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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モダリティによって対象物を撮像することにより生成された三次元画像と、光学カメラ
によって前記対象物を撮像することにより生成された二次元画像とを取得する画像取得手
段と、
　前記光学カメラの視点を基準に、前記対象物の表面近傍の領域を強調するように前記三
次元画像を投影することにより投影情報を生成する生成手段と、
　前記投影情報および前記二次元画像を用いて、前記三次元画像と前記二次元画像との位
置合わせの処理を行う位置合わせ手段とを有する画像処理装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記光学カメラの視点から遠ざかる方向に前記対象物の表面から所定
の距離を有する領域における前記三次元画像を投影することにより前記投影情報を生成す
る請求項１に記載された画像処理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記光学カメラの視点から遠ざかる方向に前記対象物の表面から所定
の距離を有する領域から皮膚領域を除いた領域における前記三次元画像を投影することに
より前記投影情報を生成する請求項１に記載された画像処理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記光学カメラの視点から遠ざかる方向に、前記光学カメラの視野に
含まれる前記対象物の表面から前記所定の距離を有する前記領域を決定する請求項２また
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は３に記載された画像処理装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記対象物の表面からの距離が前記光学カメラの視点から遠ざかる方
向に大きくなるほど、前記三次元画像に対する重みを小さくして投影することにより前記
投影情報を生成する請求項１に記載された画像処理装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記三次元画像と前記二次元画像との位置合わせパラメータの複数の
候補値に基づき、複数の前記投影情報を生成し、
　前記位置合わせ手段は、前記二次元画像と複数の前記投影情報とを用いて、前記位置合
わせパラメータとして前記複数の候補値の一つを選択する請求項１から５の何れか１項に
記載された画像処理装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、前記光学カメラによって観測される前記対象物の表面位置の部分領域
を求め、前記部分領域の情報を用いて、前記投影情報を生成する請求項１から６の何れか
１項に記載された画像処理装置。
【請求項８】
　前記生成手段は、前記三次元画像を前記光学カメラの視点を基準として投影した投影像
を前記投影情報として生成する請求項１から７の何れか１項に記載された画像処理装置。
【請求項９】
　前記投影情報と前記二次元画像との類似度を評価する第一の評価手段を有し、
　前記位置合わせ手段は、前記類似度に基づいて、前記三次元画像と前記二次元画像との
位置合わせの処理を行う請求項１から８の何れか一項に記載された画像処理装置。
【請求項１０】
　前記生成手段は、前記三次元画像を変形することにより変形三次元画像を生成し、前記
光学カメラの視点を基準として前記変形三次元画像を投影することにより前記投影情報と
して生成する請求項１から９の何れか一項に記載された画像処理装置。
【請求項１１】
　前記画像取得手段は、第一の状態の前記対象物を前記モダリティによって撮像すること
により生成された前記三次元画像、第二の状態の前記対象物を前記光学カメラによって撮
像することにより生成された前記二次元画像、および、前記第二の状態の対象物を前記モ
ダリティとは異なる更なるモダリティによって撮像することにより生成された三次元画像
を取得し、
　前記第一の状態の前記三次元画像と、前記第二の状態の前記三次元画像との類似度を評
価する第二の評価手段を有し、
　前記位置合わせ手段は、前記第一および第二の評価手段の評価の結果に基づき、前記位
置合わせの処理を行う請求項９に記載された画像処理装置。
【請求項１２】
　前記画像取得手段は、第一の状態の前記対象物を前記モダリティによって撮像すること
により生成された前記三次元画像、第二の状態の前記対象物を前記光学カメラによって撮
像することにより生成された前記二次元画像、および、前記第二の状態の対象物を前記モ
ダリティとは異なる更なるモダリティによって撮像することにより生成された三次元画像
を取得する請求項１から１１の何れか１項に記載された画像処理装置。
【請求項１３】
　前記光学カメラにおける座標系と前記更なるモダリティにおける座標系とは対応づいて
いる請求項１１または１２に記載された画像処理装置。
【請求項１４】
　前記位置合わせの処理が行われた前記三次元画像と、前記第二の状態の前記三次元画像
とを表示手段に表示させる手段を有する請求項１１から１３のいずれか１項に記載された
画像処理装置。
【請求項１５】
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　前記モダリティはMRI装置を含み、前記更なるモダリティはPAT装置を含む請求項１１か
ら１４の何れか１項に記載された画像処理装置。
【請求項１６】
　前記モダリティはMRI装置またはPAT装置を含み、前記光学カメラは赤外線カメラを含む
請求項１から１４の何れか一項に記載された画像処理装置。
【請求項１７】
　前記位置合わせ手段は、
　前記二次元画像に基づいて前記対象物の表面位置を表す情報を算出し、
　前記投影情報に基づいて前記対象物の表面位置を表す情報を算出し、
　前記二次元画像に基づいて算出された前記対象物の表面位置を表す情報と、前記投影情
報に基づいて算出された前記対象物の表面位置を表す情報とを用いて、前記三次元画像と
前記二次元画像との位置合わせの処理を行う請求項１から１２の何れか１項に記載された
画像処理装置。
【請求項１８】
　前記生成手段は、
　前記三次元画像に基づいて、前記対象物の表面位置を表す情報を取得し、
　前記対象物の表面位置を表す情報に基づいて、前記光学カメラの視点を基準とした投影
線と、前記対象物の表面位置との交点を算出し、
　前記交点を含む前記対象物の表面位置を表す情報を、前記光学カメラの視野に含まれる
前記対象物の表面位置を表す情報として生成する請求項１７に記載された画像処理装置。
【請求項１９】
　モダリティによって対象物を撮像することにより生成された三次元画像と、光学カメラ
によって前記対象物を撮像することにより生成された二次元画像とを取得し、
　前記三次元画像を前記光学カメラの視点を基準に、前記対象物の表面近傍の領域を強調
するように前記三次元画像を投影することにより投影情報を生成し、
　前記投影情報および前記二次元画像を用いて、前記三次元画像と前記二次元画像との位
置合わせの処理を行う画像処理方法。
【請求項２０】
　コンピュータを請求項１から請求項１８の何れか１項に記載された画像処理装置の各手
段として機能させるためのプログラム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載されたプログラムが記録された、コンピュータが読み取り可能な記録
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、種々の医用画像収集装置（モダリティ）で撮像した医用画像の画像処理に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　光音響断層撮像装置(photoacoustc tomograph: PAT)は、被検体に光パルスを照射して
被検体内の吸収物質を励起し、吸収物質の熱弾性膨張により生じる光音響信号を検出して
、被検体の光吸収に関わる性質を画像化する。つまり、PATは、照射光に対する被検体内
の光エネルギ堆積量分布（光エネルギ吸収密度分布）を画像化する。また、これに基づき
、照射波長に関する被検体の光吸収係数分布を画像化する。さらに、複数の波長に関する
光吸収係数分布に基づき、被検体を構成する物質の状態（例えば、ヘモグロビンの酸素飽
和度など）を画像化することも可能である。
【０００３】
　これら画像が、癌などの悪性腫瘍の内外に生じる新生血管に関する情報を可視化すると
期待されている。以下では、これら画像を総称して「光音響断層画像（PAT画像）」と呼
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ぶ。
【０００４】
　PATは、エネルギが小さい近赤外光パルスを照射するため、X線などと比べて、人体の深
部の画像化が難しい。特許文献1は、乳房を測定対象としたPATの一形態として、乳房を二
枚の平板（以下、保持板）で保持して、乳房の厚さを薄くした状態で撮像を行うことを記
載する。そのため、PATと、磁気共鳴撮像装置(MRI)などの他のモダリティの併用診断を行
う場合、保持による圧迫変形を考慮した変形位置合わせを行う（一方の画像を、他方の画
像に合わせるように、変形する）ことで、医師による効率的な診断が可能になる。
【０００５】
　PAT画像とMRI画像の位置合わせ方法として、画像マッチングによる方法が挙げられる。
例えば、非特許文献1は、平板圧迫された乳房を撮像したX線マンモグラフィ(MMG)と、乳
房のMRI画像の間の位置合わせ技術を記載する。具体的には、MRI画像に対して平板圧迫に
よる物理変形シミュレーションを施した変形MRI画像を生成し、変形MRI画像から疑似MMG
画像を生成し、疑似MMG画像と実際に撮像されたMMGの画像マッチングにより位置合わせを
行う。
【０００６】
　また、非特許文献2は、MRI画像に対して平板圧迫による物理変形シミュレーションを施
した結果から得られる変形後の乳房の形状を、MMG画像から抽出した乳房の二次元形状に
基づいて評価する技術を開示する。
【０００７】
　また、上記と異なる複数モダリティの位置合わせによる診断支援として、超音波画像の
撮像断面に対応する断面（以下、対応断面）の画像を、三次元画像データであるCT画像や
MRI画像などの参照画像から生成して（切り出して）提示する試みがある。例えば、特許
文献2は、参照画像であるCT画像やMRI画像を被検体と位置合わせしておき、被検体に対す
る超音波探触子の位置と姿勢を計測して、超音波画像と参照画像の位置合わせを行う技術
を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開2010-088627号公報
【特許文献２】特許第03871747号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Angela Leeほか「Breast X-ray and MR image fusion using finite el
ement modeling」Proc. Workshop on Breast Image Analysis in conjunction with MICC
AI 2011、129-136頁、2011年
