトラッカが見えるようになるかどうかを見る。触覚ト
ラッカ45ならびに解剖学的構造トラッカ43aおよび43bがすべて所定期間内に見えるように
なるならば、触覚(またはバーリング)モードが再開される。そうでなければ、触覚デバイ
ス30はフリーモードに入れられて、ツール50が患者とともに動き、必要ならば、患者から
抜き取ることができるようになる。前記と同様、妨害状態が終了すると(たとえば、妨害
されたトラッカが再び見えるようになると)、外科システム10は、触覚デバイス30をアプ
ローチモードに入れてユーザが処置を再開することができるようにする。
【０１４４】
　ひとたび触覚デバイス30が触覚モードに入ると、ユーザは骨彫刻に進むことがすること
ができる。骨を彫刻するためには、ユーザは、触覚デバイス30の部分(たとえばツール50)
を解剖学的構造の領域(たとえば骨)の中で動かすことにより、触覚デバイス30を操作する
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。図37でよく見てとれるように、ユーザがツール50で骨から物質を除去すると、外科シス
テム10は、画面89上の脛骨Tのイメージを更新して骨が除去された深さを示す。骨除去プ
ロセス中、触覚デバイス30は、たとえば、除去される骨の部分618に一致する形および体
積を有する触覚対象物(たとえば図9の触覚対象物206)に基づいて、力フィードバックをユ
ーザに付与する。内側脛骨面形体の場合、触覚対象物の境界は、たとえば、脛骨Tの彫刻
面と嵌合する脛骨構成部74の表面74a(図10bに示す)に実質的に一致することができる。力
フィードバックは、ツール50の先端を触覚対象物の境界内に保つようユーザを促す。たと
えば、力フィードバックは、ツール50を、触覚対象物、たとえば仮想境界の少なくとも一
部分に貫入しないように拘束することができる。触覚対象物は仮想であり、ツール50は物
理的空間中で動くが、外科システム10は、解剖学的構造、触覚対象物および触覚デバイス
30を解剖学的構造の表現と対応させる。したがって、触覚対象物およびツール50はいずれ
も患者の物理的解剖学的構造と位置合わせされている。その結果、仮想触覚対象物は、物
理的ツール50の動きを限度内にとどめるかまたは拘束することができる。
【０１４５】
　骨彫刻プロセスでユーザを触覚的に誘導することに加えて、外科システム10はまた、視
覚的フィードバックをユーザに提供することもできる。たとえば、ツール50が部分618の
特定の場所で所望の切削深さに達すると、その特定の場所の色が緑から白に変化して骨を
それ以上その場所から除去すべきでないことを示すことができる。同様に、ツール50が所
望の切削深さを超えて切削すると、特定の場所の色が白から赤に変化して、切削が深すぎ
ることをユーザに警告することができる。健康な組織を損傷する可能性をさらに減らすた
め、外科システム10はまた、ユーザが深く切削しすぎた場合にツール50へのパワーを動作
不能にするようにプログラムすることもできる。内側脛骨ポケット形体の彫刻が完了する
と、ユーザは、次の形体の成形に進む用意ができたということ、またはツール50を抜き取
ることを望むということを合図することができる(たとえばフットペダルまたは他の入力
デバイス25を使用して)。ツール50は、彫刻プロセス中、形体が完成していない場合さえ
、任意の時機に抜き取ることができる。たとえば、ユーザは、ツール先端を交換する、外
科的処置部位を潅注する、トライアル整復を実施する、インプラントプラニングを再訪す
る、生じた問題に対処するなどのためにツール50を抜き取ることを望むかもしれない。ユ
ーザがツール50を抜き取ることを望むと合図するならば、妨害検出アルゴリズムは休止さ
れ、触覚デバイス30がフリーモードに入れられてツール50の抜き取りが可能になる。
【０１４６】
　ステップS12は、第一のインプラント(すなわち脛骨構成部74)またはトライアルインプ
ラント(たとえば脛骨トライアル)を第一の骨(すなわち、脛骨T上の調製された内側脛骨ポ
ケット形体)に装着するトライアル整復プロセスである。ユーザは、脛骨構成部または脛
骨トライアルの装着を評価し、改善された装着を達成するため、任意の所望の調節を加え
る、たとえばインプラントプラニングおよび／または骨彫刻を繰り返すことができる。
【０１４７】
　ステップS13で、ユーザは、第一の骨を調製したのち第二のインプラントを第二の骨に
埋植するための骨調製をプラニングする。好ましい態様では、第二の骨は大腿骨Fであり
、第二のインプラントは大腿骨構成部72であり、骨調製は、大腿骨Fの遠位端上の、大腿
骨構成部72が設置される場所を選択することによってプラニングされる。大腿骨構成部72
がすでにプラニングされているならば(たとえばステップS10で)、所望により、以前の配
置を再訪し、調節してもよい。ステップS10におけるように、外科システム10は、画面88a
(図38に示す)を作り出すことによってインプラントプラニングを容易にする。画面88aは
、フレーム800、802、804、806および807が、第二のインプラント(すなわち、大腿骨構成
部72)の表現(またはインプラントモデル)808bをはじめとする大腿骨構成部72の配置に該
当するイメージ、データおよび選択ボタンを含むことを除き、脛骨構成部74のプラニング
に使用される画面88b(図35に示す)に似ている。
【０１４８】
　大腿骨構成部72の場所は、たとえば、既存のインプラントおよび周囲構造の位置に対し
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て決定することができる。これらの点は、上記ステップS10における軟骨点の場合と同じ
ように、追跡されるツールを使用してマッピングすることができる。マッピングされる点
は、関節中の解剖学的構造上の点(たとえば骨、神経、軟組織など)および／または関節中
の既存のインプラント上の点(たとえば縁、かど部、表面、検証形体、くぼみ、溝、中心
線マーキングなど)を含むことができる。既存のインプラントは、たとえば、第一のイン
プラント(すなわち脛骨構成部74)、トライアルインプラント(たとえば脛骨トライアル)お
よび／または以前の外科的処置からの既存のインプラントを含むことができる。点は、脚
Lを完全に伸ばした状態から完全に曲げた状態までの様々な角度で選択することができる
。たとえば、点は、脚Lを完全に伸ばした状態、90°に曲げた状態および完全に曲げた状
態でマッピングすることができる。一つの態様では、膝関節を第一の位置に動かし(たと
えば屈曲および伸展の一方)、関節が第一の位置にあるとき、ユーザが、関節中の第一の
場所に対応する第一の点を特定し、膝関節を第二の位置に動かし(たとえば屈曲および伸
展の他方)、関節が第二の位置にあるとき、ユーザが、関節中の第二の場所に対応する第
二の点を特定する。外科システム10は、第一および第二の点を画面88a上のフレーム800中
に点810として表示する。点810は、ユーザが第二のインプラント(すなわち大腿骨構成部7
2)の配置を可視化することを支援する。したがって、ユーザは、第一および第二の点に少
なくとも部分的に基づいて、第二のインプラントを第二の骨に埋植するための骨調製をプ
ラニングすることができる。
【０１４９】
　一つの態様では、大腿骨構成部72のサイズおよび位置は、脚を伸ばした状態で第一の点
を脛骨トライアルインプラントの前縁上で中心線にマッピングし、脚を曲げた状態で第二
