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(57)【要約】
【課題】用途・目的に応じた画質の画像を得る。
【解決手段】画像再構成装置は、被写体に対して異なる
角度から撮像することによって得られた複数の画像に対
して、逐次近似法による所定の繰り返し演算を施して、
該繰り返し毎に再構成画像を作成し、作成された再構成
画像のうち、所定の条件に基づいて一つ以上の再構成画
像を抽出し、抽出された再構成画像と該抽出された再構
成画像に対応する情報を表示部に表示し、該表示部にお
ける操作者の指示により少なくとも一つの再構成画像を
選択し、選択された少なくとも一つの再構成画像を出力
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体に対して異なる角度から撮像することによって得られた複数の画像に対して、逐
次近似法による所定の繰り返し演算を施して、該繰り返し毎に再構成画像を作成する作成
手段と、
　前記作成手段により作成された再構成画像のうち、所定の条件に基づいて一つ以上の再
構成画像を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された再構成画像と該抽出された再構成画像に対応する情報を
表示部に表示し、該表示部における操作者の指示により少なくとも一つの再構成画像を選
択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された前記少なくとも一つの再構成画像を出力する出力手段と
、
を有することを特徴とする画像再構成装置。
【請求項２】
　前記抽出手段は、前記繰り返し演算の演算回数に基づいて、前記一つ以上の再構成画像
を抽出し、
　前記選択手段は、前記抽出手段により抽出された再構成画像に対応する前記演算回数を
前記表示部に表示することを特徴とする請求項1に記載の画像再構成装置。
【請求項３】
　前記抽出手段は、前記作成手段により作成された再構成画像それぞれの特徴量に基づい
て、前記一つ以上の再構成画像を抽出し、
　前記選択手段は、前記抽出手段により抽出された再構成画像に対応する前記特徴量を前
記表示部に表示することを特徴とする請求項1または2に記載の画像再構成装置。
【請求項４】
　前記特徴量は、前記作成手段により作成された再構成画像それぞれの特定の範囲におけ
る特徴量であることを特徴とする請求項3に記載の画像再構成装置。
【請求項５】
　前記特徴量は、前記作成手段により作成された再構成画像それぞれの画素値の標準偏差
を含むことを特徴とする請求項3または4に記載の画像再構成装置。
【請求項６】
　前記特徴量は、前記作成手段により作成された再構成画像それぞれの作成段階に得られ
るフォワードプロジェクション画像と前記繰り返し演算前の画像の各画素の差の絶対値の
平均値を含むことを特徴とする請求項3から5のいずれか1項に記載の画像再構成装置。
【請求項７】
　前記抽出手段は、前記作成手段により作成された再構成画像それぞれの作成段階に得ら
れるフォワードプロジェクション画像と前記繰り返し演算前の画像との比較により得られ
る係数に基づいて、前記一つ以上の再構成画像を抽出し、
　前記選択手段は、前記抽出手段により抽出された再構成画像に対応する前記係数を前記
表示部に表示することを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の画像再構成装置
。
【請求項８】
　前記選択手段は、前記抽出手段により抽出された再構成画像と該抽出された再構成画像
に対応する情報を、複数枚同時に前記表示部に表示することを特徴とする請求項1から7の
いずれか1項に記載の画像再構成装置。
【請求項９】
　被写体が複数ある場合、前記選択手段は、前記抽出手段により抽出された再構成画像と
該抽出された再構成画像に対応する情報を、前記被写体毎に同時に前記表示部に表示する
ことを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の画像再構成装置。
【請求項１０】
　前記選択手段は、前記抽出手段により抽出された再構成画像のうちの一つの再構成画像
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に対応する情報に同期させて、前記抽出手段により抽出された再構成画像のうちの他の再
