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(57)【要約】
　画像セグメント化は、修正された画像を生成するため
に画像解析アルゴリズムを使用する画像データの初期化
前画像解析を含み得、修正された画像は、ディスプレイ
上に提示され得る。初期化は、修正された画像上のユー
ザ入力を含む修正された画像上で実行され得る。修正さ
れた画像は、ユーザ入力を評価するセグメント化アルゴ
リズムを使用して、セグメント化され得る。ユーザ入力
を評価する際、セグメント化アルゴリズムにより、ディ
スプレイ上に提示され得るセグメント化された画像が作
成され得る。
【選択図】図６Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像をセグメント化する方法であって、
　画像解析アルゴリズムを使用して、画像データの初期化前画像解析を実行して、修正さ
れた画像を生成し、ディスプレイ上に前記修正された画像を提示するステップであって、
前記画像データが、複数の画像要素を表現する、ステップと、
　前記初期化前画像解析によって生成された前記修正された画像の初期化を実行するステ
ップであって、前記ディスプレイ上の前記修正された画像上にユーザ入力を受信すること
を含む、初期化を実行するステップと、
　前記実行された初期化の前記受信されたユーザ入力を評価するセグメント化アルゴリズ
ムを使用して前記修正された画像をセグメント化し、前記ディスプレイ上にセグメント化
された画像を表示するステップと、を含む、方法。
【請求項２】
　血管内超音波画像化システムを用いて前記複数の画像要素を表現する、前記初期化前画
像解析において使用される前記画像データを生成することを更に含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記血管内超音波画像化システムを用いて前記画像データを生成することが、
　エネルギーを放出及び受信するための画像化モジュールを有する血管内画像化デバイス
を含むカテーテルアセンブリを使用して、断面画像データを収集することを含む、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記血管内画像化デバイスが、超音波エネルギーを放出及び受信するように構成されて
いる超音波振動子を備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記画像解析アルゴリズムが、前記画像データの確率密度関数を算出することを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記画像解析アルゴリズムが、前記画像データの勾配関数を算出することを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記修正された画像が、前記画像データの前記初期化前画像解析が実行される前に、前
記画像データを使用して生成された画像に対してより鮮明である、請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　前記修正された画像が、提案された制御輪郭を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記提案された制御輪郭が、前記提案された制御輪郭の一部に沿って視覚的インジケー
タを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ディスプレイ上の前記修正された画像上の前記ユーザ入力を受信することが、前記
ディスプレイ上の前記修正された画像上に提示される、提案された制御輪郭、又はその一
部の確認を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ディスプレイ上の前記修正された画像上の前記ユーザ入力を受信することが、前記
ディスプレイ上の前記修正された画像上に提示される、提案された制御輪郭、又はその一
部の修正を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ディスプレイ上の前記修正された画像上の前記ユーザ入力を受信することが、前記
ディスプレイ上の前記修正された画像上に設けられている制御輪郭を受信することを含む
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、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記制御輪郭が、前記ディスプレイ上の前記修正された画像上の管腔・内膜インターフ
ェースの位置において、又は該位置の近くに設けられている、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記制御輪郭が、前記ディスプレイ上の前記修正された画像上の中膜・外膜インターフ
ェースの位置において、又は該位置の近くに設けられている、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記制御輪郭が、前記ディスプレイ上の長手方向画像上に設けられ、第１の制御点が、
前記ディスプレイ上の第１の断面画像上に生成され、前記第１の制御点が、前記第１の断
面画像上の前記制御輪郭の位置に対応する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の制御点が、前記ディスプレイ上の前記長手方向画像上に生成され、第２の制
御点が、前記ディスプレイ上の前記長手方向画像上に生成され、前記第２の制御点が、第
２の断面画像上の前記制御輪郭の位置に対応し、前記第１の断面画像及び前記第２の断面
画像が、断面画像の所定の間隔によって前記長手方向画像に沿って離間している、請求項
１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ディスプレイ上の前記修正された画像上に前記制御輪郭を設けることが、係合入力
及び運動入力を含む運動入力を実行することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記係合入力が、マウスのクリックアンドホールドを含み、前記運動入力が、前記マウ
スのドラッグを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記係合入力が、タッチスクリーンを接触点と接触させることを含み、前記運動入力が
、前記タッチスクリーン上の前記接触点のスワイプを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記制御輪郭が、前記ディスプレイ上の長手方向画像上に設けられており、前記運動入
力が、第１の方向において前記長手方向画像を回転させる前記ディスプレイに沿って、第
１の一般的に水平方向の運動を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記運動入力が、前記第１の方向で更に前記長手方向画像を回転させる前記ディスプレ
イに沿って、第２の一般的に水平方向の運動を含み、前記第２の一般的に水平方向の運動
が、前記第１の一般的に水平方向の運動とは一般的に反対側の前記ディスプレイに沿った
方向にある、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記運動入力が、第２の方向において前記長手方向画像を回転させる前記ディスプレイ
に沿って、第２の一般的に水平方向の運動を含み、前記第２の方向が、前記第１の方向と
は一般的に反対側にあり、前記第２の一般的に水平方向の運動が、前記第１の一般的に水
平方向の運動とは一般的に反対側の前記ディスプレイに沿った方向にある、請求項２０に
記載の方法。
【請求項２３】
　前記ディスプレイ上の前記修正された画像上の前記提案された制御輪郭が、前記提案さ
れた制御輪郭の第１の部分に沿った第１の視覚的インジケータ、及び前記提案された制御
輪郭の第２の部分に沿った第２の視覚的インジケータを含み、前記第１の視覚的インジケ
ータ及び第２の視覚的インジケータが異なり、前記第１の視覚的インジケータ及び第２の
視覚的インジケータのうちの１つは、前記提案された制御輪郭の前記それぞれの部分が、
前記初期化前画像解析によって判定される情報の閾値レベル未満であることを指定する、
請求項８に記載の方法。
【請求項２４】
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　前記提案された制御輪郭の前記第２の部分に沿った前記第２の視覚的インジケータは、
前記提案された制御輪郭の前記第２の部分が情報の閾値レベル未満であることを指定し、
前記第２の視覚的インジケータが、前記第１の視覚的インジケータの色とは異なる色及び
前記第１の視覚的インジケータの線パターンとは異なる線パターンのうちの１つを含む、
請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記初期化前画像解析によって判定される情報の前記閾値レベルが、前記画像データの
信号対雑音比を含み、前記第１の視覚的インジケータ及び第２の視覚的インジケータのう
ちの１つは、前記提案された制御輪郭の前記それぞれの部分が前記画像データの前記閾値
レベル信号対雑音比未満であることを指定する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記セグメント化アルゴリズムを使用して前記画像をセグメント化することが、管腔・