【非特許文献２】C. Tannerほか「Breast Shapes on Real and Simulated Mammograms」P
roc. Int. Workshop on Digital Mammography 2010 (IWDM 2010)、LNCS 6136、540-547頁
、2010年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、PATが画像化する特徴とMRIが画像化する特徴は異なるため、MRI画像に写る構
造物と、PAT画像上の構造物すべてが一致するわけではない。よって、画像マッチングの
みで高精度な位置合わせを行うのは困難である。そのため、両方の座標系の間で対応する
複数の点を手入力する手間が必要になる。
【００１１】
　本発明は、対象物の三次元画像を、当該対象物自体、あるいは、当該対象物を撮像した
他の画像と高精度に位置合わせすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本発明は、前記の目的を達成する一手段として、以下の構成を備える。
【００１３】
　本発明にかかる画像処理は、
　モダリティによって対象物を撮像することにより生成された三次元画像と、光学カメラ
によって前記対象物を撮像することにより生成された二次元画像とを取得する画像取得手
段と、
　前記光学カメラの視点を基準に、前記対象物の表面近傍の領域を強調するように前記三
次元画像を投影することにより投影情報を生成する生成手段と、
　前記投影情報および前記二次元画像を用いて、前記三次元画像と前記二次元画像との位
置合わせの処理を行う位置合わせ手段とを有する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、対象物の三次元画像を、当該対象物自体、あるいは、当該対象物を撮
像した他の画像と高精度に位置合わせすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例1の画像処理装置を含むモダリティシステムの構成例を示すブロック図。
【図２】医用画像DBが保持する被検体のMRI画像を説明する図。
【図３】PATによる被検者の撮像を説明する図。
【図４】PATが撮像したPAT画像の例を示す図。
【図５】非保持状態における前面赤外線カメラの撮像画像ICAM1の一例を示す図。
【図６】実施例1の画像処理装置の各部の動作と処理を説明するフローチャート。
【図７】表面形状の取得処理を説明する図。
【図８】変形MRI画像とPAT画像の表示例を示す図。
【図９】非保持状態における位置合わせの詳細を説明するフローチャート。
【図１０】仮想投影像生成部が部分表面領域を求める処理を説明する図。
【図１１】MRI画像内の被検体の体表近傍情報を利用したMIP像を示す図。
【図１２】圧迫変形の推定の詳細を説明するフローチャート。
【図１３】メッシュMの生成方法を示す模式図。
【図１４】保持板による圧迫変形シミュレーションを説明する図。
【図１５】変形MRI画像ID_MRIonPを示す模式図。
【図１６】実施例2の画像処理装置を含むモダリティシステムの構成例を示すブロック図
。
【図１７】実施例2の画像処理装置の各部の動作と処理を説明するフローチャート。
【図１８】位置・姿勢と圧迫変形の推定の詳細を説明するフローチャート。
【図１９】位置・姿勢と圧迫変形の推定の詳細を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明にかかる実施例の画像処理を図面を参照して詳細に説明する。ただし、発
明の範囲は図示する例に限定されない。
【実施例１】
【００１７】
　実施例1の画像処理装置は、乳房を被検体（検査の対象物）として、光音響断層撮像装
置(PAT)に搭載された赤外線カメラの画像およびPAT画像と、MRI画像とを比較して、PAT画
像とMRI画像の変形位置合わせを行う。すなわち、MRI撮像時の被検体の位置や形状を「第
一の状態」、PAT撮像時の被検体の位置や形状を「第二の状態」と呼ぶ場合に、第一の状
態の被検体を表すMRI画像に変形が施され、第二の状態の被検体に対して位置合わせが行
われる。
【００１８】
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　具体的な処理としては、最初に、PAT撮像前の非保持状態（以下、第二の状態の初期段
階）における被検体をPAT搭載の赤外線カメラで撮像した二次元画像が取得され、MRI画像
と該二次元画像との位置合わせが行われる。すなわち、第一の状態と第二の状態（正確に
は、第二の状態の初期段階）の被検体の位置合わせパラメータとして、両者の間の剛体変
換が推定される。そして、この剛体変換を初期値として、第一の状態とPAT撮像時（すな
わち、第二の状態）の被検体の位置合わせパラメータとして、圧迫変形の変形パラメータ
が推定される。実施例1では、これら二段階の処理により、PAT画像とMRI画像の間の位置
合わせパラメータが導出される。
【００１９】
［装置の構成］
　図1のブロック図により実施例1の画像処理装置10を含むモダリティシステムの構成例を
示す。画像処理装置10は、医用画像データベース(DB)11と光音響断層撮像装置(PAT)12に
接続する。医用画像DB11は、被検体である乳房をMRIで撮像した三次元画像データを保持
する。PAT12は、PAT画像を撮像する装置であり、被検体のPAT画像と赤外線カメラ画像を
保持する。
【００２０】
●医用画像DB
　図2により医用画像DB11が保持する被検体のMRI画像を説明する。図2(a)に示す被検体の
MRI画像300は、人体の頭尾方向に垂直な断面（アキシャル断面）でスライスした二次元画
像（乳頭304を含む断面）の集合（三次元画像データ）である。MRI画像300を構成する画
素は、MRI画像座標系CMRIにおける位置が定義されている。また、MRI画像300は、被検体
の体外領域302と、被検体の体内領域303の撮像結果を含む。
【００２１】
　図2(b)に示すMRI画像301は、人体の左右方向に垂直な断面（サジタル断面）でスライス
した二次元画像の集合（三次元画像データ）である。MRI画像301は、MRI画像300と同様に
、被検体の対外領域302と体内領域303に撮像結果を含む。なお、本実施例においては、患
者の右手側から左手側をx軸の正方向、胸側から背側をy軸の正方向、足側から頭側をz軸
の正方向とするMRI画像座標系CMRIを定義する。
【００２２】
●PAT
　図3によりPAT12による被検者の撮像を説明する。被検者500は、PAT12の上面のベッドに
伏臥位の体位をとる。そして、被検体である片方の乳房501をPAT12上面の開口部502に挿
入する。このとき、照射光が乳房の内部まで届くように、乳房501は透明な二枚の保持板
（足側の固定保持板503と頭側の可動保持板504）により圧迫された状態で保持され、乳房
501の厚みが薄くなった状態で撮像される。保持は、可動保持板504を足方向（固定保持板
503方向）に移動することで行われる。
【００２３】
　固定保持板503と可動保持板504は何れも平板であり、乳房501との接触面（以下、保持
面）は平面とする。また、保持時の固定保持板503と可動保持板504の間の距離（以下、保
持厚）がPAT12によって計測され、保持厚は、PAT画像の付加的情報として当該画像のヘッ
ダ部に保存される。
【００２４】
　照射光である近赤外光パルスが、保持板の平面に直交する方向から図示しない光源によ
って照射される。そして、被検体内で発生した光音響信号が、保持板の平面に直交するよ
うに配置された図示しない超音波探触子によって受信される。
【００２５】
　PAT12にはPAT装置座標系CDEVが定義されており、x-y面は、固定保持板503と可動保持板
504の平面に平行な面であり、z軸は保持された乳房501の厚みの方向である。例えば、MRI
画像座標系CMRIと同様に、被検者500の右手側から左手側をx軸の正方向、胸側（下）から
背側（上）をy軸の正方向、足側から頭側をz軸の正方向と定義する。PAT装置座標系CDEV
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の原点は、例えば、固定保持板503上の右手側の下端位置に設定される。以降、PAT12にお
いて、上記座標系を基準にして、他の座標系との関係を扱うものとする。
【００２６】
　図4によりPAT12が撮像したPAT画像の例を示す。PAT画像600は、図2(a)と同様にアキシ
ャル断面の二次元画像の集合（三次元画像データ）である。本実施例では、MRI画像座標
系CMRIと同様に、被検者500の右手側から左手側をx軸の正方向、胸側から背側をy軸の正
方向、足側から頭側をz軸の正方向とするPAT画像座標系CPATを定義する。
【００２７】
　PAT画像座標系CPATからPAT装置座標系CDEVへの変換を行う座標変換行列を「TPtoD」と
定義する。なお、TPtoDを含め、以降に登場する座標変換行列は、すべて座標系の並進と
回転を表す4×4行列とする。PAT画像座標系CPATは、PAT装置座標系CDEVに対して平行座標
系であり、被検体501の撮像範囲に応じてCPATの原点位置が変化する。つまり、座標変換
行列TPtoDには回転成分がなく、撮像範囲に基づき一意に算出することができる。座標変
換行列TPtoDは、PAT画像の付加的情報として当該画像のヘッダ部分に保存される。
【００２８】
　図3に示すように、PAT12には、被検体501の外観と体表近傍の血管の様子を撮像するた
めの三台の赤外線カメラ（前面赤外線カメラ505、後面赤外線カメラ506、側面赤外線カメ
ラ507）が搭載されている。前面赤外線カメラ505は、可動保持板504を通して頭側から被
検体501の外観を撮像可能な位置に設置される。後方赤外線カメラ506は、固定保持板503
を通して足側から被検体501の外観を撮像可能な位置に設置される。側面赤外線カメラ507
は、側面から被検体501の外観を撮像可能な位置に設置される。
【００２９】
　PAT12は、赤外線カメラ505から507によって撮像される、被検体501を保持していない状
態（以下、非保持状態）と、被検体501を保持した状態（以下、保持状態）における被検
体501の画像を保存する機能を有す。以下、保持状態において、前面赤外線カメラ505が撮
像する画像をICAM1、後面赤外線カメラ506が撮像する画像をICAM2、側面赤外線カメラ507
が撮像する画像をICAM3とする。また、非保持状態において、前面赤外線カメラ505が撮像
する画像をI'CAM1、後面赤外線カメラ506が撮像する画像をI'CAM2、側面赤外線カメラ507
が撮像する画像をI'CAM3とする。
【００３０】
　前面赤外線カメラ505の座標系（前面カメラ座標系）CCAM1のz軸（視軸の負の方向を示
す）は、PAT装置座標系CDEVのz軸と略同一方向を向く。同様に、後面赤外線カメラ506の
座標系（後面カメラ座標系）CCAM2のz軸は、PAT装置座標系CDEVのz軸と略反対方向を向く
。また、側面赤外線カメラ507の座標系（側面カメラ座標系）CCAM3のz軸は、PAT装置座標
系CDEVの-x軸方向を向く。
【００３１】
　カメラ座標系CCAM1、CCAM2、CCAM3からPAT装置座標系CDEVへの座標変換行列をそれぞれ
