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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者から計測した電位および磁場の少なくとも一方の情報に基づき当該被験者の心臓
内の電気現象を解析して表示する心臓内電気現象の診断装置において、
　前記電位および磁場の少なくとも一方の情報に基づき前記心臓内の興奮伝播過程の分布
情報と前記心臓の心筋各部位における心拍周期にわたる電気生理的活動の大きさを反映し
た心筋電気活動量の分布情報との両方を一つの解析方法によって解析する解析手段と、
　この解析手段により解析された前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分
布情報とを視覚化する視覚化手段と、を備え、
　前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とで
それぞれ画像データを生成し、それらを位置合わせした画像を視覚化する手段であること
を特徴とする心臓内電気現象の診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の発明において、
　前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報との
うち一方について等高線画像データを生成し、他方について濃淡画像データまたはカラー
画像データを生成する手段である心臓内電気現象の診断装置。
【請求項３】
　請求項１記載の発明において、
　前記興奮伝播過程の分布情報は興奮伝達時刻の分布、興奮伝播速度の分布、及び興奮到
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達時刻の湧き出しの分布の内の少なくとも１つであり、前記前記心筋電気活動量の分布情
報は、活動電位振幅、心室内の導電率分布、及び電流ダイポール密度（導電率と活動電位
振幅の積）の内の少なくとも１つである心臓内電気現象の診断装置。
【請求項４】
　請求項１記載の発明において、
　前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とを
、視覚化装置による異なる視覚化領域または同一の視覚化領域に表す手段である心臓内電
気現象の診断装置。
【請求項５】
　請求項４記載の発明において、
　前記視覚化装置は、電子モニタ、印刷装置、およびフィルムによるイメージング装置の
内の少なくとも１つである心臓内電気現象の診断装置。
【請求項６】
　請求項４記載の発明において、
　前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とを
、同一の前記視覚化装置の同一の視覚化領域に分割して視覚化する手段である心臓内電気
現象の診断装置。
【請求項７】
　請求項４記載の発明において、
　前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とを
、同一の前記視覚化装置の同一の視覚化領域に重畳して視覚化する手段である心臓内電気
現象の診断装置。
【請求項８】
　被験者から計測した電位および磁場の少なくとも一方の情報に基づき当該被験者の心臓
内の電気現象を解析して表示する心臓内電気現象の診断方法において、
　前記電位および磁場の少なくとも一方の情報に基づき前記心臓内の興奮伝播過程の分布
情報と前記心臓の心筋各部位における心拍周期にわたる電気生理的活動の大きさを反映し
た心筋電気活動量の分布情報との両方を一つの解析方法によって解析し、この解析された
前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とからそれぞれ画像データ
を生成し、それらを位置合わせした画像を視覚化することを特徴とした心臓内電気現象の
診断方法。
【請求項９】
　請求項８記載の発明において、
　前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とのうち一方について等
高線画像データを生成し、他方について濃淡画像データまたはカラー画像データを生成す
る心臓内電気現象の診断方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被験者の心臓から発生する磁場または電位を計測し、その計測値　（心磁図ま
たは心電図と呼ばれる）を解析して表示する心臓内電気現象の診断装置およびその現象の
表示方法に関し、とくに、読影の容易化、心疾患への適用の広範囲化を考慮した解析結果
の表示の改善に関する。
【０００２】
なお、本発明において、心臓内電気現象は、心臓内の興奮伝播過程としての心筋の興奮到
達時刻、または興奮伝播速度などで表される量、及び、心筋電気活動量としての活動電位
振幅、心室内の導電率分布、電流ダイポール密度（導電率と活動電位振幅の積）などで表
される量に基づく心臓興奮伝播過程として捉えられる。
【０００３】
【従来の技術】
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従来、被験者の胸部の電位や磁場の計測値から心臓内の電気現象を解析して表示する場合
、その解析結果は、典型的には、シングルダイポール表示法、電流源分布表示法、および
興奮到達時刻分布表示法に拠り表示されている。
【０００４】
シングルダイポール表示
従来最も一般的に使用されている表示法が、このシングルダイポール表示法である。電位
または磁場の計測値から心臓内の電気現象を解析する装置において、従来の最も一般的な
解析法は、電位または磁場の発生源が心臓内で単一の電流ダイポール（または、これに類
する複数の電流ダイポール）であると近似的に仮定し、その電流ダイポールの位置、向き
、大きさを推定する方法であるから、シングルダイポール表示法はこの推定法を直接踏襲
したものである。この表示法では、推定値（すなわち、単一の電流ダイポールの位置、向
き、大きさ）は矢印などの記号を用いて表示される。
【０００５】
電流ダイポールの位置、向き、大きさの推定値は、活動している心筋の場合、各々の時刻
（時相）により異なる。このため、ある期間にわたって電位または磁場の分布を解析する
と、その解析結果は、その期間内の電流ダイポールの軌跡として得られ、その軌跡が表示
される。
【０００６】
具体的には、ΜＲＩ（磁気共鳴イメージング）やＸ－ＣＴ（Ｘ線コンピュータ断層撮影）
などのモダリティから得られた断層画像上に、心臓内の電流ダイポールの推定位置を矢印
などの記号で表示して、推定位置を明確化する態様が一般的である。図６５はこの表示方
法を模式的に表したものである。同図は電流ダイポールの推定位置が心室中隔にある場合
を示しており、推定電流ダイポールの軌跡が時刻１から時刻４までの矢印として表示され
ている。
【０００７】
しかし、単一の電流ダイポールで近似できるのは、ＱＲＳ初期に対応する期間の電流源や
、心室期外収縮のときの初期の期間に対応する電流源など、限られた場合である。一般に
は心臓内の電流源は広がりを持っているから、単一の電流ダイポールでそのような広がり
のある電流源を的確に表現するのは困難であるという背景がある。したがって、このよう
な単一の電流ダイポールに基づく表示方法は、実際上、ＷＰＷ症候群の副伝導路の推定や
心室期外収縮の早期興奮部位の検査などの限られた検査にしか適用できず、心筋梗塞や不
整脈など他の多くの疾患に対して適用困難な状況にあった。つまり、臨床的応用範囲が狭
く、特殊な疾患に限られていた。
【０００８】
従来技術２：電流源分布表示
また別の表示法として、電流源分布表示法が試みられている。この電流源表示法は、各時
刻（時相）の電位または磁場の分布の発生源は心臓内に分布する電流ダイポールであると
近似して推定し、推定された電流ダイポールの分布データを、例えばカラー表示する手法
である。この推定法の場合、心室の特定の断面における各時刻の電位または磁場の分布に
ついて、それぞれ異なる電流ダイポールの分布データの組が得られる。図６６は、ある期
間の３つの時刻１～３における電流ダイポール密度の分布を濃淡像で表示する例を模式的
に示したものである。これにより、シングルダイポール表示法では困難であった状況のか
なりの部分を克服できる。
【０００９】
同図の例の場合、心室の特定断面のみの電流ダイポール密度の分布を表示しているが、一
般には多面的に診断する必要があるなどの要請から、異なる複数種類の断面での表示が要
求されている。また、この電流源分布表示法に基づく表示画像から心筋梗塞や不整脈など
様々な疾患を診断することはできるが、電流ダイポールの分布の時間推移を観察するには
、多数枚の画像を表示する必要がある。したがって、これらの状況に鑑みると、読影者は
通常、多数枚の画像の読影を余儀なくされ、モニタ画面が１つまたは少数のときは画像を
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スクロールするなどの画面切換の操作が必要になる。この画面切換により読影情報（患部
位置など）も途切れがちになり、読影精度に影響を及ぼす。また、画面切換は、その操作
が非常に煩わしく、また操作労力も大きくなる。モニタ画面が複数設置されている読影装
置であっても、別々の画面に表示されている画像を読影するには、読影作業労力は大きい
。したがって、読影能率が低下するという問題があった。
【００１０】
また、この表示法による画像は、分解能が低く、有用な診断情報を得ることが難しいとい
う問題もあった。
【００１１】
興奮到達時刻分布表示法
さらに別の表示法として、興奮到達時刻分布表示法と呼ばれる表示法が知られている。こ
の表示法の一例は、「電気学会論文誌Ａ，Ｖ０ｌ．１１６－Ａ，Ｎｏ．８，１９９６，６
９８－７０４ページ」に示されている。同論文によれば、測定した心磁図を解析して心室
内の興奮到達時刻分布を求め、これにより得た興奮到達時刻の分布を表示した例が報告さ
れている。また、この表示法の別の例が、“H.Roozen et al.: Computing the activatio
n sequence at the ventricu- lar heart surface from body surface potentials, Medi
cal & Biological Engineering & Computing, May, 198”で報告されている。同論文によ
れば、体表面の心電図のＱＲＳ波形から、心室表面の興奮到達時刻の分布を推定し、推定
した結果が表示されている。
【００１２】
この興奮到達時刻分布表示法の場合、心筋の興奮の伝播過程のみを表示したものである。
このため、例えば脚ブロックやＷＰＷ症候群、心室期外収縮などの興奮伝播の異常であっ
て、心筋の活動電位の低下を伴わない異常は、この表示画像から判別することは可能であ
る。これに対し、心筋梗塞や心筋虚血など、興奮伝導の障害よりも、活動電位振幅の低下
の方に顕著な異常をきたす疾患の場合、かかる表示法に基づく画像からは判別が困難であ
るという問題があった。つまり、臨床的な応用範囲が限られていた。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した従来の種々の表示法が抱える困難な状況に鑑みてなされてもので、そ
の目的は、単に興奮伝播の異常のみを伴う疾患に止まらず、不整脈や心筋梗塞、心筋虚血
など、活動電位振幅が低下する疾患までも含む広範囲な心臓疾患を、操作および読影の労
少なく、迅速に、かつ精度良く判別可能にすることである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明で言及する心臓内電気現象を表す１つの量である心筋電気活動量は、心筋の活動電
位の立上がりの時相における活動電位の振幅値、心筋の導電率の分布、それら両者の積で
ある電流ダイポール密度の絶対値、またはそれらの量に関連する量の総称であり、活動電
位の瞬時値のような各時刻における値ではなく、心筋各部位における各心拍の電気活動の
大きさを表す量である。
【００１５】
　上記種々の目的を達成するため、本発明に基づく心臓内電気現象の診断装置は、その１
つの側面として、被験者から計測した電位および磁場の少なくとも一方の情報に基づき当
該被験者の心臓内の電気現象を解析して表示する診断装置であり、前記電位および磁場の
少なくとも一方の情報に基づき前記心臓内の興奮伝播過程の分布情報と前記心臓の心筋各
部位における心拍周期にわたる電気生理的活動の大きさを反映した心筋電気活動量の分布
情報との両方を一つの解析方法によって解析する解析手段と、この解析手段により解析さ
