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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤を投与された被検体のＸ線投影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線
灌流画像を作成するＸ線灌流画像作成部と、
　画像診断装置によって撮影された三次元画像から前記臓器の組織の厚みを示す厚み情報
を抽出する厚み情報抽出部と、
　前記厚み情報に基づいて、前記Ｘ線灌流画像における前記臓器の組織の厚みを補正した
補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、
　前記補正灌流画像を表示する表示部と、
　を備える、画像表示装置。
【請求項２】
　前記画像診断装置によって撮影された前記三次元画像から前記臓器における血流動態を
表す診断灌流画像を作成する診断灌流画像作成部をさらに備え、
　前記表示部は、前記補正灌流画像と前記診断灌流画像とを並べて表示する、
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記厚み情報抽出部は、前記Ｘ線投影画像が撮影された際の撮影方向を示す情報を取得
し、前記臓器の組織の該撮影方向に沿った厚みを示す情報を前記厚み情報として抽出する
、
　請求項１に記載の画像表示装置。
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【請求項４】
　前記厚み情報抽出部は、前記撮影方向を示す情報として、前記Ｘ線投影画像を撮影した
Ｘ線撮影装置のＸ線撮影時における機構の状態を示す情報を取得する、
　請求項３に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記補正画像作成部は、前記Ｘ線灌流画像における前記臓器の組織の厚み成分を案分す
ることで前記補正灌流画像を作成する、
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記臓器は心臓であり、
　前記補正画像作成部は、前記診断灌流画像で造影された血管と同じ血管が造影されるよ
うに前記補正灌流画像をさらに補正する、
　請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　画像診断装置によって撮影された三次元画像から所定の臓器における血流動態を表す診
断灌流画像を作成する診断灌流画像作成部と、
　前記三次元画像から前記臓器の組織の厚みを示す厚み情報を抽出する厚み情報抽出部と
、
　前記厚み情報に基づいて、前記診断灌流画像における前記臓器の組織の厚みを補正した
補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、
　前記補正灌流画像を表示する表示部と、
　を備える、画像表示装置。
【請求項８】
　造影剤を投与された被検体のＸ線投影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線
灌流画像を作成するＸ線灌流画像作成部をさらに備え、
　前記表示部は、前記補正灌流画像と前記Ｘ線灌流画像とを並べて表示する、
　請求項７に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記厚み情報抽出部は、前記Ｘ線投影画像が撮影された際の撮影方向を示す情報を取得
し、前記臓器の組織の該撮影方向に沿った厚みを示す情報を前記厚み情報として抽出する
、
　請求項７に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記厚み情報抽出部は、前記撮影方向を示す情報として、前記Ｘ線投影画像を撮影した
Ｘ線撮影装置のＸ線撮影時における機構の状態を示す情報を取得する、
　請求項９に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記補正画像作成部は、前記診断灌流画像における前記臓器の厚み成分を積分する二次
元化処理を行うことで前記補正灌流画像を作成する、
　請求項７に記載の画像表示装置。
【請求項１２】
　前記臓器は心臓であり、
　前記補正画像作成部は、前記Ｘ線灌流画像で造影された血管と同じ血管が造影されるよ
うに前記補正灌流画像をさらに補正する、
　請求項８に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　造影剤を投与された被検体のＸ線投影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線
灌流画像を作成するＸ線灌流画像作成部と、
　画像診断装置によって撮影された三次元画像から血管が含まれる領域を血管領域として
抽出する血管領域抽出部と、
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　前記血管領域における前記血管の厚みを算出する血管厚み算出部と、
　前記血管厚み算出部によって算出された前記血管の厚みに基づいて、前記Ｘ線灌流画像
における前記血管の厚みを補正した血管補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、
　前記血管補正灌流画像を表示する表示部と、
　を備える、画像表示装置。
【請求項１４】
　前記画像診断装置によって撮影された前記三次元画像から前記臓器における血流動態を
表す診断灌流画像を作成する診断灌流画像作成部をさらに備え、
　前記表示部は、前記血管補正灌流画像と前記診断灌流画像とを並べて表示する、
　請求項１３に記載の画像表示装置。
【請求項１５】
　前記血管厚み算出部は、前記Ｘ線投影画像が撮影された際の撮影方向を示す情報を取得
し、前記血管の前記撮影方向に沿った厚みを算出する、
　請求項１３に記載の画像表示装置。
【請求項１６】
　前記血管厚み算出部は、前記撮影方向を示す情報として、前記Ｘ線投影画像を撮影した
Ｘ線撮影装置のＸ線撮影時における機構の状態を示す情報を取得する、
　請求項１５に記載の画像表示装置。
【請求項１７】
　前記臓器は心臓であり、
　前記補正画像作成部は、前記診断灌流画像で造影された血管と同じ血管が造影されるよ
うに前記血管補正灌流画像をさらに補正する、
　請求項１４に記載の画像表示装置。
【請求項１８】
　Ｘ線を発生するＸ線発生部と、
　造影剤を投与された被検体を透過したＸ線を検出してＸ線投影画像を生成するＸ線画像
生成部と、
　前記Ｘ線投影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線灌流画像を作成するＸ線
灌流画像作成部と、
　画像診断装置によって撮影された三次元画像から前記臓器の組織の厚みを示す厚み情報
を抽出する厚み情報抽出部と、
　前記厚み情報に基づいて、前記Ｘ線灌流画像における前記臓器の組織の厚みを補正した
補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、
　前記補正灌流画像を表示する表示部と、
　を備える、Ｘ線診断装置。
【請求項１９】
　Ｘ線を発生するＸ線発生部と、
　造影剤を投与された被検体を透過したＸ線を検出してＸ線投影画像を生成するＸ線画像
生成部と、
　画像診断装置によって撮影された三次元画像から所定の臓器における血流動態を表す診
断灌流画像を作成する診断灌流画像作成部と、
　前記三次元画像から前記臓器の組織の厚みを示す厚み情報を抽出する厚み情報抽出部と
、
　前記厚み情報に基づいて、前記診断灌流画像における前記臓器の組織の厚みを補正した
補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、
　前記Ｘ線投影画像と前記補正灌流画像とをそれぞれ表示する表示部と、
　を備える、Ｘ線診断装置。
【請求項２０】
　Ｘ線を発生するＸ線発生部と、
　造影剤を投与された被検体を透過したＸ線を検出してＸ線投影画像を生成するＸ線画像
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生成部と、
　前記Ｘ線投影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線灌流画像を作成するＸ線
画像作成部と、
　画像診断装置によって撮影された三次元画像から血管が含まれる領域を血管領域として
抽出する血管領域抽出部と、
　前記血管領域における前記血管の厚みを算出する血管厚み算出部と、
　前記血管厚み算出部によって算出された前記血管の厚みに基づいて、前記Ｘ線灌流画像
における前記血管の厚みを補正した血管補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、
　前記血管補正灌流画像を表示する表示部と、
　を備える、Ｘ線診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置およびＸ線診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、循環器内科領域における虚血性心疾患の検査では、まずはＸ線ＣＴ（Computed T
omography）装置で診断が行われ、治療が必要であると診断された場合に、Ｘ線診断装置
を用いて治療が行われるのが一般的である。そして、治療の際には、Ｘ線ＣＴ装置によっ
て撮影されたＣＴ画像から作成された心筋灌流画像と、Ｘ線診断装置によって撮影された
Ｘ線投影画像から作成された心筋灌流画像とを対比することで、治療方針が検討される。
【０００３】
　ここで、「心筋灌流画像」とは、心筋における血流動態を表す画像である。この心筋灌
流画像は、ヨード系造影剤を血管に注入しながら撮影された画像から血流動態を表す所定
の指標値に関する時間濃度曲線（ＴＤＣ：Time Density Curve）を生成し、生成した時間
濃度曲線を解析することによって作成される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１３６８００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ＣＴ画像の心筋灌流画像と、Ｘ線投影画像の心筋灌流画像とはそれぞれ
別々の画像である。また、前述した血流動態を表す指標値には複数の種類があり、その指
