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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的の第１のＸ線画像を取得するステップと、
　ある時間後に、前記標的の第２のＸ線画像を取得するステップと、
　標的の動きがあるかどうかを判定するために、前記第１のＸ線画像と前記第２のＸ線画
像とを比較するステップと、
　前記標的の動きの判定に応じて、後続のＸ線画像の取得間の時間間隔を調整するステッ
プ
　を含む撮像方法であって、
　前記標的の動きがあるかどうかを判定するステップが、
　前記第１のＸ線画像を基準画像と比較して、前記第１のＸ線画像を取得した第１の時点
における前記基準画像に対する第１の標的変位を決定すること、
　前記第２のＸ線画像を前記基準画像と比較して、前記第２のＸ線画像を取得した第２の
時点における前記基準画像に対する第２の標的変位を決定すること、
　前記第１の標的変位と前記第２の標的変位とを比較して、前記標的の動きがあるかどう
かを判定すること
　を含み、
　前記基準画像がディジタル再構成放射線写真（ＤＲＲ）である方法。
【請求項２】
　比較するステップが、前記第１のＸ線画像と前記第２のＸ線画像とを比較して、前記標
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的の動きが治療許容差内にあるかどうかを判定することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記時間間隔を調整するステップが、前記標的の動きが低減するときに、前記後続のＸ
線画像間の時間間隔を延長することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間間隔を調整するステップが、前記標的の動きが増大するときに、前記後続のＸ
線画像間の時間間隔を短縮することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記標的の動きに応じて、画像誘導放射線治療セッション中に撮像されるＸ線画像の総
数を調整するステップをさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｘ線画像の総数を調整するステップが、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が延長されたときに、前記画
像誘導放射線治療セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を減らすこと、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が短縮されたときに、前記画
像誘導放射線治療セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を増やすこと
　を含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記Ｘ線画像の総数を調整するステップが、前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画
像間の時間間隔が短縮されたときに、前記画像誘導放射線治療照射セッション中に撮像さ
れる前記Ｘ線画像の総数を増やすことを含む請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記Ｘ線画像の総数を調整するステップが、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が延長されたときに、前記画
像誘導放射線治療照射セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を減らすこと、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が短縮されたときに、前記画
像誘導放射線治療セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を増やすこと
　を含む請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　Ｘ線源を含み、複数のＸ線画像を生成する撮像システムと、
　前記撮像システムに結合された処理デバイスと
　を含み、
　前記処理デバイスが
　標的の前記複数のＸ線画像のうちの第１のＸ線画像を取得すること、
　ある時間後に、前記標的の前記複数のＸ線画像のうちの第２のＸ線画像を取得すること
、
　前記第１のＸ線画像と前記第２のＸ線画像とを比較して、標的の動きがあるかどうかを
判定すること、
　前記標的の動きの判定に応じて、前記複数のＸ線画像のうちの後続のＸ線画像の取得間
の時間間隔を調整すること
を実行するように構成された放射線治療システムであって、
　前記標的の動きがあるかどうかの判定において、前記処理デバイスがさらに、
　前記第１のＸ線画像を基準画像と比較して、前記第１のＸ線画像を取得した第１の時点
における前記基準画像に対する第１の標的変位を決定し、
　前記第２のＸ線画像を前記基準画像と比較して、前記第２のＸ線画像を取得した第２の
時点における前記基準画像に対する第２の標的変位を決定し、
　前記第１の標的変位と前記第２の標的変位とを比較して、前記標的の動きがあるかどう
かを判定する
　ように構成され、
　前記基準画像がディジタル再構成放射線写真（ＤＲＲ）であるシステム。
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【請求項１０】
　前記処理デバイスがさらに、前記第１のＸ線画像と前記第２のＸ線画像とを比較して、
前記標的の動きは治療許容差内にあるかどうかを判定するように構成された請求項９に記
載のシステム。
【請求項１１】
　前記処理デバイスがさらに、前記標的の動きが低減するときに、前記後続のＸ線画像間
の時間間隔を延長するように構成された請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記処理デバイスがさらに、前記標的の動きが増大するときに、前記後続のＸ線画像間