、TC1toD、TC2toD、TC3toDと定義する。赤外線カメラ505から507は、PAT装置座標系CDEV
において校正済み（言い替えれば、PAT12との位置関係が既知）である。また、上記の座
標変換行列や赤外線カメラ505から507の内部パラメータは、既知の情報として、画像処理
装置10に保持されている。
【００３２】
　図5により非保持状態における前面赤外線カメラ505の撮像画像ICAM1の一例を示す。赤
外線カメラは、近赤外線の強度情報が可視化された画像を撮像する装置であり、近赤外線
の以下の性質により、被検体の表層部である皮膚直下の静脈血管（表在血管）を可視化す
る性質がある。
　　・近赤外線によって皮膚がある程度透ける
　　・近赤外線がヘモグロビンを含む血管部分に吸収され、血管が周囲よりも暗く写る
【００３３】
　赤外線カメラ画像700は、皮膚下の表在血管の形状を明瞭に描出するため、形態画像と
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して扱うことができる。図5において、赤外線カメラ画像700上には、保持状態の乳房輪郭
形状701が写り、さらに乳頭画像702、そして表在血管画像703が写っている。
【００３４】
　前面赤外線カメラ505の撮像画像ICAM1の二次元座標系CIMG1上の座標は、三次元のカメ
ラ座標系CCAM1においては、原点である焦点位置と、三次元空間中のカメラの投影面上の
点を通る直線、つまり視線と一対一の関係を有す。前面赤外線カメラ505の撮像画像の座
標系CIMG1とカメラ座標系CCAM1の間の変換については、一般的な撮像画像と三次元空間の
間の座標変換方法を用いるため説明は省略する。また、後面赤外線カメラ506と側面赤外
線カメラ507の撮像画像は、視点位置が異なる点を除き、前面赤外線カメラ505の撮像画像
と同様であるから、詳細説明を省略する。
【００３５】
●画像処理装置
　図6のフローチャートにより実施例1の画像処理装置10の各部の動作と処理を説明する。
【００３６】
　医用画像取得部101は、医用画像DB11が保持する被検体のMRI画像を取得し、MRI画像を
三次元形状取得部102、剛体変換部106、変形画像生成部111に出力する(S201)。
【００３７】
　三次元形状取得部102は、入力されるMRI画像に画像処理を施して、被検体の表面に当る
各画素の位置（表面位置）を検出し、被検体の表面形状を示す情報を取得する(S202)。さ
らに、検出した表面位置から得られる形状の三次元曲率に基づき、MRI画像中の特徴点の
位置を取得する(S203)。被検体が乳房の場合、MRI画像中の特徴点は乳頭であり、以下で
は、三次元形状取得部102が乳頭位置を示す情報を取得する情報取得部として説明を続け
る。三次元形状取得部102は、取得した表面形状と乳頭位置を剛体変換部106、変形推定部
109に出力する。本実施例において、MRI画像から取得される被検体の表面形状は、非保持
状態における被検体の形状モデルになる。
【００３８】
　図7により表面形状の取得処理を説明する。図7(a)(b)は、図2(a)(b)に示すMRI画像300
、301から被検体の体外領域302と体内領域303の境界304（表面位置）を検出した表面検出
画像400、401を示す。表面検出画像400、401は、例えば、被検体の表面とそれ以外を区別
可能な二値画像などでよい。
【００３９】
　本実施例では、被検体の表面形状として、NS個の点群PSk(1≦k≦NS)を取得し、それら
点群の位置をMRI画像座標系CMRIにおける三次元の位置座標ベクトルVSk_MRIとして記録す
る。
【００４０】
　PAT画像取得部103は、PAT12が被検体を撮像したPAT画像を取得し、PAT画像を変形画像
評価部111、画像表示部112に出力する(S204)。また、PAT画像のヘッダ部に含まれる付加
的情報、例えば、座標変換行列TPtoD、TC1toD、TC2toD、TC3toDなども変形画像評価部111
に出力される。なお、PAT画像取得部103が取得するPAT画像は、所定の波長に対して被検
体内の光エネルギ堆積量分布を画像化した三次元画像とする。
【００４１】
　カメラ画像取得部104は、PAT12の赤外線カメラ505から507が撮像した、非保持状態と保
持状態における被検体の赤外線カメラ画像を取得し、赤外線カメラ画像を二次元形状取得
部105、仮想投影像評価部108に出力する(S205)。ここで取得される赤外線カメラ画像はIC
AMi、I'CAMi(i=1, 2, 3)である。
【００４２】
　PAT画像取得部103とカメラ画像取得部104は、PAT12の撮像に同期してPAT12から直接画
像を取得してもよいし、過去に撮像され記録された画像を図示しない医用画像記録装置か
ら取得してもよい。
【００４３】
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　二次元形状取得部105は、入力される各赤外線カメラ画像に画像処理を施して、乳房輪
郭形状（図6の701）と乳頭画像（図6の702）の位置を取得し、乳房輪郭形状と乳頭位置を
剛体変換部106、変形画像評価部111に出力する(S206)。例えば、乳房輪郭形状の検出には
一般的なエッジ検出手法を用いることができる。また、乳頭位置は、乳房領域の境界を表
す曲線の曲率に基づき検出することができる。なお、乳房輪郭形状と乳頭位置の検出は、
上記の方法に限られるわけではない。
【００４４】
　剛体変換部106、仮想投影像生成部107、仮想投影像評価部108は、MRI画像と、非保持状
態における赤外線カメラ画像に写った表在血管の情報を用いて、非保持状態における被検
体とMRI画像の位置合わせを行う(S207)。なお、非保持状態とは第二の状態の初期段階で
ある。具体的には、仮定した位置合わせパラメータの候補値のそれぞれに基づき、該赤外
線カメラでMRI画像を仮想的に観測した仮想画像を生成し、これを赤外線カメラ画像と比
較することで該位置合わせパラメータを推定する。この位置合わせ（非保持状態における
位置合わせ）の詳細は後述するが、本処理により、MRI画像座標CMRIから前面カメラ座標
系CCAM1への剛体変換を表す変換行列TMtoC1を、位置合わせパラメータとして取得する。
【００４５】
　剛体変換部106は、変換行列TMtoC1に基づき、MRI画像座標系CMRIからPAT装置座標系CDE
Vへの剛体変換を表す変換行列TMtoDを算出する(S208)。つまり、変換行列TMtoC1に、画像
処理装置10が保持する前面カメラ座標系CCAM1からPAT装置座標系CDEVへの変換行列TC1toD
を掛けることで、変換行列TMtoDが算出される。
【００４６】
　変形推定部109、変形画像生成部110、変形画像評価部111は、非保持状態における位置
合わせ結果に基づき、保持状態における被検体とMRI画像の位置合わせ（以下、圧迫変形
の推定）を行う(S209)。詳細は後述するが、物理変形シミュレーションを用いてMRI画像
の圧迫変形を推定する。つまり、変形パラメータを様々に変化させて物理変形シミュレー
ションを行い、PAT画像との比較によって変形の適切性を表す所定の評価値を得て、該評
価値を最小とする変形パラメータを位置合わせパラメータとして推定する。そして、推定
した変形パラメータを用いて、変形MRI画像ID_MRIonP（変形三次元画像）を推定結果とし
て生成する。
【００４７】
　画像表示部109は、生成された変形三次元画像（変形MRI画像）と、ステップS203で取得
されたPAT画像を図示しないモニタに並べて表示する(S210)。図8により変形MRI画像とPAT
画像の表示例を示す。図8の例は、同一のアキシャル断面の変形MRI画像1400とPAT画像600
を上下に並置した例である。変形MRI画像1400に重畳された破線の矩形1500は、PAT画像60
0の表示領域に対応する領域をユーザに示す表示情報である。
【００４８】
　なお、三次元形状取得部102、二次元形状取得部105、剛体変換部106、仮想投影像生成
部107、仮想投影像評価部108、変形推定部109、変形画像生成部110、変形画像評価部111
は、位置合わせ部113を構成する。
【００４９】
●非保持状態における位置合わせ
　非保持状態における位置合わせにおいて、MRI画像座標系CMRIから前面カメラ座標系CCA
M1への剛体変換を推定する。図9のフローチャートにより非保持状態における位置合わせ(
S207)の詳細を説明する。
【００５０】
　剛体変換部106は、MRI画像を赤外線カメラ座標系（前面カメラ座標系）に平行移動する
ためのパラメータを算出する(S801)。まず、非保持状態における各赤外線カメラ画像から
得た二次元の乳頭位置から、三角測量の原理に基づき、前面カメラ座標系CCAM1における
三次元の乳頭位置を算出する。そして、MRI画像中の乳頭位置が、赤外線カメラ画像から
求めた非保持状態における三次元の乳頭位置に一致するように、MRI画像座標系CMRIから
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前面カメラ座標系CCAM1への平行移動を表す変換行列T1MtoC1を算出する。
【００５１】
　次に、剛体変換部106は、MRI画像中の被検体を回転移動するための各成分（三軸回りの
回転角度）が取り得る値を組み合わせた複数（Nθ組）の回転パラメータの候補値（仮説
）θi={θx, θy, θz}(1≦i≦nθ)を設定する(S802)。これは、言い換えると、本処理に
おける回転パラメータの候補値θiと、ステップS801で算出した平行移動のパラメータと
を組み合わせた、剛体変換のパラメータの候補値を設定したことになる。また、PAT画像
座標系と前面カメラ座標系との関係が既知であることを考えると、これは、MRI画像（第
一の状態の被検体）からPAT画像（第二の状態の被検体）への剛体変換の候補値を設定す
ることとも等価である。例えば、x軸周り回転角度をθx、z軸回りの回転角度θzとすると
、-10度から+10度の範囲で五度刻みに下記の五つの角度を設定する。
　　　　θx = {-10, -5, 0, +5, +10}
　　　　θz = {-10, -5, 0, +5, +10}
【００５２】
　また、y軸回りの回転角度をθyとすると、-180度から+180度の範囲で五度刻みに下記の
72の角度を設定する。
　　　　θy = {-180, -175, …, -5, 0, +5, …, +175, +180}
【００５３】
　このとき、回転パラメータθiの取り得る値の数（候補値（仮説）の総数）Nθは1800に
なる（つまり、1≦i≦1800）。
【００５４】
　次に、剛体変換部106は初期化を行う(S803)。つまり、ループ変数iに1を、後述する類
似度Siの最大値SMAXに0、後述する角度θMAXにθ1を設定する。
【００５５】
　次に、剛体変換部106は、平行移動後のMRI画像を、乳頭位置を基準に回転パラメータθ
iだけ回転移動したMRI画像IMRIonC1iと位置座標ベクトルvSk_MRIonC1iを仮想投影像生成
部107に出力する(S804)。つまり、前面カメラ座標系CCAM1において回転パラメータθiだ
け回転移動させる変換行列T2iを算出する。続いて、ステップS801で導出した平行移動の
変換行列T1MtoC1に変換行列T2iを掛けた剛体変換を表す変換行列TMtoC1iを導出する。続