内膜インターフェースを識別することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記セグメント化アルゴリズムを使用して前記画像をセグメント化することが、中膜・
外膜インターフェースを識別することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　画像化システムであって、
　エネルギーを放出及び受信し、かつ画像化データを生成するように構成されている画像
化モジュールを有する血管内画像化デバイスを含むカテーテルアセンブリであって、前記
画像化データが、複数の画像要素を表現する、カテーテルアセンブリと、
　画像ディスプレイ領域を含むユーザインターフェースであって、ユーザからの入力を受
信するように構成されている、ユーザインターフェースと、
　前記血管内画像化デバイス及び前記ユーザインターフェースと通信しており、かつ少な
くとも１つのプロセッサを備える画像化エンジンと、を備え、前記画像化エンジンが、
　　前記生成された画像化データを前記カテーテルアセンブリから受信して、前記少なく
とも１つのプロセッサを使用して、画像解析アルゴリズムを使用した前記画像データの初
期化前画像解析を実行して、修正された画像を前記画像ディスプレイ領域上に生成するこ
とと、
　　前記画像ディスプレイ領域上の前記修正された画像上の前記ユーザからの入力を受信
し、前記少なくとも１つのプロセッサを使用して、前記受信されたユーザ入力を含むよう
に前記修正された画像を初期化することと、
　　前記修正された画像上の前記ユーザからの前記受信された入力を評価するセグメント
化アルゴリズムを使用して、前記修正された画像をセグメント化し、セグメント化された
画像を前記画像ディスプレイ領域上に生成することと、を行うように構成されている、画
像化システム。
【請求項２９】
　前記画像ディスプレイ領域が、長手方向画像及び断面画像を含む、請求項２８に記載の
システム。
【請求項３０】
　前記カテーテルアセンブリ内の前記血管内画像化デバイスを翻訳するように構成されて
いる翻訳デバイスを更に備える、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３１】
　コンピュータ実行可能命令が上に格納されている非一時的コンピュータ可読格納物品で
あって、少なくとも１つのプログラム可能なプロセッサに、
　画像解析アルゴリズムを使用して、画像データの初期化前画像解析を実行して、修正さ
れた画像を生成し、ディスプレイ上に前記修正された画像を提示することであって、前記
画像データが、複数の画像要素を表現する、初期化前画像解析を実行することと、
　前記初期化前画像解析によって生成された前記修正された画像の初期化を実行すること
であって、前記初期化が、前記ディスプレイ上の前記修正された画像上のユーザ入力を受
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信することを含む、初期化を実行することと、
　前記初期化の前記受信されたユーザ入力を評価するセグメント化アルゴリズムを使用し
て前記修正された画像をセグメント化し、前記ディスプレイ上にセグメント化された画像
を表示することと、を行わせる、非一時的コンピュータ可読格納物品。
【請求項３２】
　前記画像解析アルゴリズムが、前記画像データの確率密度関数を算出することを含む、
請求項３１に記載の物品。
【請求項３３】
　前記ディスプレイ上の前記修正された画像上の前記受信されたユーザ入力が、前記ディ
スプレイ上の前記修正された画像上に設けられている制御輪郭を含む、請求項３１に記載
の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照によりその内容が本明細書に組み込まれる、２０１５年１２月３１日に
出願された米国仮出願番号第６２／２７３，６１０号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、概して、画像化に関し、より具体的には、画像セグメント化に関する。
【背景技術】
【０００３】
　医療画像化技術は、概して、データを収集して、解剖学的関心区域の生体内の視覚化を
生成するために使用され得る。１つのそのような例は、血管構造及び管腔が画像化され得
る血管内画像化である。例えば、血管内画像化は、冠状動脈壁において、又は冠状動脈壁
の近くに、冠状動脈管腔、冠状動脈壁形態、及びステントなどのデバイスのうちの１つ以
上の画像を作成するために使用され得る。医療画像化技術を使用して生成された画像は、
血管の診断上有意な特性を識別するなどの診断目的に有用であり得る。
【０００４】
　しかしながら、概して、医療画像化の最中に収集される情報は、有意なデータ量を含み
得、該データのいくらかは、画像化が実行されている目的に関連しない場合がある。結果
的に、画像解釈を単純化して、臨床的に有用なパラメータの測定を自動化するように、収
集されたデータ、及び／又は医療画像化の最中に生成された画像を更に解析することは有
用であり得る。
【０００５】
　一例として、画像セグメント化は、画像の主な特徴の解釈及び測定を単純化するために
使用され得る。画像セグメント化は、画像又は１組の画像を１つ以上の関心領域に分割す
るために使用されて、画像における関連情報の識別を容易にし得る。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示は、一般に、画像セグメント化に関する。画像セグメント化は、修正された画像
を生成するための画像解析アルゴリズムを使用する画像データの初期化前画像解析を含み
得、修正された画像は、ディスプレイ上に提示され得る。初期化は、修正された画像上の
ユーザ入力を含む修正された画像上で実行され得る。初期化の前に実行されている初期化
前画像解析により、初期化は、より少ないユーザの対話を要求する及び／又はより時間が
かからない場合がある。修正された画像は、ユーザ入力を評価するセグメント化アルゴリ
ズムを使用して、セグメント化され得る。ユーザ入力を評価する際、セグメント化アルゴ
リズムにより、ディスプレイ上に提示され得るセグメント化された画像が作成され得る。
【０００７】
　本開示に記載される例は、既存のシステム及び方法に対する１つ以上の利点を提供し得
る。例えば、結果として生じるセグメント化された画像の精度は、改善されて、同時に、
時間、及びユーザから要求される対話を最小化し得る。そのような利点は、ユーザインタ
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ーフェースとの無菌のユーザの対話に制約を設け得る医療分野において特に重要である。
【０００８】
　実施形態は、そのような改善されたセグメント化、そのような改善されたセグメント化
を実行する命令を実行することができるコンピュータ可読媒体、及びそのような改善され
たセグメント化を実行する方法を実行するように構成されているデバイス並びにシステム
を含む。
【０００９】
　１つ以上の例の詳細は、以下に添付図面及び説明において述べられる。他の特徴、目的
、及び利点は、説明及び図面から、並びに特許請求の範囲から明らかであろう。
【００１０】
　以下の図面は、本発明の特定の例を例示するもので、したがって本発明の範囲を制限し
ない。図面は、尺度通りではなく（そのように述べられない限り）、以下の詳細な説明に
おいて説明と併せて使用することを意図される。本発明の例は、添付の図面と併せて以下
に記載され、同様の数字は同様の要素を意味する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】血管内画像化を実行するように構成されているシステムの例示的な例である。
【図２】ユーザインターフェースの例示的な例である。
【図３】画像をセグメント化する方法を図解するフローチャートである。
【図４】血管内画像化デバイスを使用して生成された横断面画像を図解する。
【図５】修正された横断面画像を図解する。
【図６Ａ】初期化を行った画像の例を図解する。
【図６Ｂ】初期化の別の実施形態を行った画像の例を図解する。
【図６Ｃ】初期化の追加の実施形態を行った画像の例を図解する。
【図６Ｄ】初期化の更なる実施形態を行った画像の例を図解する。
【図７】セグメント化された横断面画像の例を図解する。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の詳細な説明は、本質的に例示的であり、いずれにしても本発明の範囲、利用可能
性、又は構成を制限することを意図されない。むしろ、以下の説明は、本発明の例を実装
するためのいくつかの実用的な図解を提供する。構成、材料、寸法、製造プロセスの例は
、選択された要素に提供され、他の全ての要素は、本発明の分野において当業者に知られ
ているものを利用する。当業者は、顕著な例の多くが、様々な好適な代替物を有すること
を認識するであろう。
【００１３】
　本発明の実施形態は、セグメント化された電子画像を表示するのに有用な画像セグメン
ト化動作を含む。そのような画像セグメント化動作が様々な環境及びアプリケーションに
おいて有用であり得るが、本開示は、血管内超音波（ＩＶＵＳ）、光コヒーレンス断層撮
影法（ＯＣＴ）、血管内画像を生成するために使用される他の好適な画像化技術を利用す
る、血管内画像化システムに対するユーザインターフェースの文脈において、そのような
画像セグメント化動作を主として指す。医療機器が無菌環境においてユーザインターフェ
ースを多くの場合利用する医療フィールドにおいて、開示されたシステム及び方法は有用
