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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線ビームを使用することにより、患者における悪性新生物の位置を決定し、そして該
患者を放射線治療するためのデバイスであって、該デバイスは、
（Ｉ）Ｘ線光学系；
（ＩＩ）患者と該Ｘ線光学系との相対位置を決定するための手段；
（ＩＩＩ）データ処理および画像化のための手段、および
（ＩＶ）該Ｘ線光学系の移動に応答する座標センサであって、該座標センサの出力が該デ
ータ処理および画像化のための手段に接続されている、座標センサ；および
（Ｖ）１つ以上の照射検出器であって、該照射検出器の出力は、該データ処理および画像
化のための手段に接続されている、照射検出器、
を備え、
ここで、
　該Ｘ線光学系は、以下：
　（ａ）数個のＸ線源；
　（ｂ）該Ｘ線源の照射強度を制御する手段；
　（ｃ）該患者の身体におけるＸ線集束領域にＸ線を集束させるための手段であって、こ
こで、該Ｘ線源および該Ｘ線を集束させるための手段が、悪性新生物の位置を決定するモ
ード、および該Ｘ線集束領域における照射によって悪性新生物を処置するモードの両方で
、該Ｘ線集束領域においてＸ線を照射するように形成されている、Ｘ線を集束させるため
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の手段；
　（ｄ）１つ以上の、該Ｘ線集束領域から励起された二次放射線を該照射検出器に送るた
めの手段；
を備え、
　ここで、該（ａ）および（ｃ）は、該Ｘ線源からの放射線ビームが異なる経路を介して
Ｘ線集束領域に入射するように配置されており；
　該患者の身体におけるＸ線集束領域にＸ線を集束させるための手段および該Ｘ線集束領
域から励起された二次放射線を該照射検出器に送るための手段が、該集束領域内の点にお
いて交差する光軸を有し；
　該点は測定結果が示す点であり；
　該座標センサは該点の空間座標を確認するように構成され；
　該照射検出器は、二次放射線に感応しやすいように形成され、かつ該放射線の強度値を
取得するように調整され；
　該Ｘ線集束領域に関する該空間座標および該二次放射線データの組み合わせを該データ
処理および画像化のための手段に提供するために、該患者に対する該Ｘ線光学系の位置は
、該点の位置に基づいて、該患者と該Ｘ線光学系との相対位置を決定するための手段によ
って制御されるように配置され；
　該照射検出器および該二次放射線を送るための手段のいずれも、該Ｘ線を集束させるた
めの手段のいずれの光軸の延長線上にも位置づけられず；
　該患者と該Ｘ線光学系との相対位置を決定する手段が、該患者に対して該Ｘ線集束領域
を移動することによって該患者の身体上を走査して、該当Ｘ線集束領域によって規定され
る該患者の身体部分に対応する構造要素に対する二次放射線強度を測定するように配置さ
れており；そして
　該データ処理および画像化のための手段が、該照射検出器および該座標センサの出力に
基づいて、悪性新生物を含む該患者の身体部分に関する組織密度分布を画像化し、そして
それを表示するように形成されている、
デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線を集束させるための手段の各々
および前記二次放射線を送るための手段の各々が、前記Ｘ線集束領域に指向されたチャネ
ルを有するコリメータとして作製され、該コリメータの光軸が該コリメータの中心チャネ
ルの光軸である、デバイス。
【請求項３】
　請求項２に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源が、擬似点源であり、前記コリメータは、該Ｘ線源上に集束させるチャネルを有し、
ホールを備えるスクリーンは、各Ｘ線源の出口と対応するコリメータの入口の間に位置す
る、デバイス。
【請求項４】
　請求項２に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源は幅を有し、
前記コリメータは、該Ｘ線源に向かって拡大する前記チャネルを有する、デバイス。
【請求項５】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源は、擬似点源であり、
Ｘ線を集束させるための手段の各々は、Ｘ線用半レンズとして作製され、該半レンズは、
前記対応するＸ線源の発散照射を、ある程度平行な照射に変換し、
前記二次放射線を送るための手段の各々は、この照射を該対応する照射検出器に集束させ
るＸ線用半レンズとして作製される、デバイス。
【請求項６】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
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源は、擬似点源であり、
Ｘ線を集束させるための各手段は、Ｘ線用半レンズとして作製され、該半レンズは、前記
対応するＸ線源の発散照射を、ある程度平行な照射に変換し、
前記二次放射線を送るための手段の各々は、Ｘ線用半レンズとして作製され、該半レンズ
は、ある程度平行な照射を形成し、そしてＸ線集束領域において焦点を有する、デバイス
。
【請求項７】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源は、擬似点源であり、
Ｘ線を集束させるための各手段は、Ｘ線用半レンズとして作製され、該半レンズは、前記
対応するX線源の発散照射を、ある程度平行な照射に変換し、前記二次放射線を送るため
の手段の各々は、Ｘ線レンズとして作製され、該レンズは、この照射を該対応する照射検
出器の上に集束させ、そして該Ｘ線集束領域に第２焦点を有する、デバイス。
【請求項８】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源は、擬似点源であり、
Ｘ線を集束するための手段の各々は、Ｘ線用半レンズとして作製され、該半レンズは、前
記対応するＸ線源の発散照射を、ある程度平行な照射に変換し、前記二次放射線を送るた
めの手段の各々は、対応する照射検出器に向かって発散するチャネルを有するコリメータ
として作製され、
該コリメータの光軸が該コリメータの中心チャネルの光軸である、デバイス。
【請求項９】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源は、擬似点源であり、
Ｘ線を集束するための手段の各々は、Ｘ線用半レンズとして作製され、該半レンズは、前
記対応するＸ線源の発散照射を、ある程度平行な照射に変換し、
前記二次放射線を送るための手段の各々は、対応する照射検出器に向かって集束するチャ
ネルを有するコリメータとして作製され、
該コリメータの光軸が該コリメータの中心チャネルの光軸である、デバイス。
【請求項１０】
　請求項１に記載のデバイスであって、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線源は、擬
似点源であり、
Ｘ線を集束するための手段の各々は、Ｘ線レンズとして作製され、該レンズは、対応する
Ｘ線源の発散照射を集束させ、
前記二次放射線を前記検出器に送るための手段の各々は、Ｘ線レンズとして作製され、該
レンズは、この照射を、該対応する照射検出器上に集束させる、デバイス。
【請求項１１】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源は、擬似点源であり、
Ｘ線を集束するための手段の各々は、Ｘ線レンズとして作製され、該レンズは、対応する