の点を脛骨トライアルインプラントの前縁上で中心線にマッピングすることによって決定
される。伸展点は、大腿骨構成部72をサイズ決定するために使用される。たとえば、大腿
骨構成部72のサイズは、膝が伸びた状態に動くとき脛骨構成部74が大腿骨構成部72の前縁
から離れないように選択することができる。屈曲点と伸展点とを併用して、大腿骨構成部
72が脛骨構成部74に正しく載ることを保証するための大腿骨構成部72の内／外回旋を決定
する(たとえば、患者の生来の可動範囲および関節運動学に基づく)。たとえば、第二のイ
ンプラントの表現(たとえば大腿骨構成部72の膝72cの表現)の中心線を屈曲および伸展点
と整合させることができる。場合によっては、後方「切削」縁上の点を使用して、大腿骨
構成部72の後方配置を決定することもできる。この態様では、ユーザが、インプラントモ
デル808a(図38に示す)を大まかな埋植区域に動かすことにより、大腿骨構成部72のための
場所を選択する。ユーザは、フレーム806中の横断ビューを使用しながら、インプラント
モデル808aを、インプラントモデル808aの中心線が、伸展および屈曲状態にある脛骨トラ
イアルインプラントの中心線を表すマッピングされた点810と整合するよう、回旋方向に
調節する。フレーム807中の内／外角寸法(「外」と表記)が、得られた内／外角を表示す
る。ユーザは、フレーム804中の冠状ビューを使用しながら、インプラントモデル808aの
内反／外反角を調節する。フレーム807中の内反／外反(「外反」と表記)寸法が、得られ
た内反／外反を表示する。ユーザは、フレーム802中の矢状ビューを使用しながら、イン
プラントモデル808aの後方回旋を調節する。フレーム807中の屈曲角寸法(「屈曲」と表記
)が、得られた屈曲角を表示する。一つの態様では、後方回旋は、大腿骨構成部72の軸が
骨イメージの解剖学的軸の約5°～約8°の範囲であるように調節される。ユーザは、フレ
ーム807中の深さバー(「深さ」と表記)を調節することにより、大腿骨F中のインプラント
モデル808aの遠位深さを調節することができる。ユーザはまた、フレーム807中のサイズ
選択ボックス(「サイズ」と表記)を使用して、インプラントモデル808aのサイズを変更す
ることもできる。このようにして、第一の骨(すなわち脛骨T)上の第一のインプラントの
検出された場所に少なくとも部分的に基づいて、第二のインプラントの表現(インプラン
トモデル808a)を第二の骨(すなわち大腿骨F)の表現と対応させる。
【０１５０】
　ステップS14で、ツール50を操作して第二の骨を彫刻することにより、第二のインプラ
ントを受けるように第二の骨を調製する。一つの態様では、大腿骨Fは、大腿骨Fの遠位端
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に内側大腿骨面、柱状形体および竜骨状形体を成形することによって調製される。大腿骨
構成部72が設置されると、内側大腿骨面、柱状形体および竜骨状形体がそれぞれ大腿骨構
成部72の面72a、柱状部72bおよび竜骨状部72c(図10Aに示す)と嵌合する。大腿骨形体の調
製は、内側脛骨面形体の調製に実質的に似ている。図39に示すように、外科システム10は
、大腿骨Fのグラフィカル表現を示す画面91を表示する。脛骨調製の場合の画面89と同様
、画面91は、除去される骨の部分618の表現612ならびにツール先端616aおよびツールシャ
フト616bを示すツール50のグラフィカル表現を含む。画面91は、場合によっては、反対側
の骨(すなわち、脛骨T)の位置を表示して、ユーザが過って反対側の骨の表面を切削する
ことを回避するよう誘導することができる。前記と同様、除去される骨の部分618は、好
ましくは、周囲の骨とは異なる色に色付けされる。触覚デバイス30は、アプローチ経路の
形態の触覚対象物(たとえば図1に示す触覚対象物300、図9に示す触覚対象物310)が、ツー
ル50の先端を切開部128に誘導し、患者の対象の形体(すなわち、患者解剖学的構造上の骨
のうち、画面91にグラフィカルに表現された部分618に対応する部分)に向ける際にユーザ
を援助するアプローチモードに入る。外科システム10は、たとえばツール50の先端が対象
の形体に関連する既定の点に接近したとき、触覚デバイス30を自動的に触覚(またはバー
リング)モードに入れる。触覚デバイス30が触覚モードに入ると、外科システム10はまた
、妨害検出アルゴリズムを起動する。
【０１５１】
　ひとたび触覚デバイス30が触覚モードに入ると、ユーザは骨彫刻に進むことができる。
図39に示すように、ユーザがツール50で骨を除去すると、外科システム10は、画面91上の
大腿骨Fのイメージを更新して骨が除去された深さを示す。骨除去プロセス中、触覚デバ
イス30は、たとえば、除去される骨の部分618に一致する形および体積を有する触覚対象
物(たとえば図9に示す触覚対象物208)に基づいて、力フィードバックをユーザに付与する
。内側大腿骨面形体の場合、触覚対象物の境界は、たとえば、大腿骨Fの彫刻面と嵌合す
る大腿骨構成部72の表面72a(図10Aに示す)に実質的に一致することができる。力フィード
バックは、ツール50の先端を触覚対象物の境界内に保つようユーザを促す。
【０１５２】
　彫刻中、ユーザは、ツール50を交換することを望むかもしれない。たとえば、一つの態
様では、ユーザは、内側大腿骨面形体の大部分を形成する場合には6mmのバーを使用し、
「かど部」(たとえば、形体の垂直壁が形体の水平底部に移行する領域)を彫刻する場合に
は2mmのバーを使用する。バーを交換するために、ユーザは、ツール50を抜き取ることを
望むことを合図する。応答して、妨害検出アルゴリズムが休止し、触覚デバイス30はフリ
ーモードに入れられてツール50の抜き取りが可能になる。ひとたびバーが交換されると、
触覚デバイス30がアプローチモードに入れられて、ユーザがツール50を外科的処置部位に
向けて送って内側大腿骨面の成形を仕上げることが可能になる。好ましい態様では、彫刻
を再開する前に、ユーザが、ステップS8における初期位置合わせ中に骨(たとえば大腿骨F
または脛骨T)の上に配置されたマークにツール50(または追跡されるプローブ)でタッチす
る。マークは、外科システム10が正しいシステム構成を検証することを可能にするチェッ
ク点として機能する。たとえば、チェック点は、追跡システム40が正しく構成されている
こと(たとえばトラッカが解剖学的構造に対して正しく整合しており、障害または妨害を
受けていないなど)、ツール50が正しく設置されていること(たとえば正しく装着され、シ
ャフトが曲がっていないなど)および／または他任意の物体が正しく据付け、設置、設定
などをされていることを検証するために使用することができる。チェックがシステム構成
に関する問題(たとえば、ツール交換中にトラッカの一つがユーザに当たり、整合を逸し
た)を明らかにするならば、位置合わせ(ステップS8)を繰り返さなければならない。この
チェック点検証は、ユーザがシステム構成を検証することを望むときいつでも、たとえば
ツール50を患者から抜き取り、次いで患者に再度挿入するときに実施することができる。
内側大腿骨面形体の彫刻が完了すると、ユーザは、内側大腿骨柱状形体の成形に進む用意
ができたことを合図することができる(たとえばフットペダルまたは他の入力デバイス25
を使用して)。一つの態様では、内側柱状形体を成形する前に、ユーザは、内側大腿骨面



