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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線画像を用いて患者台を制御し、患者の患部を治療計画で計画された放射線の照射位
置に位置決めするＸ線位置決め装置であって、
Ｘ線管から放射されたＸ線を検出するＸ線検出器から出力された第１のＸ線画像データを
取得し、前記患者の呼吸に関する呼吸信号と前記第１のＸ線画像データを関連付けた第２
のＸ線画像データを生成するＸ線ビデオ装置と、
前記第２のＸ線画像データにおける患部と位置決めの基準である基準画像における患部と
を照合し、前記治療計画の姿勢に合うように体位補正量を計算し、前記患者台を制御する
患者台制御データを生成する位置決め計算機と、
前記第１のＸ線画像データにおける連続撮影画像の撮影条件を含むフレームレート制御信
号と、前記呼吸信号とに基づいて、複数のフレームレートに対応してＸ線を放射する撮影
トリガ信号を前記Ｘ線管に出力する撮影トリガ生成装置と、を備え、
前記撮影トリガ生成装置は、前記撮影トリガ信号を、第１のフレームレート及び前記第１
のフレームレートよりも高い第２のフレームレートに対応して生成し、
前記位置決め計算機は、前記第２のＸ線画像データにおける前記第２のフレームレートで
撮影された前記連続撮影画像から選択された１枚の前記Ｘ線画像と前記基準画像に基づい
て、前記患者台制御データを生成することを特徴とするＸ線位置決め装置。
【請求項２】
　前記撮影トリガ生成装置は、
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前記呼吸信号において波形が所定の状態であるかを判定する波形判定部と、
前記波形判定部で判定した判定結果に基づいて、前記第２のフレームレートにて前記連続
撮影画像を撮影する期間である注目期間を抽出する注目期間抽出部と、
前記フレームレート制御信号における撮影期間と前記注目期間とに基づいて、前記撮影ト
リガ信号を出力する撮影トリガ生成部と、を備えたことを特徴とする請求項１記載のＸ線
位置決め装置。
【請求項３】
　前記波形判定部は、前記呼吸信号において波形が所定の小範囲に収まる期間である平坦
期間であるかを判定し、
前記注目期間抽出部は、前記波形判定部で判定した前記平坦期間であり、かつ、前記呼吸
信号の振幅が下限値に近い期間を、前記注目期間として抽出することを特徴とする請求項
２記載のＸ線位置決め装置。
【請求項４】
　前記波形判定部は、前記呼吸信号において波形が所定の小範囲に収まる期間である平坦
期間であるかを判定し、
前記注目期間抽出部は、前記波形判定部で判定した前記平坦期間であり、かつ、前記呼吸
信号の振幅が上限値に近い期間を、前記注目期間として抽出することを特徴とする請求項
２記載のＸ線位置決め装置。
【請求項５】
　Ｘ線画像を用いて患者台を制御し、患者の患部を治療計画で計画された放射線の照射位
置に位置決めするＸ線位置決め方法であって、
Ｘ線管から放射されたＸ線を検出するＸ線検出器から出力された第１のＸ線画像データを
取得し、前記患者の呼吸に関する呼吸信号と前記第１のＸ線画像データを関連付けた第２
のＸ線画像データを生成する位置決め画像データ生成手順と、
前記第２のＸ線画像データにおける患部と位置決めの基準である基準画像における患部と
を照合し、前記治療計画の姿勢に合うように体位補正量を計算し、前記患者台を制御する
患者台制御データを生成する患者台制御データ生成手順と、
前記第１のＸ線画像データにおける連続撮影画像の撮影条件を含むフレームレート制御信
号と、前記呼吸信号とに基づいて、複数のフレームレートに対応してＸ線を放射する撮影
トリガ信号を前記Ｘ線管に出力する撮影トリガ生成手順と、を含み、
前記撮影トリガ生成手順において、前記撮影トリガ信号を、第１のフレームレート及び前
記第１のフレームレートよりも高い第２のフレームレートに対応して生成し、
前記患者台制御データ生成手順において、前記第２のＸ線画像データにおける前記第２の
フレームレートで撮影された前記連続撮影画像から選択された１枚の前記Ｘ線画像と前記
基準画像に基づいて、前記患者台制御データを生成することを特徴とするＸ線位置決め方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線、ガンマ線、粒子線等の放射線を患者の患部に照射してがん治療を行う
放射線治療装置において、Ｘ線画像を用いて治療計画で計画された放射線の照射位置に患
者を位置決めするＸ線位置決め装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、がん治療を目的とした放射線治療装置では、陽子や重イオン等の粒子線を用いた