いて、MRI画像と被検体の表面形状の位置座標ベクトルvSk_MRIを、それぞれ変換行列TMto
C1iを用いて座標変換したMRI画像IMRIonC1iと位置座標ベクトルvSk_MRIonC1iを生成する
。
【００５６】
　仮想投影像生成部107は、剛体変換されたMRI画像を前面赤外線カメラ505の視点から観
測した場合に視野に入るであろう被検体の表面形状を部分表面領域として求める(S805)。
言い換えれば、表面位置を示す情報である表面形状と、位置合わせパラメータの候補値で
ある剛体変換パラメータ（剛体変換を表す変換行列TMtoC1i）に基づき、剛体変換されたM
RI画像を前面赤外線カメラ505の視点から見た仮想画像が生成される。
【００５７】
　図10により仮想投影像生成部107が部分表面領域を求める処理(S805)を説明する。図10
は前面赤外線カメラ505の視点Pから観測されるMRI画像上の被検体の様子を示し、MRI乳房
領域900は、乳頭位置901が赤外線カメラにおける乳頭位置に一致するように剛体変換され
ている。ステップS805において、仮想投影像生成部107は、視点Pの位置・姿勢を基準に透
視投影を行い、視点Pから観測される部分表面領域903を求める。つまり、まず視点Pから
の投影線904を延長し、投影線904がMRI乳房領域900の体表形状を表す位置座標ベクトルvS
k_MRIonC1iと交点をもつ観測範囲902を特定する。そして、観測範囲902において、位置座
標ベクトルvSk_MRIonC1iの中から、投影線904が視点Pを起点にして最初に交わる体表点90
5を求める。そして、観測範囲902に含まれるすべての投影線904について体表点905を求め
ると部分表面領域903が決定する。
【００５８】
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　次に、仮想投影像生成部107は、剛体変換されたMRI画像における部分表面領域903の近
傍情報を利用したMIP像を生成し、生成したMIP像を仮想投影像評価部108に出力する(S806
)。なお、MIPは「maximum intensity projection」の略であり、以下では、ステップS806
で生成されるMIP像を「体表近傍MIP像IMIPonC1i」と呼ぶ。
【００５９】
　ステップS806において、仮想投影像生成部107は、投影線904が最初に交わる体表点905
を起点にして、視点Pから遠ざかる方向に所定の距離（例えば5mm）をもつ体表近傍区間90
6を設定する。そして、観測範囲902に含まれるすべての投影線904について体表近傍区間9
06を設定することで体表近傍領域907を規定する。続いて、視点Pの位置・姿勢を基準に透
視投影を行い、MRI画像IMRIonC1iの中で体表近傍領域907に含まれる領域に限定したMIP像
である体表近傍MIP像IMIPonC1iを生成する。これにより、MRI画像中の血管領域908の中で
前面赤外線カメラ505側の体表近傍に存在する表在血管909の情報のみを可視化したMIP像
が生成される。なお、体表近傍領域907の生成時に、被検体の皮膚が当該領域に含まれな
いようにしてもよい。具体的には、部分表面領域903に皮膚厚相当の所定の厚みを与えた
領域を皮膚領域として導出し、前記の処理で得た体表近傍領域907からこれを除外しても
よい。被検体の皮膚はMRI画像中において高い輝度値を有しているので、この除外処理に
より、生成するMIP像中において表在血管をより明瞭に描出できるようになる。
【００６０】
　このように、体表近傍、かつ、前面赤外線カメラ505の視点Pから観測されるだろう領域
の情報のみを可視化することで、乳房内部の血管領域や、前面赤外線カメラ505からみて
反対側の体表近傍に存在する血管領域の可視化を防ぐことができる。つまり、実際の赤外
線カメラ画像により近いMIP像である体表近傍MIP像IMIPonC1iを生成することができる。
【００６１】
　なお、体表近傍MIP像IMIPonC1iの生成方法は、体表近傍の領域のみを、あるいは、体表
近傍の領域を強調して可視化することができれば、上記の方法に限られるものではない。
他の方法として、投影線904上において、体表点905からの距離が、視点Pから遠ざかる方
向に大きくなるほど、輝度値に対する重みを小さくしてMIP像を生成する方法が挙げられ
る。この方法によれば、乳房内部の領域で、体表に近い領域ほど輝度値が強調されたMIP
像が生成されるため、表在血管が強調されたMIP像が生成される。もちろん、本処理によ
るMIP像の生成を行う場合においても、皮膚領域を描画対象から除外することで、表在血
管をより明瞭に描出できる。
【００６２】
　図11によりMRI画像内の被検体の体表近傍情報を利用したMIP像1003を示す。図11におい
て、体表近傍MIP像IMIPonC1iは、前面カメラ画像座標系CIMG1上の二次元画像として表さ
れる。これは、視点Pに基づく透視投影によって二次元のMIP像を生成する際の座標変換(S
806)が、三次元の前面カメラ座標系CCAM1から二次元の前面カメラ画像座標系CIMG1への座
標変換（カメラの撮像プロセス）と幾何的に等しいためである。
【００６３】
　また、MIP像の生成の際、体表の外側領域は処理対象に含まれないため、乳房輪郭形状1
000の外側には有意の輝度値は存在しない。さらに、MRI画像における乳頭位置901が、前
面赤外線カメラ505の撮影画像ICAM1における乳頭位置702に一致するように剛体変換され
ているため、MIP像の乳頭1001は、撮影画像ICAM1（図7）の乳頭703に一致する。そして、
MIP像においては、表在血管1002がとくに高輝度な領域として可視化される。
【００６４】
　次に、仮想投影像評価部108は、体表近傍MIP像IMIPonC1iと、非保持状態の赤外線カメ
ラ画像I'CAM1の両方において可視化された表在血管の輝度情報に基づき、両画像の類似度
Siを算出する(S807)。
【００６５】
　ステップS807において、仮想投影像評価部108は、体表近傍MIP像IMIPonC1i、非保持状
態の赤外線カメラ画像I'CAM1ともに、類似度の算出領域から乳房の外側領域を除外し、類
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似度の算出領域を乳房の内部領域に限定する。
【００６６】
　体表近傍MIP像IMIPonC1iにおける表在血管1002は、周囲の乳房領域に比べて高輝度に可
視化されている。他方、赤外線カメラ画像I'CAM1における表在血管703は、周囲の乳房領
域に比べて低輝度に可視化されている。そこで、仮想投影像評価部108は、それら画像の
間の輝度情報を直接比較できるようにするため、体表近傍MIP像IMIPonC1iの輝度値を反転
する。そして、輝度値を反転した体表近傍MIP像と赤外線カメラ画像I'CAM1の間で類似度S
i（0≦Si≦1）を算出する。体表近傍MIP像IMIPonC1iの表在血管1002（図11）と、赤外線
カメラ画像I'CAM1の表在血管703（図5）が類似すれば、類似度Siの値が高くなる（1に近
付く）ものとする。
【００６７】
　なお、本実施例においては、類似度Siの評価尺度として画像間の相互情報量を適用する
が、評価尺度はこれに限られず、相互相関係数やSSD (sum of squared difference）など
、既知の手法を用いてもよい。また、輝度値に直接的に基づく評価尺度である必要はなく
、例えば両画像からエッジなどの画像特徴を検出して、それらの類似度や一致度を算出す
るような尺度でもよい。
【００６８】
　次に、仮想投影像評価部108は、類似度Siと類似度の最大値SMAXと比較する(S808)。そ
して、類似度Siが最大値SMAXを超える（Si＞SMAX）場合は、SMAXを更新し（SMAX=Si）、S

MAXに対応する角度θMAXを更新する（θMAX=θi）(S809)。また、類似度Siが最大値SMAX
以下（Si≦SMAX）の場合は更新を行わない。
【００６９】
　次に、仮想投影像評価部108は、ループ変数iをインクリメントし(S810)、ループ変数i
と仮説の総数Nθを比較する(S811)。ループ変数iが仮説の総数Nθ以下（i≦Nθ）の場合
は処理をステップS804に戻し、ループ変数iが仮説の総数Nθを超える（i＞Nθ）場合は処
理をステップS812に進める。つまり、仮説の総数Nθ分、ステップS804からS811の処理が
繰り返される。
【００７０】
　仮説の総数Nθ分の処理が終了すると、剛体変換部106は、角度θMAXにおける変換行列T

MtoC1MAXを、MRI画像座標CMRIから前面カメラ座標系CCAM1への剛体変換を表す最終的な変
換行列TMtoC1とする(S812)。言い換えれば、複数の回転パラメータから、類似度の最大値
SMAXに対応する回転パラメータθMAXが選択される。
【００７１】
　以上で、剛体変換部106、仮想投影像生成部107、仮想投影像評価部108が行う、非保持
状態における位置合わせ(S207)の処理が終了する。この処理により、様々な剛体変換パラ
メータの仮説（つまり回転パラメータの仮説θi）に基づき生成した体表近傍MIP像IMIPon
C1iが、赤外線カメラ画像I'CAM1に最も類似する角度θMAXに基づく変換行列TMtoC1が得ら
れる。
【００７２】
　上記では、前面カメラ画像座標系CIMG1に変換した体表近傍MIP像IMIPonC1iを生成し、
前面赤外線カメラ505の画像I'CAM1との類似度Siを評価する例を説明した。しかし、類似
度Siの評価対象は、前面赤外線カメラ505に限られるわけではない。
【００７３】
　例えば、後面カメラ画像座標系CIMG2や側面カメラ画像座標系CIMG3に変換した体表近傍
MIP像IMIPonC1iを生成する。そして、体表近傍MIP像IMIPonC1iと後面赤外線カメラ506の
画像I'CAM2または側面赤外線カメラ507の画像I'CAM3との類似度を評価してもよい。その
場合、ステップS804で得た変換行列の候補値TMtoC1iに対して、ステップS805、S806で透
視投影を行う視点Pを、後面または側面赤外線カメラ506、507のカメラ視点にそれぞれ置
き換えればよい。
【００７４】
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　ここで、MRI画像IMRIonC1iと位置座標ベクトルvSk_MRIonC1iはステップS804で前面カメ
ラ画像座標系CIMG1に変換されている。従って、この透視投影に用いるカメラ視点の位置
・姿勢としては、前面カメラ座標系CCAM1上で表現される位置姿勢を用いればよい。
【００７５】
　なお、上述したように、各赤外線カメラ（前面、側面、後面）の位置関係は、PAT装置
座標系CDEVを基準に対応付けられている。そのため、前面カメラ座標系CCAM1から後面カ
メラ座標系CCAM2または側面カメラ座標系CCAM3への変換行列を導出することができる。つ
まり、前面カメラ座標系CCAM1における後面または側面赤外線カメラのカメラ視点の位置
姿勢を導出することができる。
【００７６】
　なお、これらの前面、後面、側面の赤外線カメラそれぞれに基づく類似度を総合した総
合類似度を算出して、類似度を評価してもよい。総合類似度としては、これら三種類の類