構成画像を前記表示部に表示することを特徴とする請求項9に記載の画像再構成装置。
【請求項１１】
　被写体が複数ある場合、前記複数の被写体のうちの一つの被写体に対して作成した再構
成画像をリファレンスとして他の再構成画像を作成することを特徴とする請求項1から10
のいずれか1項に記載の画像再構成装置。
【請求項１２】
　被写体に対して異なる角度から撮像することによって得られた複数の画像に対して、逐
次近似法による所定の繰り返し演算を施して、該繰り返し毎に再構成画像を作成する作成
工程と、
　前記作成工程において作成された再構成画像のうち、所定の条件に基づいて一つ以上の
再構成画像を抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程において抽出された再構成画像と該抽出された再構成画像に対応する情報
を表示部に表示し、該表示部における操作者の指示により少なくとも一つの再構成画像を
選択する選択工程と、
　前記選択工程において選択された前記少なくとも一つの再構成画像を出力する出力工程
と、
を有することを特徴とする画像再構成方法。
【請求項１３】
　請求項1から11のいずれか１項に記載の画像再構成装置の各手段としてコンピュータを
機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像再構成装置、その制御方法、およびプログラムに関する。特に逐次近似法
によって得られる画像の画質の出力技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像撮影装置は、異なる角度から複数枚の画像を取得し、これらの画像から、画像再構
成法という技術を用いて再構成画像を作成する。画像再構成法として、非特許文献１には
、フィルタ逆投影法や逐次近似法と呼ばれる方法が記載されている。
【０００３】
　その中の逐次近似法は、後述するバックプロジェクションで得られた再構成画像から投
影画像を算出するフォワードプロジェクションと、投影画像から再構成画像を算出するバ
ックプロジェクションを繰り返して計算する画像再構成法である。この再構成法は、再構
成画像から得られる投影画像と撮影装置で得られた撮影画像との比較を行い係数を算出し
て、その係数を用いてバックプロジェクションを行う。そのため、演算を繰り返す毎に再
構成される画像の画質が変化する。この再構成方法では、鮮鋭度を保ったままノイズの少
ない画像を得る効果が期待できるが、繰り返し演算を過剰に行うと、撮影された画像のノ
イズも再現しようとするため、反対にノイズが増えていくという問題がある。
【０００４】
　特許文献１には、逐次近似法により再構成を行う際、途中結果の再構成画像上に関心領
域を設定し、その領域の標準偏差に基づいて、更に演算を行うのか否かを判定する方法が
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2006-25868号公報
【非特許文献】
【０００６】
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【非特許文献１】医用画像工学ハンドブック　医用画像工学会　２０１２年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　再構成画像には様々な用途、目的があり、これら各用途に応じて必要とされる画質が異
なる。そのため、これらの要求を満たせるようなシステムを構築する必要がある。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みて為されたものであり、診断する者の用途・目的に応じた画質
を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を他制するための一手段として、本発明の画像再構成装置は以下の構成を備え
る。すなわち、被写体に対して異なる角度から撮像することによって得られた複数の画像
に対して、逐次近似法による所定の繰り返し演算を施して、該繰り返し毎に再構成画像を
作成する作成手段と、前記作成手段により作成された再構成画像のうち、所定の条件に基
づいて一つ以上の再構成画像を抽出する抽出手段と、前記抽出手段により抽出された再構
成画像と該抽出された再構成画像に対応する情報を表示部に表示し、該表示部における操
作者の指示により少なくとも一つの再構成画像を選択する選択手段と、前記選択手段によ