がん治療装置（特に、粒子線治療装置と呼ばれる）の開発や建設が進められている。周知
のとおり、粒子線を用いた粒子線治療はＸ線、ガンマ線等の従来の放射線治療に比べて、
がん患部に集中的に照射することができ、すなわち、患部の形状に合わせてピンポイント
で粒子線を照射することができ、正常細胞に影響を与えずに治療することが可能である。
【０００３】
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　肺、肝臓などの呼吸性移動を伴う患部に照射する場合、呼吸検出器の呼吸検出信号を用
いて、呼吸に同期して荷電粒子ビームを照射する呼吸同期照射が行われるようになってき
た。例えば、特許文献１には、呼吸検出器で検出した体表の位置から荷電粒子ビームの出
射を許可する呼吸ゲート信号を生成し、この呼吸ゲート信号に基づいて、シンクロトロン
やビーム輸送装置を制御する粒子線照射装置が記載されている。また、特許文献２には、
体の変形や呼吸気量など体外から計測可能な呼吸の信号を観測する外部観測装置（Ｘ線透
視装置）と、治療標的や骨格や横隔膜位置や体内に埋め込んだマーカなど体内構造の位置
情報を元に呼吸位相を観測する内部観測装置の２種類の観測装置を備え、呼吸同期照射に
必要な呼吸位相でのみＸ線透視画像の撮影を行うことにより、高精度な呼吸同期照射を少
ないＸ線被曝量で実現する放射線治療システムが記載されている。
【０００４】
　粒子線治療では、呼吸同期照射の実行の有無に関わらず、粒子線をがんなどの患部に高
精度に照射することが重要である。その為、患者は粒子線治療時には治療室（照射室）の
治療台（患者台）に対して位置がずれないように、固定具等を用いて固定される。がんな
どの患部を放射線照射範囲に精度よく位置決めする為に、レーザポインタなどを利用した
患者の粗据付けなどのセッティングを行い、次いで、Ｘ線画像等をもちいて患者の患部の
精密な位置決めを行っている。
【０００５】
　しかし、肺、肝臓などの呼吸性移動を伴う患部に対して精度よく位置決めするには、Ｘ
線撮像装置で出力される連続撮影画像と呼吸検出装置から出力される呼吸波形とに基づい
て、呼吸性移動患部の位置が比較的安定するタイミング、例えば息を吐いているタイミン
グでＸ線画像を取得して、患者位置決めに利用する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－６３７２５号公報（００６７～００７２段、図３）
【特許文献２】特開２０１０－１５４８７４号公報（００１２～００１５段、図１～図４
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の粒子線照射装置では、呼吸検出器で検出した体表の位置から生成した呼吸
ゲート信号に基づいて、シンクロトロンやビーム輸送装置を制御しているものの、患者を
治療台に固定する際に、精度よく位置決めされなければ高精度な放射線治療を行うことは
できない。また、特許文献２の放射線治療システムでは、呼吸同期照射に必要な呼吸位相
でのみＸ線透視画像の撮影を行うことにより、高精度な呼吸同期照射を少ないＸ線被曝量
で実現しようとしているが、前述したように患者を治療台に固定する際に、精度よく位置
決めされなければ高精度な放射線治療を行うことはできない。
【０００８】
　呼吸同期照射を行う場合における患者を治療台に固定する患者位置決めの際には、呼吸
検出器を用いることも可能である。この場合、Ｘ線画像に呼吸情報を追記記録する機能を
持たせることは容易に考えられるが、Ｘ線画像に呼吸情報を追記記録する機能は、呼吸性
移動患部の位置が比較的安定するタイミングを見つけるために必要な機能ではない。した
がって、Ｘ線画像に呼吸情報を追記記録する機能だけでは、呼吸波形の状態に合わせて効
率よく撮影することができない。
【０００９】
　本発明は、放射線治療の患者位置決めの際に、呼吸波形の状態に合わせて効率よく撮影
することができるＸ線位置決め装置を得ることを目的にする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明に係るＸ線位置決め装置は、Ｘ線管から放射されたＸ線を検出するＸ線検出器か
ら出力された第１のＸ線画像データを取得し、患者の呼吸に関する呼吸信号と第１のＸ線
画像データを関連付けた第２のＸ線画像データを生成するＸ線ビデオ装置と、第２のＸ線
画像データにおける患部と位置決めの基準である基準画像における患部とを照合し、治療
計画の姿勢に合うように体位補正量を計算し、患者台を制御する患者台制御データを生成
する位置決め計算機と、第１のＸ線画像データにおける連続撮影画像の撮影条件を含むフ
レームレート制御信号及び呼吸信号に基づいて、複数のフレームレートに対応してＸ線を
