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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の乳房が乳腺専用コイルを用いて腹臥位で撮像された腹臥位画像から、該乳房の
形状変化を追従する乳房モデルを作成する乳房モデル作成手段と、
　前記被検体の乳房が仰臥位で撮像された仰臥位画像に前記乳房モデル作成手段によって
作成された乳房モデルを適用し、該仰臥位画像に描出された乳房領域をシミュレーション
することで、前記腹臥位画像に描出された乳房領域の画素と該仰臥位画像に描出された乳
房領域の画素との対応関係を取得するシミュレーション手段と、
　前記シミュレーション手段によって取得された対応関係に従って、前記腹臥位画像に描
出された乳房領域の画素を該仰臥位画像に描出された乳房領域の画素に合成する合成手段
と
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記合成手段によって合成された前記仰臥位画像を出力手段に表示する画像表示手段を
備えたことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記乳房モデル作成手段は、前記仰臥位画像からも乳房モデルを作成し、
　前記乳房モデル作成手段によって作成された腹臥位画像の乳房モデルと仰臥位画像の乳
房モデルとから両モデルの変化量を算出し、該腹臥位画像の乳房モデルに適用される弾性
率を算出する弾性率算出手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の
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画像処理装置。
【請求項４】
　前記被検体の乳房が仰臥位で時間軸上連続して撮像された仰臥位画像を連続して受け付
ける受付手段と、
　前記受付手段によって所定の仰臥位画像が受け付けられると、該所定の仰臥位画像より
も時間軸上１つ前に受け付けられた仰臥位画像に乳房モデルが適用されてシミュレーショ
ンされたシミュレーション結果を取得し、取得したシミュレーション結果を用いて該所定
の仰臥位画像に描出された乳房領域をシミュレーションすることで、前記腹臥位画像に描
出された乳房領域の画素と該所定の仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係
を取得する第二のシミュレーション手段と、
　前記第二のシミュレーション手段によって取得された対応関係に従って、前記腹臥位画
像に描出された乳房領域の画素を、前記受付手段によって受け付けられた前記所定の仰臥
位画像に描出された乳房領域の画素に合成する第二の合成手段と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　被検体の乳房が腹臥位で撮像された腹臥位画像から、該乳房の形状変化を追従する乳房
モデルを作成する乳房モデル作成手段と、
　前記被検体の乳房が仰臥位で撮像された仰臥位画像に前記乳房モデル作成手段によって
作成された乳房モデルを適用し、該仰臥位画像に描出された乳房領域をシミュレーション
することで、前記腹臥位画像に描出された乳房領域内の関心領域と該仰臥位画像に描出さ
れた乳房領域内の関心領域との対応関係を取得するシミュレーション手段と、
　前記シミュレーション手段によって取得された対応関係を該仰臥位画像に描出する描出
手段と
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、癌疾患死亡者数に占める乳癌の割合が増加傾向にある。このため、乳癌検診にお
いては、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomography）装置や超音波診断装置による検診に加え、乳
腺専用コイルを用いたＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imaging）装置による検診が推奨さ
れている。乳腺専用コイルを用いて撮像された乳房の画像は、乳腺や腫瘍等、軟組織の微
小な変化を鮮明に描出するからである。
【０００３】
　乳腺専用コイルを用いた撮像は腹臥位で行われるので、乳房は下垂状態になり、乳腺も
乳頭付近に集中する。一方、治療時等には仰臥位になることが多いので、乳房は胸骨上面
で潰れた状態になり、乳腺も移動する。このため、腹臥位で撮像された画像から乳腺や腫
瘍の位置情報を取得しても、仰臥位になる治療時には該位置情報を用いることができず、
仰臥位で撮像された画像から改めて乳腺や腫瘍の位置情報が取得される。
【０００４】
　なお、従来、形状変化を抑えて乳房を撮像する手法として、乳房を収容するカップや医
療用シートを用いる手法がある。また、皮膚に添着されたマーカを使用して形状変化する
乳房の位置情報を計算する手法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３２５９７２号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１２８９０４号
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【特許文献３】特開２００３－２６００３８号公報
【特許文献４】特開２００７－２８２９６０号公報
【特許文献５】特開２００７－５０１５９号公報
【特許文献６】特表２００１－５１１６９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記した従来の技術では、腹臥位で撮像された乳房の画像を有効活用することができな
いという課題があった。例えば、腹臥位で撮像された乳房の画像から乳腺や腫瘍の位置情
報を取得しても、仰臥位になる治療時には乳腺や腫瘍が移動してしまい、該位置情報を用
いることができない。また、例えば、腹臥位で撮像された乳房の画像が乳腺専用コイルを
用いて撮像された画像である場合、画像は、乳腺や腫瘍を鮮明に描出する画質の良い画像