り選択された前記少なくとも一つの再構成画像を出力する出力手段と、を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、用途・目的に応じた画質の画像を得る事が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画像再構成装置１００の構成図。
【図２】画像再構成装置１００による処理フローを示すフロー図。
【図３】画像選択部１０７の一例を示す模式図。
【図４】画像選択部１０７による処理フローを示すフロー図。
【図５】画像選択部１０７の一例を示す模式図。
【図６】画像選択部６００の一例を示す模式図。
【図７】画像再構成装置７００の構成図。
【図８】画像再構成装置７００による処理フローを示すフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する
。尚、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限定
されるものではない。
【００１３】
　［実施形態１］
　実施形態１における画像再構成装置１００を、図１から図４を用いて説明する。図１は
、本実施形態における画像再構成装置１００の構成図である。図１に示す通り、本実施形
態における画像再構成装置は、プロジェクション画像入力部１０１、フォワードプロジェ
クション部１０２、係数演算部１０３、バックプロジェクション部１０４、再構成画像抽
出部１０５、演算回数判定部１０６、画像選択部１０７を有する。
【００１４】
　次に、図２に従い上述の画像再構成装置１００の動作を説明する。図２は、画像再構成
装置１００による処理フローを示すフロー図である。ステップＳ２０１にて、プロジェク
ション画像入力部１０１は、撮像手段（不図示）によって異なる角度から撮影された複数
枚の画像（以下、プロジェクション画像とする）を入力として受け、係数演算部１０３へ
と出力する。ステップＳ２０２からステップＳ２０５は、逐次近似法による再構成画像の
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作成過程である。ステップＳ２０２にて、フォワードプロジェクション部１０２は、バッ
クプロジェクション部１０４から出力された再構成画像を入力として受け、フォワードプ
ロジェクション画像を作成する。尚、演算回数１回目の場合は０以外の適当な値が入った
再構成画像をフォワードプロジェクション部１０２への入力とすればよい。
【００１５】
　ステップＳ２０３にて、係数演算部１０３は、フォワードプロジェクション画像とプロ
ジェクション画像を比較し、係数演算を行う。ステップＳ２０４にて、バックプロジェク
ション部１０４は、再構成画像と係数に基づいて再構成画像の作成および更新を行う。ス
テップＳ２０５にて、再構成画像抽出部１０５は、作成された再構成画像のうち所定の条
件に基づいて一つ以上の再構成画像を抽出し、抽出した再構成画像を画像選択部１０７に
出力する。この時、再構成画像抽出部１０５から抽出されて出力された画像は画像選択部
１０７に全て保存される。尚、本実施形態では、再構成画像抽出部１０５は、繰り返し演
算を行う度に、作成された再構成画像を抽出するものとする。
【００１６】
　ステップＳ２０６にて、演算回数判定部１０６は、設定された演算回数分の演算が終了
したか否かの判定を行い、終了していなければバックプロジェクション部１０４で作成し
た再構成画像をフォワードプロジェクション部１０２に出力し、ステップＳ２０２に戻る
。また、ステップＳ２０６にて、演算回数分の演算が終了していれば、ステップＳ２０７
に進む。尚、上述の演算回数とはステップＳ２０２からＳ２０４の繰り返し回数を示す。
ステップＳ２０７にて、画像選択部１０７は、操作者の要求する再構成画像を選択し、選
択された再構成画像を出力する。画像選択部１０７における動作の詳細については後述す
る。このようにステップＳ２０１からＳ２０７の処理を行うことによって操作者は再構成
された画像の中から、目的、用途に応じた再構成画像を取得することが可能となる。
【００１７】
　次に、抽出された再構成画像を操作者が選択、出力するための画像選択部１０７の動作
の説明を図３、図４を用いて行う。まず、画像選択部１０７の構成を図３を用いて説明す
る。図３は、本実施形態における画像選択部１０７の一例を示す模式図である。画像選択