似度の、例えば、重み付け平均値、最大値、最小値、中央値が挙げられる。また、上述で
は、前面カメラ座標系CCAM1を基準にして、回転パラメータθiの設定、及びMRI画像を各
カメラ座標系に透視投影するための座標変換を行った。しかし、PAT装置座標系CDEVを基
準にして、CMRIとCDEVとの間の剛体変換TMtoDを位置合わせパラメータとしてその候補値
を設定するようにしてもよい。この場合、CMRIからCDEVへの剛体変換に加えて各赤外線カ
メラへのビューイング変換を行った後に、ステップS806と同様の処理で体表近傍MIP像を
生成する。そして、各赤外線画像との類似度評価に基づいて位置合わせパラメータを推定
すればよい。
【００７７】
●圧迫変形の推定
　図12のフローチャートにより圧迫変形の推定(S209)の詳細を説明する。
【００７８】
　変形推定部109は、ステップS202で取得された被検体の表面形状、および、ステップS20
8で取得された座標変換行列TMtoDを用いて、被検体の形状を表す三次元のメッシュ（以下
、メッシュM）を生成する(S901)。つまり、座標変換行列TMtoDによる座標変換を、被検体
の表面形状VSk_MRIに施して、PAT装置座標系CDEVにおける被検体表面点群の位置座標ベク
トルVSi_MRIonD（1≦i≦Ns）を算出する。そして、位置座標ベクトルVSi_MRIonDが表す表
面形状に基づき、被検体の内部領域を判別し、内部領域にメッシュMを配置する。
【００７９】
　図13の模式図によりメッシュMの生成方法を示す。図13(a)は被検体の処理対象領域1200
のサジタル断面を示し、サジタル断面における被検体の表面位置1201と、対応する内部領
域1202を示す。図13(b)に示すように、メッシュMは、被検体の内部領域1202に六面体や四
面体などの立体構造をもつ要素1203を配置して生成される。メッシュMは、これらの要素
の頂点（ノード）1204の位置と連結情報によって記述される。
【００８０】
　以下では、ステップS901において配置されるメッシュMのノード数をNm、各ノードの位
置をsL（1≦L≦Nm）と表記する。各ノードの変位によって要素内の変位場を表現すること
ができ、これに基づき、被検体内の任意の点の変位を求めることができる。
【００８１】
　次に、変形推定部109は、変形パラメータの各成分（被検体のヤング率やポアソン比な
ど）が取り得る値を組み合わせた複数（Np組）の変形パラメータの仮説pk（1≦k≦Np）を
生成する(S902)。例えば、各成分が取り得る値の範囲を適切な間隔で分割し、それらすべ
てを組み合わせることで変形パラメータpkを生成する。例えば、ヤング率の比pyとポアソ
ン比ppを変形パラメータpkの成分とし、ヤング率の比pyとポアソン比ppが取り得る値を次
とする。
　　　　py = {1, 2, 3, 4, 5}
　　　　pp = {0.0, 0.2, 0.4, 0.45, 0.499}
【００８２】
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　そして、ヤング率の比pyとポアソン比ppを組み合わせた変形パラメータを生成する。上
記の例ではNp=25になる。なお、ヤング率の比pyは、乳房の硬さの非等方性に対応するた
めのパラメータであり、人体のコロナル面（x-z平面）におけるヤング率に対する、人体
の前後方向（y軸方向）のヤング率の割合を表す。
【００８３】
　次に、変形推定部109は初期化を行う(S903)。つまり、ループ変数kに1を、後述する評
価値の最大値EMAXに0、後述する変形パラメータpMAXにp1を設定する。
【００８４】
　次に、変形推定部109は、変形パラメータpkを用いて、有限要素法に基づく物理変形シ
ミュレーションをメッシュMに施し、変形後のメッシュである変形メッシュDMkを生成する
(S904)。このときの変形関数Fk(x, y, z)を、メッシュMから変形メッシュDMkへの各ノー
ドの変位を与える変位ベクトルdkL（1≦L≦Nm）と定義する。
【００８５】
　図14によりステップS904における物理変形シミュレーションである、保持板による圧迫
変形シミュレーションを説明する。保持板による圧迫変形において、二枚の保持板を被検
体の中心方向に移動すると、移動後の保持板に接する被検体の表面領域は保持板に張り付
いた状態になる。
【００８６】
　図14(a)に示すように、二枚の保持板をそれぞれ、距離Δd1、Δd2分、移動すると仮定
する。メッシュMのノードのうち、体表面を表す表面ノードから、保持面PUd1、PLd2に接
する外側表面ノード1300と1301を抽出し、外側表面ノード1300と1301それぞれが保持面に
張り付くための変位量を求める。そして、変位量を変形シミュレーションの境界条件Cと
して有限要素法の計算を実行し、二枚の保持板がそれぞれ、距離Δd1、Δd2分、移動した
場合の変形メッシュを生成する。
【００８７】
　本実施例においては、図14(b)に示す二枚の保持板の最終的な保持位置PU、PLまで移動
する間を複数回（N回）の変形シミュレーションに分割して、変形過程で生じる境界条件
の変化に対応する。つまり、図14(b)はN回の変形シミュレーションを繰り返した結果の変
形メッシュDMkを表す。物理変形シミュレーションにより、図14(b)に示すように、被検体
の変形メッシュが保持位置PU、PLの間でz軸方向に圧縮され、y軸方向に伸長されることが
分かる。
【００８８】
　変形画像生成部110は、変形パラメータpkに対応する変形をMRI画像に施して、変形MRI
画像を生成し、変形MRI画像を変形画像評価部111に出力する(S905)。つまり、MRI画像を
、座標変換行列TMtoDを用いてPAT装置座標系CDEVに座標変換し、ステップS904で算出した
変形関数Fkを用いて変形処理する。そして、座標変換行列TPtoDの逆行列を用いた座標変
換により、PAT画像座標系CPATにおける変形MRI画像ID_MRIonPkを生成する。
【００８９】
　図15の模式図により変形MRI画像ID_MRIonPを示す。図15は変形MRI画像1400、変形後の
乳房領域1401、変形前の乳房形状1402を示す。また、図15(a)は変形MRI画像ID_MRIonPを
アキシャル断面でスライスした二次元画像、図15(b)は変形MRI画像ID_MRIonPをサジタル
断面でスライスした二次元画像である。変形後の乳房領域1401と変形前の乳房形状1402を
比較すると、PAT画像座標系CPATのz軸方向への圧迫により、x-y平面上において乳房領域
が伸長し、z軸方向に圧縮されていることがわかる。
【００９０】
　変形画像評価部111は、ステップS203で取得されたPAT画像と、ステップS205で取得され
た保持状態の赤外線カメラ画像を用いて算出した変形MRI画像ID_MRIonPkの適切性の評価
値Ekを変形推定部109に出力する(S906)。つまり、変形画像評価部111は、変形MRI画像とP
AT画像の間の類似度SMRIk（0≦SMRI、k≦1）、および、変形MRI画像と保持状態の赤外線
カメラ画像における乳房形状の間の残差Rkに基づき、評価値Ekを算出する。
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【００９１】
　なお、評価値Ekの値が高いほど変形が適切であるものとする。また、類似度SMRIkの評
価尺度として、ステップS807と同様に画像間の相互情報量を適用する。なお、評価尺度は
これに限らず、相互相関係数やSSD、血管分岐部等の特徴点の位置の一致度など、既知の
何れの手法を用いてもよい。
【００９２】
　図8は変形MRI画像（ID_MRIonPk）1400とPAT画像600の同一のアキシャル断面を示し、破
線の矩形で示す対応領域1500は、PAT画像600に対応する変形MRI画像1400上の領域である
。類似度SMRIkは、PAT画像600と対応領域1500の間で計算される。PAT画像600と対応領域1
500の間で、可視化された、変形MRI画像1400の血管領域1501とPAT画像600の血管領域1502
が類似すれば、類似度SMRIkの値が高くなる。
【００９３】
　また、残差Rkは、赤外線カメラ画像に写った被検体の輪郭（シルエット）の形状と、赤
外線カメラ画像に投影した変形メッシュDMkの外郭の形状の間の差として算出される。例
えば、変形メッシュDMkを保持状態の赤外線カメラ画像ICAM1へ投影する場合、変形メッシ
ュDMkは、座標変換行列TC1toDの逆行列を用いて前面カメラ座標系CCAM1に座標変換され、
前面カメラ画像座標系CIMG1に投影変換される。また、同様の方法により、変形メッシュD
Mkを後面カメラ画像ICAM2または側面カメラ画像ICAM3へ投影することができる。
【００９４】
　残差Rkは、例えば、変形メッシュDMkを三つの赤外線カメラ画像それぞれに投影したメ
ッシュの外郭と、三つの赤外線カメラ画像の間の各残差を総合した総合残差（例えば、三
つの残差の重み付け平均値）として算出される。ただし、総合残差は、重み付け平均値に
限らず、三つの残差の最大値、最小値、中央値などを用いてもよい。
【００９５】
　また、残差Rkは、例えば、赤外線カメラ画像に写った被検体の乳頭位置と、赤外線カメ
ラ画像に投影した変形メッシュDMkの乳頭位置の間の残差として算出してもよい。勿論、
乳房形状の残差と、乳頭位置の残差の両方を統合した値（例えば、重み付け和）を残差Rk
としてもよい。なお、乳房形状や乳頭位置に基づく残差は、赤外線カメラ画像から取得す
る例を説明したが、乳房の外観を撮像した一般的なカメラ画像から取得してもよい。
【００９６】
　評価値Ekは、例えば、類似度SMRIkと残差Rkに基づく重み付け和として、下式で表され
る。
　　　　Ek = aSMRIk + b{1/(1+Rk)}　　　…(1)
　　　　ここで、a、bは重み係数（a+b=1）。
【００９７】
　式(1)の第二項において(1+Rk)の逆数を用いるのは次の理由からである。
　　・残差Rkは、評価値Ekとは逆に、変形が適切であるほど値が小さくなる指標である
　　・値の取り得る範囲を、類似度SMRIkと同様に、0から1の間にする
【００９８】
　変形推定部109は、入力される評価値Ekと評価値の最大値EMAXを比較する(S907)。そし
て、評価値Ekが評価値の最大値EMAXを超える（Ek＞EMAX）場合は、EMAXを更新し（EMAX=E
k）、EMAXに対応する変形パラメータpMAXを更新する（pMAX=pk）(S808)。また、評価値Ek
が評価値の最大値EMAX以下（Ek≦EMAX）の場合は更新を行わない。
【００９９】
　次に、変形推定部109は、ループ変数kをインクリメントし(S909)、ループ変数kと仮説
の総数Npを比較する(S910)。ループ変数kが仮説の総数Np以下（k≦Np）の場合は処理をス
テップS904に戻し、ループ変数kが仮説の総数Npを超える（k＞Np）の場合は処理をステッ
プS911に進める。つまり、仮説の総数Np分、ステップS904からS910の処理が繰り返される
。
【０１００】
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　仮説の総数Np分の処理が終了すると、変形推定部109は、変形パラメータpMAXを変形画
像生成部110に出力する(S911)。言い換えれば、複数の変形パラメータから、評価値の最