となる。しかしながら、形状変形に伴い乳腺や腫瘍の位置情報が変わる問題には対応でき
ない。
【０００７】
　なお、形状変化を抑えて乳房を撮像する手法では、カップや医療用シートが治療の妨げ
となる場合があり、また、マーカを使用して位置情報を計算する手法は、皮膚にマーカを
添着するものであり、いずれも上記した課題を適切に解決し得るものではない。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記した従来の技術の課題を解決するためになされたものであり、
腹臥位で撮像された乳房の画像を有効活用することが可能な画像処理装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１に係る発明は、被検体の乳房が
乳腺専用コイルを用いて腹臥位で撮像された腹臥位画像から、該乳房の形状変化を追従す
る乳房モデルを作成する乳房モデル作成手段と、前記被検体の乳房が仰臥位で撮像された
仰臥位画像に前記乳房モデル作成手段によって作成された乳房モデルを適用し、該仰臥位
画像に描出された乳房領域をシミュレーションすることで、前記腹臥位画像に描出された
乳房領域の画素と該仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係を取得するシミ
ュレーション手段と、前記シミュレーション手段によって取得された対応関係に従って、
前記腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を該仰臥位画像に描出された乳房領域の画素
に合成する合成手段とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項５に係る発明は、被検体の乳房が腹臥位で撮像された腹臥位画像から、該
乳房の形状変化を追従する乳房モデルを作成する乳房モデル作成手段と、前記被検体の乳
房が仰臥位で撮像された仰臥位画像に前記乳房モデル作成手段によって作成された乳房モ
デルを適用し、該仰臥位画像に描出された乳房領域をシミュレーションすることで、前記
腹臥位画像に描出された乳房領域内の関心領域と該仰臥位画像に描出された乳房領域内の
関心領域との対応関係を取得するシミュレーション手段と、前記シミュレーション手段に
よって取得された対応関係を該仰臥位画像に描出する描出手段とを備えたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、腹臥位で撮像された乳房の画像を有効活用することが可能に
なる。腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を仰臥位画像に描出された乳房領域の画素
に合成する結果、腹臥位画像に鮮明に描出された画素が仰臥位画像に合成されることにな
り、仰臥位画像の画質を向上することが可能になる。
【００１２】
　請求項５の発明によれば、腹臥位で撮像された乳房の画像を有効活用することが可能に
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なる。腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を仰臥位画像に描出された乳房領域の画素
に合成する結果、腹臥位画像に鮮明に描出された画素が仰臥位画像に合成されることにな
り、仰臥位画像の画質を向上することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施例１に係る画像処理装置の概要を説明するための図である。
【図２】図２は、実施例１に係る画像処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図３は、実施例１に係る画像処理装置による処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図４】図４は、乳房形状抽出処理を説明するための図である。
【図５】図５は、乳房モデル作成処理を説明するための図である。
【図６】図６は、位置合わせ／形状補正処理を説明するための図である。
【図７】図７は、仰臥位シミュレーション処理を説明するための図である。
【図８】図８は、表示画像合成処理を説明するための図である。
【図９】図９は、実施例２に係る画像処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図１０】図１０は、乳房弾性率算出部を説明するための図である。
【図１１】図１１は、実施例３に係る画像処理装置の概要を説明するための図である。
【図１２】図１２は、実施例３に係る画像処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図１３】図１３は、実施例３に係る画像処理装置による処理手順を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る画像処理装置の実施例を詳細に説明する。ま
ず、実施例１に係る画像処理装置の概要を説明し、続いて、実施例１に係る画像処理装置
の構成、処理手順及び効果を順に説明する。その後、他の実施例を説明する。
【実施例１】
【００１５】
［実施例１に係る画像処理装置の概要］
　図１を用いて、実施例１に係る画像処理装置の概要を説明する。図１は、実施例１に係
る画像処理装置の概要を説明するための図である。図１に示すように、４枚の医用画像の
内の左側２枚が、被検体の乳房が乳腺専用コイルを用いて腹臥位で撮像された画像（以下
、腹臥位画像）であり、右下が、被検体の乳房が仰臥位で撮像された画像（以下、仰臥位
画像）であり、右上が、仰臥位で撮像された画像と腹臥位で撮像された画像の合成画像で
ある。
【００１６】
　まず、実施例１に係る画像処理装置は、（１）に示すように、腹臥位画像から乳房モデ
ルを作成する。ここで、乳房モデルとは、乳房の形状変化を追従する物理モデルである。
【００１７】
　次に、画像処理装置は、（２）に示すように、仰臥位画像に乳房モデルを適用し、仰臥
位画像に描出された乳房領域をシミュレーションする。
【００１８】