であり得る。
【００１４】
　図１は、血管内画像化を実行するように構成されているシステム１００の例を図解する
。システム１００は、カテーテルアセンブリ１０２、並進デバイス１０４、及びコンピュ
ーティングデバイス１０６を含み得る。カテーテルアセンブリ１０２は、患者１１２の血
管内に挿入されるように構成されている近位端１０８及び遠位端１１０を含み得る。１つ
のアプリケーションでは、カテーテルアセンブリ１０２は、大腿動脈を介して患者１１２
内に挿入されて、患者１１２内の関心区域に案内され得る。図１における破線は、患者１



(7) JP 2019-503833 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

１２内のカテーテルアセンブリ１０２の部分を表現する。
【００１５】
　いくつかの例では、カテーテルアセンブリ１０２は、波形エネルギーを放出及び受信し
、かつ画像化データを生成する（例えば、患者１１２内の関心区域を画像化する）ように
構成されている遠位端１１０内の血管内画像化デバイス１１４を含み得る。例えば、シス
テム１００がＩＶＵＳシステムである場合、血管内画像化デバイス１１４は、超音波エネ
ルギーを放出及び受信し、かつ超音波データを生成するように構成されている超音波振動
子を含むＩＶＵＳ画像化プローブを備え得る。別の例では、システム１００はＯＣＴシス
テムであり得、血管内画像化デバイス１１４は、光を放出及び受信し、かつＯＣＴデータ
を生成するように構成されているＯＣＴ画像化プローブを備え得る。画像化デバイス１１
４によって生成された画像データは、画像化デバイス１１４の位置において、患者１１２
内の関心区域の断面を表現し得る。画像データは、例えば、患者１１２の血管の様々な層
、及び／又は血管（例えば、プラーク）内の任意の蓄積された物質などの画像化デバイス
１１４の断面位置において、概して、複数の画像要素を表現するものとする。
【００１６】
　並進デバイス１０４は、カテーテルアセンブリ１０２の血管内画像化デバイス１１４を
並進するように構成され得る。並進デバイス１０４は、線形並進システム（ＬＴＳ）１１
６を備え得る。ＬＴＳ１１６は、カテーテルアセンブリ１０２と機械的に係合され、例え
ば、引き戻し又は押し出し動作などの並進動作の最中に、患者１１２内で制御された距離
にカテーテルアセンブリ１０２を並進するように構成され得る。いくつかの実施形態では
、ＬＴＳ１１６は、カテーテルアセンブリ１０２を並進する、並びにカテーテルアセンブ
リ１０２に関して画像化デバイス１１４を並進するように構成され得る。システム１００
は、カテーテルアセンブリ１０２と並進デバイス１０４をインターフェースするように構
成されている患者インターフェースモジュール（ＰＩＭ）１１８を備え得る。画像化デバ
イス１１４を並進することは、断面画像データが、様々な長手方向位置において収集され
ることを可能にし得る。様々な長手方向位置におけるこの断面画像データは、次いで、関
心区域の長手方向断面画像を生成するようにコンパイルされ得る。
【００１７】
　コンピューティングデバイス１０６は、血管内画像化デバイス１１４及び並進デバイス
１０４と通信している場合がある。いくつかの例に従って、コンピューティングデバイス
１０６は、画像化エンジン及びユーザインターフェースを備え得る。画像化エンジンは、
１つ以上のプログラム可能なプロセッサ及び１つ以上のメモリモジュールを含み得る。１
つ以上のプログラム及び／又は実行可能な命令は、１つ以上のメモリモジュール上に格納
されて、１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成され得る。画像化エンジン
は、血管内画像化デバイス１１４から受信される画像化データを処理するように構成され
得る。例えば、画像化エンジンは、画像化デバイス１１４から受信される断面画像データ
を処理して、長手方向断面画像を生成するように構成され得る。
【００１８】
　いくつかの例では、画像化エンジンは、動的ユーザインターフェース、画像解析、及び
画像セグメント化を作成する、画像化のための１つ以上のモジュールを含むがこれに限定
されない、１つ以上のプログラミングモジュールを備え得る。画像化するためのモジュー
ルは、画像化データを受信し、かつ画像化データに基づいて電子画像を生成するように適
合され得る。画像解析モジュールは、画像解析アルゴリズムを使用して画像化モジュール
によって受信される画像化データに基づいて、画像化データ及び電子画像の解析を実行す
るように適合され得る。ユーザインターフェースモジュールは、ユーザから（例えば、マ
ウス又はタッチスクリーンから）の入力を受信し、かつユーザに電子画像を表示するよう
に適合され得る。いくつかの例では、インターフェースモジュールは、ユーザからの運動
入力を検出するように適合され得る。そのような例では、画像セグメント化モジュールは
、ユーザインターフェースモジュールからのユーザ入力を受信して、インターフェースモ
ジュールに、ユーザ入力を評価するセグメント化アルゴリズムに従って電子画像を表示さ
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せるように適合され得る。異なる例は、特定の目的に好適なように、他のプログラミング
モジュールを含み得る。
【００１９】
　いくつかの例では、コンピューティングデバイス１０６は、システムユーザ１２０から
の入力を受信して、及び／又はカテーテルアセンブリ１０２から獲得されるデータを表示
するように構成されているユーザインターフェースを含み得る。いくつかの例では、ユー
ザインターフェースは、画像化エンジン（例えば、画像化エンジンのユーザインターフェ
ースモジュール）と通信しており、画像化エンジンによって描画される画像を表示するよ
うに構成され得る。ユーザインターフェースは、特定のアプリケーションに好適な任意の
入力／出力デバイスを備え得る。例えば、ユーザインターフェースは、ユーザ１２０が、
例えば、指先、スタイラス、又は他接触点を使用してディスプレイと対話することを可能
にするように構成されているタッチスクリーンを備え得る。タッチスクリーンは、例えば
、抵抗膜式タッチスクリーン、表面弾性波タッチスクリーン、又は静電容量式タッチスク
リーンを含む任意型であり得る。いくつかの例では、ユーザインターフェースは、コンピ
ュータ周辺機器（例えば、マウス及びキーボード）、ソフトウェア（例えば、音声認識）
、又はユーザ１２０からの入力を受信する任意の他の好適なデバイス若しくはプログラム
を備え得る。
【００２０】
　図２は、図１に関して示され、記載されるようにシステム１００において使用され得る
ユーザインターフェース２００の例を示す。ユーザインターフェース２００は、メニュー
２０５、並びに第１のディスプレイ領域２１０及び第２のディスプレイ領域２１５を含む
画像ディスプレイ領域２０８を備え得る。メニュー２０５は、ユーザからの入力を受信す
るように構成され得、ユーザインターフェース２００若しくはユーザインターフェース２
００と通信している画像化エンジンによって実行可能である特定の関数又はタスクと関連
付けられた選択可能なグラフィックアイコン２２０を含み得る。上記したように、ユーザ
インターフェース２００は、画像化デバイスから受信されるユーザ画像化データに表示す
るように構成され得る。ユーザインターフェース２００によって表示される画像化データ
は、実質的にリアルタイムであるか、又は１つ以上のメモリモジュールにおいて格納され
得る。画像ディスプレイ領域２０８の第１及び第２のディスプレイ領域２１０及び２１５
は、例えば、血管内画像などの画像を含む画像化データを表示するように構成され得る。
【００２１】
　ユーザインターフェース２００の１つのアプリケーションでは、第２のディスプレイ領
域２１５は、患者の血管２３５の横断面図２３０を備える電子画像２２５を表示し得る一
方で、第１のディスプレイ領域２１０は、血管２３５の長手方向断面図２６０を表示し得
る。電子画像２２５は、画像化エンジンによって描画され得、画像化データは、血管内画
像化デバイスによって生成される。この例では、電子画像２２５は、血管２３５の血管管
腔２４５内にカテーテルマスク２４０の焦点を含む。ディスプレイ領域２０８は、ヘルス
ケア専門家が、血管２３５の診断上有意な特性（例えば、閉塞、病変、ステントの位置）
を識別するのを補助するために使用され得る。例えば、電子画像２２５は、血管壁２５５
上のアテローム硬化プラーク２５０を示し得る。第１のディスプレイ領域２１０によって
表示される血管２３５の長手方向断面図２６０は、血管２３５内の画像化エンジンを並進
して、長手方向断面図２６０を生成するように（例えば、画像化エンジンによって）コン
パイルされ得る複数の横断図断面画像を生成することによって、生成され得る。このよう
に、ユーザインターフェース２００は、画像ディスプレイ領域２０８上に、１つ以上の横
断面図２３０及び１つ以上の長手方向断面図２６０の両方を同時に表示し得る。
【００２２】
　ユーザインターフェース２００は、ユーザからの入力を受信するように構成され得る。
例えば、画像ディスプレイ領域２０８の第１及び第２のディスプレイ領域２１０及び２１
５一方又は両方は、ユーザからの入力を受信するように構成され得る。第１のディスプレ
イ領域２１０が長手方向断面図２６０を表示するように構成される場合、第１のディスプ
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レイ領域２１０において受信されるユーザ入力は、例えば、長手方向断面図２６０上の血