の時間間隔を短縮するように構成された請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記処理デバイスがさらに、前記標的の動きに応じて、画像誘導放射線治療セッション
中に撮像されるＸ線画像の総数を調整するように構成された請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記Ｘ線画像の総数の調整において、前記処理デバイスがさらに、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が延長されたときに、前記画
像誘導放射線治療セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を減らし、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が短縮されたときに、前記画
像誘導放射線治療セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を増やす
　ように構成された請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記Ｘ線画像の総数の調整において、前記処理デバイスがさらに、前記標的の動きに応
じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が短縮されたときに、前記画像誘導放射線治療照射
セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を増やすように構成された請求項１３に記
載のシステム。
【請求項１６】
　前記Ｘ線画像の総数の調整において、前記処理デバイスがさらに、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が延長されたときに、前記画
像誘導放射線治療照射セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を減らし、
　前記標的の動きに応じて前記後続のＸ線画像間の時間間隔が短縮されたときに、前記画
像誘導放射線治療セッション中に撮像される前記Ｘ線画像の総数を増やす
　ように構成された請求項１３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医療撮像に関し、具体的には医療撮像中のＸ線被曝の制御に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　放射線手術(radiosurgery)や放射線療法(radiotherapy)システムは、外部放射線ビーム
を使用して、病的な解剖学的構造（例えば腫瘍、病変、血管奇形、神経障害など）を治療
する放射線治療システムであり、その治療は、周囲の組織及び危険な解剖学的構造（例え
ば脊髄）に対する放射線被曝を最小限に抑えつつ、処方された量の放射線（例えばＸ線又
はガンマ線）を病的な解剖学的構造に照射することによって実施される。放射線手術及び
放射線療法はともに、病的な解剖学的構造を壊死させ、一方で健康な組織及び危険な構造
を存続させるように設計される。放射線療法は、治療１回あたりの放射線量が低いこと、
及び治療回数が多いこと（例えば３０から４５日間の治療）を特徴とする。放射線手術は
、治療回数が１回又はせいぜい２、３回であり、放射線量が比較的に高いことを特徴とす
る。
【０００３】
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　放射線療法や放射線手術ではともに、放射線量が、病的な解剖学的構造の部位に複数の
角度から照射される。それぞれの放射線ビームの角度が異なるため、それぞれのビームは
、病的な解剖学的構造が占有する標的領域を横切り、その一方で、標的領域へ向かう途中
及び標的領域から出た後で、健康な組織の異なる領域を通過する。その結果、標的領域内
の累積放射線量は高く、健康な組織や危険な構造に対する放射線量は低い。放射線療法及
び放射線手術治療システムを、フレーム・ベース(frame-based)又は画像誘導式(image-gu
ided)に分類することができる。
【０００４】
　フレーム・ベースの放射線手術や放射線療法では、診断撮像／治療計画作成段階さらに
その後の治療照射段階の全体を通じて患者が動かないようにするために、患者に、堅い侵
襲性のフレームが固定される。このフレームは、このプロセスの間中、患者に固定される
。画像誘導式の放射線手術や放射線療法（ＩＧＲ）は、治療中の患者の動きを追跡し、そ
れに対する補正を実施することにより、侵襲性のフレームを固定する必要性を排除してい
る。
【０００５】
　画像誘導式の放射線療法及び放射線手術システムには、ガントリ・ベースのシステムと
ロボット・ベースのシステムが含まれる。ガントリ・ベースのシステムでは、単一の平面
内で回転中心（アイソセンタ）の周りを移動するガントリに、放射線源が取り付けられる
。治療中に放射線ビームが照射されるたびに、ビームの軸がアイソセンタを通過する。強
度変調放射線療法（intensity modulated radiation thrapy：ＩＭＲＴ）システムとして
知られているガントリ・ベースのいくつかのシステムでは、ビームの形状が治療中の病的
な解剖学的構造に一致するように、ビームの断面が整形される。ロボット・ベースのシス
テムでは、放射線源が単一の回転平面に拘束されない。
【０００６】
　画像誘導式のシステムでは、治療中の患者の追跡は、（患者の位置を指示する）患者の
治療中(intra-treatment)２次元（２－Ｄ）Ｘ線画像と、（治療計画を整合させるために
患者がいなければならない位置を指示する）患者の１つ又は複数の治療前３次元（３－Ｄ
）ボリューム調査の２－Ｄ基準投影画像とを位置合せすることによって達成される。治療
前３－Ｄボリューム調査は、コンピュータ連動断層撮影（ＣＴ）スキャン、磁気共鳴撮像
（ＭＲＩ）スキャン、陽電子断層撮影（ＰＥＴ）スキャンなどである。
【０００７】
　ディジタル再構成放射線写真（digitally reconstructed radiograph：ＤＲＲ）として
