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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透視撮像装置で透視画像が撮像される被験者に造影剤を注入する薬液注入装置であって
、
　前記被験者に前記造影剤を注入する薬液注入機構と、
　経時的に変化する、造影剤の注入速度の情報を含む可変パターンを記憶しているパター
ン記憶手段と、
　前記可変パターンに対応して前記薬液注入機構の動作速度を経時的に変化させる速度制
御手段と、を備え、
　前記可変パターンは、注入開始から所定時間までは注入速度を線形に低下させて以後は
注入速度を一定に維持するパターン、又は、注入開始から所定時間までは注入速度を線形
に低下させて以後は注入速度を線形に上昇させるパターンであり、
　さらに、
　前記造影剤の注入総量がデータ入力される総量入力手段を備え、
　入力された前記注入総量と前記可変パターンとを用い、前記可変パターンにおける前記
注入速度を前記注入総量に対応させて増減することにより最終的な注入速度を求め、
　その注入速度に基づいて前記薬液注入機構の動作速度が制御される、薬液注入装置。
【請求項２】
　前記パターン記憶手段は、前記造影剤による前記透視画像の造影度が最適値に近似する
状態が維持されるように前記可変パターンがデータ設定されている請求項１に記載の薬液
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注入装置。
【請求項３】
　前記被験者の体重がデータ入力されるデータ入力手段と、
　データ入力された前記体重に比例させて前記注入総量を増減する総量算出手段と、
　も有している請求項１または２に記載の薬液注入装置。
【請求項４】
　前記被験者の撮像部位ごとに所定の係数がデータ登録されている係数記憶手段と、
　前記被験者の撮像部位がデータ入力されるデータ入力手段と、
　データ入力された前記撮像部位により前記係数記憶手段から前記係数をデータ読出する
係数読出手段と、
　データ読出された前記係数の乗算により前記注入総量を補正する総量算出手段と、
　も有している請求項１～３の何れか一項に記載の薬液注入装置。
【請求項５】
　前記造影剤は、有効成分の含有濃度が相違する複数種類があり、
　前記造影剤の種別ごとに前記含有濃度がデータ登録されている濃度記憶手段と、
　前記造影剤の種別がデータ入力されるデータ入力手段と、
　データ入力された前記造影剤の種別により前記濃度記憶手段から前記含有濃度をデータ
読出する濃度読出手段と、
　データ読出された前記含有濃度に反比例させて前記注入総量を増減する総量算出手段と
、
　も有している請求項１～４の何れか一項に記載の薬液注入装置。
【請求項６】
　前記造影剤は、有効成分の含有濃度が相違する複数種類があり、
　前記造影剤の種別ごとに前記含有濃度がデータ登録されている濃度記憶手段と、
　前記被験者の撮像部位ごとに所定の係数がデータ登録されている係数記憶手段と、
　少なくとも前記被験者の体重と撮像部位と前記造影剤の種別とがデータ入力されるデー
タ入力手段と、
　データ入力された前記造影剤の種別により前記濃度記憶手段から前記含有濃度をデータ
読出する濃度読出手段と、
　データ入力された前記撮像部位により前記係数記憶手段から前記係数をデータ読出する
係数読出手段と、
　前記体重に比例させるとともに前記含有濃度に反比例させて増減した前記注入総量を前
記係数の乗算により補正する総量算出手段と、
　も有している請求項１に記載の薬液注入装置。
【請求項７】
　透視撮像装置で透視画像が撮像される被験者に造影剤を注入する薬液注入装置の薬液注
入機構を動作制御するコンピュータ装置であって、
　経時的に変化する、造影剤の注入速度の情報を含む可変パターンを記憶しているパター
ン記憶手段と、
　前記可変パターンに対応して前記薬液注入機構の動作速度を経時的に変化させる速度制
御手段と、
　を有し、
　前記可変パターンは、注入開始から所定時間までは注入速度を線形に低下させて以後は
注入速度を一定に維持するパターン、又は、注入開始から所定時間までは注入速度を線形
に低下させて以後は注入速度を線形に上昇させるパターンであり、
　さらに、
　前記造影剤の注入総量がデータ入力される総量入力手段を備え、
　入力された前記注入総量と前記可変パターンとを用い、前記可変パターンにおける前記
注入速度を前記注入総量に対応させて増減することにより最終的な注入速度を求め、