　続いて、画像処理装置は、（３）に示すように、腹臥位画像に描出された乳房領域の画
素と仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係を取得する。
【００１９】
　そして、画像処理装置は、（４）に示すように、取得した対応関係に従って、腹臥位画
像に描出された乳房領域の画素を仰臥位画像に描出された乳房領域の画素に合成する。
【００２０】
　このように、実施例１に係る画像処理装置によれば、腹臥位画像に描出された乳房領域
の画素を仰臥位画像に描出された乳房領域の画素に合成する結果、腹臥位画像に鮮明に描
出された画素が仰臥位画像に合成されることになり、仰臥位画像の画質を向上することが
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可能になる。
【００２１】
［実施例１に係る画像処理装置の構成］
　次に、図２を用いて、実施例１に係る画像処理装置の構成を説明する。図２は、実施例
１に係る画像処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【００２２】
　実施例１に係る画像処理装置１００は、図２に示すように、腹臥位画像処理部１０と乳
房モデル処理部２０と仰臥位画像処理部３０とシミュレーション部４０と画像出力部５０
とを備える。なお、実施例１に係る画像処理装置１００は、ＰＡＣＳ（Picture　Archivi
ng　and　Communication　System）のネットワークを介して外部装置である医用画像撮像
装置と接続され、ＤＩＣＯＭ（Digital　Imaging　and　Communications　in　Medicine
）規格に則って医用画像撮像装置から送信された医用画像を受信する。
【００２３】
　腹臥位画像処理部１０は、図２に示すように、腹臥位画像入力部１１と乳房形状抽出部
１２と乳房内特徴領域抽出部１３とを備える。
【００２４】
　腹臥位画像入力部１１は、腹臥位画像の入力を受け付ける。具体的には、腹臥位画像入
力部１１は、外部装置である医用画像撮像装置から送信された医用画像を受信することで
腹臥位画像の入力を受け付けると、受け付けた腹臥位画像を乳房形状抽出部１２に送信す
る。なお、腹臥位画像入力部１１は、画像処理装置１００の操作者によって入力された腹
臥位画像を受け付けてもよい。
【００２５】
　ここで、実施例１における腹臥位画像は、被検体の乳房がＭＲＩ装置の乳腺専用コイル
を用いて腹臥位で撮像された画像（複数の体軸断面画像など）である。乳房と腫瘍の判別
が可能であれば、造影画像である必要はない。
【００２６】
　乳房形状抽出部１２は、腹臥位画像から乳房の形状を示す乳房領域を抽出する。具体的
には、乳房形状抽出部１２は、腹臥位画像入力部１１から送信された腹臥位画像から乳房
領域を抽出し、抽出した乳房領域および腹臥位画像を乳房内特徴領域抽出部１３およびシ
ミュレーション部４０に送信する。
【００２７】
　乳房内特徴領域抽出部１３は、乳房領域から特徴領域を抽出する。具体的には、乳房内
特徴領域抽出部１３は、乳房形状抽出部１２から送信された腹臥位画像の内、乳房形状抽
出部１２から送信された乳房領域内から特徴領域を抽出する。また、乳房内特徴領域抽出
部１３は、腹臥位画像、乳房領域および特徴領域を乳房モデル処理部２０に送信し、特徴
領域をシミュレーション部４０に送信する。
【００２８】
　乳房モデル処理部２０は、図２に示すように、乳房モデル作成部２１とモデル係数設定
部２２とを備える。
【００２９】
　乳房モデル作成部２１は、腹臥位画像から乳房モデルを作成する。具体的には、乳房モ
デル作成部２１は、乳房内特徴領域抽出部１３から送信された腹臥位画像の内、乳房内特
徴領域抽出部１３から送信された乳房領域および特徴領域を再分割し、乳房モデルを作成
する。また、乳房モデル作成部２１は、乳房モデルをモデル係数設定部２２に送信する。
【００３０】
　モデル係数設定部２２は、乳房モデルの係数を設定する。具体的には、モデル係数設定
部２２は、乳房モデル作成部２１から送信された乳房モデルに係数を設定し、係数を設定
した乳房モデルをシミュレーション部４０に送信する。
【００３１】
　仰臥位画像処理部３０は、仰臥位画像入力部３１と乳房形状抽出部３２と乳房内特徴領



(6) JP 5322662 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

域抽出部３３とを備える。
【００３２】
　仰臥位画像入力部３１は、仰臥位画像の入力を受け付ける。具体的には、仰臥位画像入
力部３１は、外部装置である医用画像撮像装置から送信された医用画像を受信することで
仰臥位画像の入力を受け付けると、受け付けた仰臥位画像を乳房形状抽出部３２に送信す
る。なお、仰臥位画像入力部３１は、画像処理装置１００の操作者によって入力された仰
臥位画像を受け付けてもよい。
【００３３】
　ここで、実施例１における仰臥位画像は、被検体の乳房がＭＲＩ装置を用いて仰臥位で
撮像された画像である。なお、仰臥位画像は、乳房専用コイルを用いずに撮像された画像
を想定しているので、画質が悪いことが想定される。
【００３４】
　乳房形状抽出部３２は、仰臥位画像から乳房の形状を示す乳房領域を抽出する。具体的
には、乳房形状抽出部３２は、仰臥位画像入力部３１から送信された仰臥位画像から乳房
領域を抽出し、抽出した乳房領域および仰臥位画像を乳房内特徴領域抽出部３３およびシ
ミュレーション部４０に送信する。なお、実施例１における乳房形状抽出部３２による処
理は、乳房形状抽出部１２による処理と同様である。
【００３５】
　乳房内特徴領域抽出部３３は、乳房領域から特徴領域を抽出する。具体的には、乳房内
特徴領域抽出部３３は、乳房形状抽出部３２から送信された仰臥位画像の内、乳房形状抽
出部３２から送信された乳房領域内から特徴領域を抽出する。また、乳房内特徴領域抽出
部３３は、特徴領域をシミュレーション部４０に送信する。なお、実施例１における乳房
内特徴領域抽出部３３による処理は、乳房内特徴領域抽出部１３による処理と同様である
が、仰臥位画像は、乳房専用コイルを用いずに撮像された画像を想定しているので、画質