Ｘ線源の発散照射を集束させ、
前記二次放射線を送るための手段の各々は、前記対応する照射検出器に向かって集束する
チャネルを有するコリメータとして作製され、
該コリメータの光軸が該コリメータの中心チャネルの光軸である、デバイス。
【請求項１２】
　請求項１に記載のデバイスであって、ここで、前記Ｘ線光学系に組み込まれた前記Ｘ線
源は、擬似点源であり、
Ｘ線を集束するための手段の各々は、Ｘ線レンズとして作製され、該レンズは、対応する
Ｘ線源の発散照射を集束させ、
二次放射線を前記検出器に送るための手段の各々は、該対応する照射検出器に向かって発
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散するチャネルを有するコリメータとして作製され、該コリメータの光軸が該コリメータ
の中心チャネルの光軸である、デバイス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、患者体内の悪性新生物を決定する手段およびＸ線照射によるその治療に関す
る。
【０００２】
　（背景技術）
　公知の方法において、診断を確定し、Ｘ線照射による悪性新生物に対する放射線治療を
実行するとの決定をした後に、トポメトリ（ｔｏｐｏｍｅｔｒｙ）を準備することを想定
している。トポメトリを準備する過程で、具体的な患者の病巣、器官および解剖学的構造
の外郭の大きさ、面積、体積が決定され、かつそれらの相対的な位置関係が定量的に記述
される（たとえば、Ｒａｄｉａｔｉｏｎ　ｔｈｅｒａｒｐｙ　ｏｆ　ａ　ｍａｌｉｇｎａ
ｎｔ　ｎｅｏｐｌａｓｍ．　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ　ｇｕｉｄｅ、Ｅ．Ｓ．Ｋｉｓｅｌｅ
ｖａ編、Ｍｏｓｃｏｗ，「Ｍｅｄｉｔｓｉｎａ」、１９９６［１］、４６～４７頁を参照
）。トポメトリを準備するときの主な課題は、疾患の診断過程で得られる各種情報を統合
し、照射プログラムの作成を可能にする、１：１の縮尺で照射すべき部位に関するあらゆ
るトポグラフ解剖学的データを、腫瘍放射線専門医に提供することである。照射プログラ
ムの変数およびパラメータを選定するためには、患者の身体の標的病巣の形態およびサイ
ズ、その位置はもちろん、周辺器官および組織の同調（ｓｙｎｔｏｐｙ）、標的と、放射
線負荷分布の観点から最も重要な解剖学的構造およびダメージを受けやすい器官との間の
距離を知る必要がある。トポメトリの構築および照射プログラムの作成によって、患者体
表面の特に特徴的な点および領域が選択され、そのあとで、これらの点および領域に関し
て、照射中にＸ線ビームの方向が決定される。
【０００３】
　照射への患者の準備と照射それ自体との上記の組み合わせの主要な欠点は、時間的にも
空間的にも異なる段階、特にそれゆえ異なる手段で行われることである。照射（悪性新生
物の細胞病変に対する放射線の作用）には、出力の高い指向性放射線源が使用される。照
射に先だって行われる放射線検査に関しては、はるかに低レベルで照射が行われているば
かりでなく、複数種類の組み合わせ：血管造影法、排泄尿路造影法、胃腸管、骨格および
頭蓋骨、および胸部の検査；骨および肝臓の放射線核種診断；超音波診断法（エコスコピ
ー、音波断層造影法）による腹腔、骨盤、および軟組織器官の画像化処理；コンピュータ
化断層法（高性能Ｘ線造影法による画像化処理）；磁気共鳴断層法などの中から、一つの
検査しか行われないのが普通である。そのため、高い精度で放射線の作用を得ることが常
に困難である。その結果、一部の悪性病巣の照射が見落とされたり、高レベルのＸ線が悪
性病巣の範囲を超える領域に集中的に照射されたりすることになる。後者の場合、周囲の
健常組織は、悪性病巣への放射線の経路の途中で健常組織が不可避的に照射を受ける場合
よりも、かなり強い損傷を受けることになる。
【０００４】
　このような方法を実行する場合、放射線の作用時のＸ線ビームの方向および「照準」の
選択が不正確であることだけでなく、内臓の位置が一定ではないこと、治療クールの違い
に起因して放射線の作用時に患者の配置が不正確であることも現出する。健常組織の過剰
照射を避けるために行われる分割照射でさえ、不可逆的な病変に対して悪性病巣に単回照
射される線量では十分ではなく、悪循環を生み出す（分割照射の場合、合計線量の数分の
一の強さであることが公知である）［１（８４、９１頁）］。
【０００５】
　このような欠点を克服するための多くの知られた技術的解決法の中で、患者の位置決め
の高い正確さと安定性を重視した特別な手段が講じられる（たとえば、１９９９年１１月
１６日に公開された米国特許第５，９８３，４２４号を参照）。
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【０００６】
　幾何学的および動的な可能性の点で遠隔照射装置とよく似たＸ線診断装置を、いわゆる
シミュレータとして使用することは、指摘されている欠陥を克服する方法のうちの別の方
法である［１（５５頁）］。シミュレータを使うと、患者の位置を変えずに患者を異なる
方向で「透過」させることが可能である。患者のトポメトリを準備する場合、シミュレー
タのテーブルの上で照射時にとるであろう姿勢に患者を寝かせてＸ線検査を行う。十字線
およびＸ線造影フィラメントの移動によって照射体積の中心と輪郭が選び出され、放射線
を作用させるときに放射線ビームの中心軸が通るであろう平面が表示される。
【０００７】
　しかしこのようなやり方は、いずれも悪性新生物に放射線を作用させる放射線ビームを
「照準」に正しく向ける問題の克服にはつながらず、それどころか腫瘍の拡大を招く。照
射クールが患者の診断検査の終了から時間的に離れている場合の長期治療のときに、この
ような課題が重要であることが認められる。
【０００８】
　想定される発明に最も近い技術的解答は、米国特許第５，２０７，２２３号（１９９３
年５月４日に公開）に記載されている。この特許による方法および装置では、患者の組織
構造の画像の取得を可能にする指向性放射線ビームを使用し、放射線を作用させる直前に
このような画像を得、これを使用して、あらかじめ行った診断検査の結果と比較すること
により、照射プログラムの適正化が行われる。しかしこの場合、この画像の入手と悪性病
巣組織への放射線作用とは、互いに異なるビームが使用され、このことは、照射用ビーム
の方向についての誤差を原理的に回避し得ない。そのうえさらに、コンピュータ支援断層
撮影のアルゴリズムを実行しなければ妥当な精度で画像を得ることはできない。このこと
は、対応する技術的手段が複雑になるばかりでなく、比較的高レベルの照射線量を必要と
することを意味する。
【０００９】
　（発明の開示）
　悪性新生物の放射線治療法、悪性新生物の位置決定法、およびその方法を実施するため
の装置に関する本願発明が提供する技術的成果は、組織構造を決定し悪性病巣の位置を決
定するためのＸ線ビームおよび悪性病巣に対する本来の放射線照射用Ｘ線ビームと、全く
同じビームを使用して上記の諸要因を解消することにある。達成できる別の技術的成果は
、照射プログラムの修正に使用される組織構造の画像を入手する過程で照射する線量を減
らせることができるばかりでなく、選定した放射線照射領域の周辺組織の照射線量も減ら
せることである。
【００１０】
　本願発明によるＸ線ビームを使用する悪性新生物の放射線治療法および上で述べてきた
公知の方法は２段階で実施される。第一段階では、測定している結果が帰属する点の空間
座標セットの形での情報と、これらの座標に対応する組織の密度の値とを基にして、患者
の身体の悪性新生物を含む内部構造部分と、その周辺部の器官および組織の画像が入手さ