管２３５内の位置を示すユーザ入力を含み得る。次いで、第１のディスプレイ領域２１０
においてそのようなユーザ入力を受信する際、ユーザインターフェース２００は、血管２
３５内の選択位置を表現する長手方向断面図２６０上のユーザ入力に対応する血管２３５
の横断面図２３０を表示し得る。これは、ユーザが、長手方向断面図２６０を使用して患
者の血管２３５を検査して、血管２３５のより詳細な横方向断面図２３０に迅速にアクセ
スすることができるので、診断上の利点を提供し得る。
【００２３】
　画像ディスプレイ領域２０８（例えば、第１及び第２のディスプレイ領域２１０及び２
１５の一方又は両方）によって受信されるユーザ入力は、血管２３５内の２つの層及び／
又は１つの層と材料の蓄積との間のインターフェースの位置を示すユーザ入力を追加的に
含み得る。血管２３５内の２つの層及び／又は１つの層と材料の蓄積との間のインターフ
ェースの位置を示すユーザ入力は、画像ディスプレイ領域２０８上の制御輪郭及び／又制
御点のユーザによる配置を含み得る。１つのアプリケーションでは、画像２３０又は２６
０のうちの一方の上の血管２３５内の２つの層及び／又は１つの層と材料の蓄積との間の
インターフェースの位置に関するユーザ入力を受信する際に、ユーザインターフェース２
００は、断面２３０又は２６０のうちの他方の上の２つの層及び／又は１つの層と材料の
蓄積との間のインターフェースのユーザ入力された位置を表示し得る。例えば、そのよう
なアプリケーションにおいて、ユーザは、長手方向断面図２６０上の血管２３５の２つの
層間のインターフェースの一部に沿って制御輪郭を設け得る。その結果、ユーザインター
フェース２００は、特定の横方向断面図２３０上に制御輪郭の位置に対応する制御点を表
示し得る。長手方向断面図２６０を覆う設けられた制御輪郭のユーザインターフェース２
００、及び横方向断面図２３０を覆う対応する制御点によってもたらされるこのリアルタ
イム視覚化は、血管２３５内の所望の関心領域を正確に識別するのを援助する。
【００２４】
　ユーザインターフェース２００は、ユーザからの運動入力（例えば、運動入力を含むか
、運動入力から成るか、運動入力から本質的に成る）に基づいてユーザ入力を受信するよ
うに構成され得る。運動入力は、ドラッグ運動（例えば、係脱点への単一のドラッグ運動
）などの運動入力が続く係合入力を含み得る。係脱入力が検出されるまで、運動入力は継
続し得る。一例では、ユーザインターフェース２００が、タッチスクリーンを使用してユ
ーザ入力を受信するように構成されている場合、係合入力、運動入力、及び係脱入力は、
指先、スタイラス、又は他の接触点でタッチスクリーンに触れることと、タッチスクリー
ンの表面に沿って指先、スタイラス、又は他の接触点をドラッグすることと、タッチスク
リーンの表面からそれぞれ指先、スタイラス、又は他の接触点を取り除くことと、を含み
得る。別の例では、ユーザインターフェース２００が、マウスを使用して入力を受信する
ように構成されている場合、係合入力は、マウスボタンを押すことを含み得、運動入力は
、マウスボタンが押される一方でマウスをドラッグすることを含み得、係脱入力は、マウ
スボタンを解放することを含み得る。ユーザインターフェース２００が、ユーザからの運
動入力に基づいてユーザ入力を受信するように構成されている場合、ユーザによる制御輪
郭及び／又は制御点の配置は、運動入力を使用して達成され得る。
【００２５】
　図３は、画像をセグメント化する方法３００を図解するフローチャートである。方法３
００は、本説明の残りを通して、かつ図４～７の説明と併せて考察される。方法３００は
、画像セグメント化の半自動化プロセスのためのステップを提供する（そのプロセスの一
部として自動化ステップ及びユーザ入力ステップを含むため）。
【００２６】
　図３の実施形態では、方法３００は、最初にステップ３１０において画像データを生成
することを含む。画像データは、いくつかの実施形態では、波形エネルギーを放出及び受
信して、受信された波形エネルギーに基づいて画像データを生成するための血管内画像化
デバイスを有する血管内画像化システムを使用して生成され得る。いくつかの実施形態で
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は、画像データは、血管の縦軸に沿って、血管の一連の断面を表現し得る。例えば、１つ
のアプリケーションでは、各断面は、特定の位置において冠状動脈のリアルタイム構造を
表現し得る。しかしながら、多くの実例では、ステップ３１０において生成された画像デ
ータは、ユーザが生の形態において解析することが困難であり得る血管の断面画像をもた
らし得る。そのような場合、ステップ３１０において生成された画像データは、ユーザへ
の診断値を増加させるために更に処理される必要があり得る。
【００２７】
　図４は、ユーザが解析することが困難であり得る、血管内画像化デバイスを使用して生
成された患者の血管の横断図断面画像４００の一例を示す。ステップ３１０において生成
された画像データは、アプリケーションに従って様々な要因に影響を受け得る。いくつか
のアプリケーションでは、そのような要因は、例えば、電気雑音、熱雑音、血管と血管内
の画像化デバイスと間の相対運動、及び／又はスペックルを含み得る。これらの要因は、
アーティファクトを包含する及び／又はぼやけて見える画像をもたらし得る。見られ得る
ように、図４において生成された画像データは、ユーザが血管内の異なる構造または関心
領域を見分けることを困難にする画像４００をもたらす。例えば、画像４００の領域４１
０（破線を用いてこの数字において指示される）において、血管の２つの層間のインター
フェースは、どこに位置決めされ及び／又は材料の蓄積がどこで終わり、血管層がどこで
始まるかが、ユーザにとって不明である場合がある。これは、例えば、１つの関心領域が
どこで終わり、別の関心領域がどこで始まるのかを識別することができることなく、血管
の管腔内のプラークの蓄積などの血管内の材料の任意の蓄積が、識別されない場合がある
ので、様々なアプリケーションにおいて有意であり得る。これは、特に指示された領域４
１０において画像４００を使用して関心のパラメータを測定することを試みるとき、エラ
ーをもたらし得る。
【００２８】
　示されるように、方法３００は、ステップ３２０において初期化前画像解析を実行する
ことを含み得る。初期化前画像解析は、画像解析アルゴリズムにおいてステップ３１０に
おいて生成された断面画像データを処理することによって実行されて、修正された画像を
生成し得る。初期化前画像解析は、ステップ３１０において生成された各断面画像上で実
行され得るか、又は他の例では、初期化前画像解析は、断面画像の所定の間隔に対応する
画像データ（例えば、１００番目の断面画像ごとの画像データ）上で実行され得る。この
ステップは、ユーザの任意の関与なしで、自動的に作動し得る。ステップ３２０の初期化
前画像解析は、ステップ３１０において生成された画像データを更に明確にする機能を果
たし得（そうでなければ、アーティファクトを包含する及び／又はぼやけて見え得）、こ
れによって、ステップ３２０において初期化前画像解析を使用して生成された修正された
画像は、ステップ３１０において生成された画像データに対して血管内の関心領域を更に
画定する。
【００２９】
　画像解析アルゴリズムは、解析画像データを解析して、修正された画像を生成するため
の任意の有用な解析を利用し得る。いくつかの例では、ステップ３２０において使用され
る画像解析アルゴリズムは、確率関数を算出し得る。１つの例では、画像解析アルゴリズ
ムは、ステップ３１０において生成された画像データの確率密度関数を算出することを含
み得る。画像化デバイスが超音波振動子を含むアプリケーションにおいて、レイリー確率
密度関数の混合は、組織の複数の層を含む血管を表現する全断面画像において超音波スペ
ックルパターンのカラーマップ分布（例えば、グレイレベルカラーマップ分布）をモデル
化するためのＢモード（輝度変調）画像化において使用され得る。いくつかの場合では、
レイリー確率密度関数の混合が存在し得、その各々は、管腔、内膜のプラーク構造、中膜
、周囲の組織を含む外膜などの特定の構造に対応する。
【００３０】
　同様に、そのようなアプリケーションにおいて、ガウス確率密度関数の混合は、ＲＦモ
ード（高周波）画像化において使用されて、組織の複数の層を含む血管を表現する全断面
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画像において超音波スペックルパターンのカラーマップ分布をモデル化し得る。再度、い
くつかの場合では、これらは、ガウス確率密度関数の混合であり得、各々が特定の構造に
対応する。これは、ステップ３１０において生成された他の断面画像に関して（例えば、
断面画像の所定の間隔において）、繰り返され得る。別の例としては、ステップ３２０に
おいて使用される画像解析アルゴリズムが、ステップ３１０において生成された画像デー
タの確率密度関数を算出する場合、ガンマ分布の混合を使用する確率密度関数モデルが挙
げられる。ガンマ分布の混合は、組織の複数の層を含む血管を表現する全断面画像におい
て超音波スペックルパターンのカラーマップ分布（例えば、グレイレベルカラーマップ分
布）をモデル化するためのＢモード画像化において使用され得る。いくつかの場合では、
ガンマ確率密度関数の混合が存在し得、その各々は、管腔、内膜のプラーク構造、中膜、
周囲の組織を含む外膜などの特定の構造に対応する。ここで提供される説明は例示的であ