　その注入速度に基づいて前記薬液注入機構の動作速度を制御する、コンピュータ装置。
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【請求項８】
　前記造影剤は、有効成分の含有濃度が相違する複数種類があり、
　前記造影剤の種別ごとに前記含有濃度がデータ登録されている濃度記憶手段と、
　前記被験者の撮像部位ごとに所定の係数がデータ登録されている係数記憶手段と、
　少なくとも前記被験者の体重と撮像部位と前記造影剤の種別とがデータ入力されるデー
タ入力手段と、
　データ入力された前記造影剤の種別により前記濃度記憶手段から前記含有濃度をデータ
読出する濃度読出手段と、
　データ入力された前記撮像部位により前記係数記憶手段から前記係数をデータ読出する
係数読出手段と、
　前記体重に比例させるとともに前記含有濃度に反比例させて増減した前記注入総量を前
記係数の乗算により補正する総量算出手段と、
　も有している請求項７に記載のコンピュータ装置。
【請求項９】
　請求項７に記載のコンピュータ装置のためのコンピュータプログラムであって、
前記可変パターンに対応して前記薬液注入機構の動作速度を経時的に変化させる処理を前
記コンピュータ装置に実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記造影剤の注入総量のデータ入力を受け付ける処理と、
　入力された前記注入総量と前記可変パターンとを用い、前記可変パターンにおける前記
注入速度を前記注入総量に対応させて増減することにより最終的な注入速度を求める処理
と、
　も前記コンピュータ装置に実行させるための請求項９に記載のコンピュータプログラム
。
【請求項１１】
　前記造影剤は、有効成分の含有濃度が相違する複数種類があり、
　前記造影剤の種別ごとに前記含有濃度をデータ登録しておく処理と、
　前記被験者の撮像部位ごとに所定の係数をデータ登録しておく処理と、
　少なくとも前記被験者の体重と撮像部位と前記造影剤の種別とのデータ入力を受け付け
る処理と、
　データ入力された前記造影剤の種別により前記含有濃度をデータ読出する処理と、
　データ入力された前記撮像部位により前記係数をデータ読出する処理と、
　前記体重に比例させるとともに前記含有濃度に反比例させて増減した前記注入総量を前
記係数の乗算により補正する処理と、
　も前記コンピュータ装置に実行させるための請求項１０に記載のコンピュータプログラ
ム。
【請求項１２】
　コンピュータ装置にデータ読出されるコンピュータプログラムが格納されている情報記
憶媒体であって、
　請求項９～１１の何れか一項に記載のコンピュータプログラムが格納されている情報記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被験者に薬液を注入する薬液注入装置に関し、特に、ＣＴ(Computed Tomograp
hy)スキャナやＭＲＩ(Magnetic Resonance Imaging)装置やアンギオ装置などの透視撮像
装置で透視画像が撮像される被験者に造影剤を注入する薬液注入装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、医療現場で利用されているＣＴスキャナは、レントゲン撮影の応用により被験者の
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断層画像を撮像することができ、ＭＲＩ装置は、磁気共鳴効果により被験者の断層画像を
リアルタイムに撮像することができ、アンギオ装置は、レントゲン撮影の応用により被験
者の血管画像を撮像することができる。
【０００３】
上述のような装置を使用するとき、被験者に造影剤や生理食塩水などの薬液を注入するこ
とがあり、この注入を自動的に実行する薬液注入装置も実用化されている(例えば、特許
文献１，２参照)。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２－１１０９６号　(第２－３頁、第１１－１４図)
【特許文献２】
特開２００２－１０２３４３号　(第２－３頁、第８図)
【０００５】
このような薬液注入装置は、例えば、駆動モータやスライダ機構からなる薬液注入機構を
有しており、この薬液注入機構にシリンジが着脱自在に装着される。そのシリンジはシリ
ンダ部材にピストン部材がスライド自在に挿入された構造からなり、そのシリンダ部材に
造影剤が充填される。