が悪く、抽出される特徴領域も異なることが想定される。
【００３６】
　シミュレーション部４０は、位置合わせ／形状補正部４１と仰臥位シミュレーション部
４２とを備える。
【００３７】
　位置合わせ／形状補正部４１は、仰臥位画像に乳房モデルを適用する。モデル係数設定
部２２から送信された乳房モデルと乳房形状抽出部３２から送信された仰臥位画像とを位
置合わせするとともに乳房の形状を補正し、補正後の乳房モデルおよび仰臥位画像を仰臥
位シミュレーション部４２に送信する。
【００３８】
　この時、位置合わせ／形状補正部４１は、乳房形状抽出部１２から送信された乳房領域
および腹臥位画像、乳房内特徴領域抽出部１３から送信された特徴領域、乳房形状抽出部
３２から送信された乳房領域および仰臥位画像、乳房内特徴領域抽出部３３から送信され
た特徴領域を適宜用いる。
【００３９】
　仰臥位シミュレーション部４２は、仰臥位画像に描出された乳房領域をシミュレーショ
ンすることで、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素と仰臥位画像に描出された乳房領
域の画素との対応関係を取得する。具体的には、仰臥位シミュレーション部４２は、位置
合わせ／形状補正部４１から送信された乳房モデルおよび仰臥位画像を用いて仰臥位画像
に描出された乳房領域をシミュレーションし、画素の対応関係を取得すると、取得した対
応関係を画像出力部５０に送信する。
【００４０】
　画像出力部５０は、表示画像合成部５１と画像表示部５２とを備える。
【００４１】
　表示画像合成部５１は、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を仰臥位画像に描出さ
れた乳房領域の画素に合成する。具体的には、表示画像合成部５１は、仰臥位シミュレー



(7) JP 5322662 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

ション部４２から送信された対応関係に従って、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素
を仰臥位画像に描出された乳房領域の画素に合成し、合成後の仰臥位画像を画像表示部５
２に送信する。
【００４２】
　画像表示部５２は、合成後の仰臥位画像を表示する。具体的には、画像表示部５２は、
表示画像合成部５１から送信された合成後の仰臥位画像をモニタなどの出力部に表示する
。なお、仰臥位画像は、３Ｄ画像として表示してもよい。
【００４３】
［実施例１に係る画像処理装置による処理手順］
　続いて、図３～８を用いて、実施例１に係る画像処理装置による処理手順を説明する。
図３は、実施例１に係る画像処理装置による処理手順を示すフローチャートであり、図４
は、乳房形状抽出処理を説明するための図であり、図５は、乳房モデル作成処理を説明す
るための図であり、図６は、位置合わせ／形状補正処理を説明するための図であり、図７
は、仰臥位シミュレーション処理を説明するための図であり、図８は、表示画像合成処理
を説明するための図である。なお、以下では、図２に示した画像処理装置の構成を用いて
説明する。
【００４４】
　ステップＳ１０１では、腹臥位画像入力部１１が、腹臥位画像の入力を受け付けたか否
かを判定しており（、入力を受け付けない場合には（ステップＳ１０１否定）、入力を受
け付けたか否かを判定する処理に戻る。
【００４５】
　腹臥位画像入力部１１が腹臥位画像の入力を受け付けると（ステップＳ１０１肯定）、
次に、ステップＳ１０２では、乳房形状抽出部１２が、腹臥位画像から乳房領域を抽出し
、乳房内特徴領域抽出部１３が、乳房領域から特徴領域を抽出する。
【００４６】
　乳房形状抽出部１２は、公知の画像処理手法を用いて乳房領域を抽出することができる
が、実施例１においては、画素値を閾値とする画像処理手法を用いる。また、乳房内特徴
領域抽出部１３は、公知の画像処理手法を用いて特徴領域を抽出することができるが、実
施例１においては、画素値を閾値とする画像処理手法を用いる。
【００４７】
　ここで、図４を用いて、まず、乳房形状抽出部１２による処理を詳述する。図４に示す
腹臥位画像は、任意の体軸断面（Axial断面）を示すものである。乳房形状抽出部１２に
よる処理の概念を説明すると、まず、乳房形状抽出部１２は、胸骨（大胸筋）が持つ画素
値を閾値に設定し、腹臥位画像から胸骨（大胸筋）領域を抽出する。次に、乳房形状抽出
部１２は、体表面（輪郭）が持つ画素値を閾値に設定し、腹臥位画像から体表面（輪郭）
を抽出する。
【００４８】
　そして、乳房形状抽出部１２は、胸骨領域内の重心Ｏを求め、重心Ｏを含み冠状断面（
Coronal断面）に平行な面ＰCrと胸骨との交点を胸骨の境界点ＳＲi／ＳＬi（i＝０、・・
・、Ｎ）として求め、冠状断面に平行な面ＰCrと体表面との交点を乳房の境界点ＢＲi／
ＢＬi（i＝０、・・・、Ｎ）として求める。最後に、乳房形状抽出部１２は、冠状断面に
平行な面ＰCrよりも体位前側（Anterior側）に存在する胸骨領域（ＳＲi－ＳＬi）、乳房
輪郭（ＢＲi－ＢＬi）、および各境界点（ＢＲi－ＳＲi、ＳＬi－ＢＬi）を繋ぐ領域を全
て繋げることで、閉じた領域として乳房領域（ＳＲi－ＳＬi－ＢＬi－ＢＲi－ＳＲi）を
抽出する。
【００４９】
　続いて、乳房内特徴領域抽出部１３が、抽出対象の特徴領域として、腫瘍、乳腺、乳管
、乳房提靱帯等を抽出する。もっとも、例えば乳房提靱帯は、撮像手法によっては描出さ
れない場合や、画質により境界が判別できず抽出が難しい場合などがある。このため、乳
房内特徴領域抽出部１３が抽出する特徴領域の対象は、腹臥位画像の撮像手法等によって
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予め設定されるものであるとする。腫瘍が関心領域である場合には、乳房内特徴領域抽出
部１３は、少なくとも腫瘍領域を特徴領域として抽出する。
【００５０】
　まず、乳房内特徴領域抽出部１３は、任意の画素値を閾値に設定し、乳房領域から腫瘍