(66) JP 2008-538184 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

形体のかど部を成形するために使用した2mmバーを4mmバーと交換する。
【０１５３】
　内側大腿骨柱状形体を彫刻するプロセスは、内側大腿骨面形体を彫刻するプロセスに実
質的に似ている。大腿骨面形体の場合と同様に、外科システム10は、大腿骨Fのグラフィ
カル表現、除去される骨の部分618の612の表現、ツール先端616aの表現およびツールシャ
フト616bの表現を示すツール50の表現ならびに場合によっては反対側の骨(すなわち、脛
骨T)の表現を示す画面91(図39に示す)を表示する。前記と同様、除去される骨の部分618
は、好ましくは、周囲の骨とは異なる色に色付けされる。一つの態様では、外科システム
10は、ツール50の先端616aの表現だけを画面91に表示する。しかし、柱状形体および竜骨
状形体を成形する際のツール50のアプローチ角の重要性のため、外科システム10は、好ま
しくは、柱状形体および竜骨状形体が彫刻されるとき、ツール50のシャフトの許容しうる
傾斜角を指示する。たとえば、シャフト616bの表現は、ユーザが、シャフト616bが解剖学
的構造に対してどのような向きにあるのかを見ることができるように表示することができ
る。したがって、ユーザは、大腿骨形体のより深い部分を彫刻するときシャフトがすでに
彫刻された骨壁(または他の物体)をこすっているかどうかを決定することがことができる
。また、ツール角(たとえば傾斜角)の数値を画面91に示すこともできる。外科システム10
はまた、ツール50のシャフト角を所定の値に拘束するような形の触覚対象物を含むことも
できる。一つの態様では、所定の値は、ツール50のシャフトが、そのツール50が切削して
いる骨の平面に対して実質的に垂直のままであるような値である。たとえば、所定の値は
、ツール50が切削している骨の平面から約80°～約90°の範囲であることができる。画面
91はまた、シャフトを拘束する触覚対象物のグラフィカル描写を含むことができ、ツール
角が所定の値を超えるならば触覚対象物の色を変化させる(たとえば赤に)こともできる。
追加的または代替的に、ツール50は、回転シャフトおよび／または先端が骨と直接接触す
ることを防ぐ、ツール50のシャフトおよび／または先端の周囲に配置されたスリーブを含
むこともできる。
【０１５４】
　触覚デバイス30は、アプローチ経路の形態の触覚対象物(たとえば図1に示す触覚対象物
300、図9に示す触覚対象物310)が、ツール50の先端を患者の対象の形体(すなわち、患者
解剖学的構造上の骨のうち、画面91にグラフィカルに表現された部分618に対応する部分)
に向けて誘導する際にユーザを援助するアプローチモードに入る。外科システム10は、た
とえばツール50の先端が対象の形体に関連する既定の点に接近した際に触覚デバイス30を
自動的に触覚(またはバーリング)モードに入れる。妨害検出アルゴリズムが事前に休止さ
れていたならば(たとえば大腿骨面形体の成形ののちツール50を抜き取るため)、外科シス
テム10は、触覚デバイス30が触覚モードに入ったとき、妨害検出アルゴリズムを起動する
。
【０１５５】
　ひとたび触覚デバイス30が触覚モードに入ると、ユーザは骨彫刻に進むことができる。
ユーザがツール50で骨を除去するにつれ、外科システム10は、画面91上の大腿骨Fのイメ
ージを更新して、骨が除去された深さを示す。骨除去プロセス中、触覚デバイス30は、た
とえば、除去される骨の部分618に一致する形および体積を有する触覚対象物に基づいて
、力フィードバックをユーザに付与する。内側大腿骨柱状形体の場合、触覚対象物の境界
は、たとえば、大腿骨Fの彫刻面と嵌合する大腿骨構成部72の柱状部72b(図10Aに示す)の
表面に実質的に対応することができる。内側大腿骨柱状形体が完了すると、ユーザは、内
側大腿骨竜骨状形体の成形に進む用意ができたということを合図することができる(たと
えばフットペダルまたは他の入力デバイス25を使用して)。一つの態様では、竜骨状形体
を成形する前に、ユーザは、4mmバーをストレートバーと交換する。内側大腿骨面形体の
かど部に関連して先に論じたように、バーを交換するために、ユーザは、ツール50を抜き
取らなければならないことを合図する。応答して、妨害検出アルゴリズムが休止し、触覚
デバイス30はフリーモードに入れられてツール50の抜き取りが可能になる。ひとたびバー
が交換されると、ユーザは、内側大腿骨竜骨状形体の成形に進むことができる。好ましく
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は、ユーザは、骨彫刻を再開する前に上記のチェック点検証を実施する。
【０１５６】
　内側大腿骨竜骨状形体を彫刻するプロセスは、内側大腿骨面および柱状形体を彫刻する
プロセスに実質的に似ている。大腿骨面および柱状形体の場合と同様に、外科システム10
は、大腿骨Fのグラフィカル表現、除去される骨の部分618の表現612、ツール先端616aお
よびツールシャフト616bを示すツール50のグラフィカル表現ならびに場合によっては反対
側の骨(すなわち、脛骨T)の表現を示す画面91(図39に示す)を表示する。前記と同様、除
去される骨の部分618は、好ましくは、周囲の骨とは異なる色に色付けされる。さらには
、内側大腿骨柱状形体に関連して先に論じたように、画面91は、ツール50の回転シャフト
で周囲の骨を損傷することを回避するためにユーザがツール角をモニタすることを可能に
する機構を含むことができる。
【０１５７】
　触覚デバイス30は、アプローチ経路の形態の触覚対象物(たとえば図1の触覚対象物300
、図9に示す触覚対象物310)が、ツール50の先端を切開部128に誘導し、患者の対象の形体
(すなわち、患者解剖学的構造上の骨のうち、画面91にグラフィカルに表現された部分618
に対応する部分)に向かわせる際にユーザを援助するアプローチモードに入る。外科シス
テム10は、たとえばツール50の先端が対象の形体に関連する既定の点に接近した際に触覚
デバイス30を自動的に触覚(またはバーリング)モードに入れる。触覚デバイス30が触覚モ
ードに入ると、外科システム10はまた、妨害検出アルゴリズムを起動する。ひとたび触覚
デバイス30が触覚モードに入ると、ユーザは骨彫刻に進むことができる。ユーザがツール
50で骨を除去するにつれ、外科システム10は、画面91上の大腿骨Fのイメージを更新して
、骨が除去された深さを示す。骨除去プロセス中、触覚デバイス30は、たとえば、除去さ
れる骨の部分618に一致する形および体積を有する触覚対象物に基づいて、力フィードバ
ックをユーザに付与する。内側大腿骨竜骨状形体の場合、触覚対象物の境界は、たとえば
、大腿骨Fの彫刻面と嵌合する大腿骨構成部72の竜骨状部72c(図10Aに示す)の表面に実質
的に対応することができる。内側大腿骨竜骨状形体が完了すると、ユーザは、ツール50を
患者から抜き取る用意ができたということを合図することができる(たとえばフットペダ
ルまたは他の入力デバイス25を使用して)。応答して、外科システム10は、妨害検出アル
ゴリズムを休止させ、触覚デバイス30をフリーモードに入れてツール50の抜き取りを可能
にする。
【０１５８】
　ステップS15は、第二のインプラント(すなわち大腿骨構成部72)またはトライアルイン
プラント(たとえば大腿骨トライアル)を、大腿骨Fの調製された内側大腿骨面、柱状形体
および竜骨状形体に装着するトライアル整復プロセスである。ユーザは、大腿骨構成部72
または大腿骨トライアルの装着を評価し、改善された装着を達成するため、任意の所望の
調節を加える、たとえばインプラントプラニングおよび／または骨彫刻を繰り返すことが
できる。ステップS15で、脛骨Tに対して調節を加えることもできる。トライアル整復を容
易にするため、外科システム10は、大腿骨Fおよび脛骨Tの追跡される動きをグラフィカル
に表現し、計測値、たとえば屈曲、内反／外反および内／外回旋角を表示する画面(図示
せず)を生成することができる。さらには、大腿骨および／または脛骨トライアルインプ
ラントは、トライアルインプラントが骨に装着されたのち、外科システム10がトライアル
インプラントの配置を検証することを可能にするために、追跡されるプローブでタッチす
