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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医学的プロシージャの間に、手術フィールドにおける患者の内部の解剖学的特徴につい
ての画像の表示を生成するために、画像処理装置が実行する方法であって、
　第１方位において撮像装置により手術フィールドの画像を取得するステップと、
　取得した画像を表示するステップと、
　前記撮像装置、患者またはテーブルが前記第１方位から動く場合に、前記撮像装置、患
者またはテーブルの前記第１方位からの動きを追跡するステップと、
　前記撮像装置により前記手術フィールドの新たな画像を取得する前に、追跡される動き
に対して、表示される画像を移動させるステップと、
　を有する方法。
【請求項２】
　表示される画像を移動させるステップは、前記手術フィールドに対する前記撮像装置の
位置によって生じる表示される画像の動きの誤差を補償するステップを包含する、ことを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　誤差を補償するステップは、前記手術フィールドの質量中心を決定し、前記質量中心に
対する前記撮像装置の位置に基づいて、表示される画像の動きを調整するステップを包含
する、ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　取得した画像を表示するステップが、前記新たな画像に対する所望の視野を表すしるし
を、表示される画像に重ねるステップを包含する、ことを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記しるしは、表示される画像が所望の視野の外側にある場合には第１状態で、および
、表示される画像が所望の視野の内側にある場合には第２状態で表示される、ことを特徴
とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　撮像装置は、前記しるしの状態に応答して動かされる、ことを特徴とする請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　所望の視野の中に前記手術フィールドの患者が位置するように前記撮像装置が静止した
ままである一方、前記患者またはテーブルが動かされる、ことを特徴とする請求項５に記
載の方法。
【請求項８】
　前記所望の視野は、前記手術フィールドについての複数の新しい画像をつなぎ合わせる
方向に対応している、ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　取得した画像を表示するステップが、グローバル座標系に関する前記撮像装置の位置を
表すしるしを、表示される画像に重ねるステップを包含する、ことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項１０】
　表示される画像の所望の動きを表すしるしを、オーバレイするステップを包含すること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記しるしは、表示される画像にオーバレイされるグリッドであり、前記グリッドは、
表示される画像が移動する際に、表示される画像に対して静止したままである、ことを特
徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記しるしは、表示される画像とともに移動する前記新たな画像に関する表示方向を表
す軌道インジケータを包含する、ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記軌道インジケータが前記新たな画像を取得する前に前記グリッドの一部分に整合さ
せられるまで、前記撮像装置は動かされる、ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　表示される画像とともに移動する、前記表示される画像内の解剖学的特徴に対応する識
別子をオーバレイするステップを包含する、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記新たな画像を得るステップと、
　前記新たな画像を前記表示される画像と比較し、それら２つの画像の間の何らかのドリ
フトを除去するように、前記表示される画像を調整するステップと、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記新たな画像を得るステップと、
　前記新たな画像を前記表示される画像と比較し、表示される解剖学的特徴の位置が安定
するように、前記表示される画像を調整するステップと、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　画像ガイダンスシステムから位置データを受信するステップと、
　表示される画像を前記位置データに関連付け、それに応じて前記表示される画像を調整
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するステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　医学的プロシージャが、ツールまたは器具のようなオブジェクトの位置が追跡される手
術ナビゲーション・プロシージャであり、前記新たな画像は、前記ツールまたは器具の画
像を含み、前記方法は：
　前記取得した画像に前記オブジェクトの表現物を導入するステップと、
　追跡される動きに関して前記表示される画像を移動させた後に、前記オブジェクトの追
跡される位置に対応する位置データを取得し、移動させた画像における前記オブジェクト
の位置と前記位置データとを比較するステップと、
　移動させた画像における前記オブジェクトの位置と前記位置データとの比較に基づいて
、移動させた画像を再調整するステップと、
を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　［００１］　この出願は、２０１１年１０月５日に出願された米国特許出願第１３／２
５３，８３８号に基づく優先権を主張し、当該米国出願の開示内容を本願のリファレンス
に組み込む。
【技術分野】
【０００２】
　［００２］　本発明は、Ｘ線などによる患者画像が観察及び取得される方法を変更する
ためのシステムおよび方法を想定している。より詳しくは、本システム及び方法は、外科
的手術の間に、取得される画像の品質または解像度を著しくは犠牲にすることなく、患者
が被る放射線総量を減少させる手段を提供する。
【背景技術】
【０００３】
　［００３］　多くの外科的手術は、患者の内的な身体構造（例えば器官および骨）の画
像を得ることを必要とする。いくつかのプロシージャにおいて、手術は、手術部位の周期
的画像の助けを借りて達成される。手術は、広く、医療関係者（例えば外科医、介入放射
線医、心臓専門医、痛み管理医師など）により実行される何らかの侵襲的検査又は治療介
入等を意味することが可能である。シリアル・イメージングによって実際にガイドされる
手術および介入（画像誘導として言及される）においては、カテーテル、針、機器または
インプラント等のような外科用器具の医師による適切な配置、或いは、所定の医学的プロ
シージャのパフォーマンスのために、頻繁に患者画像が必要である。蛍光透視法またはフ
ルオロは、術中Ｘ線の１つの一形態であり、フルオロ・ユニット（Ｃアームとして知られ
ている）によって、行われる。Ｃアームは、患者を抜けるＸ線ビームを送り、その領域に
ある生体構造（例えば骨格および脈管構造）の画像を撮る。それは、何らかの画像のよう
なものであり、３次元（３Ｄ）空間のうちの２次元（２Ｄ）画像である。しかしながら、
カメラで撮影される何らかの画像と同様に、何が何の前にあるか及び或るものが他のもの
に対してどの程度大きいか等に基づいて、主要な３Ｄ情報が２Ｄ画像に存在しているかも
しれない。
【０００４】
　［００４］　ＤＲＲ（デジタル再構成シミュレーション画像）は、患者のＣＴスキャン
を撮像し且つ様々な角度および距離からのＸ線撮像をシミュレーションすることによって
為されるＸ線のデジタル表現である。その結果は、その患者に関して撮像される何らかの
可能なＸ線のシミュレーションが可能であることであり、患者の生体構造の特徴が互いに
対してどのように見えるかに関し、一意で固有である。Ｃアームの仮想的な位置を、患者
及び互いに角度に対して制御することにより、「シーン」は制御されるので、オペレーシ
ョン・ルーム（ＯＲ）で取得される何らかのＸ線のように見えるはずの画像が、生成可能
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である。
【０００５】
　［００５］　多くのイメージング・アプローチ（例えばフルオロ画像を撮ること）は、
僅かな線量ではあるが、患者を放射線にさらすことを含む。しかしながら、これらの画像
ガイド・プロシージャでは、小線量の回数が増え、それにより、全体的な放射線照射が、
患者だけでなく、外科手術に参加している医師または放射線科医および他の関係者にとっ
ても、問題となり得る。画像が撮像されるときに、患者／医師に対する放射線照射量を減
少させるさまざまな方法が知られているが、これらのアプローチは、取得される画像の解
像度の減少を犠牲にしてしまう。例えば、あるアプローチは、標準的な撮像とは異なり、
パルス化された撮像を利用しており、他のアプローチは露出時間または強度を手動で変え
ることを含む。視野を狭くすることは、放射線の照射領域およびその線量を減らすが（な
らびに、放射線「散乱」量を変えるが）、再び、医学的な判断を為す場合に医師に利用可
能な情報を減らすことを犠牲にしている。更に、しばしば、治療介入の際に取得される画
像は、治療介入を実行するために使用される外部のＯＲ装置または実際の器具／インプラ
ントによって、遮られてしまう。それらの障害物の背後にある通常の生体構造の遮りを抑
制することは、医学業界にとって目に見える恩恵をもたらすであろう。
【０００６】
　［００６］　標準的な医学的手術に関連して用いられることが可能であり、かつ、Ｘ線
画像の精度および解像度のいかなる犠牲も伴うことなく、患者および医療関係者に対する
放射線照射を低減させるイメージング・システムが必要とされている。インプラントのよ
うな機器およびハードウェアに配慮するイメージング・システムも必要とされている（そ
のような配慮がなければ外科手術の視野を遮ってしまうかもしれない）。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　［００７］　１つの態様によれば、システムおよび方法は、以前に獲得した高解像度ベ
ースライン画像および新しく獲得した低解像度画像に基づいて、外科的又は治療介入の医
学的プロシージャで使用するための、患者の内的な生体構造の表示を生成する。高解像度
画像は、プロシージャまたはプレプロシージャ画像（例えばＤRＲ）の間に取得される画
像であってもよい。低解像度画像は、パルスおよび／または低線量の照射設定を用いて取
得されてもよい。本システムは、高解像度ベースライン画像をデジタル的に操作するよう
に構成される画像処理装置を想定しており、４Ｄまたは６Ｄ空間のベースライン画像のム
ーブメントの複数の置換で、ベースライン画像の代表的な画像を包含するベースライン画
像セット（集合）を生成する。新しい画像を有する許容可能な相関度を有する代表画像を
選択するために、新しい低解像度画像が、ベースライン画像セットと比較される。画像処
理装置は、比較（例えば主成分分析または他の統計的検査）を実行するために、アルゴリ
ズムを実行する。画像処理装置は、表示されるマージされた画像を生成するために、選択
された代表的な高解像度画像と新しい低解像度画像とをマージするように構成される。マ
ージされた画像は、選択された高解像度画像と新しい低解像度画像との変更を可能にする
ように、または、表示された画像において２つの画像がマージされる量を調整するように
、更に処理されてもよい。
【０００８】
　［００８］　本開示の他の特徴において、イメージング・システムは、撮像装置が患者
に対して動かされる場合に、ビュー・ファインダとして機能する画像処理装置を含んでも
よい。この特徴によれば、外科的フィールドの画像は、第１方位で撮像装置により取得さ
れる。この取得された画像が連続的に表示される一方、撮像装置、患者または患者テーブ
ルは、第１方位から動かされる。この動き（ムーブメント）は追跡され、追跡される動き
に対して、表示画像を動かすために画像処理装置で使用される。この特徴により、撮像装
置によりその時点で取得される場合に、新たな画像がどのように現れるかを予測するため
のビュー・ファインダとして、ディスプレイが機能する。この特徴は、患者の解剖学的構
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造の次のライブ画像が取得される場所の決定に使用されることが可能であり、或いは、外
科的フィールドのより大きなパノラマ的な眺めを形成するために複数の画像を一緒に結合
することの支援に使用されることが可能である。画像処理システムは、予測された画像を
最適化し、不整合（ミスアライメント）又は表示のオフアングル状況を最小化するように
構成されるソフトウェアを実装してもよい。別の態様においては、画像処理システムは、
解剖学的特徴又は所望の画像の追跡又はアライメントを識別するために、表示される画像
の注釈を許容する。
【０００９】
　［００９］　開示される実施形態の更なる特徴において、外科的フィールドの中の生体
構造のベースライン画像はベースライン方位において取得され、ベースライン画像は、ベ