知られている基準投影画像（基準画像）は、治療中Ｘ線撮像システムのジオメトリを複製
して、治療中Ｘ線画像と同じ尺度を有する画像を生成するレイ・トレーシング・アルゴリ
ズムを使用して生成される。この治療中Ｘ線システムは一般に、２つの異なる視点（例え
ば直交する視点）からの患者画像を生成する立体視システムである。
【０００８】
　Ｘ線撮像技術が進歩するにつれ、治療中Ｘ線画像を捕捉するために使用されるＸ線検出
器の感度は増大している。これらの増大は、少なくとも部分的に、改良された撮像材料（
例えば無定形シリコン）、画像捕捉技術（例えばＣＣＤやＣＭＯＳ撮像アレイ）、処理ア
ルゴリズムによるものである。処理アルゴリズムによって、Ｘ線検出器の量子雑音及び電
子雑音レベルを低減させ、所与の撮像放射線レベルにおける治療中Ｘ線画像の信号対雑音
比を増大させることができる。一般に、信号対雑音比が大きいほど、より高画質の画像が
生成され、高画質の画像は、解剖学的特徴及び／又は基準マーカの検出可能性の向上に起
因した画像位置合せ及び患者追跡の向上につながる。所与の雑音指数においては、Ｘ線特
性を変化させることによって解剖学的物体の検出可能性を向上させることができる。この
ような２つの変化は、ＳＮＲを増大させるために撮像放射線量又はエネルギーを増大させ
ることを含む。図１は、放射線量を増大させたときにＳＮＲが１：１から２：１、５：１
まで増大したときの視野２０の中の解剖学的物体１０の検出可能性の向上を示す。治療中
Ｘ線画像を生成するために使用されるＸ線源は一般に、より大きな患者を貫通し、準備及
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び治療中の患者と解剖学的構造の動きを高い信頼性で終始一貫して追跡するために必要な
Ｘ線画像品質（ＳＮＲレベル）を得るのに十分な線量及びエネルギー・レベルに設定され
る。しかしながら、ある最小ＳＮＲ（例えば１：１）よりも大きなＳＮＲでは、患者の追
跡と画像位置合せの向上が、より高い放射線量による患者に対する危険の増大によって相
殺される可能性がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　添付図面には、本発明の実施形態がそれに限定されない単なる例として示されている。
【００１０】
　以下の説明では、本発明の実施形態の理解を完全にするために、特定の構成要素、デバ
イス、方法の例など、多数の具体的な詳細が説明される。しかしながら、本発明の実施形
態を実施するのにこれらの具体的な詳細を使用する必要はないことは、当業者には明らか
である。また、本発明の実施形態を不必要に不明確にすることを防ぐために、よく知られ
た材料又は方法を詳細に記述することはしなかった。
【００１１】
　本明細書で使用される用語「結合された」は、直接結合されていること、あるいは１つ
又は複数の介在構成要素又はシステムを介して間接的に結合されていることを意味する。
本明細書で使用される用語「Ｘ線画像」は、可視Ｘ線画像（例えばビデオ・スクリーン上
に表示されたもの）、又はＸ線画像のディジタル表現（例えばＸ線検出器の画素出力に対
応するファイル）を意味する。本明細書で使用される用語「治療中Ｘ線画像」は、放射線
手術又は放射線療法の患者準備段階又は治療照射段階中の任意の時点において捕捉された
画像を指し、これらの段階は、放射線治療源がオン又はオフであるときを含む。「Ｘ線画
像」への言及は、単一の画像あるいは（前述の立体視撮像システムの場合のような）同時
の又は連続した画像対を指すことができる。本明細書で使用される用語「ＩＧＲ」は、画
像誘導式放射線療法又は画像誘導式放射線手術、あるいはその両方を指す。本明細書で論
じられる「標的」は、病的な解剖学的構造（例えば腫瘍、病変、脈管奇形、神経障害など
）又は正常な解剖学的構造などの患者の解剖学的特徴（１つ又は複数）であり、１つ又は
複数の非解剖学的基準構造を含むこともある。
【００１２】
　以下の説明から明らかなとおり、特に明示されない限り、「処理する」、「計算する」
、「判定する」、「推定する」、「取得する」、「生成する」などの用語は、コンピュー
タ・システムのレジスタ及びメモリ内の物理量（例えば電子量）として表されたデータを
操作し、それらを、コンピュータ・システムのメモリ又はレジスタ内あるいは他の同様の
情報記憶、伝送又は表示デバイス内の物理量として同様に表された他のデータに変換する
コンピュータ・システム又は同様の電子コンピューティング・デバイスの動作及び処理を
指すことができることが理解される。本明細書に記載される方法の実施形態は、コンピュ
ータ・ソフトウェアを使用して実現することができる。認められた規格に従ったプログラ
ム言語で書かれている場合、これらの方法を実現するように設計された命令シーケンスを
、さまざまなハードウェア・プラットホーム上で実行し、さまざまなオペレーティング・
システムに対してインタフェースするようにコンパイルすることができる。また、本発明
の実施形態は、特定のプログラム言語に関して説明されない。さまざまなプログラム言語
を使用して、本発明の実施形態を実現することができることが理解される。
【００１３】
　図２Ａは、米カリフォルニア州のＡｃｃｕｒａｙ，Ｉｎｃ．社によって製造されたＣｙ
ｂｅｒＫｎｉｆｅ（登録商標）Ｒａｄｉｏｓｕｒｇｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍなどのロボット
・ベースの画像誘導式放射線治療システム１００の構成を示す。図２Ａでは、放射線治療
源が、ロボット・アーム１０２の端に取り付けられた線形加速器（linear accelerator：
ＬＩＮＡＣ）１０１であり、ロボット・アーム１０２は、患者の周りで、手術ボリューム
内の多くの平面上の病的な解剖学的構造（標的領域又はボリューム）に多くの角度から発
せられたビームを照射するようＬＩＮＡＣ１０１を配置するため多数（例えば５以上）の
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自由度を有する。治療は、単一のアイソセンタを含む複数のビーム経路、複数のアイソセ
ンタを含む複数のビーム経路、又はアイソセンタのない複数のビーム経路を含む。図２Ｂ
