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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のモダリティにより得られた第１の画像から第１の病変部候補を検出する第１の病
変部検出手段と、
　前記第１のモダリティと異なる第２のモダリティにより得られた、同一被検者の同一関
心領域についての第２の画像から第２の病変部候補を検出する第２の病変部検出手段と、
　前記第１の病変部候補及び前記第２の病変部候補を相互に比較対照して、一定の許容範
囲内である同一の病変部候補であるか否かを判断する検出結果合成手段と、
　前記検出結果合成手段によって同一の病変部候補でないと判断される場合、前記第１の
病変部候補の位置情報を前記第２の画像上に位置合わせして配置して表示する表示手段と
、
を備えることを特徴とするコンピュータ支援診断装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記検出結果合成手段によって同一の病変部候補でないと判断される
場合、前記第２の病変部候補の位置情報を前記第１の画像上に位置合わせして配置して表
示することを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ支援診断装置。
【請求項３】
　前記第１の病変部検出手段によって第１の病変部候補群が検出される場合、前記第１の
病変部候補群から前記第１の病変部候補を選択する一方、前記第２の病変部検出手段によ
って第２の病変部候補群が検出される場合、前記第２の病変部候補群から前記第２の病変
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部候補を選択する手段をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２に記載のコンピュ
ータ支援診断装置。
【請求項４】
　前記検出結果合成手段は、前記第１の病変部候補及び前記第２の病変部候補の位置及び
サイズを基に同一の病変部候補であるか否かを判断することを特徴とする請求項１乃至３
のうちいずれか一項に記載のコンピュータ支援診断装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記第２の画像上に配置された前記第１の病変部候補の位置情報を点
滅させて表示することを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載のコンピュ
ータ支援診断装置。
【請求項６】
　前記第１の画像又は前記第２の画像がＸ線ＣＴ画像であり、前記Ｘ線ＣＴ画像以外の画
像が単純Ｘ線透過画像であることを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項に記載
のコンピュータ支援診断装置。
【請求項７】
　Ｘ線ＣＴ装置により得られたＸ線ＣＴ画像から第１の病変部候補を検出する第１の病変
部検出手段と、
　前記Ｘ線ＣＴ画像を基に、前記第１の病変部候補を検出した範囲に関する投影像を再構
成する画像再構成手段と、
　前記投影像から第２の病変部候補を検出する第２の病変部検出手段と、
　前記第１の病変部候補及び前記第２の病変部候補を相互に比較対照して、一定の許容範
囲内である同一の病変部候補であるか否かを判断する検出結果合成手段と、
　前記検出結果合成手段によって同一の病変部候補でないと判断される場合、前記第１の
病変部候補の位置情報を前記投影像上に位置合わせして配置して表示する表示手段と、
を備えることを特徴とするコンピュータ支援診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医用画像による診断を支援するコンピュータ支援診断装置に係り、特に複数の
種類の画像を夫々に適した画像処理アルゴリズムによりコンピュータ解析し、得られた異
常情報を相互に比較対照することにより読影の効率及び信頼性の向上に利用できるコンピ
ュータ支援診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年の医療現場では、Ｘ線コンピュータトモグラフィ（Ｘ線ＣＴ）装置、超音波診断装置
、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）装置に代表される画像診断装置（以下「モダリティ」
という）を用いた診断が多用されている。更に現在では、これらを用いたコンピュータ診
断支援（Computer Aided Detection（ＣＡＤ））も頻繁に用いられるようになっている（
例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
コンピュータ診断支援装置は、読影医の診断を支援するため、病変部の自動抽出や正常及
び異常パターンの特徴を出力する装置である。これは、検出作業を、読影医の診断ルール
をプログラミングすることにより自動化して読影医の負担を軽減させたものである。読影
医は、この結果を見て、検出された病変部が腫瘍か否か、また良性のものか悪性のものか