れた前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とを視覚化する視覚化
手段と、を備え、前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量
の分布情報とでそれぞれ画像データを生成し、それらを位置合わせした画像を視覚化する
手段であることを特徴とする。
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【００１６】
　好適には、前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分
布情報とのうち一方について等高線画像データを生成し、他方について濃淡画像データま
たはカラー画像データを生成する手段である。例えば、前記興奮伝播過程の分布情報は興
奮伝達時刻の分布、興奮伝播速度の分布、及び興奮到達時刻の湧き出しの分布の内の少な
くとも１つであり、前記前記心筋電気活動量の分布情報は、活動電位振幅、心室内の導電
率分布、及び電流ダイポール密度（導電率と活動電位振幅の積）の内の少なくとも１つで
ある。
【００１７】
例えば、前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情
報とを、視覚化装置による異なる視覚化領域または同一の視覚化領域に表す手段である。
一例として、前記視覚化装置は、電子モニタ、印刷装置、およびフィルムによるイメージ
ング装置の内の少なくとも１つである。
【００１８】
また例えば、前記視覚化手段は、前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分
布情報とを、同一の前記視覚化装置の同一の視覚化領域に分割して視覚化する手段である
。
【００２０】
　また本発明の別の側面は、被験者から計測した電位および磁場の少なくとも一方の情報
に基づき当該被験者の心臓内の電気現象を解析して表示する心臓内電気現象の診断方法で
あり、前記電位および磁場の少なくとも一方の情報に基づき前記心臓内の興奮伝播過程の
分布情報と前記心臓の心筋各部位における心拍周期にわたる電気生理的活動の大きさを反
映した心筋電気活動量の分布情報との両方を一つの解析方法によって解析し、この解析さ
れた前記興奮伝播過程の分布情報と前記心筋電気活動量の分布情報とからそれぞれ画像デ
ータを生成し、それらを位置合わせした画像を視覚化することを特徴とする。
【００２１】
本発明のそのほかの特徴および効果は、以下に説明する発明の実施の形態および添付の図
面により明らかになる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２３】
第１の実施の形態
第１の実施の形態に係る心臓内電気現象診断装置を図１～図１６を参照して説明する。
【００２４】
この心臓内電気現象診断装置は、図１に示す如く、データ入力用の電気現象計測装置１１
、センサ位置計測装置１２、および心臓モデル作成装置１３、データ演算処理用のコンピ
ュータ装置１４、データ出力用のモニタ１５およびプリンタ１６、ならびに操作パネル１
７を備える。コンピュータ装置１４は、演算用のＣＰＵ２０、各種のメモリ２１などを備
えている。
【００２５】
電気現象計測装置１１は電位分布・磁場分布計測手段として機能する。この電気現象計測
装置１１は、心臓から発生した電位あるいは磁場を計測する。電位計測の場合、この計測
装置１１は心電図用電極、増幅器、およびＡ／Ｄ変換器で構成される。磁場計測の場合は
、典型的には、超伝導量子干渉素子（ＳＱＵＩＤ）を用いた磁場センサで構成される。電
位あるいは磁場の測定点は多チャンネル化されており、例えば、胸面上の４０点から１０
０点程度の多点で成る。計測された各チャネルの波形信号は計測装置１１のΑ／Ｄ変換器
によりデジタルデータに変換され、コンピュータ装置１４に転送される。
【００２６】
また、心臓モデル作成装置１３は、ＭＲＩやＣＴなどのモダリティから得た断層像を利用
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して患者個々の心臓の形状、位置、および向きを計測し、それを元に心室形状モデルのデ
ータを作成してコンピュータ装置１４に送る。
【００２７】
図３は作成した心室形状モデルの例である。この心室形状モデルは多数の４面体の組み合
せで構成されている。この心臓モデル作成装置１３の場合、心室の長軸方向の長さ、左心
室の短軸方向の外径、左心室壁厚、右心室壁厚、中隔と右心室の隙間の幅などのパラメー
タを指定することで、装置が自動的に４面体に分割した心室形状モデルを作成できる。パ
ラメータの指定具合に応じて任意の細かさの四面体で分割したモデルを作成できる。なお
、図３の例では多数の４面体で心室形状が表現されているが、５面体や６面体などの別の
多面体により心室形状モデルを作成するようにしてもよい。
【００２８】
このように作成した心室形状モデルを、ＭＲＩなどのモダリティで測定した心臓位置に並
行移動し、測定した心臓の向きまで回転させることにより、被検体の胴体中の実際の心臓
と同じ位置関係で設定することができる。
【００２９】
センサ位置計測装置１２は、電位測定用の電極あるいは磁場計測用の磁場センサの位置を
測定し、心室形状モデルと各電極あるいは磁場センサとの位置関係を求めるようになって
いる。
【００３０】
例えば、ＭＲＩ撮影時に電極の位置にマーカを取り付けて撮影し、ＭＲＩ画像上でマーカ
ーの位置を指定して各電極の位置を求める。あるいは、心磁図計測時に、胸部数点の位置
に磁場発生コイルを取り付け、その磁場を計測・解析して各磁場発生コイルの位置と各セ
ンサ間の位置関係を測定し、次に磁場発生コイルの位置にマーカを取り付け、ＭＲＩ画像
上のマーカの位置を指定し、それを元に各センサの座標を座標変換して、胴体に対する各
センサの位置を求める。このように測定した各電極あるいは磁場センサの位置はコンピュ
ータ装置１４に送られ、興奮到達時刻分布および心筋電気活動量分布の解析に必要なデー
タとなる。
【００３１】
ＣＰＵ２０はメモリ２１に予め格納してあるプログラムに沿って所定の処理を実行する。
この処理の概要は図２に示すようである。つまり、ＣＰＵ２０は、計測装置１１、１２お
よび作成装置１３の出力信号を入力するステップＳ１、電気現象計測装置１１の計測信号
を処理するステップＳ２と、処理された信号に基づき興奮到達時刻および心筋電気活動量
を解析するステップＳ３と、解析結果を用いて表示画像データを作成するステップＳ４と
、作成した画像データを出力するステップＳ５とを実行する。この表示画像データの作成
ステップＳ４が本発明の特徴の一つを成す。
【００３２】
信号処理のステップＳ２では、ＣＰＵ２０は、計測装置１１からの計測信号に雑音除去な
どのフィルタ処理を施こすとともに、その計測信号の内、心電図または心磁図のＱＲＳ期
間に相当する波形信号を抽出する。解析のステップＳ３では、ＣＰＵ２０は、ステップＳ
２で信号処理されたＱＲＳ期間中の心電図あるいは心磁図のデータと、心臓モデル作成装
置１３で作成した心室形状モデルのデータ、センサ位置計測装置１２で計測したセンサ位
置データを元に、心臓内の興奮到達時刻および心筋電気活動量の分布を従来周知の手法で
演算する。心筋電気活動量はここでは活動電位振幅、導電率、または導電率と活動電位振
幅の積である電流ダイポール密度のいずれかである。
【００３３】
ステップＳ４は表示画像構成手段として機能する。すなわち、この処理において、ＣＰＵ
２０は、ステップＳ３における興奮到達時刻分布と心筋電気活動量分布の解析結果に種々
の処理を施して画像データを作成し、術者、検査者、患者などがより見易いまたは理解し
易い解析結果の画像を提示する。
【００３４】
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次いで、ＣＰＵ２０はステップＳ５にて、ステップＳ４にて作成した画像データ、すなわ
ち解析結果をモニタ１５および／またはプリンタ１６に出力する。モニタ１５は例えばＣ
ＲＴディスプレイや液晶ディスプレイから成る。プリンタ１６は紙やフィルムに画像を印
刷する装置である。この結果、モニタ１５および／またはプリンタ１６には、解析結果を
見易くまたは理解し易く加工した画像が表示される。
【００３５】
以下に、ＣＰＵ２０が上述のステップＳ４，Ｓ５にて実行する種々の画像データ作成およ
びその出力の例を説明する。なお、本実施形態では、１種類の心臓内電気現象を表示する
様々な例を示す。種々の表示例の中からどの表示を行わせるかは、ＣＰＵ２０により、操
作パネル１７から送出されてきたオペレータの操作情報に基づき決定されるようになって
いる。
【００３６】
第１の表示例
第１の表示例は、心室形状モデルの断面図上に興奮到達時刻の分布を等時線図（同一時刻
にて興奮する点を結んだ線図）として表示する例である。
【００３７】
この表示を実行させるため、ＣＰＵ２０は、図４に示す如く、図２のステップＳ４に相当
する処理として、興奮到達時刻の分布としての等時線図データの作成（ステップＳ４ａ）
、心室断面の輪郭データの作成（ステップＳ４ｂ）、興奮到達時刻の極小値および極大値
のデータの作成（ステップＳ４ｃ）、および表示データの準備（ステップＳ４ｄ）を順次
行う。
【００３８】
前提条件として、心室形状モデルはＮ個の頂点を有するＭ個の四面体から構成されており
、Ｎ個の点の興奮到達時刻は与えられているとする。さらに、この心室形状モデルの輪郭
はＬ個の３角形により構成されているとする。
【００３９】
いま、図３に示すＸ，Ｙ，Ｚ軸の直交座標系において、心室の表示したい断面（表示断面
）はＺ軸方向のｚ＝０の位置におけるＸＹ断面であるとし、この断面に等時線図を重ねて
表示する画像データを作成する。ここでの四面体の頂点数Ｎ＝４とし、この４つの頂点で
の興奮到達時刻が図５に示す如く、ｔｌ，ｔ２，ｔ３，ｔ４であるとする。
【００４０】
上記ステップＳ４ａで実行される等時線図データの作成処理のアルゴリズムの一例を図６
に示す。このアルゴリズムは、ある四面体の時刻Ｔにおける等時線図の作成手順を、時刻
Ｔの値を変えて複数回、同一処理を繰り返し、さらに全ての四面体にわたって同じ処理を
繰り返すものである。
【００４１】
これを詳述すると、ＣＰＵ２０は、最初に、四面体それぞれの各頂点の座標がｚ＝０のＸ
Ｙ面である表示断面上に位置するように、それらの頂点座標を座標変換する（ステップＳ
１１）。次いで、ＣＰＵ２０は心室形状を構成する複数の四面体の中から１つの四面体を
選択し（ステップＳ１２）、さらに時刻Ｔを所定値（例えば１０ｍｓ）に設定する（ステ
ップＳ１３）。
【００４２】
次いで、ＣＰＵ２０は、時刻に関してｔｉ´＝ｔｉ－Ｔ（ｉ＝１，２，３，４）の変換を
行う（ステップＳ１４）。これにより、以降、ｔｉ´＝０の等時線図を表示することを考
えればよい。
【００４３】
次いで、いま与えられている四面体について、４つの頂点のｚ座標値ｚｉ（ｉ＝１～４）
が正の値である頂点数を数える（ステップＳ１５）。この頂点数は０から４の整数値を採
り得る。そこで、次のステップで、ｚｉ＞０となる頂点数を判定する（ステップＳ１６）
。
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【００４４】
この判定において、ｚｉ＞０となる頂点数＝０個または４個である場合、かかる四面体は
Ｚ軸のプラス側またはマイナス側のいずれか一方に範囲にのみ属している。つまり、この
四面体はｚ＝０となる表示断面には交わらないので、目的とする等時線図には関与しない
（描画する必要がない）。したがって、ＣＰＵ２０は画像データ作成処理をパスして、直
接にステップＳ１７およびステップＳ１８の判定に移行する。この画像データ作成処理が
目的とする所定範囲の時刻全てについて完了したか否かを判断し（ステップＳ１７）、こ
の判断でＹＥＳとなるときは、全ての四面体についてこの作成処理が完了したか否かを判
断する（ステップＳ１８）。まだ作成処理に付していない時刻Ｔが残っている場合（ステ
ップＳ１７，ＮＯ）、前述したステップＳ１３の処理に戻り、また、まだ残っている四面
体がある場合（ステップＳ１８，ＮＯ）、前述したステップＳ１２の処理に戻る。
【００４５】
上記ステップＳ１６の判定において、ｚｉ＞０となる頂点数＝１個または３個となる場合
、図７に示す如く、ｚ＝０の表示断面と交わる、四面体内の断面は３角形になる。そこで
、ＣＰＵ２０は、この四面体内の３角形断面を規定する３つの頂点ｐ１，ｐ２，ｐ３を求
め（ステップＳ１９）、その３つの頂点ｐ１，ｐ２，ｐ３の興奮到達時刻ｔｌ”，ｔ２”
，ｔ３”を線形補間により求める（ステップ２０）。その後、この３角形の３つの辺ｐ１
－ｐ２，ｐ２－ｐ３，ｐ３－ｐ１の上で興奮到達時刻が０になる点を線形補間により求め