は、一実施形態における無アイソセンタ放射線治療を示す。図２Ｂでは、脊髄（２０２）
の周りで増殖している病的な解剖学的構造（例えば腫瘍）２０１が、例えば放射線治療ビ
ーム２０３、２０４、２０５、２０６によって治療され、これらの放射線治療ビームはそ
れぞれ、標的内の単一の点、すなわちアイソセンタに集まることなく病的な標的ボリュー
ムを横切る）。
【００１４】
　図２Ａでは、撮像システムが、Ｘ線源１０３Ａ、１０３ＢとＸ線検出器１０４Ａ、１０
４Ｂを含むことができる。２つのＸ線源１０３Ａ、１０３Ｂを、手術室の天井の固定され
た位置に取り付けることができ、（治療中、患者を治療台１０６上に配置するための基準
点となる）機械アイソセンタ１０５で交差し、患者を通過した後にそれぞれのＸ線検出器
１０４Ａ、１０４Ｂの撮像平面を照らす撮像Ｘ線ビームを（例えば９０度隔たった）異な
る２つの角位置から投射するように配列することができる。他の実施形態では、システム
１００が、３つ以上のＸ線源と３つ以上のＸ線検出器を含んでもよく、これらのＸ線源と
Ｘ線検出器はいずれも、固定ではなく、移動可能とすることができる。他の実施形態では
、Ｘ線源の位置とＸ線検出器の位置を交換することができ、又はＸ線源の位置とＸ線検出
器の位置を対向する壁に配置することができる。
【００１５】
　Ｘ線検出器１０４Ａ、１０４Ｂは、Ｘ線を可視光に変換するシンチレーティング材料（
例えば無定形シリコン）と、その可視光を、位置合せプロセス中に基準画像と比較するこ
とができるディジタル画像に変換するＣＭＯＳ（相補型金属酸化物シリコン）又はＣＣＤ
（電荷結合デバイス）撮像セルのアレイとから製作することができる。
【００１６】
　前述のとおり、従来のシステムの撮像放射線レベル（出力レベル）は、撮像条件につい
ての最悪ケースの仮定に基づ。本発明の一実施形態では、十分な患者追跡性能を得るため
に十分に大きく、同時に準備及び治療中の患者のＸ線被曝を最小限に抑える信号対雑音比
を有するＸ線画像を生成するために、Ｘ線源（例えば源１０３Ａ、１０３Ｂ）の出力レベ
ルを、実際の撮像条件と実際の信号対雑音比に対して独立して適応させることができる。
最初に、Ｘ線源を、例えば患者を通過する際の信号減衰に関する最悪ケース仮定に基づく
公称出力レベル、又は患者の生理学的データ（例えば体重）から推定された公称出力レベ
ルに設定することができる。あるいは、出力レベルを、患者の治療前診断Ｘ線調査（例え
ばＣＴスキャン）による減衰データを使用して推定することもできる。このように取得さ
れた１つのＸ線画像及び／又は複数のＸ線画像のＳＮＲを測定し（例えばＭ．Ｊ．Ｔａｐ
ｉｏｖａａｒａ　＆　Ｍ．Ｓａｎｄｂｏｒｇ，Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｍａｇｅ
　Ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｆｌｏｕｒｏｓｃｏｐｙ　ｂｙ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　
ａｎｄ　Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒｌｏ　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｓ，４０　Ｐｈｙｓ．Ｍｅｄ
．Ｂｉｏｌ．５８９－６０７（１９９５）を参照されたい）、測定されたＳＮＲを使用し
て、後続のＸ線画像の取得を適応制御することができる。満足のいく撮像性能を達成し、
同時に準備及び治療中の患者のＸ線被曝を最小限に抑えるように、Ｘ線の放射線特性を、
それぞれの源／検出器対に対して別々に最適化することができる。
【００１７】
　図３は、本発明の一実施形態における適応Ｘ線制御法３００を示す。図３に示されてい
るように、この方法は、前述の初期出力値を使用したＸ線源（例えばＸ線源１０３Ａ、１
０３ＢなどのＸ線源）によって生成されたＸ線画像のＳＮＲを測定することを含む（ステ
ップ３０１）。次いで、この方法は、測定されたＳＮＲに基づいてＸ線源の出力レベルを
適応的に調整することができる（ステップ３０２）。一実施形態では、ステップ３０２が
、測定されたＳＮＲを、信頼できる患者追跡のために必要な所定の下ＳＮＲしきい値（Ｓ
ＮＲL）及び所定の上ＳＮＲしきい値（ＳＮＲU）と比較することを含むことができる（ス
テップ３０２ａ）。測定されたＳＮＲ比がＳＮＲLよりも小さい場合、この方法は、Ｘ線
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源の出力を増大させて、ＳＮＲUとＳＮＲLの間のＳＮＲを得る（ステップ３０２ｂ）。測
定されたＳＮＲがＳＮＲUよりも大きい場合、この方法は、Ｘ線源の出力を低下させて、
ＳＮＲUとＳＮＲLの間のＳＮＴＲを得る（ステップ３０２ｃ）。測定されたＳＮＲがＳＮ
ＲUとＳＮＲLの間にある場合、Ｘ線出力（又は撮像パラメータ）は変更されない。Ｘ線源
の出力は、エネルギー・レベルと被曝持続時間（オン時間）の両方を含むことができ、こ
れらの一方又は両方のパラメータを大きくし、又は小さくして、Ｘ線源の出力を調整する
ことができる。一実施形態では、後に詳述するように、この方法がさらに、後続のＸ線画
像に対するＸ線源の出力を、患者の動きに応じて、ＳＮＲをＳＮＲUとＳＮＲLの間に維持
するように調整することを含む（ステップ３０３）。後に詳述する他の実施形態では、患
者の動きに適応する画像取得プロセスによって、後続のＸ線画像を取得することができる
（ステップ３０４）。他の実施形態は、この方法を実行することができる、後に詳述され
る装置、システム、製品を含む。
【００１８】
　測定されたＳＮＲがＳＮＲLよりも小さいか、又はＳＮＲUよりも大きい場合、システム
は、画像誘導式放射線治療システムのオペレータに通知し、Ｘ線源の出力を増大又は低下
させて、所望のＳＮＲ範囲内のＳＮＲを得るようオペレータに要求することができる。あ
るいは、この出力調整を、オペレータを介在させずに、システムが（例えば当技術分野で
知られている閉ループ・フィードバックを使用して）自動的に実施することもできる。前
述のＸ線源の出力の調整を、放射線治療セッションの全体を通じて、意図的な（例えば治
療計画の一部としての）患者の再配置、又は患者によって開始された計画されていない動