れる。次に、あらかじめ実施した診断結果を使用して、決定された点座標のセットによっ
て表される悪性新生物のさまざまな部分に対して行わなければならない悪性新生物に関係
する構造エレメント画像の同定が行われ、照射プログラムがＸ線線量セットの形で作成さ
れる。この手続きのあとは、第二段階に移り、作成された照射プログラムが実行される。
【００１１】
　公知の方法とは異なり、本願発明の方法により上記の形で技術的結果を得るために、第
一段階において、測定している結果が帰属する点であって、患者の身体において悪性新生
物を含む部分の内部にある点を含む領域にＸ線を集束させ、患者の身体の一部の内部構造
に関する上記の情報を得る。この領域に発生する二次放射線を一つ以上の検出器に送達し
、患者の身体の悪性新生物を含む部分を走査する。そのためには、走査中、放射線を集束
させる領域と患者の身体とを相互に移動させる。一つ以上の検出器によって得られ、測定
している結果が帰属するＸ線集束領域の点の座標と同時に決定される二次放射線強度値の
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セットに基づいて、この点の組織の密度が判断される。患者の身体の悪性新生物を含む部
分の組織密度分布の画像を描出するには、組織の密度と見なされる量的指標と、それに対
応する座標値とが使用される。第二段階では、第一段階で悪性新生物に関係する構造要素
を同定した結果、決定された点の座標で表される悪性新生物部分に一致するように、第一
段階と同じ手段を使ってＸ線を集束させ、悪性新生物と考えられる空間領域の走査が行わ
れる。第一段階よりＸ線強度を高め、照射時間を制御して、第一段階で作成された照射プ
ログラムも実行される。
【００１２】
　たとえば、測定している結果が帰属する点であって、患者の身体において悪性新生物を
含む部分の内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空間に配置した対応する数のＸ線
源を使用し、一つ以上のコリメータを使って行うことができる。その際、発生する二次放
射線は、一つ以上のコリメータを使って一つ以上の検出器に送達することができる。この
場合、すべてのコリメータの向きは、その中心チャネルの軸が、現在の測定の結果が関係
する点と交差するように調整される。
【００１３】
　測定している結果が帰属する点であって、患者の身体において悪性新生物を含む部分の
内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空間に配置された一つ以上のＸ線源と対応す
る数のＸ線用半レンズを使って行うこともできる。このＸ線用半レンズは、Ｘ線源から放
射される放射線を近似的に平行な放射線に変換する。その際、発生する二次放射線を一つ
以上の検出器に送達するには、この放射線を検出器上に集束させるか、近似的に平行な放
射線を形成する一つ以上のＸ線用半レンズが使用される。この場合、すべてのＸ線用半レ
ンズは、その光学軸が、現在の測定の結果が関係する点と交差するように配向される。
【００１４】
　測定している結果が帰属する点であって、患者の身体において悪性新生物を含む部分の
内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空間に配置された一つ以上のＸ線源と対応す
る数のＸ線用半レンズを使って行うこともできる。このＸ線用半レンズは、Ｘ線源から放
射される放射線を近似的に平行な放射線に変換する。発生する二次放射線を一つ以上の検
出器に送達するには、この放射線を検出器上に集束させる一つ以上の放射線用レンズが使
用される。その際、すべてのＸ線用半レンズおよびレンズは、その光学軸が、測定してい
る結果が帰属する点と交差するように配向される。
【００１５】
　具体的な実施形態のうちの１つにおいて、本願発明の方法を実施する場合、測定してい
る結果が帰属する点であって、患者の身体において悪性新生物を含む部分の内部にある点
を含む領域へのＸ線の集束は、空間に配置された複数個のＸ線源と対応する数のＸ線用半
レンズを使って行われ、このＸ線用半レンズは、Ｘ線源から放射される放射線を近似的に
平行な放射線に変換する。発生する二次放射線を一つ以上の検出器に送達するには、一つ
以上のコリメータが使用される。その際、すべてのＸ線用半レンズおよびすべてのコリメ
ータの中心チャネルの光学軸が、現在の測定の結果が関係する点と交差するように、これ
らのＸ線用半レンズおよびコリメータが配向される。
【００１６】
　別の具体的な実施形態において、本願発明の方法を実施する場合、測定している結果が
帰属する点であって患者の身体において悪性新生物を含む部分の内部にある点を含む領域
へのＸ線の集束は、空間に配置された一つ以上のＸ線源と対応する数のＸ線用レンズとを
使用して行われ、このＸ線用レンズは、各線源から放射されるＸ線を、測定している結果
が帰属する点に集束させる。その際、発生する二次放射線を一つ以上の検出器に送達する
には、この放射線を検出器に集束させ、かつ上記の点に第二の焦点を有するＸ線用レンズ
が使用される。この実施形態では、健常な組織に対する照射レベルを低く抑え、かつわず
かな数（一つの場合さえ可能）のビームの使用によって放射線の作用を非常に小さい領域
に局限することができ、その結果、分割照射を避けることができ、多くの症例で小さい腫
瘍の放射線治療を１クールで行うことができる、さらなる技術的成果が達成される。
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【００１７】
　さらに別のもう一つの具体的な実施形態によれば、測定している結果が帰属する点であ
って患者の身体において悪性新生物を含む部分の内部にある点を含む領域へのＸ線の集束
は、空間に配置された一つ以上のＸ線源と対応する数のＸ線用レンズとを使用して行われ
、このＸ線用レンズは、各線源から放射されるＸ線を測定している結果が帰属する点に集
束させる。その際、発生する二次放射線を一つ以上の検出器に送達するにはコリメータが
使用され、このコリメータは、その中心チャネル光学軸が、上記の点と交差するように配
向される。
【００１８】
　米国特許第５，２０７，２２３号［３］に記載する公知の方法と同様、Ｘ線ビームを使
用する悪性新生物の位置を決定する本願発明による方法において、測定している結果が帰
属する点の空間座標と、これらの座標に対応する組織密度値とのセットの形で与えられる
情報に基づいて、患者の身体の悪性新生物を含む部分およびその周辺器官および組織の内
部構造の画像が得られる。このあと、あらかじめ得られた診断結果を使用して、悪性新生
物に関係する構造要素の画像が同定される。
【００１９】
　上記公知の方法と異なり、上記技術的成果をあげるための本願発明の方法において、上
記患者の身体の一部の内部構造に関する上記情報を入手するため、患者の身体の悪性新生
物を含む部分の内部にある領域へのＸ線の集束が行われる。この領域に発生する二次放射
線は一つ以上の検出器に送達され、患者の身体の悪性新生物を含む部分が走査される。走
査を行うには、Ｘ線集束領域と患者の身体とを相対的に移動させる。一つ以上の検出器を
使って得られる二次放射線の強度値と、測定している結果が帰属する、放射線を集束させ
るべき領域の点の座標とを同時に決定したセットに基づいて、この点における生物学的組
織の密度を判断する。生物学的組成の密度と見なされる量的指標およびそれに対応する座
標の値は、患者の身体の悪性新生物を含む部分における生物学的組織の密度分布の画像を
描出するために使用される。つづいて、点座標と、その点座標に対応し、悪性新生物に属