大値EMAXに対応する変形パラメータpMAXが選択される。変形画像生成部110は、変形パラ
メータpMAXに対応する変形MRI画像ID_MRIonPMAXを圧迫変形の推定結果（ID_MRIonP）とし
、変形MRI画像ID_MRIonPを画像表示部112に出力する(S912)。
【０１０１】
　以上で、変形推定部109、変形画像生成部110、変形画像評価部111による圧迫変形の推
定(S209)が終了する。この処理によれば、様々な変形パラメータの仮説pkの下で変形シミ
ュレーションを実行する。そして、それらシミュレーション結果の中で変形の適切性の評
価値Ekが最大になる変形パラメータpMAXによって変形MRI画像ID_MRIonPが生成される。
【０１０２】
　このように、乳房を被検体として、PAT12に搭載された赤外線カメラの画像およびPAT画
像と、MRI画像との比較により、PAT画像とMRI画像の位置合わせ精度の向上を図ることが
できる。つまり、MRI画像から生成した表在血管を強調した二次元のMIP像と、非保持状態
の赤外線カメラ画像を比較して、赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体の位置・姿勢
を推定し、MRI画像と赤外線カメラ画像の高精度な剛体位置合わせを実現する。さらに、M
RI画像を赤外線カメラの座標系からPAT12の座標系に座標変換することで、剛体位置合わ
せの結果を、MRI画像とPAT画像の間の変形位置合わせ処理の初期状態として活用する。つ
まり、MRI画像とPAT画像を比較して位置合わせを行う際は、非保持状態から保持状態への
圧迫変形を推定するだけでよい。そして、赤外線カメラ画像に写った乳房形状と、PAT画
像に写った内部構造の両方に合致するようにMRI画像を変形することで、高精度な圧迫変
形の推定が可能になる。
【０１０３】
　なお、本実施例では、MRI画像を変形位置合わせする手法として、有限要素法に基づく
物理変形シミュレーションを用いたが、必ずしもこの手法に限られるものではない。例え
ば、一般的な変形手法である、FFD (Free Form Deformation)などの手法を用いてもよい
。FFDを用いた変形処理では、まず画像内の被検体を直方体で取り囲むように、格子状の
制御点を配置する。そして、この制御点を動かすことにより、直方体内部に存在する画像
領域を変形させることができる。ここで、各制御点の変位量のセットを、変形パラメータ
の候補値（仮説）pk(1≦k≦Np)と定義する。そして、変形パラメータpkの値を様々に変動
させ、上述の変形画像評価部111における評価値Ekを最大化するような変形パラメータpk
を算出することで、上述の目的に合致する変形位置合わせを実現することができる。
【０１０４】
　なお、本実施形態では、被検体として人体の乳房を適用したが、これに限られるもので
はなく、表在血管を有する生体の部位であれば被検体は何であってもよい。また、医用画
像データベース110に登録されている画像としてMRI画像を適用したが、生体を撮影した三
次元画像であれば、何れのモダリティによる画像であってもよい。
【０１０５】
［変形例1］
　上記では、赤外線カメラに対するMRI画像内の被検体の位置・姿勢を求めるための回転
角度を網羅的に変動させて評価値を算出し、最適な評価値を与える回転角度を取得した(S
207)。しかし、MRI画像内の被検体の位置・姿勢の取得に別の方法を用いることができる
。つまり、一般的な最適化アルゴリズムを用いて、評価値が最適になる回転角度を推定し
てもよい。例えば、最適化アルゴリズムの一種である最急降下法を用いる方法を説明する
。
【０１０６】
　三次元ベクトルをx、赤外線カメラに対するMRI画像内の被検体の回転角度を表すパラメ
ータを(θx, θy, θz)とする。回転角度を表すベクトルxを与えたときに、ステップS807
で生成される赤外線カメラ画像と体表近傍MIP像との類似度をSMIP(x)とする。最急降下法
において、ベクトルxを与えたときに、最小化する関数f(x)を類似度SMIP(x)の逆数1/SMIP
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(x)とする。ここで、f(x)をSMIP(x)の逆数とする理由は、類似度S(x)が最大になる回転角
度を表すパラメータを求めるためである。以上のように設定された各変数を、次式を用い
て更新し、収束させることでf(x)を最小化する（つまりSMIP(x)を最大化する）パラメー
タxを算出する。
　　　　x(k+1) = x(k) - αgrad f(x(k))　　　…(2)
　　　　ここで、αは一回に更新する数値の割合を決めるパラメータ（通常、小さな正の
定数）、
　　　　　　　　kは更新回数、
　　　　　　　　grad f(x(k))はk回目の更新における関数f(x)の勾配ベクトル（関数f(x
)の変化率が最も大きい方向を向く）。
【０１０７】
　勾配ベクトルgrad f(x(k))は以下の方法で求める。k回目の更新におけるベクトルx(k)=
(θx(k), θy(k), θz(k))Tとする。ベクトルx(k)の各要素に対して、それぞれ微小な変
化量Δx=(Δθx, Δθy, Δθz)を与えたときの、関数f(x(k)+Δx)を算出する。
【０１０８】
　そのベクトルの方向がパラメータ空間において均等に変化するように変化量Δxを変動
させた場合の、各Δxに対応するf(x(k)+Δx)を算出する。算出したf(x(k)+Δx)の集合か
ら、f(x(k))-f(x(k)+Δx)が最大になるΔx（ΔxMAX）を求める。このΔxMAXは、f(x(k))
の変化率が最大になるパラメータ空間の方向ベクトルであり、grad f(x(k))に等しい。
【０１０９】
　また、最適化アルゴリズムとして、ニュートン法など既知の手法の何れを用いてもよい
。これにより、より少ない繰り返し回数で、最適な評価値を与える回転角度を推定するこ
とができ、処理の高速化を図ることができる。
【０１１０】
［変形例2］
　上記では、MRI画像の圧迫変形の妥当性を評価する評価値として、PAT画像との類似度と
、赤外線カメラに写った被検体の輪郭（シルエット）形状に対する形状誤差を用いた(S20
9)。しかし、別の方法で評価値を求めてもよい。
【０１１１】
　例えば、変形メッシュに基づき変形MRI画像を生成し、変形MRI画像を赤外線カメラ視点
から投影した変形後の体表近傍MIP像を生成し、体表近傍MIP像と赤外線カメラ画像の類似
度を算出して、この類似度を評価値に加えてもよい。
【０１１２】
　つまり、ステップS905において、メッシュMから変形メッシュDMkへの各ノードの変位を
表す変形関数Fkを生成する。そして、MRI画像に対して、MRI画像座標系CMRIから前面カメ
ラ装置座標系CCAM1への変換行列TMtoC1による剛体変換を施し、変形関数Fkによる変形を
施して、変形MRI画像ID_MRIonC1kを生成する。
【０１１３】
　次に、ステップS805、S806と同様の方法により、変形MRI画像ID_MRIonC1kから表面部分
領域の近傍情報を利用した体表近傍変形MIP像ID_MIPonC1kを生成する。そして、体表近傍
MIP像ID_MIPonC1kと保持状態の赤外線カメラ画像I'CAM1との間の類似度SMIPkを算出する
。最後に、評価値EkをステップS906における類似度SMRIk、残差Rk、および、算出した類
似度SMIPkに基づく重み付け和を下式により算出する。
　　　　Ek = aSMRIk + b{1/(1+Rk)} + cSMIPk　　　…(3)
　　　　ここで、a、b、cは重み係数（a＋b＋c=1）。
【０１１４】
　これにより、体表近傍の表在血管の情報をさらに利用して変形パラメータを求めること
ができ、高精度な位置合わせが可能になる。
【０１１５】
［変形例3］
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　上記では、表在血管の可視化に、近赤外線による赤外線カメラ画像を利用する例を説明
したが、例えば、体内における内部反射によって得られる偏光成分により表在血管を可視
化した画像を利用することもできる。例えばハロゲンライトなどの光を体表に照射し、体
表で反射する表面反射成分と、一旦、体内に侵入して体内で吸収と散乱を経た後に再び体
表に出てくる内部反射成分を区別する。こうすれば、体内の情報を可視化した画像が得ら
れる。当該画像においては、赤外線カメラ画像と同様、内部反射成分のうち、血管内部の
ヘモグロビンの吸収箇所が周囲よりも暗く描出される。
【０１１６】
　このように、第一の撮像装置によって対象物を撮像した三次元画像と、第二の撮像装置
によって対象物の表層部を撮像した二次元画像とが取得され、三次元画像から対象物の表
面位置を示す情報が取得される。そして、表面位置を示す情報に基づいて、三次元画像を
第二の撮像装置の視点から見た投影像が生成され、投影像および二次元画像を用いて、対
象物に関して三次元画像と二次元画像との位置合わせが行われる。
【実施例２】
【０１１７】
　以下、本発明にかかる実施例2の画像処理を説明する。なお、実施例2において、実施例
1と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【０１１８】
　実施例1では、非保持状態の被検体の画像とMRI画像の間で剛体変換パラメータを求め（
非保持状態における位置合わせ）、その後、保持状態の被検体の画像とMRI画像の間で変
形パラメータを推定（圧迫変形の推定）する方法を説明した。この方法は、非保持状態の
被検体とMRI画像の被検体の形状が異なる場合に生じる誤差や、非保持状態から保持状態
へ移行する際の被検体の微動によって生じる誤差を含む可能性がある。
【０１１９】
　実施例2では、非保持状態の被検体に関する計測情報を用いずに、保持状態の被検体（
第二の状態の被検体）の画像とMRI画像（第一の状態の被検体）の間で、剛体変換パラメ
ータと変形パラメータを同時に推定する方法を説明する。
【０１２０】
　図16のブロック図により実施例2の画像処理装置10を含むモダリティシステムの構成例
を示す。図1に示す実施例1の構成と異なるのは、実施例1の仮想投影像評価部108と変形画
像評価部111の代わりに、評価部114を備える点である。また、実施例2においては、位置
合わせ部113内における情報の流れが異なるが、その点は、各部の動作と処理の説明にお
いて詳述する。
【０１２１】
　図17のフローチャートにより実施例2の画像処理装置10の各部の動作と処理を説明する
。なお、ステップS201からS206、S210における動作と処理は実施例1と同様であり、その
詳細説明を省略する。
【０１２２】
　ステップS220において、赤外線カメラ画像、PAT画像、MRI画像の血管情報に基づき、MR
I画像における被検体の位置・姿勢と圧迫変形が推定される。この処理は、剛体変換部106
、仮想投影像生成部107、変形推定部109、変形画像生成部110、評価部114によって行われ
る。
【０１２３】
　実施例2では、赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体の位置・姿勢と、被検体の圧迫
変形を表す変形パラメータを位置合わせパラメータとする。そして、仮定した位置合わせ
パラメータの候補値に基づきMRI画像を赤外線カメラ座標系（前面カメラ座標系）に座標