り、更なる例としては、ライス分布などの様々な他の分布の使用が挙げられる。
【００３１】
　画像解析アルゴリズムにおいて確率密度関数を算出することは、確率密度関数混合パラ
メータを評価するなど、確率密度関数の省略した又は非表示にされた混合パラメータを評
価するように、任意の不完全なデータに関する最大推定値の反復計算技法（例えば、期待
値最大化アルゴリズム）を更に含み得る。そのような反復計算技法は、全断面画像のピク
セルのサブセットに適用され得る。
【００３２】
　理解されるように、他の推定されたグレイレベル確率密度関数は、修正された画像を生
成するために使用され得る。例えば、グレイレベル振幅に関する非パラメトリック確率密
度関数モデルが採用され得る。いくつかのアプリケーションでは、そのような非パラメト
リック確率密度関数モデルは、組織の所望の領域（例えば、ガイドワイヤー及び管腔を表
現する１つの領域、内膜を表現する第２の領域、中膜を表現する第３の領域、及び周囲の
組織を表現する第４の領域）に関して採用され得る。
【００３３】
　別の例では、ステップ３２０において使用される画像解析アルゴリズムは、画像データ
の勾配関数を算出することによって断面画像データの分布カラーマップを推定することを
含み得る。画像データの勾配関数を算出することは、断面画像のグレイレベル勾配を算出
して、画像データの高勾配領域及び低勾配領域を見分けることを伴い得る。画像解析アル
ゴリズムにおいて画像データの勾配関数を算出することは、修正された画像が、画像化さ
れた血管の更なる画定された構造を表示するように生成されることを可能にし得る。これ
は、ステップ３１０において生成された他の断面画像に関して、繰り返され得る。理解さ
れるように、様々な他の画像解析技法は、修正された画像を生成するためにステップ３２
０において使用され得る。
【００３４】
　修正された画像は、ステップ３２０において初期化前画像解析を実行することによって
生成された後、例えば、ユーザインターフェース上に提示され得る。修正された画像は、
初期化前画像解析が実行された断面画像、並びに初期化前画像解析が実行されたコンパイ
ルされた断面画像から少なくとも部分的に成る１つ以上の長手方向断面画像を含み得る。
【００３５】
　図５は、修正された横断面画像５００の例示的な例を示す。修正された横断面画像５０
０は、ステップ３２０の初期化前画像解析を行った後の図４の横断面画像４００である。
見られ得るように、修正された断面画像５００は、画像データを使用して生成された断面
画像４００と比較して変更される。１つの例では、修正された断面画像５００は、画像デ
ータを使用して生成された画像に対して明確にされることによって変更され得る。修正さ
れた画像５００は、例えば、隣接領域とのより大きな対比を図解するという点で、明確に
され得る。例えば、領域５１０は、図４の領域４１０に対応するが、図５に見られるよう
に、領域５１０は、隣接領域の間のより大きな対比を含み、このように、ユーザが解析す
るのがより容易であり得る。したがって、初期化前画像解析ステップ３２０を実行するこ
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とによって、結果として生じる修正された画像５００は、ユーザが、血管の層及び／又は
血管内の材料の蓄積の間のインターフェースなど、画像化されている血管の特性並びに／
又は領域を適時に見分けることを可能にし得る。
【００３６】
　加えて、修正された画像５００は、いくつかの実施形態では、１つ以上の関心領域（後
の図に示される）を表現する長手方向及び／若しくは断面画像上に設けられている１つ以
上の提案された制御輪郭並びに／又は制御点を含むことによって、画像データを使用して
生成された画像に対して変更され得る。修正された画像５００が１つ以上の提案された制
御輪郭及び／又は制御点を含むそのような例では、提案された１つ以上の制御輪郭は、制
御輪郭の一部に沿って１つ以上の視覚的インジケータを含み得る。
【００３７】
　ステップ３２０において初期化前画像解析を実行することによって修正された画像を生
成した後に、修正された画像の初期化は、ステップ３３０において実行され得る。図６Ａ
～６Ｄは、初期化されている修正された画像の例を図解する。画像６００は、ステップ３
２０の初期化前画像解析を行って、初期化されている（ユーザ入力を受信することによっ
てなど）修正された画像である。ステップ３３０の初期化を実行する前にステップ３２０
の初期化前画像解析を実行することによって、ユーザが修正された画像を初期化するため
に要求される時間は、例えば、ステップ３２０の初期化前画像解析によって提供され得る
増強された明瞭性を考慮に入れると、最小化され得る。
【００３８】
　ステップ３３０の初期化は、様々な例示的な実施形態では、関心領域における制御輪郭
及び／若しくは制御点の形態で、ユーザ入力を受信することと、ステップ３２０の初期化
前画像解析の結果として修正された画像６００上に提示される、提案された制御輪郭（若
しくはその一部）及び／若しくは制御点の確認の形態で、ユーザ入力を受信することと、
並びに／又はステップ３２０の初期化前画像解析の結果として修正された画像６００上に
提示される、提案された制御輪郭（若しくはその一部）及び／若しくは制御点の修正の形
態で、ユーザ入力を受信することと、を含み得る。
【００３９】
　ステップ３２０の初期化前画像解析が更なる画定された画像６００を提供する実施形態
では、ユーザは、より少ない対話で１つ以上の関心領域において１つ以上の制御輪郭及び
／又は制御点をより正確に設けることによって、特定のアプリケーションに関する所望の
関心領域をより容易に認識し、かつ画像を初期化し得る。追加的に、ステップ３２０の初
期化前画像解析が、修正された画像を生成して、１つ以上の提案された制御輪郭及び／又
は制御点を含む実施形態において、修正された画像の初期化は、１つ以上の提案された制
御輪郭及び／又は制御点の位置に関して、ユーザからの確認を受信することを含み得る。
その上、１つ以上の提案された制御輪郭及び／又は制御点が所望の関心領域において正確
に設けられていないアプリケーションにおいてさえ、修正された画像の初期化は、１つ以
上の制御輪郭及び／又は制御点の修正をユーザから受信して、所望の関心領域において１
つ以上の制御輪郭及び／又は制御点をより正確に位置決めすることを含み得る。そのよう
なアプリケーションは、必要に応じてユーザの専門知識を活用することによって精度を改
善する一方で、適時な初期化を可能にし得る。
【００４０】
　１つのアプリケーションでは、修正された画像６００は、ユーザインターフェース上に
提示され得る。修正された画像６００は、血管６１５の１つ以上の横断面画像６０５及び
１つ以上の長手方向断面画像６１０の両方を含み得る。断面画像６０５は、血管６１５に
おける特定の位置において取られた断面を表現する一方で、長手方向断面画像６１０は、
血管６１５の縦軸に沿って取られた断面を表現する。長手方向断面画像６１０は、初期化
前画像解析を行った一連の個々の断面画像６０５を使用して構築され得る。
【００４１】
　血管６１５は、例えば、冠状動脈などの患者の任意の内部血管であり得る。血管６１５
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が冠状動脈である実例では、血管６１５は、血が満たされた管腔６２０、及び組織構造６
２５を含み得る。組織構造６２５は、内側から外側まで、内膜層、中膜層、及び外膜層を
含む３層の壁を備え得る。いくつかの場合では、プラーク６３０は、組織構造６２５の内
膜層において蓄積し得る。血管６１５はまた、ステップ３１０に関して記載されるように
、画像データを生成するために管腔６２０内に存在するカテーテルアセンブリ６３５を含
み得る。
【００４２】
　ステップ３３０では、初期化は、例えば、ユーザインターフェース上に提示されるなど
、画像６００上で実行され得る。初期化は、例えば、ユーザインターフェース上など、画
像６００上にユーザ入力を受信することを含み得る。一実施形態では、画像６００上に受
信されたユーザ入力は、画像６００上に制御輪郭６４０を設けることを含み得る。制御輪
郭６４０は、特定のアプリケーションに好適な血管６１５の任意の関心領域に沿って、又
は該関心領域の近くに設けられ得る。図６の例示的な例に示されるように、制御輪郭６４
０は、長手方向断面画像６１０上に、プラーク６３０と管腔６２０とのインターフェース
に沿って、又は該インターフェースの近くに設けられ得る。この初期化は、次いで、関心
の領域（複数可）に画像６００をセグメント化するためのセグメント化アルゴリズムの入
力として、以下に更に詳細に記載されるように、使用され得る。
【００４３】
　ユーザが、長手方向断面画像６１０上の関心領域に沿って、又は該関心領域の近くに制
御輪郭６４０を入力するとき、制御点６４５が、長手方向画像６１０上の設けられた制御
輪郭６４０の位置に対応する断面画像６０５上の位置において生成されるように、ユーザ
インターフェース及び画像化エンジンは構成され得る。この特定の断面画像６０５は、ユ
ーザインターフェース上の長手方向画像６１０の表示と同時で表示され得る。同時に表示
された画像６０５は、特定の画像６０５上の（画像６１０上に設けられた）制御輪郭６４
０の位置を表現する制御点６４５を表示するように構成され得る。長手方向断面画像６１
０を覆う設けられた制御輪郭６４０及び断面画像６０５を覆う対応する制御点６４５のユ
ーザインターフェースによってもたらされたこのリアルタイム視覚化は、所望の関心領域