、その数が０個であれば、この三角形は等時線描画の必要はないので終了し、もし２個で
あれば、この２点を線分で結んで等時線図を描画する線分データを生成する（ステップＳ
２１）。この後、前述したステップＳ１７，Ｓ１８の処理を繰り返す。
【００４６】
さらに、上記ステップＳ１６の判定において、ｚｉ＞０となる頂点数＝２個となる場合、
図８に示す如く、ｚ＝０の表示断面と交わる、四面体内の断面は４角形になる。そこで、
ＣＰＵ２０は、この四面体内の４角形断面を規定する４つの頂点ｐ１，ｐ２，ｐ３，ｐ４
を求める（ステップＳ２２）。次に、４つの線分ｐ１－ｐ２，ｐ２－ｐ３，ｐ３－ｐ４，
ｐ４－ｐ１の内のいずれか２つの線分がｚ＝０の断面に交差するかどうかを判断し、交差
する場合、頂点ｐ１，ｐ２，ｐ３，ｐ４の順番を並べ替え、ｐ１，ｐ２，ｐ３，ｐ４が４
角形になるようにする（ステップＳ２３）。次に、４つの頂点ｐ１，ｐ２，ｐ３，ｐ４の
興奮到達時刻ｔｌ”，ｔ２”，ｔ３”，ｔ４”を線形補間により求める（ステップ２４）
。その後、この４角形の４つの辺ｐ１－ｐ２，ｐ２－ｐ３，ｐ３－ｐ４，ｐ４－ｐ１の上
で興奮到達時刻が０になる点を線形補間により求め、その数が０個であれば、この４角形
は等時線描画の必要はないので終了し、もし２個であれば、この２点を線分で結んで等時
線図を描画する線分データを生成する（ステップＳ２５）。この後、前述したステップＳ
１７，Ｓ１８の処理を繰り返す。
【００４７】
さらに、図４のステップＳ４ｂにて、ＣＰＵ２０は心室形状モデルの輪郭データを作成す
る。具体的には、モデルの輪郭として与えられている複数Ｌ個の３角形のそれぞれとｚ＝
０の表示断面との交線を求め、この交線を線分データとして作成する。
【００４８】
さらにまた、図４のステップＳ４ｃにて、ＣＰＵ２０は、興奮到達時刻の極小値および極
大値と、それらの値を呈する位置とを以下のように求める。この極小値は興奮到達時刻の
２次元マップ上で周りのどの時刻よりも速い時刻であり、反対に極大値はその２次元マッ
プ上で周りのどの時刻よりも遅い時刻である。
【００４９】
この演算は具体的には、四面体内で興奮到達時刻が線形に変化すると仮定して行う。これ
により、極小値あるいは極大値は４面体の頂点上にしか存在しないことになる。ある頂点
の興奮到達時刻が、その頂点を共有する四面体の他の全ての頂点の興奮到達時刻よりも大
きければ、興奮到達時刻はその頂点上で極小値をとる。また、ある頂点の興奮到達時刻が
、その頂点を共有する四面体の他の全ての頂点の興奮到達時刻よりも小さければ、興奮到



(9) JP 4208275 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

達時刻はその頂点において極大値をとる。ＣＰＵ２０は、このアルゴリズムにしたがって
極小値、極大値の判断を全ての四面体について繰り返し、かつ、比較する。これにより、
極小値および極大値ならびにそれらの値を呈する位置を特定する。
【００５０】
これらの一連の処理が済むと、ＣＰＵ２０は、ステップＳ４ａ～Ｓ４ｃで演算したデータ
を表示フレーム毎の２次元マップデータに合成してメモリに格納する（ステップＳ４ｄ）
。このデータ合成において、興奮到達時刻の等時線を示す時間数値データ、極小値および
極大値を示す矢印のグラフィックデータならびにその時間数値データも重畳される。
【００５１】
このように準備された２次元マップデータは、コンピュータ装置１４からモニタ５および
／またはプリンタ１６に出力される（図２、ステップＳ５）。
【００５２】
この結果、モニタ５および／またはプリンタ１６には図９に示す如く、心室断面上に興奮
到達時刻分布を表す等時線図が重畳して表示される。つまり、一定の時刻毎（図の例では
１０，２０，…，６０ｍｓなど）に興奮する心室位置を線で結んで示した等時線図が表示
される。加えて、この線図の適宜な位置には等時線の各線の興奮到達時刻が１０ｍｓ、２
０ｍｓ，…などと併記される。さらに加えて、興奮到達時刻が極小値および極大値をとる
位置を矢印で示し、かつその到達時刻も併記される。これらの表示情報の追加により、定
量的な読影を行い易くなり、読影者や診断者の負担を軽減することができる。
【００５３】
第２の表示例
第２の表示例は、心室形状モデルの断面図上に興奮到達時刻の分布をカラーの階調像また
は白黒の濃淡像で表示し、合わせて等時線図を重畳させる表示例である。
【００５４】
ＣＰＵ２０は、この第２の表示を行うと判断すると、図１０に示す如く、図２のステップ
Ｓ４に相当する処理として、興奮到達時刻の等時線図データの作成　（ステップＳ４ｅ）
、興奮到達時刻の分布を表すカラー階調像データの作成（ステップＳ４ｆ）、心室断面の
輪郭データの作成（ステップＳ４ｇ）、および表示データの準備（ステップＳ４ｈ）を順
次行う。この内、ステップＳ４ｅ，Ｓ４ｇでは前述したＳ４ａ，Ｓ４ｂと同じ処理が行わ
れる。
【００５５】
ステップＳ４ｆで実施するＣＰＵ２０の処理の概略を図１１に示す。この処理は、興奮到
達時刻の分布データをＮ種類のカラー（色相）Ｃｉ（ｉ＝１…Ｎ）に振り分ける手順を示
す。最初にパラメータｉ＝１に設定し（ステップＳ３１）、次いでｉ≦Ｎか否かを判断す
る（ステップＳ３２）。この判断でＹＥＳ、すなわちｉ≦Ｎのときは、２次元分布を成す
各興奮到達時刻がＴｉ以上である位置（画素）にカラーＣｉのデータが割り当てられる。
これを２次元の各位置（画素）毎に繰り返す（ステップＳ３３）。このカラーＣｉの割り
当てが終わると、パラメータｉがｉ＝ｉ＋１に更新され（ステップＳ３４）、ステップＳ
３２の判断に戻される。
【００５６】
この判断が依然としてＹＥＳになるときは、今度は、各興奮到達時刻がＴｉ＋１以上であ
る位置（画素）にカラーＣｉ＋１のデータを割り当てられる。これを２次元の各位置（画
素）毎に繰り返す（ステップＳ３３）。これにより、興奮到達時刻Ｔがそのしきい値Ｔｉ
からＴｉ＋１の間に入る領域（位置＝画素の集合）にカラーＣｉが表示用として割り当て
られる。ステップＳ３３の処理がもう一度繰り返されたときには、興奮到達時刻Ｔがその
しきい値Ｔｉ＋１からＴｉ＋２の間に入る領域（位置＝画素の集合）にカラーＣｉ＋１が
表示用として割り当てられる。
【００５７】
以上、この一連の処理がｉ＞Ｎとなるまで繰り返される。この結果、２次元分布の興奮到
達時刻の各位置（画素）が時刻Ｔｉ，…，ＴN をしきい値として振り分けられ（通常、不



(10) JP 4208275 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

規則な帯状の幅を持つ領域になる）、この振り分けられた領域それぞれに異なるＮ種類の
カラーデータが割り付けられる。
【００５８】
図１０のステップＳ４ｈでは、心室断面の輪郭データ、興奮到達時刻のカラー分布データ
、および等時線図データ（時刻を表す数字データと共に）がフレームデータに合成される
。
【００５９】
このため、モニタ１５および／またはプリンタ１６には、図１２に示す如く、心室断面に
カラー化された帯状の興奮到達時刻分布が重畳し、さらに、興奮到達時刻の等時線図が重
畳した画像または印刷図が出力される。この出力画面または出力図は色相で差別化して興
奮到達時刻の進み具合を表しているので、非常に視認性に優れている。また等時線図を重
畳されているので、第１の表示例と同様の利点も享受できる。
【００６０】
なお、この第２の表示例では興奮到達時刻分布のを色相（カラー）で差別化しているが、
ある色相の輝度を変えて差別化してもよいし、また白黒の濃淡で差別化して表示してもよ
い。その場合、ステップＳ３３の処理におけるカラーＣｉを、輝度値、または濃淡度に置
き換えて同様に処理すればよい。
【００６１】
第３の表示例
第３の表示例は、心室形状モデルの断面図上に心筋電気活動量の分布を濃淡像で表示した
ものである。
【００６２】
ＣＰＵ２０は、この第３の表示を行うと判断すると、図１３に示す如く、図２のステップ
Ｓ４に相当する処理として、心筋電気活動量の所望の種類の選択（ステップＳ４ｉ）、選
択された種類の心筋電気活動量の分布を表す濃淡像データの作成（ステップＳ４ｊ）、心
室断面の輪郭データの作成（ステップＳ４ｋ）、選択された種類の心筋電気活動量の極小
値、極大値のデータ作成（ステップＳ４ｌ）、および表示データの準備（ステップＳ４ｍ
）を順次行う。
【００６３】
この内、ステップＳ４ｉでは、心筋電気活動量として、活動電位振幅、導電率、あるいは
、導電率と活動電位振幅の積である電流ダイポール密度の内のいずれかの量、または、心
筋の電気生理学的な活動の大きさを反映する他の量がオペレータからの操作パネル１７を
介した指示により選択される。
【００６４】
いま、例えば、この活動電位振幅が心筋電気活動量として選択されたとする。これにより
、図２のステップＳ３の処理で解析されていた活動電位振幅の２次元分布データがメモリ
のワークエリアに取り込まれる。そこで、次のステップＳ４ｊでは、この活動電位振幅の
濃淡像データが作成される。この作成処理は、前述した第２の表示例で説明した興奮到達
時刻分布のカラー階調像の作成処理（ステップＳ４ｆ）と同様である。カラーＣｉの項目
を濃淡度に置き換えて活動電位振幅をその大きさＶｉにより差別化すればよい（前述した
時刻Ｔｉ…ＴN のファクタを電位振幅Ｖｉ…ＶN のファクタに置換すればよい）。
【００６５】
この後さらに、活動電位振幅の分布の極小値、極大値およびそれらの値を呈する位置が演
算される（ステップＳ４ｌ）。この演算も前述した処理（図４、ステップ４ｃ）と同様に
行われる。さらに、表示データの準備として、ステップＳ４ｉ～Ｓ４ｌで演算したデータ
の合成、極小値および極大値を表す矢印のグラフィックデータの付加、および心室断面の
数点の箇所に活動電位振幅を表す数字データをインデックスとして付加する処理などが実
施される（ステップＳ４ｍ）。
【００６６】
このような処理を経て、モニタ１５および／またはプリンタ１６に出力される画像または
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印刷図は、例えば図１４のようになる。心室断面の輪郭像に活動電位振幅が濃淡像として
重畳され、その極小値、極大値の位置が矢印により、その数値と伴に表示される。また、
活動電位振幅値をインデックス的に示す数値が断面の適宜な位置に重畳表示される。した
がって、心筋電気活動量としての活動電位振幅値が視覚的に表示されるので、視認性が良
く、その解析結果の定量的把握が従来よりも非常に容易になる。
【００６７】
なお、この表示例では、心筋電気活動量として活動電位振幅値を選択する場合を示したが
、ほかの量、例えば導電率、電流ダイポール密度なども同様に表示することができる。さ
らにまた、この心筋電気活動量を濃淡像ではなく、カラー　（色相）の階調像、特定色相
の輝度変化像、さらには同一活動量の分布位置を一つの線で結んだ等高線図で表示するこ
ともできる。
【００６８】
第４の表示例
第４の表示例を説明する。上述した第１～第３の表示例は興奮到達速度または心筋電気活
動量にいずれか一方を単独で表示する例であったが、この表示例は、解析した興奮到達速
度および心筋電気活動量の分布データを同時に同一の表示手段に表示することに特徴があ
る。
【００６９】
ＣＰＵ２０は図１５に示す処理を、図２のステップＳ４に相当する処理として実行する。
ステップＳ４ｎ～Ｓ４ｐが興奮到達時刻の分布データの処理ステップであり、その分布デ
ータをメモリから読み出し、等時線図データに加工するとともに、カラー（色相）の階調
像データに加工する。これらの加工処理は、前述したもの（図１０のステップＳ４ｅ，Ｓ
４ｆ）と同じである。またステップＳ４ｑ～Ｓ４ｓが心筋電気活動量の分布データの処理
ステップである。ここでは、心筋電気活動量を表す活動電位振幅の分布データが選択され
、メモリから読み出される。この分布データを濃淡像で表す表示データが作成され、さら
にこの振幅値の極小値、極大値に関するデータが前述と同様に作成される（図１３の処理
参照）。そして、ステップＳ４ｔで心室断面の輪郭データが作成された後、ステップＳ４
ｕにて、それまでの作成データがフレーム毎の表示データとして合成される。この合成に
おいて、ＣＰＵ２０は、心室断面データに興奮時刻到達分布に関する作成データを重畳さ
せるとともに、その心室断面データに活動電位振幅分布に関する作成データを重畳させ、
しかも、両方の重畳データの組がフレーム左右に分割して並置されるように処理する。
【００７０】
このように処理された表示データはモニタ１５および／またはプリンタ１６に出力される
ので（図２、ステップＳ５）、図１６に示す如く、表示および／または印刷される。つま
り、同一の表示手段の同一画面に、心室断面に興奮到達時刻の分布データがカラー階調像