標値によって全く異なる種類の灌流画像が作成される。そのため、医師にとって、治療の
際にそれぞれの灌流画像を対比することが非常に困難であるという課題があった。
【０００６】
　なお、近年では、Ｘ線ＣＴ装置やＸ線診断装置に限らず、ＭＲＩ（Magnetic Resonance
 Imaging）装置やＰＥＴ（Positron Emission Tomography）などの各種画像診断装置によ
って撮影された画像からも心筋灌流画像を作成することが可能になっている。上述した課
題は、ＣＴ画像の心筋灌流画像に限らず、各種画像診断装置によって撮影された画像の心
筋灌流画像とＸ線投影画像の心筋灌流画像とを比較する場合にも同様に生じるものである
。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数種類の灌流画像を容易に対比する
ことができる画像表示装置およびＸ線診断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】
【０００８】
　本発明の一態様にかかる画像表示装置は、造影剤を投与された被検体のＸ線投影画像か
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ら所定の臓器における血流動態を表すＸ線灌流画像を作成するＸ線灌流画像作成部と、画
像診断装置によって撮影された三次元画像から前記臓器の組織の厚みを示す厚み情報を抽
出する厚み情報抽出部と、前記厚み情報に基づいて、前記Ｘ線灌流画像における前記臓器
の組織の厚みを補正した補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、前記補正灌流画像を
表示する表示部と、を備える。
【０００９】
　また、本発明の他の態様にかかる画像表示装置は、画像診断装置によって撮影された三
次元画像から所定の臓器における血流動態を表す診断灌流画像を作成する診断灌流画像作
成部と、前記三次元画像から前記臓器の組織の厚みを示す厚み情報を抽出する厚み情報抽
出部と、前記厚み情報に基づいて、前記診断灌流画像における前記臓器の組織の厚みを補
正した補正灌流画像を作成する補正画像作成部と、前記補正灌流画像を表示する表示部と
、を備える。
【００１０】
　また、本発明の他の態様にかかる画像表示装置は、造影剤を投与された被検体のＸ線投
影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線灌流画像を作成するＸ線灌流画像作成
部と、画像診断装置によって撮影された三次元画像から血管が含まれる領域を血管領域と
して抽出する血管領域抽出部と、前記血管領域における前記血管の厚みを算出する血管厚
み算出部と、前記血管厚み算出部によって算出された前記血管の厚みに基づいて、前記Ｘ
線灌流画像における前記血管の厚みを補正した血管補正灌流画像を作成する補正画像作成
部と、前記血管補正灌流画像を表示する表示部と、を備える。
【００１１】
　また、本発明の他の態様にかかるＸ線診断装置は、Ｘ線を発生するＸ線発生部と、造影
剤を投与された被検体を透過したＸ線を検出してＸ線投影画像を生成するＸ線画像生成部
と、前記Ｘ線投影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線灌流画像を作成するＸ
線灌流画像作成部と、画像診断装置によって撮影された三次元画像から前記臓器の組織の
厚みを示す厚み情報を抽出する厚み情報抽出部と、前記厚み情報に基づいて、前記Ｘ線灌
流画像における前記臓器の組織の厚みを補正した補正灌流画像を作成する補正画像作成部
と、前記補正灌流画像を表示する表示部と、を備える。
【００１２】
　また、本発明の他の態様にかかるＸ線診断装置は、Ｘ線を発生するＸ線発生部と、造影
剤を投与された被検体を透過したＸ線を検出してＸ線投影画像を生成するＸ線画像生成部
と、画像診断装置によって撮影された三次元画像から所定の臓器における血流動態を表す
診断灌流画像を作成する診断灌流画像作成部と、前記三次元画像から前記臓器の組織の厚
みを示す厚み情報を抽出する厚み情報抽出部と、前記厚み情報に基づいて、前記診断灌流
画像における前記臓器の組織の厚みを補正した補正灌流画像を作成する補正画像作成部と
、前記Ｘ線投影画像と前記補正灌流画像とをそれぞれ表示する表示部と、を備える。
【００１３】
　また、本発明の他の態様にかかるＸ線診断装置は、Ｘ線を発生するＸ線発生部と、造影
剤を投与された被検体を透過したＸ線を検出してＸ線投影画像を生成するＸ線画像生成部
と、前記Ｘ線投影画像から所定の臓器における血流動態を表すＸ線灌流画像を作成するＸ
線画像作成部と、画像診断装置によって撮影された三次元画像から血管が含まれる領域を
血管領域として抽出する血管領域抽出部と、前記血管領域における前記血管の厚みを算出
する血管厚み算出部と、前記血管厚み算出部によって算出された前記血管の厚みに基づい
て、前記Ｘ線灌流画像における前記血管の厚みを補正した血管補正灌流画像を作成する補
正画像作成部と、前記血管補正灌流画像を表示する表示部と、を備える。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複数種類の灌流画像を容易に対比することができるという効果を奏す
る。
【００１５】
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　また、本発明によれば、三次元的な灌流画像の灌流値を合成して二次元画像化すること
により、臓器内の異常部位を容易に見つけることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本実施例１に係るＸ線診断装置の概要を説明するための図である。
【図２】図２は、本実施例１に係るＸ線診断装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、表示制御部による灌流画像の表示の一例を示す図である。
【図４】図４は、本実施例１に係るＸ線診断装置による画像表示の流れを示すフローチャ
ートである。
【図５】図５は、本実施例２に係るＸ線診断装置の構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、本実施例２に係るＸ線診断装置による画像表示の流れを示すフローチャ
ートである。
【図７】図７は、画像補正部によるＣＴ心筋灌流画像の補正の一例を示す図である。
【図８】図８は、画像補正部による厚み成分の補正を説明するための図である。
【図９】図９は、本実施例３におけるＸ線診断装置による画像表示の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１０】図１０は、Ｘ線心筋灌流画像上に虚血領域を強調表示させる場合の一例を示す
図である。
【図１１】図１１は、本実施例３におけるＸ線診断装置による画像表示の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図１２Ａ】図１２Ａは、画像補正部による血管の厚み算出を説明するための図（１）で
ある。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、画像補正部による血管の厚み算出を説明するための図（２）で
ある。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、画像補正部による血管の厚み算出を説明するための図（３）で
ある。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、画像補正部による血管の厚み算出を説明するための図（４）で
ある。
【図１３】図１３は、造影された血管を一致させるように心筋灌流画像を補正する場合の
一例を示す図（１）である。
【図１４】図１４は、造影された血管を一致させるように心筋灌流画像を補正する場合の
一例を示す図（２）である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る画像表示装置およびＸ線診断装置の実施例を図面に基づいて詳細
に説明する。なお、以下に示す実施例によって本発明が限定されるものではない。
【００１８】
　ここで、本発明の実施例を説明する前に、以下に示す実施例において用いられる灌流画
像について説明しておく。「灌流画像」とは、所定の臓器における血流動態を表す画像で
あり、ヨード系造影剤を血管に注入しながら撮影された画像から所定の指標値に関する時
間濃度曲線を生成し、生成した時間濃度曲線を解析することによって作成される。具体的
には、灌流画像は、血流動態を表す所定の指標値に応じて画像に含まれる画素値を設定す
ることで作成される。
【００１９】
　灌流画像を作成する際の指標値としては、例えば、濃度の最大値、最小値、最大値の９
０％の値などの所定の濃度値、時間濃度曲線の傾き、所定濃度に達するまでの経過時間、
血液の平均通過時間（ＭＴＴ：Mean Transit Time）、血流量（ＢＦ：Blood　Flow）、血
液量（ＢＶ：Blood　Volume）、所定領域に関する血液の流入状態または流出状態を表す
値などがある。このように、血流動態を表す指標値によって複数の種類があり、各指標値
によって全く異なる種類の灌流画像が作成される。
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【００２０】
　なお、以下に示す実施例では、診断対象の臓器が心臓であり、Ｘ線ＣＴ装置によって撮
影されたＣＴ画像の心筋灌流画像と、Ｘ線診断装置によって撮影されたＸ線投影画像の心
筋灌流画像とを対比する場合について説明する。
【実施例１】
【００２１】
　まず、実施例１に係るＸ線診断装置の概要について説明する。図１は、本実施例１に係
るＸ線診断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、本実施例１に係る
Ｘ線診断装置は、Ｘ線撮影によって撮影されたＸ線投影画像から心筋灌流画像を作成する
。ここで、Ｘ線投影画像から作成される心筋灌流画像を以下では「Ｘ線心筋灌流画像」と
呼ぶ。
【００２２】
　また、本実施例１に係るＸ線診断装置は、Ｘ線ＣＴ装置によって撮影されたＣＴ画像か
ら少なくとも１種類の心筋灌流画像を作成する。ここで、ＣＴ画像から作成される心筋灌
流画像を以下では「ＣＴ心筋灌流画像」と呼ぶ。
【００２３】