きに起因した患者位置の変化による撮像条件の変化に応じて、実施することができる。患
者の動きに応じて、他の撮像パラメータを調整することもできる。例えば、後に詳述する
ように、患者の動きに応じて、後続のＸ線間の時間間隔とＸ線の数を調整することができ
る。
【００１９】
　後述する放射線治療計画は、いくつかの治療ノードから、病的な解剖学的構造に放射線
治療ビームを当てることを含み、それぞれのノードから１つ又は複数のビームが発射され
る。図４は、ＬＩＮＡＣ１０１をノード４０１にどのように配置することができるかを示
し、この図は、例えばノード４０１などのノードのほぼ球形の分布の部分である。ノード
の具体的な数とそれぞれのノードにおいて発射される治療ビームの数は、病的な解剖学的
構造の位置及びタイプに応じて変化させることができ（例えばノードの数は５０から３０
０まで変化させることができ、ビームの数は２００から１２００まで変化させることがで
きる）、これらを治療計画作成段階中に決定することができる。治療計画は、病的な解剖
学的構造に対する標的放射線量（例えば最小線量）を含むと共に健康な組織と構造に対す
る標的放射線量（例えば最大線量）をも含む。患者が受け取る総放射線量は、治療ビーム
に由来する放射線量と撮像Ｘ線源に由来する放射線量の和である。したがって、治療計画
は、計画撮像Ｘ線被曝による放射線量（例えば画像の数、エネルギー・レベル、持続時間
）を考慮するように、治療ビームの総線量（例えば数、エネルギー・レベル及び／又は持
続時間）を設定する。
【００２０】
　一実施形態では、初期治療計画は、治療中に固定された時間間隔で（例えば２秒ごとに
）Ｘ線画像を撮像することを要求する。この初期治療計画は、例えば同じ又は同様の処置
を受けた患者の統計学的に有意な履歴試料に基づく患者の動きの予想量に基づく。治療中
に、連続した２つ以上のＸ線画像を比較することによって、患者の動きを検出することが
できる。病的な解剖学的構造に対して治療ビームが正確に配置されることを保証するため
、これらの連続した画像間の相違を使用して、患者座標系と治療座標系とを位置合せする
ことができる。特徴認識(feature recognition)、パターン強度マッチング(pattern inte
nsity matching)などの当技術分野で知られている方法を使用して、連続した画像間の相
違を測定することができる（例えばＧ．Ｐ．Ｐｅｎｎｅｙ　＆　Ｊ．Ｗｅｅｓｅ，Ａ　Ｃ
ｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　Ｓｉｍｉｌａｒｉｔｙ　Ｍｅａｓｕｒｅｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ
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　ｉｎ　２Ｄ－３Ｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ，１７　
ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｍｅｄ．Ｉｍａｇ．５８６－５９５，（１９９８）を参照された
い）。連続したＸ線画像間の相違が、治療許容差内に十分に含まれる小さな患者の動き（
小さな変位及び低い変位分散）を示している場合には、撮像Ｘ線に対する患者被曝を低減
させるために、画像取得プロセスは、後続のＸ線画像間の時間間隔を延長することができ
る。連続したＸ線画像間の相違が、患者の大きな動き（大きな変位及び高い変位分散）を
示している場合には、画像取得プロセスは、後続のＸ線画像間の時間間隔を短縮すること
ができる。
【００２１】
　図５は、前述の方法３００のステップ３０５の一実施形態における画像取得プロセス５
００を示す。このプロセスは、連続したＸ線画像を比較して、患者の動きを検出すること
から始まる（ステップ５０１）。次いで、連続したＸ線画像間の相違によって示された患
者の動きが、動きのしきい値及び／又は動きの分散のしきい値（動きしきい値）よりも大
きい場合には、後続のＸ線画像間の患者の動きが指定された量（例えば二乗平均の平方根
（root mean square：ＲＭＳ）変位０．５ｍｍ）を上回らないことを保証するために、後
続のＸ線画像間の時間間隔を短縮することができる（ステップ５０２）。しかし、連続し
たＸ線画像間の相違によって示された患者の動きが、その時間間隔中の動きしきい値より
も小さい場合には、後続のＸ線画像間の時間間隔を延長することができる（ステップ５０
３）。
【００２２】
　ある計画Ｘ線画像数を有し、かつある計画治療ノード及び／又は治療経路数を有する所
与の治療計画では、総治療時間が、それぞれのノードに放射線治療源（例えばＬＩＮＡＣ
１０１）を配置し、それぞれのノードで放射線治療源を作動させるのに要する時間によっ
て決定される。連続したＸ線画像間の時間間隔を延長又は短縮すると、計画治療時間と計
画撮像時間との間に差が生じる。したがって、一実施形態では、画像取得プロセスが、治
療時間と撮像時間との間の対応を維持するために、Ｘ線画像の総数を患者の動きに応じて
調整することを含む。すなわち、１治療ノード及び／又は１治療経路あたりのＸ線画像数
（例えばＸ線画像と治療ノード及び／又は治療経路の比）を、患者の動きに応じて調整す
ることができる。図５に示されているように、方法５００は、患者の動きに応じて後続の
Ｘ線画像間の時間間隔が延長又は短縮されたかどうかを判定することを含む（ステップ５
０４）。時間間隔が延長された場合には、Ｘ線画像の総数を減らすことができる（ステッ
プ５０４）。時間間隔が短縮された場合には、Ｘ線画像の総数を増やすことができる（ス
テップ５０５）。
【００２３】
　Ｘ線源からの所与の出力レベルにおいては、Ｘ線画像の総数を増やすと、放射線治療セ
ッション中の累積放射線被曝が増大する。反対に、Ｘ線画像の総数を減らすと、放射線治
療セッション中の累積放射線被曝は低減する。一実施形態では、Ｘ線画像の総数が減らさ
れた場合に、方法５００は、低減された撮像Ｘ線被曝を補償し、計画累積放射線被曝を維
持するために、現在又は将来の治療セッション（治療フラクション）における治療放射線
量を増大させることを含む（ステップ５０６）。Ｘ線画像の総数が増やされた場合には、