領域を抽出する。また、乳房内特徴領域抽出部１３は、抽出した腫瘍領域の輪郭を抽出す
る。その他、乳腺、乳管、乳房提靱帯等の特徴領域が抽出可能な画像である場合には、乳
房内特徴領域抽出部１３は、同様に、これらの特徴領域を抽出する。
【００５１】
　ステップＳ１０３では、乳房モデル作成部２１が、腹臥位画像から乳房モデルを作成し
、モデル係数設定部２２が、乳房モデルに係数を設定する。
【００５２】
　ここで、図５を用いて、乳房モデル作成部２１による処理を詳述する。乳房モデル作成
部２１は、公知の物理モデルを用いて作成することができるが、例えば、図５の（ａ）に
示す腹臥位画像から図５の（ｂ）に示すバネ－質点モデルを作成する。バネ－質点モデル
とは、質点と各質点間をバネ／ダンパーで連結したモデルである。なお、領域を三角形の
パッチで分割する有限要素モデルを作成する手法でもよい。
【００５３】
　続いて、モデル係数設定部２２が、乳房モデルに必要な係数として弾性率等を設定する
。なお、実施例１におけるモデル係数設定部２２は、弾性率として、脂肪組織や腫瘍組織
として一般に算出されている値を用いるものとする。また、モデル係数設定部２２は、乳
房モデルがバネ－質点モデルの場合には、弾性率をバネ－ダンパー値に変換してから設定
するなど、弾性率を乳房モデルに応じて変換してから設定する。
【００５４】
　ステップＳ１０４では、仰臥位画像入力部３１も、仰臥位画像の入力を受け付けたか否
かを判定しており、入力を受け付けない場合には（ステップＳ１０４否定）、入力を受け
付けたか否かを判定する処理に戻る。
【００５５】
　仰臥位画像入力部３１が仰臥位画像の入力を受け付けると（ステップＳ１０４肯定）、
次に、ステップＳ１０５では、乳房形状抽出部３２が、仰臥位画像から乳房領域を抽出し
、乳房内特徴領域抽出部３３が、乳房領域から特徴領域を抽出する。なお、乳房領域から
特徴領域を抽出する処理は、ステップＳ１０２と同様の処理である。
【００５６】
　ステップＳ１０６では、位置合わせ／形状補正部４１が、乳房モデルの作成と仰臥位画
像からの特徴領域の抽出とが完了したか否かを判定しており、完了していない場合には（
ステップＳ１０６否定）、完了したか否かを判定する処理に戻る。
【００５７】
　完了したと判定すると（ステップＳ１０６肯定）、ステップＳ１０７では、位置合わせ
／形状補正部４１が、乳房モデルと仰臥位画像とを位置合わせするとともに乳房の形状を
補正する。
【００５８】
　ここで、図６を用いて、位置合わせ／形状補正部４１による処理を詳述する。図６の（
ａ）および（ｂ）に示すように、胸骨領域は、腹臥位もしくは仰臥位の体位によって変形
しない固定領域である。このため、位置合わせ／形状補正部４１は、乳房モデルの胸骨領
域と仰臥位画像の胸骨領域とを位置合わせする。また、位置合わせ／形状補正部４１は、
図６の（ｂ）に示すように、仰臥位画像の乳房領域の輪郭に乳房モデルの境界点が重なる
ように移動し、乳房の形状を補正する。
【００５９】
　ステップＳ１０８では、仰臥位シミュレーション部４２が、仰臥位画像に位置合わせさ
れ補正された乳房モデルをシミュレーションし、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素
と仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係を取得する。
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【００６０】
　ここで、図７を用いて、仰臥位シミュレーション部４２による処理を詳述する。仰臥位
シミュレーション部４２は、図７の（ａ）に示すように、乳房の形状が補正された乳房モ
デルを用いて乳房領域をシミュレーションすることで、図７の（ｂ）に示すように、乳房
モデルの質点と仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係を取得する。この時
、乳房モデルの質点と腹臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係は既知である
ので、結果として、仰臥位シミュレーション部４２は、腹臥位画像に描出された乳房領域
の画素と仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係を取得する。
【００６１】
　ステップＳ１０９では、表示画像合成部５１が、ステップＳ１０８において取得された
対応関係に従って、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を仰臥位画像に描出された乳
房領域の画素に合成する。
【００６２】
　ここで、図８を用いて、表示画像合成部５１による処理を詳述する。表示画像合成部５
１は、図８の（ａ）に示す対応関係に従って、図８の（ｂ）に示すように、腹臥位画像に
描出された乳房領域の画素を、仰臥位画像上でシミュレーションされた乳房モデルの対応
する位置にマッピングする。この時、実施例１においては、腹臥位画像の画質が、仰臥位
画像の画質よりも良いことを想定しているので、図８の（ｂ）に示すように、合成後の仰
臥位画像は、乳腺や腫瘍を鮮明に描出する画質の良い画像となる。
【００６３】
　なお、乳房内特徴領域抽出部１３において、腫瘍、乳腺、乳管、乳房提靱帯等の特徴領
域が抽出されている場合には、表示画像合成部５１は、これらの特徴領域を合成後の仰臥
位画像にさらに合成してもよい。
【００６４】
　その後、ステップＳ１１０では、画像表示部５２が、合成後の仰臥位画像をモニタなど
の出力部に表示する。
【００６５】
［実施例１の効果］
　上記してきたように、実施例１によれば、画像処理装置１００は、乳房モデル作成部２
１が、被検体の乳房が乳腺専用コイルを用いて腹臥位で撮像された腹臥位画像から、該乳
房の形状変化を追従する乳房モデルを作成する。また、仰臥位シミュレーション部４２が
、被検体の乳房が仰臥位で撮像された仰臥位画像に乳房モデルを適用し、該仰臥位画像に
描出された乳房領域をシミュレーションすることで、腹臥位画像に描出された乳房領域の