を最終的に判断する作業（Classification）を行なう。なお、上述したComputer Aided D
etection にこの Classificationを含めたもの（Computer Aided Diagnosis）もまたＣＡ
Ｄと呼ばれている。
【０００４】
かかるコンピュータ診断支援が目的とするものには、自動診断、或いはスクリーニングに
おける省力化のほか、医師の見落としを防ぐことが挙げられる。
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【０００５】
在来のＸ線直接撮影やＸ線ＴＶ装置のような透過方式では、厚さ方向に情報が積算されて
しまうため、コントラストがつきにくく、また欠陥があってもその厚さ方向の位置を知る
ことができないという欠点がある。例えば、心臓の後ろにある腫瘍や肺尖部にある腫瘍は
上記透過方式では発見しにくい。一方、このような欠点のないＸ線ＣＴ装置でも、一見血
管のように見える腫瘍があり思わぬ見落としをすることがある。
【０００６】
このような見落としは、ＣＡＤに拠ったとしても、このＣＡＤは基本的に読影医の診断ル
ールをプログラミングしたものであるため、同様な見落としが予想される。
【０００７】
かかる見落としを防止するために、ＣＡＤの結果と読影医による読影レポートとを比較し
、両者間に相違があれば警告を発するシステム（例えば、特許文献２参照）や、現在の画
像と過去の画像とを比較読影することにより診断精度の向上を図るシステム（例えば、特
許文献３参照）が提案されている。
【０００８】
【特許文献１】
特許第３０８３６０６号公報
【０００９】
【特許文献２】
特許第３０８５７２４号公報
【００１０】
【特許文献３】
特開２００１－１３７２３０号公報
【００１１】
【特許文献４】
特開平１１－３０６２６４号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような見落としをなくし、画像診断の信頼性を高めるには、複数の装
置で得られた画像を比較しながらダブルチェックすることがより望ましい。しかし、これ
は、読影医に二重の負担をかけることになる。また、少なくとも２種類の画像を見比べる
必要があるが、２種類の診断結果を常に得られるとは限らない。
【００１３】
本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、画像診断の信頼性を高め、かつ、読
影医に過重な負担をかけないコンピュータ支援診断装置を提供することを目的とするもの
である。
【００１４】
本発明の他の目的は、１のモダリティで得た医用画像のみからでも２種類の画像診断が行
える機能を有するコンピュータ支援診断装置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るコンピュータ支援診断装置は、上述した課題を解決するために、請求項１
に記載したように、第１のモダリティにより得られた第１の画像から第１の病変部候補を
検出する第１の病変部検出手段と、前記第１のモダリティと異なる第２のモダリティによ
り得られた、同一被検者の同一関心領域についての第２の画像から第２の病変部候補を検
出する第２の病変部検出手段と、前記第１の病変部候補及び前記第２の病変部候補を相互
に比較対照して、一定の許容範囲内である同一の病変部候補であるか否かを判断する検出
結果合成手段と、前記検出結果合成手段によって同一の病変部候補でないと判断される場
合、前記第１の病変部候補の位置情報を前記第２の画像上に位置合わせして配置して表示
する表示手段とを備えるものである。
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【００１６】
　次に、上述した課題を解決するために、請求項２に係るコンピュータ支援診断装置は、
前記検出結果合成手段によって同一の病変部候補でないと判断される場合、前記表示手段
が、前記第２の病変部候補の位置情報を前記第１の画像上に位置合わせして配置して表示
するものである。
【００１７】
　そして、上述した課題を解決するために、請求項３に係るコンピュータ支援診断装置は
、前記第１の病変部検出手段によって第１の病変部候補群が検出される場合、前記第１の
病変部候補群から前記第１の病変部候補を選択する一方、前記第２の病変部検出手段によ
って第２の病変部候補群が検出される場合、前記第２の病変部候補群から前記第２の病変
部候補を選択する手段をさらに備えるものである。
【００１８】
　また、上述した課題を解決するために、請求項４に係るコンピュータ支援診断装置は、
前記検出結果合成手段が、前記第１の病変部候補及び前記第２の病変部候補の位置及びサ
イズを基に同一の病変部候補であるか否かを判断するものである。
【００１９】
　さらに、上述した課題を解決するために、請求項５に係るコンピュータ支援診断装置は
、前記表示手段が、前記第２の画像上に配置された前記第１の病変部候補の位置情報を点
滅させて表示するものである。
【００２０】
　さらにまた、上述した課題を解決するために、請求項６に係るコンピュータ支援診断装
置は、前記第１の画像又は前記第２の画像がＸ線ＣＴ画像であり、前記Ｘ線ＣＴ画像以外
の画像が単純Ｘ線透過画像である。
【００２１】