放射する撮影トリガ信号をＸ線管に出力する撮影トリガ生成装置と、を備える。撮影トリ
ガ生成装置は、撮影トリガ信号を、第１のフレームレート及び第１のフレームレートより
も高い第２のフレームレートに対応して生成し、位置決め計算機は、第２のＸ線画像デー
タにおける第２のフレームレートで撮影された連続撮影画像から選択された１枚のＸ線画
像と基準画像に基づいて、患者台制御データを生成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係るＸ線位置決め装置は、連続撮影画像の撮影条件を含むフレームレート制御
信号及び呼吸信号に基づいて、複数のフレームレートに対応してＸ線を放射する撮影トリ
ガ信号を生成するので、放射線治療の患者位置決めの際に、呼吸波形の状態に合わせて効
率よく撮影することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のＸ線位置決め装置の構成及び呼吸同期照射システムの概略構成を示す図
である。
【図２】本発明を適用する粒子線治療装置の概略構成図である。
【図３】図１及び図２の粒子線照射装置の構成を示す図である。
【図４】図１の撮影トリガ生成装置の構成を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１によるフレームレート変更例を説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態２によるフレームレート変更例を説明する図である。
【図７】本発明の実施の形態３によるフレームレート変更例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
実施の形態１．
　図１は、本発明のＸ線位置決め装置の構成及び呼吸同期照射システムの概略構成を示す
図である。図２は本発明を適用する粒子線治療装置の概略構成図であり、図３は図１及び
図２の粒子線照射装置の構成を示す図である。図４は、本発明の撮影トリガ生成装置の構
成を示す図である。呼吸同期照射システムは、Ｘ線位置決め装置２０と、粒子線照射装置
５８と、患者４５を載せる患者台１２と、呼吸センサ８と、センスアンプ９と、Ｘ線管６
と、Ｘ線検出器７と、呼吸同期信号生成器１０と、制御計算機１４と、ＩＦ（インターフ
ェース）ユニット１１と、制御計算機１４に接続されたモニタ４ｂ及び入力器５ｂとを備
える。Ｘ線位置決め装置２０は、位置決め計算機１と、撮影トリガ生成装置２と、位置決
め計算機１に接続されたモニタ４ａ及び入力器５ａと、Ｘ線ビデオ装置３とを備える。呼
吸同期信号生成器１０は、波形生成器１５と、ＩＦコンバータ１６と、スイッチ１３とを
備える。撮影トリガ生成装置２は、入力部２１と、波形判定部２２と、注目期間抽出部２
３、撮影トリガ生成部２４とを備える。
【００１４】
　放射線治療を行う際に、患者４５は照射室１９の患者台１２に対して位置がずれないよ
うに、固定具等（図示せず）を用いて固定される。がんなどの患部４８を放射線照射範囲
に精度よく位置決めする為に、レーザポインタなどを利用した患者の粗据付けなどのセッ
ティングを行う。次にＸ線位置決め装置２０を用いて患者４５の患部４８の精密な位置決
めを行う。
【００１５】
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　精密な位置決めを行う際に、Ｘ線位置決め装置２０は、呼吸センサ８で検出した患者４
５の呼吸情報をセンスアンプ９、呼吸同期信号生成器１０及びＩＦユニット１１を介して
、呼吸信号ｓｉｇ１を取得する。呼吸信号ｓｉｇ１は、患者４５の呼吸に関する信号であ
る。センスアンプ９は患者４５の呼吸情報を増幅し、呼吸同期信号生成器１０はアナログ
信号の呼吸情報をデジタル信号の呼吸信号ｓｉｇ１を生成する。ＩＦユニット１１は、呼
吸信号ｓｉｇ１、呼吸同期照射の際の同期信号ｓｉｇ４及びインターロック信号ｓｉｇ５
を、Ｘ線位置決め装置２０や、後述する照射管理装置３８等に出力する。
【００１６】
　呼吸センサ８は、次のものが考えられる。例えば、フローセンサによる呼気の流れを検
出したり、吸気に伴う鼻腔付近の温度変化をサーミスタや赤外線カメラによる画像処理を
用いて計測したり、患者４５の腹部の動きを腹部に取り付けたレーザ光源をポジションセ
ンシティブディテクタ（位置センサ）で検出したり、レーザ変位計により患者４５の腹部
の動きを信号化したりする方式が考えられる。
【００１７】
　　Ｘ線位置決め装置２０は、Ｘ線管６から放射されたＸ線をＸ線検出器７で検出して撮
影されたＸ線画像における患者４５の患部４８の位置と、治療計画用のＣＴ画像データ等
から位置決め用の基準画像における患者４５の患部４８の位置とを照合し、治療計画の姿
勢に合うように体位補正量を計算し、患者台１２に体位補正量である患者台制御データｃ