　そして、本実施例１に係るＸ線診断装置は、Ｘ線心筋灌流画像を作成した場合に、その
Ｘ線心筋灌流画像と同じ種類の心筋灌流画像をすでに作成済みのＣＴ心筋灌流画像の中か
ら選択する。そして、本実施例１に係るＸ線診断装置は、作成したＸ線心筋灌流画像およ
びＣＴ心筋灌流画像を並べて表示部に表示させる。
【００２４】
　このように、本実施例１では、同じ種類の灌流画像を表示部に並べて表示させることで
、Ｘ線投影画像から作成された灌流画像とＣＴ画像から作成された灌流画像とを対比する
場合に、複数種類の灌流画像を容易に対比することができるようにしている。
【００２５】
　次に、本実施例１に係るＸ線診断装置の構成について説明する。図２は、本実施例１に
係るＸ線診断装置１００の構成を示すブロック図である。図２に示すように、本実施例１
に係るＸ線診断装置１００は、例えばＬＡＮ（Local Area Network）などのネットワーク
を介して、Ｘ線ＣＴ装置２００に接続されている。
【００２６】
　また、Ｘ線診断装置１００は、Ｘ線発生部１と、Ｘ線検出部２と、寝台３と、Ｃアーム
４と、Ｃアーム回転・移動機構５と、操作部６と、表示部７と、Ｘ線データ取得部８と、
ＣＴデータ取得部９を有する。また、Ｘ線診断装置１００は、Ｘ線灌流画像作成部１０と
、ＣＴ灌流画像作成部１１と、画像記憶部１２と、画像選択部１３と、表示制御部１４と
、Ｃアーム制御部１５と、システム制御部１６とを有する。
【００２７】
　Ｘ線発生部１は、図示していない高電圧発生部から供給される高電圧を用いてＸ線を発
生する。Ｘ線検出部２は、被検体Ｐを透過したＸ線を検出する。このＸ線検出部２は、被
検体Ｐを透過したＸ線を電気信号に変換し、変換した電気信号をもとにＸ線投影画像を生
成する。本実施例１では、Ｘ線検出部２は、被検体Ｐの心臓Ｈを透過したＸ線に基づいて
Ｘ線投影画像を生成する。
【００２８】
　寝台３は、検査中に被検体Ｐが載せられる台である。Ｃアーム４は、寝台３に載せられ
た被検体Ｐを挟んで対向するように、Ｘ線発生部１およびＸ線検出部２を保持する。Ｃア
ーム回転・移動機構５は、Ｃアーム４を回転および移動させる。例えば、Ｃアーム回転・
移動機構５は、図２に示す回転軸Ａを中心にＣアーム４を回転させる。
【００２９】
　操作部６は、Ｘ線診断装置１００を操作する医師や技師などの操作者から各種要求を受
け付け、受け付けた要求をシステム制御部１６に転送する。この操作部６は、例えば、マ
ウス、キーボード、ボタン、トラックボール、ジョイスティックなどを有する。
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【００３０】
　表示部７は、表示制御部１４による制御のもと、各種情報を表示する。例えば、表示部
７は、画像記憶部１２に格納されている画像や、操作部６を介して操作者から各種操作を
受け付けるためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示する。この表示部７は、
例えば、液晶ディスプレイやＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）ディスプレイなどのモニタを有
する。
【００３１】
　Ｘ線データ取得部８は、Ｘ線検出部２によって生成されたＸ線投影画像を取得する。そ
して、Ｘ線データ取得部８は、取得したＸ線投影画像を画像記憶部１２に時系列に格納す
る。
【００３２】
　ＣＴデータ取得部９は、Ｘ線ＣＴ装置２００によって撮影されたＣＴ画像を取得する。
そして、ＣＴデータ取得部９は、取得したＣＴ画像を画像記憶部１２に時系列に格納する
。なお、ここでいう「ＣＴ画像」とは、Ｘ線ＣＴ装置２００によって生成された三次元画
像、すなわちボリュームデータである。
【００３３】
　Ｘ線灌流画像作成部１０は、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像から
Ｘ線心筋灌流画像を作成する。
【００３４】
　具体的には、Ｘ線灌流画像作成部１０は、Ｘ線データ取得部８によってＸ線投影画像が
取得されると、取得されたＸ線投影画像を画像記憶部１２から順次読み出す。そして、Ｘ
線灌流画像作成部１０は、所定の種類の指標値に基づいて、読み出したＸ線投影画像から
Ｘ線心筋灌流画像を作成する。
【００３５】
　その後、Ｘ線灌流画像作成部１０は、作成したＸ線心筋灌流画像を画像記憶部１２に格
納する。なお、Ｘ線心筋灌流画像を画像記憶部１２に格納する際、Ｘ線灌流画像作成部１
０は、血流動態を表す指標値の種類を含む付帯情報をＸ線心筋灌流画像に付与したうえで
、そのＸ線心筋灌流画像を画像記憶部１２に格納する。また、ここでいう付帯情報には、
指標値の種類の他に、Ｘ線心筋灌流画像のもとになったＸ線投影画像が撮影された際の各
種撮影条件に関する情報が含まれている。
【００３６】
　ＣＴ灌流画像作成部１１は、ＣＴデータ取得部９によって取得されたＣＴ画像から少な
くとも１種類のＣＴ心筋灌流画像を作成する。
【００３７】
　具体的には、ＣＴ灌流画像作成部１１は、ＣＴデータ取得部９によってＣＴ画像が取得
されると、取得されたＣＴ画像を画像記憶部１２から順次読み出す。そして、ＣＴ灌流画
像作成部１１は、少なくとも１種類の指標値に基づいて、読み出したＣＴ画像から少なく
とも１種類のＣＴ心筋灌流画像を作成する。
【００３８】
　その後、ＣＴ灌流画像作成部１１は、作成したＣＴ心筋灌流画像を画像記憶部１２に格
納する。なお、ＣＴ心筋灌流画像を画像記憶部１２に格納する際、ＣＴ灌流画像作成部１
１は、血流動態を表す指標値の種類を含む付帯情報をＣＴ心筋灌流画像に付与したうえで
、そのＣＴ心筋灌流画像を画像記憶部１２に格納する。また、ここでいう付帯情報には、
指標値の種類の他に、ＣＴ心筋灌流画像のもとになったＣＴ画像が撮影された際の各種撮
影条件に関する情報が含まれている。
【００３９】
　画像記憶部１２は、各種画像データを保存する。具体的には、画像記憶部１２は、Ｘ線
データ取得部８によって取得されたＸ線投影データ、ＣＴデータ取得部９によって取得さ
れたＣＴデータ、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像、ＣＴ灌
流画像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像などを保存する。
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【００４０】
　画像選択部１３は、Ｘ線灌流画像作成部１０によってＸ線心筋灌流画像が作成された場
合に、作成されたＸ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像をＣＴ灌流画像作成部
１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像の中から選択する。
【００４１】
　具体的には、画像選択部１３は、Ｘ線灌流画像作成部１０によってＸ線心筋灌流画像が
作成されると、作成されたＸ線心筋灌流画像を画像記憶部１２から取得する。そして、画
像選択部１３は、画像記憶部１２から取得したＸ線心筋灌流画像の付帯情報を参照するこ
とで、Ｘ線心筋灌流画像に関する指標値の種類を特定する。その後、画像選択部１３は、
画像記憶部１２に格納されている各ＣＴ心筋灌流画像の付帯情報を参照し、特定したＸ線
心筋灌流画像に関する指標値の種類と同じ種類の指標値に基づいて生成されたＣＴ心筋灌
流画像を取得する。
【００４２】
　表示制御部１４は、各種画像を表示部７に表示させる。具体的には、表示制御部１４は
、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、Ｘ線灌流画像作成部１０によ
って作成されたＸ線心筋灌流画像と、ＣＴ灌流画像作成部１１によって選択されたＣＴ心
筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる。
【００４３】
　図３は、表示制御部１４による灌流画像の表示の一例を示す図である。図３は、表示部
７が３つのモニタ７ａ、７ｂおよび７ｃを備えていた場合を示している。例えば、図３に
示すように、表示制御部１４は、Ｘ線投影画像をモニタ７ａに表示させ、Ｘ線心筋灌流画
像をモニタ７ｂに表示させ、ＣＴ心筋灌流画像をモニタ７ｃに表示させる。
【００４４】
　なお、ここでは、表示制御部１４が、Ｘ線投影画像、Ｘ線心筋灌流画像、ＣＴ心筋灌流
画像をそれぞれ別のモニタに表示させる場合について説明したが、本発明はこれに限られ
るものではない。例えば、表示制御部１４が、３つの画像の全て、または、いずれか２つ
の画像をひとつのモニタに表示させるようにしてもよい。
【００４５】
　図２の説明にもどって、Ｃアーム制御部１５は、Ｃアーム回転・移動機構５を駆動する
ことで、Ｃアーム４の回転調整および移動調整を行なう。例えば、このＣアーム制御部１
５がＣアーム４の回転調整を行うことによって、Ｘ線発生部１およびＸ線検出部２が被検
体Ｐの周りで移動し、被検体Ｐに対して照射されるＸ線の照射方向が変化する。これによ
り、Ｘ線投影画像の撮影方向を変えることができる。
【００４６】
　システム制御部１６は、Ｘ線診断装置１００全体の動作を制御する。具体的には、シス
テム制御部１６は、操作部６から転送される各種要求に基づいて、上記で説明した機能部
間の制御の移動や、機能部と記憶部の間のデータの受け渡しなどを行うことによって、Ｘ
線診断装置１００を一つの装置として機能させる。
【００４７】
　次に、本実施例１に係るＸ線診断装置１００による画像表示の流れについて説明する。
図４は、本実施例１に係るＸ線診断装置１００による画像表示の流れを示すフローチャー
トである。
【００４８】
　図４に示すように、本実施例１では、Ｘ線ＣＴ装置２００によるＣＴ画像の撮影が行わ
れた後に（ステップＳ１０１，Ｙｅｓ）、ＣＴデータ取得部９が、Ｘ線ＣＴ装置２００に
よって撮影されたＣＴ画像を取得する（ステップＳ１０２）。続いて、ＣＴ灌流画像作成
部１１が、ＣＴデータ取得部９によって取得されたＣＴ画像から少なくとも１種類のＣＴ
心筋灌流画像を作成する（ステップＳ１０３）。
【００４９】
　一方、操作部６によって操作者からのＸ線撮影開始指示が受け付けられると（ステップ
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Ｓ１０４，Ｙｅｓ）、Ｘ線データ取得部８が、Ｘ線検出部２によって生成されたＸ線投影
