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(57)【要約】
非侵襲性の血圧計を使用して精度よく弾性率を計測する超音波診断装置は、被検体に超音
波を送信すると共に被検体の内部で反射された超音波を受信する送信部１０２と受信部１
０３と、受信した超音波をもとに作成された受信信号から被検体内の組織の動きを追跡す
る組織追跡部１０５と、被検体の血圧を測定する非侵襲型血圧測定部１１１と、送信部に
第１の作動信号Ｓ１を出力して送信部を駆動し、血圧測定部１１１に第２の作動信号Ｓ２
を出力して血圧測定部を駆動する制御部１００と、組織追跡部１０５が追跡した組織の動
きと血圧測定部が測定した血圧から被検体の組織性状値（例えば、弾性率、粘性率）を演
算する組織性状値演算部１０８を備えている。血圧測定部は、制御手段から出力された第
２の作動信号に基づいて被献体の血圧を測定し、測定された血圧を組織性状演算部１０８
に送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）被検体に超音波を送信すると共に被検体の内部で反射された超音波を受信する送受
信手段と、
（ｂ）受信した超音波をもとに上記送受信手段が作成した受信信号から被検体内の組織の
動きを追跡する組織追跡手段と、
（ｃ）被検体の血圧を測定する非侵襲型血圧測定手段と、
（ｄ）上記送受信手段に第１の作動信号を出力して上記送受信手段を駆動し、上記血圧測
定手段に第２の作動信号を出力して上記血圧測定手段を駆動する制御手段と、
（ｅ）上記組織追跡手段が追跡した組織の動きと上記血圧測定手段が測定した血圧から上
記被検体の組織性状値を演算する組織性状値演算手段を備えており、
（ｆ）上記血圧測定手段は、上記制御手段から出力された第２の作動信号に基づいて被献
体の血圧を測定し、測定された血圧を上記組織性状演算手段に送信するようにしてあるこ
とを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　上記血圧測定手段は、被検体の血圧を測定する血圧測定部と、上記血圧測定部を作動し
て上記被検体の血圧を上記血圧測定部から取得する血圧計制御部を備えており、
　上記制御手段は、上記第２の作動信号に基づいて、上記血圧測定部を作動して上記被検
体の血圧を上記血圧計制御部に取得させるとともに上記組織性状演算手段に送信させるこ
とを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　上記血圧測定手段は、上記送受信手段が被検体で反射された超音波を受信している間又
は受信した後、被検体の血圧を測定することを特徴とする請求項１又は２に記載の超音波
診断装置。
【請求項４】
　上記血圧測定手段は血圧の測定を複数回行って複数の血圧を取得し、取得した複数の血
圧の平均値、または取得した複数の血圧から歪み量取得時の血圧値を推定した値を上記組
織性状値演算手段に血圧として送信することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載
の超音波診断装置。
【請求項５】
　上記組織性状値が組織の弾性率であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載
の超音波診断装置。
【請求項６】
　上記組織性状値が組織の粘性率であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載
の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体組織（例えば、生体組織）の動きを追跡して得られた情報をもとに組
織性状を求める超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波を被検体に発信すると共に被検体の組織で反射された超音波
（反射エコー信号）を受信し、この受信した超音波の強度を輝度に変換することで、被検
体の断層画像を得るものである。また、超音波診断装置の一形態として、反射エコー信号
の位相を解析することにより被検体組織の動きを精密に測定し、その測定結果をもとに被
検体組織の歪み、弾性率や粘性率などの組織性状を求める試みが為されている。
【０００３】
　例えば、特開平１０－５２２６号公報には、反射エコー信号を検波して得られた出力信
号の振幅と位相を用いて、被検体の瞬間的な位置を決定することによって被検体組織の追
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跡を高精度に行ない、拍動による大振幅変位運動に重畳している微小振動を捕らえる方法
が記載されている。
【０００４】
　図６を用いて、特開平１０－５２２６号公報に開示された被検体組織追跡方法を説明す
る。被検体の同一方向に対して、時刻ｔ＝０に送信された超音波パルスの受信エコー信号
をｙ（ｔ）、時刻ｔ＝ΔＴに送信された超音波パルスのエコー信号をｙ（ｔ＋ΔＴ）とす
る。また、ある位置（深度）ｘにある計測点から反射されたエコーの受信時刻ｔｘは、パ
ルス送信時刻をｔ＝０とすると、ｔｘ＝ｘ／（Ｃ／２）〔Ｃ：被検体内を伝播する超音波
の速度〕で与えられる。次に、受信エコー信号ｙ（ｔｘ）とｙ（ｔｘ＋ΔＴ）の位相差を
Δθ、受信時刻ｔｘ付近における超音波の中心周波数をｆとすると、この時間ΔＴ内の計
測点の移動量Δｘは次の式（１）で与えられる。
【数１】

　従って、ΔＴ後の計測点の位置ｘ’は次の式（２）で与えられる。
【数２】

【０００５】
　この計算を繰り返すことで、被検体内の特定の計測点の位置を追跡できる。つまり、位
置（深度）ｘ’から反射されたエコーの受信時刻をｔｘ’とすると、受信エコー信号ｙ（
ｔｘ’＋ΔＴ）とｙ（ｔｘ’＋２ΔＴ）の位相差をもとに、式（１）と式（２）から２Δ
Ｔ後の計測点の位置ｘ”を求めることができる。
【０００６】
　特開２０００－２２９０７８号公報には、特開平１０－５２２６号公報に開示された方