ｄａｔａ１を出力する。Ｘ線位置決め装置２０は、体位補正量である患者台制御データｃ
ｄａｔａ１により患者台１２を制御し、治療時の患部４８が放射線治療のビーム照射中心
にくるように位置合わせを行う。呼吸信号ｓｉｇ１を利用した位置決め方法は、後述する
。
【００１８】
　図２は本発明を適用する粒子線治療装置の概略構成図であり、図３は図１及び図２の粒
子線照射装置の構成を示す図である。図２において、粒子線治療装置５１は、ビーム発生
装置５２と、ビーム輸送系５９と、粒子線照射装置５８ａ、５８ｂとを備える。ビーム発
生装置５２は、イオン源（図示せず）と、前段加速器５３と、荷電粒子加速器５４とを有
する。粒子線照射装置５８ｂは回転ガントリ（図示せず）に設置される。粒子線照射装置
５８ａは回転ガントリを有しない照射室に設置される。ビーム輸送系５９の役割は荷電粒
子加速器５４と粒子線照射装置５８ａ、５８ｂの連絡にある。ビーム輸送系５９の一部は
回転ガントリ（図示せず）に設置され、その部分には複数の偏向電磁石５５ａ、５５ｂ、
５５ｃを有する。
【００１９】
　イオン源で発生した陽子線等の粒子線である荷電粒子ビームは、前段加速器５３で加速
され、入射装置４６から荷電粒子加速器５４に入射される。荷電粒子加速器５４は、例え
ばシンクロトロンである。荷電粒子ビームは、所定のエネルギーまで加速される。荷電粒
子加速器５４の出射装置４７から出射された荷電粒子ビームは、ビーム輸送系５９を経て
粒子線照射装置５８ａ、５８ｂに輸送される。粒子線照射装置５８ａ、５８ｂは荷電粒子
ビームを患者４５の患部４８に照射する。粒子線照射装置の符号は、総括的に５８を用い
、区別して説明する場合に５８ａ、５８ｂを用いる。
【００２０】
　ビーム発生装置５２で発生され、所定のエネルギーまで加速された荷電粒子ビーム３１
は、ビーム輸送系５９を経由し、粒子線照射装置５８へと導かれる。図３において、粒子
線照射装置５８は、荷電粒子ビーム３１に垂直な方向であるＸ方向及びＹ方向に荷電粒子
ビーム３１を走査するＸ方向走査電磁石３２及びＹ方向走査電磁石３３と、位置モニタ３
４と、線量モニタ３５と、線量データ変換器３６と、ビームデータ処理装置４１と、走査
電磁石電源３７と、粒子線照射装置５８を制御する照射管理装置３８とを備える。照射管
理装置３８は、照射制御計算機３９と照射制御装置４０とを備える。線量データ変換器３
６は、トリガ生成部４２と、スポットカウンタ４３と、スポット間カウンタ４４とを備え
る。なお、荷電粒子ビーム３１の進行方向は－Ｚ方向である。
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【００２１】
　Ｘ方向走査電磁石３２は荷電粒子ビーム３１をＸ方向に走査する走査電磁石であり、Ｙ
方向走査電磁石３３は荷電粒子ビーム３１をＹ方向に走査する走査電磁石である。位置モ
ニタ３４は、Ｘ方向走査電磁石３２及びＹ方向走査電磁石３３で走査された荷電粒子ビー
ム３１が通過するビームにおける通過位置（重心位置）やサイズを演算するためのビーム
情報を検出する。ビームデータ処理装置４１は、位置モニタ３４が検出した複数のアナロ
グ信号（ビーム情報）からなるビーム情報に基づいて荷電粒子ビーム３１の通過位置（重
心位置）やサイズを演算する。また、ビームデータ処理装置４１は、荷電粒子ビーム３１
の位置異常やサイズ異常を示す異常検出信号を生成し、この異常検出信号を照射管理装置
３８に出力する。
【００２２】
　線量モニタ３５は、荷電粒子ビーム３１の線量を検出する。照射管理装置３８は、図示
しない治療計画装置で作成された治療計画データに基づいて、患者４５の患部４８におけ
る荷電粒子ビーム３１の照射位置を制御し、線量モニタ３５で測定され、線量データ変換
器３６でデジタルデータに変換された線量が目標線量に達すると荷電粒子ビーム３１を停
止する。走査電磁石電源３７は、照射管理装置３８から出力されたＸ方向走査電磁石３２
及びＹ方向走査電磁石３３への制御入力（指令）に基づいてＸ方向走査電磁石３２及びＹ
方向走査電磁石３３の設定電流を変化させる。
【００２３】
　　ここでは、粒子線照射装置５８のスキャニング照射方式を、荷電粒子ビーム３１の照
射位置を変えるときに荷電粒子ビーム３１を停止させないラスタースキャニング照射方式
であり、スポットスキャニング照射方式のようにビーム照射位置がスポット位置間を次々
と移動していく方式とする。スポットカウンタ４３は、荷電粒子ビーム３１のビーム照射
位置が停留している間の照射線量を計測するものである。スポット間カウンタ４４は、荷
電粒子ビーム３１のビーム照射位置が移動している間の照射線量を計測するものである。
トリガ生成部４２は、ビーム照射位置における荷電粒子ビーム３１の線量が目標照射線量