ることができる固有の特徴(たとえばくぼみ、マーキングなど)を含むこともできる。固有
の特徴はまた、一つのインプラントの位置を別のインプラントの位置に合わせるために使
用することもできる(たとえばモジュラーインプラントの場合)。ユーザは、トライアルイ
ンプラントの装着に満足すると、大腿骨構成部72および脛骨構成部74の設置ならびに外科
的処置の完了に進むことができる。
【０１５９】
　このように、本発明の態様は、最小侵襲手術において直接可視化に取って代わることが
でき、整形外科的関節置換用途で健康な骨を温存し、術中適合性およびプラニングを可能
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にし、外科的熟練レベルにかかわらず十分に予測可能、繰返し可能および／または正確で
ある手術結果を出すことができる触覚誘導システムおよび方法を提供する。
【０１６０】
　本明細書に開示した発明の詳細な説明および実施を考慮すると、本発明の他の態様が当
業者には自明であろう。詳細な説明および実施例は単に例を示すものとみなされることを
意図したものである。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】本発明の外科システムの態様の斜視図である。
【図２Ａ】本発明の触覚デバイスの態様の斜視図である。
【図２Ｂ】本発明の触覚デバイスの態様の斜視図である。
【図２Ｃ】本発明の触覚デバイスを作動させる方法の態様を示す、図2Aの触覚デバイスの
斜視図である。
【図３】図2Aの触覚デバイスのエンドエフェクタの態様の斜視図である。
【図４】本発明の解剖学的構造トラッカの態様の斜視図である。
【図５】本発明の触覚デバイストラッカの態様の斜視図である。
【図６Ａ】本発明のエンドエフェクタトラッカの態様の斜視図である。
【図６Ｂ】触覚デバイスに取り付けられた図5Aのエンドエフェクタの斜視図である。
【図７】本発明の器具トラッカの態様の斜視図である。
【図８】本発明の機械的追跡システムの態様の図である。
【図９】本発明の触覚対象物のグラフィカル表現の態様を示す、大腿骨および脛骨の斜視
図である。
【図１０Ａ】本発明の大腿骨構成部の態様の斜視図である。
【図１０Ｂ】本発明の脛骨構成部の態様の斜視図である。
【図１１Ａ】本発明の対応の力フィードバック曲線のグラフである。
【図１１Ｂ】左にシフトした図11Aの力フィードバック曲線のグラフである。
【図１１Ｃ】本発明の反発性触覚対象物の態様のグラフィカル表現である。
【図１１Ｄ】本発明の反発性触覚対象物の態様のグラフィカル表現である。
【図１１Ｅ】本発明の仮想ツールの態様のグラフィカル表現である。
【図１１Ｆ】本発明の仮想ツールの態様のグラフィカル表現である。
【図１１Ｇ】本発明のグラフィカル選択インタフェースの態様を示す図である。
【図１１Ｈ】本発明のグラフィカル選択インタフェースの態様を示す図である。
【図１２】本発明のCASシステムの表示の態様を示す図である。
【図１３】本発明の膝単顆置換のプロセスの態様のブロック図である。
【図１４Ａ】本発明のレッグホルダの態様を示す図である。
【図１４Ｂ】本発明のレッグホルダの態様を示す図である。
【図１５】本発明のセグメント化ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図で
ある。
【図１６】本発明のセグメント化ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図で
ある。
【図１７】本発明のランドマーク選択ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図１８】本発明のランドマーク選択ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図１９】本発明のランドマーク選択ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図２０】本発明のランドマーク選択ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図２１】本発明のランドマーク選択ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
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【図２２】本発明のランドマーク選択ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図２３】本発明のランドマーク選択ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図２４】本発明のプローブ較正検証ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図２５】本発明の解剖学的構造トラッカ設置ステップを示す外科的ナビゲーション画面
の態様の図である。
【図２６】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図２７】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図２８】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図２９】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図３０】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図３１】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図３２】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図３３】本発明の位置合わせステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図であ
る。
【図３４】本発明の触覚デバイス較正ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の
図である。
【図３５】本発明のインプラント配置プラニングステップを示す外科的ナビゲーション画
面の態様の図である。
【図３６】本発明の骨調製ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図である。
【図３７】本発明の骨調製ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図である。
【図３８】本発明のインプラント配置プラニングステップを示す外科的ナビゲーション画
面の態様の図である。
【図３９】本発明の骨調製ステップを示す外科的ナビゲーション画面の態様の図である。
【図４０】本発明の触覚レンダリングプロセスの態様のブロック図である。
【図４１】重ね合わされる多数の触覚対象物の表現である。
【図４２】本発明の3D幾何学的触覚対象物の態様の表現である。
【図４３】本発明のポリゴンベースの触覚レンダリングプロセスの態様のブロック図であ
る。
【図４４】本発明のポリゴン面対象物の態様の表現である。
【図４５】本発明のボクセルマップの態様の表現である。
【図４６Ａ】本発明のボクセル参照テーブルの態様の表現である。
【図４６Ｂ】本発明のポリゴン参照テーブルの態様の表現である。
【図４７】本発明の仮想ガイドラインの態様の具現化の図示である。
【図４８】座標変換のグラフィカルな図示である。
【図４９Ａ】仮想プロキシ点位置の図示である。
【図４９Ｂ】仮想プロキシ点位置の図示である。
【図５０】本発明の触覚レンダリングアルゴリズムの態様のフローチャートである。
【図５１Ａ】アクティブポリゴン優先順位挙動の図画表現である。
【図５１Ｂ】On-Polygon優先順位挙動の図画表現である。
【図５１Ｃ】連続面優先順位挙動の図画表現である。
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【図５１Ｄ】最小力優先順位挙動の図画表現である。
【図５２Ａ】凹かど部挙動を拡張するx-y図の図画表現である。
【図５２Ｂ】凹かど部挙動を拡張するy-z図の図画表現である。