法をさらに発展させ、心拍による血管壁の内面および外面の各大振幅変位運動を精密に追
跡し、大振幅変位運動に重畳されている微小振動の運動速度を求め、その差から血管壁の
歪み量を計測し、歪み量と血圧差から局所弾性率を求める方法および、弾性率の空間分布
を画像表示する装置が記載されている。
【０００７】
　図７を参照して、特開２０００－２２９０７８号公報に開示された弾性率算出方法を説
明する。同文献によれば、探触子１０１は被検体に対して超音波を照射し、血管、特に動
脈からのエコーを受信する。血管壁に測定点Ａ，Ｂ（血管の中心軸を含む横断面上にあっ
て該中心軸から径方向に異なる距離を有する２点）を設定し、測定点Ａ，Ｂからの受信信
号を特開平１０－５２２６号公報に示された方法で解析し、測定点Ａ，Ｂの動きを追跡す
る。ここで、動脈は心拍によって収縮拡張を繰り返しており、心臓収縮期には血管自体は
膨張すると共に、急激に血管壁の厚みが減少し、心臓拡張期には血管自体は収縮すると共
に、ゆっくりと血管壁の厚みが増加する。そのため、測定点Ａ，Ｂは、追跡波形ＴＡ，Ｔ
Ｂで示す周期的な挙動を示し、これらの追跡波形ＴＡ，ＴＢの差から測定点Ａ－Ｂ間の厚
み（距離）変化波形Ｗが求まる。
【０００８】
　したがって、厚み変化波形Ｗの変化量をΔＷ、測定点初期化時の基準厚みをＷｓとする
と、測定点Ａ－Ｂ間の歪み量εは式（３）で与えられる。

【数３】

【０００９】
　この歪み量εが血管壁にかかる血圧差ΔＰによりもたらされたものとすると、測定点Ａ
－Ｂ間の弾性率Ｅｒは式（４）で与えられる。
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【数４】

　そして、以上の計算を断層画像上の複数点に対して行なうことで、弾性率の分布画像が
得られる。
【００１０】
　しかしながら、特開２０００－２２９０７８号公報に示された方法では、血圧値はあら
かじめ測定しておいたものを検者が超音波診断装置にテンキー等の入力部を通じて手入力
している。しかし、測定から歪み量の計測までには相当な時間差が生じる。例えば、血圧
値の入力は１回であるが、歪み量は数箇所を計測するため、血圧計測と最後の歪み量の計
測の間には数分から数十分の時間差があるし、血圧値は安静時でも刻々と変化する。その
ため、弾性率計測の精度が低下するという問題があった。また、歪み量計測の度に血圧を
計測して入力することは、検者にとって大きな負担であった。なお、特開２０００－２２
９０７８号公報には、連続血圧計を使用して血圧値を連続的に取得する方法が示されてい
るが、連続血圧計は動脈内に直接挿入するため、被検者に過度の負担を強いることになり
、非侵襲で且つ簡便であるという超音波診断の利点を大きく削ぐものであった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明では、一般的な非侵襲性の血圧計を使用しつつ、精度よく弾性率を計測する装置
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】
【００１２】
　この目的を達成するために、本発明に係る超音波診断装置は、
（ａ）被検体に超音波を送信すると共に被検体の内部で反射された超音波を受信する送受
信手段と、
（ｂ）受信した超音波をもとに上記送受信手段が作成した受信信号から被検体内の組織の
動きを追跡する組織追跡手段と、
（ｃ）被検体の血圧を測定する非侵襲型血圧測定手段と、
（ｄ）上記送受信手段に第１の作動信号を出力して上記送受信手段を駆動し、上記血圧測
定手段に第２の作動信号を出力して上記血圧測定手段を駆動する制御手段と、
（ｅ）上記組織追跡手段が追跡した組織の動きと上記血圧測定手段が測定した血圧から上
記被検体の組織性状値を演算する組織性状値演算手段を備えており、
（ｆ）上記血圧測定手段は、上記制御手段から出力された第２の作動信号に基づいて被献
体の血圧を測定し、測定された血圧を上記組織性状演算手段に送信するようにしてあるこ
とを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明の他の形態の超音波診断装置では、
　上記血圧測定手段は、被検体の血圧を測定する血圧測定部と、上記血圧測定部を作動し
て上記被検体の血圧を上記血圧測定部から取得する血圧計制御部を備えており、
　上記制御手段は、上記第２の作動信号に基づいて、上記血圧測定部を作動して上記被検
体の血圧を上記血圧計制御部に取得させるとともに上記組織性状演算手段に送信させるこ
とを特徴とするものである。
【００１４】
　これらの形態の超音波診断装置では、上記血圧測定手段が、上記送受信手段が被検体で
反射された超音波を受信している間又は受信した後、被検体の血圧を測定することが好ま
しい。
【００１５】
　また、上記血圧測定手段は血圧の測定を複数回行って複数の血圧を取得し、取得した複
数の血圧の平均値、または取得した複数の血圧から歪み量取得時の血圧値を推定した値を
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上記組織性状値演算手段に血圧として送信してもよい。
【００１６】
　さらに、上記組織性状値が組織の弾性率であることを特徴とする請求項１～４のいずれ
かに記載の超音波診断装置。
【発明の効果】
【００１７】
　このような構成を備えた超音波診断装置によれば、制御手段からの指令に基づいて非侵
襲型血圧測定手段が血圧を測定し、測定された血圧値が組織性状演算手段に自動的に入力
される。そのため、必要に応じて被検体の血圧を遅滞なく取得して組織性状値を演算でき
るので、被検体の組織性状値を精度よく取得し、診断に有用な情報を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図２】本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図３】本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図４】本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図５】超音波診断装置の表示部に表示される測定結果を示す図。