　さらに、上述した課題を解決するために、請求項７に係るコンピュータ支援診断装置は
、Ｘ線ＣＴ装置により得られたＸ線ＣＴ画像から第１の病変部候補を検出する第１の病変
部検出手段と、前記Ｘ線ＣＴ画像を基に、前記第１の病変部候補を検出した範囲に関する
投影像を再構成する画像再構成手段と、前記投影像から第２の病変部候補を検出する第２
の病変部検出手段と、前記第１の病変部候補及び前記第２の病変部候補を相互に比較対照
して、一定の許容範囲内である同一の病変部候補であるか否かを判断する検出結果合成手
段と、前記検出結果合成手段によって同一の病変部候補でないと判断される場合、前記第
１の病変部候補の位置情報を前記投影像上に位置合わせして配置して表示する表示手段と
、を備えるものである。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明に係るコンピュータ支援診断装置の第１の実施形態について、添付図面を参照して
説明する。
【００２４】
図１は第１実施形態に係るコンピュータ支援診断装置（ＣＡＤ装置）１の機能の概要を示
すブロック図である。ここで、ブロック間の矢印は主たるデータの流れを示す。
【００２５】
本実施形態に係るＣＡＤ装置１では、二つの入力部、すなわち、画像入力部１０及び指示
入力部６０で入力された主たるデータは、概ね、第１の検出手段と第２の検出手段とに区
分けして伝送され、検出結果合成手段で合成された後、検出結果を表示する表示部３０で
出力される。本実施例では、第１の検出手段はＸ線ＣＴ画像を処理して検出を行うもので
あり、第２の検出手段は、単純Ｘ線画像を処理して検出を行うものとして説明する。ここ
にいう単純Ｘ線画像とは、Ｘ線ＴＶ装置や伝統的なＸ線撮影装置により得られる透視画像
である。
【００２６】
上記第１の検出手段は、図１において、第１の病変部検出部４１、第１の検出結果記憶部
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５１、第１の表示判定情報記憶部７１及び第１の表示判定部８１より構成される。同様に
、上記第２の検出手段は、第２の病変部検出部４２、第２の検出結果記憶部５２、第２の
表示判定情報記憶部７２及び第２の表示判定部８２より構成される。また、検出結果合成
手段は、検出結果合成部９０及び合成検出結果記憶部１００より構成される。
【００２７】
ＣＡＤ装置１は、上記の他に、画像入力部１０の直後には画像記憶部２０を備え、また、
装置全体の動きを統括する制御部（図示せず）を備えて構成される。
【００２８】
画像入力部１０は、ネットワーク９と接続されており、ネットワーク９を介してＸ線ＣＴ
装置やＭＲＩ装置等のモダリティ２から直接又は画像ファイル通信保管システム（ＰＡＣ
Ｓ：Picture Archiving and Communication System）等の画像保管装置３から転送されて
くる医用画像を入力するためのインターフェースとしての機能を有している。画像記憶部
２０は、画像入力部１０から入力された医用画像のデータを記憶するために大容量の磁気
ディスク、光磁気ディスク等の記憶媒体を装備している。なお、本ＣＡＤ装置１は独立型
のシステムとして構成することも可能である。
【００２９】
病変部検出部４１，４２は、画像記憶部２０に記憶されている医用画像を、在来の一般的
な任意のアルゴリズムで処理して、その医用画像中に含まれている異常陰影を病変部候補
として検出し、検出した病変部候補それぞれの形態的な特徴量の面積等を計算するために
設けられている。
【００３０】
このアルゴリズムは、撮像された臓器の種類によって異なり、また、用いられたモダリテ
ィによっても異なる。したがって、同じ部位に対して異なる種類の第１・第２画像を生成
し、第１画像については第１のアルゴリズム、第２画像については第２のアルゴリズムと
いう異なったアルゴリズムをかけて病変をダブルチェックすることができる。
【００３１】
また、このアルゴリズムには、例えば、肺野部に関するものとしては、微小石灰化検出ア
ルゴリズム、間質性肺疾患検出アルゴリズム、肺小結節検出アルゴリズム或いは肺癌検出
アルゴリズム等があり、検出目的に応じて使い分けられる。複数の検出目的がある場合は
１つのアルゴリズムによる解析に続けて他のアルゴリズムによる解析を行う。
【００３２】
検出結果記憶部５１，５２は、病変部検出部４１，４２により検出された病変部候補の画
像上での位置及び計算された形態的な特徴量を、図３及び図５に示すように、患者名、検
査識別番号、画像番号等に関連付け、病変部候補情報テーブルＡ，Ｂとして記憶するため
に設けられている。
【００３３】
検出結果表示判定部８１，８２は、表示判定情報記憶部７１，７２の磁気ディスク等の記
憶媒体に記憶されている表示判定基準情報に従って、病変部検出部４１，４２により検出
された全ての病変部候補の中から、表示に供すべき病変部候補（特定の病変部候補）を判
定し選択するために設けられている。なお、表示判定の基準は、指示入力部６０に装備さ
れているマウスやキーボードやタッチパネル等の各種入力機器を操作して、読影医が自由
に変更し又は設定できるようになっている。
【００３４】
検出結果合成部９０は、画像マッチング機能と、検出結果比較対照機能とを具え、検出結