【０００６】
このようなシリンジを延長チューブで被験者に連結して薬液注入機構に装着すると、薬液
注入装置は、薬液注入機構でピストン部材とシリンダ部材とを個別に保持して相対移動さ
せるので、シリンジから被験者に造影剤が注入される。その場合、作業者が造影剤の注入
速度を薬液注入装置にデータ入力すると、この薬液注入装置はデータ入力された注入速度
で造影剤を被験者に注入する。この造影剤の注入により被験者の造影度が変化するので、
透視撮像装置により良好な透視画像が撮像されることになる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述のような薬液注入装置では、透視撮像装置が良好な透視画像を撮像できる状態に被験
者の造影度を変化させるため、被験者に造影剤を注入することができる。
【０００８】
しかし、実際に薬液注入装置でＣＴ用の造影剤を被験者に注入しながら、その造影度であ
るＣＴ値の経時変化を測定したところ、図１１に示すように、ＣＴ値は非線形に上昇して
から下降し、最適値となる時間はわずかであることが判明した。このため、従来の薬液注
入装置で被験者に造影剤を注入しても、透視撮像装置で最適な透視画像を撮像することが
困難である。
【０００９】
しかも、図示するように、ＣＴ値の頂点は最適値より大幅に上昇しているので、被験者に
造影剤が過剰に投与されていることになり、造影剤が無駄に消費されているとともに被験
者の健康にも好ましくない。しかし、単純に造影剤の注入量を削減すると、ＣＴ値が最適
値に近似する時間が減少するようなことになり、さらに透視画像を最適に撮像することが
困難となる。
【００１０】
本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、造影度が最適値に近似する状態
が維持されるように造影剤を被験者に注入することができる薬液注入装置を提供すること
を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の薬液注入装置は、透視撮像装置で透視画像が撮像される被験者に造影剤を注入
する薬液注入装置であって、
　前記被験者に前記造影剤を注入する薬液注入機構と、
　経時的に変化する、造影剤の注入速度の情報を含む可変パターンを記憶しているパター
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ン記憶手段と、
　前記可変パターンに対応して前記薬液注入機構の動作速度を経時的に変化させる速度制
御手段と、を備え、
　前記可変パターンは、注入開始から所定時間までは注入速度を線形に低下させて以後は
注入速度を一定に維持するパターン、又は、注入開始から所定時間までは注入速度を線形
に低下させて以後は注入速度を線形に上昇させるパターンであり、
　さらに、
　前記造影剤の注入総量がデータ入力される総量入力手段を備え、
　入力された前記注入総量と前記可変パターンとを用い、前記可変パターンにおける前記
注入速度を前記注入総量に対応させて増減することにより最終的な注入速度を求め、
　その注入速度に基づいて前記薬液注入機構の動作速度が制御される。このような可変パ
ターンに従った注入によれば、造影度が最適値に近似する状態を良好に維持できる。
【００１２】
なお、本発明で云う各種手段は、その機能を実現するように形成されていれば良く、例え
ば、所定の機能を発揮する専用のハードウェア、所定の機能がコンピュータプログラムに
より付与されたデータ処理装置、コンピュータプログラムによりデータ処理装置の内部に
実現された所定の機能、これらの組み合わせ、等で良い。
【００１３】
また、本発明で云う各種手段は、個々に独立した存在である必要もなく、複数の手段が１
個の装置として形成されていること、ある手段が他の手段の一部であること、ある手段の
一部と他の手段の一部とが重複していること、等も可能である。
【００１４】
また、本発明で云うコンピュータ装置とは、コンピュータプログラムをデータ読取して対
応する処理動作を実行できるハードウェアであれば良く、例えば、ＣＰＵ(Central Proce
ssing Unit)を主体として、これに、ＲＯＭ(Read Only Memory)、ＲＡＭ(Random Access 
Memory)、Ｉ／Ｆ(Interface)ユニット、等の各種デバイスが接続されたハードウェアなど
で良い。
【００１５】
なお、本発明でコンピュータプログラムに対応した各種動作をコンピュータ装置に実行さ