【図６】位相差から組織追跡を行なう基本動作を説明する図。
【図７】組織追跡波形から歪み量を求める基本動作を説明する図。
【符号の説明】
【００１９】
１００：制御部、１０１：探触子、１０２：送信部、１０３：受信部、１０４：断層画像
処理部、１０５：組織追跡部、１０６：画像合成部、１０７：表示部、１０８：弾性率演
算部、１１１：血圧測定部、１１２：血圧計制御部、１２０、１２１：記憶部。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、添付図面を参照して本発明の具体的な形態を説明する。
【００２１】
　図１および図２は、超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。図示するよう
に、超音波診断装置は、制御手段として制御部１００を有する。図示していないが、キー
ボードやトラックボール、スイッチ、ボタンといったユーザーインターフェース（入力手
段）は、制御部１００に接続されている。被検体（図示しないが、通常は人である。）に
当接して使用される探触子１０１は送信部１０２と受信部１０３に接続されている。送信
部１０２は、制御部１００から超音波発信指令（第１の作動信号）Ｓ１を受信すると、指
定されたタイミングで探触子１０１を駆動する信号を発生して探触子１０１に送信する。
探触子１０１は、送信部１０２から出力された信号に基づいて超音波を発信し、被検体に
照射する。また、探触子１０１は、被検体内部から反射してきた超音波エコーを電気信号
に変換する。
【００２２】
　受信部１０３は、送信部１０２と共に送受信手段を構成しており、被検体内部から反射
してきた受信信号を処理して断層画像処理部１０４と組織追跡部１０５に出力する。図示
しないが、探触子１０１内には超音波と電気信号を相互に変換する複数の圧電変換素子が
配置されており、これらの圧電変換素子を選択し、また圧電変換素子に電圧与えるタイミ
ングを調整し、送受信する超音波の偏向角およびフォーカスを制御する。受信部１０３は
また、受信信号を増幅するとともに、定められた位置（フォーカス）または方向（偏向角
）からの超音波のみを検出する。
【００２３】
　断層画像処理部１０４は、フィルタ、検波器、対数増幅器などからなり、受信部１０３
から送信された信号の主に振幅を解析して、被検体の内部構造を画像化する。画像化され
た画像データは、画像合成部１０６に送信される。また、画像データは、記憶部１２０に
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送信して記憶し、制御部１００からの要求に応じて適宜画像合成部１０６に出力すること
もできる。
【００２４】
　組織追跡部１０５は、図示しない複数の構成、例えば、受信信号を記憶するメモリ、受
信信号間の位相差から上述の式１を用いて超音波の送受信方向に沿う被検体組織の移動量
を求める移動量演算部、移動量を元の位置に加算して移動後の位置を求める位置追跡演算
部を備えており、被検体組織の超音波の送受信方向に沿う動きを追跡し、追跡位置情報（
被検体組織の動きを示す情報）を取得する。組織追跡部１０５で取得された追跡位置情報
は、弾性率演算部１０８に出力される。また、組織追跡部１０５で取得した追跡位置情報
は、記憶部１２１に送信して記憶し、制御部１００からの要求に応じて適宜弾性率演算部
１０８に出力することもできる。
【００２５】
　弾性率演算部１０８は、組織追跡部１０５又は記憶部１２１から送信される追跡位置情
報をもとに、上述の式３に基づいて検査組織の歪み量を計算する。計算した歪み量は、一
時的に記憶部１２１に送信して記憶し、必要に応じて記憶部１２１から取得するようにし
てもよい。弾性率演算部１０８はまた、計算された歪み量と、後述する血圧測定部１１１
から送信される被検体の血圧（血圧値）をもとに、上述の式４に基づいて組織の弾性率を
演算する。弾性率は、弾性率の値を示す数値データ、または弾性率の値を色データに変換
して二次元座標に展開した二次元分布画像データに変換され、画像合成部１０６に送信さ
れる。これら数値データ、画像データは記憶部１２１に記憶されており、必要に応じて画
像合成部１０６に出力することができる。
【００２６】
　画像合成部１０６は、弾性率演算部１０８または記憶部１２１から出力された弾性率の
数値データ又は画像データと、断層画像処理部１０４又は記憶部１２０から出力された画
像データを合成し、その合成画像を画像表示部１０７に出力して表示する。記憶部１２０
は合成画像を記憶することもできる。
【００２７】
　血圧測定部１１１は非侵襲型の血圧測定器を有する。血圧測定器は、例えば、被検体の
上腕部又は手首部に装着される測定部と、測定部の動作を制御する制御部を備えており、
制御部１００から出力される血圧測定指令（第２の作動信号）Ｓ２に基づいて被検体の血
圧（血圧値）を制御部１００で指示されたタイミングで取得し、その血圧値を弾性率演算
部１０８に出力する。
【００２８】
　血圧測定部１１１における血圧測定は、超音波の送受信中に行うことができる。この場
合、血圧測定後、予め設定した時間後、または予め設定された心拍数後に、超音波の送受
信を停止させる。また、血圧測定部１１１は、複数回血圧を測定し、それら複数の測定結
果（血圧値）を平均化処理した値、またはそれら複数の測定結果から歪み量計測時の血圧
を推定した値を、血圧値として弾性率演算部１０８に出力してもよい。そして、弾性率演
算部１０８に提供された血圧値は、記憶部１２１に送信して記憶され、超音波送受信停止
状態（以下「フリーズ状態」という。）で適宜弾性率演算部１０８に取り出して弾性率の
演算に利用される。
【００２９】