【図１】 【図２Ａ】



(71) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図３】 【図４】



(72) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図８】

【図９】



(73) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図１０】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１１Ｄ】

【図１１Ｅ】

【図１１Ｆ】

【図１１Ｇ】

【図１１Ｈ】



(74) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図１２】 【図１３】

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】



(75) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(76) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(77) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(78) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(79) JP 2008-538184 A 2008.10.16

【図３１】 【図３２】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年12月15日(2006.12.15)
【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】
　ユーザによって操作されて患者に対して処置を実施するように構成された外科デバイス
と、
　　患者の解剖学的構造と、該外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少
なくとも一つとの間の関係に基づいて該外科デバイスを制御して、ユーザに対する触覚誘
導および該外科デバイスのユーザ操作に対する制限の少なくとも一方を提供するための制
御パラメータを具現化し、
　　処置中の該解剖学的構造の動きに応答して該制御パラメータを調節するようにプログ
ラムされたコンピュータシステムとを含む、
外科装置。
【請求項２】
　外科デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項1記載の外科装置
。
【請求項３】
　インタフェースが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成さ
れた第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよ
うに構成された第二の部分を含む、請求項2記載の外科装置。
【請求項４】
　第一の部分がアームのジョイントを含み、第二の部分が該アームの遠位端および外科ツ
ールの少なくとも一方を含む、請求項3記載の外科装置。
【請求項５】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物、該解剖学的構造に関す
るパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科ツールの位置に基づい
て外科器具を制御して、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを発生させるようにプロ
グラムされている、請求項2記載の外科装置。
【請求項６】
　外科デバイスがフィードバック機構を含み、コンピュータシステムが、ユーザが該外科
デバイスを操作する間に、解剖学的構造と対応する仮想対象物、該解剖学的構造に関する
パラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する該外科デバイスの部分の場所
に関する情報をユーザに送るように該フィードバック機構を制御するように構成されてい
る、請求項1記載の外科装置。
【請求項７】
　フィードバック機構が、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを生じさせるための少
なくとも一つのモータを含む、請求項6記載の外科装置。
【請求項８】
　外科デバイスが、該外科デバイスを操作するユーザにフィードバックを供給するように
構成された少なくとも一つのフィードバック機構を含み、コンピュータシステムが、ユー
ザが該外科デバイスを操作する間に、患者の解剖学的構造と、該外科デバイスの部分の位
置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて該少なくとも一つ
のフィードバック機構を制御して触覚誘導をユーザに提供するようにプログラムされてい
る、請求項1記載の外科装置。
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【請求項９】
　少なくとも一つのフィードバック機構が、外科デバイスのユーザの操作に対抗する力フ
ィードバックを供給するように構成されたモータを含む、請求項8記載の外科装置。
【請求項１０】
　コンピュータシステムが、ユーザが力フィードバックに打ち勝ち、外科デバイスを所望
の場所に動かすことを可能にするようにプログラムされている、請求項9記載の外科装置
。
【請求項１１】
　少なくとも一つのフィードバック機構が、振動を生じさせるためのオシレータを含む、
請求項8記載の外科装置。
【請求項１２】
　コンピュータシステムが、インピーダンス制御を使用して外科デバイスを制御するよう
にプログラムされている、請求項1記載の外科装置。
【請求項１３】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物に少なくとも部分的に基
づいて制御パラメータを決定するようにプログラムされている、請求項1記載の外科装置
。
【請求項１４】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造の検出された動きをモニタし、次いで該検出さ
れた動きに応答して仮想対象物を調節することにより、処置中の該解剖学的構造の動きに
応答して該解剖学的構造と対応する仮想対象物を調節するようにプログラムされている、
請求項1記載の外科装置。
【請求項１５】
　対象物のポーズを決定するための検出デバイスをさらに含む、請求項1記載の外科装置
。
【請求項１６】
　検出デバイスが外科デバイスに据え付けられている、請求項15記載の外科装置。
【請求項１７】
　検出デバイスが外科デバイスに対して第一の位置から第二の位置まで移動可能である、
請求項16記載の外科装置。
【請求項１８】
　検出デバイスが外科デバイスに対して所定位置に固定されている、請求項16記載の外科
装置。
【請求項１９】
　検出デバイスによって検出可能であり、追跡される対象物に取り付けられるように構成
された少なくとも一つの追跡可能要素をさらに含む、請求項15記載の外科装置。
【請求項２０】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、特有の幾何学的配置を有しかつ該少なくとも一つの
追跡可能要素が対象物に取り付けられている場合に該対象物に対して既知の幾何学的関係
を有するマーカのアレイを含む、請求項19記載の外科装置。
【請求項２１】
　コンピュータシステムが、処置中に検出デバイスが少なくとも一つの追跡可能要素を検
出することができない場合にユーザに警告するようにプログラムされている、請求項19記
載の外科装置。
【請求項２２】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、解剖学的構造への取付けのための固定デバイスを含
む、請求項19記載の外科装置。
【請求項２３】
　固定デバイスが少なくとも一つの骨ピンを含む、請求項22記載の外科装置。
【請求項２４】
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　少なくとも一つの追跡可能要素が外科デバイスに配置されている、請求項19記載の外科
装置。
【請求項２５】
　少なくとも一つの追跡可能要素が外科デバイスに対して第一の位置と第二の位置との間
で移動可能である、請求項24記載の外科装置。
【請求項２６】
　少なくとも一つの追跡可能要素が外科デバイスに対して所定位置に固定されている、請
求項24記載の外科装置。
【請求項２７】
　外科デバイスが外科ツールと係合するように構成されたアームを含み、少なくとも一つ
の追跡可能要素が該アームの遠位端および該外科ツールの少なくとも一方に配置されるよ
うに構成されている、請求項19記載の外科装置。
【請求項２８】
　少なくとも一つの追跡可能要素がプローブに結合されている、請求項19記載の外科装置
。
【請求項２９】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、プローブの較正を検証するための形体を含む、請求
項19記載の外科装置。
【請求項３０】
　形体がくぼみを含む、請求項29記載の外科装置。
【請求項３１】
　検出デバイスが、追跡される対象物に接続されるように構成されている、請求項15記載
の外科装置。
【請求項３２】
　検出デバイスが、患者の骨への取付けのための固定デバイスを含む、請求項31記載の外
科装置。
【請求項３３】
　ユーザによって操作されて患者に対して処置を実施するように構成された触覚デバイス
であって、該触覚デバイスを操作するユーザにフィードバックを供給するように構成され
た少なくとも一つのフィードバック機構を含む触覚デバイスと、
　ユーザが該触覚デバイスを操作する間に、患者の解剖学的構造と、該触覚デバイスの部
分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて該少なくと
も一つのフィードバック機構を制御して、ユーザに触覚誘導を提供するための制御パラメ
ータを具現化するようにプログラムされた、かつ処置中の該解剖学的構造の動きに応答し
て該制御パラメータを調節するようにプログラムされたコンピュータシステムとを含む、
外科装置。
【請求項３４】
　触覚デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項33記載の外科装置
。
【請求項３５】
　インタフェースが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成さ
れた第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよ
うに構成された第二の部分を含む、請求項33記載の外科装置。
【請求項３６】
　第一の部分がアームのジョイントを含み、第二の部分が該アームの遠位端および外科ツ
ールの少なくとも一方を含む、請求項35記載の外科装置。
【請求項３７】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物、該解剖学的構造に関す
るパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科ツールの位置に基づい
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て触覚デバイスを制御して、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを発生させるように
プログラムされている、請求項33記載の外科装置。
【請求項３８】
　コンピュータシステムが、ユーザが触覚デバイスを操作する間に、解剖学的構造と対応
する仮想対象物、該解剖学的構造に関するパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも
一つに対する該触覚デバイスの部分の場所に関する情報を該ユーザに送るようにフィード
バック機構を制御するように構成されている、請求項33記載の外科装置。
【請求項３９】
　フィードバック機構が、力、トルクおよび振動の少なくとも一つを生じさせるための少
なくとも一つのモータを含む、請求項33記載の外科装置。
【請求項４０】
　少なくとも一つのフィードバック機構が、触覚デバイスのユーザの操作に対抗する力フ
ィードバックを供給するように構成されたモータを含む、請求項33記載の外科装置。
【請求項４１】
　コンピュータシステムが、ユーザが力フィードバックに打ち勝ち、触覚デバイスを所望
の場所に動かすことを可能にするようにプログラムされている、請求項40記載の外科装置
。
【請求項４２】
　コンピュータシステムが、インピーダンス制御を使用して触覚デバイスを制御するよう
にプログラムされている、請求項33記載の外科装置。
【請求項４３】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造と対応する仮想対象物に少なくとも部分的に基
づいて制御パラメータを決定するようにプログラムされている、請求項33記載の外科装置
。
【請求項４４】
　コンピュータシステムが、解剖学的構造の検出された動きをモニタし、次いで該検出さ
れた動きに応答して仮想対象物を調節することにより、処置中の該解剖学的構造の動きに
応答して該解剖学的構造と対応する仮想対象物を調節するようにプログラムされている、
請求項33記載の外科装置。
【請求項４５】
　対象物のポーズを決定するための検出デバイスをさらに含む、請求項33記載の外科装置
。
【請求項４６】
　検出デバイスが触覚デバイスに据え付けられている、請求項45記載の外科装置。
【請求項４７】
　検出デバイスが触覚デバイスに対して第一の位置から第二の位置まで移動可能である、
請求項46記載の外科装置。
【請求項４８】
　検出デバイスが触覚デバイスに対して所定位置に固定されている、請求項46記載の外科
装置。
【請求項４９】
　検出デバイスによって検出可能であり、追跡される対象物に取り付けられるように構成
された少なくとも一つの追跡可能要素をさらに含む、請求項45記載の外科装置。
【請求項５０】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、特有の幾何学的配置を有し、該少なくとも一つの追
跡可能要素が対象物に取り付けられている場合に該対象物に対して既知の幾何学的関係を
有するマーカのアレイを含む、請求項49記載の外科装置。
【請求項５１】
　コンピュータシステムが、処置中に検出デバイスが少なくとも一つの追跡可能要素を検
出することができない場合にユーザに警告するようにプログラムされている、請求項49記
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載の外科装置。
【請求項５２】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、解剖学的構造への取付けのための固定デバイスを含
む、請求項49記載の外科装置。
【請求項５３】
　固定デバイスが少なくとも一つの骨ピンを含む、請求項52記載の外科装置。
【請求項５４】
　少なくとも一つの追跡可能要素が触覚デバイスに配置されている、請求項49記載の外科
装置。
【請求項５５】
　少なくとも一つの追跡可能要素が触覚デバイスに対して第一の位置と第二の位置との間
で移動可能である、請求項54記載の外科装置。
【請求項５６】
　少なくとも一つの追跡可能要素が触覚デバイスに対して所定位置に固定されている、請
求項54記載の外科装置。
【請求項５７】
　触覚デバイスが外科ツールと係合するように構成されたアームを含み、少なくとも一つ
の追跡可能要素が該アームの遠位端および該外科ツールの少なくとも一方に配置されるよ
うに構成されている、請求項49記載の外科装置。
【請求項５８】
　少なくとも一つの追跡可能要素がプローブに結合されている、請求項49記載の外科装置
。
【請求項５９】
　少なくとも一つの追跡可能要素が、プローブの較正を検証するための形体を含む、請求
項49記載の外科装置。
【請求項６０】
　形体がくぼみを含む、請求項59記載の外科装置。
【請求項６１】
　検出デバイスが、追跡される対象物に接続されるように構成されている、請求項45記載
の外科装置。
【請求項６２】
　検出デバイスが、患者の骨への取付けのための固定デバイスを含む、請求項61記載の外
科装置。
【請求項６３】
　患者の解剖学的構造の表現を生成するステップ、
　該解剖学的構造および外科デバイスを該解剖学的構造の表現と対応させるステップ、
　該外科デバイスを操作して、該外科デバイスの部分を該解剖学的構造の領域中で動かす
ことにより、患者に対して処置を実施するステップ、
　該解剖学的構造の該表現と、該外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の
少なくとも一つとの間の関係に基づいて該外科デバイスを制御して、触覚誘導および該外
科デバイスの操作に対する制限の少なくとも一方を提供するステップ、および
　該処置中の該解剖学的構造の動きに応答して該解剖学的構造の表現を調節するステップ
を含む、
外科的方法。
【請求項６４】
　解剖学的構造の表現に関するパラメータを規定するステップをさらに含む、請求項63記
載の方法。
【請求項６５】
　パラメータが距離を含む、請求項64記載の方法。
【請求項６６】