に達した場合に、線量満了信号を生成するものである。
【００２４】
　呼吸信号ｓｉｇ１を利用した位置決め方法を説明する。図５は、本発明の実施の形態１
によるフレームレート変更例を説明する図である。図５では、呼吸信号ｓｉｇ１の呼吸波
形２６を、１周期分だけ記載した。横軸は時間であり、縦軸は振幅である。呼吸波形２６
上の黒丸は、一定のサンプリング周期で検出された取集データ２７である。呼吸波形２６
は、複数の取集データ２７を補完した曲線である。なお、実際の呼吸波形２６は図５のよ
うな正弦波とは異なるが、正弦波を例に説明する。呼吸波形２６の１周期の時間は、時刻
ｔ０から時刻ｔ４までである。呼吸波形２６の振幅が高い部分は患者４５が息を吸ってい
る状態を示し、呼吸波形２６の振幅が低い部分は患者４５が息を吐いている状態を示して
いる。
【００２５】
　Ｘ線位置決め装置２０のＸ線ビデオ装置３は、撮影期間ＴｐにおいてＸ線画像データｄ
ａｔａ１を取得する。図５において、撮影期間Ｔｐは、時刻ｔ１から時刻ｔ３までである
。Ｘ線画像データｄａｔａ１は、複数のフレームレートで撮影された連続撮影画像を含ん
でいる。図５では、２つのフレームレートの間で変更する例を示した。Ｘ線画像データｄ
ａｔａ１は、時刻ｔ１から時刻ｔ２において、フレームレートｆｒ１の連続撮影画像２８
からなり、時刻ｔ２から時刻ｔ３において、フレームレートｆｒ１よりの高いフレームレ
ートｆｒ２の連続撮影画像２９からなっている。実施の形態１では、患者４５が息を吐い
ている状態における呼吸波形２６の平坦な期間のＸ線画像データｄａｔａ１を用いて位置
決めを行う例である。時刻ｔ２から時刻ｔ３の期間は、フレームレートを変更する注目期
間Ｔｓである。
【００２６】
　Ｘ線位置決め装置２０は、キーボードやマウス等の入力器５ａから指定された撮影期間
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Ｔｐとフレームレートｆｒ１、ｆｒ２とフレームレート変更時刻ｔ２や注目期間Ｔｓ等の
撮影条件にしたがって、患部４８のＸ線画像撮影を開始する。位置決め計算機１は、撮影
トリガ生成装置２に、撮影期間Ｔｐとフレームレートｆｒ１、ｆｒ２とフレームレート変
更時刻ｔ２や注目期間Ｔｓ等の撮影条件を含むフレームレート制御信号ｓｉｇ２を出力す
る。撮影トリガ生成装置２は、撮影トリガ生成手順を実行する。撮影トリガ生成装置２は
、ＩＦユニット１１から入力された呼吸信号ｓｉｇ１とフレームレート制御信号ｓｉｇ２
に基づいて、撮影トリガ信号ｓｉｇ３をＸ線管６に出力する。撮影開始時刻ｔ１、フレー
ムレート変更時刻ｔ２、撮影終了時刻ｔ３は、呼吸波形２６の１周期を基準にした時刻で
ある。
【００２７】
　Ｘ線管６は、撮影トリガ生成装置２から撮影トリガ信号ｓｉｇ３が入力される度にＸ線
を放射する。Ｘ線検出器７は、患者４５を通過したＸ線を検出し、Ｘ線ビデオ装置３にＸ
線画像データｄａｔａ１を出力する。Ｘ線ビデオ装置３は、位置決め画像データ生成手順
を実行する。Ｘ線ビデオ装置３は、Ｘ線検出器７からＸ線画像データｄａｔａ１を取得し
、ＩＦユニット１１から入力された呼吸信号ｓｉｇ１と撮影トリガ生成装置２から入力さ
れた撮影トリガ信号ｓｉｇ３に基づいて、呼吸波形２６の時刻とＸ線画像の撮影時刻を関
連つけされたＸ線画像データｄａｔａ２を、内蔵するメモリ等に保存する。撮影期間Ｔｐ
のＸ線画像撮影が終了すると、Ｘ線ビデオ装置３は、Ｘ線画像データｄａｔａ２を位置決
め計算機１に出力する。
【００２８】
　位置決め計算機１は、患者台制御データ生成手順を実行する。位置決め計算機１は、Ｘ
線画像データｄａｔａ２を取得する。位置決め計算機１は、治療計画用のＣＴ画像データ
等から位置決め用の基準画像の患者４５の患部４８の状態（位置、大きさ等）に最も近い
１枚のＸ線画像を、Ｘ線画像データｄａｔａ２から選択する。位置決め計算機１は、選択
されたＸ線画像における患者４５の患部４８の位置と、基準画像の患者４５の患部４８と
を照合し、治療計画の姿勢に合うように体位補正量を計算し、患者台１２に体位補正量で
ある患者台制御データｃｄａｔａ１を出力する。患者台制御データｃｄａｔａ１は、例え
ば、並進３軸［ΔＸ、ΔＹ、ΔＺ］、回転３軸［ΔＡ、ΔＢ、ΔＣ］の計６自由度を含む
患者台制御データである。患者台１２は、患者台制御データｃｄａｔａ１にしたがって、
並進３軸のモータや、回転３軸のモータを駆動する。このように、Ｘ線位置決め装置２０
は、治療計画に合うように体位補正量を計算し、治療時の患部４８が放射線治療のビーム
照射中心（アイソセンタ）にくるように位置合わせすることができる。
【００２９】
　位置決めが終了した後に、患者４５の患部４８に対して、荷電粒子ビーム３１を患者の
呼吸状態に同期させて、呼吸同期照射を行う。呼吸同期照射の際に、Ｘ線管６及びＸ線検