ースライン画像のムーブメントの複数の置換で、ベースライン画像の代表画像を包含して
いるベースライン画像セットを生成するように、デジタル的に操作される。外科的フィー
ルドの新たな画像のうち、生体構造の一部分は、オブジェクトによって遮られてしまうか
もしれない。新しい画像との間で許容可能な相関度を有する代表画像を選択するために、
この新しい画像は、ベースライン画像セットと比較される。画像処理システムは、ブロッ
クしているオブジェクトが最小化されている又は排除されている外科的フィールドを示す
表示画像を生成する。システムは、更に、表示の中で又は外に、ブロックされるオブジェ
クトを薄れさせる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】［０１０］　図１は、イメージング・システムおよび画像処理装置並びにトラッ
キング装置を包含しているイメージガイド手術環境を示す図である。
【図２ａ】［０１１］　図２ａは、イメージング・システムの完全な線量の放射線を使用
して得られる外科的フィールドの画像である。
【図２ｂ】［０１２］　図２ｂは、画像が、低線量の放射線を使用して得られる図２ａに
示される外科的フィールドの画像である。
【図２ｃ】［０１３］　図２ｃは、本開示の一態様に従ってマージされた図２ａ－ｂに示
される２つの画像を有する外科的フィールドのマージされた画像である。
【図３】［０１４］　図３は、図１に示される画像処理装置により行われるグラフィック
ス処理ステップのフローチャートである。
【図４ａ】［０１５］　図４ａは、生体構造の一部分を遮るオブジェクトを含む外科的フ
ィールドの画像である。
【図４ｂ】［０１６］　図４ｂは、エッジ強調を行った図４ａに示される外科的フィール
ドの画像である。
【図４ｃ】［０１７］　視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用
される様々なファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
【図４ｄ】視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用される様々な
ファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
【図４ｅ】視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用される様々な
ファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
【図４ｆ】視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用される様々な
ファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
【図４ｇ】視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用される様々な
ファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
【図４ｈ】視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用される様々な
ファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
【図４ｉ】視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用される様々な
ファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
【図４ｊ】視界の中で生体構造及び非生体構造の特徴を決定するために適用される様々な
ファンクションにより図４ｂの外科的フィールドを示す画像である。
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【図４ｋ】［０１８］閾値およびテーブル・ルックアップを用いて生成されるマスクの画
像である。
【図４ｌ】閾値およびテーブル・ルックアップを用いて生成されるマスクの画像である。
【図４ｍ】［０１９］拡張および浸食の後における図４ｋ－４ｌにそれぞれ示されるマス
クの画像である。
【図４ｎ】拡張および浸食の後における図４ｋ―４ｌにそれぞれ示されるマスクの画像で
ある。
【図４ｏ】［０２０］画像から非生体構造の特徴を除去するために図４ｂのフィルタ画像
に図４ｍ－４ｎのマスクをそれぞれ適用することにより準備される画像である。
【図４ｐ】画像から非生体構造の特徴を除去するために図４ｂのフィルタ画像に図４ｍ－
４ｎのマスクをそれぞれ適用することにより準備される画像である。
【図５ａ】［０２１］図５ａは、生体構造の一部分を遮っているオブジェクトを含む外科
的フィールドの画像である。
【図５ｂ】図５ｂは、遮られた生体構造を表示するためにベースライン画像と部分的にマ
ージされる図５ａの画像による、図５ａに示される外科的フィールドの画像である。
【図６ａ】［０２３］ブロッキング・オブジェクトを包含している外科的フィールドのベ
ースラインおよびマージされた画像である。
【図６ｂ】ブロッキング・オブジェクトを包含している外科的フィールドのベースライン
およびマージされた画像である。
【図７ａ】［０２４］撮像装置またはＣアームのムーブメントに関して調整される外科的
フィールドの表示であり、その表示は、新しい画像を得るために撮像装置の境界内又は境
界外の位置のインジケータを示している。
【図７ｂ】撮像装置またはＣアームのムーブメントに関して調整される外科的フィールド
の表示であり、その表示は、新しい画像を得るために撮像装置の境界内又は境界外の位置
のインジケータを示している。
【図８ａ】［０２５］撮像装置またはＣアームのムーブメントに関して調整される外科的
フィールドの表示であり、その表示は、新しい画像が以前に獲得された画像に結合される
ことが可能な時の指標（インジケータ）を与える。
【図８ｂ】撮像装置またはＣアームのムーブメントに関して調整される外科的フィールド
の表示であり、その表示は、新しい画像が以前に獲得された画像に結合されることが可能
な時の指標（インジケータ）を与える。
【図９ａ】［０２６］撮像装置またはＣアームのムーブメントに関して調整される外科的
フィールドの表示であり、その表示は、新しい画像を取得するための所望の軌跡とともに
、撮像装置のアライメントのインジケータを与える。
【図９ｂ】撮像装置またはＣアームのムーブメントに関して調整される外科的フィールド
の表示であり、その表示は、新しい画像を取得するための所望の軌跡とともに、撮像装置
のアライメントのインジケータを与える。
【図１０】［０２７］図１０は、図１に示される画像処理装置に関するユーザ・インタフ
ェース及び表示を示す。
【図１１】［０２８］図１１は、本開示による画像アライメント位置合せプロセスの図式
的な表現である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［０２９］　本発明の原理の理解を促進するために、図面に図示され、以下に記載され
る明細書に記述されている実施形態が参照される。ただし、本発明の範囲に対する制限は
意図されていないことが理解される。本発明は例示の実施形態に対する任意の変更および
修正を包含し、本発明が関連する当業者にとって通常なされる本発明の原理の更なる応用
も包含することも理解される。
【００１２】
　［０３０］　典型的なイメージング・システム１００は、図１に示される。イメージン
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グ・システムは、Ｃアーム画像形成装置１０３をサポートしている基本ユニット１０２を
包含する。Ｃアームは放射線源１０４を含み、放射線源１０４は、患者Ｐの直下に配置さ
れ、レシーバ１０５の方に上方に放射線ビームを向ける。患者の方へ近付ける又は患者か
ら遠ざかるように放射線源（又はソース）を動かすことによって、露出フィールド（又は
照射の範囲）が変更されるように、ソース１０４から発せられる放射線ビームは円錐状で
あることが知られている。Ｃアーム１０３は、手術部位の異なる観測角度に関し、矢印１
０８の方向に、患者Ｐの周りを回転できる。ある場合には、インプラントまたは器具Ｔは
手術部位に置かれ、手術部位の遮られていない眺めのために、観測角度を変更する必要が
ある。このように、患者に対するレシーバの位置、特に、関心がある手術部位に対するレ
シーバの位置は、医師または放射線技師によって、必要に応じてプロシージャの間に変更
される。従って、レシーバ１０５はトラッキング・ターゲット１０６を含み、トラッキン
グ・ターゲット１０６は、トラッキング装置１３０を用いてＣアームの位置のトラッキン
グを許容するように、レシーバ１０５に取り付けられる。例えば、トラッキング・ターゲ
ット１０６はターゲット周辺で間隔を置いて配置される複数の赤外線エミッタを含む一方
、トラッキング装置は、エレメントにより発せられる赤外線信号からレシーバ１０５の位
置を三角測量にするように構成される。基本ユニット１０２はコントロールパネル１１０
を含み、コントロールパネル１１０により、放射線技師は、Ｃアームの位置及び放射線照
射の位置を制御することが可能である。典型的なコントロールパネル１１０は、医師の方
向で手術部位の「写真を撮影すること」、放射線量を制御すること、及び、放射パルス画
像を開始することを、医師等に許容する。
【００１３】
　［０３１］　Ｃアーム１０３のレシーバ１０５は、画像データを画像処理装置１２２に
送信する。画像処理装置は、それに関連するデジタルメモリと、デジタルおよびソフトウ
ェア命令を実行するプロセッサとを含むことが可能である。画像処理装置は、表示装置１
２６上のディスプレイ１２３、１２４のようなプロジェクション（又は投影）に関するデ
ジタル画像を作成するために、フレームグラバ技術を使用するフレームグラバを組み込ん
でもよい。表示は、手順の間、医師によって、双方向ビューイングに関し配置される。２
つの表示は、ラテラル及びＡＰのような２つの眺めからの画像を示すために使用されても
よいし、或いは、手術部位のベースラインスキャン及び現在のスキャン、又は、現在のス
キャン及び「マージされた」スキャンを、本願で説明されるように以前のベースラインス
キャン及び低放射線の現在のスキャンに基づいて示してもよい。入力デバイス１２５（例
えばキーボードまたはタッチスクリーン）は、医師が、スクリーン上の画像を選択及び操
作することを許容することが可能である。入力デバイスは、画像処理装置１２２により実
装されるさまざまなタスクおよび特徴に対応するキーまたはタッチスクリーン・アイコン
の配列を組み込んでもよいことが、理解される。画像処理装置は、レシーバ１０５から得
られる画像データを、デジタルフォーマットに変換するプロセッサを含む。或る種のケー
スにおいて、Ｃアームは、シネマティック露出モードで動作してもよいし、毎秒で多くの
画像を生成してもよい。これらの場合、運動アーチファクトおよびノイズを低減させるた
めに、複数の画像は、短時間で単一画像に一緒に平均化されることが可能である。
【００１４】
　［０３２］　本発明の一態様において、画像処理装置１２２は、低線量の放射線を使用
して得られた詳細でない画像から導出される表示１２３、１２４について、高品質のリア
ルタイム画像を提供するように構成される。例えば、図２ａは「完全な線量」（ＦＤ）の
Ｘ線像である一方、図２ｂは同じ生体構造についての低線量の及び/又はパルス化された
（ＬＤ）画像である。ＦＤ画像は手術部位の鮮明な眺めを提供するが、多くの放射線量は
、プロシージャ中に多数のＦＤ画像を撮影することを、非常に問題のあるものとしてしま
う。本願で説明される方法を利用することで、医師には図２ｃに示される現在画像が提供
され、その現在画像は、ＬＤ画像のノイズをかなり減らし、場合によっては約９０％減ら
し、それにより、パルス化されたまたは低線量の放射線設定を使用しても鮮明なリアルタ
イム画像が医師に提供される。この能力は、プロシージャの間に器具およびインプラント
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の位置を確認することを、イメージング（又は撮像）の間の劇的に少ない放射露光で許容
する。
【００１５】
　［０３３］　図３のフローチャートは、本発明による方法の一実施形態を表す。第一段
階２００において、ベースライン高解像力ＦＤ画像は、手術部位について取得され、画像
処理装置と関連したメモリに記憶される。Ｃアームがプロシージャの間に動かされる場合
に、複数の高解像度画像が、手術部位の中の異なる位置で得られることが可能であり、こ
れら複数の画像は、複合ベース画像（後述）を形成するために「つぎ合わせられる（ｓｔ
ｉｃｈｅｄ）」。Ｃアームの動き、特に、これらの動き（ムーブメント）の間に獲得され
る画像の「追跡（ｔｒａｃｋｉｎｇ）」は、本願において詳細に説明される他のステップ
に関連して説明される。ここでの説明に関して、イメージング・システムは相対的に固定
されていることが仮定され、これは、Ｃアームおよび／または患者についての非常に限ら
れた動きだけが考察されることを意味し、そのような状況は、例えば、硬膜外鎮痛プロシ
ージャ、脊髄Ｋ－ワイヤ配置または結石除去において生じるかもしれない。ベースライン
画像は、手術部位が画像の中の中心に適切に存在することの検証のために、ステップ２０
２においてディスプレイ１２３に投影される。場合によっては、適切なベースライン画像
が得られるまで、新しいＦＤ画像が取得されてもよい。Ｃアームが動かされるプロシージ
ャにおいて、後述するように、新しいベースライン画像は、画像形成装置の新しい位置で