画像を取得する（ステップＳ１０５）。続いて、Ｘ線灌流画像作成部１０が、Ｘ線データ
取得部８によって取得されたＸ線投影画像から所定の種類のＸ線心筋灌流画像を作成する
（ステップＳ１０６）。
【００５０】
　そして、Ｘ線灌流画像作成部１０によってＸ線心筋灌流画像が作成された場合に、画像
選択部１３が、作成されたＸ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像がＣＴ灌流画
像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像の中にあるか否かを判定する（ステッ
プＳ１０７）。
【００５１】
　ここで、Ｘ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像がなかった場合には（ステッ
プＳ１０７，Ｎｏ）、画像選択部１３は、ＣＴ灌流画像作成部１１に対して、Ｘ線心筋灌
流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像を作成するよう指示する（ステップＳ１０３にもど
る）。そして、Ｘ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像が得られた場合には（ス
テップＳ１０７，Ｙｅｓ）、画像選択部１３は、そのＣＴ心筋画像を選択する（ステップ
Ｓ１０８）。
【００５２】
　その後、表示制御部１４が、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、
Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像選択部１３によっ
て選択されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる（ステップＳ１０９）。
【００５３】
　上述してきたように、本実施例１では、Ｘ線灌流画像作成部１０が、Ｘ線撮影によって
撮影されたＸ線投影画像からＸ線心筋灌流画像を作成し、ＣＴ灌流画像作成部１１が、Ｘ
線ＣＴ装置２００によって撮影されたＣＴ画像から少なくとも１種類のＣＴ心筋灌流画像
を作成する。また、画像選択部１３が、Ｘ線灌流画像作成部１０によってＸ線心筋灌流画
像が作成された場合に、そのＸ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像をＣＴ灌流
画像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像の中から選択する。そして、表示制
御部１４が、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像選択
部１３によって選択されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる。
【００５４】
　したがって、本実施例１によれば、Ｘ線投影画像から作成された灌流画像とＣＴ画像か
ら作成された灌流画像とを対比する場合に、複数種類の灌流画像を容易に対比することが
できる。これにより、医師が正確かつ迅速に診断を行うことができるようになる。また、
Ｘ線診断装置を用いて効率よく治療を行うことができるようになる。
【００５５】
　ところで、上記実施例１では、所定の指標値に基づいて心筋灌流画像を作成する場合に
ついて説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、所定の指標値に関す
る相対値画像を心筋灌流画像として作成するようにしてもよい。ここで、相対値画像とは
、正常領域の灌流値に対する虚血領域の灌流値の相対値（相対値画像）、画像内の平均灌
流値に対する各領域の相対値（相対値画像）、アデノシン等によるストレス時灌流値に対
する安静時の灌流値の相対値（相対値画像）、等がある。
【００５６】
　その場合、具体的には、ＣＴ灌流画像作成部１１が、Ｘ線灌流画像作成部１０によって
作成されたＸ線心筋灌流画像における指標値の範囲とＣＴ心筋灌流画像における指標値の
範囲とが一致するように、ＣＴ心筋灌流画像を作成する。
【００５７】
　例えば、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像における所定の
指標値の範囲が０～２０であったとする。そして、ＣＴ灌流画像作成部１１が、ＣＴデー
タ取得部９によって取得されたＣＴ画像から同じ指標値に基づいて灌流画像を作成した結
果、作成された灌流画像における指標値の範囲が０～４０であったとする。その場合、Ｃ



(11) JP 5491914 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

Ｔ灌流画像作成部１１は、ＣＴ心筋灌流画像における各指標値に対して０．５（＝２０／
４０）を乗じることで、Ｘ線心筋灌流画像における指標値の範囲に合わせて指標値を変換
した相対値画像をＣＴ心筋灌流画像として作成する。
【００５８】
　これにより、Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像における指標値の範囲が揃うの
で、より正確に心筋灌流画像を対比することができるようになる。また、それぞれの心筋
灌流画像において、血液の灌流状況が十分な領域と不十分な領域とを容易に切り分けるこ
とが可能になる。
【００５９】
　なお、上記実施例１で説明した心筋灌流画像を絶対値画像とし、上記で説明した心筋灌
流画像を相対値画像とした場合に、Ｘ線灌流画像作成部１０が絶対値画像または相対値画
像のいずれかを作成し、ＣＴ灌流画像作成部１１が絶対値画像および相対値画像の両方を
作成するようにしてもよい。その場合には、画像選択部１３が、Ｘ線灌流画像作成部１０
によって絶対値画像が作成された場合には、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成された
絶対値画像を選択する。一方、Ｘ線灌流画像作成部１０によって相対値画像が作成された
場合には、画像選択部１３は、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成された相対値画像を
選択する。
【００６０】
　また、上記実施例１では、少なくも１種類のＣＴ心筋灌流画像の中からＸ線心筋灌流画
像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像を選択して、Ｘ線心筋灌流画像とともに表示する場合に
ついて説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、ＣＴ心筋灌流画像や
ＣＴ血管画像などの複数種類のＣＴ画像の中からＣＴ心筋灌流画像を選択して、Ｘ線心筋
灌流画像とともに表示するようにしてもよい。
【００６１】
　その場合、具体的には、Ｘ線灌流画像作成部１０が、Ｘ線撮影によって撮影されたＸ線
投影画像からＸ線心筋灌流画像を作成する。また、ＣＴ灌流画像作成部１１が、Ｘ線ＣＴ
装置２００によって撮影されたＣＴ画像からＣＴ心筋灌流画像を含む複数種類のＣＴ画像
を作成する。さらに、画像選択部１３が、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成された複
数種類のＣＴ画像の中からＣＴ心筋灌流画像を選択する。そして、表示制御部１４が、Ｘ
線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像選択部１３によって
選択されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる。
【００６２】
　これにより、ＣＴ心筋灌流画像の他に各種のＣＴ画像が作成されていた場合であっても
、ＣＴ心筋灌流画像が自動的に選択されてＸ線心筋灌流画像とともに表示されるので、Ｘ
線心筋灌流画像とＣＴ心筋灌流画像とを容易に対比することができる。
【００６３】
　また、上記実施例１では、Ｘ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像を表示する
場合について説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、ＣＴ心筋灌流
画像を表示する場合に、さらに、Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像が同じ表示態
様で表示されるように、ＣＴ心筋灌流画像を補正するようにしてもよい。そこで、以下で
は実施例２として、ＣＴ心筋灌流画像を補正する場合について説明する。
【実施例２】
【００６４】
　まず、本実施例２に係るＸ線診断装置の構成について説明する。図５は、本実施例２に
係るＸ線診断装置３００の構成を示すブロック図である。なお、ここでは説明の便宜上、
図２に示した各部と同じ機能を有する機能部については同じ符号を付すこととし、詳細な
説明を省略する。
【００６５】
　図５に示すように、本実施例２に係るＸ線診断装置３００は、Ｘ線発生部１と、Ｘ線検
出部２と、寝台３と、Ｃアーム４と、Ｃアーム回転・移動機構５と、操作部６と、表示部
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７と、Ｘ線データ取得部８と、ＣＴデータ取得部９を有する。また、Ｘ線診断装置３００
は、Ｘ線灌流画像作成部１０と、ＣＴ灌流画像作成部１１と、画像記憶部１２と、画像選
択部１３と、表示制御部３４と、Ｃアーム制御部１５と、システム制御部１６とを備える
。さらに、Ｘ線診断装置３００は、ＣＴ投影データ取得部３７と、画像補正部３８とを有
する。
【００６６】
　ＣＴ投影データ取得部３７は、Ｘ線ＣＴ装置２００によって撮影されたＣＴ画像を再構
成する際に必要となる投影データを取得する。具体的には、ＣＴ投影データ取得部３７は
、画像補正部３８による制御のもと、Ｘ線ＣＴ装置２００によって収集された投影データ
を取得する。
【００６７】
　画像補正部３８は、Ｘ線心筋灌流画像と同じ表示態様で表示されるように、画像選択部
１３によって選択されたＣＴ心筋灌流画像を補正する。具体的には、画像補正部３８は、
Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像それぞれに付与されている付帯情報に基づいて