および等時線図として重畳した第１の画像ＩＭ１と、その同一心室断面に心筋電気活動量
としての活動電位振幅の分布データが濃淡像として重畳した第２の画像ＩＭ２とが並んで
分割表示される。
【００７１】
この分割表示例の場合、左心室心尖部に活動電位振幅の低下している領域が存在すること
から、この部位に何らかの心筋異常があることを容易に認識することが可能になる。
【００７２】
このように、第４の表示例を採用すれば、前述した第１～第３の表示例で説明してきた各
種の利点をそのまま享受できることに加えて、以下のような効果を得ることができる。す
なわち、興奮到達時刻分布と心筋電気活動量としての活動電位振幅分布の双方を同時に、
しかも同一表示手段に表示可能であるので、本診断装置を、興奮伝導異常を伴う各種の不
整脈や活動電位の異常を伴う心筋虚血や心筋梗塞など、様々な心疾患に適用できるという
ことである。さらに、従来の電流源密度分布表示のように、電流源分布の時間推移を複数
枚の画像や図で表示する必要がなく、時間推移に関する情報は興奮到達時刻分布の１枚の
画像から読み取ることができるため、各種の心疾患を判別するのに必要な画像の枚数を大
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幅に削減でき、読影に要する手間や労力を著しく低減できるという優れた効果をも得るこ
とができる。
【００７３】
なお、上述した第４の表示例では、心筋電気活動量として活動電位振幅の分布を表示する
例示を行ったが、これは導電率や電流ダイポール密度などの量の分布を表示するものであ
ってもよい。また、図１６の左側に位置する興奮到達時刻分布に関する第１の画像ＩＭ１
を濃淡像や輝度変調像で、右側に位置する心筋電気活動量分布に関する第２の画像ＩＭ２
をカラー階調像や輝度変調像で表示するようにしてもよい。これにより、表示態様の豊富
化を図ることができる。
【００７４】
第２の実施形態
本発明の第２の実施形態を図１７～図１８に基づき説明する。本実施形態による表示態様
は、興奮到達時刻分布と心筋電気活動量分布の情報を同一の画像上に表すことを特徴とし
ている。
【００７５】
本診断装置全体のハード的な構成は第１の実施形態で説明したものと同一または同等であ
る。
【００７６】
ＣＰＵ２０は前述した図２と同様に処理を行って、興奮到達時刻と心筋電気活動量を解析
し、それらの分布データを演算するとともに、その表示データの作成処理に相当するステ
ップにて図１７に示す処理を実行する。同図に示すように、ＣＰＵ２０は、興奮到達時刻
分布の等時線図データを作成し（ステップＳ４－１，Ｓ４－２）、その後、心筋電気活動
量の一例として活動電位振幅を選択し、この分布の濃淡像データを作成する（ステップＳ
４－３，Ｓ４－４）。その後、心室長軸断面の輪郭データを作成する（ステップＳ４－５
）。これら一連の処理は、図１５における対応処理と同一または同様の内容である。
【００７７】
次いで、ＣＰＵ２０は表示データの準備（ステップＳ４－６）に入る。この準備処理では
、心室形状の輪郭データ、興奮到達時刻分布の等時線図データ、および活動電位振幅分布
の濃淡像データが位置を合わせて重畳され、１つのフレーム画像データに合成される。こ
のとき、等時線図の等時線毎に到達時刻を表す数値および濃淡像のエリア毎に活動電位を
表す数値がグラフィックデータとして所定位置にそれぞれ書き込まれる。
【００７８】
このように準備された表示データはモニタ１５および／またはプリンタ１６に出力され（
図２、ステップＳ５）、図１８のように表示される。つまり、心室の長軸断面を表す１つ
の画像に、興奮到達時刻分布の等時線図と活動電位振幅分布の濃淡画像が重ねて表示され
る。
【００７９】
本実施形態によれば、上述した実施形態の第４の表示例で得た効果のほかにも種々の効果
を得ることができる。つまり、興奮到達時刻分布と活動電位振幅分布が１枚の画像に表示
されるので、表示に要する画面スペースを節約することができる。この結果、解析結果と
して、異なる複数の心室断面（この各断面には興奮到達時刻分布と活動電位振幅分布が図
１８のように重畳表示されている）を１枚の表示画面や紙の上に並べて提示することがで
きる。このため、複数の心室断面をスクロールさせて表示するなどの操作上の手間や労力
を軽減できるとともに、複数枚の画面を読影する労力をも軽減できる。したがって、操作
効率や読影効率を向上させ、さらには、１枚の画面を熟読して診断を下せるので、読影精
度の向上にも寄与できる。
【００８０】
さらに、興奮到達時刻分布と活動電位振幅分布が重ねて表示されるので、例えば活動電位
振幅の異常領域における興奮到達時刻や、その異常領域中の興奮波面の形状についての対
応関係を容易に読み取ることが可能になり、読影や診断の高精度化、高信頼性化に寄与で
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きる。
【００８１】
なお、上述した２種類の電気現象を重畳表示する心室断面の形状は、図１８に示した長軸
断面に限定されない。例えば、図１７のステップＳ４－２，Ｓ４－４，およびＳ４－５に
おいて心室のＹ軸上の所定位置の断面を想定してデータ作成を行うことで、心室の所定位
置での短軸断面上に、かかる２種類の電気現象を重畳表示することができる。この一例を
図１９に示す。同図によっても上述したと同等の作用効果を得ることができるとともに、
心室断面の採り方の豊富化を図ることができる。
【００８２】
第３の実施形態
本発明の第３の実施形態を図２０～図２２に基づき説明する。この実施形態の診断装置は
、心室断面にその断面固有の興奮到達時刻分布と心筋電気活動量を重畳して同一画面に表
示するものであることに加えて、その心室断面の位置を任意に選択・設定できるようにし
たものである。この診断装置のハード的構成は前述の実施形態のものと同一または同様で
あるので、その説明を省略または簡略化する（これは以下の実施形態においても同様とす
る）。
【００８３】
この実施形態では、モニタ１５の表示画面に例えば図２１に示す３つのウィンドウＷ１，
Ｗ２，Ｗ３（表示領域）を設定し、この各ウィンドウに心室の切り口の異なる断面を個別
に表示する。そして、オペレータとの間の対話によって最終的な任意断面を決め、この任
意断面に、同断面に固有の興奮到達時刻分布と心筋電気活動量を重畳表示するものである
。
【００８４】
具体的には、ＣＰＵ２０は図２０に示す処理を、前述した図２のステップＳ５にて実行す
る。まず、心室の長軸断面および短軸断面の切り口の位置を指定するカーソル（以下、「
長軸断面および短軸断面指定カーソル」という）の初期位置、および、最終的に得たい任
意位置の断面（任意断面）の切り口の位置を指定するカーソル（以下、「任意断面指定カ
ーソル」という）の初期値をメモリから読み出す（図２０のステップＳ４-11 ）。
【００８５】
長軸断面指定カーソルＣ１および短軸断面指定カーソルＣ２は図２１に示す如く、例えば
破線で表示される。このカーソルＣ１，Ｃ２の初期位置は、長軸断面および短軸断面を最
も典型的に表す所定位置に予め決めてある。任意断面指定カーソルＣ３は図２１に示す如
く、例えば実線で表示される。このカーソルＣ３の初期位置は同図に示すように、例えば
長軸断面上で右上がりの所定角度を持つ位置に予め決めてある。
【００８６】
次いでＣＰＵ２０は、カーソルＣ１，Ｃ２の初期位置に基づく短軸断面および長軸断面の
輪郭データをそれぞれ作成する（ステップＳ４-12 、Ｓ４-13 ）。さらに、カーソルＣ３
の初期位置で規定される位置の断面を任意断面としてその輪郭データを作成する（ステッ
プＳ４-14 ）。これらの断面輪郭データは前述した手法と同様の手法（例えば図４、ステ
ップＳ４ｂ参照）で作成される。
【００８７】
この後、興奮到達時刻の分布データの読出し、その時刻分布データからの等時線図データ
の作成が行われる（ステップＳ４-15 、Ｓ４-16 ）。さらに、心筋電気活動量としてどの
種類の量を選択するかを決め、その活動量の分布データを読み出す（ステップＳ４-17 ）
。これにより、例えば活動電位振幅の分布データがメモリのワークエリアに格納される。
さらに、その活動量の分布データの濃淡像データ作成が作成される（ステップＳ４-18 ）
。これらの重畳データの作成処理は前述した実施形態のものと同一または同様である。
【００８８】
次いで、表示データの準備に移行する（ステップＳ４-19 ）。この準備処理は以下のよう
である。まず、図２１、２２に示す如く、第１、第２のウィンドウＷ１，Ｗ２は比較的小
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さい表示面積であってモニタ画面の左側上下に位置させ、第３のウィンドウＷ３がそれら
よりも大きい表示面積を有してモニタ画面の右側に位置させる。さらに、第１のウィンド
ウＷ１に長軸断面指定カーソルＣ１および回転指定ボタンＫ１を重畳させた短軸断面Ｄ１
のデータを配置する。さらに、第２のウィンドウＷ２に短軸断面指定カーソルＣ２および
回転指定ボタンＫ２を重畳させた長軸断面Ｄ２のデータを配置する。さらに、第３のウィ
ンドウＷ３に、興奮到達時刻の等時線図データおよび活動電位振幅の濃淡像データを任意
断面に重畳させた画像データを配置する。
【００８９】
このように準備した表示データはモニタ１５に初期表示される（図２、ステップＳ５）。
この表示例を図２１に示す。
【００９０】
そこで、モニタ１５の表示画面を見ながらオペレータがモニタ１５のマウスなどを用いて
対話的にカーソルＣ１～Ｃ３の位置を操作する。この操作に対処するため、ＣＰＵ２０は
さらに図２０のステップＳ４-20 以降の処理を実行する。
【００９１】
ＣＰＵ２０は、長軸断面指定カーソルＣ１の位置および短軸断面指定カーソルＣ２の位置
を読み込んで、その少なくとも一方がカーソルが移動しているか否かを判断する（ステッ
プＳ４-20 ）。このカーソルＣ１，Ｃ２は長軸断面または短軸断面の切り口位置を変更す
るために操作される。
【００９２】
この判断でＮＯ、すなわちカーソルＣ１、Ｃ２共に移動していないときは、今度は回転指
定ボタンＫ１、Ｋ２が操作されているかどうかを判断する（ステップＳ４-21)。このボタ
ンＫ１，Ｋ２は表示心室をこの画面上で対話的に上下それぞれのウィンドウＷ１，Ｗ２の
面内の方向に回転させて、所望角度の断面に設定するために操作される。この判断でもＮ
Ｏのときは、次いで任意断面指定カーソルＣ３のチェックに移動する。
【００９３】
しかし、ステップＳ４-20 、Ｓ４-21 のいずれかでＹＥＳの判断になるときは、カーソル
の移動または回転に伴う移動量または回転量が演算される（ステップＳ４-22 ）。この後
、処理はステップＳ４-12 またはステップＳ４-13 に戻され、新しく演算した移動量また
は回転量を加味した切り口位置の短軸断面または長軸断面の輪郭データが再作成される。
この再作成に呼応して、それまで指定されている任意断面指定カーソルＣ３の位置とこの
新しく作成された、例えば長軸断面との空間的位置関係は変化するから、この新しい位置
関係の元で、任意断面指定カーソルＣ３の指定位置に基づく任意断面の輪郭データが再び
作成される（ステップＳ４-14 ）。以下同様に興奮到達時刻分布の等時線図データおよび
活動電位振幅分布の濃淡像データが演算され、更新された任意断面に重畳表示される。つ
まり、ウィンドウＷ３の画像が更新される。
【００９４】
一方、ステップＳ４-21 の判断がＮＯとなるときは、任意断面指定カーソルＣ３に位置が
移動したかどうか確認される（ステップＳ４-23 ）。ＮＯの判断のときは、任意断面の切
り口位置の変更は指令されていないので、そのままステップＳ４-20 の判断に戻って、上
述した処理を繰り返す。反対に、ステップＳ４-23 でＹＥＳの判断が下されるときは、カ
ーソルの移動に伴う移動量が演算される　（ステップＳ４-24 ）。この後、処理はステッ
プＳ４-14 に戻され、新しく演算した移動量または回転量を加味した切り口位置の任意断
面の輪郭データが再作成される。以下同様に興奮到達時刻分布の等時線図データおよび活
動電位振幅分布の濃淡像データが演算され、更新された任意断面に重畳表示される。つま
り、ウィンドウＷ３の画像がさらに更新される。
【００９５】
このため、オペレータがモニタ画面左下のウィンドウＷ２に指定した短軸断面指定カーソ
ルＣ２の位置の短軸断面が左上のウィンドウＷ１に表示される。反対に、モニタ画面左上
のウィンドウＷ１に指定した長軸断面指定カーソルＣ１の位置の長軸断面が左下のウィン
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ドウＷ２に表示される。このカーソルＣ１，Ｃ２は画面上で対話的に任意に動かすことが