果表示判定部８１，８２でそれぞれ表示すべきと判定され選択された特定の病変部候補の
位置を相互に比較対照し、両者が同一のものか否かの同定を行う。画像マッチング機能は
、Ｘ線ＣＴ画像と単純Ｘ線画像の同じ位置、サイズを同一の座標軸で表し、両画像の比較
対照を可能ならしめるものであり、コロナル面上の単純Ｘ線画像とアキシャル面上のマル
チスライスの断層画像上でもマッチングさせることは可能である。
【００３５】
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検出結果比較対照機能は、画像マッチング機能により大きさ、位置が揃ったＸ線ＣＴ画像
及び単純Ｘ線画像上で、それぞれ表示すべきと判定され選択された特定の病変部候補の位
置を、その座標軸上の位置を表す数字を比較することにより同定する。
【００３６】
合成検出結果記憶部１００は、検出結果合成部９０により同定された病変部候補及び一方
の画像上でのみ検出され同定されなかった病変部の位置及び計算された形態的な特徴量を
、図６に示すように、第１の病変部検出部４１と第２の病変部検出部４２の各々で検出さ
れた病変部候補を対比して、また、患者名、検査識別番号、画像番号等に関連付けて、病
変部候補情報テーブルＣとして記憶する。
【００３７】
表示部３０は、陰極線管（ＣＲＴ：Cathode Ray Tube）あるいは液晶表示装置等の表示機
器を備え、第１及び第２の検出手段で解析されるべく画像記憶部２０から読み出された医
用画像を並列表示すると共に、その医用画像上に、検出結果表示判定部８１，８２でそれ
ぞれ表示すべきと判定され選択された特定の病変部候補の位置を、その病変部候補の座標
にマークを重ねることにより提示する。このマークは、検出結果合成部９０で比較対照さ
れた結果を双方の画像に相互に反映させて表示される。また、表示部３０には、検出結果
表示判定部８１，８２でそれぞれ表示すべきと判定され選択された特定の病変部候補の位
置を病変部候補情報テーブルＡ，Ｂの形で表示させることも可能である。
【００３８】
図２は、上記の機能を実現するＣＡＤ装置１の１構成例を示すものである。図２において
ＣＡＤ装置１は、インターフェース（Ｉ／Ｆ）８、第１の病変部検出手段４、第２の病変
部検出手段５、検出結果合成手段６、指示入力部６０及び表示部３０より構成される。こ
こで指示入力部６０と表示部３０とは図１と同じものであり、Ｉ／Ｆ８は、図１における
画像入力部１０と画像記憶部２０に相当し、ネットワーク９を介して画像保管装置３と接
続される。また、第１の病変部検出手段４は、図１における第１の病変部検出部４１、第
１の検出結果記憶部５１、第１の表示判定情報記憶部７１及び第１の表示判定部８１の機
能を備え、同様に、第２の病変部検出手段５は、第２の病変部検出部４２、第２の検出結
果記憶部５２、第２の表示判定情報記憶部７２及び第２の表示判定部８２の機能を有する
。また、検出結果合成手段６は、検出結果合成部９０及び合成検出結果記憶部１００の機
能を担うものである。
【００３９】
第１の病変部検出手段４、第２の病変部検出手段５および検出結果合成手段６は、それぞ
れＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、補助記憶装置等から構成されるワークステーションであり、
特に検出結果合成手段６に制御部の機能をも持たせた構成とすることも可能である。
【００４０】
次に、このように構成されたＣＡＤ装置１の動作、すなわち、画像データの入力から病変
部候補の検出処理を経て検出結果を記憶し、その検出結果を合成するまでの動作を、胸部
Ｘ線ＣＴ画像及び胸部Ｘ線透過画像からそれぞれ肺癌候補を検出し、その検出結果を相互
に比較対照して表示する例を取り上げて説明する。
【００４１】
まず、Ｘ線ＣＴ装置からネットワーク上を転送されてきた画像データ及びＸ線ＴＶ装置か
らネットワーク上を転送されてきた画像データが画像入力部１０に到着する。Ｘ線ＴＶ装
置からの画像は、伝統的なＸ線撮影装置で撮影されたフィルムをフィルムデジタイザによ
りデジタル化された画像データであってもよい。これらの画像データは画像記憶部２０に
送られ、記憶される。画像データは、患者名、検査識別番号、画像番号等の画像付帯情報
と、ＣＴ値（ピクセル値）の分布等から成る。
【００４２】
この画像記憶部２０に記憶されている画像データは、制御部の制御により読み出され、Ｘ
線ＣＴ画像は第１の病変部検出部４１に、単純Ｘ線画像は第２の病変部検出部４２に区分
して１枚ずつ送られる。病変部検出部４１，４２は、画像データを受け取ると、それぞれ
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のアルゴリズムに基づいて肺癌候補の検出処理を実行する。その手順の概要は、（手順１
）胸部Ｘ線ＣＴ画像または単純Ｘ線画像から肺野領域を抽出する、（手順２）抽出した肺
野領域において、閾値処理により画素値の大きい領域を抽出する、（手順３）抽出した画
素値の大きい領域の円形度などの特徴量を演算する、（手順４）その特徴量から病変部候
補を特定し、その領域の重心位置を演算して位置を特定するものである。
【００４３】
病変部検出部４１，４２において被検体１人分の肺癌候補検出処理が終了すると、画像付