、両画像が同じ表示態様で表示されるようにＣＴ心筋灌流画像を補正する。なお、このと
き、画像補正部３８は、画像記憶部１２に格納されているＣＴ画像の中から、補正に必要
なＣＴ画像を取得する。
【００６８】
　例えば、画像補正部３８は、Ｘ線心筋灌流画像と同じ方向で表示されるようにＣＴ心筋
灌流画像を補正する。Ｘ線検出部２によって生成されるＸ線投影画像は、Ｘ線発生部１か
ら被検体Ｐを通過したフォトンを検出して生成される画像であるため二次元画像である。
一方、ＣＴ画像は三次元画像である。そこで、画像補正部３８は、Ｘ線投影画像が撮影さ
れた方向と同じ方向となるように、ＣＴ心筋灌流画像を回転して投影画像を作成する。
【００６９】
　また、例えば、画像補正部３８は、Ｘ線心筋灌流画像と同じ拡大率で表示されるように
ＣＴ心筋灌流画像を補正する。この場合、画像補正部３８は、Ｘ線発生部１と被検体Ｐと
の間の距離に対するＸ線発生部１とＸ線検出部２との間の距離の比が同一になるように、
ＣＴ心筋灌流画像を拡大または縮小する。
【００７０】
　また、例えば、画像補正部３８は、Ｘ線心筋灌流画像と同じ位置関係で表示されるよう
にＣＴ心筋灌流画像を補正する。通常、Ｘ線ＣＴ装置２００で撮影された時点と、Ｘ線診
断装置１００で撮影した時点とでは、被検体Ｐの位置が若干ずれる。そこで、画像補正部
３８は、Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像において同じ位置に臓器が描出される
ようにＣＴ心筋灌流画像の表示位置を調整する。また、必要であれば、画像補正部３８は
、ＣＴ心筋灌流画像を変形する。
【００７１】
　また、例えば、画像補正部３８は、例えば心臓Ｈなど、周期的に運動する臓器が診断対
象である場合には、Ｘ線心筋灌流画像と臓器の運動位相が同じになるようにＣＴ心筋灌流
画像を補正する。例えば、診断対象が心臓である場合に、Ｘ線心筋灌流画像において拡張
期の心筋が表示されている場合には、拡張期の心筋が表示されるようにＣＴ心筋灌流画像
を補正する。
【００７２】
　なお、画像補正部３８は、上述した補正に必要なＣＴ画像が画像記憶部１２に格納され
ていなかった場合には、補正に必要なＣＴ画像をＣＴ投影データ取得部３７によって取得
された投影データから再構成し、再構成した画像を用いてＣＴ心筋灌流画像を補正する。
【００７３】
　具体的には、画像補正部３８は、上述した補正に必要なＣＴ画像が画像記憶部１２に格
納されていなかった場合には、ＣＴ投影データ取得部３７を制御して、補正に必要なＣＴ
画像のもとになる投影データをＸ線ＣＴ装置２００から取得する。そして、画像補正部３
８は、取得した投影データからＣＴ画像を再構成し、再構成したＣＴ画像を用いて上述し
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た補正を行う。
【００７４】
　例えば、画像補正部３８は、Ｘ線投影画像と同じ方向のＣＴ画像がなかった場合には、
その方向のＣＴ画像を再構成する。なお、この場合には、画像補正部２８は、すでに再構
成済みのＣＴボリュームデータの角度をＸ線投影画像と同じ方向に合わせ、そのＣＴボリ
ュームデータに対して二次元化処理を行うことで、Ｘ線投影画像と同じ方向のＣＴ画像を
生成してもよい。また、画像補正部３８は、診断対象が心臓である場合に、Ｘ線心筋灌流
画像における動態位相のＣＴ画像が画像記憶部１２に格納されていなかった場合には、そ
の動態位相のＣＴ画像を再構成する。
【００７５】
　表示制御部３４は、各種画像を表示部７に表示させる。具体的には、表示制御部３４は
、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、Ｘ線灌流画像作成部１０によ
って作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像補正部３８によって補正されたＣＴ心筋灌流画
像とを並べて表示部７に表示させる。
【００７６】
　次に、本実施例２に係るＸ線診断装置３００による画像表示の流れについて説明する。
図６は、本実施例２に係るＸ線診断装置３００による画像表示の流れを示すフローチャー
トである。なお、図６に示すステップＳ２０１～Ｓ２０７の処理は、図４に示したステッ
プＳ１０１～Ｓ１０７の処理と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【００７７】
　図６に示すように、本実施例２では、画像選択部１３によってＸ線心筋灌流画像と同じ
種類のＣＴ心筋灌流画像が選択された後に、画像補正部３８が、Ｘ線心筋灌流画像および
ＣＴ心筋灌流画像が同じ表示態様で表示されるようにＣＴ心筋灌流画像を補正するか否か
を判定する（ステップＳ２０９）。このとき、例えば、画像補正部３８は、ＣＴ心筋灌流
画像を補正するか否かを選択する操作を操作者から受け付け、受け付けた操作に応じて補
正の要否を判定する。
【００７８】
　そして、ＣＴ心筋灌流画像を補正しないと判定した場合には（ステップＳ２０９，Ｎｏ
）、表示制御部１４が、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、Ｘ線灌
流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像選択部１３によって選択
されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる（ステップＳ２１６）。
【００７９】
　一方、ＣＴ心筋灌流画像を補正すると判定した場合には（ステップＳ２０９，Ｙｅｓ）
、画像補正部３８は、補正に必要なＣＴ心筋灌流画像がＣＴ灌流画像作成部１１によって
作成されたＣＴ心筋灌流画像の中にあるか否かを判定する（ステップＳ２１０）。このと
き、例えば、画像補正部３８は、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌
流画像と撮影方向が同じＣＴ心筋灌流画像があるか否かを判定する。
【００８０】
　ここで、補正に必要なＣＴ心筋灌流画像があった場合には（ステップＳ２１０，Ｙｅｓ
）、画像補正部３８は、そのＣＴ心筋灌流画像を補正する（ステップＳ２１５）。そして
、表示制御部１４が、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、Ｘ線灌流
画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像補正部３８によって補正さ
れたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる（ステップＳ２１６）。
【００８１】
　また、補正に必要なＣＴ心筋灌流画像がなかった場合には（ステップＳ２１０，Ｎｏ）
、画像補正部３８は、そのＣＴ心筋灌流画像のもとになるＣＴ画像が画像記憶部１２に格
納されているか否かを判定する（ステップＳ２１１）。このとき、例えば、画像補正部３
８は、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と同じ動態位相のＣ
Ｔ画像が画像記憶部１２に格納されているか否かを判定する。
【００８２】
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　そして、補正に必要なＣＴ心筋灌流画像のもとになるＣＴ画像が画像記憶部１２に格納
されていた場合には（ステップＳ２１１，Ｙｅｓ）、画像補正部３８は、そのＣＴ画像か
らＣＴ心筋灌流画像を作成するようＣＴ灌流画像作成部１１に指示する（ステップＳ２１
４）。その後、画像補正部３８は、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋
灌流画像を補正する（ステップＳ２１５）。そして、表示制御部１４が、Ｘ線データ取得
部８によって取得されたＸ線投影画像と、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ
線心筋灌流画像と、画像補正部３８によって補正されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示
部７に表示させる（ステップＳ２１６）。
【００８３】
　また、補正に必要なＣＴ心筋灌流画像のもとになるＣＴ画像が画像記憶部１２に格納さ
れていなかった場合には（ステップＳ２１１，Ｎｏ）、画像補正部３８は、ＣＴ投影デー
タ取得部３７を制御して、補正に必要なＣＴ画像のもとになる投影データをＸ線ＣＴ装置
２００から取得する（ステップＳ２１２）。続いて、画像補正部３８は、取得した投影デ
ータからＣＴ画像を再構成し（ステップＳ２１３）、再構成したＣＴ画像を用いてＣＴ心
筋灌流画像を作成する（ステップＳ２１４）。そして、画像補正部３８は、、作成したＣ
Ｔ心筋灌流画像を補正する（ステップＳ２１５）。そして、表示制御部１４が、Ｘ線デー
タ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成さ
れたＸ線心筋灌流画像と、画像補正部３８によって補正されたＣＴ心筋灌流画像とを並べ
て表示部７に表示させる（ステップＳ２１６）。
【００８４】
　上述してきたように、本実施例２では、画像補正部３８が、Ｘ線心筋灌流画像およびＣ
Ｔ心筋灌流画像が同じ表示態様で表示されるように、画像選択部１３によって選択された
ＣＴ心筋灌流画像を補正する。そして、表示制御部３４が、Ｘ線心筋灌流画像と、画像補
正部３８によって補正されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる。
【００８５】
　したがって、本実施例２によれば、Ｘ線心筋灌流画像とＣＴ心筋灌流画像とが同じ状態
で表示されるので、各心筋灌流画像を効率よく対比することができるようになる。
【００８６】
　また、本実施例２では、ＣＴ投影データ取得部３７が、Ｘ線ＣＴ装置２００によって撮
影されたＣＴ画像を再構成する際に必要となる投影データを取得する。そして、画像補正
部３８が、ＣＴ心筋灌流画像の補正に必要なＣＴ画像がＣＴデータ取得部９によって取得
されていない場合には、補正に必要なＣＴ画像を再構成し、再構成したＣＴ画像を用いて
ＣＴ心筋灌流画像を補正する。
【００８７】
　したがって、本実施例２によれば、全ての種類のＣＴ心筋灌流画像を作成しておく必要
がないので、ＣＴ心筋灌流画像を保存しておくための記憶容量を節約することができる。
【００８８】