せることは、各種デバイスをコンピュータ装置に動作制御させることなども意味している
。例えば、コンピュータ装置に各種データを記憶させることは、コンピュータ装置に固定
されているＲＡＭ等の情報記憶媒体にＣＰＵが各種データを格納すること、コンピュータ
装置に交換自在に装填されているＦＤ(Flexible Disc-cartridge)等の情報記憶媒体にＣ
ＰＵがＦＤＤ(FD Drive)で各種データを格納すること、等で良い。
【００１６】
また、本発明で云う情報記憶媒体とは、コンピュータ装置に各種処理を実行させるための
コンピュータプログラムが事前に格納されたハードウェアであれば良く、例えば、コンピ
ュータ装置に固定されているＲＯＭおよびＨＤＤ(Hard Disc Drive)、コンピュータ装置
に交換自在に装填されるＣＤ(Compact Disc)－ＲＯＭおよびＦＤ、等で実施することが可
能である。
【００１７】
【発明の実施の形態】
［実施の形態の構成］
本形態の薬液注入装置１００は、図２に示すように、注入ヘッド１０１と注入装置本体１
０２からなり、この注入装置本体１０２はスタンド１０３の上端に装着されている。注入
装置本体１０２の側部にはアーム１０４が装着されており、このアーム１０４の先端に注
入ヘッド１０１が装着されている。
【００１８】
本形態の薬液注入装置１００は、図３に示すように、透視撮像装置であるＣＴスキャナ３
００の撮像ユニット３０１の近傍で使用され、本形態の薬液注入装置１００は、ＣＴスキ
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ャナ３００で透視画像が撮像される被験者(図示せず)に、薬液である造影剤をシリンジ２
００から注入するように形成されている。
【００１９】
そのシリンジ２００は、図４に示すように、シリンダ部材２０１にピストン部材２０２が
スライド自在に挿入された構造からなり、薬液注入装置１００の注入ヘッド１０１は、上
面に形成されている凹部１０６で交換自在なシリンジ２００のシリンダ部材２０１を保持
する。この凹部１０６の後方には薬液注入機構であるシリンジ駆動機構１０７が設けられ
ており、このシリンジ駆動機構１０７は、凹部１０６に保持されたシリンジ２００のピス
トン部材２０２を把持してスライドさせる。
【００２０】
図２に示すように、注入装置本体１０２には、操作パネル１０８と液晶ディスプレイ１０
９とが設けられており、図５に示すように、これらとシリンジ駆動機構１０７とがコンピ
ュータ装置１１０に接続されている。このコンピュータ装置１１０は、ＣＰＵ１１１とＲ
ＯＭ１１２とＲＡＭ１１３からなり、このＲＯＭ１１２とＲＡＭ１１３との少なくとも一
個にＣＰＵ１１１のためのコンピュータプログラムおよびリソースがソフトウェアとして
格納されている。
【００２１】
このソフトウェアをＣＰＵ１１１がデータ読取して各種処理を実行することにより、本形
態の薬液注入装置１００は、図１に示すように、濃度記憶手段１２１、係数記憶手段１２
２、データ入力手段１２３、濃度読出手段１２４、係数読出手段１２５、総量算出手段１
２６、総量入力手段１２７、パターン記憶手段１２８、速度制御手段１２９、等の各種手
段を各種機能として論理的に有している。
【００２２】
濃度記憶手段１２１は、コンピュータプログラムに対応してＣＰＵ１１１がデータ認識す
るようにＲＯＭ１１２に構築された記憶エリアに相当し、造影剤の種別ごとに有効成分の
含有濃度がデータ登録されている。より詳細には、ＣＴ用の造影剤は、有効成分であるヨ
ードの含有濃度が相違する複数種類があるので、造影剤の種別ごとにヨードの含有濃度が
ＲＯＭ１１２にデータ登録されている。
【００２３】
係数記憶手段１２２もＲＯＭ１１２の記憶エリアに相当し、被験者の撮像部位ごとに所定
の係数がデータ登録されている。より詳細には、ＣＴスキャナ３００は被験者の“頭部”
や“胸部”などの部位ごとに撮像するので、その撮像部位ごとに所定の係数がＲＯＭ１１
２にデータ登録されている。その係数は後述する造影剤の注入総量の算出に使用するもの
で、実験結果に基づいて撮像部位ごとに適正値が設定されている。
【００２４】
データ入力手段１２３は、操作パネル１０８への入力操作をＣＰＵ１１１がデータ認識す
る機能などに相当し、被験者の体重と撮像部位と造影剤の種別とがデータ入力される。以
下の各種手段は、ＣＰＵ１１１がコンピュータプログラムに対応して所定処理を実行する