画素と該仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との対応関係を取得する。また、表示画
像合成部５１が、取得した対応関係に従って、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を
該仰臥位画像に描出された乳房領域の画素に合成する。また、画像表示部５２が、仰臥位
画像をモニタに表示する。
【００６６】
　このように、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を仰臥位画像に描出された乳房領
域の画素に合成する結果、腹臥位画像に鮮明に描出された画素が仰臥位画像に合成される
ことになり、仰臥位画像の画質を向上することが可能になる。
【００６７】
　すなわち、実施例１によれば、乳腺専用コイルなどの専用機器を使用できないために診
断時よりも画質が悪く分かりにくい画像に対し、腫瘍および周辺組織の形状情報を補い、
仰臥位による乳房変形や治療中の乳房変形に対し、乳房形状および腫瘍の位置をシミュレ
ーションすることで、腫瘍の位置確認作業を支援することが可能になる。
【００６８】
　また、従来、乳房の変形を押さえるために固定器具を装着した場合、腫瘍の位置により
治療のアプローチの妨げとなっていた。また、固定器具を外した場合、治療時に乳房が任
意に変形するため、その都度移動する腫瘍の位置を確認するために、触診もしくは画像の
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再撮像が必要になっていた。このように、治療中に腫瘍の位置が容易に把握できなければ
、治療が困難になり時間がかかる上、患者にも負担になっていた。
【００６９】
　この点、実施例１によれば、脂肪のような柔らかい組織と腫瘍のような硬い組織を持つ
乳房モデルを適用して仰臥位の乳房形状をシミュレーションし、シミュレーションした仰
臥位画像に対し、乳腺専用コイルを用いて撮像された腹臥位画像の画素をマッピングして
合成し、乳腺専用コイルで撮像された鮮明な画像で、仰臥位での乳房形状や腫瘍を提示す
ることが可能になる。この結果、術者の負担が軽減されて治療（腫瘍の確認時間など）の
時間が短縮され、患者の負担も軽減される。
【実施例２】
【００７０】
実施例２においては、腹臥位画像の乳房モデルと仰臥位画像の乳房モデルとを作成し、乳
房モデルに設定される係数に、両モデルから算出される弾性率を用いる。すなわち、実施
例２においては、仰臥位画像に適用される乳房モデルに、被検体に固有に固有の弾性率が
設定される。
【００７１】
［実施例２に係る画像処理装置の構成］
　まず、図９を用いて、実施例２に係る画像処理装置の構成を説明する。図９は、実施例
２に係る画像処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【００７２】
　図９に示すように、実施例２に係る画像処理装置２００は、弾性情報処理部６０を備え
る点が、実施例１に係る画像処理装置１００と異なる。また、弾性情報処理部６０は、乳
房弾性率算出部６１を備える。なお、実施例２においては、乳房モデル作成部２１が、実
施例１と同様の手法で、腹臥位画像および仰臥位画像の双方から乳房モデルを作成してい
るものとする。
【００７３】
　乳房弾性率算出部６１は、乳房モデルに設定される弾性率を算出する。具体的には、乳
房弾性率算出部６１は、乳房モデル作成部２１において作成された腹臥位画像の乳房モデ
ルおよび仰臥位画像の乳房モデルを用いて弾性率を算出し、算出した弾性率をモデル係数
設定部２２に送信する。
【００７４】
　ここで、図１０を用いて、実施例２における乳房弾性率算出部６１による処理を説明す
る。図１０は、乳房弾性率算出部を説明するための図である。乳房弾性率算出部６１は、
図１０の（ｃ）に示すように、腹臥位画像の乳房モデル（図１０の（ａ））と仰臥位画像
の乳房モデル（図１０の（ｂ））とを固定領域の胸骨領域で位置合わせする。そして、乳
房弾性率算出部６１は、両乳房モデルの形状を比較し、各質点の変化量から弾性率を算出
する。なお、弾性率の算出は、公知の手法を用いて算出することができる。
【００７５】
［実施例２の効果］
　上記してきたように、実施例２によれば、画像処理装置２００は、乳房モデル作成部２
１が、仰臥位画像からも乳房モデルを作成し、乳房弾性率算出部６１が、腹臥位画像の乳
房モデルと仰臥位画像の乳房モデルとから両モデルの変化量を算出し、該腹臥位画像の乳
房モデルに適用される弾性率を算出する。
【００７６】
　このようなことから、実施例２によれば、乳房モデルの弾性率として一般に算出されて
いる値を用いるのではなく、被検体に固有の弾性率を用いることになるので、乳房モデル
の精度がより高くなる。この結果、腹臥位画像の画素が合成された仰臥位画像の画質も、
より精度よく向上することが可能になる。
【実施例３】
【００７７】
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　さて、本発明は、例えば超音波診断装置によって撮像された仰臥位画像のように、時間
軸上連続して撮像された仰臥位画像の入力を連続して受け付ける場合にも適用することが
できる。以下では、実施例３として、時間軸上連続して撮像された仰臥位画像に適用する
場合を説明する。
【００７８】
［実施例３に係る画像処理装置の概要］
　まず、図１１を用いて、実施例３に係る画像処理装置の概要を説明する。図１１は、実
施例３に係る画像処理装置の概要を説明するための図である。
【００７９】
　図１１に示すように、実施例３に係る画像処理装置は、最初に入力を受け付けた仰臥位
画像（仰臥位画像の入力１）については、実施例１や実施例２と同様、腹臥位画像から作
成された乳房モデルを適用し、シミュレーションすることで、腹臥位画像の乳房領域の画
素を仰臥位画像の乳房領域の画素に合成し、入力１の仰臥位画像の画質を向上する。
【００８０】
　ところで、実施例３に係る画像処理装置は、図１１に示すように、仰臥位画像の入力１
に連続して次の仰臥位画像の入力を受け付ける（仰臥位画像の入力２）。すると、実施例