取得される。表示される画像がベースライン画像として受け入れられる場合、例えば表示
装置１２６またはインタフェース１２５等のようなユーザ・インタフェースにおいて、ボ
タンが押されてもよい。生理的プロセス（例えば呼吸）に起因して、かなりの量の動作が
予想される生体構造領域で実行されるプロシージャでは、同じ領域に関し、複数のサイク
ル位相にわたって、複数のベースライン画像が取得される。これらの画像は、他の医療機
器（例えばＥＣＧまたはパルス・オキシメータ）からの一時的データにタグ付けされるこ
とが可能である。
【００１６】
　［０３４］　一旦、ベースライン画像が得られると、ステップ２０４において、ベース
ライン画像セットが生成され、そのセット（集合）のうちの元のベースライン画像は、元
のベースライン画像についての何千もの置換（ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ）を生成するため
に、デジタル的に、回転、並進及びサイズ変更される。例えば、１２８ｘ１２８画素の典
型的二次元（２Ｄ）画像は、１画素間隔でｘおよびｙ方向に±１５画素にわたって並進さ
れ、３［度］間隔で±９［度］にわたって回転させられ、２．５％間隔で９２．５％から
１０７．５％までサイズ変更され、（４つの自由度なので４Ｄに関し）ベースライン画像
セット内に４７，０８９個の画像が得られる。（３次元（３Ｄ）画像は、ｘおよびｙ軸に
直交する２つの追加的な回転に起因して、６Ｄ解空間を意味する。オリジナルＣＴ画像デ
ータ・セットは、同様な方法で何千ものＤＲＲを形成するために使用されることが可能で
ある。）かくして、このステップでは、あたかも元のベースライン画像が様々な動き（ム
ーブメント）の置換の各々で得られたかのように、元のベースライン画像は、何千もの新
たな画像表現を生み出す。この「解空間（ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｓｐａｃｅ）」は、ステッ
プ２０６において、例えば画像処理装置１２２のグラフィック処理装置（ＧＰＵ）におけ
るもののようなグラフィックス・カード・メモリに記憶されてもよいし、または、解空間
に属する画像の個数及びＧＰＵがそれらの画像を生成する速度に応じて、ＧＰＵに送信さ
れる新たな画像として形成されてもよい。独立した医学用途の現在のコンピュータ能力で
は、約８５０，０００個の画像を有するベースライン画像セットの生成は、ＧＰＵにおい
て１秒未満でなされることが可能であり、その理由は、ＧＰＵの複数のプロセッサが画像
をそれぞれ同時に処理できるからである。
【００１７】
　［０３５］　手順の間、新しいＬＤ画像は、ステップ２０８において、取得され、画像
処理装置に関連するメモリに記憶され、表示１２３に投影される。新しい画像は低線量の
放射線で取得されるので、それは非常にノイズが多い。本発明は、より有用な情報を医師
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に伝える更に鮮明な画像を第２ディスプレイ１２４で生成するために、ベースライン画像
セットからの画像とともに新しい画像を「マージする」ステップを提供する。本発明は、
画像認識ステップ又は画像レジストレーション・ステップ２１０を想定しており、そのス
テップでは、統計学的に有意の合致（ｍａｔｃｈ）を発見するために、新たな画像はベー
スライン画像セット内の画像と比較される。オリジナルの新しい画像の表示に隣接するデ
ィスプレイ１２４に表示される新たな「マージされた」画像が、ステップ２１２において
生成される。プロシージャを通じた様々な時点において、ステップ２０４で新たなベース
ライン画像セットを生成するために使用される新たなベースライン画像が、ステップ２１
６で取得されてもよい。
【００１８】
　［０３６］　ステップ２１０は、現在の新しい画像をベースライン画像セットの画像と
比較することを想定している。このステップは手術プロシージャの間に為されるので、時
間および精度が重要である。画像がＣアームによって撮影される時点と、マージされた画
像がデバイス１２６に表示される時点との間に、有意の遅延が生じないように、このステ
ップは１秒未満で画像のレジストレーション（又は位置合わせ）を取得することが可能で
あることが好ましい。様々な要因に依存する様々なアルゴリズムが使用されてよく、その
ような要因は、例えば、ベースライン画像セット内の画像の個数、アルゴリズム計算を実
行するコンピュータ・プロセッサまたはグラフィックス・プロセッサのサイズ及び速度、
計算を実行するために割り当てられる時間、並びに、比較される画像のサイズ（例えば、
１２８ｘ１２８画素、１０２４ｘ１０２４画素など）等である。１つのアプローチにおい
て、比較は、４Ｄ空間の全体にわたるグリッド・パターンにおいて、上記の所定の位置に
おける画素同士の間で為される。他のヒューリスティック・アプローチでは、画素の比較
は、関連する合致の大きな見込みを提供すると考えられる画像領域に集中させることが可
能である。これらの領域は、グリッドまたはＰＣＡ検索（後述）からの情報、追跡システ
ム（例えば光学外科ナビゲーション装置）からのデータ、またはＤＩＣＯＭファイルまた
は等価物からの位置データに基づいて、「プレシード（ｐｒｅ－ｓｅｅｄｅｄ）され」て
もよい。代替的に、プロシージャに関連すると思われる解剖学的特徴を、ベースライン画
像の中でマーキングすることによって、ユーザは、画像のうちの１つ以上の領域を比較の
ために指定することが可能である。この入力については、領域内の各画素が、０ないし１
の間で関連するスコアの割り当てを受けることが可能であり、そのスコアは、新しい画像
がベースライン画像と比較される場合に、画像相似関数に対する画素の貢献度をスケーリ
ングするものである。関連スコアは、着目すべき領域または無視されるべき領域を識別す
るために調整されてよい。
【００１９】
　［０３７］　他のアプローチにおいて、主成分分析（ＰＣＡ）が実行され、ＰＣＡは、
フル解像度グリッド・アプローチにより許容されるものよりも多数の大画像との比較を、
割り当てられた時間内に許容することができる。ＰＣＡアプローチでは、画像の各画素が
互いにどのように共変するか（ｃｏ－ｖａｒｉｅｓ）についての判断がなされる。共分散
行列は、全ての解の集合のうちの小さな部分のみを利用して生成されてもよく－たとえば
、ベースライン画像セットのうちのランダムに選択された１０％を利用してもよい。ベー
スライン画像セットからの各画像は、列ベクトルに変換される。ある例では、７０ｘ４０
画素の画像は、２８００ｘ１型のベクトルになる。これらの列ベクトルは、平均が０であ
って分散が１であるように正規化され、より大きなマトリックスに結合される。共分散行
列はこの大きなマトリックスから決定され、最大固有値の固有ベクトルが選択される。こ
の特定の例に関して、３０個のＰＣＡベクトルが、個々の画像の分散の約８０％を説明で
きることが分かった。そして、２８００ｘ１画像ベクトルの各々は、１ｘ３０ベクトルを
得るために、２８００ｘ３０ＰＣＡベクトルと乗算される。同じステップが新しい画像に
適用され－新しい画像は２８００ｘ１画像ベクトルに変換され、２８００ｘ３０ＰＣＡベ
クトルとの乗算は、新しい画像に対応する１ｘ３０ベクトルを生成する。解集合（ベース
ライン画像）ベクトルおよび新規な画像ベクトルは正規化され、解空間の各ベクトルに対
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する新規な画像ベクトルのドット積が算出される。最大のドット積（すなわち、１に最も
近い）を生じる解空間ベースライン画像ベクトルは、新しい画像に最も近い画像であると
判断される。この例は、分析に使用される異なる画像サイズおよび／または異なる主成分
とともに変更されてもよいことが理解される。例えば、固有ベクトル、特異値の決定、二
乗平均誤差、平均絶対値誤差およびエッジ検出を利用する他の既存の技術が使用されてこ
とも理解される。さまざまな画像認識アプローチが画像の選択領域に適用されることが可
能であること、または、さまざまな統計的な尺度が適切な忠実性限界の範囲内に該当する
合致を発見するために適用されてよいことも、想定されている。新しい画像と選択された
ベースライン画像（または、ベースライン画像セットのうち選択されたもの）との間の相
関の程度を定量化する忠実性または相関値が、割り当てられてもよいし、この忠実性値が
、医師のレビューのために表示されてもよい。医師は、忠実性値が特定の表示に関して許
容可能であるか否か、そして、他の画像が取得されるべきであるか否かを決めることがで
きる。
【００２０】
　［０３８］　画像誘導手術プロシージャにおいて、ツール、インプラントおよび器具は
、画面フィールドに必然的に現れる。これらのオブジェクト（又は対象物）は、典型的に
は放射線不透過性であり、従って、関連する患者の生体構造を表示から遮ってしまう。か
くて、ステップ２１０において得られた新しい画像は、ベースライン画像セットのいずれ
とも相関しないツールＴによるアーチファクトを含むことになる。画像の中にツールが存
在することは、上記の比較技術が、新しい画像とベースライン画像セットのうちの何れと
の間でも高いレジストレーション・レベルを生じないことを確実にする。にもかかわらず
、上記プロシージャの各々の最終結果が、高い相関度（それは、統計学的に関連している
ことであり、或いは、所定の閾値を超えることである）を探し求めるならば、画像レジス
トレーションは、全く新しい画像、ツール・アーチファクト等とともに実行される。
【００２１】
　［０３９］　代替的に、画像レジストレーション・ステップは、新しい画像上のツール
・アーチファクトに対処するために修正されることができる。１つのアプローチにおいて
、新しい画像は、そのツールによって「ブロックされる」画素数を決定するために評価さ
れる。この評価は、各画素のグレースケール値と閾値とを比較し、その閾値の外に落ちる
画素を除外するステップを包含することが可能である。例えば、画素グレースケール値が
（完全にブロックされることを示す）０から（完全に透明であることを示す）１０まで変
化する場合に、３という閾値が、何らかの画素を評価から排除するために適用されてもよ
い。更に、位置データが、様々な追跡されるツールに利用できる場合、ブロックされる領
域は数学的に回避されることがアルゴリズムにより可能である。
【００２２】
　［０４０］　他のアプローチにおいて、画像認識またはレジストレーション・ステップ
２１０は、ＬＤ画像の、ベースライン画像の変換されたバージョンに対する類似度を測定
するステップを含んでもよい（すなわち、ベースライン画像は、図１１に関して後述され
るように、Ｃアームの動きに応じて変換されている）。画像誘導手術プロシージャにおい
て、Ｃアーム・システムは、同じ生体構造についての複数のＸ線画像を取得する。この一
連の画像にわたって、システムは小さなインクリメントで作動し、たとえ解剖学的特徴が
比較的安定なままでありえる場合でさえ、手術ツールが視野の中へ加わる又は視野から取
り除かれる。以下に記載されるアプローチは、或る画像に存在する生体構造の特徴を活用
して、後の他の画像で欠落している細部を補うことにより、生体構造の特徴に関するこの
整合性の恩恵をもたらす。このアプローチは、高品質の光線量画像を以後の低線量画像に
移すことを許容する。
【００２３】
　［０４１］　本アプローチにおいて、画像についてのスカラー関数の形式での類似関数
は、現在のＬＤ画像とベースライン画像との間のレジストレーション（位置合わせ）を決
定するために使用される。このレジストレーションを決定するために、先ず、画像同士の



(11) JP 6400793 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

間で生じるインクリメンタル・モーションを判定することが必要である。この動き（モー
ション）は、４つの自由度－スケール、回転および並進（垂直および水平の移動）－に対
応する４つの数により記述されることができる。これらの４つの数についての知識は、比
較される所与の画像ペアに関し、同じ解剖学的特徴が両方の画像で同じ位置に現れるよう
に、何れかの画像が操作されることを許容する。スカラー関数は、このレジストレーショ
ン（位置合わせ）の尺度であり、相関係数、ドット積または平均二乗誤差を用いて取得さ
れてもよい。例えば、ドット積スカラー関数は、２つの画像の画素ペア各々における強度
値の積の総和に対応する。例えば、ＬＤおよびベースライン画像各々の１２３４，１２３
４に位置する画素に関する強度値が乗算される。類似度の計算は、他の全ての画素位置に
ついて行われ、乗算された値の全てがスカラー関数に関して加えられる。２つの画像が正
確に位置合わせされている場合、このドット積は可能な最大の大きさを有することが認め
られる。換言すれば、最良の組合せが発見されると、対応するドット積は、典型的には他
のものより高い値であり、Ｚスコアとして報告される（すなわち、平均を上回る標準偏差
の数として報告される）。７．５より大きなＺスコアは、レジストレーションが偶然に発
見されない確実性が９９．９９９９９９９％であることを表す。このドット積を利用して
求められるレジストレーションは、患者の生体構造の特徴のベースライン画像と同じ生体
構造の後の時点で撮像されるリアルタイム低線量画像との間で行われる点に留意を要し、
後の時点とは、視界又は撮像装置が動かされた後、或いは、生体構造以外のオブジェクト
が視界に入った後である。
【００２４】
　［０４２］　このアプローチは、ＧＰＵのようなパラレル・コンピューティング・アー
キテクチャを利用するパフォーマンスに特に適しており、ＧＰＵ等は、例えば、並列的に