出器７は、放射線照射の邪魔にならないように撮影位置から移動される。呼吸同期信号生
成器１０は、呼吸センサ８で検出され、センスアンプ９で増幅された患者４５の呼吸情報
と、位置決め計算機１から取得した位置合わせが完了した際の患部４８の状態とみなせる
照射可能期間情報ｓｉｇ６に基づいて、同期信号ｓｉｇ４を生成する。
【００３０】
　インターロック信号ｓｉｇ５は、スイッチ１３の入り切り（オンオフ）により、ＩＦコ
ンバータ１６により生成される。例えば、スイッチ１３がオン状態で、照射許可、すなわ
ちインターロック解除となり、スイッチ１３がオフ状態で、照射不許可、すなわちインタ
ーロック動作となる。呼吸同期照射の際に、呼吸信号ｓｉｇ１は制御計算機１４に送られ
、制御計算機１４からモニタ４ｂに、呼吸波形２６、同期信号ｓｉｇ４及びインターロッ
ク信号ｓｉｇ５の波形等が表示される。なお、制御計算機１４に接続されたモニタ４ｂ及
び入力器５ｂと、スイッチ１３は、管理区域外の照射制御室に設置される。
【００３１】
　実施の形態１のＸ線位置決め装置２０は、患者位置決めの際に、呼吸波形２６から所望
の期間（撮影期間Ｔｐ）を抽出して、Ｘ線画像の連続撮影のフレームレートが可変である
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連続撮影画像（動画）を得ることができる。患者位置決めに適した期間は、患者４５の患
部４８が静止状態または静止状態に近い略静止状態になっている略静止期間である。この
略静止期間は、呼吸同期照射を行うことができる期間であり、この略静止期間における患
者４５の患部４８の状態に対して治療計画が作成される。
【００３２】
　撮影トリガ生成装置２は、呼吸信号ｓｉｇ１とフレームレート制御信号ｓｉｇ２を入力
部２１にて取得する。撮影トリガ生成装置２は、例えば、呼吸波形２６を形成する取集デ
ータ２７を双一次変換して、呼吸信号ｓｉｇ１において呼吸波形２６が所定の状態である
かを判定する。具体的には、撮影トリガ生成装置２は、隣接データ間の振幅の差分が所定
の小範囲内の場合に、呼吸波形２６が平坦であると判定する。この呼吸波形２６における
平坦期間の判定は、波形判定部２２で行われる。実施の形態１では、患者４５が息を吐い
ている場合の略静止期間を抽出するので、呼吸波形２６の振幅が下限値に近い期間で、か
つ呼吸波形２６が平坦であると判定した期間を、注目期間Ｔｓとして抽出する。この注目
期間Ｔｓの抽出は、波形判定部２２の判定結果と呼吸信号ｓｉｇ１及びフレームレート制
御信号ｓｉｇ２に基づいて、注目期間抽出部２３で行われる。
【００３３】
　撮影トリガ生成部２４は、注目期間抽出部２３の抽出結果に基づいて、呼吸信号ｓｉｇ
１が撮影期間Ｔｐであり、かつ注目期間Ｔｓ以外の波形信号である場合に、低いフレーム
レートｆｒ１に対応した撮影トリガ信号ｓｉｇ３を出力する。また、撮影トリガ生成部２
４は、呼吸信号ｓｉｇ１が撮影期間Ｔｐであり、かつ注目期間Ｔｓの波形信号である場合
に、フレームレートｆｒ１より高いフレームレートｆｒ２に対応した撮影トリガ信号ｓｉ
ｇ３を出力する。
【００３４】
　以上のように、実施の形態１のＸ線位置決め装置２０は、患者位置決めの際に、Ｘ線画
像の連続撮影のフレームレートが可変である連続撮影画像（動画）を得ることができるの
で、施術者が特に抽出したい注目期間Ｔｓには細かく撮影し、撮影期間Ｔｐにおける他の
期間は目安程度のフレームレートで撮影することで、フレームレート一定で撮影する従来
方法に比べて、Ｘ線ビデオ装置３や位置決め計算機１における画像処理量、メモリ量を削
減できる。したがって、実施の形態１のＸ線位置決め装置２０は、フレームレート一定で
撮影する従来方法に比べて、Ｘ線画像を効率よく撮影することができる。
【００３５】
　また、実施の形態１のＸ線位置決め装置２０は、呼吸波形２６が平坦な期間、すなわち
、図５の注目期間Ｔｓにおいてフレームレートを上げて細かいＸ線画像を撮影することに
より、位置合わせ用の基準画像との一致点を、多数のＸ線画像に対して詳細に検証できる
ため、位置合わせの精度が向上する。
【００３６】
　実施の形態１のＸ線位置決め装置２０は、呼吸波形２６の必要な期間、例えば１周期よ
りも短い撮影期間Ｔｐにおいて、Ｘ線画像を効率よく撮影することにより、患者４５への
不要なＸ線曝写量を抑えることができる。また、実施の形態１のＸ線位置決め装置２０は
、呼吸波形２６の振幅が閾値を越えた際に撮影開始を開始する従来方法と異なり、注目期
間Ｔｓ以外にも低いフレームレートｆｒ２でＸ線画像を確実に撮影するので、この従来方
法で起こりえる長時間未撮影となることがない。さらに、実施の形態１のＸ線位置決め装
置２０は、長時間未撮影となることを解消するために行う呼吸センサの位置調整や閾値調