できるので、任意断面の位置を指定するための長軸断面、短軸断面の位置を最初に調整で
きる。さらに、表示される心室をこの画面上で対話的に上下それぞれのウィンドウＷ１，
Ｗ２の面内の方向に回転させることができ、角度も調整できる。この心室の回転とカーソ
ルＣ１，Ｃ２の移動によりオペレータは望みの長軸、短軸断面を表示させることができる
。
【００９６】
この予備的な断面表示およびその調整が終わると、オペレータは任意断面指定カーソルＣ
３の位置を、例えば画面左下のウィンドウＷ２で所望位置に合わせる。これに応じて任意
断面の輪郭データが演算され、その断面が画面右のウィンドウＷ３（任意断面表示領域）
に表示される。カーソルＣ３を移動させる毎に、任意断面の位置が更新され、更新された
断面がウィンドウＷ３にその都度表示される。例えば図２２に示すように、カーソルＣ３
を一点鎖線の位置から実線の位置に変更すると、これに応じて任意断面Ｄ３も一点鎖線の
位置から実線の位置にリアルタイムに変更される。なお、任意断面指定カーソルＣ３は、
モニタ画面左上の短軸断面上で指定、変更するようにしてもよい。
【００９７】
このように、カーソルＣ１，Ｃ２、Ｋ１，Ｋ２を操作して心室を回転、移動さえ、これに
カーソルＣ３の調整も加えて、任意位置の断面を画面右の領域に表示することができる。
図２１、２２では図示が省略されているが、任意断面Ｄ３には興奮到達時刻分布および活
動電位振幅分布が重畳表示される。
【００９８】
なお、任意断面Ｄ３に重畳表示するデータは、興奮到達時刻分布または活動電位振幅分布
のいずれか一方でもよい。さらに、画面左下および／または左上の長軸、短軸断面にも興
奮到達時刻分布、活動電位振幅分布、あるいはその両者の重畳分布をオペレータからの指
定に応じて選択的に表示できるように構成してもよい。
【００９９】
本実施形態によれば、心臓内電気現象の解析結果を任意の断面で表示させることができる
ため、心室の様々な部分の異常を迅速にかつ容易に調べることができる。
【０１００】
上記第３の実施形態の診断装置による任意断面の指定法については、種々の変形が可能で
ある。この変形形態の一例を図６４に示す。この断面指定法のデータ処理はＣＰＵ２０に
よって実施される。
【０１０１】
具体的には、ＣＰＵ２０のソフトウエア処理によって、図６４に示すウィンドウ画面がモ
ニタ１５に表示される。つまり、３つのウィンドウＷ１，Ｗ２，Ｗ３が前述と同様に画面
左上、画面左下、および画面右にそれぞれ表示される。ウィンドウＷ１，Ｗ２，Ｗ３のそ
れぞれの上部には、回転カーソルＣｒｔが設定されており、このカーソルを左右方向にス
ライドさせて、心室の表示回転角度を変更できるようになっている。また画面左側には、
３つのウィンドウＷ１，Ｗ２，Ｗ３に共通の拡大・縮小カーソルＣｅｃが設定され、この
カーソルを上下方向にスライドさせて、各ウィンドウに表示される心室の大きさを共通に
変更できる。さらに、各ウィンドウの画面右部および下部に設定されている平行移動カー
ソルＣｕｄ，Ｃｒｌを操作して、ウィンドウ内に表示されている心室の左右方向および上
下方向の位置を変更できるようになっている。画面左上下の２つのウィンドウＷ１，Ｗ２
の左右方向における平行移動は、一方のウィンドウＷ２に設定されているカーソルＣｒｌ
で指定し、この指定は上下のウィンドウＷ１，Ｗ２に共に有効になっている。
【０１０２】
さらに、画面左下側には拡大・縮小量表示設定窓Ｗexctが設定されており、心室を各ウィ
ンドウに表示するときの拡大・縮小量をパーセントで、または、ウィンドウの高さに対応
する表示上の寸法をｍｍなどの長さ単位で表示し、この窓Ｗexctに操作者が数値を書き込
むことで拡大・縮小量を指定または変更できる構成になっている。また画面下側の左寄り
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位置には回転角度表示設定窓Ｗｒｔが設定されており、心室の回転角度がdegrees を単位
として表示されている。このため、この窓Ｗｒｔに操作者が数値を書き込むことで回転角
度を指定・変更できる。また画面下側の右寄り位置には平行移動量表示設定窓Ｗｐｌが設
定されており、心室表示の平行移動量がmmを単位として表示されている。このため、この
窓Ｗｐｌに操作者が数値を書き込むことで平行移動量を指定・変更できる。
【０１０３】
以上の設定・変更操作を適宜に組み合わせて行うことで、操作者はモニタ画面と対話しな
がら自在に心室の任意断面を指定でき、前述した実施形態のものと同様に、指定断面にそ
の断面固有の心臓内電気現象量の２次元分布図を重ねて表示することができる。とくに、
各ウィンドウにおいて回転角度、平行移動量、さらには拡大・縮小量までもを数値単位で
細かく指定できるので、断面位置の指定精度がより一層向上し、所望位置の心室断面の画
像を容易に且つ効率よく得ることができるという利点がある。
【０１０４】
第４の実施形態
本発明の第４の実施形態を図２３～図２４に基づき説明する。本実施形態の診断装置は、
視線方向の任意に設定・変更可能な心室形状モデルの透視投影図の表面にその表面に固有
の興奮到達時刻分布と心筋電気活動量の少なくとも一方を重畳して表示できるようにした
ものである。
【０１０５】
この実施形態では、モニタ１５の表示画面に例えば図２４に示す３つのウィンドウＷ１，
Ｗ２，Ｗ３（表示領域）を表示し、このウィンドウに心室の短軸断面、長軸断面、および
透視投影図を個別に表示する。そして、オペレータとの間の対話によって透視投影図を決
め、この透視投影図の表面に、同表面に固有の興奮到達時刻分布と心筋電気活動量の少な
くとも一方を重畳表示する。
【０１０６】
具体的には、ＣＰＵ２０は図２３に示す処理を、前述した図２のステップＳ５にて実行す
る。まず、心室の長軸断面および短軸断面の切り口の位置を指定する長軸断面および短軸
断面指定カーソルの初期位置、および、最終的に得たい心室形状の透視投影図の視線方向
を指定するカーソル（以下、「視線方向カーソル」という）の初期値をメモリから読み出
す（図２３のステップＳ４－２５）。
【０１０７】
長軸断面指定カーソルＣ１および短軸断面指定カーソルＣ２は図２４に示す如く、例えば
破線で表示される。このカーソルＣ１，Ｃ２の初期位置は、長軸断面および短軸断面を最
も典型的に表す所定位置に予め決めてある。視線方向カーソルＣ４は図２４に示す如く、
例えば実線矢印で表示され、矢印の向きが視線方向を指定するようになっている。このカ
ーソルＣ４の初期位置は同図に示すように、例えば長軸断面上で右上がりの所定角度を持
つ位置に予め決めてあるが、短軸断面上で指定するようにしてもよい。
【０１０８】
次いでＣＰＵ２０は、カーソルＣ１，Ｃ２の初期位置に基づく短軸断面および長軸断面の
輪郭データをそれぞれ作成する（ステップＳ４－２６，２７）。この断面輪郭データは前
述した手法と同様の手法で作成される。さらに、カーソルＣ４の初期位置で規定される視
線方向の心室透視投影図の輪郭データを公知の手法で作成する（ステップＳ４－２８）。
【０１０９】
この後、興奮到達時刻の分布データの読出し、その時刻分布データからの等時線図データ
の作成が行われる（ステップＳ４－２９，３０）。さらに、心筋電気活動量としてどの種
類の量を選択するかを決め、その活動量の分布データを読み出す（ステップＳ４－３１）
。これにより、例えば活動電位振幅の分布データがメモリのワークエリアに格納される。
さらに、その活動量の分布データの濃淡像データが作成される（ステップＳ４－３２）。
これらの重畳データの作成処理は前述した実施形態のものと同一または同様である。
【０１１０】
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次いで、表示データの準備に移行する（ステップＳ４－３３）。この準備処理は以下のよ
うである。まず、図２４に示す如く、第１、第２のウィンドウＷ１，Ｗ２は比較的小さい
面積であってモニタ画面の左側上下に位置させ、第３のウィンドウＷ３がそれらよりも大
きい面積を有してモニタ画面の右側に位置させる。さらに、第１のウィンドウＷ１に長軸
断面指定カーソルＣ１および回転指定ボタンＫ１を重畳させた短軸断面Ｄ１のデータを配
置する。さらに、第２のウィンドウＷ２に短軸断面指定カーソルＣ２および回転指定ボタ
ンＫ２を重畳させた長軸断面Ｄ２のデータを配置する。さらに、第３のウィンドウＷ３に
、心室の演算した透視投影図の表面上に、興奮到達時刻の等時線図データおよび活動電位
振幅の濃淡像データの内の少なくとも一方を重畳させた画像データを配置する。
【０１１１】
このように準備した表示データはモニタ１５に初期表示される（図２、ステップＳ５）。
この表示例を図２４に示す。
【０１１２】
そこで、モニタ１５の表示画面を見ながらオペレータがモニタ１５のマウスなどを用いて
対話的にカーソルＣ１，Ｃ２，Ｃ４の位置を操作する。この操作に対処するため、ＣＰＵ
２０はさらに図２３のステップＳ４－３０以降の処理を実行する。
【０１１３】
ＣＰＵ２０は、長軸断面指定カーソルＣ１の位置および短軸断面指定カーソルＣ２の位置
を読み込んで、その少なくとも一方がカーソルが移動しているか否かを判断する（ステッ
プＳ４－３４）。このカーソルＣ１，Ｃ２は長軸断面または短軸断面の切り口位置を変更
するために操作される。
【０１１４】
この判断でＮＯ、すなわちカーソルＣ１、Ｃ２共に移動していないときは、今度は回転指
定ボタンＫ１、Ｋ２が操作されているかどうかを判断する（ステップＳ４－３５）。この
ボタンＫ１，Ｋ２は表示心室をこの画面上で、対話的に上下それぞれのウィンドウＷ１，
Ｗ２の面内の方向に回転させて、所望角度の断面に設定するために操作される。この判断
でもＮＯのときは、次いで視線方向カーソルＣ４のチェックに移動する。
【０１１５】
しかし、ステップＳ４－３４、Ｓ４－３５のいずれかでＹＥＳの判断になるときは、カー
ソルの移動または回転に伴う移動量または回転量が演算される（ステップＳ４－３６）。
この後、処理はステップＳ４－２６またはステップＳ４－２７に戻され、新しく演算した
移動量または回転量を加味した切り口位置の短軸断面または長軸断面の輪郭データが再作
成される。この再作成に呼応して、それまで指定されている視線方向カーソルＣ４の位置
とこの新しく作成された、例えば長軸断面との空間的位置関係は変化するから、この新し
い位置関係の元で、視線方向カーソルＣ４の指定位置に基づく透視投影図の輪郭データが
再び作成される（ステップＳ４－２８）。以下同様に興奮到達時刻分布の等時線図データ
および活動電位振幅分布の濃淡像データが演算され、更新された任意断面に重畳表示され
る。つまり、ウィンドウＷ３の画像が更新される。
【０１１６】
一方、ステップＳ４－３５の判断がＮＯとなるときは、視線方向カーソルＣ４に位置が移
動したかどうかが確認される（ステップＳ４－３７）。ＮＯの判断のときは、視線方向の
変更は指令されていないので、そのままステップＳ４－３４の判断に戻って、上述した処
理を繰り返す。反対に、ＹＥＳの判断が下されるときは、カーソルの移動に伴う視線方向
の変化量が演算される（ステップＳ４－３８）。この後、処理はステップＳ４－２８に戻
され、新しく演算した変化量を加味した視線方向の透視投影図の輪郭データが再作成され
る。以下同様に興奮到達時刻分布の等時線図データおよび活動電位振幅分布の濃淡像デー
タが演算され、更新された任意断面に重畳表示される。つまり、ウィンドウＷ３の画像が
再度更新される。
【０１１７】
このため、前述した第３の実施形態のときと同様に、オペレータは、カーソルＣ１，Ｃ２
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，Ｋ１，Ｋ２の操作によって対話的に望みの位置の長軸、短軸断面を表示させることがで
きる。この予備的な断面表示およびその調整が終わると、オペレータは視線方向カーソル
Ｃ４の位置を、例えば画面左下のウィンドウＷ２で所望位置に合わせる。この方向に応じ
て透視投影図の輪郭データが演算され、その面が画面右のウィンドウＷ３に表示される。
カーソルＣ４を移動させる毎に、視線方向の位置が更新され、更新された透視投影図（あ
るいは平行投影図）がウィンドウＷ３にその都度表示される。つまり、透視投影図の方向
を任意に設定・変更でき、その方向からみた心室形状モデルの表面の興奮到達時刻分布や
心筋活動電位分布としての活動電位振幅分布をその透視投影図に重畳して表示させること
ができる。
【０１１８】
なお、視線方向カーソルＣ４は、モニタ画面左上の短軸断面上で指定、変更するようにし
てもよい。また、図２４では、透視投影図の表面に興奮到達時刻の等時線図のみを重畳表
示している様子を示しているが、活動電位振幅分布のみを重畳表示してもよいし、また、