３に係る画像処理装置は、入力１で受け付けた仰臥位画像に乳房モデルが適用されてシミ
ュレーションされたシミュレーション結果を取得する。そして、画像処理装置は、取得し
たシミュレーション結果を用いて入力２で受け付けた仰臥位画像に描出された乳房領域を
シミュレーションすることで、腹臥位画像の画素と仰臥位画像の画素との対応関係を取得
する。続いて、実施例３に係る画像処理装置は、図１１に示すように、取得された対応関
係に従って、腹臥位画像の画素を仰臥位画像の画素に合成し、入力２の仰臥位画像の画質
を向上する。
【００８１】
　同様に、実施例３に係る画像処理装置は、図１１に示すように、仰臥位画像の入力２に
連続して次の仰臥位画像の入力を受け付ける（仰臥位画像の入力３）。すると、実施例３
に係る画像処理装置は、入力２で受け付けた仰臥位画像に乳房モデルが適用されてシミュ
レーションされたシミュレーション結果を取得する。そして、画像処理装置は、取得した
シミュレーション結果を用いて入力３で受け付けた仰臥位画像に描出された乳房領域をシ
ミュレーションすることで、腹臥位画像の画素と仰臥位画像の画素との対応関係を取得す
る。続いて、実施例３に係る画像処理装置は、図１１に示すように、取得された対応関係
に従って、腹臥位画像の画素を仰臥位画像の画素に合成し、入力３の仰臥位画像の画質を
向上する。
【００８２】
　このように、実施例３に係る画像処理装置によれば、例えば超音波診断装置によって撮
像された仰臥位画像のように、時間軸上連続して撮像された仰臥位画像の入力を連続して
受け付ける場合にも適用することができる。また、実施例３に係る画像処理装置によれば
、連続して受け付けられる仰臥位画像について行われたシミュレーション結果を次の仰臥
位画像のシミュレーションに用いるので、シミュレーションの効率を向上させることがで
きる。
【００８３】
　すなわち、時間軸上連続して撮像された仰臥位画像であれば、固定領域である胸骨領域
の位置は原則として移動しないはずである。連続して受け付けた仰臥位画像について、そ
の都度、腹臥位画像から作成された乳房モデルを適用しようとすると、その都度、胸骨領
域を用いて位置合わせをしなければならない。これに対し、実施例３に係る画像処理装置
によれば、一旦仰臥位画像に適用されてシミュレーションされたシミュレーション結果の
乳房モデルを基準にシミュレートすればよいので、胸骨領域を用いた位置合わせが不要に
なり、さらには、形状変化が無い場合もしくは小さい場合には、形状補正も効率的に行う
ことができる。なお、患者の体位が変わった場合や深呼吸などで胸骨が移動した場合には
、固定領域である胸骨領域の位置が移動することもあるので、適宜、胸骨領域を用いた位
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置合わせを併用してもよい。
【００８４】
　もっとも、実施例３の場合には、画像処理装置の処理速度が速いことが望ましい。すな
わち、実施例３に係る画像処理装置の場合、仰臥位画像が入力されると、仰臥位画像に対
してシミュレーションが実行され、シミュレーション結果を用いて合成された仰臥位画像
がモニタに表示され、これが連続して行われることになる。この時、画像処理装置の処理
速度が速く、仰臥位画像の入力とモニタへの表示とがほぼ同時に行われることが望ましい
。医師によって画像が連続して入力されている場合に、画質が向上された仰臥位画像がリ
アルタイムにモニタに表示されることが望ましいからである。もっとも、例えば医師が手
を止めた際に、シミュレーションの実行や画像の合成が追従し、やや遅れて画質が向上さ
れた仰臥位画像がモニタに表示されてもよい。あるいは、必要に応じて入力される画像の
フレームを間引くなどの工夫をしてもよい。
【００８５】
［実施例３に係る画像処理装置の構成］
　次に、図１２を用いて、実施例３に係る画像処理装置の構成を説明する。図１２は、実
施例３に係る画像処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【００８６】
　図１２に示すように、実施例３に係る画像処理装置３００は、リアルタイム画像処理部
７０を備える点が、実施例２に係る画像処理装置２００と異なる。また、リアルタイム画
像処理部７０は、仰臥位リアルタイム画像入力部７１と乳房形状抽出部７２とを備える。
なお、実施例３においては、最初に入力を受け付けた仰臥位画像については、仰臥位画像
処理部３０が処理を行うものとし、続いて連続して受け付けられる仰臥位画像については
、リアルタイム画像処理部７０が処理を行うものとする。
【００８７】
　仰臥位リアルタイム画像入力部７１は、連続して撮像された仰臥位画像の入力を連続し
て受け付ける。具体的には、仰臥位リアルタイム画像入力部７１は、例えば、超音波診断
装置から連続して送信される仰臥位画像の入力を連続して受け付ける。また、仰臥位リア
ルタイム画像入力部７１は、受け付けた仰臥位画像を乳房形状抽出部７２に送信する。な
お、仰臥位画像は、例えば超音波エラストグラフィのような弾性画像などでもよい。
【００８８】
　乳房形状抽出部７２は、仰臥位画像から乳房の形状を示す乳房領域を抽出する。具体的
には、乳房形状抽出部７２は、仰臥位リアルタイム画像入力部７１から送信された仰臥位
画像から乳房領域を抽出し、抽出した乳房領域および仰臥位画像をシミュレーション部４
０に送信する。なお、実施例３における乳房形状抽出部７２による処理は、乳房形状抽出
部１２による処理と同様である。
【００８９】
［実施例３に係る画像処理装置による処理手順］
　続いて、図１３を用いて、実施例３に係る画像処理装置による処理手順を説明する。図
１３は、実施例３に係る画像処理装置による処理手順を示すフローチャートである。なお
、図１３においては、最初の仰臥位画像の入力を受け付けた際の処理手順を割愛し、最初
の仰臥位画像に連続する２枚目以降の仰臥位画像を受け付けた際の処理手順を示す。
【００９０】
　図１３に示すように、ステップＳ２０１では、仰臥位リアルタイム画像入力部７１が、
仰臥位画像の入力を受け付けたか否かを判定しており、入力を受け付けない場合には（ス
テップＳ２０１否定）、入力を受け付けたか否かを判定する処理に戻る。