を正確に初期化することを援助する。例えば、ユーザは、特定の画像６０５上の制御点６
４５が所望の関心領域において位置付けられていないことに気づくならば、画像６０５に
対応する画像６１０上の位置において画像６１０上の制御輪郭６４０を調節して、所望の
関心領域において制御点６４５をより正確に整合し得る。この精度検証は、任意の数の特
定の画像６０５に関して行われ得、その数は、初期化前画像解析において解析された画像
データ情報のレベルに応じて変動し得る。
【００４４】
　制御輪郭６４０は、単一の運動入力などの運動入力を実行することによって、ユーザに
よって、長手方向断面画像６１０上などの画像６００上に設けられ得る。単一の運動入力
は、運動入力が続く単一の係合入力を含み得る。係脱入力が検出されるまで、単一の運動
入力は継続し得る。
【００４５】
　図６Ａの例では、ユーザインターフェースは、マウスを介してユーザ入力を受信するよ
うに構成され得る。マウスがユーザ入力を受信するために使用される場合、係合入力は、
マウスボタンを押して押さえることを含み得、運動入力は、マウスボタンが押される一方
で、画像６１０上の関心領域に沿って又は該関心領域の近くでマウスをドラッグすること
を含み得、係脱入力は、所望の関心領域の端部に達する際にマウスボタンを解放すること
を含み得る。いくつかの実施形態では、ユーザが係脱入力を実行する前に、制御輪郭６４
０、及びこのように対応する制御点６４５は、マウスボタンを押さえている間（例えば、
ユーザは、特定の画像６０５上の制御点６４５が所望の関心領域において正確に設けられ
ていないことに気がつくときなど）、ユーザによって調節され得る。
【００４６】
　図６Ｂに示される例では、ユーザインターフェースが、ユーザインターフェース上に直
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接、接触点６５０を介してユーザからの運動入力を受信するように構成されるように、ユ
ーザインターフェースは、タッチスクリーンを備え得る。図６Ｂに示されるような接触点
６５０は、指先であるが、他の例では、接触点６５０は、スタイラス又は他の接触点であ
り得る。
【００４７】
　図６Ｂの例では、ユーザインターフェースがタッチスクリーンを使用してユーザ入力を
受信するように構成され得る場合、運動入力の６５５の係合入力は、関心領域において又
は該関心領域の近くで、接触点６５０でタッチスクリーンに触れて、初期化される（例え
ば、プラーク６３０のインターフェース及び管腔６２０の内部）ことを含み得る。ユーザ
が６５５において係合入力を実行する際に、６６０における運動入力は、実行され得、該
運動入力は、タッチスクリーンの表面に沿って接触点６５０のスワイプを備える一方で、
接触点６５０は、タッチスクリーン上に係合されている。６６０における運動入力は、所
望の関心領域において、長手方向断面画像６１０上などのユーザインターフェース上に制
御輪郭６４０を設け得る。ユーザインターフェースは、いくつかの実施形態では、接触点
６５０がユーザインターフェースと係合する間いつでも制御輪郭の位置が調節され得るよ
うに、構成され得る。
【００４８】
　図６Ｂに示されるように、６６０におけるスワイプは、第１の点において開始して、第
１の点から離間した第２の点までの距離にわたって続く。いくつかの実施形態では、画像
化エンジンが、スワイプの位置における又は該位置の近くの正確な関心領域において制御
輪郭６４０をより正確に設けるように構成されるように、６６０におけるスワイプは、左
から右に又は右から左に一般的に水平であるタッチスクリーン上の方向にあり得る。換言
すれば、たとえいくつかのアプリケーションにおける関心領域が左から右に必ずしも水平
ではなく、いくつかの垂直変形を有し得ても、ユーザインターフェースは、一般的に水平
のスワイプを受信し、スワイプの位置に対してその領域の任意の垂直及び／又は水平変位
を含む関心領域に沿って制御輪郭を設けるように構成され得る。例えば、１つの事例にお
いて、６６０におけるスワイプは、長手方向断面画像がタッチスクリーン（示されるよう
に）上に垂直に配向されている一般的に垂直方向にあり得る。別の実施形態では、６６０
におけるスワイプは、例えば、タッチスクリーンの下部に位置決めされた点からタッチス
クリーンの上部に位置決めされた点まで（又は逆もまた同じ）、一般的に垂直であるタッ
チスクリーン上の方向にあり得る。例えば、１つの事例において、６６０におけるスワイ
プは、長手方向の断面画像がタッチスクリーン上に垂直に配向されている一般的に垂直方
向にあり得る。初期化の最中のユーザの一般的な運動入力の位置は、既に実行された初期
化前画像解析に基づいて関心領域において制御輪郭を設けるために使用され得る。ユーザ
は、関心領域の近くの一般的に水平の（又は垂直の）スワイプが、制御輪郭が所望の関心
領域とは異なる位置において位置付けられることをもたらすと認識するならば、係合運動
を入力することを継続し、別の一般的に水平の（又は垂直の）スワイプを実行して、ユー
ザインターフェースに制御輪郭を再配置させ得る。他の実施形態では、スワイプは、水平
方向及び垂直方向の両方において係合入力位置から関心領域に続く方向にあり得る。例え
ば、６６０におけるスワイプは、制御輪郭６４０が設けられている関心領域に一致するの
に必要である場合、垂直変形運動に関するタッチスクリーンに沿った一般的に水平方向に
あり得る。
【００４９】
　単一の運動入力の６６５の係脱入力は、タッチスクリーンの表面から接触点６５０を取
り除くことを含み得、接触点６５０を使用してスワイプされた位置において制御輪郭６４
０を設けることをもたらし得る。
【００５０】
　図６Ｂにも示されるように、いくつかのアプリケーションでは、ユーザインターフェー
スは、制御輪郭６４０に沿って複数の制御点６４５を生成するように構成され得る。１つ
の例では、制御点６４５は、初期化前画像解析によって判定されるような情報の閾値レベ
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ル未満の情報から生成された断面画像６０５に対応する画像６１０上の位置において、長
手方向断面画像６１０に沿ってユーザインターフェース上に生成され得る。これは、設け
られた制御輪郭６４０の位置が、（ユーザ検証を必要とする可能性が非常に高い位置が識
別されるので、）任意の数の適切な断面画像６０５において効率的に調べられることを可
能にする。したがって、長手方向断面画像６１０を覆う設けられた制御輪郭６４０及び断
面画像６０５を覆う対応する複数の制御点６４５のリアルタイム視覚化は、所望の関心領
域を正確に初期化することを援助する。ユーザは、特定の断面画像６０５上の制御点６４
５が関心領域に正確に位置決めされないことに気がつくならば、制御点６４５が不正確で
ある特定の断面画像６０５に対応する長手方向画像６１０上の区域において、別のスワイ
プを実行し得る。これは、所望の関心領域のいずれか又は全てにおいて制御点６４５の正
確な配置を容易にする。
【００５１】
　様々な実施形態では、修正された画像の初期化は、複数の制御輪郭６４０及び対応する
制御点６４５を含み得る。１つの実例では、２つの制御輪郭６４０は、関心領域のそれぞ
れの側に配置されるように互いから長手方向画像上に垂直に離間している修正された画像
上に、生成され得る。このように、関心領域が位置決めされる区域は、セグメント化アル
ゴリズムが関心領域に対する取り囲まれた領域を評価することを可能にする２つの制御輪
郭６４０によって取り囲まれ得る。同じ長手方向画像上の他の関心領域のそのような取り
囲みはまた、組み込まれ得る。上に記載されたことに類似して、断面画像上のそれぞれの
制御輪郭６４０の位置に対応する制御点６４５は、取り囲まれた関心領域の精度を解析す
るために調べられ得る。
【００５２】
　いくつかのアプリケーションでは、長手方向画像に関して取られた２つ以上の切断面に
おいて長手方向画像上の制御輪郭を初期化することは、有用であり得る。いくつかの実例
では、第１の切断面の長手方向画像は、雑音又はアーティファクトに不均衡に影響を受け
得、そのような干渉の効果は、第２の異なる切断面に関する長手方向画像を生成すること
によって、実質的に低減され得る。
【００５３】
　図６Ｃは、横断面画像６７７に対して示される第１の切断面６７６に関して取られた長
手方向断面画像６７５Ａの実施形態を示す。図６Ｃにおける画像は、初期化前ステップの
後に提示されて、初期化ステップの用意ができている。横断面画像６７７は、画像６７５
上のユーザの手６７８の位置において、長手方向断面画像６７５に対応する。以前に記載
されたことに類似して、１つ以上の制御輪郭は、画像６７５Ａ上の１つ以上の関心領域（
例えば、管腔・内膜インターフェース）において初期化され得る。第１の切断面６７６に
関して取られた長手方向画像６７５Ａは、第２の異なる切断面６７９を表示するように回
転されて、長手方向断面画像６７５Ｂが第２の異なる切断面６７９に関して表示されてい
ることをもたらし得る。いくつかの例では、追加又は代替の１つ以上の制御輪郭は、画像
６７５Ａのものに対して同じ１つ以上の関心領域において初期化され得る。
【００５４】
　図６Ｂに関して記載されるように、ユーザインターフェースがタッチスクリーンを使用
してユーザ入力を受信するように構成されている場合などのいくつかの実施形態では、ユ
ーザインターフェースは、図６Ｃに示されるもののように、スワイプ運動入力を受信して
、長手方向断面画像に存在する切断面に回転させるように構成され得る。例えば、１つの
アプリケーションでは、ユーザがスワイプ運動入力を行う（例えば、図６Ｃに示されるよ