整等の従来必要であった作業は、必要がなくなり、位置合わせ作業時間の短縮ができ、作
業時間の効率化が図れる。
【００３７】
　実施の形態１によるＸ線位置決め装置２０によれば、Ｘ線管６から放射されたＸ線を検
出するＸ線検出器７から出力された第１のＸ線画像データｄａｔａ１を取得し、患者４５
の呼吸に関する呼吸信号ｓｉｇ１と第１のＸ線画像データｄａｔａ１を関連付けた第２の
Ｘ線画像データｄａｔａ２を生成するＸ線ビデオ装置３と、第２のＸ線画像データｄａｔ
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ａ２における患部４８と位置決めの基準である基準画像における患部４８とを照合し、治
療計画の姿勢に合うように体位補正量を計算し、患者台１２を制御する患者台制御データ
ｃｄａｔａ１を生成する位置決め計算機１と、第１のＸ線画像データｄａｔａ１における
連続撮影画像２８、２９の撮影条件を含むフレームレート制御信号ｓｉｇ２及び呼吸信号
ｓｉｇ１に基づいて、複数のフレームレートｆｒ１、ｆｒ２に対応してＸ線を放射する撮
影トリガ信号ｓｉｇ３をＸ線管６に出力する撮影トリガ生成装置２と、を備え、撮影トリ
ガ生成装置２は、撮影トリガ信号ｓｉｇ３を、第１のフレームレートｆｒ１及び第１のフ
レームレートｆｒ１よりも高い第２のフレームレートｆｒ２に対応して生成し、位置決め
計算機１は、第２のＸ線画像データｄａｔａ２における第２のフレームレートｆｒ２で撮
影された連続撮影画像２９から選択された１枚のＸ線画像と基準画像に基づいて、患者台
制御データｃｄａｔａ１を生成することを特徴とする。実施の形態１によるＸ線位置決め
装置２０は、上記の特徴を有するので、連続撮影画像２８、２９の撮影条件を含むフレー
ムレート制御信号ｓｉｇ２及び呼吸信号ｓｉｇ１に基づいて、複数のフレームレートｆｒ
１、ｆｒ２に対応してＸ線を放射する撮影トリガ信号ｓｉｇ３を生成することができ、放
射線治療の患者位置決めの際に、呼吸波形２６の状態に合わせて効率よく撮影することが
できる。
【００３８】
　実施の形態１によるＸ線位置決め方法によれば、Ｘ線管６から放射されたＸ線を検出す
るＸ線検出器７から出力された第１のＸ線画像データｄａｔａ１を取得し、患者４５の呼
吸に関する呼吸信号ｓｉｇ１と第１のＸ線画像データｄａｔａ１を関連付けた第２のＸ線
画像データｄａｔａ２を生成する位置決め画像データ生成手順と、第２のＸ線画像データ
ｄａｔａ２における患部４８と位置決めの基準である基準画像における患部４８とを照合
し、治療計画の姿勢に合うように体位補正量を計算し、患者台１２を制御する患者台制御
データｃｄａｔａ１を生成する患者台制御データ生成手順と、第１のＸ線画像データｄａ
ｔａ１における連続撮影画像２８、２９の撮影条件を含むフレームレート制御信号ｓｉｇ
２と、呼吸信号ｓｉｇ１とに基づいて、複数のフレームレートｆｒ１、ｆｒ２に対応して
Ｘ線を放射する撮影トリガ信号ｓｉｇ３をＸ線管６に出力する撮影トリガ生成手順と、を
含み、撮影トリガ生成手順において、撮影トリガ信号ｓｉｇ３を、第１のフレームレート
ｆｒ１及び第１のフレームレートｆｒ１よりも高い第２のフレームレートｆｒ２に対応し
て生成し、患者台制御データ生成手順において、第２のＸ線画像データｄａｔａ２におけ
る第２のフレームレートｆｒ２で撮影された連続撮影画像２９から選択された１枚のＸ線
画像と基準画像に基づいて、患者台制御データｃｄａｔａ１を生成することを特徴とする
。実施の形態１によるＸ線位置決め方法は、上記の特徴を有するので、連続撮影画像２８
、２９の撮影条件を含むフレームレート制御信号ｓｉｇ２及び呼吸信号ｓｉｇ１に基づい
て、複数のフレームレートｆｒ１、ｆｒ２に対応してＸ線を放射する撮影トリガ信号ｓｉ
ｇ３を生成することができ、放射線治療の患者位置決めの際に、呼吸波形２６の状態に合
わせて効率よく撮影することができる。
【００３９】
実施の形態２．
　図６は、本発明の実施の形態２によるフレームレート変更例を説明する図である。実施
の形態２では、患者４５が息を吸っている状態における呼吸波形２６の平坦な期間のＸ線
画像データｄａｔａ１を用いて位置決めを行う例である。すなわち、実施の形態２のＸ線
位置決め装置２０は、患者４５が息を吸っている状態における呼吸波形２６の平坦な期間
を注目期間Ｔｓにする。図６では、呼吸信号ｓｉｇ１の呼吸波形２６を、１周期分（時刻
ｔ０から時刻ｔ４）だけ記載した。図６では、２つのフレームレートの間で変更する例を
示した。図６において、時刻ｔ０から時刻ｔ３は、撮影期間Ｔｐである。Ｘ線画像データ
ｄａｔａ１は、時刻ｔ０から時刻ｔ１及び時刻ｔ２から時刻ｔ３において、フレームレー
トｆｒ１の連続撮影画像２８からなり、時刻ｔ１から時刻ｔ２において、フレームレート