同様な演算を実行することが可能な複数のプロセッサから構成される。ＧＰＵの各プロセ
ッサは、ＬＤ画像とベースライン画像の変換されたバージョンとの相似関数を計算するた
めに使用されてよい。こうして、ベースライン画像についての複数の変換されたバージョ
ンが、ＬＤ画像と同時に比較されることが可能である。変換されたベースライン画像は、
ベースラインが取得されてＧＰＵメモリに記憶されるときに事前に生成されることが可能
である。代替的に、テクスチャフェッチ（ｔｅｘｔｕｒｅ　ｆｅｔｃｈｉｎｇ）により、
変換された座標から読み込むことによって、単独のベースライン画像が保存されて比較の
最中にオンザフライで変換されることが可能である。ＧＰＵのプロセッサ数が考慮される
変換の数を大きく上回る状況において、ベースライン画像およびＬＤ画像は様々なセクシ
ョンに分断されることが可能であり、各セクションに関する類似関数が様々なプロセッサ
で計算され、その後にマージされることが可能である。
【００２５】
　［０４３］　２つの画像を整合させる最良の変換の決定を加速させるために、類似間数
は、先ず、少ない画素しか含まないダウン・サンプリングされた画像で算出されることが
可能である。このダウン・サンプリングは、隣接する画素のグループを一緒に平均化する
ことによって、前もって実行されることが可能である。広範囲に及ぶ可能な動きにわたる
多数の変換に対する相似関数は、先ず、ダウン・サンプリングされた画像に関して計算さ
れることが可能である。一旦、このセットから最良の変換が決定されると、その変換は、
より多い画素を有する画像に適用される可能な変換の細かいグリッドに対する中心として
、使用されることが可能である。このようにして、短い時間のうちに、広範囲にわたる可
能な変換を考慮しながら、高精度に最良の変換を判定するために、複数のステップが使用
されてよい。
【００２６】
　［０４４］　様々な画像における全体的な強度レベルの相違に起因して生じる相似関数
に対するバイアスを低減させ、ユーザにとって関心がある画像内の解剖学的特徴に優先的
に整合させるために、相似関数が計算される前に、画像はフィルタリングされることが可
能である。そのようなフィルタは、理想的には、低線量画像に付随する非常に大きな空間
周波数ノイズを抑制する一方、重要な解剖学的詳細が無い大きく平坦な領域に付随する低
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い空間周波数情報を抑制する。例えば、この画像フィルタリングは、畳み込み（フーリエ
領域における乗算またはバターワースフィルタ）により達成されることができる。ＬＤ画
像およびベースライン画像は類似関数を生成する前にそれに応じてフィルタリングされる
ことが想定されている。
【００２７】
　［０４５］　上記したように、非解剖学的特徴（例えば外科手術用ツール）が画像の中
に存在するかもしれず、その場合、解剖学的特徴のみを利用してＬＤ及びベースライン画
像の間のアライメントを決定することを保証するために、類似関数計算プロセスに対する
修正が必要とされる。ある画素が解剖学的特徴の一部であるか否かを識別するマスク画像
を生成することが可能である。一態様では、解剖学的特徴の画素は１の値に割り振られる
一方、解剖学的特徴でない画素は０の値に割り振られてもよい。この値の割り振りは、上
述したように類似関数が計算される前に、ベースライン画像及びＬＤ画像の双方に、対応
するマスク画像が乗算されることを許容する。言い換えれば、マスク画像は、類似関数の
算出に何らの影響も及ばないように、非解剖学的特徴の画素を除去することが可能である
。
【００２８】
　［０４６］　画素が解剖学的特徴であるか否かを決定するために、各画素周辺の近辺で
、様々な関数の算出が可能である。近辺についてのこれらの関数は、標準偏差、勾配の大
きさ、および／または、元のグレースケール画像およびフィルリングされた画像における
画素の対応する値などを含んでよい。画素のまわりの「近辺」は、所定数の隣接画素（例
えば５ｘ５または３ｘ３グリッド）を含む。更に、これらの関数は、例えば、標準偏差の
うち近辺の標準偏差を捜し出すことによって、または、標準偏差および勾配の大きさの二
次関数を計算することによって、構成されることが可能である。近辺についての適切な関
数の１つの例は、骨と金属器具とを区別するためにエッジ検出技術を利用する者である。
金属は骨よりも「鋭い」エッジを示し、そのような相違は、「エッジ」の画素の近辺で標
準偏差または勾配の計算を利用して決定されることが可能である。近辺関数は、エッジ検
出アプローチに基づいて画素が解剖学的特徴であるか否かを判定し、その画素に相応しい
ように、１または０の値を割り当ててもよい。
【００２９】
　［０４７］　一旦、一組の値が特定の画素に関して計算されると、それらの値は、事前
に取得された画像の測定値から決定される閾値に対して比較され、閾値を超える数に基づ
いて、その画素に二進値が割り当てられることが可能である。代替的に、０と１間の小数
値が画素に割り当てられてもよく、そのような割り当ては、解剖学的特徴又は非解剖学的
特徴の一部としての画素の正体についての信頼度を反映する。これらのステップは、ＧＰ
Ｕにおける１つのプロセッサに画像の１つの画素における計算を割り当てることによって
、複数の画素の値が同時に計算されることを可能にすることで、ＧＰＵにより加速される
ことが可能である。形態学的画像オペレーション（例えば浸食および拡張）の組合せを使
用して、非解剖学的特徴に対応する領域を充填および拡張するために、マスク処理が可能
である。
【００３０】
　［０４８］このアプローチのステップの例は、図４ａ―４ｐの画像に図示される。図４
ａにおいて、手術部位の画像は、解剖学特徴（患者の頭蓋骨）および非―解剖学特徴（例
えばクランプ）を包含する。図４ａの画像は、エッジ強調のためにフィルタリングされ、
図４ｂのフィルタリングされた画像を生成する。この画像は、従来方法で何千ものにより
表現されることが可能である点が認められ、各画素の強度値は、フィルタのエッジ強調属
性に従って修正される。この例では、フィルタは、バターワースフィルタである。フィル
タリングされた画像は、非解剖学的特徴に対応するマスクを生成することに関し、８つの
異なる技術に委ねられる。このように、上記の近辺関数（すなわち、標準偏差、勾配およ
びそれらの組み合わせの関数）は、様々な画像（図４ｃ－４ｊ）を生成するために、フィ
ルタリングされた画像（図４ｂ）に適用される。これらの画像の各々は、実際の（ライブ
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）ＬＤ画像に対する比較およびレジストレーションのためにベースライン画像として記憶
される。
【００３１】
　［０４９］　かくして、図４ｃ乃至４ｊの各画像は、マスクを生成するために使用され
る。上述したように、マスク生成プロセスは、画素強度の閾値との比較により、または、
既知の非解剖学的特徴に対応する強度値が画素強度と比較されているルックアップテーブ
ルによって行われてよい。何れかの近辺関数に関し、閾値およびルックアップテーブル技
術により生成されるマスクは、図４ｋ－４１に示される。これらのマスクは、図４ｍ－４
ｎの画像で表現されるように、非解剖学的特徴に対応する領域を充填および拡張するため
に、マスク処理が可能である。結果として生じるマスクは、図４ｂのフィルタリングされ
た画像に適用され、ライブＬＤ画像と比較される「最終的な」ベースライン画像を生成す
る（図４ｏ－４ｐ）。前述したように、これらの画像の全てが極めて短い時間内に生成さ
れることができるように、これらの算出および画素評価の各々はＧＰＵの個々のプロセッ
サにおいて、実行されることが可能である。さらに、これらのマスクされたベースライン
画像の各々は、手術部位又は撮像装置の動きに応じて変換されることが可能であり、およ
び、ベースラインおよびＬＤ画像間の最良のアライメントに対応する最高のＺスコアをも
たらすベースライン画像を発見するために、ライブＬＤ画像と比較されることが可能であ
る。この選択されたベースライン画像は、以下において説明される方法で使用される。
【００３２】
　［０５０］　画像レジストレーションが完了すると、新しい画像は、様々な方法でベー
スライン画像セットから選択される画像とともに表示されてよい。１つのアプローチにお
いて、図５ａ、ｂに図示されるように、２つの画像は併合されてもよい。元の新しい画像
は図５ａに示されており、器具Ｔがはっきりと見えており、その下の生体構造を遮ってい
る。ステップ２１２（図３）で生成される部分的に併合される画像が図５ｂに示され、図
５ｂでは器具Ｔがまだ見えているが、かなり緩和されており、配下の生体構造が見えてい
る。従来の方法で画像のデジタル表現を結合することによって（例えば２つの画像に関し
画素データを加算または平均化することによって）、２つの画像がマージされてもよい。
一実施形態において、医師は、例えばユーザ・インタフェース１２５等により、表示され
る画像の中で一つ以上の特定の関心領域を識別してもよく、関心領域外の表示に関してベ
ースライン画像データを利用し、関心領域内の表示に関してマージ処理を行うように、マ
ージ処理を構成することが可能である。マージされた画像の中で表示される新たな画像と
ベースライン画像との量を制御する「スライダ」とともに、ユーザ・インタフェース１２
５が提供される。他のアプローチにおいて、医師は、図６ａ，ｂに示されるように、相関
しているベースライン画像と新しい画像またはマージされた画像との間で交互に切り換え
てもよい。図６ａの画像は、新たな画像に対して最高の相関度を有するものとして見出さ
れた、ベースライン画像セット中の画像である。図６ｂの画像は、得られた新しい画像で
ある。医師はこれらの表示の間で切り替えを行い、下位の生体構造についてのより鮮明な
表示、及び、器具Ｔを伴う現在の視野の表示を取得し、事実上、画像を切り替えることに
より、視野から器具をデジタル的に除去し、器具により遮られていた生体構造に対する位
置を明確にする。
【００３３】
　［０５１］　他のアプローチにおいて、２つの画像間の相違を識別するために、ベース
ライン画像と新しい画像との間で対数減算の実行が可能である。その結果の差分画像（医
師にとって関心がある注入された造影剤又は器具を含むかもしれない）は、ベースライン
画像、新しい画像またはマージされた画像に対して、別々に、着色して重ねて又は加算し
て表示されることが可能である。これは、Ｃアーム露光環境における変化に対処するため
に、減算の前に画像強度をスケーリングすることを要する。浸食及び拡張のようなデジタ
ル画像処理操作は、身体的オブジェクト以外の画像ノイズに対応する差分画像中の特徴を
除去するために、使用することが可能である。上述したように画像差分を強調する、或い
は、マージされた画像から差分画像を取り除くために、上記のアプローチが使用されても
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よい。換言すれば、差分画像は、ベースライン画像、新たな画像又はマージされた画像に
おける差分画像の除外または包含のためのツールとして使用されてよい。
【００３４】
　［０５２］　上記のように、本発明は、画像形成装置またはＣアーム１０３が動かされ
る外科的ナビゲーション手順も想定している。画像形成装置からのＤＩＣＯＭ情報又は市
販のトラッキング装置を使用して、従来の外科的ナビゲーション技術のようなインプラン
トおよび手術器具の位置を追跡するよりはむしろ、Ｃアームの位置を追跡することを　本
発明は想定している。Ｃアームの追跡は、器具やインプラントを追跡するのに必要な精度
よりもかなり低い精度しか要しない。この実施形態では、画像処理装置１２２は、トラッ
キング装置１３０から追跡情報を受信する。本発明の一態様の課題は、患者に対するＣア
ームの向きによらず、実際の手術部位に合致した画像を医師が眺めることを保証すること
である。
【００３５】
　［０５３］　Ｃアームの位置を追跡することは「ドリフト」を説明することが可能であ
り、ドリフトは、物理的な空間と撮像空間（または仮想的な空間）との間の徐々に進行す
る不整合（ミスアライメント）である。この「ドリフト」は、微妙な患者の動き、テーブ
ルまたは撮像デバイスとの偶発的な接触などに起因して生じる可能性があり、および重力
に起因して生じることさえありえる。このミスアライメントは、しばしば、視覚的には知
覚できないが、医師が眺める画像の中で顕著なずれ（シフト）を生成する可能性がある。
外科的ナビゲーション手順が実行される場合（及び医師がそのデバイスから得られる情報
を当てにする場合）、或いは、画像の鮮明性を改善するために、ベースライン画像に対す
る新たな画像のアライメントが必要とされる場合に、これらのシフトは問題化する可能性
がある。画像処理を使用することは、ベースライン及び新たな画像の不可避的なミスアラ
イメントを除去する。画像処理装置１２２は、生体構造の現在の画像が、予測された画像
と比較される校正モードを組み込んでもよい。画像の予測された動きおよび実際の動きの
違いは、後述される「質量中心（ＣＯＭ）」及びドリフトについての不正確な知識により
説明できる。僅かな数の画像が取得されてＣＯＭが正確に確定すると、システムの再校正
が連続的な撮像とともに自動的に生じ、それにより、ドリフトの影響を排除することが可
能である。
【００３６】
　［０５４］　画像処理装置１２２は「トラッキングモード」で動作してもよく、そのモ
ードでは、Ｃアームの動きがモニタリングされ、現在表示されている画像がそれに応じて
動かされる。現在表示されている画像は、上述したように生成される、最近のベースライ
ン、新しいＬＤ画像またはマージされた画像であってよい。この画像は、新しい画像が画
像形成装置１００で撮影されるまで、ディスプレイ１２３、１２４のうちの何れかに残る