(89) JP 2008-538184 A 2008.10.16

　パラメータならびに外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該外科デバイスを制御して、触覚誘導および該外科デバイスの操作に対す
る制限の少なくとも一方を提供するステップをさらに含む、請求項64記載の方法。
【請求項６７】
　仮想対象物を解剖学的構造の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項63記載の
方法。
【請求項６８】
　仮想対象物ならびに外科デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該外科デバイスを制御して、触覚誘導および該外科デバイスの操作に対す
る制限の少なくとも一方を提供するステップをさらに含む、請求項67記載の方法。
【請求項６９】
　解剖学的構造の位置をモニタして該解剖学的構造の動きを検出するステップ、および
　検出された動きに応答して仮想対象物を調節するステップをさらに含む、
請求項67記載の方法。
【請求項７０】
　外科デバイスを制御するステップが、仮想対象物の少なくとも一部分に貫入しないよう
に該外科デバイスの部分を拘束することを含む、請求項67記載の方法。
【請求項７１】
　仮想対象物の少なくとも一部分が、解剖学的構造から除去される物質の部分を表す、請
求項67記載の方法。
【請求項７２】
　仮想対象物の少なくとも一部分の形が、解剖学的構造に装着されるインプラントの表面
の形に実質的に一致する、請求項67記載の方法。
【請求項７３】
　仮想対象物の表現を解剖学的構造の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項
67記載の方法。
【請求項７４】
　仮想対象物が第一の位置から第二の位置までの経路を表す、請求項67記載の方法。
【請求項７５】
　第二の位置が解剖学的構造の標的領域を含む、請求項74記載の方法。
【請求項７６】
　外科デバイスの部分が動きが経路沿いに拘束されるように仮想対象物をアクティブ化す
るステップ、および
　該外科デバイスの該部分が第二の位置に達した際に該仮想対象物を非アクティブ化する
ステップをさらに含む、
請求項74記載の方法。
【請求項７７】
　仮想対象物を非アクティブ化して外科デバイスの部分が経路から逸脱することを可能に
するステップをさらに含む、請求項76記載の方法。
【請求項７８】
　外科デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項63記載の方法。
【請求項７９】
　インタフェースが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成さ
れた第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよ
うに構成された第二の部分を含む、請求項78記載の方法。
【請求項８０】
　インタフェースを操作してアームの構造を変化させると同時に外科ツールを該アームに
対して動かすステップをさらに含む、請求項78記載の方法。
【請求項８１】
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　外科デバイスを制御するステップが、フィードバック機構を制御して、力、トルクおよ
び振動の少なくとも一つを発生させることを含む、請求項63記載の方法。
【請求項８２】
　外科デバイスを制御するステップが、該外科デバイスのユーザの操作に対抗する力フィ
ードバックを発生させることを含む、請求項63記載の方法。
【請求項８３】
　力フィードバックが、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界への外科デバイスの部分
の近接に基づいて決定される、請求項82記載の方法。
【請求項８４】
　外科デバイスの部分が解剖学的構造の表現と対応する仮想境界に接近するにつれ、力フ
ィードバックの大きさが増す、請求項82記載の方法。
【請求項８５】
　触覚誘導が、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界、該解剖学的構造の表現に関する
パラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科デバイスの部分の位置に
関する情報を、該外科デバイスを操作するユーザに送る、請求項63記載の方法。
【請求項８６】
　外科デバイスを制御するための力フィードバック曲線を所望の値だけオフセットするス
テップをさらに含む、請求項63記載の方法。
【請求項８７】
　所望の値を記憶するステップ、および
　該所望の値をユーザと対応させるステップをさらに含む、
請求項86記載の方法。
【請求項８８】
　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、触覚対象物のサイズを増減させる
ことを含む、請求項86記載の方法。
【請求項８９】
　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、外科デバイスに結合された外科ツ
ールの表現のサイズを増減させることを含む、請求項86記載の方法。
【請求項９０】
　外科デバイスの位置をモニタするステップをさらに含む、請求項63記載の方法。
【請求項９１】
　外科デバイスに結合された外科ツールの表現を生成するステップをさらに含む、請求項
63記載の方法。
【請求項９２】
　ユーザが外科デバイスを操作して患者に対して処置を実施するにつれ、外科ツールの表
現を更新するステップをさらに含む、請求項91記載の方法。
【請求項９３】
　外科ツールの表現が、該外科ツールの先端および該外科ツールのシャフトの少なくとも
一方の表現を含む、請求項91記載の方法。
【請求項９４】
　外科ツールのシャフトの許容しうる傾斜角を指示するステップをさらに含む、請求項91
記載の方法。
【請求項９５】
　解剖学的構造から除去される物質の少なくとも一部分の表現を生成するステップ、
　外科デバイスを操作して該解剖学的構造から物質を除去するステップ、および
　該外科デバイスによって除去された該物質の表現を生成するステップをさらに含む、
請求項63記載の方法。
【請求項９６】
　除去される物質の部分の表現を第一の色で生成するステップ、
　所望の量の物質が除去されたとき、外科デバイスによって除去された該物質の表現を第
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二の色で生成するステップ、および
　該外科デバイスによって除去された該物質が物質の所望の量を超えたとき、該外科デバ
イスによって除去された該物質の表現を第三の色で生成するステップをさらに含む、
請求項95記載の方法。
【請求項９７】
　外科デバイスを操作するユーザを処置を通して誘導するように構成された少なくとも一
つの表示を作り出すステップをさらに含む、請求項63記載の方法。
【請求項９８】
　少なくとも一つの表示が、タスクを実施するようにユーザを促す、請求項97記載の方法
。
【請求項９９】
　患者の解剖学的構造の表現を生成するステップ、
　該解剖学的構造および触覚デバイスを該解剖学的構造の該表現と対応させるステップ、
　操作中にフィードバックを供給するように構成された少なくとも一つのフィードバック
機構を含む該触覚デバイスを操作して、該触覚デバイスの部分を該解剖学的構造の領域中
で動かすことにより、患者に対して処置を実施するステップ、および
　該触覚デバイスの操作中、該患者の該解剖学的構造の該表現と、該触覚デバイスの部分
の位置、向き、速度および加速度の少なくとも一つとの間の関係に基づいて該少なくとも
一つのフィードバック機構を制御して触覚誘導を提供するステップを含む、
外科的方法。
【請求項１００】
　処置中の解剖学的構造の動きに応答して患者の該解剖学的構造の表現を調節するステッ
プをさらに含む、請求項99記載の方法。
【請求項１０１】
　解剖学的構造の表現に関するパラメータを規定するステップをさらに含む、請求項99記
載の方法。
【請求項１０２】
　パラメータが距離を含む、請求項101記載の方法。
【請求項１０３】
　パラメータならびに触覚デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該触覚デバイスを制御して触覚誘導の少なくとも一つを提供するステップ
をさらに含む、請求項101記載の方法。
【請求項１０４】
　仮想対象物を解剖学的構造の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項99記載の
方法。
【請求項１０５】
　仮想対象物ならびに触覚デバイスの部分の位置、向き、速度および加速度の少なくとも
一つに基づいて該触覚デバイスを制御して触覚誘導を提供するステップをさらに含む、請
求項104記載の方法。
【請求項１０６】
　解剖学的構造の位置をモニタして該解剖学的構造の動きを検出するステップ、および
　検出された動きに応答して仮想対象物を調節するステップをさらに含む、
請求項104記載の方法。
【請求項１０７】
　触覚デバイスを制御するステップが、仮想対象物の少なくとも一部分に貫入しないよう
に該触覚デバイスの部分を拘束することを含む、請求項104記載の方法。
【請求項１０８】
　仮想対象物の少なくとも一部分が、解剖学的構造から除去される物質の部分を表す、請
求項104記載の方法。
【請求項１０９】
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　仮想対象物の少なくとも一部分の形が、解剖学的構造に装着されるインプラントの表面
の形に実質的に一致する、請求項104記載の方法。
【請求項１１０】
　仮想対象物の表現を解剖学的構造の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項
104記載の方法。
【請求項１１１】
　仮想対象物が第一の位置から第二の位置までの経路を表す、請求項104記載の方法。
【請求項１１２】
　第二の位置が解剖学的構造の標的領域を含む、請求項111記載の方法。
【請求項１１３】
　触覚デバイスの部分の動きが経路沿いに拘束されるように仮想対象物をアクティブ化す
るステップ、および
　該触覚デバイスの該部分が第二の位置に達した際に該仮想対象物を非アクティブ化する
ステップをさらに含む、
請求項111記載の方法。
【請求項１１４】
　仮想対象物を非アクティブ化して触覚デバイスの部分が経路から逸脱することを可能に
するステップをさらに含む、請求項113記載の方法。
【請求項１１５】
　触覚デバイスが、アーム、該アームに結合された外科ツールならびに該アームおよび該
外科ツールの少なくとも一方と対応するインタフェースを含む、請求項99記載の方法。
【請求項１１６】
　触覚デバイスが、ユーザがアームの構造を変化させることを可能にするように構成され
た第一の部分およびユーザが外科ツールを該アームに対して動かすことを可能にするよう
に構成された第二の部分を含む、請求項115記載の方法。
【請求項１１７】
　インタフェースを操作してアームの構造を変化させると同時に外科ツールを該アームに
対して動かすステップをさらに含む、請求項115記載の方法。
【請求項１１８】
　フィードバック機構によって供給されるフィードバックが、力、トルクおよび振動の少
なくとも一つを含む、請求項99記載の方法。
【請求項１１９】
　フィードバック機構によって供給されるフィードバックが触覚デバイスのユーザの操作
に対抗する、請求項99記載の方法。
【請求項１２０】
　フィードバックが、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界への触覚デバイスの部分の
近接に基づいて決定される、請求項119記載の方法。
【請求項１２１】
　触覚デバイスの部分が解剖学的構造の表現と対応する仮想境界に接近するにつれ、フィ
ードバックの大きさが増す、請求項119記載の方法。
【請求項１２２】
　触覚誘導が、解剖学的構造の表現と対応する仮想境界、該解剖学的構造の該表示に関す
るパラメータおよび該解剖学的構造の少なくとも一つに対する外科デバイスの部分の位置
に関する情報を、該外科デバイスを操作するユーザに送る、請求項99記載の方法。
【請求項１２３】
　触覚デバイスを制御するための力フィードバック曲線を所望の値だけオフセットするス
テップをさらに含む、請求項99記載の方法。
【請求項１２４】
　所望の値を記憶するステップ、および
　該所望の値をユーザと対応させるステップをさらに含む、
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請求項123記載の方法。
【請求項１２５】
　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、触覚対象物のサイズを増減させる
ことを含む、請求項123記載の方法。
【請求項１２６】
　力フィードバック曲線をオフセットするステップが、触覚デバイスに結合された外科ツ
ールの表現のサイズを増減させることを含む、請求項123記載の方法。
【請求項１２７】
　触覚デバイスの位置をモニタするステップをさらに含む、請求項99記載の方法。
【請求項１２８】
　触覚デバイスに結合された外科ツールの表現を生成するステップをさらに含む、請求項
99記載の方法。
【請求項１２９】
　ユーザが触覚デバイスを操作して患者に対して処置を実施するにつれ、外科ツールの表
現を更新するステップをさらに含む、請求項128記載の方法。
【請求項１３０】
　外科ツールの表現が、該外科ツールの先端および該外科ツールのシャフトの少なくとも
一方の表現を含む、請求項128記載の方法。
【請求項１３１】
　外科ツールのシャフトの許容しうる傾斜角を指示するステップをさらに含む、請求項12
8記載の方法。
【請求項１３２】
　解剖学的構造から除去される物質の少なくとも一部分の表現を生成するステップ、
　触覚デバイスを操作して該解剖学的構造から物質を除去するステップ、および
　外科デバイスによって除去された該物質の表現を生成するステップをさらに含む、
請求項99記載の方法。
【請求項１３３】
　除去される物質の部分の表現を第一の色で生成するステップ、
　所望の量の物質が除去されたとき、触覚デバイスによって除去された該物質の表現を第