部１０７は様々な情報を表示する表示部により構成され、画像選択指示部３０１、画像表
示部３０２、再構成情報表示部３０３、画像出力指示部３０４を有する。
【００１８】
　画像選択指示部３０１は、再構成画像抽出部１０５から出力された再構成画像のひとつ
を操作者が選択指示するためのユーザインタフェースである。本実施形態における画像選
択指示部３０１は、２つの矢印ボタンおよびスライドバーからなる。操作者が上向きの矢
印ボタンを押下した場合は、画像選択指示部３０１は、再構成画像中の演算回数の少ない
方を順次選択し、操作者が下向きの矢印ボタンを押下した場合は、画像選択指示部３０１
は、再構成画像中の演算回数の多い方を順次選択する。また、操作者がスライドバーを上
に移動させる操作をした場合は、画像選択指示部３０１は、再構成画像中の演算回数の少
ない方を順次選択し、操作者がスライドバーを下に移動させる操作をした場合は、画像選
択指示部３０１は、再構成画像中の演算回数の多い方を順次選択する。
【００１９】
　尚、本実施形態における画像選択指示部３０１は、複数の再構成画像の中から選択指示
できるものであればよい。例えば、矢印ボタンおよびスライドバーを左右向きにして配置
も左右にしたり、演算回数を直接入力できるようにするなど、どのような配置、構成にし
てもよい。また、画像選択指示部３０１として、ボタンを押下すると一定時間ごとに選択
画像が切り替わるようなボタンを追加してもよい。このようなボタンを追加することで、
操作者が一度操作するだけで複数の再構成画像を順次選択することが可能となる。
【００２０】
　画像表示部３０２は、画像選択指示部３０１によって選択された再構成画像を表示する
。画像表示部３０２は、画像のコントラストや輝度を変化させるための操作や、拡大・縮
小表示などを受け付け、操作者の指示に応じてコントラスト、輝度調整、表示倍率調整、
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スライス位置、スライス選択などを行う。尚、本実施形態では画像表示部３０２が表示す
る画像はを一つとしたが、画像表示部３０２は、異なるスライス断面やスライス方向に対
応する画像を複数枚同時に表示してもよい。このようにすることで、操作者は、再構成画
像の選択が容易になる。
【００２１】
　再構成情報表示部３０３は、画像選択指示部３０１によって選択された再構成画像に対
応する付随情報（再構成情報）を表示する。再構成情報には、選択された再構成画像に対
応する演算回数が含まれてもよい。また、再構成情報には、選択された再構成画像の特徴
量である、再構成画像の画素値の標準偏差、プロジェクション画像（演算前の画像）と再
構成画像作成段階で得られるフォワードプロジェクション画像の各画素の差の絶対値の平
均値（以下、平均絶対誤差）が含まれてもよい。尚、再構成情報は、これらに限定されな
い。
【００２２】
　本実施形態における再構成情報表示部３０３は、再構成情報の関係を示すグラフ等、例
えば、演算回数と平均絶対誤差および標準偏差の関係を示すグラフ等を表示する。本実施
形態における再構成情報表示部３０３は、演算回数と平均絶対誤差および標準偏差の関係
を示すグラフ上に、画像表示部３０２に表示されている画像の演算回数が判断しやすいよ
うに矢印マークを付ける。このように再構成画像以外に再構成情報の表示を行うことで、
操作者は再構成画像の情報そのものだけでなく、その再構成画像周辺の情報を用いて出力
画像の選択を行うことが可能となる。
【００２３】
　画像出力指示部３０４は、画像選択指示部３０１によって選択された再構成画像を操作
者が出力指示するためのユーザインタフェースである。
【００２４】
　次に、図４に従い上述の画像選択部２０７を用いた処理の一例を説明する。図４は、本
実施形態における画像選択部１０７による処理フローを示すフロー図である。まず、ステ
ップＳ４０１において、画像表示部３０２と再構成情報表示部３０３はそれぞれ、再構成
画像抽出部１０５から一番最後に抽出・出力された画像とその再構成情報を表示する。次
に、ステップＳ４０２において、操作者は画像選択指示部３０１を用いて、再構成画像を
選択する。次にステップＳ４０３において、画像表示部３０２と再構成情報表示部３０３
は、選択された再構成画像とその再構成情報を表示する。また、操作者がコントラスト、
輝度、倍率の調整指示などを行った場合は、画像表示部３０２はその指示に応じて画像を
表示する。