うに、ユーザインターフェースに沿って左から右に水平に、又はユーザインターフェース
に沿って上から下に垂直に）とき、切断面が所定の角度を通して回転するように、長手方
向断面画像の切断面の回転率は選択され得る。図６Ｃの例では、切断面は、第１の切断面
６７６から第２の切断面６７９まで測定されるように、９０°の所定の角度を通して回転
する。次いで、ユーザは、一般的に反対方向においてスワイプ運動入力を行い得（例えば
、ユーザインターフェースに沿って右から左に水平に、又はユーザインターフェースに沿
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って下から上に垂直に）、それにより、長手方向断面画像の切断面に、同じ回転方向にお
いて、例えば９０°などの追加の所定の角度を回転させる。係脱運動がユーザから受信さ
れず、かつスワイプの任意の所与の部分において、長手方向画像の切断面が異なる角度位
置にあり得るように、両方のスワイプは連続であり得る。このように、この例では、一般
的に反対方向における２つの水平方向のスワイプジェスチャーの組み合わせは、長手方向
断面画像の切断面に、合計１８０°を通して連続的に回転させ得る。別の例では、反対方
向における第２の水平線スワイプは、長手方向画像の切断面に、第１の水平線スワイプに
よってもたらされる回転方向の反対方向において回転させ得る（例えば、第１のスワイプ
の最中に９０°、及び第２のスワイプの最中に原点に向かって９０°）。
【００５５】
　任意の所望の角度範囲を回転し得る長手方向断面画像を生成する能力は、初期化動作に
有害に影響を及ぼし得る画像アーティファクトの存在を低減し得る。そのような画像アー
ティファクトは、例えば、正確に制御輪郭及び制御点を識別する能力を制限し得る。例え
ば、ある特定のアプリケーションでは、ユーザインターフェース上に最初に表示された長
手方向画像の特定の切断面が、画像化ガイドワイヤー及び／又はカルシウム若しくは他の
物質の蓄積に有害に影響を受け得る。このように、縦方向の断面画像を回転させることは
、そのようなアーティファクトが画像に実質的に影響を及ぼさない角度において、長手方
向断面画像を表示することをもたらし得る。追加的に、これは、ユーザが、初期化を実行
する（別々の切断面に制限されず、したがって初期化精度を増加させ得る、関心領域にお
いて、若しくは該関心領域の近くに制御輪郭及び／又は制御点（例えば、最少の干渉を有
する切断面の関心領域、若しくは該関心領域の近くの、制御輪郭及び／又は制御点）を設
けるなど）ことを可能にし得る。さらにその上、ユーザによる１つ以上の連続する相対的
迅速なスワイプにのみ基づいて長手方向画像の切断面を回転させるようにユーザインター
フェースを構成することは、初期化に必要とされる時間を有意に最小化し得る。
【００５６】
　図６Ｄは、初期化前ステップの後に提示されたもので、初期化ステップの用意ができて
いる修正された画像７００の別の実施形態の例を図解する。画像７００は、初期化前ステ
ップ３２０の結果として関心領域に沿って設けられている制御輪郭７１０を含む（例えば
、制御輪郭７１０は、ユーザ入力なしで初期化前ステップ３２０の結果として画像７００
上に自動的に表示される）。初期化前ステップ３２０は、所望の関心領域（血管内の２つ
の層及び／又は１つの層と材料の蓄積との間のインターフェースの位置）を推定すること
によって、画像７００上に制御輪郭７１０を自動的に設け得る。
【００５７】
　いくつかの例では、１つ以上の制御輪郭は、所望の関心領域に対応する（例えば、管腔
、内膜のプラーク構造、中膜、周囲の組織を含む外膜などの特定の構造に対応する）確率
関数などの初期化前ステップ３２０に関して以前に記載された確率関数のうちのいずれか
を使用して、推定された所望の関心領域において、自動的に設けられ得る。他の例では、
１つ以上の確率密度関数の使用に加えて、又はその代替として、フィルタ処理又はテクス
チャ解析（例えば、勾配フィルタ、ガボールフィルタ、及び／又はガンマラベルマップ）
を使用して、１つ以上の制御輪郭を自動的に設け得る。
【００５８】
　したがって、１つ以上の制御輪郭が、１つ以上の関心領域において画像上に自動的に設
けられるとき、初期化ステップ３３０は、例えば、自動的に設けられた制御輪郭のユーザ
確認、又は自動的に設けられた制御輪郭の１つ以上の部分のユーザ修正を含み得る。初期
化ステップ３３０後の結果として生じる輪郭は、次いで、画像をセグメント化することに
おける入力として使用され得る（ステップ３４０）。
【００５９】
　図６Ｄの図解された実施例では、制御輪郭７１０は、制御輪郭の第１の部分７２５に沿
って視覚的インジケータ７２０を含む一方、制御輪郭７１０の第２の部分７３０は、視覚
的インジケータを含まない。視覚的インジケータは、制御輪郭７１０の別の部分（複数可
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）に対して制御輪郭７１０の一部の任意の視覚的特徴を含み得る。示されるように、視覚
的インジケータ７２０は、制御輪郭７１０の第１の部分７２５に沿った破線である一方、
制御輪郭７１０の第２の部分７３０は、実線である。他の例では、視覚的インジケータは
、制御輪郭の別の部分上で使用されるものとは異なる、他の線パターン及び／又は様々な
色であり得る。
【００６０】
　初期化前分析アルゴリズムは、制御輪郭７１０の１つ以上の部分に関する視覚的インジ
ケータ７２５を生成するように構成され得、制御輪郭７１０のその部分は、閾値レベルの
情報未満の情報から生成される。閾値レベルの情報未満の情報は、いくつかのアプリケー
ションでは、例えば、制御輪郭のそれぞれの部分を表す断面画像に対応する画像データの
低い信号対雑音比を含み得る。１つのアプリケーションでは、６ｄＢ未満の信号対雑音比
を有する情報から生成された制御輪郭の任意の部分が、視覚的インジケータを使用して表
示されるように、情報の閾値レベルは、例えば、６ｄＢの信号対雑音比であり得る。別の
アプリケーションでは、１２ｄＢ未満の信号対雑音比を有する情報から生成された制御輪
郭の任意の部分が、視覚的インジケータを使用して表示されるように、情報の閾値レベル
は、例えば、１２ｄＢの信号対雑音比であり得る。他のアプリケーションでは、所望のア
プリケーションに好適であるように、様々な信号対雑音比は、所望のアプリケーションに
必要とされる精度のレベル、利用可能な時間、及び／又はアプリケーションによって許可
されたユーザの対話の程度を考慮し得る閾値レベルとして使用され得る。
【００６１】
　ユーザインターフェース上に表示された画像が閾値レベルの情報未満の情報から生成さ
れる、制御輪郭７１０に沿った１つ以上の位置において、視覚的インジケータ７２５を表
示することによって、ユーザは、制御輪郭のそのような部分が、精度に関して更に調べる
ために望ましく、かつこの位置において更なるユーザ入力を提供するために望ましくあり
得る、という警報を出され得る。このように、これは、ユーザが、そのような専門知識か
ら利益を得る可能性のある部分に関する専門知識を活用することを可能にし得る一方で、
より大きなレベルの情報に基づく制御輪郭７１０の他の部分を調べることに費やされる時
間を必要としない。また、ユーザインターフェース上に表示された画像が閾値レベルの情
報未満の情報から生成される、制御輪郭７１０に沿った１つ以上の位置において、視覚的
インジケータ７２５を表示することは、ユーザが、どの画像、又は画像の一部が、セグメ
ント化ステップ（ステップ３４０）における入力として使用されるのかを選択的に選択す
ることを可能にし得る。例えば、一実施形態では、視覚的インジケータを欠く画像は、セ
グメント化ステップのための唯一の入力として使用するために有益であり得る。このよう
に、視覚的インジケータの使用は、ユーザが、セグメント化及びこのような定量的測定の
ために、高信頼の画像又は画像の一部を選択することを案内し得る。これは、結果として
生じる測定の精度を増加させ得る。
【００６２】
　他の実施形態では、１つ以上の視覚的インジケータは、視覚的インジケータを使用して
表示される制御輪郭のそれぞれの１つ以上の部分に対応するユーザに、確実性の範囲を伝
達するために使用され得る。例えば、様々な色のスペクトルは、視覚的インジケータとし
て使用され得、スペクトルの一端における又はその近くの色は、制御輪郭が生成された様
々な程度の相対的に低レベルの情報（及び制御輪郭のその部分に関するこのようにより低
レベルの確実性）に対応し、スペクトルの反対の端における又はその近くの色は、制御輪
郭が生成された様々な程度の相対的に高レベルの情報（及び制御輪郭のその部分に関する
このようにより高レベルの確実性）に対応する。１つのアプリケーションでは、赤色の視
覚的インジケータは、低レベルの情報に基づく制御輪郭の一部に沿って表示され得る。加
えて、黄色の視覚的インジケータは、低レベルの情報に基づく制御輪郭の一部に沿って表
示され得るが、そのようなレベルの情報は、赤色の視覚的インジケータをもたらすレベル
の情報よりも大きい。同様に、青紫色の視覚的インジケータは、高レベルの情報に基づく
制御輪郭の一部に沿って表示され得る。加えて、青色の視覚的インジケータは、高レベル
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の情報に基づく制御輪郭の一部に沿って表示され得るが、そのようなレベルの情報は、青
紫色の視覚的インジケータをもたらすレベルの情報よりも小さい。
【００６３】
　理解されるように、初期化ステップ３３０は、任意の数の関心領域において、任意の数