。この画像は、トラッキング装置１３０によって取得される位置データを利用して、Ｃア
ームの動きに合致するようにディスプレイ上でシフトさせられる。図７ａ、６ｂにて図示
されるように、トラッキング・サークル２４０がディスプレイ上に示されてもよい。トラ
ッキング・サークルは、画像に関する「境界」位置を識別する。トラッキング・サークル
が赤色で示される場合、Ｃアーム位置に応じて取得される画像は、図７ａに示すように、
ベースライン画像位置に関して「境界外（ｏｕｔ　ｏｆ　ｂｏｕｎｄｓ）」となる。Ｃア
ームが放射線技師によって動かされると、ディスプレイ上に表現される画像は移動させら
れる。図７ｂに示されるように、画像が「境界内（ｉｎ　ｂｏｕｎｄｓ）」に移動すると
、トラッキング・サークル２４０は緑色に変わり、それにより、現在Ｃアームは新しい画
像を取得するために適当な位置にある旨の速やかな指示を、技師が得るようにする。トラ
ッキング・サークルは、手術手順の間に、Ｃアームの動きを案内するために、技術者によ
って使用されてもよい。トラッキング・サークルは、ベースライン結合画像を準備する際
に技術者を支援するために使用されてもよい。図８ａに示されるように、他の画像につな
がる際に適切に整合していない画像位置は、赤色のトラッキング・サークル２４０を有す
るが、適切に整合した画像位置は、図８ｂに示されるように、緑色のトラッキング・サー
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クルを有する。そして、技師は、ベースライン結合画像の一部分を形成するために、画像
を取得することが可能である。
【００３７】
　［０５５］　本発明は、医師と放射線技師との間のコミュニケーションを強化する特徴
を想定している。手順の最中に、医師は、特定の位置または方位における画像を要請する
かもしれない。１つの例は、ＡＰ指向Ｃアームが、「フラット」に向いた終板とともに脊
骨終板の直上に、或いは、Ｃアームのビーム軸に本質的に平行に、整合して傾けられる脊
髄麻酔における「ファーガソン表示(Ferguson view)」として知られるものである。ファ
ーガソン表示の取得は、脊椎の複数のＡＰ表示を取得しながら、Ｃアームまたは患者テー
ブルを回転させることを必要とし、この手順は、現在の技術では厄介で不正確なものであ
り、終板に最も整合するものを発見するために、多数の蛍光透視画像の撮像を必要とする
。本発明は、単独の画像又はつなぎ合わせられた画像上にグリッドを重ねること、及び、
Ｃアームを方向付けるために技師により使用されることが可能な解剖学的特徴のラベルを
提供することを、医師に許容する。かくして、図９ａに示されるように、画像処理装置１
２２は、側面画像（Ｌａｔｅｒａｌ　ｉｍａｇｅ）に重ねられているトラッキング・サー
クル２４０の中にグリッド２４５を配置することを、医師に許容するように構成される。
医師は、このケースの脊髄脊柱で、解剖学的構造を識別するラベル２５０を特定してもよ
い。この特定の例では、目的は、Ｌ２－Ｌ３の椎間（ｄｉｓｃ　ｓｐａｃｅ）を、中心グ
リッド線２４６に合わせることである。技術者を支援するために、軌道矢印２５５が画像
に重ね合わせられ、現在位置でＣアームにより取得される画像の軌跡を示す。Ｃアームが
動くと、純粋なＡＰの向きを変更し、画像処理装置は、トラッキングデバイス２３０から
取得されるＣアーム位置データを評価し、軌道矢印２５５に対する新たな方位を決定する
。軌跡矢印がＣアームとともに動き、それにより、図９ｂに示されるように、それが中心
グリッド線２４６に整合させられると、技師は撮像し、Ｌ３終板に沿ってファーガソン表
示を得るためにＣアームは適切に整合していることを知る。このように、それが中心グリ
ッド線に沿って回転させられ及び中央に配置されるまで、側面画像をモニタリングするこ
とは、多くの不正確な画像の推測及び撮像を行うことなく、ＡＰファーガソン角を発見す
ることを、放射線技師に許容する。
【００３８】
　［０５６］　図１０に示されるように、画像処理装置は、それぞれのディスプレイ１２
３および１２４に同時に側面およびＡＰ表示を示すように構成されてもよい。一方または
両方の表示は、グリッド、ラベルおよび軌道矢印を組み込んでいてもよい。これと同じ側
面図が、技術者が眺める撮像システム１００のコントロールパネル１１０上に現れてもよ
い。上述したように、Ｃアームが軌道矢印を中心グリッド線に整合させて動かされるにつ
れて、側面及びＡＰ画像はそれに応じて移動し、それにより、医師は、新しい画像がどの
ように見えるかについての直感を得る。また、技術者がＣアームを適切に仕向けると、中
心グリッド線に対する軌道矢印の一致が示され、新しいＡＰ画像が得られる。図１０に示
されるように、表示は複数の軌道矢印を含み、機動矢印の各々は特定の椎間に整合してい
る。例えば、一番上の軌道矢印はＬ１－Ｌ２椎間に整合し、一番下の矢印はＬ５－Ｓ１椎
間に整合する。複数のレベルの手順において、医師は様々なレベルのファーガソン表示を
必要とするかもしれないが、それらは、Ｃアームを特定の軌道矢印に整合させることを技
師に要求することによって、容易に取得されることが可能である。
【００３９】
　［０５７］　他の特徴において、放射線不透過性の非対称形状は、Ｃアーム検出器上の
既知の位置に置かれることが可能である。これは、Ｃアームの座標系を、Ｃアームの画像
座標系の何らかの方向に連結する能力をもたらす。Ｃアームのディスプレイが、何らかの
回転またはミラーリングを有する画像を生成するために修正されると、その形状の検出は
、画像の比較及び画像のつなぎ合わせのプロセスを劇的に単純化する。すなわち、図１１
に示すように、ベースライン画像Ｂは、画像の９時の位置に指標「Ｋ」を包含する。新た
な画像Ｎが取得され、その画像の中では、指標が、医師又は技師により、デフォルト方向
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から回転させられている。この新しい画像とベースライン画像セットとの比較は、この角
度オフセットに起因して、これらの画像の間では何らのレジストレーション（又は位置合
わせされている旨の判断）は生じそうにない。一実施形態では、画像処理装置がベースラ
イン方向からＣアームの実際の回転を検出し、他の実施形態では、画像処理装置が、画像
認識ソフトウェアを使用して、新しい画像の中の「Ｋ」の指標の位置を特定し、デフォル
ト位置からの角度オフセットを判定する。この角度オフセットは、ベースライン画像セッ
トの回転および／または鏡像による画像を得るために使用される。画像レジストレーショ
ン・ステップ２１０において選択されるベースライン画像は、新しく獲得される画像にマ
ージされる変換された方位において維持される。この変換は、Ｃアームに存在する表示効
果を除去するように、回転およびミラーイメージングを含むことができる。
【００４０】
　［０５８］　別の態様においては、Ｃアーム放射線源１０４がテーブルに近づくにつれ
て、レシーバ１０５によって捕えられる画像のサイズが、より大きくなり；レシーバをテ
ーブルの方に動かすことは、結果として画像サイズの減少になることが知られている。画
像スケールが身体の方へ及び身体から遠ざかる方への動く量は容易に判定されることが可
能である一方、Ｃアームがテーブルに沿って並進させられる場合、放射線源に対する患者
の「質量中心（ＣＯＭ）」の近さに応じて変化する大きさの分だけ画像がシフトする。撮
像される生体構造は３Ｄ構造によるものであるが、高い精度で、数学的に、その構造のＣ
ＯＭに配置された３Ｄ生体構造の２Ｄ画像として、その生体構造を表現することが可能で
ある。例えば、ＣＯＭが放射線源の近くにある場合、小さな動きでも、結果的に生じる画
像は、大幅にシフトすることを引き起こす。ＣＯＭが決定されるまでであるが、スクリー
ン上でオブジェクトがシフトする算出される量は、それらの実際の動きに比例するが、等
しくはない。その相違は、ＣＯＭの実際の位置を算出するために使用される。ＣＯＭはそ
れらが相違する量に基づいて調整され、画像が過剰にシフトさせられる場合には放射線源
からそれを動かし、画像シフトが小さすぎる場合には反対に動かす。ＣＯＭは、当初は、
テーブル上に中心を置くように仮定され、トラッキング装置のリファレンス・アークはそ
こを中心に付加される。ＣＯＭの真の位置は、撮像システムの初期セットアップ中に撮影
される初期の２～３の画像を利用して極めて正確に決定され、新たな画像の取得夫々に応
じて再確認／調整される。ＣＯＭがグローバル空間で決定されると、ＣＯＭに対するＣア
ームの動きが算出され、画像レジストレーションに応じてベースライン画像セットを並進
させるように適用されることが可能である。
【００４１】
　［０５９］　画像処理装置１２２は、他の追跡されるエレメントを画像の中に導入する
ことを医師に許容し、プロシージャの最中に医師のガイドを支援するように、構成されて
もよい。閉ループ・フィードバック・アプローチは、この知覚され追跡されるエレメント
の位置とエレメントについて撮影された画像とが対応していることの確認を、医師に許容
する。具体的には、ライブのＸ線および外科的ナビゲーション・システムからの決定され
た位置が、比較される。同様に、ベースライン画像の情報は、画像認識の際に、たとえ放
射線不透過性のオブジェクトにより遮られていたとしても、患者の生体構造を追跡するた
めに使用されることが可能であり、放射線不透過性のオブジェクトの情報は、撮像された
画像がその追跡される場所と比較される場合に、その追跡を確認するために使用されるこ
とが可能である。器具／インプラントおよびＣアームの双方が追跡される場合、イメージ
ング・ソースに対する生体構造の位置およびイメージング・ソースに対する装置の位置は
、既知である。この情報は、生体構造に関して装置またはハードウェアの位置を迅速かつ
対話式に突き止めるように使用されることが可能である。この特徴は、例えば、血管プロ
シージャ（ａｎｇｉｏ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）におけるカテーテルのパスをたどるという
特に有用な用途を有する。典型的な血管プロシージャにおいて、映写又は連続的なフルオ
ロは、血管に沿うカテーテルの進行に続くように使用される。本発明は、カテーテルの仮
想的な記述を有する以前に生成された生体構造の画像と、生体構造及び実際のカテーテル
のライブ・フルオロ・ショットとを結合することを許容する。このように、典型的な映写
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プロシージャの場合に毎秒１５枚のフルオロ撮像を行うのではなく、本発明は、あたかも
カテーテルが血管に沿って進行しているかのように、カテーテルを効果的かつ正確に追跡
するために、毎秒１回の撮像しか行わなくて済むことを放射線技師に許容する。以前に生
成される画像は、撮影されていないフルオロ・ショットを説明するために接合される。必
要に応じて、撮像又は再校正の場合に、仮想的な表現がライブ・ショットに対して確認さ
れることが可能である。
【００４２】
　［０６０］　特定のプロシージャにおいて、より大きな特徴（例えば近くの骨）に対す
る血管生体構造の位置を特定することが可能である。これは、従来のＣＴ血管造影図（Ｃ
ＴＡ）から、または、プロシージャの途中で撮像される実際の血管造影図から、ＤＲＲを
利用して達成されることが可能である。いずれのアプローチも、骨の解剖学的な特徴に血
管造影図をリンクさせる又はその逆を行う手段として利用されてよい。より詳細に説明す
るために、異なるＤＲＲを生成するために同じＣＴＡが使用されるものとし、ＤＲＲは、
例えば、骨の解剖学的特徴のみを強調するもの、および、骨に沿う血管の解剖学的特徴を
含む合致したセットにおけるもの等である。患者の骨の解剖学的特徴について撮影された
ベースライン・フルオロ画像は、最高の合致性を判定するために、骨ＤＲＲと比較される
ことが可能である。骨のみのＤＲＲを用いた結果を表示する代わりに、血管の解剖学的特
徴を含む合致したＤＲＲが、新しい画像とマージするために使用されることが可能である
。この手法では、骨は、血管の解剖学的特徴における位置に対するカテーテルの放射線位
置を特定することを支援する。血管自体を連続的に撮像する必要はなく、その構造の画像
は取得された骨のみの画像に重ねられることが可能であるので、コントラスト染料の使用
は、血管を安定的に見るためにコントラスト染料が必要である従来のプロシージャに対し
て、限定されたものにすることが可能である。
【００４３】
　［０６１］　以下は、上記の画像処理装置の特徴を利用する特定のプロシージャ例であ
る。これらは、ベースライン画像タイプ、表示オプション、および放射線量などの様々な
ものの組み合わせを用いて、ソフトウェアがどのように使用されるかについての僅かな例
に過ぎない（これらの列挙は網羅的なものであることを意図していない）。
　パルス新画像／交互／ＦＤフルオロ又は術前のＸ線のベースライン
　［０６２］　パルス化された画像が取得され、その画像は、外科的手術の前に撮影され
た高解像度のパルス化されていない画像を含む事前に取得されるベースライン画像セット
と比較される。現在の画像とベースライン・ソリューション・セットのうちの何れかとの
間のレジストレーションは、解剖学的構造の現在位置および表示を反映しているベースラ
イン画像を提供する。新しい画像は、位置合わせされたベースライン画像とともに代替的
に表示される又はオーバレイされ、より妨げが少ない又はより鮮明な画像とともに、オー
バレイされるおよび切り替えられる現在画像を示す。
　パルス新画像／交互／ＤＲＲに由来したベースライン
　［０６３］　パルス化された画像が取得され、ＣＴスキャンから取得される高解像度の