するものと同定された生物学的組織の密度との組み合わせが決定される。
【００２０】
　悪性新生物の位置を決定する本願発明の方法を実施する具体的実施形態において、測定
している結果が帰属する点であって、患者の身体において悪性新生物を含む部分の内部に
ある点を含む領域へのＸ線の集束は、一つ以上のコリメータを使用して行われる。その際
、空間に配置された対応する数のＸ線源が使用され、発生する二次放射線を一つ以上の検
出器に送達するには、一つ以上のコリメータも使用される。すべてのコリメータは、その
中心チャネルの軸が、測定している結果が帰属する点と交差するように配向される。
【００２１】
　別の具体的な実施形態において、測定している結果が帰属する点であって患者の身体に
おいて悪性新生物を含む部分の内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空間に配置さ
れた一つ以上のＸ線源と対応する数のＸ線用半レンズを使用して行われ、このＸ線用半レ
ンズは、Ｘ線源から放射される放射線を近似的に平行な放射線に変換する。発生する二次
放射線を一つ以上の検出器に送達するには、この放射線を検出器に集束させるか、または
近似的に平行な放射線を形成する一つ以上のＸ線用半レンズが使用される。その際、すべ
てＸ線用半レンズは、その光学軸が、測定している結果が帰属する点と交差するように、
配向される。
【００２２】
　別のもう一つの具体的実施形態において、測定している結果が帰属する点であって、患
者の身体において悪性新生物を含む部分の内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空
間に配置された一つ以上のＸ線源と対応する数のＸ線用半レンズを使用して行われ、この
Ｘ線用半レンズは、Ｘ線源から放射される放射線を近似的に平行な放射線に変換する。発
生する二次放射線を一つ以上の検出器に送達するには、この放射線を検出器に集束させる
一つ以上のＸ線用レンズが使用される。その際、すべてＸ線用半レンズおよびレンズは、



(8) JP 4043028 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

その光学軸が、測定している結果が帰属する点と交差するように、配向される。
【００２３】
　次の具体的な実施形態において、測定している結果が帰属する点であって、患者の身体
において悪性新生物を含む部分の内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空間に配置
された複数個のＸ線源と対応する数のＸ線用半レンズを使って行われ、このＸ線用半レン
ズは、Ｘ線源から放射される放射線を近似的に平行な放射線に変換する。発生する二次放
射線を一つ以上の検出器に送達するには、一つ以上のコリメータが使用される。その際、
Ｘ線用半レンズおよびコリメータは、すべての放射線用Ｘ線用半レンズおよびすべてのコ
リメータの中心チャネル光学軸が、現在の測定の結果が関係する（帰属する）点と交差す
るように、配向される。
【００２４】
　患者の身体の悪性新生物を含む部分の内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空間
に配置された一つ以上のＸ線源と、対応する数のＸ線用レンズとを使用して行われ得、こ
のＸ線用レンズは、各線源から放射されるＸ線を測定している結果が帰属する点に集束さ
せる。発生する二次放射線を一つ以上の検出器に送達するには、この放射線を検出器の上
に集束させ、かつ上記の点に第二の焦点を有するＸ線用レンズが使用され得る。
【００２５】
　さらに、測定している結果が帰属する点であって、患者の身体において悪性新生物を含
む部分の内部にある点を含む領域へのＸ線の集束は、空間に配置された一つ以上のＸ線源
と、対応する数のＸ線用レンズとを使って行うこともでき、このＸ線用レンズは、各線源
から放射されるＸ線を測定している結果が帰属する点に集束させる。その際、発生する二
次放射線を一つ以上の検出器に送達するには、コリメータが使用され、このコリメータは
、中心チャネルの光学軸が、上記の点と交差するように配向される。
【００２６】
　本願発明による二つの方法を実施するには、同じ装置を使用することができる。この装
置は、悪性新生物の位置の決定およびＸ線ビームを使用する悪性新生物の放射線治療に対
する前述の米国特許第５，２０７，２２３号［３］による公知の装置と同様、Ｘ線光学系
、患者の身体とＸ線光学系との間の相対的な位置関係を決める手段、および情報処理およ
び画像化するための手段を備える。その際、Ｘ線光学系は、放射する放射線を集束させる
ための手段および一つ以上の検出器を具備し、検出器の出力は情報処理および画像化のた
めの手段に接続される。
【００２７】
　上記の形態で本願の発明に属する上記技術的成果をあげるためには、公知の装置とは異
なり、本願の発明による装置において、Ｘ線光学系を構成するＸ線源は、その放射線強度
を変更する能力をもって実現され、そしてそのＸ線光学系は、Ｘ線源の放射線強度を同時
制御する手段を含む。これらの線源の放射線を集束させる手段は、測定している結果が帰
属する点であって患者の身体において悪性新生物を含む部分の内部にある点を含む領域に
すべての線源の放射線を集束させる能力をもって実現され、装置に取り付けられる。さら
に、Ｘ線光学系は、集束領域に発生する二次放射線を検出器に送達するための一つ以上の
手段を含み、検出器はこれらの手段の出力に取り付けられて、二次放射線に感応するよう
に実現される。測定している結果が帰属する点であって患者の身体の悪性新生物を含む部
分の内部にある点の座標を決定するためのセンサは、患者の身体とＸ線光学系との間の相
対的な位置関係を決める手段と接続され、このセンサは、それ自体の出力端子を通して情
報処理および画像化する手段に接続される。その情報処理画像化手段は、患者の身体とＸ
線光学系との間の相対的な位置関係を決めるための手段を使って、患者の身体の悪性新生
物を含む部分の、Ｘ線源の放射線を集束させる領域による走査の結果、得られる組織密度
分布を形成し、画像化する能力をもって実現される。
【００２８】
　本願発明の装置を実現する具体的な実施形態の一つにおいて、Ｘ線光学系は、複数個の
Ｘ線源を含み、測定している結果が帰属する点を含む領域にその放射線を集束させるため
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の各手段およびそこに発生する二次放射線を検出器に送達するための手段は、Ｘ線源のＸ
線集束領域に指向するチャネルを持つコリメータの形で実現され、その際、すべてのコリ
メータの中心チャネル光学軸が、測定している結果が帰属する点で交差する。
【００２９】
　この実施形態では、構成要素として、たとえば近似的に点とみなされるＸ線源のＸ線光
学系と、これらの線源上に集束させるチャネルを持つコリメータとが使用可能であり、各
線源の出口と、対応するコリメータの入口との間には、ホール（孔）をあけたスクリーン
が配置される。
【００３０】
　上記実施形態において、構成要素として幅のあるＸ線光学系と、これらの線源に向かっ
て広がるチャネルを持つコリメータを使用することもできる。
【００３１】
　別の具体的な実施形態において、Ｘ線光学系を構成するＸ線源は近似的に点と見なすこ
とができ、測定している結果が帰属する点を含む領域にＸ線を集束させるための各手段は
、対応する線源から放射される放射線を近似的に平行な放射線に変換するＸ線用半レンズ
の形で実現され、発生する二次放射線を検出器に送達するための各手段は、この放射線を