の制御輪郭及び／若しくは制御点の配置、修正、並びに／又は確認を含み得る。例えば、
１つのアプリケーションでは、ユーザは、ユーザインターフェースに、２つ以上の関心領
域の各々に関する１つ以上の制御輪郭を受信させ得る。
【００６４】
　ステップ３３０において画像を初期化した後、画像は、ステップ３４０においてセグメ
ント化され得る。ステップ３４０において画像をセグメント化することは、初期化の最中
に受信されたユーザ入力（例えば、関心領域における制御輪郭及び／若しくは制御点の形
態のユーザ入力、ステップ３２０の初期化前画像解析の結果として修正された画像６００
上に提示される、提案された制御輪郭（若しくはその一部）及び／若しくは制御点の確認
の形態で、ユーザ入力を受信することと、並びに／又はステップ３２０の初期化前画像解
析の結果として修正された画像６００上に提示される、提案された制御輪郭（若しくはそ
の一部）及び／若しくは制御点の修正の形態で、ユーザ入力を受信すること）を組み込む
セグメント化アルゴリズムを使用することを含み得る。例えば、セグメント化アルゴリズ
ムは、例えば、セグメント化アルゴリズムにおける入力としての制御点を使用して、（例
えば、ユーザが長手方向画像上に制御輪郭を設ける結果として生じる）断面画像上の関心
領域において初期化される制御点を評価し得る。
【００６５】
　セグメント化アルゴリズムは、ユーザによって初期化される任意の所望の関心領域を識
別するために使用され得る。例えば、１つのアプリケーションでは、セグメント化アルゴ
リズムは、血管における管腔・内膜インターフェース、血管における中膜・外膜インター
フェース、及び／又はプラークの蓄積と管腔の内部容積との間のインターフェースを識別
するために、初期化の最中にユーザ入力を使用し得る。ステップ３４０において画像をセ
グメント化することは、画像が１つ以上の所望の関心領域に分割されていることをもたら
して、医療専門家による診断解析を容易にし得る。セグメント化された画像は、ユーザイ
ンターフェースなどのディスプレイ上に提示されて、診断解析を容易にし得る。
【００６６】
　一実施形態では、セグメント化は、参照によりその内容が本明細書に組み込まれる、米
国特許第７，９２５，０６４号に記載された高速マーチングモデル（ＦＭＭ）などの、確
率関数に基づくＦＭＭを使用して、実行され得る。ＦＭＭは、例えば、通常の境界の方と
は反対方向に各々移動する２つの取り囲むインターフェースを使用して、２つの領域の間
の境界を見出すように作動し得る。速度関数は、境界に向かう移動の速度に関する各イン
ターフェースと関連付けられ得る。ＦＭＭを使用するとき、１つ以上の所望の関心領域（
例えば、外側弾性膜と外膜との間の境界、及び／又は管腔と内膜との間の境界）は、出力
として提供され得、例えば、各々がＦＭＭにおいて速度関数下で伝達する層状輪郭として
モデル化され得る。２つのインターフェースが境界において遭遇したとき、関連付けられ
た速度関数が最小であるように、ＦＭＭは、速度関数ごとの到着時間関数を構築し得る。
初期化ステップの結果として生じる１つ以上の制御輪郭及び／又は制御点は、境界として
使用され得る。ＦＭＭは、そのような画像において関連した１つ以上の関心領域を画定す
るために、各々の所望の画像に適用され得る。
【００６７】
　図７は、輪郭７５５及び７６０をセグメント化したセグメント化された横断面画像７５
０の例を示す。セグメント化された輪郭７５５、７６０のうちの１つ以上は、それぞれの
セグメント化された輪郭７５５、７６０上の各点においてＦＭＭの速度関数の値に基づい
てカラーマップを使用して表示され得る。例えば、セグメント化された輪郭７５５が管腔
と内膜の間の境界に対応する図７の例において、色値は、輪郭７５５の各ピクセルにおい
て速度関数の値まで対応するように表示される。同様に、この例では、セグメント化され
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た輪郭７６０が外側弾性膜と外膜との間で境界に対応する場合、色値は、輪郭７６０の各
ピクセルにおける速度関数の値に対応するように表示される。カラーマップを用いてセグ
メント化された輪郭７５５及び／又は７６０を表示することは、セグメント化された輪郭
の各部分上の確実性の測度に関する可視指示を提供し得る。実際、ＦＭＭアルゴリズムの
目標は、速度関数がゼロに近いなどの極小値を有する最適なセグメント化された輪郭を計
算することであり得る。このように、表示されたセグメント化された輪郭の一部としての
カラーマップの使用は、ＦＭＭアルゴリズムによって作成された警告をユーザに提供し得
、セグメント化された輪郭のその一部分（複数可）は、より高信頼でない場合がある（例
えば、輪郭上のそのような位置における対応する速度関数値がゼロ超又はゼロ未満の所定
の値を超える場合）。
【００６８】
　他の実施形態は、画像をセグメント化する方法を含み得、本方法は、ユーザが、画像デ
ータの初期化前画像解析を実行するか、又は実行させて、修正された画像を生成すること
を含む。ユーザは、血管内画像化システムを使用して画像データを生成し得、画像データ
は、複数の画像要素を表現し得る。ユーザは、画像解析アルゴリズムを使用して、初期化
前画像解析を実行するか、又は実行させ得る。初期化前画像解析を実行するか、又は実行
させた後、ユーザは、修正された画像の初期化を実行し得る。ユーザは、ユーザ確認又は
制御輪郭などの情報を修正された画像上に入力することによって、修正された画像の初期
化を実行し得る。ユーザは、初期化を実行した後、修正された画像をセグメント化するか
、又はセグメント化させ得る。ユーザは、入力された情報をセグメント化アルゴリズムに
おいて評価することによって、修正された画像をセグメント化するか、又はセグメント化
させ得る。ユーザは、セグメント化された画像を表示するか、又は表示させ得る。
【００６９】
　更なる実施形態は、画像化システムを含み得る。システムは、画像化データを生成する
ための血管内画像化デバイスを有するカテーテルアセンブリを含み得る。カテーテルアセ
ンブリによって生成された画像データは、複数の画像要素を表現し得る。システムは、画
像ディスプレイ領域を有するユーザインターフェースも含み得る。いくつかの例では、ユ
ーザインターフェースは、ユーザからの入力を受信するように構成され得、少なくとも部
分的には、１つ以上のタッチスクリーンを含み得る。システムは、血管内画像化デバイス
及びユーザインターフェースと通信している画像化エンジンを更に含み得る。
【００７０】
　画像化エンジンは、少なくとも１つのプロセッサを有し得る。画像化エンジンは、カテ
ーテルアセンブリによって生成された画像データを受信して、少なくとも１つのプロセッ
サを使用して画像データの初期化前画像解析を実行するように構成され得る。画像化エン
ジンは、画像解析アルゴリズムを使用して初期化前画像解析を実行し得る。画像化エンジ
ンは、次いで、修正された画像を画像ディスプレイ領域上に生成し得る。一旦修正された
画像が生成されたならば、画像化エンジンは、修正された画像上のユーザからの入力を受
信し得る。画像化エンジンは、次いで、修正された画像を初期化する少なくとも１つのプ
ロセッサを使用して、受信されたユーザ入力を含み得る。画像化エンジンは、次いで、セ
グメント化アルゴリズムを使用して、修正された画像をセグメント化し得る。画像化エン
ジンによって使用されるセグメント化アルゴリズムは、修正された画像上の受信されたユ
ーザ入力を評価し得る。画像化エンジンは、次いで、セグメント化された画像を画像ディ
スプレイ領域上に表示させ得る。
【００７１】
　別の実施形態は、コンピュータ実行可能命令が上に格納されている非一時的コンピュー
タ可読格納物品であって、少なくとも１つのプログラム可能なプロセッサに画像データの
初期化前画像解析を実行させる非一時的コンピュータ可読格納物品を含み得る。画像デー
タは、複数の画像要素を表現し得る。初期化前画像解析は、画像解析アルゴリズムを使用
して少なくとも１つのプログラム可能なプロセッサによって実行されて、修正された画像
をディスプレイ上に生成し得る。追加的に、少なくとも１つのプログラム可能なプロセッ
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サは、初期化前画像解析から生成された修正された画像の初期化を実行し得る。少なくと
も１つのプログラム可能なプロセッサによって実行される初期化は、ユーザ入力を受信す
ることと、ユーザ入力が、ディスプレイ上の修正された画像上に表示されることと、を含
み得る。少なくとも１つのプログラム可能なプロセッサは、次いで、セグメント化アルゴ
リズムを使用して、修正された画像をセグメント化し得る。セグメント化アルゴリズムは
、受信されたユーザ入力を評価し得る。少なくとも１つのプログラム可能なプロセッサは
、セグメント化された画像を表示させ得る。
【００７２】
　本発明の様々な例を説明した。ある特定の開示された実施形態に関して本発明をかなり
の詳細に説明したが、実施形態は、図解の目的のために提示されるが、制限されるもので
はない。本発明を組み込む他の実施形態が可能である。当業者は、様々な変更、適合、及
び修正が、本発明の趣旨及び添付の特許請求の範囲から逸脱しない範囲で行われ得ること
を理解するであろう。

【図１】 【図２】
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【図７】
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