方法５００は、増大した撮像Ｘ線被曝を補償し、計画累積放射線被曝を維持するために、
現在又は将来の治療フラクションにおける治療放射線量を低減させることを含む（ステッ
プ５０７）。
【００２４】
　放射線被曝を調整するための連続したＸ線画像を使用した前述の動き検出は、筋肉の単
収縮又は痙縮などによる患者の突然の動きを検出するのには十分でない可能性がある。例
えば、Ｘ線画像の頻度が毎秒１枚である場合であっても、咳又は筋肉の単収縮は、Ｘ線治
療ビームがその意図された標的をはずすのに十分な患者の動きを引き起こす。一実施形態
では、方法５００が、突然の動きを検出し、その患者の動きが指定された速度を上回る場
合には治療Ｘ線源をオフにし、新たなＸ線撮像を開始すること（ステップ５０８）を含む
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。このようなことは例えば、機械視覚システム又は患者に取り付けられた歪みゲージによ
って患者を監視することによって実現することができる。このような監視法は当技術分野
において知られており、そのため詳細に説明することはしない。一実施形態では、走査型
レーザが、３Ｄ患者皮膚面を連続的にマップし、監視することができる。連続したスキャ
ンを比較することによって、有意の変位（例えば＞１ｍｍ）を引き起こす突然の動きを検
出し、患者と標的の整列が確認されるまで治療照射を一時停止し、Ｘ線画像取得プロセス
を開始することができる。連続撮像法に並行して患者の整列の有意の変化が検出され、こ
の変化が、治療を再開する前に患者の整列を確認するための新たなＸ線画像取得を開始さ
せるため、この方法は、（時間又は治療ノードに対する）画像取得のより攻撃的な低減を
可能にする。
【００２５】
　図６は、放射線治療を実行する際に使用することができ、本発明の諸特徴をその中で実
現することができるシステムの一実施形態を示す。図６に示し、後に説明するとおり、シ
ステム６００は、診断撮像システム７００、治療計画作成システム８００、治療照射シス
テム９００を含む。
【００２６】
　診断撮像システム７００は、後続の医療診断、治療計画作成及び／又は治療照射に使用
することができる患者の医療診断画像を生成することができる任意のシステムとすること
ができる。診断撮像システム７００は例えば、コンピュータ連動断層撮影（ＣＴ）システ
ム、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）システム、陽電子断層撮影（ＰＥＴ）システム、超音波シス
テムなどとすることができる。議論を分かりやすくするため、以下では、ときにより、診
断撮像システム７００を、ＣＴ　Ｘ線撮像モダリティ（物理療法）に関して論じることが
ある。しかしながら、上記の諸モダリティなど、他の撮像モダリティを使用することもで
きる。
【００２７】
　診断撮像システム７００は、撮像ビーム（例えばＸ線、超音波、高周波など）を生成す
る撮像源７１０と、撮像源７１０によって生成されたビーム、あるいは撮像源からのビー
ムによって刺激された（例えばＭＲＩ又はＰＥＴスキャンにおける）２次ビーム又は放射
を検出し、受け取る撮像検出器７２０とを含む。
【００２８】
　撮像源７１０と撮像検出器７２０を、撮像操作を制御し、画像データを処理するディジ
タル処理システム７３０に結合することができる。診断撮像システム７００は、ディジタ
ル処理システム７３０、撮像源７１０、撮像検出器７２０の間でデータやコマンドを転送
するバス又は他の手段７３５を含む。ディジタル処理システム７３０は、１つ又は複数の
汎用プロセッサ（例えばマイクロプロセッサ）、ディジタル信号処理プロセッサ（ＤＳＰ
）などの専用プロセッサ、あるいはコントローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート
・アレイ（ＦＰＧＡ）などの他のタイプのデバイスを含むことができる。ディジタル処理
システム７３０はさらに、メモリ、記憶デバイス、ネットワーク・アダプタなどの他の構
成要素（図示せず）を含むこともできる。ディジタル処理システム７３０を、例えばＤＩ
ＣＯＭ（Digital Imaging and Communications in Medicine）フォーマットなどの標準フ
ォーマットのディジタル診断画像を生成するように構成することができる。他の実施形態
では、ディジタル処理システム７３０が、他の標準又は非標準ディジタル画像フォーマッ
トを生成することができる。ディジタル処理システム７３０は、診断画像ファイル（例え
ば前述のＤＩＣＯＭフォーマットのファイル）をデータ・リンク１１００を介して治療計
画作成システム８００に伝送することができ、データ・リンク１１００は例えば、直接リ
ンク、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）リンク、又はインターネットなどのワ
イド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）リンクとすることができる。さらに、遠隔診断又
は治療計画作成構成などにおいて、システム間で転送される情報を、これらのシステムを
接続する通信媒体を横切ってプル又はプッシュすることができる。遠隔診断又は治療計画
作成においては、システム・ユーザと患者との間に物理的な分離が存在するにもかかわら
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ず、ユーザは、診断又は治療計画に対して本発明の実施形態を利用することができる。
【００２９】
　治療計画作成システム８００は、画像データを受け取り、処理する処理デバイス８１０
を含む。処理デバイス８１０は、１つ又は複数の汎用プロセッサ（例えばマイクロプロセ
ッサ）、ディジタル信号処理プロセッサ（ＤＳＰ）などの専用プロセッサ、あるいはコン
トローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）などの他のタイプ
のデバイスを表すことができる。処理デバイス８１０を、本明細書に論じられた治療計画
作成操作を実行するための命令を実行するように構成することができる。
【００３０】