　なお、上記実施例２では、Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像において同じ位置
に臓器が描出されるようにＣＴ心筋灌流画像の表示位置を調整する場合について説明した
が、灌流画像では臓器全体が明瞭に描出されない場合もある。そこで、例えば、臓器全体
に比べて明瞭に描出される血管の画像（以下、「血管画像」と呼ぶ）を用いて位置合せを
行うようにしてもよい。
【００８９】
　その場合、例えば、Ｘ線灌流画像作成部１０が、Ｘ線心筋灌流画像を作成する際にＸ線
投影画像をもとに血管画像を作成しておき、ＣＴ灌流画像作成部１１が、ＣＴ心筋灌流画
像を作成する際にＣＴ画像をもとに血管画像を作成しておく。そして、画像補正部３８が
、Ｘ線灌流画像作成部１０およびＣＴ灌流画像作成部１１それぞれによって作成された血
管画像における血管の位置関係に基づいて、ＣＴ心筋灌流画像の表示位置を調整する。
【００９０】
　これにより、Ｘ線心筋灌流画像とＣＴ心筋灌流画像とをより正確に位置合せすることが
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できるようになり、さらに正確に各心筋灌流画像を対比することができるようになる。
【００９１】
　ところで、通常、Ｘ線診断装置によって撮影される画像は投影画像である。この投影画
像は、被検体を通過したフォトンをＸ線検出部で検出することによって得られる。そのた
め、例えば、心臓を撮影した場合には、心筋を通過したフォトンの吸収量の積算値が画像
化されることになる。このことから、Ｘ線診断装置によって撮影された投影画像からＸ線
心筋灌流画像を作成した場合には、作成されたＸ線心筋灌流画像には、投影方向における
心筋の厚み成分が含まれることになる。
【００９２】
　具体的には、投影方向に沿って心筋が厚くなっている部分を表す画素については灌流値
が大きくなり、投影方向に沿って心筋が薄くなっている部分を表す画素については灌流値
が小さくなる。したがって、Ｘ線心筋灌流画像を用いて患部を観察する場合に、Ｘ線が垂
直に照射された領域については正しく画像化されているため問題はないが、Ｘ線が斜めに
照射された領域については、厚み成分を考慮する必要がある。
【００９３】
　これに対し、Ｘ線ＣＴ装置によって撮影されるＣＴ画像は三次元画像であるため、ＣＴ
画像から作成される灌流画像も三次元画像となる。そこで、例えば、ＣＴ画像から臓器組
織の厚みを示す情報を抽出し、抽出した情報に基づいて、Ｘ線心筋灌流画像またはＣＴ心
筋灌流画像に含まれる心筋の厚み成分を補正するようにしてもよい。そこで、以下では実
施例３として、Ｘ線心筋灌流画像またはＣＴ心筋灌流画像に含まれる心筋の厚み成分を補
正する場合について説明する。
【実施例３】
【００９４】
　本実施例３に係るＸ線診断装置の構成は、基本的には図５に示したＸ線診断装置３００
の構成と同じであり、ＣＴ灌流画像作成部１１および画像補正部３８によって行われる処
理が異なるのみである。そこで、ここでは、実施例３におけるＣＴ灌流画像作成部１１お
よび画像補正部３８によって行われる処理を中心に説明する。
【００９５】
　ＣＴ灌流画像作成部１１は、本実施例３では、実施例２と同様にＣＴ心筋灌流画像を作
成するとともに、ＣＴデータ取得部９によって取得されたＣＴ画像から心筋が占める領域
を示す心筋領域情報を抽出する。
【００９６】
　画像補正部３８は、本実施例３では、ＣＴ灌流画像作成部１１によって抽出された心筋
領域情報に基づいて、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像、お
よび、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像に含まれる心筋の厚
み成分が一致するように、Ｘ線心筋灌流画像またはＣＴ心筋灌流画像のいずれか一方を補
正する。
【００９７】
　ここで、画像補正部３８は、以下に説明するように、Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋
灌流画像について、両方とも厚み成分を有する画像として表示させる場合と、両方とも厚
み成分を有さない画像、すなわち単位厚みあたりの画像として表示させる場合とに分けて
補正を行う。なお、いずれの画像としてＸ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像を表示
させるかは、Ｘ線診断装置３００によるＸ線投影画像の撮影が開始される際に、あらかじ
め操作者によって指定されることとする。
【００９８】
　具体的には、画像補正部３８は、厚み成分を有する画像としてＸ線心筋灌流画像および
ＣＴ心筋灌流画像をそれぞれ表示させる場合には、Ｘ線心筋灌流画像の補正は行わず、Ｃ
Ｔ心筋灌流画像の補正のみを行う。この場合、画像補正部３８は、三次元画像であるＣＴ
心筋灌流画像に対して、心筋領域のみの灌流値を積分する二次元化処理を行うことで、厚
み成分を有するＣＴ心筋灌流画像を作成する。
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【００９９】
　画像補正部３８は、まず、Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画
像に付与されている付帯情報から、そのＸ線投影画像が撮影された際の撮影方向を示す情
報を取得する。例えば、画像補正部３８は、撮影方向を示す情報として、Ｘ線投影画像を
撮影したＸ線診断装置３００のＸ線撮影時における機構の状態を示す情報を取得する。こ
こでいう機構の状態とは、例えば、Ｃアーム４の角度や、被検体が置かれる寝台の位置で
ある。
【０１００】
　そして、画像補正部３８は、取得した情報に基づいて、心筋の撮影方向に沿った厚みを
示す情報を厚み情報として抽出する。また、画像補正部３８は、抽出した厚み情報に基づ
いて、ＣＴ心筋灌流画像における心筋の厚みを補正する。このとき、例えば、画像補正部
３８は、ＣＴ心筋灌流画像における心筋の厚み成分を積算することで、ＣＴ心筋灌流画像
を二次元化する。
【０１０１】
　図７は、画像補正部３８によるＣＴ心筋灌流画像の補正の一例を示す図である。例えば
、図７に示すように、心筋のＣＴ心筋灌流画像Ｃが作成されていたとする。また、図７に
示すように、Ｘ線投影画像が撮影された際の撮影方向から得られるＸ線の経路が、心筋の
端部付近ではＸ線の経路Ｘ1を通り、心筋の中心付近では経路Ｘ2を通っていたとする。こ
の場合には、画像補正部３８は、ＣＴ心筋灌流画像Ｃにおいて、心筋内で経路Ｘ1上にあ
る画素の画素値Ｐ1を積算する。また、画像補正部３８は、心筋内で経路Ｘ2上にある画素
のうち、下側の心筋内の画素値Ｐ2を積算する。画像補正部３８は、心筋内を通るＸ線の
経路すべてについて、かかる二次元化処理を行う。この結果、二次元化されたＣＴ心筋灌
流画像Ｆが作成される。
【０１０２】
　一方、厚み成分を有さない画像としてＸ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像をそれ
ぞれ表示させる場合には、画像補正部３８は、Ｘ線心筋灌流画像の補正のみを行う。この
場合、例えば、画像補正部３８は、ＣＴ灌流画像作成部１１によって抽出された心筋領域
情報から心筋各部の厚みを取得し、取得した厚みでＸ線心筋灌流画像に含まれる画素の画
素値を案分することでＸ線心筋灌流画像を補正する。
【０１０３】
　図８は、画像補正部３８によるＸ線心筋灌流画像の補正の一例を示す図である。例えば
、図８に示すように、心筋Ｍを通過するＸ線の経路として、Ｘ線発生部１からＸ線検出部
２の検出素子Ｄ1に達する経路Ｘ1と、Ｘ線発生部１からＸ線検出部２の検出素子Ｄ2に達
する経路Ｘ2とがあったとする。また、検出素子Ｄ1によって検出されたフォトンの積算量
がＦ1であり、検出素子Ｄ2によって検出されたフォトンの積算量がＦ2であったとする。
【０１０４】
　ここで、例えば、画像補正部３８は、ＣＴ灌流画像作成部１１によって抽出された心筋
領域情報から、心筋Ｍにおいて経路Ｘ1および経路Ｘ2が通過する部分の厚みをそれぞれ取
得する。その結果、例えば図８に示すように、経路Ｘ1が通過する部分の厚みがｄ1であっ
たとする。また、経路Ｘ2の中で、Ｘ線発生部１側で経路Ｘ2が通過する部分の厚みがｄ2

であり、Ｘ線検出部２側でＸ2が通過する部分の厚みがｄ3であったとする。
【０１０５】
　その場合、例えば、画像補正部３８は、Ｘ線心筋灌流画像における検出素子Ｄ1に対応
する画素の画素値にＦ1／ｄ1を乗じ、検出素子Ｄ２に対応する画素の画素値にＦ2／（ｄ2

＋ｄ3）を乗じることで、Ｘ線心筋灌流画像に含まれる厚み成分を補正する。
【０１０６】
　次に、本実施例３におけるＸ線診断装置３００による画像表示の流れについて説明する
。図９は、本実施例３におけるＸ線診断装置３００による画像表示の流れを示すフローチ
ャートである。
【０１０７】
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　図９に示すように、本実施例３では、Ｘ線ＣＴ装置２００によるＣＴ画像の撮像が行わ
れた後に（ステップＳ３０１，Ｙｅｓ）、ＣＴデータ取得部９が、Ｘ線ＣＴ装置２００に
よって撮影されたＣＴ画像を取得する（ステップＳ３０２）。
【０１０８】
　続いて、ＣＴ灌流画像作成部１１が、ＣＴデータ取得部９によって取得されたＣＴ画像
から心筋領域情報を抽出する（ステップＳ３０３）。また、ＣＴ灌流画像作成部１１は、
取得されたＣＴ画像から少なくとも１種類のＣＴ心筋灌流画像を作成する（ステップＳ３
０４）。
【０１０９】
　一方、操作部６によって操作者からのＸ線撮影開始指示が受け付けられると（ステップ
Ｓ３０５，Ｙｅｓ）、Ｘ線データ取得部８が、Ｘ線検出部２によって生成されたＸ線投影
画像を取得する（ステップＳ３０６）。続いて、Ｘ線灌流画像作成部１０が、Ｘ線データ
取得部８によって取得されたＸ線投影画像から所定の種類のＸ線心筋灌流画像を作成する
（ステップＳ３０７）。
【０１１０】
　そして、Ｘ線灌流画像作成部１０によってＸ線心筋灌流画像が作成された場合に、画像
選択部１３が、作成されたＸ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像をＣＴ灌流画
像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像の中にあるか否かを判定する（ステッ