機能などに相当し、濃度読出手段１２４は、データ入力された造影剤の種別に対応して含
有濃度をデータ読出し、係数読出手段１２５は、データ入力された被験者の撮像部位に対
応して係数をデータ読出する。
【００２５】
総量算出手段１２６は、被験者に注入する造影剤の総量を、被験者の体重に比例させ、造
影剤のヨードの含有濃度に反比例させ、被験者の撮像部位ごとの係数で補正し、算出する
。総量入力手段１２７は、造影剤の注入総量を総量算出手段１２６からデータ入力し、速
度制御手段１２９に提供する。
【００２６】
より詳細には、本形態の薬液注入装置１００では、例えば、被験者の体重に対応した造影
剤のヨードの注入総量が、実験結果に基づいて“Ａ(g/Kg)”などとデータ登録されている
。そこで、被験者の体重が“Ｂ(Kg)”としてデータ入力されると、この体重に比例したヨ



(7) JP 4620929 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

ードの注入総量が“Ａ×Ｂ(g)”として算出される。
【００２７】
また、造影剤の種別ごとにヨードの含有濃度が“Ｃ(g/ml)”などとデータ登録されている
ので、ある造影剤の種別がデータ入力されると、その造影剤の注入総量が含有濃度に反比
例して“(Ａ×Ｂ)／Ｃ(ml)”として算出される。さらに、撮像部位ごとに係数が“Ｄ”な
どとデータ登録されているので、ある撮像部位がデータ入力されると、その撮像部位での
造影剤の注入総量が“(Ａ×Ｂ×Ｄ)／Ｃ(ml)”として算出される。
【００２８】
パターン記憶手段１２８は、ＲＯＭ１１２の記憶エリアに相当し、造影剤の注入速度を時
間経過により変化させる可変パターンがデータ登録されており、その可変パターンは、造
影度であるＣＴ値が最適値に近似する状態が維持されるようにデータ設定されている。
【００２９】
速度制御手段１２９は、シリンジ駆動機構１０７を動作制御することにより、総量算出手
段１２６により算出された総量の造影剤を所定時間に注入させるが、その注入速度をパタ
ーン記憶手段１２８の可変パターンに対応して経時的に変化させる。この可変パターンも
実験結果に基づいて最適に設定されるが、例えば、図６に示すように、注入開始から所定
時間までは注入速度を線形に低下させ、以後は注入速度を一定に維持する、などとして設
定されている。
【００３０】
上述のような薬液注入装置１００の各種手段は、必要により操作パネル１０８等のハード
ウェアを利用して実現されるが、その主体はＲＯＭ１１２等の情報記憶媒体に格納された
リソースおよびコンピュータプログラムに対応してハードウェアであるＣＰＵ１１１が機
能することにより実現されている。
【００３１】
このようなリソースは、例えば、被験者の体重に対応したヨードの注入総量の登録データ
、造影剤の種別ごとのヨードの含有濃度のデータファイル、被験者の撮像部位ごとの係数
のデータファイル、可変パターンの登録データ、等からなり、コンピュータプログラムは
、例えば、操作パネル１０８などによる被験者の体重と撮像部位と造影剤の種別とのデー
タ入力を受け付けること、データ入力された造影剤の種別に対応してＲＯＭ１１２などか
ら含有濃度をデータ読出すること、データ入力された被験者の撮像部位に対応して係数を
データ読出すること、被験者に注入する造影剤の総量を、被験者の体重に比例させて造影
剤のヨードの含有濃度に反比例させ、被験者の撮像部位ごとの係数で補正して算出するこ
と、算出した総量の造影剤を、可変パターンに対応して経時的に変化させる注入速度で所
定時間に注入させるように、シリンジ駆動機構１０７を動作制御すること、等の処理動作
をＣＰＵ１１１等に実行させるためのソフトウェアとしてＲＡＭ１１３等の情報記憶媒体
に格納されている。
【００３２】
［実施の形態の動作］
上述のような構成において、本形態の薬液注入装置１００を使用する場合、作業者はＣＴ
スキャナ３００の撮像ユニット３０１に位置する被験者に延長チューブでシリンジ２００
を連結し(図示せず)、図３に示すように、そのシリンジ２００のシリンダ部材２０１を注
入ヘッド１０１の凹部１０６に保持させるとともにピストン部材２０２をシリンジ駆動機
構１０７に把持させる。
【００３３】
つぎに、作業者が薬液注入装置１００に作業開始を操作パネル１０８で入力操作すると、
図８に示すように、液晶ディスプレイ１０９に“被験者の体重をキログラム単位で数値入
力して下さい。デフォルト値を使用する場合は００、前回の数値を所用する場合は０１、