ＤＲＲを含むベースライン画像についての事前に取得されるソリューションと比較される
。ＤＲＲ画像は、骨の解剖学的特徴を示すにすぎないように限定され、これは、ＯＲの中
で撮影されるフィルムを頻繁に「曇らせる」他の不明瞭情報（例えば、ボビーコード（ｂ
ｏｖｉｅ　ｃｏｄｅ）、ＥＫＧリード（ＥＫＧ　ｌｅａｄｓ）等）および骨の鮮明性を曖
昧にする対象（例えば、腸内ガス、器官など）と異なる。上記の例と同様に、従来のＤＲ
Ｒ画像の何れかと位置合わせされる新しい画像およびこれらの画像は、ディスプレイ１２
３、１２４において交互に切り換えられ、または、オーバレイされる。
　パルス新画像／別の代わりに合成
　［０６４］　上記の技術の全てが適用されることが可能であり、新たなおよび位置合わ
せされたベースライン画像ではなく、過去のおよび現在の画像がマージされてもよい。加
重平均または類似マージ技術を実行することによって、生体構造の高解像度画像とともに
マージされる、生体構造に対する現在の情報（例えば、機器、インプラント、カテーテル
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などの配置）をともに示す単一画像の取得が可能である。一例において、２つの画像の併
合部の複数の画像が、１００％パルス化された画像ないし１００％ＤＲＲの画像にわたる
範囲内で提供されることが可能である。ユーザ・インタフェース１２５上のスライドボタ
ンは、必要に応じて、併合の範囲を調整することを、医師に許容する。
　新しい画像は、より大きなベースライン画像セットの小部分である
　［０６５］　所定時間に為される撮像は、全身のうちの一部分である限られた情報しか
含まない。例えば、コリメーションは全体的な組織放射線照射を低下させ、身体へ向かう
放射線散乱を低下させるが、得られる画像の視野を制限してしまうことを犠牲する。正し
い位置でマージされる又は代用される、より大きな画像の脈絡の中で、実際の最後に投影
された画像の表示は、より小さな画像領域に関する情報を補足し、より大きな身体構造に
対するリファレンスに組み込むことを許容する。同じ画像レジストレーション技術が、上
述したように適用される（ただし、レジストレーションは、（つなぎ合わせられている又
はつなぎ合わせられていない）ベースライン画像のうち、新しい画像で見える領域に対応
する狭いフィールドに適用される点を除外する）。
　同様に、接合部又は遮られた領域での配置
　［０６６］　希にではなく、特に、異なる全体密度を有する領域において（例えば、胸
部と隣接する腹部との相違、頭部／首／頚椎と上部胸郭との相違において）、明確に視覚
化されることが可能なＸ線の領域は、取得される実際の画像のうちの一部分だけである。
それが能力を制限し、狭い表示を身体のより大きなコンテキストに当てはめる場合、また
は、評価されるべき領域が画像のうちの遮られた部分にある場合、医師の意向を妨げてし
まう。複数の画像を一緒につなぎ合わせることによって（それぞれは、ローカルな理想的
な環境で撮影されている）、より大きな画像の取得が可能である。更に、現在の画像は、
（上述したような）より大きなコンテキストの中に付加され、関連するロケーションによ
り不鮮明化されている画像のその部分を満たすことが可能である。
　隠れた生体構造の遮りを排除する又は局所的な影響を緩和する
　［０６７］　上述したように、画像処理装置は、現在の新しい画像とベースライン画像
セットとの間で画像レジストレーション・ステップを実行し、Ｘ線散乱または小さな遮る
対象（例えばコードなど）またはより大きな対象（例えば、ツール、器具など）の形式で
存在するノイズに起因する誤情報を、事実上、制限する。多くの場合、それは、ツール又
は器具によってブロックされる生体構造の画像であって実行される手術にとって最も重要
な画像の一部分である。遮っている対象物を画像から除去することにより、手術は、より
安全に且つより有効になり、医師は改善された情報とともに継続するよう促される。ノイ
ズが加わる前に撮影された画像（例えば、過去のフィルム、ベースライン・シングルＦＤ
画像、手術前に撮影されたフルオロ・ショットをつなぎ合わせたもの等）或いは理想化さ
れた画像（例えば、ＣＴデータから生成されるＤＲＲｓ）を利用することにより、その過
去の「（遮られていない）鮮明な」画像を表示することは（その画像は、現在の画像とマ
ージされる或いは切り替えられる）、それらの対象物を画像から消滅させる、或いは、濃
い対象物ではない影になる。これらが追跡される対象物である場合、遮られる領域は非重
視化されることが可能であり、あるいは、数学的な比較が実行されることにより、そこか
らの情報の排除が可能であり、速度および比較精度の更なる改善を促す。
【００４４】
　［０６８］　本願で説明されるように構成される画像処理装置は３つの包括的な特徴を
提供し、それらは：（１）受け入れられるライブ画像に必要とされる放射線照射量を低減
させること、（２）手術手順を促すことが可能な画像を医師に提供すること、（３）放射
線技師と医師との間のコミュニケーションを改善することである。放射線照射を低減させ
る態様に関し、本発明は、手術手順の全体にわたって低線量画像が撮影されることを許容
し、現在の画像における「ノイズ」により形成されるギャップを埋め、完全な線量の画像
の詳細とともに、現在の視野の複合的な又はマージされた画像を生成する。実際には、す
べての一般的な市販のＣアームに存在する未修正の特徴を利用して、標準ＦＤイメージン
グより少ない放射線照射の大きさで生成される、患者の生体構造についての高い有用性の



(19) JP 6400793 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

高品質画像を可能にする。本願で説明される画像レジストレーション技術は、グラフィッ
クス処理ユニットで実現されることが可能であり、１秒以内でまたは真にインタラクティ
ブになされることが可能であり；ＣＩＮＥモード等で必要とされる場合、画像レジストレ
ーションは１秒当たり複数回実行することが可能である。ユーザ・インタフェースは、位
置合わせされる画像を取得するために必要な忠実度の決定を医師に許容し、横に並べる表
示ないしマージされた表示のフェードイン／フェードアウトに至る表示の仕方の選択肢を
医師に与える。
【００４５】
　［０６９］　手術手順を促す画像を医師に提供する特徴に関し、いくつかのデジタル撮
像技術が、ユーザの体感を改善するために使用されることが可能である。１つの例は画像
トラッキングであり、これは、画像キャプチャの間で生じる如何なる位置の変更にもよら
ず、本質的に「静的な」ポジションで医師に表示さえる画像を維持するために使用される
ことが可能である。この特徴によれば、ベースライン画像は空間の中で固定されることが
可能であり、新しい画像はそれに対して調整され、その逆ではない。プロシージャにおけ
るステップの間に連続的な画像が撮影される場合に、関心のある特定の対象（例えば、生
体構造または器具）が連続的な表示の中で静止したままにするように、新しい画像の各々
が、先行する画像に対して安定化されることが可能である。例えば、骨用ネジが身体部分
の中に入るにつれて一連の画像が撮影される場合に、身体部分は、ネジの実際の進行が直
接的に観察できるように、ディスプレイスクリーン上では静止したままである。
【００４６】
　［０７０］　この特徴の別の態様においては、遮るオブジェクトを含む現在の画像は、
何らの遮るオブジェクトもない早期の画像と比較されることが可能である。レジストレー
ション・プロセスにおいては、画像処理装置は、新しい画像とベースライン画像との間で
マージされた画像を生成することが可能であり、その画像は、表示される画像から、オブ
ジェクトのブロッキング性を非重視化する。ユーザ・インタフェースは、表示された眺め
の中でブロッキング・オブジェクトをフェードインさせる又はそこからフェードアウトさ
せる機能を、医師に提供する。
【００４７】
　［０７１］　オブジェクト自体が追跡される他の実施形態において、ブロッキング・オ
ブジェクトの仮想的なバージョンが、表示される画像に加え戻されることが可能である。
画像処理装置は、ブロッキング・オブジェクトの位置の後に続くトラッキングデバイスか
ら位置データを取得し、表示される画像の中で仮想的なオブジェクトの適当な位置および
方位を決定するために、その位置データを用いることが可能である。仮想的なオブジェク
トは、チェック・ステップとして機能するように、新たな現在画像と比較されるベースラ
イン画像に適用されてもよく、新しい画像が、所与の許容度の範囲内で、生成された画像
（ツールおよび生体構造の双方）に合致する場合、手術は進行可能である。合致が乏しい
場合、（自動化された手術における）手術は停止させられ、及び/又は、再校正の実行が
可能である。これは、閉ループ・フィードバック特徴を許容し、医学的な治療介入の安全
性を促す。
【００４８】
　［０７２］　特定のプロシージャ（例えば偽アンギオ・プロシージャ）に関し、ベース
ライン画像中の血管を現在の画像に投影することは、非常に少ない造影剤負荷しか利用せ
ずに、ツールが脈管構造の中を進行する際のツール（例えば、マイクロ・カテーテル、ス
テントなど）を見ることを医師に許容することが可能である。隣接する骨の解剖学的特徴
は、血管のための「アンカー」として役立ち、画像レジストレーション・プロセスを通じ
て、本質的には骨が追跡され、血管はその構造に隣接して存在するように仮定される。換
言すれば、解剖学的特徴が連続的な画像の間を移動する場合に、新たな画像は、ベースラ
イン画像セットのうちの画像であって「背景」の解剖学的特徴の新しい位置に対応する画
像に対して、位置合わせされる。脈管構造を含むが異なる既にリンクされるベースライン
画像中の血管は、コントラストが不足している表示される画像にオーバレイされる又はそ
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れにマージされることが可能である。必要とされる場合又は望まれる場合には、断続的な
アンギオが、確認するために撮影されることが可能である。追跡されるカテーテルと組み
合わせられる場合、器具の位置についての実際の情報が、画像に包含されることが可能で
ある。シネ（血管造影図が得られる場合に一般的に使用されるフルオロ・ショットの連続
的なムービーループ）の作成が可能であり、シネにおいて生成される画像は、シネ画像に
つながれ、血管造影図が作成される又はカテーテルが配置される一方で、低線量Ｘ線が多
数取得されることを許容する。最終的に、画像がオリジナルのベースライン画像にリンク
されると、これらのうちの何れかが現在の画像にマージされるために使用され、インプラ
ントの動き、コンストラクトの形成、ステントの設置などをモニタリングする手段を形成
する。
【００４９】
　［０７３］　コミュニケーションを改善する第３の特徴では、新たな画像を取得する仕
方および場所に関し、Ｃアームのポジショニングで技師を案内することが可能な方法にお
いて、本願で説明される画像処理装置は、医師が画像に注釈をつけることを許容する。か
くして、画像処理装置１２２はユーザ・インタフェース１２５は、表示される画像にグリ
ッドを付加し、生体構造にラベルを付し、撮像装置のアライメントのための軌跡を識別す
るための手段を医師に提供する。技師が画像形成装置またはＣアームを動かすにつれて、
表示される画像も動かされる。この特徴は、それを得るためにＣアームがフィールド内に
戻されるたびに複数の画像を撮影することなく、所望の方向で、スクリーンの中央で撮像
されることが望ましい解剖学的特徴を中心とすることを、放射線技師に許容する。この特
徴は、Ｃアームに関しビュー・ファインダを提供し（この特徴は、従来技術では欠如して
いる）。医師が示す必要性を満たすように形成される表示とともに、新たな画像を撮影す
るために、技師はＣアームを起動させることが可能である。
【００５０】
　［０７４］　更に、ＤＩＣＯＭデータまたは外科的ナビゲーション・バックボーンを使
用して撮影される画像にＣアームの動きを関連づけることは、例えば、Ｃアームが次の画
像獲得に備えて移動する際に、表示される画像を移動させることを支援する。「境界内（
In　bound）」および「境界外（out　of　bounds）」インジケータは、如何なるベースラ
イン画像とも相関させることができない又は位置を合わせることができない画像、或いは
、複合的な視野を形成するために他の画像とともにつなぎ合わせることができない画像を
、Ｃアームの現在の動きがもたらすか否かについての即時的な指示を技師に提供すること
が可能である。画像処理装置は画像ディスプレイを提供し、その画像ディスプレイは、Ｃ
アームの位置及び軌跡の提案される変化の影響を、医師および技師に視覚化することを許
容する。さらに、画像処理装置は、例えば、生体構造が適切に整合するように（例えば、
手術テーブルに対して平行に又は垂直になるように）、Ｃアームの角度またはテーブルの
位置を、医師が変更することを支援する。画像処理装置は、二つ以上の異なるガントリー
角度／位置からの二つ以上のＸ線ショットを用いたＸ線撮像対象の正確な中心についての
質量中心（ＣＯＭ）を決定することも可能であり、そのＣＯＭ情報を利用して、（画素単
位で）表示される撮像空間に対する（ミリメートル単位の）物理的な位置の対応付けを改
善する。
【００５１】
　［０７５］　本願で開示される画像認識コンポーネントは、撮影される次の画像の位置
についての情報不足を克服し、多くの利点を提供する。新しい画像がベースラインに対し
て中心を合わせている場所を大まかに知ることは、撮像空間のうちの大きな領域をスキャ
ンする必要性を制限し、従って、著しく画像認識ソフトウェアの速度を大幅に向上させる
。より多くの放射線低減量（およびノイズの削減）が許容され、画像認識の内部チェック