その両方を重畳表示してもよい。さらに、画面左下および／または左上の長軸、短軸断面
にも興奮到達時刻分布、活動電位振幅分布、あるいはその両者の重畳分布をオペレータか
らの指定に応じて選択的に表示できるように構成してもよい。
【０１１９】
したがって、本実施形態によれば、心表面での興奮到達時刻分布や心筋電気活動量分布を
任意の視線方向の透視投影図で観察することができるため、第１の実施形態などの効果に
加え、心筋虚血を観察するときに、心外膜上の虚血領域をより容易に発見することができ
るようになり、診断能の一層の向上に寄与するという利点がある。
【０１２０】
なお、第３および第４の実施形態では、最終的に決まった第３のウィンドウＷ３の画像は
プリンタ１６にも表示できる。
【０１２１】
第５の実施形態
本発明の第５の実施形態を図２５～図２７に基づき説明する。この実施形態の診断装置は
、心室表面を平面状に展開した展開図に、興奮到達時刻分布および心筋電気活動量分布の
少なくとも一方の情報を重畳表示する装置である。
【０１２２】
ＣＰＵ２０は図２５に示す処理を、図２のステップＳ４に相当する工程で実行するように
なっている。具体的には、まず、心室表面（心表面とも呼ばれる）の展開図の種類を、予
め設定してある複数種類の中から選択して設定する（図２５、ステップＳ４－４１）。こ
の実施形態では、一例として６種類の展開図が図２６（ａ）～（ｆ）に示す如く予め準備
されている。なお、この展開図の展開位置、方向を理解する上での参照として、図２７に
心室の各部の呼称を示しておく。
【０１２３】
図２６（ａ）に示す円状の展開図は、心室外壁の展開図であり、円の中央は心尖部に対応
し、外周に進むにしたがって心基部側のレベルの点に相当する。上側は前壁側、下側は後
壁、左側は右室、さらに右側は左室側にそれぞれ対応する。同図（ｂ）に示す円状の展開
図は、右心室内壁の展開図であり、円の中央は右室内壁の最尖部に対応し、上側は後壁、
下側は前壁、左側は右室自由壁側、右側は中隔右室側の心内壁にそれぞれ対応する。さら
に同図（ｃ）に示す円状の展開図は、左心室内壁の展開図であり、円の中央は左心室内壁
の最尖部に相当し、上側は後壁、下側は前壁、左側は中隔左室側の心内壁、右側は左室自
由壁の心内壁にそれぞれ対応する。
【０１２４】
また、同図（ｄ）～（ｆ）に示す展開図は上述とは趣が異なる展開方法を採用している。
同図（ｄ）の半円状の展開図は、心外壁の表面を後壁側で長軸方向に切り開いて展開した
図である。同図（ｅ）の４分円状の展開図は、右室内壁を前壁側で長軸方向に切り開いて
展開した図である。さらに同図（ｆ）の略４分円形状の展開図は、左室内壁を前壁側で長
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軸方向に切り開いて展開した図である。
【０１２５】
これらの６種類の展開図の中から所望の種類のものが選択されると、今度はその種類に応
じた展開図データが従来周知の方法で作成される（ステップＳ４－４２）。
【０１２６】
次いで、ＣＰＵ２０は前述した実施形態と同様に、興奮到達時刻の分布データを読み出し
（ステップＳ４－４３）、その等時線図データを作成し（ステップＳ４－４４）、心筋電
気活動量の表示種類を選択し（ステップＳ４－４５）、さらにその活動量（例えば活動電
位振幅）の濃淡像データを作成する（ステップＳ４－４６）。
【０１２７】
次いで、作成済みの展開図データに、展開位置を合わせて、作成済みの等時線図データお
よび濃淡像データ、さらにはインデックス的に表示する数値などのキャラクタデータを１
フレームに合成して表示データを作成する（ステップＳ４－４７）。この合成データはモ
ニタ１５やプリンタ１６に表示される。つまり、例えば選択した心室外壁の円状展開図（
図２６（ａ））に興奮到達時刻分布と心筋電気活動量分布が重畳した状態で表示される。
ほかの展開図についても、両方の分布データが重畳表示される。
【０１２８】
この実施形態の表示法によれば、前述した第４の実施形態のそれと比べて、以下のような
優位性を持つ。第４の実施形態の表示法でも、心表面での興奮到達時刻や心筋電気活動量
の分布を観察することはできるが、心内壁表面での興奮到達時刻や心筋電気活動量の分布
は観察しづらいし、心外壁表面であっても、表示面の裏側に位置する心室表面の興奮到達
時刻や心筋電気活動量の分布を表示したいと思えば、視線方向をもう一度変更しなければ
ならないという状況にあった。これに対し、本実施形態の展開図を用いた表示例の場合、
心内壁の分布も容易に観察することができ、さらに、心外壁についても１枚の図の上で全
ての位置の分布が表示されているので、視線方向などを変更しなくても一度に表面全体の
分布の様子を観察することが可能になる。
【０１２９】
とくに、図２６（ａ）～（ｃ）のように展開すれば、心表面のどの部分に異常が存在する
のかが分かり易いという利点がある。一方、同図（ｄ）～（ｆ）のように展開すれば、実
際の心表面の面積と展開後の面積の比において、心尖部と心基部との距離差が同図（ａ）
～（ｃ）の展開方法よりも小さくなるという利点がある。
【０１３０】
なお、上述した展開図に重畳表示する情報は、興奮到達時刻および心筋電気活動量のいず
れか一方のみの分布データであってもよい。また、興奮到達時刻分布の等時線図の代わり
に、同分布を表すカラー階調像などを採用してもよいし、心筋電気活動量分布の濃淡像の
代わりに、同分布を表すカラー階調像などを用いてもよい。さらに、心筋電気活動量とし
て導電率などを用いてもよい。
【０１３１】
第６の実施形態
本発明の第６の実施形態を図２８に基づき説明する。本実施形態は、上述した心室表面の
展開図による表示法の別の例に関する。詳しくは、心室の内壁あるいは外壁の一方のみの
展開図上に興奮到達時刻分布や心筋電気活動量分布の解析結果を表示する方法を採る。
【０１３２】
ＣＰＵ２０は、前述した図２５のステップＳ４－４１，Ｓ４－４２と同様な処理の中で、
図２８（ａ），（ｂ）に示す展開図に関する処理を行う。同図（ａ）に示すブルズアイマ
ップ風の展開図は、前述した図２６（ａ）～（ｃ）で説明した展関方法を用いて心外壁あ
るいは心内壁のみを展開したものである。一方、図２８（ｂ）に示す略半円状の展開図は
、前述した図２６（ｄ）～（ｆ）で説明した展開方法を用いて心外壁あるいは心内壁のみ
を展開したものである。
【０１３３】
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この図２８（ａ）または（ｂ）のいずれか一方の展開図が選択され、選択された方の展開
図データが作成される。この後、図２５のステップＳ４－４３～Ｓ４－４７の処理が実行
される。したがって、図２８（ａ）または（ｂ）のいずれか一方の展開図（心外壁または
心内壁）に興奮到達時刻分布や心筋電気活動量分布の少なくとも一方が重畳して表示され
る。
【０１３４】
この表示形態によれば、例えば心筋異常を心内壁の表面のみに着目して観察したい場合、
不要な心外壁の展開図は表示されないし、反対に心外壁の表面のみに着目して観察したい
場合、不要な心内壁の展開図は表示されない。このため、読影者に提供する画像情報を予
め絞り込むことができるから、読影者は必要な情報を迅速にかつ容易に取得可能になると
いう更なる特徴がある。
【０１３５】
第７の実施形態
本発明の第７の実施形態を図２９～図３２に基づき説明する。本実施形態は異なる２種類
の画像を同時に表示するものである。具体的には、心室の透視投影図と断面図の組み合わ
せ、または、心室の透視投影図と展開図の組み合わせによる２種類の表示例の内のいずれ
かを同時に表示するものである。すなわち、３種類の表示組み合わせの内から１種類を選
択して表示できる。これらの表示画像には興奮到達時刻分布や心筋電気活動量分布の解析
結果が重畳表示される。
【０１３６】
ＣＰＵ２０は図２９に示す処理を、図２のステップＳ４に相当する処理として実行する。
最初に、ＣＰＵ２０は操作パネル１７を介して与えられる操作情報に基づき表示組み合わ
せの種類を選択・設定する（ステップＳ４－５１）。この表示組み合わせとしては、図３
０に示すように心室の透視投影図と短軸断面の組み合わせ、図３１に示すように心室の透
視投影図と展開図の組み合わせ（その１）、図３２に示すように心室の透視投影図と展開
図の組み合わせ（その２）が予め用意されている。
【０１３７】
次いで、ＣＰＵ２０は表示組み合わせの種類を判断する（ステップＳ４－５２）。この判
断が「投影図＋展開図」となるときは、図２９のステップＳ４－５３～６４の処理を行う
。
【０１３８】
つまり、透視投影図の視線方向を決める視線方向カーソルと短軸断面の切り口位置との初
期位置がメモリ２１から読み出される（ステップＳ４－５３）。切り口位置としては例え
ば図３０の透視投影図上に示す位置１～３のように、長軸方向の異なる複数の切り口位置
が読み出される。次いで、視線方向カーソルの初期位置に沿った心室の透視投影図データ
が前述と同様に作成され、さらに、断面切り口位置の初期位置に沿った複数の短軸断面の
データが作成される（ステップＳ４－５４，５５）。
【０１３９】
さらに、複数枚の短軸断面に重畳表示するため、興奮到達時刻分布データのメモリからの
読出し、各断面位置でのその等時線図データの作成、心筋電気活動量の解析する種類の選
択・読出し、及び、各断面位置でのその活動量の濃淡像データの作成が前述と同様に順次
実行される（ステップＳ４－５６～５９）。そして、表示のためのフレームデータが準備
される（ステップＳ４－６０）。作成した投影図データおよび断面図データをマルチウィ
ンドウそれぞれに配し、断面図データに等時線図データおよび濃淡像データを重畳し、投
影図データに短軸断面の位置を表す複数枚の投影データを重畳し、さらに必要なグラフィ
ックデータを必要位置に重畳したフレームデータが合成される。このフレームデータは画
像データとしてモニタ１５またはプリンタ１６の一方または両方に送られ、表示される（
図２、ステップＳ５）。この表示例を図３０に示す。
【０１４０】
その後、オペレータはこの表示画面または表示出力図を見ながら短軸断面の切り口位置や
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投影図の視線方向を変えることができる。操作パネル１７から断面切り口位置を移動させ
る情報が出力されると、これがＣＰＵ２０により判断され、その移動量が演算される（ス
テップＳ４－６１，６２）。この移動があったときは、処理はその後ステップＳ４－５５
に戻され、更新された位置の短軸断面に沿った新しいし心臓内電気現象の情報が演算され
、その情報が新しく重畳表示される。
【０１４１】
短軸断面位置の移動が判断されないときは、視線方向カーソルの位置を移動するかどうか
を操作パネル情報に基づき判断しながら待機し（ステップＳ４－６３）、移動する場合に
は移動量が演算される（ステップＳ４－６４）。この後、処理がステップＳ４－５４に戻
され、新しい視線方向に対して上述した処理が再度繰り返される。
【０１４２】
このため、図３０に示す如く、心室の視線方向からみた透視投影図と例えば３枚の短軸断
面図とがマルチウィンドウ画面にそれぞれ表示され、３枚の短軸断面図それぞれに、それ
らの位置での興奮到達時刻分布の等時線図および／または心筋電気活動量の濃淡像が重畳
表示される。この表示内容は、視線方向や断面切り口を変える毎に逐一更新される。した
がって、前述した実施形態のものと同様の利点を得ることができる。加えて、単に複数の
断面のみを表示する場合、各断面が心室のどの位置の断面なのかが分かり難いという問題
があったが、この表示例によれば、投影図上に断面位置が同時表示されているので、各断
面の位置を容易に認識できて対応関係が明瞭になり、診断の効率化に寄与できるという効
果もある。
【０１４３】
なお、この図３０に例示する表示例において、短軸断面の代わりに心室の長軸断面を表示
するようにデータ処理してもよい。また、心室表面位置の興奮到達時刻分布や心筋電気活
動量を解析して、この解析情報を透視投影図に重畳表示する形態を追加してもよい。
【０１４４】
一方、図２９のステップ４－５２において「投影図＋展開図（その１）」が判断されたと
きは、ステップＳ４－６５～７５の処理が続く。
【０１４５】
つまり、視線方向カーソルの初期位置が読み出され、そのカーソル位置に沿って心室の透
視投影図データが作成される（ステップＳ４－６５，６６）。次いで、心室の展開図が作
成済みではない場合には、展開図データが作成される（ステップＳ４－６７，６８）。展
開図の種別としては、一例として、図３１に示す如く、心室外壁、右心室側内壁、および
左心室側内壁の３種類である。
【０１４６】
次いで、この複数種の展開図データそれぞれについて、この心室表面位置での興奮到達時