と入力して下さい。”などのガイダンスメッセージが表示される(ステップＳ１)。
【００３４】
そこで、作業者が操作パネル１０８で被験者の体重を数値入力すると(ステップＳ２)、そ
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の体重の数値がＲＡＭ１１３のワークエリアに保持される。なお、“００”が入力操作さ
れた場合は、平均値としてデータ登録されているデフォルト値がＲＯＭ１１２からＲＡＭ
１１３に複写され、“０１”が入力操作された場合は、ＲＡＭ１１３に保持されている前
回の数値が有効とされる。
【００３５】
これが完了すると、液晶ディスプレイ１０９に“撮像部位を以下の番号で入力して下さい
。頭部＝１，胸部＝２，腹部＝３，脚部＝４，腕部＝５”などのガイダンスメッセージが
表示されるので(ステップＳ４)、作業者が操作パネル１０８で撮像部位を番号で入力操作
すると(ステップＳ５)、その番号に対応してＣＰＵ１１１によりＲＯＭ１１２のデータフ
ァイルから係数がデータ読出されてＲＡＭ１１３に保持される(ステップＳ７)。
【００３６】
これが完了すると、液晶ディスプレイ１０９に“使用する造影剤の種別を以下の番号で入
力して下さい。××社××剤＝１，…”などのガイダンスメッセージが表示されるので(
ステップＳ８)、作業者が操作パネル１０８で造影剤の種別を番号で入力操作すると(ステ
ップＳ９)、その番号に対応してＣＰＵ１１１によりＲＯＭ１１２からヨードの含有濃度
がデータ読出されてＲＡＭ１１３に保持される(ステップＳ１１)。
【００３７】
すると、ＣＰＵ１１１の演算処理により、被験者の体重に対応してデータ登録されている
造影剤のヨードの注入総量に、被験者の体重を乗算し、これをヨードの含有濃度で除算し
、これに撮像部位の係数を乗算することで、造影剤の注入総量を算出する(ステップＳ１
２)。
【００３８】
つぎに、ＣＰＵ１１１によりＲＯＭ１１２から可変パターンがデータ読出され(ステップ
Ｓ１３)、算出した総量の造影剤が所定時間に注入されるように、その可変パターンに対
応した注入パターンがデータ生成される(ステップＳ１４)。例えば、図６に示すように、
所定の波形で可変パターンがデータ設定されている場合、その波形とｘ／ｙ軸とで包囲さ
れる面積が注入総量に対応するように、その注入時間は変化されることなく可変パターン
の波形が上下に移動される。
【００３９】
そこで、作業者が薬液注入装置１００に操作パネル１０８で注入開始を入力操作すると(
ステップＳ１５)、ＣＰＵ１１１が注入パターンに対応してシリンジ駆動機構１０７を動
作制御することにより、算出された総量の造影剤が可変パターンに対応して経時的に変化
する注入速度で所定時間に注入される(ステップＳ１６)。
【００４０】
［実施の形態の効果］
本形態の薬液注入装置１００は、上述のように可変パターンに対応して造影剤の注入速度
を経時的に変化させるので、ＣＴ値が最適値に近似する状態を維持させることができ、Ｃ
Ｔスキャナ３００は最適な透視画像を撮像することができる。しかも、造影剤の使用量を
必要最小限とすることができるので、造影剤を節約することができるとともに、被験者の
健康に寄与することができる。
【００４１】
なお、図６に示すように、注入開始から所定時間までは注入速度を線形に低下させて以後
は注入速度を一定に維持する可変パターンで造影剤を注入する実験を実施したところ、図
７に示すように、ＣＴ値が最適値に近似する状態が長時間、維持されることが確認された
。
【００４２】
さらに、本形態の薬液注入装置１００では、被験者の体重と撮像部位と造影剤の種別とを
データ入力するだけで、被験者に所定時間に注入する造影剤の総量が自動的に算出するこ
とができるので、造影剤の注入総量を決定するために作業者が複雑な計算を実行する必要
がない。特に、算出した注入総量と可変パターンとに対応して注入パターンを自動生成す
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るので、造影剤の注入速度を経時的に変化させる複雑な作業を作業者が実行する必要がな
い。
【００４３】
［実施の形態の変形例］
本発明は本形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で各種の変形を許
容する。例えば、本形態では図６に示すように、注入開始から所定時間までは注入速度を
線形に低下させて以後は注入速度を一定に維持する可変パターンを例示したが、この可変