変換した後に圧迫変形を施すことで、当該位置合わせパラメータの候補値に基づく変形MR
I画像を生成する。
【０１２４】
　次に、生成した変形MRI画像に対して、赤外線カメラの視点を基準に透視投影を行ったM
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IP像を生成する。その際、赤外線カメラの視点からの各投影線上において、乳房の三次元
表面の近傍領域の輝度情報のみを可視化、あるいは、強調して可視化する画像処理を施し
て、乳房の表在血管を強調したMIP像を生成する。
【０１２５】
　次に、変形MRI画像を、PAT12に対して予め校正された赤外線カメラの位置・姿勢に基づ
き、赤外線カメラ座標系（前面カメラ座標系）からPAT画像座標系に座標変換する。
【０１２６】
　次に、血管情報が可視化された赤外線カメラ画像とMIP像の間、および、PAT画像と座標
変換後の変形MRI画像の間の画像の類似度を算出し、それら類似度を総合した評価値を算
出する。そして、仮定した位置合わせパラメータを変動させて、評価値が最大になる位置
合わせパラメータを選択する。すなわち、当該位置合わせパラメータによって、MRI画像
とPAT画像の間で圧迫変形を含む位置合わせを行う。
【０１２７】
　図18、図19のフローチャートにより位置・姿勢と圧迫変形の推定(S220)の詳細を説明す
る。
【０１２８】
　変形推定部109は、ステップS202で取得された被検体の表面形状に基づき、被検体の形
状を表すメッシュMを生成する(S1101)。この処理は、実施例1のステップS901と略同様で
あり、詳細説明を省略する。
【０１２９】
　剛体変換部106は、MRI画像を赤外線カメラ座標系に平行移動する(S1102)。ステップS11
02の処理は、ステップS203で取得されたMRI画像における乳頭位置と、ステップS206で取
得された保持状態における赤外線カメラ画像上の乳頭位置に基づき行われる。この処理は
、実施例1のステップS801の処理と略同様であり、詳細説明を省略する。ただし、ステッ
プS801の処理は非保持状態における赤外線カメラ画像に基づき行われるが、ステップS110
2の処理は保持状態における赤外線カメラ画像に基づき行われる点で異なる。
【０１３０】
　次に、剛体変換部106と変形推定部109は、剛体変換パラメータが取り得る値と、変形パ
ラメータの各成分が取り得る値を組み合わせて複数（Nt組）の位置合わせパラメータ（変
換パラメータ）の仮説ti（1≦i≦Nt）を設定する(S1103)。
【０１３１】
　例えば、剛体変換部106は、剛体変換パラメータが取り得る値として、実施例1のステッ
プS8020と同様に、複数（Nθ組）の回転パラメータθj（1≦j≦Nθ）を設定する。変形推
定部109は、変形パラメータが取り得る値として、実施例1のステップS902と同様に、複数
（Np組）の変形パラメータpk（1≦k≦Np）を設定する。そして、回転パラメータθjと変
形パラメータpkを組み合わせて複数（Nt=Nθ×Np組）の変換パラメータti（1≦i≦Nt）を
設定する。なお、PAT画像座標系と前面カメラ座標系との関係は既知であるので、これは
、MRI画像（第一の状態の被検体）からPAT画像（第二の状態の被検体）への位置合わせパ
ラメータの候補値を設定することと等価である。また、変換パラメータtiは、剛体変換部
106と変形推定部109の間で共有されるものとする。
【０１３２】
　評価部114は初期化を行う(S1104)。つまり、ループ変数iに1を、後述する評価値の最大
値EMAXに0、後述する変換パラメータtMAXにt1を設定する。
【０１３３】
　剛体変換部106は、平行移動後のMRI画像を、乳頭位置を基準に変換パラメータti（つま
りθj）だけ回転移動したMRI画像IMRIonC1iを生成する。そして、MRI画像IMRIonC1iと座
標変換行列TMtoC1iを変形推定部109と変形画像生成部110に出力する(S1105)。この処理は
、実施例1のステップS804と略同様であり、詳細説明を省略する。
【０１３４】
　変形推定部109は、変換パラメータti（つまりθjとpk）を用いて、有限要素法に基づく
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物理変形シミュレーションをメッシュMに施した変形メッシュDMiを生成し、変形関数Fjk
を変形画像生成部110に出力する(S1106)。つまり、ステップS1105で導出された座標変換
行列TMtoC1iを用いて、回転パラメータθjに対応する剛体変換をメッシュMに施したメッ
シュMiを生成する。そして、メッシュMiに物理変形シミュレーションを施すことで、変形
後のメッシュである変形メッシュDMiを生成する。このときの変形関数Fi(x, y, z)を、メ
ッシュMから変形メッシュDMiへの各ノードの変位を与える変位ベクトルdiL（1≦L≦Nm）
と定義する。なお、この処理は、実施例1のステップS904と同様である。
【０１３５】
　変形画像生成部110は、変換パラメータti（つまりθjとpk）に対応する変換をMRI画像
に施した変形MRI画像を生成し、変形MRI画像を仮想投影像生成部107に出力する(S1107)。
つまり、MRI画像に座標変換行列TMtoC1iを用いる剛体変換を施して、MRI画像を回転パラ
メータθjに対応する前面カメラ座標系CCAM1に座標変換する。座標変換後のMRI画像に変
形関数Fjkを用いる変形処理を施して、変形MRI画像ID_MRIonC1iを生成する。
【０１３６】
　仮想投影像生成部107は、前面カメラ座標系CCAM1において、変形MRI画像ID_MRIonC1iを
前面赤外線カメラ505の視点から観測した場合に視野に入るだろう被検体の表面形状（部
分表面領域）を求める(S1108)。この処理は、実施例1のステップS805における剛体変換さ
れたMRI画像を、変形MRI画像ID_MRIonC1iに置き換えたものであり、詳細説明を省略する
。
【０１３７】
　次に、仮想投影像生成部107は、変形MRI画像ID_MRIonC1iにおける表面部分領域の近傍
情報を利用した体表近傍変形MIP像ID_MIPonC1iを生成し、体表近傍変形MIP像を評価部114
に出力する(S1109)。この処理は、実施例1のステップS806における剛体変換されたMRI画
像を、変形MRI画像ID_MRIonC1iに置き換えたものであり、詳細説明を省略する。
【０１３８】
　変形画像生成部110は、ステップ1107で生成した変形MRI画像ID_MRIonC1iを前面カメラ
座標系からPAT画像座標系に座標変換した変形MRI画像ID_MRIonPiを生成し、変形MRI画像
を評価部114に出力する(S1110)。つまり、変形MRI画像ID_MRIonC1iを、座標変換行列TC1t
oDを用いてPAT装置座標系CDEVに座標変換する。さらに、座標変換行列TPtoDの逆行列を用
いる座標変換により、PAT画像座標系CPATにおける変形MRI画像ID_MRIonPiを生成する。
【０１３９】
　評価部114は、体表近傍変形MIP像ID_MIPonC1iと保持状態の赤外線カメラ画像の類似度S

MIPi（0≦SMIPi≦1）、および、変形MRI画像ID_MRIonPiとPAT画像の類似度SMRIi（0≦SMR
Ii≦1）を算出する。さらに、変形MRI画像ID_MRIonPiと保持状態の赤外線カメラ画像にお
ける乳房形状の残差Riを算出する。そして、それら類似度と残差を総合した評価値Eiを算
出する(S1111)。
【０１４０】
　類似度SMIPiの算出方法は、実施例1のステップS807における体表近傍MIP像IMIPonC1jと
非保持状態の赤外線カメラ画像を、体表近傍変形MIP像ID_MIPonC1iと保持状態の赤外線カ
メラ画像に置き換えたものである。また、類似度SMRIiの算出方法は、実施例1のステップ
S906における変形MRI画像ID_MRIkを、変形MRI画像ID_MRIonPiに置き換えたものである。
また、残差Riの算出方法は、赤外線カメラ画像に写った被検体の輪郭（シルエット）の形
状と、赤外線カメラ画像に投影した変形メッシュDMjkの外郭の形状の間の差として算出す
る。残差Riの求め方はステップS906と同様である。
【０１４１】
　評価値Ekは、例えば、類似度SMIPi、SMRIiと残差Riに基づく重み付け和として、下式で
表される。
　　　　Ei = aSMIPi + bSMRIi ＋ c{1/(1+Ri)}　　　…(4)
　　　　ここで、a、b、cは重み係数（a+b+c=1）。
【０１４２】
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　また、式(4)の第三項において(1+Rk)の逆数を用いるのはステップS906と同様の理由か
らである。
【０１４３】
　次に、評価部114は、評価値Eiと評価値の最大値EMAXを比較する(S1112)。そして、評価
値Eiが評価値の最大値EMAXを超える（Ei＞EMAX）場合は、EMAXを更新し（EMAX=Ei）、EMA
Xに対応する変換パラメータtMAXを更新する（tMAX=ti）(S1113)。また、評価値Eiが評価
値の最大値EMAX以下（Ei≦EMAX）の場合は更新を行わない。
【０１４４】
　次に、評価部114は、ループ変数iをインクリメントし(S1114)、ループ変数iと仮説の総
数Ntを比較する(S1115)。ループ変数iが仮説の総数Nt以下（i≦Nt）の場合は処理をステ
ップS1105に戻し、ループ変数iが仮説の総数Ntを超える（i＞Nt）の場合は処理をステッ
プS1116に進める。つまり、仮説の総数Nt分、ステップS1105からS1115の処理が繰り返さ
れる。
【０１４５】
　仮説の総数Nt分の処理が終了すると、評価部114は、評価値の最大値EMAXに対応する変
換パラメータtMAX（つまりθMAXとpMAX）を変形画像生成部110に出力する(S1116)。言い
換えれば、複数の変換パラメータから、評価値の最大値EMAXに対応する変換パラメータtM
AXが選択される。変形画像生成部110は、変換パラメータtMAXに対応する変形MRI画像ID_M
RIonPを画像表示部112に出力する(S1117)。
【０１４６】
　以上で、剛体変換部106、仮想投影像生成部107、変形推定部109、変形画像生成部110、
評価部114による位置・姿勢と圧迫変形の推定(S220)が終了する。この処理によれば、様
々な回転と変形を表す変換パラメータtiを仮定して圧迫変形を含む変換を行った結果の中
で変形の適切性の評価値Eiが最大になる変換パラメータtMAXによって、変形MRI画像ID_MR
IonPが生成される。
【０１４７】
　このように、MRI画像を圧迫変形して生成した表在血管を強調したMIP像、保持状態の赤
外線カメラ画像、PAT画像の血管情報を比較して、MRI画像上の被検体の位置・姿勢と圧迫
変形を推定する。これにより、PAT画像の撮像時、理想的な非保持状態の赤外線カメラ画
像が撮像されていない場合や、非保持状態から保持状態に移る期間に乳房の位置・姿勢が
変化したりする場合も、高精度な変形位置合わせを実現することができる。
【０１４８】
［変形例］
　上記では、PAT画像と赤外線カメラ画像の血管情報を同じ評価値Eiに組み込んで利用す