二の色で生成するステップ、および
　該触覚デバイスによって除去された該物質が物質の該所望の量を超えたとき、該触覚デ
バイスによって除去された該物質の表現を第三の色で生成するステップをさらに含む、
請求項132記載の方法。
【請求項１３４】
　触覚デバイスを操作するユーザを処置を通して誘導するように構成された少なくとも一
つの表示を作り出すステップをさらに含む、請求項99記載の方法。
【請求項１３５】
　少なくとも一つの表示が、タスクを実施するようにユーザを促す、請求項134記載の方
法。
【請求項１３６】
　第一の骨の表現を生成するステップ、
　第二の骨の表現を生成するステップ、
　該第一の骨に第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップ、
　外科ツールを操作して該第一の骨を彫刻することにより、該第一のインプラントを受け
るように該第一の骨を調製するステップ、
　該第一の骨を調製したのち該第二の骨に第二のインプラントを埋植するための骨調製を
プラニングするステップ、および
　該外科ツールを操作して該第二の骨を彫刻することにより、該第二のインプラントを受
けるように該第二の骨を調製するステップを含む、
関節置換法。
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【請求項１３７】
　第一の骨の表現上にランドマークを指定するステップ、および
　第二の骨の表現上にランドマークを指定するステップをさらに含む、
請求項136記載の方法。
【請求項１３８】
　第一の骨の表現上のランドマークが、内果、外果、回旋ランドマーク、膝中心、股関節
中心、内側上顆および外側上顆の少なくとも一つを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１３９】
　第二の骨の表現上のランドマークが、内果、外果、回旋ランドマーク、膝中心、股関節
中心、内側上顆および外側上顆の少なくとも一つを含む、請求項137記載の方法。
【請求項１４０】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現を第一の骨の表現に重ね合わせることを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１４１】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現を第二の骨の表現に重ね合わせることを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１４２】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現を第一の骨の表現と対応させることを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１４３】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現を第二の骨の表現と対応させることを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１４４】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、前方／後方位置、内／外角、内反／外反角
、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節することを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１４５】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、前方／後方位置、内／外角、内反／外反角
、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節することを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１４６】
　第一のインプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少
なくとも一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項136記載の方法
。
【請求項１４７】
　第二のインプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少
なくとも一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項136記載の方法
。
【請求項１４８】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第一の骨の
領域中の軟骨の検出場所に少なくとも部分的に基づいて該第一のインプラントの表現を該
第一の骨の表現と対応させることを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１４９】
　第一の骨の動きに応答して該第一の骨の表現を調節するステップをさらに含む、請求項
136記載の方法。
【請求項１５０】
　第二の骨の動きに応答して該第二の骨の表現を調節するステップをさらに含む、請求項
136記載の方法。
【請求項１５１】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第一の骨の
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上の軟骨面の高さを検出することを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１５２】
　第一のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第一のイ
ンプラントの表現の少なくとも一部分を軟骨面の高さの表現と整合させることを含む、請
求項151記載の方法。
【請求項１５３】
　第一のインプラントを第一の骨に装着するステップをさらに含む、請求項136記載の方
法。
【請求項１５４】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第一の骨の
上の第一のインプラントの検出場所に少なくとも部分的に基づいて該第二のインプラント
の表現を第二の骨の表現と対応させることを含む、請求項153記載の方法。
【請求項１５５】
　関節を第一の位置に動かすステップ、
　該関節が該第一の位置にあるとき、該関節の第一の場所に対応する第一の点を特定する
ステップ、
　該関節を第二の位置に動かすステップ、
　該関節が該第二の位置にあるとき、該関節の第二の場所に対応する第二の点を特定する
ステップ、および
　該第一および第二の点に少なくとも部分的に基づいて第二のインプラントを第二の骨に
埋植するための骨調製をプラニングするステップをさらに含む、
請求項153記載の方法。
【請求項１５６】
　関節を第一の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項155記載の方法。
【請求項１５７】
　関節を第二の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項155記載の方法。
【請求項１５８】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、第一の骨に装着された第一のインプ
ラント上の場所を含む、請求項155記載の方法。
【請求項１５９】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節中に配置された既存のインプラ
ント上の場所を含む、請求項155記載の方法。
【請求項１６０】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、第二のイン
プラントの表現の中心線を第一および第二の点と整合させることを含む、請求項155記載
の方法。
【請求項１６１】
　第一の骨を調製するステップが、第一の骨の表現と対応する仮想境界に貫入することお
よび該第一の骨の表現に関して規定されたパラメータを超えることの少なくとも一方に逆
らって外科ツールを拘束することを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１６２】
　第二の骨を調製するステップが、第二の骨の表現と対応する仮想境界に貫入することお
よび該第二の骨の表現に関して規定されたパラメータを超えることの少なくとも一方に逆
らって外科ツールを拘束することを含む、請求項136記載の方法。
【請求項１６３】
　第一の骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
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請求項136記載の方法。
【請求項１６４】
　仮想境界の少なくとも一部分が第一のインプラントの表現を含む、請求項163記載の方
法。
【請求項１６５】
　仮想境界の少なくとも一部分の形が第一のインプラントの表面の形に一致する、請求項
163記載の方法。
【請求項１６６】
　第一の骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項163記載
の方法。
【請求項１６７】
　第二の骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項136記載の方法。
【請求項１６８】
　仮想境界の少なくとも一部分が第二のインプラントの表現を含む、請求項167記載の方
法。
【請求項１６９】
　仮想境界の少なくとも一部分の形が第二のインプラントの表面の形に一致する、請求項
167記載の方法。
【請求項１７０】
　第二の骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項167記載
の方法。
【請求項１７１】
　第一の骨を調製するステップが、
　第一の骨から除去される物質の部分の表現を該第一の骨の表現に重ね合わせるステップ
、および
　該第一の骨から除去される物質の該部分の該表現を、外科ツールによって実際に除去さ
れた物質の部分の表現で更新するステップを含む、
請求項136記載の方法。
【請求項１７２】
　除去される物質の部分が、第一の骨の表現と対応する仮想対象物の少なくとも一部分に
一致する、請求項171記載の方法。
【請求項１７３】
　第二の骨を調製するステップが、
　第二の骨から除去される物質の部分の表現を該第二の骨の表現に重ね合わせるステップ
、および
　該第二の骨から除去される物質の該部分の該表現を、外科ツールによって実際に除去さ
れた物質の部分の表現で更新するステップを含む、
請求項136記載の方法。
【請求項１７４】
　除去される物質の部分が、第二の骨の表現と対応する仮想対象物の少なくとも一部分に
一致する、請求項173記載の方法。
【請求項１７５】
　外科ツールの表現を生成するステップ、および
　該外科ツールならびに第一の骨および第二の骨の少なくとも一方が動くにつれ、該外科
ツールの表現、ならびに該第一の骨の表現および該第二の骨の表現の少なくとも一方を更
新するステップをさらに含む、
請求項136記載の方法。
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【請求項１７６】
　第一の骨および第二の骨の少なくとも一方を支持デバイスに入れるステップ、および
　支持デバイスを作動させて該第一の骨および該第二の骨の少なくとも一方を第一の位置
から第二の位置に動かすステップをさらに含む、
請求項136記載の方法。
【請求項１７７】
　支持デバイスを作動させるステップが、
　第一の骨および第二の骨の少なくとも一方の実際のポーズを決定するステップ、
　該第一の骨および該第二の骨の少なくとも一方の所望のポーズを決定するステップ、お
よび
　該支持デバイスを作動させて該第一の骨および該第二の骨の少なくとも一方を該実際の
ポーズから該所望のポーズに動かすステップを含む、
請求項176記載の方法。
【請求項１７８】
　骨の上の軟骨面の高さを検出するステップ、
　該骨の表現および該軟骨面の該高さの表現を生成するステップ、および
　該軟骨面の検出された高さに少なくとも部分的に基づいて該骨にインプラントを埋植す
るための骨調製をプラニングするステップを含む、
外科プラニング法。
【請求項１７９】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の少なくとも一部分を軟骨面
の高さの表現と整合させることを含む、請求項178記載の方法。
【請求項１８０】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、
前方／後方位置、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節
することを含む、請求項178記載の方法。
【請求項１８１】
　インプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくと
も一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項178記載の方法。
【請求項１８２】
　軟骨面の高さの表現が視覚表現および数値表現の少なくとも一方を含む、請求項179記
載の方法。
【請求項１８３】
　インプラントの表現を骨の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項179記載
の方法。
【請求項１８４】
　インプラントの表現を骨の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項178記載の
方法。
【請求項１８５】
　骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項178記載の方法。
【請求項１８６】
　仮想境界の少なくとも一部分がインプラントの表現を含む、請求項185記載の方法。
【請求項１８７】
　仮想境界の少なくとも一部分の形がインプラントの表面の形に一致する、請求項185記
載の方法。
【請求項１８８】
　インプラントを受けるように骨を彫刻するステップ、および