　治療計画作成システム８００はさらに、バス８５５によって処理デバイス８１０に結合
され、処理デバイス８１０によって実行される情報や命令を記憶するシステム・メモリ８
２０を含むことができ、システム・メモリ８２０は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡ
Ｍ）又は他の動的記憶デバイスを含むことができる。処理デバイス８１０が命令を実行し
ている間に、システム・メモリ８２０を使用して、一時変数又は他の中間情報を記憶する
こともできる。システム・メモリ８２０は、バス８５５に結合され、処理デバイス８１０
向けの静的情報や命令を記憶するリード・オンリー・メモリ（ＲＯＭ）及び／又は他の静
的記憶デバイスを含むこともできる。
【００３１】
　治療計画作成システム８００はさらに、バス８５５に結合され、情報や命令を記憶する
、１つ又は複数の記憶デバイス（例えば磁気ディスク・ドライブ又は光ディスク・ドライ
ブ）を表す記憶デバイス８３０を含むことができる。本明細書に論じられた治療計画作成
ことを実行するための命令を記憶するために、記憶デバイス８３０を使用できる。
【００３２】
　処理デバイス８１０を、情報（例えばＶＯＩの２Ｄ又は３Ｄ表現）をユーザに対して表
示する陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのディスプレ
イ・デバイス８４０に結合することもできる。処理デバイス８１０には、情報及び／又は
コマンド選択を処理デバイス８１０に伝えるキーボードなどの入力デバイス８５０が結合
される。方向情報を伝達し、処理デバイス８１０に対するコマンドを選択し、ディスプレ
イ８４０上でのカーソルの移動を制御するために、他の１つ又は複数のユーザ入力デバイ
ス（例えばマウス、トラックボール又はカーソル方向キー）を使用することもできる。
【００３３】
　治療計画作成システム８００は治療計画作成システムの一例を表しているにすぎず、治
療計画作成システムは、治療計画作成システム８００よりも多数の、又は治療計画システ
ム８００よりも少数の構成要素を含むことができ、本発明とともに使用することができる
多くの異なる構成及びアーキテクチャを有することができることを理解されたい。例えば
、いくつかのシステムはしばしば、周辺バス、専用キャッシュ・バスなどの複数のバスを
有する。治療計画作成システム８００はさらに、ＤＩＣＯＭインポートをサポートするた
め、さまざまな撮像モダリティ（例えばＭＲＩ、ＣＴ、ＰＥＴなど）の任意の１つのモダ
リティ上の線量分布をユーザが見ることを可能にする拡張画像融合機能であるＭＩＲＩＴ
（Medical Image Review and Import Tool）を含むことができる（そのため、異なるシス
テム上の画像を融合し、標的の輪郭を描き、次いで、計画作成及び線量計算のため治療計
画作成システムにインポートすることができる）。治療計画作成システムは当技術分野に
おいて知られており、したがってこれ以上詳細に論じることはしない。
【００３４】
　治療照射の前に治療計画作成システムからエクスポートする必要がないように、治療計
画作成システム８００は、そのデータベース（例えば記憶デバイス８３０に記憶されたデ
ータ）を、治療照射システム９００などの治療照射システムと共用することができる。治
療計画作成システム８００を、データ・リンク１２００を介して治療照射システム９００
に接続することができ、データ・リンク１２００は、データ・リンク１１００に関して先
に論じた直接リンク、ＬＡＮリンク又はＷＡＮリンクとすることができる。データ・リン
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ク１１００、１２００がＬＡＮ又はＷＡＮ接続として実現されるときには、診断撮像シス
テム７００、治療計画作成システム８００及び／又は治療照射システム９００を、これら
のシステムが互いに物理的に離れて置くことができるように、分散化された位置に置くこ
とができることに留意されたい。あるいは、診断撮像システム７００、治療計画作成シス
テム８００及び／又は治療照射システム９００を互いに統合して、１つ又は複数のシステ
ムにすることもできる。
【００３５】
　治療照射システム９００は、治療計画に従って処方された放射線量を標的ボリュームに
投与する治療及び／又は手術放射線源９１０を含む。治療照射システム９００はさらに、
放射線源に対して患者を正しく配置するために前述の診断画像と位置合せし、又は相関さ
せる（標的ボリュームを含む）患者ボリュームの治療中画像を捕捉する撮像システム９２
０を含むことができる。撮像システム９２０は、前述の任意の撮像システムを含むことが
できる。治療照射システム９００はさらに、放射線源９１０、撮像システム９２０、治療
台９４０などの患者支持デバイスを制御するディジタル処理システム９３０を含むことが
できる。ディジタル処理システム９３０を、撮像システム９２０からの２－Ｄ放射線写真
画像を比較し、及び／又は、２つ以上の立体視投影による撮像システム９２０からの２－
Ｄ放射線写真画像を、診断撮像システム７００内のディジタル処理システム７３０によっ
て生成されたディジタル再構成放射線写真（ＤＲＲ）、及び／又は治療計画作成システム
８００内の処理デバイス８１０によって生成されたＤＲＲと位置合せするように構成する
ことができる。ディジタル処理システム９３０は、１つ又は複数の汎用プロセッサ（例え
ばマイクロプロセッサ）、ディジタル信号処理プロセッサ（ＤＳＰ）などの専用プロセッ
サ、あるいはコントローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）
などの他のタイプのデバイスを含むことができる。ディジタル処理システム９３０はさら
に、メモリ、記憶デバイス、ネットワーク・アダプタなどの他の構成要素（図示せず）を
含むことができる。バス９４５又は他のタイプの制御及び通信インタフェースによって、
ディジタル処理システム９３０を、放射線源９１０、撮像システム９２０、治療台９４０
に結合することができる。
【００３６】
　ディジタル処理システム９３０は、治療照射システム９００内の治療台９４０上の患者
を整列させ、標的ボリュームに対して放射線源を正確に配置するために、撮像システム９