　図５は、上述の超音波診断装置を用いて、血管壁の弾性率を計測した結果の一例を表示
した表示部１０７の表示画面である。図５において、表示画面には血管壁のモノクロ断層
画像２００に重畳して、当該部位の弾性率の分布を表す弾性率画像２０１がカラーで表示
される。超音波送受信時（以下「ライブ状態」という。）、従来の超音波診断装置同様に
、モノクロ断層画像２００は数１０フレーム／秒ごとに更新表示され、弾性率画像２０１
は１心拍に１回更新表示される。フリーズ状態で、記憶部１２１から追跡位置情報、歪み
量が読み出され、それをもとに弾性率が再計算される。また、弾性率に時間的に同期した
断層画像が記憶部１２０から読み出され、表示部１０７に表示される。なお、図５におい
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て、符号２０２は断層画像用反射強度スケール、符号２０３は弾性率画像用弾性率スケー
ル、符号２０４は生体信号波形（例えば、心電波形）である。
【００３０】
　フリーズ状態では、過去の弾性率および断層画像を記憶部１２１，１２０から読み出す
ことができる。この場合、弾性率と弾性率に同期した断層画像、または弾性率と弾性率を
算出するために要した心拍期間の断層画像が、記憶部１２１、１２０から読み出されて表
示される。
【００３１】
　このように構成された超音波診断装置、特に血圧測定部１１１の制御について、さらに
詳しく説明する。超音波診断装置では、歪み量の計測が終わり、フリーズ状態になると同
時に外部または内部の血圧計を用いて自動的に血圧を計測する。そして、計測された血圧
値を用いて現在表示されている弾性率値、弾性率画像が補正される。記憶部１２１に記憶
された追跡位置情報または歪み量を読み出して過去に計測した弾性率を更新するとき、最
新の血圧値が利用される。
【００３２】
　また、超音波診断装置では、歪み量計測中に定期的に（すなわち、予め決められた時間
間隔毎に、または予め決められた心拍数毎に）血圧を計測し、常に最新の血圧値を用いて
弾性率を自動的に算出する。なお、定期的に計測している血圧値から血圧の揺らぎを予測
して歪み計測時の血圧を推定することにより、または、複数回計測した血圧値を平均した
血圧を用いることにより、さらに弾性率算出の精度を上げることができる。
【００３３】
　さらに、超音波診断装置では、超音波による計測断面を検者が確定した後、スイッチな
どの操作で血圧を計測し、次いで数心拍にわたって超音波により歪み量を計測して弾性率
を算出してもよい。弾性率計測後に、自動的に超音波送受信を停止するようにしてもよい
。
【００３４】
　さらにまた、超音波送受信停止後に再度血圧を計測し、歪み量を計測する前と後の血圧
値から、線形補間あるいは平均などの演算を用いて推定した血圧値を用いることにより、
さらに弾性率算出の精度を上げることができる。
【００３５】
　以上の説明では、血圧測定部１１１（つまり血圧計）を超音波診断装置内部に設け、制
御部１００と血圧測定部１１１を接続し、制御部１００からの指令に基づいて血圧測定部
１１１を直接制御するものとしたが、図２に示すように、血圧測定部１１１（つまり血圧
計）は超音波診断装置外部に設け、内部には血圧計制御部（血圧取得部）１１２のみを設
け、制御部１００と血圧計制御部１１２を接続し、制御部１００からの指令に基づいて血
圧計制御部１１２が血圧測定部１１１から血圧値を取得するとともに、血圧計制御部１１
２で取得した血圧値を弾性率演算部１０８に出力するようにしてもよい。
【００３６】
　また、以上の説明では、組織性状値として弾性率を例に挙げたが、組織性状値は組織の
粘性率であってもよい。具体的に説明すると、圧力（応力）、歪み、弾性率、粘性率は以
下の式５に示す関係を有する。
【数５】

したがって、この実施形態の場合、図３，４に示すように、粘性率演算部１０８’では、
組織追跡部１０５又は記憶部１２１から送信される追跡位置情報と血液測定部１１１又は
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血圧計制御部１１２から送信される血圧をもとに歪み量εと弾性率Ｅｒを計算するととも
に、これら歪み量εと血圧τから粘性率ηを計算する。粘性率は、弾性率と同様に、数値
データ又は画像データとして画像合成部１０６に送信され、そこで断層画像データと合成
されて表示部１０７に表示される。なお、弾性率と粘性率を同時に表示するようにしても
よい。これにより、診断に有用な情報を同時にさらに多く提供することができる。
【００３７】
　ところで、図１～図４では、超音波診断装置の機能を独立したブロックで示しているが
、例えば、制御部１００、断層画像処理部１０４、組織追跡部１０５、画像合成部１０６
、弾性率算出部１０８、粘性率演算部１０８’などはＣＰＵに組み込まれたソフトウェア
として実現してもよい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成18年10月25日(2006.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】　（ａ）　被検体に超音波を送信すると共に被検体の内部で反射された超音
波を受信する送受信手段と、
（ｂ）　受信した超音波をもとに上記送受信手段が作成した受信信号から被検体内の組織
の動きを追跡する組織追跡手段と、
（ｃ）　被検体の血圧を測定する非侵襲型血圧測定手段と、
（ｄ）　上記送受信手段に第１の作動信号を出力して上記送受信手段を駆動し、上記血圧
測定手段に第２の作動信号を出力して上記血圧測定手段を駆動する制御手段と、
（ｅ）　上記組織追跡手段が追跡した組織の動きと上記血圧測定手段が測定した血圧から
上記被検体の組織性状値を演算する組織性状値演算手段を備えており、
（ｆ）　上記血圧測定手段は、上記制御手段から出力された第２の作動信号に基づいて被
献体の血圧を測定し、測定された血圧を上記組織性状演算手段に送信するようにしてあり
、