プＳ３０８）。
【０１１１】
　ここで、Ｘ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像がなかった場合には（ステッ
プＳ３０８，Ｎｏ）、画像選択部１３は、ＣＴ灌流画像作成部１１に対して、Ｘ線心筋灌
流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像を作成するよう指示する（ステップＳ３０４にもど
る）。そして、Ｘ線心筋灌流画像と同じ種類のＣＴ心筋灌流画像が得られた場合には（ス
テップＳ３０８，Ｙｅｓ）、画像選択部１３は、そのＣＴ心筋画像を選択する（ステップ
Ｓ３０９）。
【０１１２】
　続いて、画像補正部３８が、画像選択部１３によって選択されたＣＴ心筋灌流画像に対
して二次元化処理を行う（ステップＳ３１０）。
【０１１３】
　ここで、厚み成分を有さない画像としてＸ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像を表
示させるよう操作者から指定されていた場合には（ステップＳ３１１，Ｎｏ）、画像補正
部３８は、ＣＴ灌流画像作成部１１によって抽出された心筋領域情報に基づいて、Ｘ線心
筋灌流画像の厚み成分を補正する（ステップＳ３１２）。
【０１１４】
　そして、表示制御部３４が、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、
Ｘ線灌流画像作成部１０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像補正部３８によっ
て補正されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる（ステップＳ３１３）。
【０１１５】
　一方、厚み成分を有する画像としてＸ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像を表示さ
せるよう操作者から指定されていた場合には（ステップＳ３１１，Ｙｅｓ）、表示制御部
３４は、Ｘ線データ取得部８によって取得されたＸ線投影画像と、Ｘ線灌流画像作成部１
０によって作成されたＸ線心筋灌流画像と、画像補正部３８によって二次元化されたＣＴ
心筋灌流画像とを並べて表示部７に表示させる（ステップＳ３１３）。
【０１１６】
　上述してきたように、本実施例３では、ＣＴ灌流画像作成部１１が、ＣＴ心筋灌流画像
を作成するとともに、Ｘ線ＣＴ装置２００によって撮影されたＣＴ画像から心筋領域情報
を抽出する。そして、画像補正部３８が、ＣＴ灌流画像作成部１１によって抽出された心
筋領域情報に基づいて、Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像に含まれる心筋の厚み
成分が一致するように、Ｘ線心筋灌流画像またはＣＴ心筋灌流画像のいずれか一方を補正
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する。
【０１１７】
　したがって、本実施例３によれば、心筋の厚み成分を考慮する必要がなくなるので、Ｘ
線心筋灌流画像とＣＴ心筋灌流画像とをさらに容易に対比することができるようになる。
【０１１８】
　なお、上記実施例３では、画像補正部３８が、三次元画像であるＣＴ心筋灌流画像に対
して心筋領域のみの灌流値を積分する二次元化処理を行うことで、厚み成分を有するＣＴ
心筋灌流画像を作成することとした。例えば、このＣＴ心筋灌流画像を単独で表示させて
もよい。
【０１１９】
　その場合、具体的には、ＣＴ灌流画像作成部１１が、Ｘ線ＣＴ装置２００によって撮影
されたＣＴ画像から心筋における血流動態を表す三次元のＣＴ心筋灌流画像を作成する。
また、画像補正部３８が、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像
から心筋が占める領域を抽出し、抽出した領域のみの灌流値を積分する二次元化処理を行
うことで、心筋の投影画像を生成する。そして、表示制御部３４が、画像補正部３８によ
って生成された投影画像を表示部７に表示させる。
【０１２０】
　こうして、三次元的な灌流画像であるＣＴ心筋灌流画像の灌流値を合成して二次元画像
化することにより、二次元画像であるＸ線心筋灌流画像とＣＴ心筋灌流画像とを対比して
観察する際に、臓器内の異常部位を容易に見つけることができる。
【０１２１】
　以上、実施例１～３について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも、種々の異
なる実施例にて実施されてもよいものである。
【０１２２】
　例えば、Ｘ線ＣＴ装置による診断において心筋に虚血領域が検出された場合に、検出さ
れた虚血領域をＸ線心筋灌流画像上に強調表示させるようにしてもよい。
【０１２３】
　その場合には、例えば、ＣＴデータ取得部９が、ＣＴ画像に加えて、操作者によってＣ
Ｔ画像上に虚血領域として設定された関心領域を示す関心領域情報をさらに取得する。そ
して、表示制御部１４が、Ｘ線心筋灌流画像およびＣＴ心筋灌流画像を表示部７に表示さ
せる際に、ＣＴデータ取得部９によって取得された関心領域情報に基づいて、ＣＴ画像上
に設定された関心領域に対応するＸ線心筋灌流画像上の範囲を強調表示させる。
【０１２４】
　図１０は、Ｘ線心筋灌流画像上に虚血領域を強調表示させる場合の一例を示す図である
。図１０に示すように、例えば、表示制御部１４は、モニタ７ｂに表示させたＸ線心筋灌
流画像およびモニタ７ｃに表示させたＣＴ心筋灌流画像それぞれに、虚血領域の範囲を示
すアニメーションＲを表示させる。これにより、医師が、特に注意して観察すべき領域を
容易に見つけることができるようになる。
【０１２５】
　また、例えば、Ｘ線ＣＴ装置による診断において心筋に虚血領域が検出された場合に、
検出された虚血領域が観察しやすくなるように、Ｘ線診断装置による撮影の撮影条件を制
御するようにしてもよい。
【０１２６】
　その場合には、例えば、ＣＴデータ取得部９が、ＣＴ画像に加えて、操作者によってＣ
Ｔ画像上に虚血領域として設定された観察領域を示す観察領域情報をさらに取得する。そ
して、Ｃアーム制御部１５が、ＣＴデータ取得部９によって取得された観察領域情報に基
づいて、観察領域が正面または側面から撮影されるようにＣアーム４を回転させる。具体
的には、Ｃアーム制御部１５は、観察領域が正面または側面から撮影されるＸ線の照射角
度を算出し、算出した照射角度でＸ線が被検体Ｐに照射されるように、Ｃアーム回転・移
動機構５を駆動してＣアーム４を回転させる。
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【０１２７】
　観察領域が正面から撮影されるようにＣアーム４を回転させた場合には、Ｘ線心筋灌流
画像において虚血領域が最も広く描出されるので、虚血領域における灌流状況を容易に観
察することができる。また、Ｘ線が虚血領域に垂直に照射されることになるので、灌流状
況を観察する際に心筋の厚み成分を考慮する必要がない。
【０１２８】
　また、観察領域が側面から撮影されるようにＣアーム４を回転させた場合には、Ｘ線心
筋灌流画像において、虚血領域が撮影方向に沿って描出されるので、虚血領域における壁
運動の様子が最も明確に表される。これにより、虚血領域において心筋の運動量がどの程
度低下しているかを容易に把握することができる。例えば、Ｃアーム制御部１５がＣアー
ム４を回転させた後に、左心室を造影して得られるＸ線心筋灌流画像を観察することで、
虚血領域の壁運動を診断する。
【０１２９】
　なお、上記実施例では、Ｘ線診断装置１００によって生成されるＸ線投影画像は二次元
画像である場合について説明した。しかし、近年では、Ｘ線診断装置により三次元画像を
撮影する技術が開発されている。そこで、上記で説明した実施例において、二次元画像の
代わりに三次元画像を用いて、三次元画像のＸ線心筋灌流画像を作成するようにしてもよ
い。
【０１３０】
　また、上記実施例では、Ｘ線ＣＴ装置によって撮影されたＣＴ画像から作成されたＣＴ
心筋灌流画像を用いる場合について説明したが、本発明はこれに限られるものではない。
例えば、ＭＲＩやＰＥＴなど、他の画像診断装置によって撮影された画像から作成された
灌流画像を用いる場合でも同様に適用することが可能である。
【０１３１】
　また、実施例３では、Ｘ線心筋灌流画像またはＣＴ心筋灌流画像に含まれる心筋の厚み
成分を補正する場合について説明する場合について説明したが、例えば、血管の厚みを補
正するようにしてもよい。図１１は、本実施例３におけるＸ線診断装置３００による画像
表示の流れを示すフローチャートである。
【０１３２】
　図１１に示すように、本実施例３では、Ｘ線ＣＴ装置３００によるＣＴ画像の撮像が行
われた後に（ステップＳ４０１，Ｙｅｓ）、ＣＴデータ取得部９が、Ｘ線ＣＴ装置３００
によって撮影されたＣＴ画像を取得する（ステップＳ４０２）。続いて、ＣＴ灌流画像作
成部１１が、ＣＴデータ取得部９によって取得されたＣＴ画像からＣＴ心筋灌流画像を作
成する（ステップＳ４０３）。
【０１３３】
　さらに、ＣＴ灌流画像作成部１１は、ＣＴ画像から血管が含まれる領域を血管領域とし
て抽出する（ステップＳ４０４）。このとき、例えば、ＣＴ灌流画像作成部１１は、ＣＴ
心筋灌流画像上で血管を含む範囲を指定する操作を操作者から受け付け、操作者により指
定された範囲を血管領域として抽出する。または、ＣＴ灌流画像作成部１１は、例えば、
公知の領域抽出処理を用いて自動的にＣＴ心筋灌流画像から血管領域を抽出する。または
、ＣＴ灌流画像作成部１１は、心臓が有する所定の血管を含む範囲を示す情報を記憶して
おき、その情報に基づいて血管領域を抽出する。なお、この情報により示される範囲は、
例えば、解剖学的な見地に基づいて決められる。
【０１３４】
　一方、操作部６によって操作者からのＸ線撮影開始指示が受け付けられると（ステップ
Ｓ４０５，Ｙｅｓ）、Ｘ線データ取得部８が、Ｘ線検出部２によって生成されたＸ線投影
画像を取得する（ステップＳ４０６）。続いて、Ｘ線灌流画像作成部１０が、Ｘ線データ
取得部８によって取得されたＸ線投影画像からＸ線心筋灌流画像を作成する（ステップＳ
４０７）。
【０１３５】
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　そして、Ｘ線灌流画像作成部１０によってＸ線心筋灌流画像が作成された場合に、画像