帯情報、検出された肺癌候補の座標、および計算された形態的な特徴量に関するデータが
検出結果記憶部５１，５２に送られ記憶される。この形態的な特徴量としては、例えば、
肺癌候補の異常陰影領域の有効径（肺癌候補の異常陰影領域と同じ面積の円の直径）、面
積、外接円の径、外接矩形の面積、円形性、辺縁の凹凸の程度等が考えられる。
【００４４】
第１の検出結果記憶部５１には、第１の病変部検出部４１から画像付帯情報、肺癌候補の
座標、特徴量の各データが供給され、画像付帯情報から患者名、検査識別番号、画像番号
等を取り出し、各肺癌候補の座標および特徴量データとともに病変部候補情報テーブルＡ
に登録し、記憶する。記憶されている病変部候補情報テーブルＡの内容の例を図３に示す
。最初の６行は、患者「○山○夫」の検査識別番号「１２３４５６」の検査の６枚の画像
からそれぞれ１個ずつ肺癌候補領域が検出されたことを示している。
【００４５】
図３に示す病変部候補情報テーブルＡ中の「病変部候補の座標」について、座標関係を示
す図４を参照して説明する。図４において、Ｐは被検体を、ＱはＸ線ＣＴ装置により撮像
され再構成されたマルチスライスの断層像の中の１枚を、ＲはＸ線透過画像を示す。例え
ば、被検体に対してＸ線管が螺旋軌道を描きながら投影データの収集が繰り返されるいわ
ゆるヘリカルＣＴスキャナの場合、１８０度線形補間、間隔１０ｍｍで再構成された画像
サイズ５１２×５１２pixel、一画素あたり１２bit 階調のヘリカルＣＴ画像である。上
部から下部までの肺野全域について約３５枚の画像が収集される。
【００４６】
このＸ線ＣＴ断層像Ｑ中のｘ座標、ｙ座標上の位置は、「病変部候補の座標」にある（ｘ
，ｙ）で表され、ｚ軸上の位置については、画像番号によって示される。すなわち、マル
チスライスの断層像間隔が１０ｍｍの場合には、画像番号１０のｚ軸座標値は１００ｍｍ
となる。
【００４７】
同様に、第２の検出結果記憶部５２には、第２の病変部検出部４２から画像付帯情報、肺
癌候補の座標、特徴量の各データが供給され、画像付帯情報から患者名、検査識別番号、
画像番号等を取り出し、各肺癌候補の座標および特徴量データとともに病変部候補情報テ
ーブルＢに登録し、記憶する。記憶されている病変部候補情報テーブルＢの内容の例を図
５に示す。ここで病変部候補情報テーブルＢ中の「病変部候補の座標」は、ｘ座標、ｚ座
標上の位置（ｘ，ｚ）を示す。単純Ｘ線透過画像Ｒは、図４に示すように、２次元投影画
像であるため、ｙ方向の情報は持たない。
【００４８】
病変部候補情報テーブルＡ，Ｂは、検出結果合成部９０に伝送され、夫々の病変部検出部
４１，４２で検出された肺癌候補の同定を行う。その準備作業として、画像マッチング機
能により、「病変部候補の座標」を一致させる調整が行われる。これは、縦方向の中心線
や、左右の肺のそれぞれについて、鎖骨の下縁、横隔膜の上縁、肋骨の位置等の画像上の
座標を基に、２つの画像の２信号間の類似度を測定して調整すること等により行う。
【００４９】
画像マッチング機能により、病変部候補情報テーブルＡ及びＢの「病変部候補の座標」が
、図４に示すように、同一の座標軸上で表示されることにより、初めて両者は検出結果比
較対照機能による比較対照が可能となり、検出結果比較対照機能は、病変部候補情報テー
ブルＡ，Ｂの「病変部候補の座標」の値を比較して、同一の肺癌候補か否かを判定する。
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その比較対照の結果は合成検出結果記憶部１００へ伝送され、記憶される。図６は記憶さ
れている病変部候補情報テーブルＣの内容の例を示すものである。病変部候補情報テーブ
ルＣの左側上部に「ＣＴ」とあるのは、Ｘ線ＣＴ画像の検出の結果肺癌候補としてリスト
されたものであり、右側上部の「Ｘ－ＴＶ」とあるのは、単純Ｘ線画像の検出結果のリス
トである。夫々の病変部検出部４１，４２で検出された肺癌候補が同一と判定された場合
は、図６に示すように、病変部候補情報テーブルＣ上で左右に並べて表示される。同一と
みなされるものには、一定の許容範囲内のものも含まれるが、この許容範囲は、読影医に
よって変更することが可能である。病変部検出部４１，４２のいずれか一方でのみ検出さ
れた肺癌候補の場合、検出されなかったもう一方の側はブランクのまま残される。
【００５０】
次に、読影医がこのＣＡＤ装置１を使って画像の読影を行う動作を、図７を参照して説明
する。
【００５１】
まず、読影医が肺癌候補検出結果の表示要求を、指示入力部６０を介して入力すると、制
御部の制御により、合成検出結果記憶部１００に記憶されている病変部候補情報テーブル
Ｃが制御部にロードされ、表示部３０に表示される（ステップＳ１）。
【００５２】
さらに、表示判定情報記憶部７１，７２に記憶されている表示判定基準情報の初期値およ
び各表示判定基準情報の値を変更するための画面がタッチパネル上に表示される。この画
面は、公知のグラフィックユーザインターフェースにより実現されており、表示判定の基
準値を任意に設定又は変更することが可能である（ステップＳ２）。
【００５３】
さらに制御部の指示により、表示判定情報記憶部７１，７２から表示判定基準情報が検出