検出器上に集束させるＸ線用半レンズとして実現される。その際、すべてのＸ線用半レン
ズの光学軸は、測定している結果が帰属する点で交差する。
【００３２】
　もう１つの具体的な実施形態において、Ｘ線光学系を構成するＸ線源は、近似的に点と
見なすことができ、測定している結果が帰属する点を含む領域にＸ線を集束させるための
各手段は、対応する線源から放射される放射線を近似的に平行な放射線に変換するＸ線用
半レンズの形で実現され、発生する二次放射線を検出器に送達するための各手段は、近似
的に平行な放射線を形成し、かつＸ線の集束領域に焦点をもつＸ線用半レンズとして実現
される。その際、すべてのＸ線用半レンズの光学軸は、測定している結果が帰属する点で
交差する。
【００３３】
　次の具体的な実施形態において、Ｘ線光学系を構成するＸ線源は、近似的に点と見なす
ことができ、測定している結果が帰属する点を含む領域にＸ線を集束させるための各手段
は、対応する線源から放射される放射線を近似的に平行な放射線に変換するＸ線用半レン
ズの形で実現され、発生する二次放射線を検出器に送達するための各手段は、この放射線
を検出器上に集束させ、かつＸ線の集束領域に第二の焦点をもつＸ線用レンズとして実現
される。その際、すべてのＸ線用半レンズおよびレンズの光学軸は、測定している結果が
帰属する点で交差する。
【００３４】
　Ｘ線光学系を構成するＸ線源を近似的に点と見なすことができ、測定している結果が帰
属する点を含む領域にＸ線を集束させるための各手段は、対応する線源から放射される放
射線を近似的に平行な放射線に変換するＸ線用半レンズの形で実現され、発生する二次放
射線を検出器に送達するための各手段は、対応する検出器に向かって広がったチャネルを
備えたコリメータの形で実現されるような装置も可能である。その際、すべてのＸ線用レ
ンズおよび半レンズおよびコリメータの中心チャネルの光学軸は、測定している結果が帰
属する点で交差する。
【００３５】
　本願の発明による装置を実現するもう一つの可能性は、Ｘ線光学系を構成するＸ線源が
、近似的に点と見なすことができ、測定している結果が帰属する点を含む領域にＸ線を集
束させるための各手段が、対応するＸ線源から放射される放射線を近似的に平行な放射線
に変換するＸ線用半レンズの形で実現され、発生する二次放射線を検出器に送達するため
の各手段が、対応する検出器に向かって集束するチャネルを備えたコリメータの形で実現
されるという特徴を持つ。その際、すべてのＸ線用半レンズおよびコリメータの中心チャ
ネルの光学軸は、測定している結果が帰属する点で交差する。
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【００３６】
　装置を実現する別の実施形態は、Ｘ線光学系を構成するＸ線源を近似的に点と見なすこ
とができ、測定している結果が帰属する点を含む領域にＸ線を集束させるための各手段は
、Ｘ線源から放射される放射線を集束させるＸ線用レンズの形で実現され、発生する二次
放射線を検出器に送達するための各手段が、この放射線を対応する検出器上に集束させる
Ｘ線用レンズの形で実現されることを特徴とする。その際、すべてのＸ線用レンズの光学
軸は、測定している結果が帰属する点で交差する。
【００３７】
　Ｘ線光学系を構成するＸ線源を近似的に点と見なすことができ、測定している結果が帰
属する点を含む領域にＸ線を集束させるための各手段は、Ｘ線源から放射される放射線を
集束させるＸ線用レンズの形で実現され、発生する二次放射線を検出器に送達するための
各手段は、対応する検出器に向かって狭くなるチャネルを備えたコリメータの形で実現さ
れ、そしてすべてのＸ線用レンズおよびコリメータの中心チャネルの光学軸は、測定して
いる結果が帰属する点で交差するという特徴を持つ。
【００３８】
　本願の発明による装置は、Ｘ線光学系を構成するＸ線源を近似的に点と見なすことがで
き、測定している結果が帰属する点を含む領域にＸ線を集束させるための各手段は、Ｘ線
源から放射される放射線を集束させるＸ線用レンズの形で実現されるような方式で具現化
することもできる。その際、発生する二次放射線を検出器に送達するための各手段は、対
応する検出器上に向かって広がるチャネルを備えたコリメータの形で実現され、すべての
Ｘ線用レンズおよびコリメータの中心チャネルの光学軸は、測定している結果が帰属する
点で交差する。
【００３９】
　ここに記載したすべての実施形態において、上記装置には、出力をあげてＸ線源を操作
するとき、検出器を遮断または遮蔽するための手段を追加的に取り付けることができる。
【００４０】
　（発明実施の形態）
　本願の発明による悪性新生物の位置決定法は、そのあとに悪性新生物の治療が行われな
いか、あるいは第一段階において悪性新生物の放射線治療法の一部を構成しない場合は、
独立したものと見なされる。両方の場合、本法自体は、診断方法でもないし治療方法でも
ない。
【００４１】
　本願の発明による悪性新生物の放射線治療法は、常に、第一段階に悪性新生物の位置決
定法の実施を含む。
【００４２】
　本願の発明による装置は、両方法について共通している。
【００４３】
　本願の発明による方法は、本願の発明による装置を使用し、以下のようにして実施され
る。
【００４４】
　あらかじめ実施された診断検査によって判断されたところに従い、近似的に点と見なさ
れる線源（擬似点源）１（図１）から放射されるＸ線を、Ｘ線用レンズ２を通して患者の
身体５の悪性新生物を含む部分７の所定の点４に集束させる。患者の身体は、患者の身体
とＸ線光学系との間の相対的な位置関係を決めるための手段１０によって、必要な位置に
置かれる。点４に集束させた放射線は、患者５の生物学的組織に存在する物質の二次散乱
放射線（干渉性および非干渉性コンプトン散乱放射線、蛍光放射線）を励起する。二次放
射線の励起過程の確率的な性格に起因するゆらぎまで正確に反映する二次放射線の強度は
、それが発生する物質の密度に比例する。第２Ｘ線用レンズ３の焦点も同じ点４にある。
このレンズは、それに当たる散乱二次放射線を検出器６に集束させる。検出器はそれを電
気信号に変換し、変換された電気信号は、情報処理および画像化のための手段１２の入力



(11) JP 4043028 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

に送られる。レンズ１および３の共通の焦点４の位置は、相対的な位置関係を決めるため
の手段１０によって、患者の身体５とＸ線光学系８との位置関係を動かすことによって選
定される。Ｘ線光学系８は、放射線強度を変更する能力をもって実現される放射線源１、
Ｘ線用レンズ２，３、および放射線検出器６を備え、さらに放射線強度によって制御する
ための手段９も装備する。後者はＸ線光学系を構成するすべての線源の放射強度を同時変
化させることができる。（図１は、本願の方法の基礎にある原理を説明するものであり、
そのうちの一例だけを示す）。
【００４５】
　第二段階の放射線治療では、放射線強度を変化させる能力と、変化を制御するための手
段９とが使用される。
【００４６】
　Ｘ線を制御するための手段であるＸ線用レンズ（分散型放射線の集束、分散型放射線か
ら近似的に平行なビームの形成、近似的に平行なビームの集束など）は、放射線送達装置
において湾曲したチャネルの統合体をなしており、放射線はこのチャネル内で表面全反射
をくり返し受けることをはっきりさせておきたい（たとえば、Ｖ．Ａ．Ａｒｋａｄｉｅｖ
，　Ａ．Ｉ．Ｋｏｌｏｍｉｉｔｓｅｖ，Ｍ．Ａ．Ｋｕｍａｋｈｏｖら、Ｂｒｏａｄｂａｎ
ｄ　Ｘ－ｒａｙ　ｏｐｔｉｃｓ　ｗｉｔｈ　ａｎｇｕｌａｒ　ａｐｅｒｔｕｒｅ．Ｕｓｐ