刻分布の等時線図データおよび／または心筋電気活動量の濃淡像データが作成される（ス
テップＳ４－６９～７２）。これらの作成データは次いで表示データとしてフレームデー
タに合成される（ステップＳ４－７３）。この合成においては、投影図と展開図をマルチ
ウィンドウ形式で並置し、複数の展開図それぞれに該当する心室表面の興奮到達時刻分布
の等時線図データおよび／または心筋電気活動量の濃淡像データを重畳する。このフレー
ムデータは表示手段に表示される（図２、ステップＳ５）。
【０１４７】
この後、オペレータが視線方向を移動させたときは、その移動量に応じて透視投影図デー
タを再作成し、上述した処理を繰り返す（ステップＳ４－７４，７５）。
【０１４８】
この結果、図３１に例示するように、透視投影図およびその複数種の展開図がマルチウィ
ンドウ形式で同時表示され、かつ、それらの展開図上には興奮到達時刻分布や心筋電気活
動量分布の解析結果が表示される。したがって、この同時表示によって診断効率の向上に
寄与できる。なお、上述の表示態様に加えて、透視投影図上に、心臓内電気現象の解析結
果を重畳表示するように構成することも望ましい。
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【０１４９】
さらに、図２９のステップ４－５２において「投影図＋展開図（その２）」が判断された
ときは、ステップＳ４－７６～８７の処理が続く。この内、表示データを作成するステッ
プＳ４－７６～８３までは上述した「投影図＋展開図（その１）」のときのステップＳ４
－６５～７２での処理と同一である。
【０１５０】
表示データが作成されると、さらに、グリッドデータがメモリから読み出される（ステッ
プＳ４－８４）。このグリッドデータは、図３２に示す如く、心筋形状モデルを長軸方向
および短軸方向に沿って格子状に区切る仮想的な線データである。このグリッドデータは
次いで、表示データとして、透視投影図および展開図のデータ双方に重畳される（ステッ
プＳ４－８５：このステップのそのほかのデータ準備処理はステップＳ４－７３と同じで
ある）。この後、オペレータが視線方向を移動させたときは、その移動量に応じて透視投
影図データを再作成し、上述した処理を繰り返す（ステップＳ４－８６，８７）。
【０１５１】
この結果、図３２に例示するように、透視投影図およびその複数種の展開図がマルチウィ
ンドウ形式で同時表示され、かつ、それらの展開図上には興奮到達時刻分布や心筋電気活
動量分布の解析結果が表示される。同時に、この投影図および展開図の双方には、心室表
面を仮想的に分割するグリッドＧが表示される。これにより、展開図と投影図の上の位置
の対応関係を明確にできる。
【０１５２】
したがって、図３２の表示方法によれば、展開図によって、全ての心室表面の異常を一覧
で把握することが可能になり、かつ、異常の形態や大きさを正確に把握することが可能に
なる。加えて、グリッドＧの表示により、両者の位置関係を明確に対応付けできるので、
投影図にも解析結果を重ねて表示するようにしておけば、心筋の異常部位を展開図により
容易に発見でき、さらに投影図によりその詳細を観察することができるという便利な使い
方もできる。
【０１５３】
第８の実施形態
本発明の第８の実施形態を図３３～図３４に基づき説明する。この実施形態の診断装置は
、上述の実施例と同様に、心筋の透視投影図と展開図を複合的に表示するとともに、この
表示画面上の任意の位置にオペレータがマーカなどのデータを上書き可能な態様に関する
。なお、書き加え可能なデータには線、図形、文字、およびマーカ（丸印、×印、矢印な
ど）が含まれ、これらを総称して「上書きデータ」と呼ぶことにする。
【０１５４】
ＣＰＵ２０は図３３に示す処理を表示画像データの作成処理（図２、ステップＳ４）とし
て実行する。まず、視線方向カーソルの初期位置を読み出し、その方向の透視投影図デー
タを作成し、さらに展開図を作成する（ステップＳ４－９１～９４）。次いで、興奮到達
時刻分布の等時線図データおよび心筋電気活動量の濃淡像データを作成し、それらの作成
データを合成して、投影図と複数種の展開図とのマルチウィンドウ画面に基づく表示デー
タを準備する（ステップＳ４－９５～９９）。この準備した表示データは図２のステップ
Ｓ５の処理を介してモニタ１５に送られ、表示される（図３４参照）。
【０１５５】
この後、ＣＰＵ２０は上書きデータを書き込むかどうかを、操作パネル１７からの操作情
報を確認しながら待機する（ステップＳ４－１００）。上書きを行う場合には、上書きデ
ータを書き込む初期位置および所望の種類（例えばマーカだけの１種類、または、マーカ
と図形などの複数種類）の上書きデータが設定される（ステップＳ４－１０１）。初期位
置としては、一方の図（例えば投影図）と他方の図（複数の展開図の内の１つの図）の対
応する所定位置が指定される。また、上書きデータとして図形データ、マーカなどが選択
される。
【０１５６】
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次いで、書き込んだ上書きデータをフィルムや紙に印刷する場合には、その印刷指令を例
えばプリンタ１６に対して行う（ステップＳ４－１０２，１０３）。さらに、後日再読み
出しできるように、書き込んだ上書きデータをメモリに保管する場合には、その保管指令
をメモリ２１に対して行う（ステップＳ４－１０４，１０５）。
【０１５７】
次いで、ＣＰＵ２０は、書き込まれた上書きデータの位置を移動させるか、その種類を変
更（またはその形状を変形）するか、さらにはそれを削除するかどうかを順次判断してい
く（ステップＳ４－１０６～１０８）。
【０１５８】
いずれか一方の図（すなわち投影図か展開図か）で上書きデータを移動させる場合、操作
パネル１７を介して与えられるオペレータの操作情報に基づき、その移動量を演算し、さ
らに他方の図上での移動位置も演算する（ステップＳ４－１０９，１１０）。また、いず
れか一方の図で上書きデータを変更または変形させる場合、操作情報に基づき、その変更
または変形した上書きデータを特定し、さらに他方の図上での変更または変形した上書き
データも設定する（ステップＳ４－１１１，１１２）。さらに、いずれか一方の図で上書
きデータを削除する場合、操作情報に基づき、そのデータ削除処理を行い、さらに他方の
図上での削除処理も行う（ステップＳ４－１１３，１１４）。
【０１５９】
このように上書きデータの移動、変更（変形）、削除を行なった場合、次いでステップＳ
４－１１５の処理に付される。これにより、初期位置のままの上書きデータ、または、位
置、種類（形状）などが更新された上書きデータを表示データに上書きした表示データが
作成される。この表示データはモニタ１５やプリンタ１６に表示または印刷される。この
一例を図３４に示す。なお、上書きデータの移動、変更（変形）、削除がなかった場合で
、かつ、視線変更されなかった場合、ステップＳ４－１１５の処理は実質的に省略される
。
【０１６０】
次いで、透視投影図の視線変更がある場合、その変更量が演算され、再度、投影図データ
の作成に移行する（ステップＳ４－１１６，１１７）。視線方向が変更されない場合、ス
テップＳ４－１０２の処理に戻り、上述した処理が繰り返される。
【０１６１】
これにより、オペレータは、同時表示される透視投影図または展開図上の任意の位置に線
、図形、文字、あるいは、丸印や×印、矢印などのマーカなどの上書きデータを書き加え
ることができ、さらに、その上書きデータを自在に移動、変更（変形）、削除できる。一
方の投影図または展開図に書き加えた上書きデータは他方の図にも自動的に書き加えられ
る。また、一方の図上で上書きデータを移動、変更（変形）、削除すると、他方の図でも
それに対応して移動、変更（変形）、削除される。書き込んだ上書きデータはフィルムや
紙に印刷することができるし、記憶媒体に記録し後日再ぴ呼ぴ出すことができる。
【０１６２】
したがって、投影図と展開図における位置の対応関係を明確に把握することができて、図
３２と同様の効果があるのに加え、オペレータが様々な上書きデータを書き込み印刷ある
いは記憶媒体へ保存することが可能なため、読影した結果を記号や文字で記録することが
できる。このため、読影結果を後日、容易に参照することができるとともに、読影結果を
ほかの装置に伝送することも容易になり、読影結果の後処理の点でも有利になる。
【０１６３】
第９の実施形態
本発明の第９の実施形態を図３５～図３６に基づき説明する。この実施形態の診断装置は
、上述の実施例と同様に、心筋の透視投影図と展開図を複合的に表示するとともに、展開
図上で任意に指定した点が表面になる投影図を表示させる構成を有する。
【０１６４】
ＣＰＵ２０は図３５に示す処理を、表示画像データの作成処理として実施する（図２、ス
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テップＳ４）。具体的には、透視投影図の視線方向を設定し、その方向から透視した投影
図データを作成する（ステップＳ４－１２１，１２２）。次いで、心室表面の複数種の展
開図データを作成する。この展開図データは例えば図３６に示すように、心室の外壁展開
図、右室側内壁展開図、および左室側内壁展開図からなる。
【０１６５】
次いで、前述したと同様に、例えば３種類の展開図に重畳する興奮到達時刻分布の等時線
図データおよび心筋電気活動量の濃淡像データが作成される（ステップＳ４－１２４～１
２７）。さらに、表示データの準備処理として、投影図データおよび展開図データがマル
チウィンドウの表示フレームデータに構成されるとともに、解析した心臓内電気現象のデ
ータが３種類の展開図に重ねられる。そして、この表示フレームデータが例えばモニタ１
５に表示される（図３６参照）。
【０１６６】
この状態で、オペレータは操作パネル１７を介して展開図上の任意位置にマーカを指定点
として入力する。ＣＰＵ２０はこの指定点位置を入力し（ステップＳ４－１２９、１３０
）、指定点入力があった場合、指定点位置の法線方向がそのときの視線方向に一致するよ
うに透視図データを回転させたデータを作成する　（ステップＳ４－１３１）。そして、
この回転させた透視図データとそれまでの展開図データとによる表示データを再度作成し
（ステップＳ４－１３２）、これをモニタ１５やプリンタ１６に出力する。この場合、投
影図の視線方向を合わせて自在に変更できるようにしてもよい。
【０１６７】
この結果、図３６に示すように、クロスマーカで心室外壁の展開図の前壁に対応する点を
指定したとき、投影図は対応する指定点の表面の法線方向が視線に並行になり、かつ表面
が表示上表になるように表面表示される。とくに、心室内壁の任意点を指定したとき、前
述した方法で心室を切断し、指定点が投影図上で見えるように表示することも望ましい。
このため、展関図上で発見した異常部位を、投影図上で最も見易くなるように再表示させ
ることができる。この再表示は、極めて容易に行えるから、診断や読影効率の向上に寄与
できる。
【０１６８】
第１０の実施形態
本発明の第１０の実施形態を図３７～図３９に基づき説明する。この実施形態は、心筋の
展開図に心臓内電気現象を重畳表示する診断装置に係り、とくに外膜と内膜の間の深さを
固定的にまたは任意に指定して重畳表示を行なうことができる診断装置に関する。なお、
ここでは外膜と内膜との心筋肉厚部の距離を上述したように「深さ」として表現する。
【０１６９】
ＣＰＵ２０が画像データの作成処理として行なう手順の概略を図３７に示す。まず、ＣＰ
Ｕ２０は操作パネル１７からの操作情報に基づいて展開図のデータ作成深さを任意位置で
行なうかどうかを判断する（ステップＳ４－１４１）。
【０１７０】
この判断でＮＯとなる場合、指定深さの指令であると認識され、ステップＳ４－１４２～
１５０の処理が順次実行される。最初に、心筋の外膜と内膜の表面の展開図データが前述
したと同様に作成される（ステップＳ４－１４２）。その後、予め設定してある固定深さ
のデータがメモリ２１からワークエリアに読み出される（ステップＳ４－１４３）。この
固定深さは１個でも複数個でもよい。１個の場合、例えば「内膜から５０％の位置」など
と指定される。複数個の場合、例えば「内膜からそれぞれ３３％、６７％の位置」などと
指定される。次いで、指定された１個または複数個の固定深さにおける心筋の展開図デー
タが作成される（ステップＳ４－１４４）。次いで、前述と同様に、固定深さの各位置に
おける心臓内電気現象を表すデータ（興奮到達時刻分布の等時線図データ、心筋電気活動
量の濃淡像データなど）が作成される（ステップＳ４－１４５～１４８）。
【０１７１】
このようにデータが出揃うと、ＣＰＵ２０は複数種の展開図データに電気現象の表示デー