が存在する。例えば、ベースライン画像作成、複数のベースライン画像セット間の切り替
え、および、つなぎ合わせ等のような、外科的ナビゲーションなしに設定されるシステム
においてマニュアルでなされている複数の特徴が、自動化されることが可能である。これ
らの特徴は、コンテキストを追跡する画像においても、等しく有用である。
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【００５２】
　［０７６］　上述の通り、手術部位、解剖学的特徴およびハードウェアの正確な表示が
医師に提示されることを保証するために、システムおよび方法は、過去に取得された画像
を、ライブ画像と相関させるまたは同期させる。最適ケースでは、過去に取得された画像
は、特定の患者からのものであって、手術手順と時間的に近接して取得されたものである
。しかしながら、場合によっては、そのような過去の画像は利用可能ではない。そのよう
な場合、「過去に取得された画像」は、ＣＴおよびＤＲＲ画像のデータベースから抽出さ
れることが可能である。大部分の患者の解剖学的特徴は、患者の身長および状態に応じて
比較的一様である。画像の大きなデータベースの中では、かなり類似する解剖学的特徴を
有する患者の過去の１つ以上の画像の取得が可能である確率が高い。１つ以上の画像は、
画像処理装置１２２により実現されるソフトウェアにより、現在の撮像装置の位置及び眺
めに対して相関付けられ、ライブ画像につながれるべき「過去に取得された画像」として
信頼性高く提供される程度に十分に、過去の画像が現在の患者の解剖学的特徴に近いもの
であるか否かを判定する。
【００５３】
　［０７７］　図１０の表示は、画像処理装置１２２、ユーザ・インタフェース１２５お
よび表示装置１２６に組み込まれてもよいタイプのディスプレイおよびユーザ・インタフ
ェースを示す。例えば、表示装置は、ディスプレイの周辺にある「ラジオ（ｒａｄｉｏ）
」ボタンまたはアイコンを有する２つのディスプレイ１２２、１２３を含んでもよい。ア
イコンは、特定の特徴（例えば表示に示される「ラベル」、「グリッド（格子）」および
「軌道」の特徴）を起動させるタッチスクリーン・ボタンであってもよい。タッチスクリ
ーンまたはラジオボタンを起動させることは、特定のアクティビティを実行するために医
師によって使用されることが可能な様々なスクリーンまたはプルダウンメニューにアクセ
スすることを可能にする。例えば、「ラベル」ボタンを起動させることはラベル「ＬＩ」
、「Ｌ２」などを有するプルダウンメニューにアクセスすることであってもよいし、ドラ
ッグアンドドロップは、画像上の所望の位置に医師がラベルを配置することを許容する。
図１０に示されるグリッドおよび軌道矢印を配置することに関し、同様なプロセスが使用
されてよい。
【００５４】
　［０７８］　以上、本発明は図面および上記の記述により詳細に図示および説明されて
きたが、それらは例示として解釈されるべきであり、その性質上、限定として解釈される
べきでない。好ましい実施形態しか提示されていないこと、本発明の精神の範囲に属する
全ての変更、修正及び応用も、保護波にないにあることが理解される。
【００５５】
　以下、本願により教示される手段を例示的に列挙する。
　（付記１）
　医学的プロシージャ中、外科的フィールドの患者の内部解剖学的構造の画像の表示を生
成するために、画像処理装置が実行する方法であって、
　ベースライン方位の患者の内部解剖学的構造を包含している外科的フィールドの高解像
度ベースライン画像を得るステップと、
　ベースライン画像のベースライン方位からのムーブメントの複数の置換におけるベース
ライン画像の代表画像を包含しているベースライン画像セットを生成するために、高解像
度ベースライン画像をデジタル的に操作するステップと、
　低い解像度で外科的フィールドの新しい画像を得るステップと、
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較して、新しい画像との許容可能
な相関度を有している代表画像を選択するステップと、
　選択された代表画像と新しい画像とをマージして、マージされた画像を表示するステッ
プと
を有することを特徴とする方法。
　（付記２）
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　前記ベースライン画像は、プレプロシージャフル線量蛍光透視画像またはＣＴスキャン
画像のうちの何れかであることを特徴とする付記１に記載の方法。
　（付記３）
　前記ベースライン画像は、ＤＲＲであることを特徴とする付記１に記載の方法。
　（付記４）
　前記新しい画像は、パルスおよび／または低い線量画像のうちの何れかであることを特
徴とする付記１に記載の方法。
　（付記５）
　前記ベースライン画像をデジタル的に操作するステップにおけるムーブメントの置換が
、２Ｄ画像に対応する４Ｄムーブメントを包含することを特徴とする付記１に記載の方法
。
　（付記６）
　前記ベースライン画像をデジタル的に操作するステップにおけるムーブメントの置換が
、３Ｄ画像に対応する６Ｄムーブメントを包含することを特徴とする付記１に記載の方法
。
　（付記７）
　前記高解像度ベースライン画像をデジタル的に操作するステップにおいて、所定のグリ
ッドが画像にオーバレイされ、
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較することが、代表画像及び新し
い画像において所定の位置にある画素を比較するステップを包含する、ことを特徴とする
付記１に記載の方法。
　（付記８）
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較することが、比較に関し代表画
像を発見的に選択することを包含することを特徴とする付記１に記載の方法。
　（付記９）
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較するステップは、
　一つ以上のＰＣＡ（principal component analysis）ベクトルを生成するためにベース
ライン画像セットの代表画像の画素について主成分分析法（ＰＣＡ）を実行するステップ
であって、前記ＰＣＡベクトルは縦ベクトルである、ステップと、
　代表画像の各画素に関し複数のＰＣＡベクトルによるＰＣＡマトリックスを生成するス
テップであって、前記ＰＣＡマトリックスは共分散行列である、ステップと、
　各代表画像および新しい画像の各画素データである成分を有する縦ベクトルを生成する
ステップと、
　各代表画像および新しい画像に関し新しい縦ベクトルを生成するためにＰＣＡマトリッ
クスおよび各縦ベクトルのマトリックス乗算を実行するステップと、
　代表画像の各々に関する縦ベクトルと新しい画像に関する縦ベクトルとの内積を得るス
テップと、
　内積が予め定められた閾値の範囲内である代表画像を選択するステップと、
を有することを特徴とする付記１に記載の方法。
　（付記１０）
　医学的プロシージャは、外科的なフィールドの画像内の内部解剖学的特徴をブロックま
たは隠すツール、計測器、インプラントまたは他のオブジェクトを使用することを包含し
、
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較することが、ブロックされるか
または隠される部分以外の画像の部分のみを比較するステップを包含する、ことを特徴と
する付記１に記載の方法。
　（付記１１）
　どの画素が予め定められた閾値の範囲外の値を有するかを決定することによって、新し
い画像のうちブロック又は隠される部分の位置が決定されることを特徴とする付記１０に
記載の方法。
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　（付記１２）
　前記高解像度ベースライン画像をデジタル的に操作するステップが、特定の解剖学的な
特徴が低減させられるかまたは強化される各々の代表画像に平行した画像を提供するステ
ップを包含し、
　選択された代表画像をマージするステップが、選択された代表画像に平行した画像をマ
ージして、表示することを包含する、ことを特徴とする付記１に記載の方法。
　（付記１３）
　医学的プロシージャ中、患者の内部解剖学的構造の画像の表示を生成することに関する
画像処理装置であって、
　ベースライン方位の患者の内部解剖学的構造を含む外科的フィールドの高解像度ベース
ライン画像と、低い分解能で外科的フィールドの新しい画像とを記憶するためのメモリと
、
　プロセッサとを有し、該プロセッサが、
　ベースライン画像のベースライン方位からのムーブメントの複数の置換におけるベース
ライン画像の代表画像を包含しているベースライン画像セットを生成するために、高解像
度ベースライン画像をデジタル的に操作し、
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較して、新しい画像との許容可能
な相関度を有している代表画像を選択するためのソフトウェア命令を実行し、
　選択された代表画像と新しい画像とをデジタル的にマージし、
　マージされた画像を表示装置で表示するための信号を生成する、
ように構成されることを特徴とする画像処理装置。
　（付記１４）
　ムーブメントの置換は、２Ｄ画像に対応する４Ｄムーブメントを含むことを特徴とする
付記１３に記載の画像処理装置。
　（付記１５）
　ムーブメントの置換は、３Ｄ画像に対応する６Ｄムーブメントを含むことを特徴とする
付記１３に記載の画像処理装置。
　（付記１６）
　所定のグリッドが画像にオーバレイされるように、プロセッサは高解像度ベースライン
画像をデジタル的に操作するように構成され、
　ベースライン画像セットの代表画像と新しい画像を比較するためのソフトウェア命令が
、代表画像及び新しい画像において所定の位置にある画素を比較することを包含する、こ
とを特徴とする付記１３の画像処理装置。
　（付記１７）
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較するためのソフトウェア命令が
、
　一つ以上のＰＣＡ（principal component analysis）ベクトルを生成するためにベース
ライン画像セットの代表画像の画素について主成分分析法（ＰＣＡ）を実行するステップ
であって、前記ＰＣＡベクトルは縦ベクトルである、ステップと、
　代表画像の各画素に関し複数のＰＣＡベクトルによるＰＣＡマトリックスを生成するス
テップであって、前記ＰＣＡマトリックスは共分散行列である、ステップと、
　各代表画像および新しい画像の各画素データである成分を有する縦ベクトルを生成する
ステップと、
　各代表画像および新しい画像に関し新しい縦ベクトルを生成するためにＰＣＡマトリッ
クスおよび各縦ベクトルのマトリックス乗算を実行するステップと、
　代表画像の各々に関する縦ベクトルと新しい画像に関する縦ベクトルとの内積を得るス
テップと、
　内積が予め定められた閾値の範囲内である代表画像を選択するステップと、
を具えていることを特徴とする付記１３に記載の画像処理装置。
　（付記１８）
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　医学的プロシージャは、外科的なフィールドの画像内の内部解剖学的特徴をブロックま
たは隠すツール、計測器、インプラントまたは他のオブジェクトを使用することを包含し
、
　新しい画像をベースライン画像セットの代表画像と比較することが、ブロックされるか
または隠される部分以外の画像の部分のみを比較するステップを包含する、ことを特徴と
する付記１３の画像処理装置。
　（付記１９）
　どの画素が予め定められた閾値の範囲外の値を有するかを決定することによって、新し
い画像のうちブロック又は隠される部分の位置が決定されることを特徴とする付記１８に
記載の画像処理装置。
　（付記２０）
　新しい画像と選択された代表画像とをデジタル的にマージする度合いの手動調整を可能
にするように操作可能なユーザ・インタフェースを備える、ことを特徴とする付記１３の
画像処理装置。
　（付記２１）
　ユーザ・インタフェースが更に、代表画像、新しい画像およびマージされた画像のうち
の一つ以上の表示を手動で切り替えることを可能にするように操作可能であり、
　前記プロセッサは、ユーザ・インタフェースに従って表示装置で表示するための信号を
生成する、ことを特徴とする付記２０の画像処理装置。
　（付記２２）
　医学的プロシージャの間に、手術フィールドにおける患者の内部の解剖学的特徴につい
ての画像の表示を生成するための方法であって、
　第１方位において撮像装置により手術フィールドの画像を取得するステップと、
　取得した画像を表示するステップと、
　前記撮像装置、患者またはテーブルを、前記第１方位から移動させるステップと、
　前記撮像装置、患者またはテーブルの前記第１方位からの動きを追跡するステップと、
　前記撮像装置により前記手術フィールドの新たな画像を取得する前に、追跡される動き
に対して、表示される画像を移動させるステップと、
　を有する方法。
　（付記２３）
　表示される画像を移動させるステップは、前記手術フィールドに対する前記撮像装置の
位置によって生じる表示される画像の動きの誤差を補償するステップを包含する、ことを
特徴とする付記２２に記載の方法。
　（付記２４）
　誤差を補償するステップは、前記手術フィールドの質量中心を決定し、前記質量中心に
対する前記撮像装置の位置に基づいて、表示される画像の動きを調整するステップを包含
する、ことを特徴とする付記２３に記載の方法。
　（付記２５）
　取得した画像を表示するステップが、前記新たな画像に対する所望の視野を表すしるし
を、表示される画像に重ねるステップを包含する、ことを特徴とする付記２２に記載の方