ｅｋｈｉ　ｆｉｚｉｃｈｅｓｋｉｋｈ　ｎａｕｋ，１９８９，第１５７巻，第３章，５２
９～５３７頁［４］（この中には、この種の第１レンズが記載されている）および米国特
許第５７４４８１３号（１９９８年４月２８日に刊行）［５］（この中には、より最新の
レンズが記載される））。分散型放射線を集束させるために使用することを想定する場合
、レンズはバレル形（樽形）（すなわち両端の面が小さくなっている）をしており、分散
型放射線を近似的に平行な放射線に変換する場合や、この種の放射線を集束させることを
想定する場合は、半バレル形（半樽形）（すなわち一方の端面だけが小さくなっている）
をしているのが普通である。上記二種類のレンズを指すのに「完全レンズ」および「半レ
ンズ」という用語が広く使用されている。
【００４７】
　図１による装置の作動と使用には二種類の方式が可能である。一つは、固定した患者の
身体に対して、Ｘ線光学系８は、要素１、２、３、および６の相対的な配置は維持したま
ま移動させるやり方である（従って、レンズ１および３の焦点は一致する）。もう一つは
、逆に、Ｘ線光学系８を固定して、患者の身体５を移動させる（このときの動きは、図１
の矢印１０ｂで表される）。
【００４８】
　本発明の装置は、Ｘ線光学系８と患者の身体５の相対的な移動に反応する座標センサ１
１も装備しており、Ｘ線光学系８と患者の身体５の相対的な位置関係を決めるための手段
１０に接続されている。このセンサ１１は、その出力信号が、選択された基準点に対する
、測定している結果が帰属する点の座標と一致するように、調節する必要がある。
【００４９】
　図１に示す具体的な実施形態において、Ｘ線用レンズ２および３の光学軸が交差する両
レンズ共通の焦点４が、測定している結果が帰属する点として浮かび上がる。
【００５０】
　Ｘ線集束領域の輪郭があまりはっきりしない別の実施形態の場合、放射線を集束させる
手段および発生する二次放射線を検出器に送達する手段の光学軸（あるいは仮想的に光学
軸と見なされる光学軸、たとえばコリメータの中心チャネルの軸）である線が交差する点
もそのような点である。Ｘ線光学系の相対的な位置関係を決めるための手段１０によって
、悪性新生物を含む（あるいは悪性新生物を含んでいるのではないかと推定されている）
患者の身体における問題部位の領域内にこの点が存在することを確認する必要がある。
【００５１】
　Ｘ線集束領域は、測定している結果が帰属する上記の点を囲む領域で、その大きさは使
用される集束手段に依存する（放射線治療を行う第二段階では、集束領域は、放射線集束
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手段の光学軸および発生する二次放射線を検出器に送達する手段の光学軸である、線の交
差点も包含する。もっとも、この段階では測定することもできない）。図１に示した実施
形態の集束領域の大きさは最小化されている。
【００５２】
　検出器６の出力信号と同様、センサ１１の出力信号は、情報処理および画像化のための
手段１２の入力に伝送される。すでに上で述べたように、その際、焦点４は、測定してい
る結果が帰属し、（Ｘ線用レンズ２の焦点領域の最終的な大きさを考慮すると）実際に、
放射線源１がその周辺に集束されている。情報処理および画像化のための手段１２は、ス
クリーン上に二次元または三次元の画像を描出する何らかのアルゴリズムを実行して、患
者５の生物学的組織を構成する物質の密度分布の様子を再現する（たとえば：Ｅ．Ｌａｐ
ｓｈｉｎ，Ｇｒａｐｈｉｃｓ　ｆｏｒ　ＩＢＭ　ＰＣ．Ｍｏｓｃｏｗ，「Ｓｏｌｏｎ」、
１９９５［６］を参照）。たとえば走査（測定している結果が帰属する点４を含むＸ線集
束領域の移動）を患者５の体の平坦な断面で行う最も単純な場合、走査と同時に、手段１
２のスクリーン上に残光時間の長い画像を展開することができる。所定量の測定結果を記
憶し、そのあとで画像を定期的に展開することも可能である。デジタル的な技法が可能で
あるため、必ずしも問題の断面を直接という訳ではないが、悪性新生物を含む領域の体積
を走査する別の実施形態でも平坦な断面における密度分布の画像を得ることができる。こ
のためには、必要な断面を含む体積に関係する、得られた結果（密度値およびそれに対応
する座標値のセット）から、患者の身体の問題となる断面に対応する結果を選び出し、そ
の二次元図をこの断面にある座標軸に対して描出し、選び出すだけで十分である。このよ
うな種類の必要な変換は、［６］に記載の方法と同様の方法を使用し、プログラムによっ
て行われる。
【００５３】
　形成された画像の構造的要素を、悪性新生物に関係するものとして同定するためには、
走査過程時にリアルタイムで画像分析を行う方式よりも、デジタル形式で記憶させた静的
な画像を展開する方式こそがより目的に適っている。
【００５４】
　本願の発明による動作原理は、コンプトン散乱二次放射線の強度（この放射線の量子生
成確率）が、別の等価な条件で（特に、所定の強度の一次Ｘ線が物質に作用する場合）物
質の密度に比例することに基づいている（たとえば、Ｊ．Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｃｌａｓｓｉ
ｃａｌ　　ｅｌｅｃｔｒｏｄｙｎａｍｉｃｓ，Ｍ．，「Ｍｉｒ」、１９６５［７］を参照
）。
【００５５】
　公知の方法および装置とは異なり、それらが混乱を招くような影響を及ぼす場合に、コ
ンプトン散乱二次放射線の量子を情報因子として使用することが、本願発明の主要な特徴
を表している、
【００５６】
　すでに指摘したように、医療分野に応用する場合、生物学的組織に照射する線量が少な
くても、妥当な精度が得られるということが重要な利点である。
【００５７】
　期待される利得を推定するため、人体の組織および器官の見ることができない内部構造
を画像を得る最新の方法であるコンピュータ支援Ｘ線断層撮影から得られる最良の精度と
比較する。
【００５８】
　ここで、以下のような仮定を置くことにする：光子エネルギーＥ＝５０ｋｅＶ；Ｘ線に
よる集束領域は、深さが５０ｍｍ、大きさが１ｍｍ×１ｍｍ×１ｍｍ（このような値は、
たとえば、マンモグラフィ検査における観察条件および精度に対して特徴的な値である）
、検出器は５ｃｍの深さで発生する二次放射線の５％を感知する（この仮定は、二次放射
線が、それを検出器に送達するための手段の入口に命中する前に、患者の身体を５ｃｍだ
け前進し、その際、二次放射を検出器に送達するレンズまたはコリメータの捕捉角が０．
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０５×４πｓｒであることを意味する）。患者の身体に光子が吸収されるときの線形吸収
係数は、水におけるそれに近く、エネルギーＥ＝５０ｋｅＶにおいて、２×１０－１／ｃ
ｍのオーダーであることを考慮すると、５ｃｍの深さまで進入した場合、放射線の一次ビ
ームの強度は、ｅｘｐ（２×１０－１×５）＝ｅ≒２．７１倍だけ減少する。患者の身体
から放出される二次放射線の強度（その光子エネルギーは５０ｋｅＶに極めて近い）も、
同様に、ｅ≒２．７１倍だけ減少する。従って、放射線が患者の身体に吸収されたことに
よる全体の強度損失は、ｅ×ｅ＝７．３倍である。本発明者らは、評価される利得を過小
評価して、二次放射線のコンプトン成分のみを考慮する。厚さΔｘに対して、二次コンプ
トン放射線の量子生成確率は、ω＝σｋ×Ｎｅ×Δｘに等しい（ここで、二次コンプトン
散乱σｋ＝６．５５×１０－２５ｃｍ２；水中における電子の密度Ｎｅ＝３×１０２３／
ｃｍ３である）。従って、Δｘ＝１ｍｍ＝１０－１ｃｍのとき、量子生成確率は、ω＝６