結果表示判定部８１，８２に読み出される。この表示判定基準情報は変更がなされる度に
検出結果表示判定部８１，８２に送られる（ステップＳ５）。図８は、読影時における表
示部３０の表示例を示すものであるが、この段階では、下部に病変部候補情報テーブルＣ
のみが表示されている。
【００５４】
続いて、読影医は、読影を次の手順に従って、進める。ここでは患者「○山○夫」の検査
結果を読影するものとする。
【００５５】
読影医は、表示部３０に既に表示されている病変部候補情報テーブルＣの中から、患者「
○山○夫」を選択する（ステップＳ３）。この選択は、指示入力部６０のマウスで、画面
上の単純Ｘ線画像についての検査識別番号「２３４５６７」をポイントし、そこでダブル
クリックすることにより行うようにすることもできる（図８参照）。患者の選択が入力さ
れると、制御部は、検査識別番号「２３４５６７」の検査に該当する単純Ｘ線画像を、画
像記憶部２０から呼び出し、表示するよう制御する。単純Ｘ線画像は一人の患者につき原
則１枚であるので、同一患者についての読影中は変更されることはない。
【００５６】
患者が特定されると、制御部は単純Ｘ線画像と比較対照するＸ線ＣＴ画像を、画像記憶部
２０から呼び出し、表示するよう制御する（ステップＳ４）。Ｘ線ＣＴ画像は一人の患者
に対し、約３５枚存在するので、原則として、肺癌候補の情報を有する画像番号の若い順
に表示する。あるいは、指示入力部６０のマウスで、画面上のＸ線ＣＴ画像についての画
像番号をポイントし、そこでダブルクリックすることにより読影しようとする画像を選択
できるようにすることもできる（図８参照）。ここでは表示部３０にはＸ線ＣＴ画像は１
枚ずつ表示されるものとする。
【００５７】
検出結果表示判定部８１，８２は、検出結果記憶部５１，５２から送られてきた検査識別
番号「１２３４５６」の検査の画像番号６（または選択された画像番号）の病変部候補情
報または検査識別番号「２３４５６７」の検査の病変部候補情報、および表示判定情報記
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憶部７１，７２から送られてきた表示判定基準情報を受け取ると、個々の表示判定基準ご
とに、表示判定基準と病変部候補情報に含まれる特徴量とを比較する（ステップＳ６）。
表示判定基準に使う形態的特徴としては、１種類でもよいし、２種類以上を任意に組み合
わせてもよい。
【００５８】
そして、病変部候補情報に含まれる病変部候補が、表示判定基準値の範囲内に含まれてい
るか否かを判定する。この判定において、表示判定基準値の範囲内である病変部候補は、
表示対象として選択され、範囲外の病変部候補は、表示対象から外される。
【００５９】
このように表示対象とされた病変部候補は、図８に示すように、Ｘ線ＣＴ画像及び単純Ｘ
線画像上に、その位置を示す円状のマークにより表示部３０に表示される。これにより、
病変部候補に焦点が当てられるので、読影医による見落としを減少させることができる。
この場合、単純Ｘ線画像上には、この患者のすべての病変部候補がマークされるが、Ｘ線
ＣＴ画像上では、この断層像に含まれる病変部候補しか表示されない。例えば、図８の単
純Ｘ線画像上の病変部候補ａ１を読影しているときは、表示されるＸ線ＣＴ画像は、病変
部候補ａ１に対応する病変部候補を含む画像番号のＸ線ＣＴ画像が表示される。次に、単
純Ｘ線画像上の病変部候補ａ２を読影するときは、マウス等を用いて病変部候補ａ２のマ
ークをダブルクリックすれば、Ｘ線ＣＴ画像が病変部候補ａ２に対応する病変部候補を含
むＸ線ＣＴ画像に切り替わるようにすることも可能である。
【００６０】
単純Ｘ線画像とＸ線ＣＴ画像の両方で検出された場合は、病変部として存在する可能性が
高いといえるが、どちらか一方でのみ検出された場合は注意を要する。例えば、図８にお
いて、Ｘ線ＣＴ画像では病変部候補ｃ１が検出されたのに対し、単純Ｘ線画像ではそれに
対応する病変部候補が検出されなかった場合を説明する。この場合、単純Ｘ線画像上で、
病変部候補ｃ１に対応する位置にマークを点滅させて表示し（病変部候補ａ３）、両者で
検出されて点灯しているマークと異なることを示して読影医に注意を喚起する。読影医は
、病変部候補ｃ１と病変部候補ａ３とを見比べることにより真の病変部であるか或いは誤
検出であるかを判断することができるので、いずれか一方のみの検出結果から判断すると
きよりも見落としが減少し、信頼性が向上する。
【００６１】
逆に、単純Ｘ線画像では病変部候補ａ３が検出されたのに対し、Ｘ線ＣＴ画像ではそれに
対応する病変部候補が検出されなかった場合を、図９を参照して説明する。この場合、前
記と同様に、Ｘ線ＣＴ画像上に、単純Ｘ線画像上の病変部候補ａ３に対応する位置にマー
クを表示するが、単純Ｘ線画像はｙ方向の情報を持たないため、２本の平行線が表示され
、病変部候補が存在する可能性がある領域として、ｘ方向のみ限定することができるに止
まる。しかしながら、全く限定されない場合よりは病変部候補探索領域が狭まり、その領
域内を入念にチェックできるので、検出効率及び検出精度が向上する。
【００６２】
また、Ｘ線ＣＴ画像による検出の場合は、断層像の間隔や病変部候補の大きさによっては