　上記血圧測定手段はまた、上記送受信手段が被検体で反射された超音波を受信している
間又は受信した後、被検体の血圧を測定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】　上記血圧測定手段は、被検体の血圧を測定する血圧測定部と、上記血圧測
定部を作動して上記被検体の血圧を上記血圧測定部から取得する血圧計制御部を備えてお
り、
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　上記制御手段は、上記第２の作動信号に基づいて、上記血圧測定部を作動して上記被検
体の血圧を上記血圧計制御部に取得させるとともに上記組織性状演算手段に送信させるこ
とを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】（削除）
【請求項４】　上記血圧測定手段は血圧の測定を複数回行って複数の血圧を取得し、取得
した複数の血圧の平均値、または取得した複数の血圧から歪み量取得時の血圧値を推定し
た値を上記組織性状値演算手段に血圧として送信することを特徴とする請求項１または２
に記載の超音波診断装置。
【請求項５】　上記組織性状値が組織の弾性率であることを特徴とする請求項１、２、４
のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項６】　上記組織性状値が組織の粘性率であることを特徴とする請求項１、２、４
のいずれかに記載の超音波診断装置。
【手続補正書】
【提出日】平成19年3月6日(2007.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）　被検体に超音波を送信すると共に被検体の内部で反射された超音波を受信する送
受信手段と、
（ｂ）　受信した超音波をもとに上記送受信手段が作成した受信信号から被検体内の組織
の動きを追跡する組織追跡手段と、
（ｃ）　被検体の血圧を測定する非侵襲型血圧測定手段と、
（ｄ）　上記送受信手段に第１の作動信号を出力して上記送受信手段を駆動し、上記血圧
測定手段に第２の作動信号を出力して上記血圧測定手段を駆動する制御手段と、
（ｅ）　上記組織追跡手段が追跡した組織の動きと上記血圧測定手段が測定した血圧から
上記被検体の組織性状値を演算する組織性状値演算手段を備えており、
（ｆ）上記血圧測定手段は、上記制御手段から出力された第２の作動信号に基づいて被献
体の血圧を測定し、測定された血圧を上記組織性状演算手段に送信するようにしてあり、
上記血圧測定手段はまた、上記送受信手段が被検体で反射された超音波を受信している間
又は受信した後、被検体の血圧を測定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　上記血圧測定手段は、被検体の血圧を測定する血圧測定部と、上記血圧測定部を作動し
て上記被検体の血圧を上記血圧測定部から取得する血圧計制御部を備えており、
　上記制御手段は、上記第２の作動信号に基づいて、上記血圧測定部を作動して上記被検
体の血圧を上記血圧計制御部に取得させるとともに上記組織性状演算手段に送信させるこ
とを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　上記血圧測定手段は血圧の測定を複数回行って複数の血圧を取得し、取得した複数の血
圧の平均値、または取得した複数の血圧から歪み量取得時の血圧値を推定した値を上記組
織性状値演算手段に血圧として送信することを特徴とする請求項１または２に記載の超音
波診断装置。
【請求項４】
　上記組織性状値が組織の弾性率であることを特徴とする請求項１、２、３のいずれかに
記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　上記組織性状値が組織の粘性率であることを特徴とする請求項１、２、３のいずれかに
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記載の超音波診断装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体組織（例えば、生体組織）の動きを追跡して得られた情報をもとに組
織性状を求める超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波を被検体に発信すると共に被検体の組織で反射された超音波
（反射エコー信号）を受信し、この受信した超音波の強度を輝度に変換することで、被検
体の断層画像を得るものである。また、超音波診断装置の一形態として、反射エコー信号
の位相を解析することにより被検体組織の動きを精密に測定し、その測定結果をもとに被
検体組織の歪み、弾性率や粘性率などの組織性状を求める試みが為されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、反射エコー信号を検波して得られた出力信号の振幅と位相を
用いて、被検体の瞬間的な位置を決定することによって被検体組織の追跡を高精度に行な
い、拍動による大振幅変位運動に重畳している微小振動を捕らえる方法が記載されている
。
【０００４】
　図６を用いて、特許文献１に開示された被検体組織追跡方法を説明する。被検体の同一
方向に対して、時刻ｔ＝０に送信された超音波パルスの受信エコー信号をｙ（ｔ）、時刻
ｔ＝ΔＴに送信された超音波パルスのエコー信号をｙ（ｔ＋ΔＴ）とする。また、ある位
置（深度）ｘにある計測点から反射されたエコーの受信時刻ｔｘは、パルス送信時刻をｔ
＝０とすると、ｔｘ＝ｘ／（Ｃ／２）〔Ｃ：被検体内を伝播する超音波の速度〕で与えら
れる。次に、受信エコー信号ｙ（ｔｘ）とｙ（ｔｘ＋ΔＴ）の位相差をΔθ、受信時刻ｔ
ｘ付近における超音波の中心周波数をｆとすると、この時間ΔＴ内の計測点の移動量Δｘ
は次の式（１）で与えられる。
【数１】

　従って、ΔＴ後の物体Ａの位置ｘ’は次の式（２）で与えられる。

【数２】

【０００５】