．５５×１０－２５×３×１０２３×１０－１≒２×１０－２である。別の言い方をすれ
ば、長さΔｘ＝１ｍｍにおいて、二次光子一個が生成するためには、平均して１：（２×
１０－２）＝５０個の一次放射線光子が必要である。
【００５９】
　本発明者らは、密度の推定誤差は約１％としたい（すなわち、二次光子の数の決定）。
プロセスの無作為な性質に関して、過程の性格が確率論的であることを考えると、相対誤
差の二乗平均値の平方根はδ＝１／（Ｎ）１／２に等しい（ここで、Ｎは割り当てられた
光子の数である）。δ＝０．０１の値は、Ｎ＝１００００に対応する。
【００６０】
　かくして、本発明者らは、Ｎｘ（５ｃｍの深さまで透過し、この深さで二次コンプトン
放射線を発生するために必要な一次光子の数；そして二次コンプトン放射線が５ｃｍ進行
すると、Ｎ＝１００００の光子が検出器に到達する）に関して、単純な式を立てることが
できる：
　Ｎｘ×ｅ－２×５×１０－２×２×１０－２＝１０４。
【００６１】
　ここで、係数５×１０－２は、生成した全二次光子のうち、検出器まで到達し、記録さ
れる光子は、わずか５％＝１０－２であることを意味する。上式から、Ｎｘ＝７．３×１
０７を得る。
【００６２】
　Ｅ＝５０ｋｅＶのエネルギーを持つ光子は、これらの光子の流れが２．８×１０１０個
／ｃｍ２に等しければ、１レントゲンに相当する照射線量を形成する（光子エネルギー、
その数、および線量の間の関係に関するデータ表は、たとえばＰｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　ｉ
ｍａｇｅ　ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｍｅｄｉｃｉｎｅ、Ｓ．Ｗｅｂｂ．Ｍ．
「Ｍｉｒ」、１９９１［８］を参照）。患者の身体に進入するときに、一次Ｘ線ビームの
断面積が１ｃｍ２と仮定すると、流束量７．３×１０７個／ｃｍ２は、患者の身体内で２
．６×１０－３レントゲンに相当する照射線量を形成する。
【００６３】
　たとえば、骨粗しょう症の検査における従来のＸ線コンピュータ断層撮影では、照射線
量は、通常１００～３００ミリレントゲンである（Ｖ．Ｉ．ｍａｚｕｒｏｖ、Ｅ．Ｇ．Ｚ
ｏｔｋｉｎ．Ｔｏｐｉｃａｌ　ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ　ａ
ｎｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｏｓｔｅｏｐｏｒｏｓｉｓ．Ｓａｉｎｔ－Ｐｅｔｅｒ
ｓｂｕｒｇ、ＩＫＦ「Ｆｏｌｉａｎｔ」、１９９８、ｐ．４７［９］）。これは上記の照
射線量より１００倍大きい。
【００６４】
　照射を複数個の線源を使って行い、放射線ビームが異なる経路で集束領域に達し、患者
の身体に蓄積しない場合は、線量を幾分減らせる可能性がある。
【００６５】
　それゆえ、空間に配置された複数個のＸ線源および検出器と、放射線を集束させるため
の対応する数の手段および二次コンプトン放射線を検出器に送達するための対応する数の
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手段（レンズ、半レンズ、コリメータ）とを使用する本願発明の方法および装置を実行す
る実施形態が最も有効である。一方で、このことは、放射線のより効果的な集束の実現を
可能にし（図１に示されているように、集束手段がただ一つの場合、このようなことはＸ
線用レンズを使用するときにだけ可能である）、検出器の出力における信号／雑音比（Ｓ
／Ｎ比）を高める。他方で、このことは、患者の身体の被照射部分に対してより多くの作
用を及ぼし、検査に関係しない部分および器官の過剰被曝を回避する可能性を与える。別
の等価な条件で簡単な平均化（あるいは情報処理および画像化のための手段１２における
異なる検出器の出力信号のより複雑な処理、たとえば互いに近い点における密度の相関性
の存在を考慮する処理負荷の平均化）を伴う複数個の検出器を使用すれば、精度を落とす
ことなくより小さい出力のＸ線源の使用を可能にする。加えて、平均化では、精度を下げ
る別の要因（たとえば、密度が異なる種々の点に向かう途中で、線源の放射線の吸収が異
なる）の影響が緩和される。
【００６６】
　以下では、このような実施形態について考察する（図２から図１１）。
【００６７】
　図２および図３に示す実施形態は、技術的実現の観点から最も単純な形態である。
【００６８】
　概略図２において、近似的に点と見なすことができるＸ線源１と、放射線を領域１６に
集束させるための、チャネルが放射線の伝播方向に拡散する（拡大する）コリメータ１３
とが使用される。コリメータの入り口に向かって放射線を誘導し、放射線が直接目標に当
たること（コリメータを素通りすること）を防止するため、孔をあけたスクリーン１４が
、線源１とコリメータ１３との間に設けられる。二次放射線は、放射線が伝播する方向、
すなわち検出器６の方向に向かって集束し（狭くなり）、受光面上に焦点を持つことがで
きるチャネルを備えたコリメータ１５を使って検出器６に送達される。検出器としては、
たとえば、入口開口部が小さい半導体検出器の使用が可能である。
【００６９】
　図３において、コリメータは、図２に示す向きとは反対向きに配置されている。放射線
を領域１６に集束させるコリメータ１８の入り口の開口部を完全に利用するためには、細
長い形をしたＸ線源１７を使用することが目的に適っている。同じ理由で、入口に大きな
開口部を持つ検出器（たとえばシンチレータタイプ）を使用することが望ましい。
【００７０】
　図４において、近似的に点と見なすことができる線源１の放射線を集束させる手段およ
び二次放射線を送達する手段は、それぞれＸ線用半レンズ２１および２２の形で実現され
ている。その際、半レンズ２２は散乱した二次放射線を検出器６の上に集束させる。
【００７１】
　図５において、近似的に点と見なすことができる線源１の放射線を集束させる手段と二
次放射線を送達する手段とは、それぞれＸ線用半レンズ２１および２３の形で実現されて
いる。その際、半レンズ２３は散乱した二次放射線を近似的に平行な放射線に変換し、そ
れを入口に大きな開口部を持つ検出器２０に誘導する。
【００７２】
　図６は組み合わせ実施形態である：近似的に点と見なすことができる線源１の放射線を
集束させる手段は、平行ビームを領域１６に誘導するＸ線用半レンズ２１の形で実現され
る。
【００７３】
　図７および図８は、二次放射線を送達する手段がコリメータの形で実現されることを特
徴とする、別の組み合わせ実施形態である。
【００７４】
　図７において、コリメータ１９は、検出器６に向かって広がったチャネルを有し、検出
器は入口に大きな開口部を有する。
【００７５】
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　図８において、コリメータ１５は、前記とは逆に、検出器６に向かって狭くなったチャ
ネルを有し、検出器は入口に小さな開口部を有する。
【００７６】
　図９は、精度の観点から最も性能が高く分解能が高い実施形態であり、近似的に点と見
なすことができる線源１の放射線を集束させる手段と二次放射線を検出器６に送達する手
段とは、それぞれＸ線用「完全」レンズ２および３の形で実現されている（図１に示すこ
の実施形態を参照）。
【００７７】
　図１０および１１には、さらに２つの組み合わせ実施形態が示してある。近似的に点と
見なすことができる線源１の放射線を集束させる手段として、Ｘ線用「完全」レンズ２を
使用するという点で一つである。
【００７８】
　図１０には、二次放射線を、開口部の狭い検出器６へ送達するための手段として、検出