(98) JP 2008-538184 A 2008.10.16

　該インプラントを該骨に装着するステップをさらに含む、
請求項178記載の方法。
【請求項１８９】
　関節の第二の骨の表現を生成するステップ、
　該関節を第一の位置に動かすステップ、
　該関節が該第一の位置にあるとき、該関節の第一の位置に対応する第一の点を特定する
ステップ、
　該関節を第二の位置に動かすステップ、
　該関節が該第二の位置にあるとき、該関節の第二の位置に対応する第二の点を特定する
ステップ、および
　該第一および第二の点に少なくとも部分的に基づいて第二のインプラントを該第二の骨
に埋植するための骨調製をプラニングするステップをさらに含む、
請求項188記載の方法。
【請求項１９０】
　関節を第一の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項189記載の方法。
【請求項１９１】
　関節を第二の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項189記載の方法。
【請求項１９２】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、骨に装着されたインプラント上の場
所を含む、請求項189記載の方法。
【請求項１９３】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節中に配置された既存のインプラ
ント上の場所を含む、請求項189記載の方法。
【請求項１９４】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現の中心線を第一および第二の点と整合させることを含む、請求項189記
載の方法。
【請求項１９５】
　第二のインプラントを埋植するための骨調製をプラニングするステップが、該第二のイ
ンプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、前方／後方位置、内／外角、内反／外反角
、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節することを含む、請求項189記載の方法。
【請求項１９６】
　第二のインプラントの表現を第二の骨の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請
求項189記載の方法。
【請求項１９７】
　第二のインプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少
なくとも一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項189記載の方法
。
【請求項１９８】
　第二のインプラントの表現を第二の骨の表現と対応させるステップをさらに含む、請求
項189記載の方法。
【請求項１９９】
　第二の骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
請求項189記載の方法。
【請求項２００】
　仮想境界の少なくとも一部分が第二のインプラントの表現を含む、請求項199記載の方
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法。
【請求項２０１】
　仮想境界の少なくとも一部分の形が第二のインプラントの表面の形に一致する、請求項
199記載の方法。
【請求項２０２】
　第二の骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項199記載
の方法。
【請求項２０３】
　関節の骨の表現を生成するステップ、
　該関節を第一の位置に動かすステップ、
　該関節が該第一の位置にあるとき、該関節の第一の場所に対応する第一の点を特定する
ステップ、
　該関節を第二の位置に動かすステップ、
　該関節が該第二の位置にあるとき、該関節の第二の場所に対応する第二の点を特定する
ステップ、および
　該第一および第二の点に少なくとも部分的に基づいてインプラントを前記骨に埋植する
ための骨調製をプラニングするステップを含む、
外科プラニング法。
【請求項２０４】
　関節を第一の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項203記載の方法。
【請求項２０５】
　関節を第二の位置に動かすステップが、該関節を屈曲状態および伸展状態の一方に動か
すことを含む、請求項203記載の方法。
【請求項２０６】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節の反対側の骨に配置されたイン
プラント上の場所を含む、請求項203記載の方法。
【請求項２０７】
　第一の場所および第二の場所の少なくとも一方が、関節中に配置された第二のインプラ
ント上の場所を含む、請求項203記載の方法。
【請求項２０８】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の中心線を第一および第二の
点と整合させることを含む、請求項203記載の方法。
【請求項２０９】
　骨調製をプラニングするステップが、インプラントの表現の深さ、回旋、内／外位置、
前方／後方位置、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくとも一つを調節
することを含む、請求項203記載の方法。
【請求項２１０】
　インプラントの表現を骨の表現に重ね合わせるステップをさらに含む、請求項203記載
の方法。
【請求項２１１】
　インプラントの表現の深さ、内／外角、内反／外反角、屈曲角およびサイズの少なくと
も一つを表示デバイス上に表示するステップをさらに含む、請求項203記載の方法。
【請求項２１２】
　インプラントの表現を骨の表現と対応させるステップをさらに含む、請求項203記載の
方法。
【請求項２１３】
　骨を外科ツールで彫刻するステップ、および
　仮想境界に貫入しないように該外科ツールの先端が拘束されるように該外科ツールを拘
束するステップをさらに含む、
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請求項203記載の方法。
【請求項２１４】
　仮想境界の少なくとも一部分がインプラントの表現を含む、請求項213記載の方法。
【請求項２１５】
　仮想境界の少なくとも一部分の形がインプラントの表面の形に一致する、請求項213記
載の方法。
【請求項２１６】
　骨の動きに応答して仮想境界を調節するステップをさらに含む、請求項213記載の方法
。
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