【００９１】
　仰臥位リアルタイム画像入力部７１が仰臥位画像の入力を受け付けると（ステップＳ２
０１肯定）、次に、ステップＳ２０２では、乳房形状抽出部７２が、仰臥位画像から乳房
領域を抽出する。
【００９２】
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　そして、ステップＳ２０３では、位置合わせ／形状補正部４１が、１つ前に受け付けら
れた仰臥位画像のシミュレーション結果を仰臥位シミュレーション部４２から取得し、取
得したシミュレーション結果を用いて乳房の形状を補正する。
【００９３】
　次に、ステップＳ２０４では、仰臥位シミュレーション部４２が、補正された乳房モデ
ルをシミュレーションし、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素と仰臥位画像に描出さ
れた乳房領域の画素との対応関係を取得する。
【００９４】
　続いて、ステップＳ２０５では、表示画像合成部５１が、ステップＳ２０４において取
得された対応関係に従って、腹臥位画像に描出された乳房領域の画素を仰臥位画像に描出
された乳房領域の画素に合成し、ステップＳ２０６では、画像表示部５２が、合成後の仰
臥位画像をモニタなどの出力部に表示する。
【００９５】
　その後、ステップＳ２０７では、画像処理装置３００は、終了指示を受け付けたか否か
を判定し、終了指示を受け付けた場合には（ステップＳ２０７肯定）、処理を終了するが
、受け付けていない場合には（ステップＳ２０７否定）、再び、仰臥位リアルタイム画像
入力部７１が、仰臥位画像の入力を受け付けたか否かを判定する処理に戻る。
【００９６】
［実施例３の効果］
　上記してきたように、実施例３によれば、画像処理装置３００は、仰臥位リアルタイム
画像入力部７１が、時間軸上連続して撮像された仰臥位画像を連続して受け付ける。また
、仰臥位シミュレーション部４２は、所定の仰臥位画像が受け付けられると、該所定の仰
臥位画像よりも時間軸上１つ前に受け付けられた仰臥位画像に乳房モデルが適用されてシ
ミュレーションされたシミュレーション結果を取得し、取得したシミュレーション結果を
用いて該所定の仰臥位画像に描出された乳房領域をシミュレーションすることで、腹臥位
画像に描出された乳房領域の画素と該所定の仰臥位画像に描出された乳房領域の画素との
対応関係を取得する。そして、表示画像合成部５１が、取得した対応関係に従って、腹臥
位画像に描出された乳房領域の画素を、所定の仰臥位画像に描出された乳房領域の画素に
合成する。
【００９７】
　このようなことから、実施例３によれば、画像処理装置３００は、例えば超音波診断装
置によって撮像された仰臥位画像のように、連続して撮像された仰臥位画像の入力を連続
して受け付ける場合にも適用することができる。
【実施例４】
【００９８】
　なお、これまで本発明の実施例１～３について説明してきたが、本発明は上述した実施
例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００９９】
　上記の実施例１～３においては、画像処理装置は、腹臥位画像の画素を合成した仰臥位
画像をモニタに表示していた。しかしながら必ずしもモニタに表示することは必須ではな
く、画像処理装置は、腹臥位画像の画素を合成した仰臥位画像を作成し、作成した仰臥位
画像を、例えばＰＡＣＳのネットワークを介して外部装置に送信してもよい。
【０１００】
　また、上記の実施例１～３においては、腹臥位画像として、ＭＲＩ装置の乳腺専用コイ
ルを用いて腹臥位で撮像された画像を想定していた。しかしながら本発明はこれに限られ
るものではなく、乳腺専用コイルを用いて撮像された画像でない場合や、ＭＲＩ装置によ
って撮像された画像でない場合にも、同様に適用することができる。これらの場合には、
画像処理装置は、腹臥位画像から該乳房の形状変化を追従する乳房モデルを作成する。ま
た、画像処理装置は、仰臥位画像に乳房モデルを適用し、該仰臥位画像に描出された乳房
領域をシミュレーションすることで、腹臥位画像に描出された乳房領域内の関心領域（例
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る。そして、画像処理装置は、取得した対応関係を該仰臥位画像に描出する。例えば、画
像処理装置は、腹臥位画像に描出された腫瘍の位置を乳房モデルのシミュレーションによ
って追従することで、仰臥位画像上において腫瘍の位置を特定する。そして、画像処理装
置は、特定した腫瘍の位置が仰臥位画像上において明示されるように強調表示するなどす
る。
【０１０１】
　このような画像処理装置によれば、腹臥位画像から取得された関心領域（腫瘍など）の
位置情報を仰臥位になる治療時にも用いることができるようになり、仰臥位になることで
移動してしまった関心領域（腫瘍など）の位置を仰臥位画像上において簡単に特定するこ
とができるので、腹臥位で撮像された乳房の画像を有効活用することが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　以上のように、本発明に係る画像処理装置は、画像を処理することに有用であり、特に
、腹臥位で撮像された乳房の画像を有効活用することに適する。
【符号の説明】
【０１０３】
　１００　画像処理装置
　１０　腹臥位画像処理部
　１１　腹臥位画像入力部
　１２　乳房形状抽出部
　１３　乳房内特徴領域抽出部
　２０　乳房モデル処理部
　２１　乳房モデル作成部
　２２　モデル係数設定部
　３０　仰臥位画像処理部
　３１　仰臥位画像入力部
　３２　乳房形状抽出部
　３３　乳房内特徴領域抽出部
　４０　シミュレーション部
　４１　位置合わせ／形状補正部
　４２　仰臥位シミュレーション部
　５０　画像出力部
　５１　表示画像合成部
　５２　画像表示部
　６０　弾性情報処理部
　６１　乳房弾性率算出部
　７０　リアルタイム画像処理部
　７１　仰臥位リアルタイム画像入力部
　７２　乳房形状抽出部
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