、一つの病変部候補であっても、相前後する複数のＸ線ＣＴ画像で検出されることがある
。この場合、これらの病変部候補が同一のものであるか、別個の病変部候補であるかを判
断するには、関係するすべてのＸ線ＣＴ画像を読影する必要がある。しかし、単純Ｘ線画
像と対比して見れば、このような判定が比較的容易に行える場合がある。すなわち、Ｘ線
ＣＴ画像では何枚にも亘る病変部も単純Ｘ線画像で見ればそれらが一つのものか複数のも
のかが一目でわかる。
【００６３】
なお、病変部候補を表示するマークは、図１０に示すように、その大きさを変更可能にす
ることもできる。図１０（ａ）は通常のマークの大きさを変更する場合を示し、図１０（
ｂ）は、単純Ｘ線画像では病変部候補が検出されたのに対し、Ｘ線ＣＴ画像ではそれに対
応する病変部候補が検出されなかった場合のマークを示している。いずれの場合にも、マ
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ークの一部をドラッグ、ドロップすることにより、その中心位置がずれることなくマーク
の半径または幅を変更することができる。これにより、より広い範囲で読影を行いたい場
合や、より焦点を絞って読影したい場合にも対応することが可能となる。
【００６４】
さらに、かかるマークは、複数の病気を一度に検査する場合に、異なるアルゴリズムによ
り検出されたものは、表示色を変えて表示することも可能である。例えば、肺癌を検出す
るアルゴリズムで検出された病変部候補のマークは赤色、間質性肺疾患を検出するアルゴ
リズムにより検出された病変部候補のマークは黄色とする等である。
【００６５】
そのＸ線ＣＴ画像の全ての病変部候補に関する判定が終了すると、読影を継続する必要が
あるときは次のＸ線ＣＴ画像を選択して（ステップＳ７）、ステップ４へ戻り、そのＸ線
ＣＴ画像について肺癌候補の判定を繰り返す（ステップ５からステップ７）。
【００６６】
患者「○山○夫」についてのＸ線ＣＴ画像すべての読影が終了し、次の患者について読影
する場合は、ステップ３へ戻り（ステップ８）、ステップ４からステップ７の動作を繰り
返す。
【００６７】
次に、本発明に係るＣＡＤ装置の第２の実施形態について、添付図面を参照して説明する
。
【００６８】
図１１は第２実施形態に係るＣＡＤ装置１Ａの機能の概要を示すブロック図であり、図１
２はＣＡＤ装置１Ａの構成例を示すブロック図である。
【００６９】
本実施の形態のＣＡＤ装置１Ａは、図１１に示すように、画像記憶部２０と第２の病変部
検出部４２との間に画像投影部１１０を備える点で、第１の実施形態におけるものと基本
的に相違し、他の構成は第１の実施形態と実質的に同じであり、同じ符号を付して説明を
省略する。この画像投影部１１０は、特許請求の範囲に記載の画像再構成手段を構成する
。また、図１２からも明らかなように、ＣＡＤ装置１Ａの構成は、第１の実施形態のＣＡ
Ｄ装置１の構成に画像再構成手段７が追加された構成となっている。
【００７０】
本実施形態は、肺野の診断を、Ｘ線ＣＴ装置によって得られるマルチスライスの断層画像
のみによってダブルチェックを行う場合のものである。すなわち、Ｘ線ＣＴ装置で得られ
た断層画像から、異なる方向の投影画像を構成し、その投影画像を第１の実施形態におけ
るような他のモダリティで得られた透過画像に代えて用いるものである。１つのモダリテ
ィにより得られた情報であっても、画像のタイプが異なれば検出に用いられるアルゴリズ
ムも異なる。したがって、異なった検出結果が得られることもあり、この点からも１つの
断層画像でダブルチェックを行う意義がある。
【００７１】
画像投影部１１０は、図１３に示すように、Ｘ線ＣＴ装置で得られた断層画像から、ある
一点からの投影像（ＤＲＲ：Digitally Reconstructed Radiograph）を生成するものであ
る。その手順の概要は、以下のとおりである。
【００７２】
まず、Ｘ線ＣＴ装置により得られた多数のアキシャル像から、補間法等を用いて３次元ボ
リュームデータであるボクセルデータを作成する。次いで、線源の位置を計算し、この計
算された線源の位置へ視点を配置したときのボクセルデータの透過像を計算する。透過像
の計算は、図１３に示すように、線源から投影画像１０５形成位置までの各ビーム経路に
ついて、それぞれのビーム経路上にあるボクセルデータの各ＣＴ値を加算し、この加算結
果のオバーフロー等に対処するため、適当な正規化を行って求められる。本実施の形態に
よる場合は、視点をＸ線ＴＶ装置による場合と近似させることが望ましい。
【００７３】
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本実施の形態に係るＣＡＤ装置１Ａの動作も、画像記憶部２０から第２の病変部検出部４
２へ伝送される画像データが異なる点で、第１の実施形態におけるものと基本的に相違す
るのみで、他の構成は第１の実施形態と実質的に同じである。すなわち、画像記憶部２０
に記憶されているマルチスライスを構成する複数枚のＸ線ＣＴ画像データが、制御部の制
御により読み出され、Ｘ線ＣＴ画像は第１の病変部検出部４１と画像投影部１１０の双方
に１組ずつ送られる。画像投影部１１０では上述の画像投影が行われ、得られた投影画像