補正部３８が、作成されたＸ線心筋灌流画像に付与されている付帯情報から、そのＸ線投
影画像が撮影された際の撮影方向を示す情報を取得する（ステップＳ４０８）。このとき
、例えば、画像補正部３８は、撮影方向を示す情報として、Ｘ線投影画像を撮影したＸ線
診断装置３００のＸ線撮影時における機構の状態を示す情報を取得する。ここでいう機構
の状態とは、例えば、Ｃアーム４の角度や、被検体が置かれる寝台の位置である。
【０１３６】
　そして、Ｘ線灌流画像作成部１０によってＸ線心筋灌流画像が作成された後に、画像補
正部３８は、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像に対して二次
元化処理を行う（ステップＳ４０９）。さらに、画像補正部３８は、取得した撮影方向を
示す情報に基づいて、ＣＴ灌流画像作成部１１によって抽出された血管領域における血管
の撮影方向に沿った厚みを算出する（ステップＳ４１０）。
【０１３７】
　図１２Ａ～１２Ｄは、画像補正部３８による血管の厚み算出を説明するための図である
。図１２Ａ～１２Ｄに示す矢印は、Ｘ線撮影時の撮影方向を示している。図１２Ａおよび
１２Ｂに示すように、例えば、血管Ｖ1と、血管Ｖ1より太い血管Ｖ2とが同じ撮影方向か
らＸ線撮影された場合には、撮影方向に沿った厚みが、血管Ｖ1の厚みｔ1よりも血管Ｖ2

の厚みｔ2のほうが大きくなる。また、図１２Ｃおよび１２Ｄに示すように、同じ太さの
血管Ｖ3およびＶ4が同じ撮影方向から撮影された場合でも、撮影される際の各血管の角度
によって、撮影方向に沿った血管Ｖ3の厚みｔ3と血管Ｖ4の厚みｔ4とは大きさが異なる。
そこで、画像補正部３８は、ＣＴ灌流画像作成部１１によって抽出された血管領域に含ま
れる血管について、血管の角度、血管大きさおよび撮影方向に基づいて血管の厚みを算出
する。
【０１３８】
　図１１の説明にもどって、血管の厚みを算出した後に、画像補正部３８は、算出した血
管の厚みに基づいて、血管の厚みを補正したＸ線心筋灌流画像を作成する（ステップＳ４
１１）。このとき、例えば、画像補正部３８は、Ｘ線心筋灌流画像に含まれる血管部分の
画素ごとに画素値を血管の厚みに応じて案分することで、血管の厚みを補正したＸ線心筋
灌流画像を作成する。
【０１３９】
　そして、表示制御部３４が、画像補正部３８によって血管の厚みが補正されたＸ線心筋
灌流画像と、ＣＴ灌流画像作成部１１によって作成されたＣＴ心筋灌流画像とを並べて表
示部７に表示させる（ステップＳ４１２）。
【０１４０】
　このように、例えば、Ｘ線灌流画像作成部１０が、造影剤を投与された被検体のＸ線投
影画像から心筋における血流動態を表すＸ線心筋灌流画像を作成する。また、ＣＴ灌流画
像作成部１１が、Ｘ線ＣＴ装置２００によって撮影されたＣＴ画像から血管が含まれる領
域を血管領域として抽出する。また、画像補正部３８が、血管領域における血管の厚みを
算出し、算出した血管の厚みに基づいて、血管の厚みを補正したＸ線心筋灌流画像を作成
する。そして、表示制御部３４が、血管の厚みを補正したＸ線心筋灌流画像を表示部７に
表示させる。これにより、読影を行う際に血管の厚みを考慮する必要がなくなるので、Ｘ
線心筋灌流画像とＣＴ心筋灌流画像とをより容易に比較することができるようになる。
【０１４１】
　なお、ここでは、Ｘ線ＣＴ装置２００により撮影されたＣＴ画像を用いて、Ｘ線心筋灌
流画像に含まれる血管の厚みを補正する場合について説明した。しかし、近年では、Ｘ線
診断装置で血管三次元画像を作成する技術も提案されている（例えば、米国特許第６５０
１８４８号明細書または米国特許第６０４７０８０号明細書を参照）。そこで、例えば、
Ｘ線診断装置で作成された血管三次元画像をＣＴ画像の代わりに利用してもよい。
【０１４２】
　ところで、一般的に、Ｘ線診断装置で心臓が撮影される場合には、被検体の動脈に造影
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剤が注入される。この場合、心筋を栄養する主な冠動脈である左前下行枝、左回旋枝およ
び右冠動脈は、３本のうち１本または２本が同時に造影される。これに対し、一般的に、
Ｘ線ＣＴ装置で心臓が撮影される場合には、被検体の静脈に造影剤が注入される。この場
合、左前下行枝、左回旋枝および右冠動脈は、３本が同時に造影される。
【０１４３】
　このように、Ｘ線心筋灌流画像とＣＴ心筋灌流画像とでは造影される冠動脈の本数が異
なるため、冠動脈の支配する心筋領域を比較する際にそれぞれの画像を容易に比較するこ
とができない。そこで、例えば、造影された血管およびその支配領域を一致させるように
Ｘ線心筋灌流画像および／またはＣＴ心筋灌流画像を補正するようにしてもよい。
【０１４４】
　図１３および１４は、造影された血管を一致させるように心筋灌流画像を補正する場合
の一例を示す図である。例えば、図１３に示すように、左前下行枝ＬＡＤ、左回旋枝ＬＣ
Ｘおよび右冠動脈ＲＣＡがそれぞれ造影されたＣＴ心筋灌流画像ＣＴ1が作成されていた
とする。また、左前下行枝ＬＡＤおよび左回旋枝ＬＣＸのみが造影されたＸ線心筋灌流画
像ＸＲ1が作成されていたとする。
【０１４５】
　この場合には、例えば、画像補正部が、Ｘ線心筋灌流画像ＸＲ1で造影された冠動脈と
同じ冠動脈が造影されるようにＣＴ心筋灌流画像ＣＴ1を補正する。例えば、画像補正部
は、図１３に示すように、ＣＴ心筋灌流画像ＣＴ1に対して設定された関心領域Ｓから冠
動脈を抽出する。ここでいう関心領域は、例えば、操作者によって任意に設定される。ま
たは、関心領域は、解剖学的な見地に基づいて、所定の冠動脈が含まれるようにあらかじ
め設定される。続いて、画像補正部は、関心領域に含まれていた冠動脈およびその冠動脈
が支配する心筋領域を抽出したＣＴ心筋灌流画像ＣＴ2を作成する。その後、画像補正部
は、ＣＴ心筋灌流画像ＣＴ2に対して二次元化処理を行うことで、二次元化されたＣＴ心
筋灌流画像ＣＴ3を作成する。
【０１４６】
　例えば、図１３に示すように、左前下行枝ＬＡＤおよび左回旋枝ＬＣＸを含むように関
心領域が設定された場合には、ＣＴ心筋灌流画像ＣＴ3は、左前下行枝ＬＡＤおよび左回
旋枝ＬＣＸおよびその支配領域が造影された画像となる。これにより、Ｘ線心筋灌流画像
ＸＲ1で造影された冠動脈と同じ冠動脈およびその支配領域が造影されたＣＴ心筋灌流画
像ＣＴ3が得られる。したがって、心臓の冠動脈およびその支配領域を診断する際に、Ｘ
線心筋灌流画像ＸＲ1とＣＴ心筋灌流画像ＣＴ3とを容易に比較することができる。
【０１４７】
　また、例えば、図１４に示すように、左前下行枝ＬＡＤ、左回旋枝ＬＣＸおよび右冠動
脈ＲＣＡがそれぞれ造影されたＣＴ心筋灌流画像ＣＴ4が作成されていたとする。また、
左前下行枝ＬＡＤおよび左回旋枝ＬＣＸのみが造影されたＸ線心筋灌流画像ＸＲ2と、右
冠動脈ＲＣＡのみが造影されたＸ線心筋灌流画像ＸＲ3とが作成されていたとする。
【０１４８】
　この場合には、例えば、画像補正部が、ＣＴ心筋灌流画像ＣＴ4で造影された冠動脈と
同じ冠動脈が造影されるようにＸ線心筋灌流画像ＸＲ2およびＸＲ3を補正する。例えば、
画像補正部は、図１３に示すように、ＣＴ心筋灌流画像ＣＴ4に対して二次元化処理を行
うことで、二次元化されたＣＴ心筋灌流画像ＣＦを作成する。このＣＴ心筋灌流画像ＣＦ
は、左前下行枝ＬＡＤ、左回旋枝ＬＣＸおよび右冠動脈ＲＣＡがそれぞれ造影された画像
となる。
【０１４９】
　また、画像補正部は、Ｘ線心筋灌流画像ＸＲ2とＸ線心筋灌流画像ＸＲ3とを合成するこ
とで、左前下行枝ＬＡＤ、左回旋枝ＬＣＸおよび右冠動脈ＲＣＡがそれぞれ造影されたＸ
線心筋灌流画像ＸＦを作成する。これにより、ＣＴ心筋灌流画像ＣＦで造影された冠動脈
と同じ冠動脈およびその支配領域が造影されたＸ線心筋灌流画像ＸＦが得られる。したが
って、心臓の冠動脈およびその支配領域を診断する際に、Ｘ線心筋灌流画像ＸＦとＣＴ心



(22) JP 5491914 B2 2014.5.14

10

20

30

40

筋灌流画像ＣＦとを容易に比較することができる。
【０１５０】
　なお、上記実施例では、心筋の厚み又は血管の厚みに基づいて、灌流画像に含まれる画
素の画素値を補正する場合について説明した。ここで、例えば、灌流画像における血流動
態を表す指標値として、心筋に血液を供給する血管領域における時間濃度曲線と心筋領域
における時間濃度曲線との相関を表す値が用いられる場合もある（例えば、特開２００８
－１３６８００号公報を参照）。その場合には、例えば、血管領域における時間濃度の値
を血管の厚みに基づいて補正し、心筋領域における時間濃度の値を心筋の厚みに基づいて
補正し、補正されたそれぞれの値を用いて指標値を算出するようにしてもよい。
【０１５１】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
のように構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は
図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任
意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、上述し
た画像表示装置およびＸ線診断装置は、個々の実施例で説明した各種の機能を適宜に組み
合わせて実施することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　以上のように、本発明に係る画像表示装置およびＸ線診断装置は、複数種類の灌流画像
を対比する場合に有用であり、特に、Ｘ線診断装置を用いた治療において灌流画像を対比
する場合に適している。
【符号の説明】
【０１５３】
　　１　　Ｘ線発生部
　　２　　Ｘ線検出部
　　３　　寝台
　　４　　Ｃアーム
　　５　　Ｃアーム回転・移動機構
　　６　　操作部
　　７ａ～７ｃ　　モニタ
　　７　　表示部
　　８　　Ｘ線データ取得部
　　９　　ＣＴデータ取得部
　１０　　Ｘ線灌流画像作成部
　１１　　ＣＴ灌流画像作成部
　１２　　画像記憶部
　１３　　画像選択部
　１４，３４　　表示制御部
　１５　　Ｃアーム制御部
　１６　　システム制御部
　３７　　ＣＴ投影データ取得部
　３８　　画像補正部
１００，３００　　Ｘ線診断装置
２００　　Ｘ線ＣＴ装置
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