法。
　（付記２６）
　前記しるしは、表示される画像が所望の視野の外側にある場合には第１状態で、および
、表示される画像が所望の視野の内側にある場合には第２状態で表示される、ことを特徴
とする付記２５に記載の方法。
　（付記２７）
　撮像装置は、前記しるしの状態に応答して動かされる、ことを特徴とする付記２６に記
載の方法。
　（付記２８）
　所望の視野の中に前記手術フィールドの患者が位置するように前記撮像装置が静止した
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ままである一方、前記患者またはテーブルが動かされる、ことを特徴とする付記２６に記
載の方法。
　（付記２９）
　前記所望の視野は、前記手術フィールドについての複数の新しい画像をつなぎ合わせる
方向に対応している、ことを特徴とする付記２５に記載の方法。
　（付記３０）
　取得した画像を表示するステップが、グローバル座標系に関する前記撮像装置の位置を
表すしるしを、表示される画像に重ねるステップを包含する、ことを特徴とする付記２２
に記載の方法。
　（付記３１）
　表示される画像の所望の動きを表すしるしを、オーバレイするステップを包含すること
を特徴とする付記２２に記載の方法。
　（付記３２）
　前記しるしは、表示される画像にオーバレイされるグリッドであり、前記グリッドは、
表示される画像が移動する際に、表示される画像に対して静止したままである、ことを特
徴とする付記３１に記載の方法。
　（付記３３）
　前記しるしは、表示される画像とともに移動する前記新たな画像に関する表示方向を表
す軌道インジケータを包含する、ことを特徴とする付記３２に記載の方法。
　（付記３４）
　前記軌道インジケータが前記新たな画像を取得する前に前記グリッドの一部分に整合さ
せられるまで、前記撮像装置は動かされる、ことを特徴とする付記３３に記載の方法。
　（付記３５）
　表示される画像とともに移動する、前記表示される画像内の解剖学特徴に対応する識別
子をオーバレイするステップを包含する、ことを特徴とする付記２２に記載の方法。
　（付記３６）
　前記新たな画像を得るステップと、
　前記新たな画像を前記表示される画像と比較し、それら２つの画像の間の何らかのドリ
フトを除去するように、前記表示される画像を調整するステップと、
　を有することを特徴とする付記２２に記載の方法。
　（付記３７）
　前記新たな画像を得るステップと、
　前記新たな画像を前記表示される画像と比較し、表示される解剖学的特徴の位置が安定
するように、前記表示される画像を調整するステップと、
　を有することを特徴とする付記２２に記載の方法。
　（付記３８）
　画像ガイダンスシステムから位置データを受信するステップと、
　表示される画像を前記位置データに関連付け、それに応じて前記表示される画像を調整
するステップと、
　を更に有することを特徴とする付記２２に記載の方法。
　（付記３９）
　医学的プロシージャが、ツールまたは器具のようなオブジェクトの位置が追跡される手
術ナビゲーション・プロシージャであり、前記新たな画像は、前記ツールまたは器具の画
像を含み、前記方法は：
　前記取得した画像に前記オブジェクトの表現物を導入するステップと、
　追跡される動きに関して前記表示される画像を移動させた後に、前記オブジェクトの追
跡される位置に対応する位置データを取得し、移動させた画像における前記オブジェクト
の位置と前記位置データとを比較するステップと、
　移動させた画像における前記オブジェクトの位置と前記位置データとの比較に基づいて
、移動させた画像を再調整するステップと、
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を有することを特徴とする付記２２に記載の方法。
　（付記４０）
　医学的プロシージャの間に、手術フィールドにおける患者の内部の解剖学的特徴の画像
の表示を生成するための方法であって、前記医学的プロシージャは、前記手術フィールド
の画像中の前記内部の解剖学的特徴を妨害または不明瞭化するツール、器具、インプラン
トまたは他のオブジェクトを包含し、前記方法は：
　ベースライン方位における前記手術フィールドの中で解剖学的特徴の高解像度のベース
ライン画像を取得するステップと、
　ベースライン画像の前記ベースライン方位からの動きの複数の置換によるベースライン
画像についての代表画像を含むベースライン画像セットを生成するように、前記高解像度
のベースライン画像をデジタル的に操作するステップと、
　解剖学的特徴の一部分がオブジェクトによってブロックされている、手術フィールドの
新たな画像を取得するステップ；
　前記ベースライン画像セット内の代表画像と前記新たな画像とを比較し、前記新たな画
像との許容可能な相関度を有する代表画像を選択するステップと、
　ブロックしているオブジェクトを最小化、強調又は除去する手術フィールドを示すため
に、選択された代表画像を表示するステップと、
　を有することを特徴とする方法。
　（付記４１）
　前記ベースライン画像セット内の代表画像と前記新たな画像とを比較することが、妨害
または不明瞭化される部分以外の画像部分のみを比較する、ことを特徴とする付記４０に
記載の方法。
　（付記４２）
　どの画素が所定の閾値の外側の値を有するかを判断することによって、新たな画像のう
ち妨害または不明瞭化される部分の位置が決定される、ことを特徴とする付記４１に記載
の方法。
　（付記４３）
　画像ガイダンスシステムからの位置データを受信するステップと、
　表示される画像を前記位置データに関連付け、それに応じて表示される画像を調整する
ステップと
　を有することを特徴とする付記４０に記載の方法。
　（付記４４）
　前記高解像度のベースライン画像をデジタル的に操作するステップが、特定の解剖学特
徴が少なくなるまたは強化される各代表画像に対して並列的な画像を提供するステップを
包含し、
　選択された代表画像を表示するステップが、選択された代表画像に対して並列的な画像
を表示することを包含する
　ことを特徴とする付記４０に記載の方法。
　（付記４５）
　前記比較することが、
　前記ベースライン画像セットの各ベースライン画像の各画素に関し強度値を得るステッ
プと、
　前記新しい画像の各画素の強度値を得るステップと、
　前記新しい画像および各々のベースライン画像に同様に配置された画素の強度値のスカ
ラー関数を生成するステップであって、スカラー関数はスカラー値を生成する、ステップ
と、
　前記選択された代表画像として、最大のスカラー値を有しているベースライン画像を選
択するステップと、
を包含する特徴とする付記１に記載の方法。
　（付記４６）
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　すべてのベースライン画像のスカラー関数に関してベースライン画像の各々のスカラー
関数のＺスコアが生成され、最大のＺスコアを有するベースライン画像が選択される、こ
とを特徴とする付記４５に記載の方法。
　（付記４７）
　少なくとも比較するステップは、グラフィック処理装置（ＧＰＵ）を有しているデバイ
スにおいて実行され、
　前記スカラー関数を生成するための画素についての乗算は、ＧＰＵの複数のプロセッサ
において同時に発生する
ことを特徴とする付記４５に記載の方法。
　（付記４８）
　スカラー関数を生成するステップは、
　前記ベースライン画像および新しい画像のダウン・サンプリングされた画像に基づいて
スカラー関数を生成するステップを包含し、ダウン・サンプリングされた画像は、オリジ
ナルのベースラインおよび新しい画像の画素の全てより少ない画素を含むことを特徴とす
る付記４５に記載の方法。
　（付記４９）
　最大のスカラー値を有する画像を選択するステップが、
　最大のスカラー値を有しているダウン・サンプリングされたベースライン画像を選択す
るステップと、
　第２のベースライン画像セットの中で第２のベースライン画像を生産するために選択さ
れた画像のムーブメントの複数の置換で選択されたダウン・サンプリングされたベースラ
イン画像を更に操作するステップと、
　新しい画像および第２のベースライン画像セットの各々の第２のベースライン画像にお
いて同様に配置された画素に関して第２のスカラー値を生成するステップと、
　前記選択された代表画像として、最大のスカラー値を有している第２のベースライン画
像を選択するステップと、
を含むことを特徴とする付記２５に記載の方法。
　（付記５０）
　高解像度ベースライン画像をデジタル的に操作するステップは、ベースライン画像の解
剖学的および非解剖学的特徴を区別するために、前記ベースライン画像をフィルタリング
することを包含することを特徴とする付記１に記載の方法。
　（付記５１）
　前記フィルタリングは、エッジ検出を包含する、ことを特徴とする付記５０に記載の方
法。
　（付記５２）
　前記フィルタリングが、
　各画素の予め定められた近所で近辺ファンクションを適用するステップと、
　近辺ファンクションの結果が予め定められた閾値の範囲外にある場合、各画素を解剖学
的であると識別するステップと、
を包含することを特徴とする付記５０に記載の方法。
　（付記５３）
　前記フィルタリングが、
　各画素の予め定められた近所で近辺ファンクションを適用するステップと、
　近辺ファンクションの結果が予め定められたルックアップテーブル中の結果に対応する
場合、各画素を非解剖学的であると識別するステップと、
を包含することを特徴とする付記５０に記載の方法。
　（付記５４）
　近辺ファンクションは、標準偏差、勾配、および、標準偏差および勾配双方の合成され
たファンクションのうちの１つ以上から選択されることを特徴とする付記５２または５３
に記載の方法。
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　（付記５５）
　近辺ファンクションは、各画素を中心とする所定サイズのグリッドとして定義される近
辺に適用されることを特徴とする付記５４に記載の方法。
　（付記５６）
　グリッドは、５画素×５画素であることを特徴とする付記５５に記載の方法。
　（付記５７）
　グリッドは、３画素×３画素であることを特徴とする付記５５に記載の方法。
　（付記５８）
　高解像度ベースライン画像をデジタル的に操作するステップが、
　画像の非解剖学的特徴に対応するマスクを生成するステップと、
　前記非解剖学的特徴を除いた修正された改訂ベースライン画像を生成するために、ベー
スライン画像にマスクを適用するステップと、
を包含することを特徴とする付記５０に記載の方法。
　（付記５９）
　前記プロセッサは、複数のプロセッサを有しているグラフィック処理装置（ＧＰＵ）で
あり、
　前記ソフトウェア命令は画素毎に画像の比較を実行することを含み、複数のマルチプロ
セッサの各々が、画像中の異なる画素の比較を同時に実行することを含む、
ことを特徴とする付記１３の画像処理装置。
　（付記６０）
　スカラー関数は、ドット積、相関係数、平均誤差および平均二乗誤差から選択される、
ことを特徴とする付記４５の方法。
　（付記６１）
　前記強度値を得るステップは、
　新しい画像においてユーザにより選択される一つ以上の関心領域からの距離によって新
しい画像およびベースライン画像の画素をスケーリングするステップを包含することを特
徴とする付記４５の方法。
　（付記６２）
　前記ベースライン画像および新しい画像の一方または両方が、いくつかの連続的な画像
から平均されることを特徴とする付記１の方法。
　（付記６３）
　前記高解像度ベースライン画像を得ることは、連続的に同じ解剖学的特徴および同じベ
ースライン方位についての複数の高解像度ベースライン画像を得ることを包含し、
　前記デジタル的に操作することは、複数のベースライン画像の全てを操作することを包
含する
ことを特徴とする付記１の方法。
　（付記６４）
　前記比較するステップは、代表画像と新しい画像との違いから差分画像を生成すること
を包含し、
　前記マージするステップが、マージされた画像、代表画像及び新しい画像のうちの一つ
以上に差分画像を選択的にオーバレイすることを含む、
ことを特徴とする付記１の方法。
　（付記６５）
　前記マージするステップは、オーバレイの前に、ノイズを削減することにより前記差分
画像を向上させることを包含することを特徴とする付記６４の方法。
　（付記６６）
　予め定められた閾値は、標準偏差、勾配、および、画素の強度の標準偏差および勾配双
方の合成ファンクションのうちの一つ以上から選択されることを特徴とする付記１１の方
法。
　（付記６７）
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　前記予め定められた閾値は、標準偏差、勾配、および、画素の強度の標準偏差および勾
配双方の合成ファンクションのうちの一つ以上から選択されることを特徴とする付記１９
の画像処理装置。
　（付記６８）
　予め定められた閾値は、標準偏差、勾配、および、ピクセル強度の標準偏差および勾配
の両方の合成ファンクションの一つ以上から選択されることを特徴とする付記４２の方法
。
　（付記６９）
　前記比較するステップは、最終的な代表画像を見つけるために一つ以上の逐次反復にお
いてダウン・サンプリングされる許容可能な相関度を有している連続した画像のグループ
を選択することを包含することを特徴とする付記１の方法。
　（付記７０）
　ダウン・サンプリングされた画像は、画像における徐々に小さくなる関心領域について
解像度を増やした画像であることを特徴とする付記６９の方法。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０２７２９９１号明細書
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