　この計算を繰り返すことで、被検体内の特定の計測点の位置を追跡できる。つまり、位
置（深度）ｘ’から反射されたエコーの受信時刻をｔｘ’とすると、受信エコー信号ｙ（
ｔｘ’＋ΔＴ）とｙ（ｔｘ’＋２ΔＴ）の位相差をもとに、式（１）と式（２）から２Δ
Ｔ後の計測点の位置ｘ”を求めることができる。
【０００６】
　特許文献２には、特許文献１の方法をさらに発展させ、心拍による血管壁の内面および
外面の各大振幅変位運動を精密に追跡し、大振幅変位運動に重畳されている微小振動の運
動速度を求め、その差から血管壁の歪み量を計測し、歪み量と血圧差から局所弾性率を求
める方法および、弾性率の空間分布を画像表示する装置が記載されている。
【０００７】
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　図７を参照して、特許文献２に開示された弾性率算出方法を説明する。同文献によれば
、探触子１０１は被検体に対して超音波を照射し、血管、特に動脈からのエコーを受信す
る。血管壁に測定点Ａ，Ｂ（血管の中心軸を含む横断面上にあって該中心軸から径方向に
異なる距離を有する２点）を設定し、測定点Ａ，Ｂからの受信信号を特許文献１に示され
た方法で解析し、測定点Ａ，Ｂの動きを追跡する。ここで、動脈は心拍によって収縮拡張
を繰り返しており、心臓収縮期には血管自体は膨張すると共に、急激に血管壁の厚みが減
少し、心臓拡張期には血管自体は収縮すると共に、ゆっくりと血管壁の厚みが増加する。
そのため、測定点Ａ，Ｂは、追跡波形ＴＡ，ＴＢで示す周期的な挙動を示し、これらの追
跡波形ＴＡ，ＴＢの差から測定点Ａ－Ｂ間の厚み（距離）変化波形Ｗが求まる。
【０００８】
　したがって、厚み変化波形Ｗの変化量をΔＷ、測定点初期化時の基準厚みをＷｓとする
と、測定点Ａ－Ｂ間の歪み量εは式（３）で与えられる。
【数３】

【０００９】
　この歪み量εが血管壁にかかる血圧差ΔＰによりもたらされたものとすると、測定点Ａ
－Ｂ間の弾性率Ｅｒは式（４）で与えられる。
【数４】

　そして、以上の計算を断層画像上の複数点に対して行なうことで、弾性率の分布画像が
得られる。
【特許文献１】特開平１０－５２２６号公報
【特許文献２】特開２０００－２２９０７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献２に示された方法では、血圧値はあらかじめ測定しておいたも
のを検者が超音波診断装置にテンキー等の入力部を通じて手入力している。しかし、測定
から歪み量の計測までには相当な時間差が生じる。例えば、血圧値の入力は１回であるが
、歪み量は数箇所を計測するため、血圧計測と最後の歪み量の計測の間には数分から数十
分の時間差があるし、血圧値は安静時でも刻々と変化する。そのため、弾性率計測の精度
が低下するという問題があった。また、歪み量計測の度に血圧を計測して入力することは
、検者にとって大きな負担であった。なお、特許文献２には、連続血圧計を使用して血圧
値を連続的に取得する方法が示されているが、連続血圧計は動脈内に直接挿入するため、
被検者に過度の負担を強いることになり、非侵襲で且つ簡便であるという超音波診断の利
点を大きく削ぐものであった。
【００１１】
　本発明では、一般的な非侵襲性の血圧計を使用しつつ、精度よく弾性率を計測する装置
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】
【００１２】
　この目的を達成するために、本発明に係る超音波診断装置は、
（ａ）　被検体に超音波を送信すると共に被検体の内部で反射された超音波を受信する送
受信手段と、
（ｂ）　受信した超音波をもとに上記送受信手段が作成した受信信号から被検体内の組織
の動きを追跡する組織追跡手段と、
（ｃ）　被検体の血圧を測定する非侵襲型血圧測定手段と、
（ｄ）　上記送受信手段に第１の作動信号を出力して上記送受信手段を駆動し、上記血圧
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測定手段に第２の作動信号を出力して上記血圧測定手段を駆動する制御手段と、
（ｅ）　上記組織追跡手段が追跡した組織の動きと上記血圧測定手段が測定した血圧から
上記被検体の組織性状値を演算する組織性状値演算手段を備えており、
（ｆ）　上記血圧測定手段は、上記制御手段から出力された第２の作動信号に基づいて被
献体の血圧を測定し、測定された血圧を上記組織性状演算手段に送信するようにしてある
ことを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明の他の形態の超音波診断装置は、
（ａ）　被検体に超音波を送信すると共に被検体の内部で反射された超音波を受信する送
受信手段と、
（ｂ）　受信した超音波をもとに上記送受信手段が作成した受信信号から被検体内の組織
の動きを追跡する組織追跡手段と、
（ｃ）　被検体の血圧を測定する非侵襲型血圧測定手段と、
（ｄ）　上記被検体の血圧を上記血圧測定手段から取得する血圧取得手段と、
（ｅ）　上記送受信手段に第１の作動信号を出力して上記送受信手段を駆動し、上記血圧
取得手段に第２の作動信号を出力して上記血圧測定手段で測定された血圧を取得させる制
御手段と、
（ｆ）　上記組織追跡手段が追跡した組織の動きと上記血圧取得手段が取得した血圧から
上記被検体の組織性状値を演算する組織性状値演算手段を備えており、
（ｇ）　上記血圧取得手段は、上記制御手段から出力された第２の作動信号に基づいて上
記血圧測定手段から被献体の血圧を取得し、取得された血圧を上記組織性状演算手段に送
信するようにしてあることを特徴とするものである。
【００１４】
　これらの形態の超音波診断装置では、上記血圧測定手段が、上記送受信手段が被検体で
反射された超音波を受信している間又は受信した後、被検体の血圧を測定することが好ま
しい。
【００１５】
　また、上記血圧測定手段は血圧の測定を複数回行って複数の血圧を取得し、取得した複