ｆｒ１よりの高いフレームレートｆｒ２の連続撮影画像２９からなっている。注目期間Ｔ
ｓは、時刻ｔ１から時刻ｔ２までの期間である。実施の形態２では、位置決め用の基準画
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像は患者４５が息を吸っている状態における画像である。
【００４０】
　実施の形態２のＸ線位置決め装置２０は、実施の形態１と同様の効果が得られ、放射線
治療の患者位置決めの際に、呼吸波形２６の状態に合わせて効率よく撮影することができ
る。患者４５の患部４８によっては、患者４５が息を吐いている状態よりも、患者４５が
息を吸っている状態の方が、略静止状態が長い場合がある。患者４５が息を吸っている状
態の方が、略静止状態が長い場合に、実施の形態２のＸ線位置決め装置２０は、実施の形
態１の患者４５が息を吐いている状態に注目期間Ｔｓを設定するよりも、位置合わせの精
度を向上さることができる。また、略静止状態が長いので、呼吸同期照射を行う治療時間
を短くすることができる。
【００４１】
実施の形態３．
　図７は、本発明の実施の形態３によるフレームレート変更例を説明する図である。実施
の形態３では、注目期間Ｔｓを呼吸波形２６の変化が急峻なところに設定した例である。
実施の形態３では、患者４５の患部４８に対する治療計画を作成する際等に、患部４８の
連続撮影画像を注目画像として撮影する。図７では、呼吸信号ｓｉｇ１の呼吸波形２６を
、１周期分（時刻ｔ０から時刻ｔ５）だけ記載した。図７では、２つのフレームレートの
間で変更する例を示した。図７において、時刻ｔ１から時刻ｔ４は、撮影期間Ｔｐである
。Ｘ線画像データｄａｔａ１は、時刻ｔ１から時刻ｔ２及び時刻ｔ３から時刻ｔ４におい
て、フレームレートｆｒ１の連続撮影画像２８からなり、時刻ｔ２から時刻ｔ３において
、フレームレートｆｒ１よりの高いフレームレートｆｒ２の連続撮影画像２９からなって
いる。注目期間Ｔｓは、時刻ｔ２から時刻ｔ３までの期間である。
【００４２】
　一般的に、肺、肝臓などの呼吸性移動を伴う患部４８は、呼吸波形２６の変化が急峻な
ところで移動速度が速くなる。注目期間Ｔｓを呼吸波形２６の変化が急峻なところに設定
すると、動きに対するブレの小さい画像を得ることができ、臓器の動きを詳細に把握する
ことができる。フレームレート一定で撮影する場合よりも、少ないＸ線曝写量で臓器の動
きを詳細に把握することができる。臓器の動きを詳細に把握することで、治療計画を作成
する上で、健全な臓器を避けて、患部４８に照射する方向や呼吸同期照射を行う照射期間
を適切に設定することができる。なお、患者４５の患部４８に対する治療計画を作成する
際以外においても、患部４８の連続撮影画像を注目画像として撮影してもよい。
【００４３】
　　実施の形態３による注目画像撮影方法によれば、呼吸信号ｓｉｇ１において波形が急
峻に変化する急峻期間を判定し、第１のフレームレートｆｒ１よりも高い第３のフレーム
レート（フレームレートｆｒ２）に対応して撮影トリガ信号ｓｉｇ３を生成する撮影トリ
ガ信号生成手順と、呼吸信号ｓｉｇ１において波形が急峻に変化する急峻期間であるかを
判定し、急峻期間を、注目期間Ｔｓとして抽出する注目期間抽出手順と、Ｘ線ビデオ装置
３にて、第１のＸ線画像データｄａｔａ１を取得し、呼吸信号ｓｉｇ１と第１のＸ線画像
データｄａｔａ１を関連付けた第２のＸ線画像データｄａｔａ２を生成する注目画像デー
タ生成手順と、を含むことを特徴とする。実施の形態３による注目画像撮影方法は、上記
の特徴を有するので、治療計画を作成する場合に、健全な臓器を避けて、患部４８に照射
する方向や呼吸同期照射を行う照射期間を適切に設定することができる。
【００４４】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を組み合わせたり、各実施
の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【００４５】
　１…位置決め計算機、２…撮影トリガ生成装置、３…Ｘ線ビデオ装置、６…Ｘ線管、７
…Ｘ線検出器、１２…患者台、２０…Ｘ線位置決め装置、２２…波形判定部、２３…注目
期間抽出部、２４…撮影トリガ生成部、２８、２９…連続撮影画像、４５…患者、４８…
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患部、ｓｉｇ１…呼吸信号、ｓｉｇ２…フレームレート制御信号、ｓｉｇ３…撮影トリガ
信号、ｆｒ１、ｆｒ２…フレームレート、ｄａｔａ１、ｄａｔａ２…Ｘ線画像データ、ｃ
ｄａｔａ１…患者台制御データ、Ｔｐ…撮影期間、Ｔｓ…注目期間。

【図１】 【図２】
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