【００２５】
　次に、ステップＳ４０４において、操作者は、画像表示部３０２と再構成情報表示部３
０３に表示された画像と情報を確認し、所望のものと判断であれば、処理はステップＳ４
０５に進む。また、操作者は表示された画像が所望のものでないと判断すれば、処理はス
テップＳ４０２に戻る。次にステップＳ４０５において、操作者は、画像出力指示部３０
４を用いて、再構成画像の出力を行う。
【００２６】
　このようにステップＳ４０１からＳ４０５の処理を行うことによって、操作者は、抽出
された再構成画像から所望の画像を選択、出力することが可能となる。また、本実施形態
では、画像だけでなくその再構成画像に関する再構成情報が表示されることで、定量的な
画像の評価が可能となり、操作者は所望の画像を選択しやすくなる。
【００２７】
　[変形例1]
　本実施形態では、繰り返し演算を行う度に再構成画像を抽出する構成としたが、所定の
演算回数毎に再構成画像を抽出するようにしてもよい。例えば、繰り返し演算を10回行う
毎に画像を抽出するなど予め定められた回数毎に抽出する構成、10回目、20回目、40回目
、80回目に抽出するなど予め定められたタイミングで抽出・出力する構成などが挙げられ



(7) JP 2016-116775 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

る。このようにすることで、選択候補の再構成画像の数を減らすことができるため、操作
者は効率よく再構成画像を選択することが可能となる。
【００２８】
　[変形例2]
　本実施形態では、繰り返し演算を行う度に再構成画像を抽出する構成としたが、この他
の再構成情報毎に再構成画像を抽出するようにしてもよい。例えば、予め定められた係数
の変化量毎に抽出する構成、予め定められた画像内画素値の標準偏差の変化量毎に抽出す
る構成などが挙げられる。このようにすることで、選択候補の再構成画像をある程度絞り
込むことができるため、操作者は効率よく再構成画像を選択することが可能となる。
【００２９】
　[変形例3]
　本実施形態では、出力選択する再構成画像を１つとしたが、所定の用途に応じて複数出
力するようにしてもよい。このようにすることで、石灰化などのＸ線吸収が比較的大きく
高コントラストの画像を必要とし、かつ、腫瘤などのＸ線吸収が比較的小さく低コントラ
ストな画像を必要とする場合などに、操作者は両方の画像を効率よく選択できるようにな
る。
【００３０】
　[変形例4]
　本実施形態では、画像選択指示部３０１にて選択指示された画像を画像表示部３０２に
て表示する構成としたが、この構成に限定されない。図５は、変形例4における画像選択
部１０７の表示の一例を示す模式図である。図５に示すように、画像表示部３０２にて複
数の異なる演算回数の再構成画像を表示し、それを直接選択するという構成としてもよい
。このようにすることで、画像の選択の操作を簡略化することができるため、操作者は効
率よく再構成画像を選択することが可能となる。
【００３１】
　[変形例5]
　本実施形態では、予め設定された演算回数終了後に再構成画像を選択する構成としたが
、順次画像を画像選択部１０７に表示し、画像出力指示をした時点で繰り返し演算を終了
するという動作を行ってもよい。このようにすることで、操作者の求める再構成画像が出
力された時点で処理を中断でき、操作者は効率よく再構成画像を取得することが可能とな
る。
【００３２】
　[変形例6]
　本実施形態では、再構成画像の画素値の特徴量を表示する構成としたが、再構成画像中
に関心領域（特定の範囲）における画素値の特徴量を表示してもよい。例えば、操作者が
再構成画像中に関心領域を指定して、その関心領域中の標準偏差を算出して表示するよう
にしてもよい。変形例5のように順次再構成画像を表示する場合は、その関心領域の指定
手段を画像表示部３０２中に設け、操作者が指定できるようにしてもよい。このようにす
ることで操作者が求める画質の画像の作成が容易となる。
【００３３】
　［実施形態２］
　実施形態２では、２種類の被写体の再構成画像をそれぞれ再構成処理、選択する方法を
説明する。ここでは左右の乳房をそれぞれ別々に撮影、再構成した再構成画像を得る方法
を説明する。画像再構成装置の構成、基本的な動作は、実施形態１と同様であるため省略
し、実施形態１と異なる再構成画像表示方法、画像選択方法について述べる。
【００３４】