数の血圧の平均値、または取得した複数の血圧から歪み量取得時の血圧値を推定した値を
上記組織性状値演算手段に血圧として送信してもよい。
【００１６】
　さらに、上記組織性状値が組織の弾性率であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１７】
　このような構成を備えた超音波診断装置によれば、制御手段からの指令に基づいて非侵
襲型血圧測定手段が血圧を測定し、測定された血圧値が組織性状演算手段に自動的に入力
される。そのため、必要に応じて被検体の血圧を遅滞なく取得して組織性状値を演算でき
るので、被検体の組織性状値を精度よく取得し、診断に有用な情報を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の具体的な形態を説明する。
【００１９】
　図１および図２は、超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。図示するよう
に、超音波診断装置は、制御手段として制御部１００を有する。図示していないが、キー
ボードやトラックボール、スイッチ、ボタンといったユーザーインターフェース（入力手
段）は、制御部１００に接続されている。被検体（図示しないが、通常は人である。）に
当接して使用される探触子１０１は送信部１０２と受信部１０３に接続されている。送信
部１０２は、制御部１００から超音波発信指令（第１の作動信号）Ｓ１を受信すると、指
定されたタイミングで探触子１０１を駆動する信号を発生して探触子１０１に送信する。
探触子１０１は、送信部１０２から出力された信号に基づいて超音波を発信し、被検体に
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照射する。また、探触子１０１は、被検体内部から反射してきた超音波エコーを電気信号
に変換する。
【００２０】
　受信部１０３は、送信部１０２と共に送受信手段を構成しており、被検体内部から反射
してきた受信信号を処理して断層画像処理部１０４と組織追跡部１０５に出力する。図示
しないが、探触子１０１内には超音波と電気信号を相互に変換する複数の圧電変換素子が
配置されており、これらの圧電変換素子を選択し、また圧電変換素子に電圧与えるタイミ
ングを調整し、送受信する超音波の偏向角およびフォーカスを制御する。受信部１０３は
また、受信信号を増幅するとともに、定められた位置（フォーカス）または方向（偏向角
）からの超音波のみを検出する。
【００２１】
　断層画像処理部１０４は、フィルタ、検波器、対数増幅器などからなり、受信部１０３
から送信された信号の主に振幅を解析して、被検体の内部構造を画像化する。画像化され
た画像データは、画像合成部１０６に送信される。また、画像データは、記憶部１２０に
送信して記憶し、制御部１００からの要求に応じて適宜画像合成部１０６に出力すること
もできる。
【００２２】
　組織追跡部１０５は、図示しない複数の構成、例えば、受信信号を記憶するメモリ、受
信信号間の位相差から上述の式１を用いて超音波の送受信方向に沿う被検体組織の移動量
を求める移動量演算部、移動量を元の位置に加算して移動後の位置を求める位置追跡演算
部を備えており、被検体組織の超音波の送受信方向に沿う動きを追跡し、追跡位置情報（
被検体組織の動きを示す情報）を取得する。組織追跡部１０５で取得された追跡位置情報
は、弾性率演算部１０８に出力される。また、組織追跡部１０５で取得した追跡位置情報
は、記憶部１２１に送信して記憶し、制御部１００からの要求に応じて適宜弾性率演算部
１０８に出力することもできる。
【００２３】
　弾性率演算部１０８は、組織追跡部１０５又は記憶部１２１から送信される追跡位置情
報をもとに、上述の式３に基づいて検査組織の歪み量を計算する。計算した歪み量は、一
時的に記憶部１２１に送信して記憶し、必要に応じて記憶部１２１から取得するようにし
てもよい。弾性率演算部１０８はまた、計算された歪み量と、後述する血圧測定部１１１
から送信される被検体の血圧（血圧値）をもとに、上述の式４に基づいて組織の弾性率を
演算する。弾性率は、弾性率の値を示す数値データ、または弾性率の値を色データに変換
して二次元座標に展開した二次元分布画像データに変換され、画像合成部１０６に送信さ
れる。これら数値データ、画像データは記憶部１２１に記憶されており、必要に応じて画
像合成部１０６に出力することができる。
【００２４】
　画像合成部１０６は、弾性率演算部１０８は記憶部１２１から出力された弾性率の数値
データ又は画像データと、断層画像処理部１０４又は記憶部１２０から出力された弾性画
像を合成し、その合成画像を画像表示部１０７に出力して表示する。記憶部１２０は合成
画像を記憶することもできる。
【００２５】
　血圧測定部１１１は非侵襲型の血圧測定器を有する。血圧測定器は、例えば、被検体の
上腕部又は手首部に装着される測定部と、測定部の動作を制御する制御部を備えており、
制御部１００から出力される血圧測定指令（第２の作動信号）Ｓ２に基づいて被検体の血
圧（血圧値）を制御部１００で指示されたタイミングで取得し、その血圧値を弾性率演算
部１０８に出力する。
【００２６】
　血圧測定部１１１における血圧測定は、超音波の送受信中に行うことができる。この場
合、血圧測定後、予め設定した時間後、または予め設定された心拍数後に、超音波の送受
信を停止させる。また、血圧測定部１１１は、複数回血圧を測定し、それら複数の測定結
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果（血圧値）を平均化処理した値、またはそれら複数の測定結果から歪み量計測時の血圧
を推定した値を、血圧値として弾性率演算部１０８に出力してもよい。そして、弾性率演
算部１０８に提供された血圧値は、記憶部１２１に送信して記憶され、超音波送受信停止
状態（以下「フリーズ状態」という。）で適宜弾性率演算部１０８に取り出して弾性率の
演算に利用される。
【００２７】