パターンは実験結果に基づいて各種にデータ設定することが可能であり、注入速度を非線
形に変化させることも可能である。
【００４４】
なお、図９に示すように、本発明者が注入開始から所定時間までは注入速度を線形に低下
させて以後は注入速度を線形に上昇させる可変パターンで注入実験を実施したところ、図
１０に示すように、この場合もＣＴ値が最適値に近似する状態が長時間、維持されること
が確認された。
【００４５】
また、本形態では造影剤の注入総量を算出するために被験者のパラメータとして体重のみ
データ入力することを例示したが、例えば、身長、性別、年齢、体型、などの各種データ
を入力して注入総量の算出に利用することも可能である。さらに、本形態では作業者に体
重を数値入力させることを例示したが、例えば、“10(Kg)以下，10～20(Kg)，…”などの
体重の区分を作業者に選択操作させることも可能である。
【００４６】
また、本形態では薬液注入装置１００に被験者の体重を操作パネル１０８の手動操作でデ
ータ入力することを例示したが、例えば、本出願人が特願２００２－３９３９６８号とし
て出願したように、被験者のカルテが電子データとされている場合、そこから体重をデー
タ読出することも可能である。
【００４７】
さらに、ＣＴスキャナ３００には被験者を保持する寝台が存在するので、例えば、その寝
台で被験者の体重を測定して薬液注入装置１００にデータ提供することも可能である。ま
た、ＣＴスキャナ３００で被験者を撮像するときは、当然ながら被験者の撮像部位をＣＴ
スキャナ３００にデータ入力するので、このＣＴスキャナ３００への撮像部位のデータ入
力と薬液注入装置１００への撮像部位のデータ入力とを兼用させることも可能である。
【００４８】
さらに、本形態では作業者が操作パネル１０８の入力操作で造影剤の種別をデータ入力す
ることを例示したが、例えば、本出願人が特願２００２－０２１７６２号として出願した
ように、注入ヘッド１０１が装着されるシリンジ２００の種別を検出して造影剤の種別を
判定することも可能である。
【００４９】
また、本形態では透視撮像装置としてＣＴスキャナ３００を使用し、薬液注入装置１００
がＣＴ用の造影剤を注入することを例示したが、例えば、透視撮像装置としてＭＲＩ装置
を使用し、薬液注入装置がＭＲＩ用の造影剤を注入することも可能である。
【００５０】
【発明の効果】
本発明の薬液注入装置では、造影剤の注入速度を時間経過により変化させる可変パターン
がデータ登録されており、その可変パターンに対応して造影剤の注入速度を経時的に変化
させることにより、例えば、造影度が最適値に近似する状態を維持させることができるの
で、最適な透視画像を撮像することができ、造影剤の使用量を必要最小限とすることがで
きるので、被験者に造影剤が無駄に投与されることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の薬液注入装置の論理構造を示す模式的なブロック図である
。
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【図２】薬液注入装置の外観を示す斜視図である。
【図３】透視画像装置であるＣＴスキャナの外観を示す斜視図である。
【図４】薬液注入装置の注入ヘッドにシリンジを装着する状態を示す斜視図である。
【図５】薬液注入装置の回路構造を示すブロック図である。
【図６】注入速度の可変パターンを示す特性図である。
【図７】造影度であるＣＴ値の経時変化を示す特性図である。
【図８】薬液注入装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図９】一変形例の可変パターンを示す特性図である。
【図１０】一変形例でのＣＴ値の経時変化を示す特性図である。
【図１１】従来例でのＣＴ値の経時変化を示す特性図である。
【符号の説明】
１００　　薬液注入装置
１０７　　薬液注入機構であるシリンジ駆動機構
１２１　　濃度記憶手段
１２２　　係数記憶手段
１２３　　データ入力手段
１２４　　濃度読出手段
１２５　　係数読出手段
１２６　　総量算出手段
１２７　　総量入力手段
１２８　　パターン記憶手段
１２９　　速度制御手段
３００　　透視撮像装置であるＣＴスキャナ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】

【図１１】
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