　図６は、本実施形態における画像選択部６００の表示の一例を示す模式図である。ここ
では左右の乳房を実施形態１と同様の方法でそれぞれ別々に順次再構成した、再構成画像
が画像選択部６００に入力されているものとする。
【００３５】
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　画像選択部６００は、画像選択指示部６０１、画像表示部６０２、再構成情報表示部６
０３、画像出力指示部６０４、同期指示部６０５を有する。画像選択指示部６０１は、再
構成画像を操作者が選択指示するためのインタフェースである。本実施形態における画像
選択指示部６０１は、２つの矢印ボタンおよびスライドバーの組み合わせを２つ持つ。各
矢印ボタン、スライドバーの役割およびその他の配置・構成は実施形態１と同様であるた
め省略する。このようにすることで、操作者は左右の再構成画像それぞれで演算回数の異
なる再構成画像を選択することが可能となる。
【００３６】
　同期指示部６０５は、左右の再構成画像の選択および表示処理を同期して行うか否かを
操作者が指示するためのインタフェースである。本実施形態による同期指示部６０５は、
チェックボックスを持つ。チェックボックスにてチェックが入っている場合は、左右の再
構成画像の選択が同期して行われ、２つの画像選択指示部６０１のどちらか一方を操作す
ると、２種類の再構成画像で同じ演算回数の画像が同時に選択される。このように左右の
画像を同期して選択することにより、操作者は一度の操作で同等の演算回数を経た画像を
簡便に得ることが可能となる。
【００３７】
　尚、実施形態１の変形例2に示したように、予め定められた係数の変化量毎に抽出する
方法、予め定められた画像内画素値の標準偏差の変化量毎に抽出する方法などにより選択
対象の再構成画像が得られている場合は、それぞれ抽出された順番が同じ画像を同時に選
択されるようにすればよい。また、標準偏差など画像の特徴量が同等程度である画像を同
期して選択、表示するという構成をとってもよい。このようにすることで客観的な指標が
同等の画像を同時に選択することが可能となり、画像の選択をより簡便にすることが可能
となる。
【００３８】
　画像表示部６０２は、画像選択指示部６０１によって選択された再構成画像を表示する
。ここでは画像表示部６０２は、左右の画像をそれぞれ表示する。すなわち、画像表示部
６０２は、被写体毎に再構成画像を同時に表示する。ここで同期指示部６０５のチェック
ボックスにてチェックが入っている場合は、それぞれの表示画像に対するコントラストや
輝度を変化させるための操作や、拡大・縮小表示などを受け付け、操作者の指示に応じて
、画像表示部６０２は、コントラスト、輝度調整、表示倍率調整、スライス位置、スライ
ス選択などを同期して行う。再構成情報表示部６０３は、画像選択指示部６０１によって
選択された再構成画像の情報を表示し、左右両方の画像の情報をそれぞれ表示する。画像
出力指示部６０４は、画像選択指示部３０１によって選択された再構成画像を操作者が出
力指示するためのユーザインタフェースである。
【００３９】
　このような画像選択部６００を使用することにより、操作者はお互いに関連する複数種
類の画像を選択することが容易となる。尚、本実施形態では左右の乳房の再構成画像を選
択出力する方法について述べたが、これに限定されるものではなく、異なる再構成画像を
同時に表示して選択する場合に本実施形態を適用可能である。例えば、同じ被写体、部位
でも異なる画像処理条件で出力された画像をそれぞれ選択する方法としても使用可能であ
る。ここでいう画像処理条件とは、再構成画像の画素サイズ、スライス厚、プロジェクシ
ョン画像の画素サイズなどを指す。例えば、再構成画像の画素サイズおよびスライス厚が
小さい高精細画像を出力するための画像処理条件と、画素サイズおよびスライス厚が大き
い低ノイズ画像を出力するための画像処理条件の２種類で出力された再構成画像を選択す
る方法として使用してもよい。このようにすることで、用途の異なる複数種類の画像を選
択することが容易となる。
【００４０】
　［実施形態３］
　実施形態３では、２種類の再構成画像をそれぞれ再構成処理、選択する方法を説明する
。本実施形態では、画像再構成装置の構成、基本的な動作は実施形態１と同様であるため
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省略し、実施形態１と異なる再構成画像の選択、出力方法について述べる。ここでは左右