器に向かって細くなったコリメータ１５の使用が示してある。
【００７９】
　図１１には、二次コンプトン放射線を開口部の広い検出器２０へ送るための手段として
、検出器に向かって広がったコリメータ１９の使用が示してある。
【００８０】
　本発明の装置を実現するすべての実施形態において、Ｘ線光学系８を構成する要素の配
置は、線源（１，１７）の放射線が検出器に直接入射すること、あるいは患者（５）の体
を通過したあとで検出器（６、２０）に入射することは排除しなければならない。その理
由は、すでに述べたとおり、集束領域に発生する二次放射線が、検査対象である生物学的
組織の密度に関する情報を持つからである。このためには、いかなる検出器も（そして二
次放射線を検出器に送達する手段も）、線源の放射線を集束領域に集束させる手段から、
これらの手段によって形成されるＸ線ビームが交差する領域までの、任意の光学軸の延長
線上に存在してはならない。
【００８１】
　本願の発明による悪性新生物の位置決定法と、この方法を実施するために行う本願発明
の装置の操作は、点座標と、悪性新生物に属するものと確認された前記点座標に対応する
生物学的組織の密度との組み合わせを決定（たとえば、情報を処理し、画像化するための
手段に対応するデジタルコード群を保存）することによって終了する。同定は、たとえば
公知の方法［３］と同様、発明の方法を実施する過程で得られた画像と、先の診断で得ら
れた画像とを比較することによって行うことができる。その際、同定された構造要素の画
像は、この方法の実施に関係するオペレータにより、コンピュータ技術分野で従来型の指
示手段、たとえば「マウス」を使って、情報を画像化、処理するための手段であるスクリ
ーン上に表示することができる。
【００８２】
　悪性新生物の放射線治療を実践する解決策が受け入れられるなら、装置をさらに使用す
るまえに、決定された点座標のセットで表される悪性新生物の各部分に照射すべきＸ線照
射線量を、セットの形で与える照射プログラムが作成される。照射プログラムは、悪性新
生物に冒された器官の特性やその他の要因を考慮して、たとえば［１］に記載されている
方法を使用して作成される。
【００８３】
　治療方法を実行する第一段階（たとえば、悪性新生物の位置決定法を実行する段階）と
同じ手段（レンズ２，２１；コリメータ１３，１８）をＸ線の集束に使って、悪性新生物
が占める空間領域を走査する過程で、照射プログラムが実行される。その際、必要照射線
量は、Ｘ線源の放射線を強度によって統括制御する手段９を使って、悪性新生物組織を放
射線で破壊するに十分な強度レベル（たとえば、Ｘ線管のアノード電流を上げて供給され
る）で、Ｘ線集束領域の不連続な各位置に照射される。具体的な実施形態において、悪性
新生物が小さい場合は、Ｘ線照射集束領域の一箇所だけで、すなわち走査しないで、照射
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ば眼）の放射線治療の実施が可能である。
【００８４】
　作動中に検出器の構造から、Ｘ線源が高い放射線強度で漏れる可能性を防ぐために、Ｘ
線源の出口を遮断するか、機械的に遮蔽することができる（図面にはここで言及する手段
は描かれていない）。
【００８５】
　悪性新生物の位置を正確に把握するとき（第一段階では放射線治療法）および照射プロ
グラムを実施するとき（第二段階）に、同じ一つの手段を使用することは、放射線ビーム
の照準誤差の最小化につながる。Ｘ線光学系は、患者の身体に関して、同定時に悪性新生
物に関係があるとして決定された構造要素の画像と一致する位置に配置されるため、Ｘ線
集束領域への照射は、悪性新生物の位置決定段階の位置と同じ位置で行われる。同定時に
決定された座標に対応する位置に相互に配置する、患者の身体に対するＸ線光学系の精度
の再現性は、より完全な相対的な位置関係決定手段、たとえば［２］に記載されている手
段と類似の手段を使用することによって高めることができる。
【００８６】
　本願の発明による方法および装置構成の実施形態のいかなるスキームを使用するかは、
Ｘ線用レンズまたは半レンズのような有効な放射線集束手段および送達手段を利用できる
可能性が存在すること、および要求される分解能とによって決定される。後者の要因は、
レンズおよび半レンズのパラメータ（たとえば、焦点の大きさ、レンズの光学軸方向の集
束領域の長さなど）の選択にも影響を及ぼす。その際、「完全」レンズを使用する場合、
きわめて高い分解能（ｍｍの数分の１程度かそれ以上）を実現するには、悪性新生物を含
む領域を走査するためにかかる時間が長くなることが考慮される。適当な出力とサイズの
Ｘ線源が存在するか否かといった、その他の事情も考慮の対象になる。
【００８７】
　ここに記載する本願の発明による方法および装置を実現する実施形態に加えて、本願の
発明によるその他の多くの実施形態が存在することは、ここに提示する具体的な要求条件
を満たす手段を構築するための広い可能性を提供する。
【００８８】
　（産業上の利用可能性）
　本願の発明による悪性新生物の位置決定法およびその放射線治療、ならびにこれらを実
施するための装置は、悪性新生物の診断があらかじめ行われることを条件にして、使用さ
れ、悪性新生物の位置、形、大きさなどに関する繊細なデータを必要とする。また、対応
する解決策が以前にとられたか、あるいは上記の繊細なデータが得られた結果、そのよう
な解決策がとられる場合も直接放射線を作用させる治療を実施することが可能である。
【００８９】
　（情報源）
【００８９】
【表１】
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【図面の簡単な説明】
　本願発明を図面によって説明する：
【図１】　図１は、本願の方法の基礎にある原理を説明するものであり、本願の発明によ
る方法を実現するための装置の、基本要素の配置とその接続関係を模式的に示したもので
ある。
【図２】　図２は、Ｘ線を集束させ、二次放射線を検出器に送達するためにコリメータを
使用する装置の実現方法を具体化した実施形態である。
【図３】　図３は、Ｘ線を集束させ、二次放射線を検出器に送達するためにコリメータを
使用する装置の実現方法を具体化した実施形態である。
【図４】　図４は、Ｘ線用半レンズを使用する装置の実現方法を具体化した実施形態であ
る。
【図５】　図５は、Ｘ線用半レンズを使用する装置の実現方法を具体化した実施形態であ
る。
【図６】　図６は、Ｘ線を集束させるためにＸ線用半レンズを使用し、二次放射線を検出
器に送達するためにＸ線用「完全」レンズを使用する装置の実現方法を具体化した実施形
態である。
【図７】　図７は、Ｘ線を集束させるためにＸ線用半レンズを使用し、二次放射線を検出
器に送達するためにコリメータを使用する装置の実現方法を具体化した実施形態である。
【図８】　図８は、Ｘ線を集束させるためにＸ線用半レンズを使用し、二次放射線を検出
器に送達するためにコリメータを使用する装置の実現方法を具体化した実施形態である。
【図９】　図９は、Ｘ線を集束させ、二次放射線を検出器に送達するためにＸ線用レンズ
を使用する装置の実現方法を具体化した実施形態である。
【図１０】　図１０は、Ｘ線を集束させるためにＸ線用レンズを使用し、二次放射線を検
出器に送達するためにコリメータを使用する装置の実現方法を具体化した実施形態である
。
【図１１】　図１１は、Ｘ線を集束させるためにＸ線用レンズを使用し、二次放射線を検
出器に送達するためにコリメータを使用する装置の実現方法を具体化した実施形態である
。
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