が第２の病変部検出部４２へ送られて解析に供される。また、画像記憶部２０にも返送さ
れてここで記憶され、再度の画像投影の必要がないようにすることもできる。
【００７４】
読影医がこのＣＡＤ装置１Ａを使って画像の読影を行う動作は、ＣＡＤ装置１Ａが以上の
ように構成され動作するので、第１の実施形態の場合と全く同じように進めることができ
る。
【００７５】
本実施形態においては、アキシャル像からＤＲＲ像を生成し、それぞれの画像に対して異
なるアルゴリズムにより病変部をサーチする例を挙げて説明したが、投影像はＤＲＲ像に
限られず、ＤＲＲ像の代わりにアキシャル像とは異なる断面のＭＰＲ像（Multi Planar R
econstruction）、特にコロナル像やオブリーク像を適用することも可能である。
【００７６】
ＭＰＲとは、断層像映像化装置から得られた立体画像データを用い、該データから任意の
断面を切り出し、その切断面を表示するものである。図１４に頭部を例にとって説明する
。図１４（ａ）（ｂ）に示すように、一般に、片断面の位置は、アキシャル像，サジタル
像あるいはコロナル像等の二次元画像上に線ＲＯＩで指示することによって決められる。
例えば、図１４（ａ）に示すアキシャル像中に線ＲＯＩ１又は線ＲＯＩ２を決め、例えば
線ＲＯＩ１に対応する断面を、図１４（ｃ）に示すように表示する。また、図１４（ｂ）
に示すコロナル像中に線ＲＯＩ３を決め、線ＲＯＩ３に対応する断面を、図１４（ｄ）に
示すように表示する。
【００７７】
以上に説明した実施態様は説明のためのものであり、本発明の範囲を制限するものではな
い。従って、当業者であればこれらの各要素もしくは全要素をこれと均等なものによって
置換した実施態様を採用することが可能であるが、これらの実施態様も本発明の範囲に含
まれる。
【００７８】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明に係る画像診断支援装置においては、第１のモダリティで得た
画像から検出した病変部候補を第２のモダリティで得た画像上に表示する機能、逆に第２
のモダリティで検出された病変部候補を第１のモダリティで得た画像上に表示する機能を
有するため、病変部の見落としを防ぐことが可能となる。
【００７９】
また、本発明は、１のモダリティで得た断層画像を投影画像に変換し、断層画像から検出
した病変部候補をこの投影画像上に表示する機能を有するため、１のモダリティで得た画
像からだけでも、病変部のダブルチェックができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るコンピュータ支援診断装置の機能の概要を示すブ
ロック図。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るコンピュータ支援診断装置の構成例を示すブロッ
ク図。
【図３】図１の第１の検出結果記憶部に記憶される病変部候補情報テーブルの構造を示す
図。
【図４】病変部候補の座標関係を説明する図。
【図５】図１の第２の検出結果記憶部に記憶される病変部候補情報テーブルの構造を示す
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【図６】図１の合成検出結果記憶部に記憶される病変部候補情報テーブルの構造を示す図
。
【図７】読影を行う動作の手順の概要を示すフローチャート。
【図８】Ｘ線ＣＴ画像で病変部が検出され、単純Ｘ線画像では病変部が検出されなかった
場合の検出結果の表示例。
【図９】単純Ｘ線画像で病変部が検出され、Ｘ線ＣＴ画像では病変部が検出されなかった
場合の検出結果の表示例。
【図１０】病変部を示すマーカの大きさ変更を説明する図であって、（ａ）は単純Ｘ線画
像上のマーカ、（ｂ）はＸ線ＣＴ画像上のマーカ。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係るコンピュータ支援診断装置の機能の概要を示す
ブロック図。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係るコンピュータ支援診断装置の構成例を示すブロ
ック図。
【図１３】ボクセルデータを用いて透過像を計算する過程を説明する図。
【図１４】ＭＰＲ像について説明する図であり、（ａ）はアキシャル像、（ｂ）はコロナ
ル像、（ｃ）はサジタル像、（ｄ）はオブリーク像。
【符号の説明】
１，１Ａ　コンピュータ支援診断装置（ＣＡＤ装置）
２　モダリティ
３　画像保管装置
４　第１の病変部検出手段
５　第２の病変部検出手段
６　検出結果合成手段
７　画像再構成手段
８　インターフェース（Ｉ／Ｆ）
９　ネットワーク
１０　画像入力部
２０　画像記憶部
３０　表示部
４１　第１の病変部検出部
４２　第２の病変部検出部
５１　第１の検出結果記憶部
５２　第２の検出結果記憶部
６０　指示入力部
７１　第１の表示判定情報記憶部
７２　第２の表示判定情報記憶部
８１　第１の検出結果表示判定部
８２　第２の検出結果表示判定部
９０　検出結果合成部
１００　合成検出結果記憶部
１１０　画像投影部
Ａ，Ｂ，Ｃ　病変部候補情報テーブル
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