の乳房をそれぞれ別々に撮影、再構成した再構成画像を得るために、左乳房を再構成処理
し、出力する再構成画像の選択を行い、選択された画像の再構成情報に応じて右の再構成
処理を行う。
【００４１】
　まず、画像再構成装置７００の構成を図７に基づいて説明する。図７は、本実施形態に
おける画像再構成装置７００の構成図である。図７に示す通り、画像再構成装置は、プロ
ジェクション画像入力部７０１、フォワードプロジェクション部７０２、係数演算部７０
３、バックプロジェクション部７０４、再構成画像抽出部７０５、演算回数判定部７０６
、リファレンス画像選択部７０７を有する。
【００４２】
　次に、図８に従い上述の画像再構成装置７００の動作を説明する。図８は、本実施形態
における画像再構成装置７００による処理フローを示すフロー図である。ステップＳ８０
１からＳ８０７では左乳房の撮影画像を用いて再構成処理し、リファレンスとする再構成
画像を選択する。ここでステップＳ８０１からＳ８０６の動作は実施形態１と同様である
ため説明を省略する。ステップＳ８０７にて、操作者はリファレンス画像選択部７０７に
おいて、操作者の要求する再構成画像を選択し、リファレンス画像選択部７０７は選択さ
れた再構成画像を出力する。ステップＳ８０８にて、演算回数判定部７０６にリファレン
スとした再構成画像の演算回数を入力する。ステップＳ８０９にて、プロジェクション画
像入力部８０１は、撮影装置（不図示）によって異なる角度から撮影された右乳房のプロ
ジェクション画像を入力し、係数演算部８０３へと出力する。
【００４３】
　ステップＳ８１０にて、フォワードプロジェクション部８０２は、再構成画像を入力し
、フォワードプロジェクション画像を作成する。尚、演算回数１回目の場合は０以外の適
当な値が入った再構成画像をフォワードプロジェクション部８０２への入力とすればよい
。ステップＳ８１１にて、係数演算部８０３はフォワードプロジェクション画像とプロジ
ェクション画像を比較し、係数演算を行う。ステップＳ８１２にて、バックプロジェクシ
ョン部８０４は、再構成画像と係数に基づいて再構成画像の作成および更新を行う。
【００４４】
　ステップＳ８１３にて、演算回数判定部８０６はステップＳ８０７にて入力された演算
回数分の演算が終了したか否かの判定を行い、終了していなければバックプロジェクショ
ン部１０４で作成した再構成画像をフォワードプロジェクション部８０２に出力し、ステ
ップＳ８０８に戻る。また、ステップＳ８１３にて、演算回数分の演算が終了していれば
、右乳房の再構成画像を出力して、処理終了となる。
【００４５】
　このようにステップＳ８０１からＳ８１３の処理を行うことによって、操作者は最初に
選択した再構成画像をリファレンスとして、もう一方の再構成画像を効率的に取得するこ
とが可能となる。
【００４６】
　尚、本実施形態では、左右の乳房の再構成画像の演算回数を合わせるような例を示した
が、これに限定されず、例えば、画像内の標準偏差など画像の特徴量を合わせるような方
法などを用いてもよい。このようにすることで、リファレンスにした画像と同様の画質の
画像を得ることが容易となる。
【００４７】
　尚、本実施形態では左右の乳房の再構成画像を選択出力する方法について述べたが、こ
れに限定されず、複数の再構成画像を出力する場合に適用可能である。例えば、一人の被
験者の再構成画像をリファレンスとして、それ以降に再構成する被験者の再構成画像を出
力する場合、人体データではない模擬ファントムを撮影、再構成した再構成画像をリファ
レンスとして、実際の被験者の再構成画像を出力する場合などにも使用可能である。
【００４８】
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　［その他の実施形態］
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００４９】
１０１：プロジェクション画像入力部、１０２：フォワードプロジェクション部、１０３
：係数演算部、１０４：バックプロジェクション部、１０５：再構成画像抽出部、１０６
：演算回数判定部、１０７：画像選択部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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