る例を説明した。しかし、これら情報を同時に利用する必要はなく、例えば、PAT画像の
血管情報を先に利用し、その後、赤外線カメラ画像の血管情報を利用して、変形位置合わ
せを実施してもよい。
【０１４９】
　例えば、変換パラメータtiを変動させ、変形MRI画像とPAT画像との類似度を評価し、評
価値が最大になる変換パラメータtMAXを求める。次に、変換パラメータtMAX付近に限定し
て変換パラメータtiを変動させて、体表近傍変形MIP像IMIPonC1iと赤外線カメラ画像の類
似度を評価し、評価値が最大になる変換パラメータtMAX2を求める。そして、変換パラメ
ータtMAX2に対応する変形MRI画像を圧迫変形位置合わせ結果とする。これにより、MRI画
像に対して、形態画像として大まかな血管情報が描出されたPAT画像を利用して粗い変形
位置合わせを実施した後、機能画像としてより詳細な血管情報が描出された赤外線カメラ
画像を用いて精密な変形位置合わせを実施することができる。
【０１５０】
　また、実施例1と同様に、非保持状態における剛体変換パラメータの推定を行った後に
、θjの仮説の設定範囲を剛体変換パラメータの近傍に限定して、保持状態における剛体
変換パラメータと変形パラメータを推定する構成でもよい。これにより、仮説の総数が減
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少し、処理の高速化を図ることができる。勿論、実施例1の変形例1と同様に、仮説の総当
りによる評価ではなく、一般的な最適化アルゴリズムを用いて変換パラメータを求める構
成でもよい。この場合、非保持状態で推定した剛体変換パラメータをθjの初期値に用い
ることができる。
【実施例３】
【０１５１】
　以下、本発明にかかる実施例3の画像処理を説明する。なお、実施例3において、実施例
1、2と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【０１５２】
　実施例1、2においては、PAT12が搭載する赤外線カメラによる乳房の撮像画像、および
、MRI画像から生成した乳房の表在血管の強調MIP像に基づき、MRI画像からPAT画像への位
置合わせを行う例を説明した。しかし、MRI画像などの予め撮像された被検体の三次元画
像と赤外線カメラに写った被検体の表在血管の情報を用いて、当該三次元画像と位置合わ
せを行う対象画像はPAT画像に限られない。
【０１５３】
　例えば、診断支援を目的として超音波画像の撮像断面に対応する断面（以下、対応断面
）の画像を、三次元画像であるCT画像やMRI画像から生成して（切り出して）提示する場
合が挙げられる。
【０１５４】
　実施例3では、超音波画像、予め位置関係が対応付けられた赤外線カメラによる被検体
の撮像画像、MRI画像から生成した被検体の表在血管の強調MIP像に基づき、MRI画像撮像
時の被検体から超音波画像撮像時の被検体への位置合わせ例を説明する。なお、以下では
、乳房を被検体とし、MRI画像を撮像した際の被検体を「第一の状態における被検体」、
超音波画像を撮像した際の被検体を「第二の状態における被検体」と呼ぶ場合がある。
【０１５５】
　また、実施例3において予め撮像されるMRI画像は、第一の状態における被検体として伏
臥状態の乳房を撮像した画像であるが、超音波画像は、第二の状態における被検体として
仰臥状態の乳房を撮像したものである。従って、MRI画像と超音波画像の間での位置合わ
せを行うために、両画像間の剛体変換だけでなく、重力変形も推定する必要がある。以下
、実施例3の処理の流れを説明する。
【０１５６】
　超音波撮像装置に搭載された超音波探触子を仰臥状態の被検体に接触させて、超音波画
像が撮影される。超音波探触子には、その位置と姿勢を計測するセンサ（磁気式、光学式
など）が装着され、超音波撮影が行われている最中の超音波探触子の位置・姿勢が計測さ
れる。つまり、センサが基準とする座標系（以下、センサ座標系）における超音波画像の
撮影領域が計測される。
【０１５７】
　また、被検体を撮影するように設置された赤外線カメラは、センサ座標系において、位
置・姿勢の校正が行われている。従って、センサ座標系を介して、超音波画像と赤外線カ
メラ画像の位置・姿勢の対応付けが可能になる。そして、赤外線カメラによって撮像され
た、仰臥状態の乳房の表在血管が写った赤外線カメラ画像を取得する。
【０１５８】
　次に、実施例1、2と同様に、被検体を撮像したMRI画像から乳房の三次元表面形状を抽
出する。続いて、赤外線カメラに対してMRI画像上の被検体の様々な位置・姿勢と重力変
形を表す位置合わせパラメータの候補値を仮定し、位置合わせパラメータの候補値ごとに
重力変形位置合わせを施した変形MRI画像を生成する。
【０１５９】
　次に、各変形MRI画像ごとに画像内の体表近傍の情報を利用して赤外線カメラ側の表在
血管を強調したMIP像を生成する。続いて、各MIP像と赤外線カメラ画像の類似性を最大に
する、赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体の位置・姿勢と重力変形を推定する。
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【０１６０】
　次に、予め対応付けられた超音波画像に対する赤外線カメラ画像の位置・姿勢に基づき
、MRI画像を超音波画像の座標系へ変形位置合わせした変形MRI画像を生成し、超音波画像
との間の変形位置合わせを行う。
【０１６１】
　このように、MRI画像を重力変形させて赤外線カメラ側の表在血管を強調したMIP像と仰
臥状態の赤外線カメラ画像を比較することで、赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体
の位置・姿勢と重力変形を推定することができる。従って、赤外線カメラとMRI画像の高
精度な変形位置合わせを実現でき、超音波画像と赤外線カメラの位置関係を利用して、超
音波画像とMRI画像の高精度な変形位置合わせを行うことができる。
【０１６２】
［変形例1］
　実施例3では、伏臥状態で撮像されたMRI画像と、仰臥状態で撮像された超音波画像の間
の乳房の変形状態を補正するために、赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体の位置・
姿勢に加え、重力変形も推定した。
【０１６３】
　しかし、例えば、超音波画像と位置合わせする対象であるCT画像やMRI画像などの三次
元画像が、超音波画像と同じ仰臥状態で撮像されていれば、両画像間において重力変形に
よる補正を施す必要はない。この場合の処理を、実施例3の処理との差分（赤外線カメラ
における第二の状態の被検体に対するMRI画像上の第一の状態の被検体の位置合わせ）に
ついてのみ説明する。
【０１６４】
　まず、赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体に対して位置・姿勢のみ様々に変動さ
せた位置合わせパラメータの候補値を仮定し、仮定した位置・姿勢ごとにMRI画像内の体
表近傍の情報を利用することで表在血管を強調したMIP像を生成する。
【０１６５】
　次に、生成した各MIP像と赤外線カメラ画像の類似性を評価して、評価値が最大になる
赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体の位置・姿勢を推定する。これにより、被検体
が剛体と見做せる場合は、超音波画像と位置合わせする対象である三次元画像の間で、高
精度に剛体位置合わせを行うことができる。
【０１６６】
［変形例2］
　実施例3では、赤外線カメラ画像を利用することで、MRI画像などの被検体の三次元画像
と、位置・姿勢センサで計測された超音波探触子によって取得された二次元の超音波画像
との位置合わせを行う例を説明した。
【０１６７】
　しかし、被検体の三次元画像と位置合わせを行う対象は、例えば、超音波画像と同様に
、位置・姿勢センサで計測された超音波探触子で取得された二次元のPAT画像でもよい。
二次元のPAT画像は、超音波探触子に近赤外光の光源を備えることにより、人体に対して
超音波ではなく近赤外光を照射するという点を除いて、超音波画像と同様の構成で画像を
取得する。従って、実施例3と同様に、赤外線カメラに対するMRI画像上の被検体の位置・
姿勢および重力変形を推定する。そして、位置・姿勢センサにより分かっている二次元の
PAT画像と赤外線カメラの位置関係を利用して、二次元のPAT画像とMRI画像の高精度な変
形位置合わせを行うことができる。
【実施例４】
【０１６８】
　以下、本発明にかかる実施例4の画像処理を説明する。なお、実施例4において、実施例
1-3と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【０１６９】
　実施例1から3においては、第一の処理として、赤外線カメラに対する、予め撮像された
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MRI画像などの被検体の三次元画像の位置・姿勢および変形状態を推定した。そして、第
二の処理として、目的とするモダリティと赤外線カメラとの位置関係を利用して、三次元
画像とモダリティの位置合わせを行った。
【０１７０】
　しかし、実施する処理は第一の処理のみでもよい。つまり、赤外線カメラ画像と予め撮
像された第二の状態の被検体の三次元画像の両画像に写った表在血管の情報を利用して、
赤外線カメラに写った被検体に対する、予め撮像された第一の状態の被検体の三次元画像
の位置・姿勢と変形を推定する処理のみでもよい。
【０１７１】
　上記位置・姿勢および変形の推定により、例えば、被検体の手術時において、被検体を
写す赤外線カメラに対して、予め撮像した被検体のMRI画像やCT画像などの三次元画像を
位置合わせすることができる。これにより、三次元画像に写った病変部位などを、手術中
の被検体と対応付けて参照することが可能になる。
【０１７２】
　このように、赤外線カメラで撮像された二次元画像と、MRI画像やCT画像などの三次元
画像から取得される被検体の表面近傍の内部構造の情報を利用して、三次元画像を被検体
に対して高精度かつ自動的に位置合わせする仕組みを提供することができる。従って、PA
T画像と、MRI画像やCT画像などの三次元画像の間の高精度な位置合わせが可能になる。
【０１７３】
［その他の実施例］
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記録媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（又は
CPUやMPU等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０１７４】
１０：画像処理装置、１１：医用画像データベース、１２：光音響断層撮像装置、１０１
：医用画像取得部、１０２：三次元形状取得部、１０３：PAT画像取得部、１０４：カメ
ラ画像取得部、１０５：二次元形状取得部、１０６：剛体変換部、１０７：仮想投影像生
成部、１０８：仮想投影像評価部、１０９：変形推定部、１１０：変形画像生成部、１１
１：変形画像評価部、１１２：画像表示部
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