　図５は、上述の超音波診断装置を用いて、血管壁の弾性率を計測した結果の一例を表示
した表示部１０７の表示画面である。図５において、表示画面には血管壁のモノクロ断層
画像２００に重畳して、当該部位の弾性率の分布を表す弾性率画像２０１がカラーで表示
される。超音波送受信時（以下「ライブ状態」という。）、従来の超音波診断装置同様に
、モノクロ断層画像２００は数１０フレーム／秒ごとに更新表示され、弾性率画像２０１
は１心拍に１回更新表示される。フリーズ状態で、記憶部１２１から追跡位置情報、歪み
量が読み出され、それをもとに弾性率が再計算される。また、弾性率に時間的に同期した
断層画像が記憶部１２０から読み出され、表示部１０７に表示される。なお、図５におい
て、符号２０２は断層画像用反射強度スケール、符号２０３は弾性率画像用弾性率スケー
ル、符号２０４は生体信号波形（例えば、心電波形）である。
【００２８】
　フリーズ状態では、過去の弾性率および断層画像を記憶部１２１，１２０から読み出す
ことができる。この場合、弾性率と弾性率に同期した断層画像、または弾性率と弾性率を
算出するために要した心拍期間の断層画像が、記憶部１２１、１２０から読み出されて表
示される。
【００２９】
　このように構成された超音波診断装置、特に血圧測定部１１１の制御について、さらに
詳しく説明する。超音波診断装置では、歪み量の計測が終わり、フリーズ状態になると同
時に外部または内部の血圧計を用いて自動的に血圧を計測する。そして、計測された血圧
値を用いて現在表示されている弾性率値、弾性率画像が補正される。記憶部１２１に記憶
された追跡位置情報または歪み量を読み出して過去に計測した弾性率を更新するとき、最
新の血圧値が利用される。
【００３０】
　また、超音波診断装置では、歪み量計測中に定期的に（すなわち、予め決められた時間
間隔毎に、または予め決められた心拍数毎に）血圧を計測し、常に最新の血圧値を用いて
弾性率を自動的に算出する。なお、定期的に計測している血圧値から血圧の揺らぎを予測
して歪み計測時の血圧を推定することにより、または、複数回計測した血圧値を平均した
血圧を用いることにより、さらに弾性率算出の精度を上げることができる。
【００３１】
　さらに、超音波診断装置では、超音波による計測断面を検者が確定した後、スイッチな
どの操作で血圧を計測し、次いで数心拍にわたって超音波により歪み量を計測して弾性率
を算出してもよい。弾性率計測後に、自動的に超音波送受信を停止するようにしてもよい
。
【００３２】
　さらにまた、超音波送受信停止後に再度血圧を計測し、歪み量を計測する前と後の血圧
値から、線形補間あるいは平均などの演算を用いて推定した血圧値を用いることにより、
さらに弾性率算出の精度を上げることができる。
【００３３】
　以上の説明では、血圧測定部１１１（つまり血圧計）を超音波診断装置内部に設け、制
御部１００と血圧測定部１１１を接続し、制御部１００からの指令に基づいて血圧測定部
１１１を直接制御するものとしたが、図２に示すように、血圧測定部１１１（つまり血圧
計）は超音波診断装置外部に設け、内部には血圧計制御部１１２のみを設け、制御部１０
０と血圧計制御部１１２を接続し、制御部１００からの指令に基づいて血圧計制御部１１
２が血圧測定部１１１から血圧値を取得するとともに、血圧計制御部１１２で取得した血
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圧値を弾性率演算部１０８に出力するようにしてもよい。
【００３４】
　また、以上の説明では、組織性状値として弾性率を例に挙げたが、組織性状値は組織の
粘性率であってもよい。具体的に説明すると、圧力（応力）、歪み、弾性率、粘性率は以
下の式５に示す関係を有する。
【数５】

したがって、この実施形態の場合、図３，４に示すように、粘性率演算部１０８’では、
組織追跡部１０５又は記憶部１２１から送信される追跡位置情報と血液測定部１１１又は
血圧計制御部１１２から送信される血圧をもとに歪み量εと弾性率Ｅｒを計算するととも
に、これら歪み量εと血圧τから粘性率ηを計算する。粘性率は、弾性率と同様に、数値
データ又は画像データとして画像合成部１０６に送信され、そこで断層画像データと合成
されて表示部１０７に表示される。なお、弾性率と粘性率を同時に表示するようにしても
よい。これにより、診断に有用な情報を同時にさらに多く提供することができる。
【００３５】
　ところで、図１～図４では、超音波診断装置の機能を独立したブロックで示しているが
、例えば、制御部１００、断層画像処理部１０４、組織追跡部１０５、画像合成部１０６
、弾性率算出部１０８、粘性率演算部１０８’などはＣＰＵに組み込まれたソフトウェア
として実現してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図２】本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図３】本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図４】本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置のブロック図。
【図５】超音波診断装置の表示部に表示される測定結果を示す図。
【図６】位相差から組織追跡を行なう基本動作を説明する図。
【図７】組織追跡波形から歪み量を求める基本動作を説明する図。
【符号の説明】
【００３７】
１００：制御部、１０１：探触子、１０２：送信部、１０３：受信部、１０４：断層画像
処理部、１０５：組織追跡部、１０６：画像合成部、１０７：表示部、１０８：弾性率演
算部、１１１：血圧測定部、１１２：血圧計制御部、１２０、１２１：記憶部。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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