２０から得られた画像を比較し、かつ／又は撮像システム９２０から得られた画像を手術
前の治療計画作成画像と位置合せする方法（例えば前述の方法３００及び５００など）を
実現することができる。
【００３７】
　治療台９４０を、多数（例えば５以上）の自由度を有する別のロボット・アーム（図示
せず）に結合することができる。この治療台アームは、５つの回転自由度と実質的に垂直
な１つの直線自由度を有する。あるいは、治療台アームは、６つの回転自由度と実質的に
垂直な１つの直線自由度、又は少なくとも４つの回転自由度を有することができる。治療
台アームを、柱又は壁に垂直に取り付け、あるいはペデスタル、床又は天井に水平に取り
付けることができる。あるいは、治療台９４０を、米カリフォルニア州のＡｃｃｕｒａｙ
，Ｉｎｃ．社によって開発されたＡｘｕｍ（登録商標）治療台などの他の機械機構の構成
要素とし、又は当業者に知られている他のタイプの従来の治療テーブルとすることもでき
る。
【００３８】
　本明細書に記載された方法及び装置は、医療診断撮像及び治療に使用することだけに限
定されないことに留意されたい。代替実施形態では、本明細書の方法及び装置を、材料（
例えば自動車産業におけるモータ・ブロック、航空機産業における機体、建設産業におけ
る溶接部、石油産業におけるドリル・コア）の工業撮像及び非破壊検査、地震探査など、
医療技術分野以外の用途に使用することができる。このような用途では、例えば「治療」
が一般に、ビーム（１つ又は複数）の使用を指し、「標的」が、非解剖学的な物体又は領
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域を指すことがある。
【００３９】
　本発明の諸態様を、少なくとも部分的にソフトウェアとして具体化することができるこ
とは、以上の説明から明らかである。すなわち、これらの技法を、コンピュータ・システ
ム又は他のデータ処理システム内で、例えばシステム・メモリ８２０などのメモリに含ま
れる命令シーケンスを実行する例えば処理デバイス８１０などのそのプロセッサに応答し
て、実行することができる。さまざまな実施形態において、ハードウェア回路をソフトウ
ェア命令と組み合わせて使用して、本発明を実施することができる。したがって、これら
の技法は、ハードウェア回路とソフトウェアの特定の組合せに限定されず、又はデータ処
理システムによって実行される命令の特定の供給源に限定されない。さらに、説明を簡単
にするために、この説明の全体を通じて、さまざまな機能と操作が、ソフトウェア・コー
ドによって実行され、又はソフトウェア・コードによって引き起こされると記述されるこ
とがある。しかしながら、このような表現の意味するところは、これらのさまざまな機能
が、処理デバイス８１０などのプロセッサ又はコントローラによるコードの実行に由来す
るということであることを当業者は認識するであろう。
【００４０】
　データ処理システムによって実行されたときに、システムに本発明のさまざまな方法を
実行させるソフトウェアやデータを記憶するために、機械可読媒体を使用することができ
る。この実行可能なソフトウェアとデータを、例えばシステム・メモリ８２０と記憶デバ
イス８３０を含み、あるいはソフトウェア・プログラム及び／又はデータを記憶すること
ができる他の任意のデバイスを含むさまざまな場所に記憶することができる。
【００４１】
　したがって、機械可読媒体は、機械（例えばコンピュータ、ネットワーク・デバイス、
パーソナル・ディジタル・アシスタント、製造ツール、１つ又は複数のプロセッサのセッ
トを有する任意のデバイスなど）がアクセス可能な形態で情報を提供する（すなわち記憶
し、かつ／又は伝送する）任意の機構を含む。例えば、機械可読媒体は、記録可能／記録
不能媒体（例えばリード・オンリー・メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（
ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュ・メモリ・デバイスなど）、
ならびに電気、光、音響又は他の形態の被伝搬信号（例えば搬送波、赤外信号、ディジタ
ル信号など）などを含む。
【００４２】
　この明細書の全体を通じて、「一実施形態」又は「実施形態」に対する言及は、その実
施形態に関して説明された特定の特徴、構造又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施
形態に含まれることを意味することを理解されたい。したがって、本明細書のさまざまな
部分における「実施形態」又は「一実施形態」又は「代替実施形態」に対する２回以上の
言及はいずれも、同じ実施形態を指しているわけでは必ずしもないことが強調され、その
ように理解されなければならない。さらに、本発明の１つ又は複数の実施形態では、これ
らの特定の特徴、構造又は特性を適当に組み合わせることができる。さらに、いくつかの
実施形態に関して本発明を説明したが、本発明は、記載された実施形態に限定されないこ
とを当業者は認識されたい。本発明のこれらの実施形態を、添付の特許請求の範囲に含ま
れる変更能及び修正を加えて実施することができる。したがって、本明細書及び図面は本
発明を限定するものではなく、本発明を例示するものとみなすべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】Ｘ線検出を信号対雑音比の関数として示す図である。
【図２Ａ】一実施形態における画像誘導式ロボット放射線手術システムを示す図である。
【図２Ｂ】画像誘導式放射線手術システムの一実施形態における無アイソセンタ放射線治
療を示す図である。
【図３】適応Ｘ線制御の一実施形態における一方法を示す流れ図である。
【図４】適応Ｘ線制御の一実施形態における治療ノードを示す図である。
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【図５】適応Ｘ線制御の他の実施形態における一方法を示す流れ図である。
【図６】本発明の実施形態を実施することができるシステムを示す図である。

【図１】 【図２Ａ】
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