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タを重ねて表示画像データを作成する（ステップＳ４－１４９）。例えば、固定深さが内
膜から３３％、６７％のときには、これに内膜および外膜を加えて４種類の展開図データ
を例えば図３８に示すように、モニタ画面左側から順に配置し、それぞれに対応する位置
の電気現象のデータを個々に重畳し、全体として１フレームの表示画像データを作成する
。この表示画像データはモニタ１５やプリンタ１６に表示、出力される（図２、ステップ
Ｓ５）。
【０１７２】
この結果、例えば図３８に示す表示が得られる。つまり、心筋の外膜の展開図と内膜の展
開図、および、外膜と内膜の間の数種類の深さの面の展開図が同一モニタ画面に並べて表
示され、それらの展開図に解析結果が重ねて表示される。同図の例では、画面左には心内
膜の展開図とその展開図上の解析結果が表示され、左から２番目の図には内膜から３３％
の深さの面の展開図、さらに３番目には６７％の深さの面の展開図がそれらの面の解析結
果と伴に表示される。４番目、すなわち画面右側の図には心外膜の展開図とその面の解析
結果が表示される。この指定深さに基づく表示により、心室の表面以外の解析結果を表示
することができ、表面からどの程度の深さまで病変部が進行しているかを容易に把握でき
るという効果がある。
【０１７３】
一方、上記ステップＳ４－１４１の判断でＹＥＳのときは、任意の深さで上述した表示を
行ないたい場合である。この場合、操作パネル１７を介して指定される深さ情報を入力し
、その深さ位置における心筋の展開図データを同様に作成する（ステップＳ４－１５１，
１５２）。さらに、その任意深さにおける心臓内電気現象を表すデータ（興奮到達時刻分
布の等時線図データ、心筋電気活動量の濃淡像データなど）が作成され、表示画像データ
として準備される（ステップＳ４－１５３～１５７）。
【０１７４】
この結果、モニタ１５および／またはプリンタ１６には、例えば図３９に示す如く、任意
に指定した深さ、例えば内膜から３３％の深さ位置の展開図が電気現象の解析結果と伴に
表示される。これにより、図３９の表示方法に比べて１枚の図を大きく詳細に表示するこ
とができ、詳細観察により適した画像を提供できるという有利さもある。
【０１７５】
なお、上述した予め決めてある固定深さは必要に応じて更新できるようにしてもよい。さ
らに、図３８、３９の表示画像に心筋の例えば透視投影図を並置して表示するようにして
もよい。
【０１７６】
第１１の実施形態
第１１の実施形態かかる診断装置を図４０～図４１に基づき説明する。この実施形態は、
興奮到達時刻分布の代わりに、興奮伝播速度あるいは興奮到達時刻の湧き出しを表示する
実施形態である。
【０１７７】
興奮到達時刻をｔとしたとき、興奮伝播速度ｖおよび興奮到達時刻の湧き出しａは次式か
ら求めることができる。
【０１７８】
【数１】

【０１７９】
ここで、心筋には興奮伝播の非等方性があるため、演算された興奮伝播速度ｖは実際の伝
播速度とは異なることがあると考えられるので、適宜な補正処理を行なうことがなお望ま
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しい。
【０１８０】
図４１は興奮到達時刻ｔと興奮伝播速度ｖおよび興奮到達時刻の湧き出しａとの関係を模
式的に説明する図である。興奮到達時刻ｔがある方向の距離ｘについて同図（ａ）のグラ
フのように変化すると仮定する。この場合、同図の横軸両端付近の興奮伝播速度が大きい
ため、興奮伝播速度ｖは同図（ｂ）に示すグラフで表される。興奮到達時刻の湧き出しａ
は興奮伝播速度の変化の大きさを表し、同図（ｃ）に示す如く、興奮伝播速度の変化が大
きい部位で絶対値が大きくなる。それぞれのグラフの下の図は興奮到達時刻ｔの等時線図
と興奮伝播速度ｖおよび興奮到達時刻の湧き出しａを濃淡画像で表示した例である。
【０１８１】
興奮伝播速度ｖまたは興奮到達時刻の湧き出しａを表示するため、ＣＰＵ２０は表示デー
タ作成処理として図４０に概略図示する処理を行なう。心筋の外膜、内膜などの展開図デ
ータを作成し、興奮到達時刻分布のデータを読み出し、さらに、作成した展開図上の演算
方向を２次元的に設定する（ステップＳ４－１６１～１６３）。この後、２次元の演算方
向に沿う位置毎に興奮伝播速度ｖを上式に基づき演算し、その濃淡像データを作成する（
ステップＳ４－１６４，１６５）。また、２次元の演算方向に沿う位置毎に興奮到達時刻
の湧き出しａを上式に基づき演算し、その濃淡像データを作成する（ステップＳ４－１６
６，１６７）。そして、興奮伝播速度ｖまたは興奮到達時刻の湧き出しａのいずれかを選
択し（ステップＳ４－１６８）、展開図データに、選択した速度ｖまたは湧き出しａのデ
ータを重畳して１フレームの表示データを準備する（ステップＳ４－１６９）。この表示
データは、図２のステップＳ５の処理により表示される。
【０１８２】
このように、興奮到達時刻の代わりに興奮伝播速度を表示した場合、興奮伝播速度が通常
より小さい異常部位を容易に発見し易くなるという効果がある。また、興奮到達時刻の湧
き出しが大きい部位は、興奮伝播速度が空間的に急激に変化していることを表す（正常部
位では一般に興奮伝播速度は空間的に大きく変化しない）。従って、興奮到達時刻の湧き
出しを表示する場合、その値の大きい部位は何らかの異常がある可能性が高いため、興奮
到達時刻を直接表示するよりも、異常を容易に発見できるようになるという効果がある。
【０１８３】
なお、ステップＳ４－１６８，１６９における表示画像の準備処理として、１フレーム内
に同一の展開図を２個並置し、一方の展開図に興奮伝播速度ｖを重畳し、残りの展開図に
興奮到達時刻の湧き出しａを重畳して、これらを同時に表示するようにしてもよい。この
ときさらに、心筋の透視投影図を同時に表示し、これに心筋電気活動量に関する情報を重
ねて表示させるようにしてもよい。
【０１８４】
第１２の実施形態
第１２の実施形態かかる診断装置を図４２～図４３に基づき説明する。この実施形態は、
興奮到達時刻分布（またはこれに関連した量）や心筋電気活動量を指定位置において心筋
壁厚（深さ）方向に解析し表示する実施形態である。
【０１８５】
ＣＰＵ２０は、図４２に示す画像データの作成処理を実行する。心室をある方向から透視
した投影図および外膜、内膜などの展開図の輪郭データ、ならびに、興奮到達時刻分布や
心筋電気活動量を表す表示データを作成し、これらの輪郭データおよび表示データ（輪郭
データに重畳される）を１フレームの画像データとして準備する（ステップＳ４－１７１
，１７２）。これにより、最初は、投影図および展開図に電気現象量のデータが重畳され
た、例えば分割態様で画像がモニタ１５に表示される。
【０１８６】
オペレータはこのモニタ画面を見ながら操作パネル１７を操作し、例えば十字マーカで投
影図または展開図の上の所望位置に指定点を入力する（ステップＳ４－１７３、１７４）
。この指定点の投影図または展開図上の位置が演算され、さらに、興奮到達時刻（もしく
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は、興奮伝播速度、興奮到達時刻の湧き出し）、または心筋電気活動量などの量の所望種
別が操作パネル１７からの情報に基づき選択される（ステップＳ４－１７５，１７６）。
そして、指定点において心筋壁厚方向に沿った、所望種別の電気現象量の変化が距離（壁
厚）の関数のグラフデータとして演算される（ステップＳ４－１７７）。このグラフデー
タおよび指定点のマーカのグラフィックデータが投影図または展開図に付加されたフレー
ムデータが準備され（ステップＳ４－１７８）、このフレームデータが表示される（図２
、ステップＳ５）。
【０１８７】
このように、指定点を与えることで、興奮到達時刻、興奮伝播速度、興奮到達時刻の湧き
出し、または心筋電気活動量などの量が指定点にて壁厚さ方向に沿って自動的に解析され
る。例えば図４３の場合は投影図上の所望位置に指定点をマーカで与えたもので、図４４
の場合は展開図上にそれを与えたものである。この指定点における解析結果（例えば両図
に示すように、内膜、外膜間の距離に対する興奮到達時刻ｔの変化を表すグラフ）が自動
的にモニタに表示（またはプリンタに出力）される。したがって、この表示法によれば、
例えば異常部位の壁厚方向の進行度を詳しく観察することが容易になる。
【０１８８】
別の指定点を与えると、その指定点についての上述した処理が繰り返され、新しい指定点
に対する壁厚方向の所望種別の解析グラフが迅速にかつ自動的に表示される。
【０１８９】
なお、この実施形態において心室の投影図および展開図のいずれか一方のみについて上述
した表示処理を行なうようにしてもよい。また、投影図の透視視線を任意方向に変更させ
ながら、上述した表示処理を行なうようにしてもよい。さらに、指定点を同時に複数個与
え、この複数個それぞれについて上述した表示処理を並列に行なうようにしてもよい。
【０１９０】
第１３の実施形態
第１３の実施形態かかる診断装置を図４５～図４６に基づき説明する。この実施形態は、
興奮到達時刻（またはこれに関連した量）や心筋電気活動量を心室表面の各位置で壁厚方
向に解析し、これを２次元表示するものである。
【０１９１】
ＣＰＵ２０は、図４５に示す画像データの作成処理を実行する。心室のある方向の投影図
および展開図の輪郭データを作成した後、心臓内電気現象を解析する統計量の種別を選択
する（ステップＳ４－１８１，１８２）。この統計量としては、興奮到達時刻（またはこ
れに関連した量）や心筋電気活動量の心筋壁厚方向の平均値、最大値、最小値、メディア
ン、あるいは標準偏差などである。
【０１９２】
次いで、心室表面の、例えば格子状交点に相当する各位置で心筋壁厚方向に沿って、選択
した種別の統計量を演算する（ステップＳ４－１８３）。次いで、この統計量をどのよう
な態様で投影図および／または展開図に重畳するかをオペレータとの間でインターラクテ
ィブに選択する（ステップＳ４－１８４）。この表示態様としては、前述したと同様に等
高線表示、濃淡像表示、またはカラー表示などが用意されている。次いで、その統計量デ
ータを、選択した表示態様のデータに作成し、重畳表示させる（ステップＳ４－１８５，
１８６）。さらに、別の統計量を選択し、上述した処理を繰り返すこともできる（ステッ
プＳ４－１８７）。
【０１９３】
このようにして、興奮到達時刻や心筋電気活動量などの解析結果が、心筋壁厚方向の平均
値、最大値、最小値、メディアン、あるいは標準偏差などの統計量の２次元分布像として
適宜な態様（等高線表示、濃淡像、あるいはカラー像など）で表示される。図４６には、
同図（ａ）のように各点で演算した興奮到達時刻ｔの壁厚方向の平均値を、同図（ｂ）の
投影図または（ｃ）の展開図に適宜な表示態様で２次元的に重畳表示する状態を示す。
【０１９４】
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この統計量の値は壁厚方向の分布を有していないため、投影図の表面あるいは心外膜の展
開図上のみに表示することで足りる。出力画面や用紙に複数の図を提示する必要がないた
め、読影が簡単になるという有利さがある。また、一般に、心室表面のみに解析データの
分布を表示する場合、心室壁の内部のみに存在する異常部位を見落してしまうこともある
という懸念がある。しかし、この実施形態の場合、心室壁内部のみの異常部位の電気現象
量が平均値、最大値、最小値などの統計量に反映されるため、心室壁内部のみの異常を見
落すという事態を回避できる。
【０１９５】
第１４の実施形態
本発明の第１４の実施形態の診断装置を図４７～図５１に基づき説明する。本発明は心筋
の投影図上あるいは展開図上にて指定した方向の断面を電気現象量と伴に表示する例であ
る。断面位置および方向の指定の仕方にも種々のバリエーションがある。
【０１９６】
図４７は、ＣＰＵ２０によって実行される表示画像データの作成処理の概要を示す。最初
に、所定透視方向の投影図の輪郭データおよび心筋所望位置の展開図の輪郭データが作成
され、これらの図に重畳する興奮到達時刻の等時線図データおよび／または心筋電気活動
量の濃淡像データが作成される（ステップＳ４－１９１，１９２）。この重畳データはオ
ペレータが表示画像から診断的に興味ある部位を探すために作成されるもので、このデー
タは上述した輪郭データに重畳され、表示される（ステップＳ４－１９３，図２のステッ
プＳ５）。
【０１９７】
これにより、例えば心筋の投影像に等時線図が重畳され、また展開図に活動量の濃淡像が
重畳された同一画面上に例えば並置状態で表示される。そこで、オペレータはこの画像を
観察しながら興味ある部位の断面を表示させるべく、断面位置指定情報を操作パネル１７
から入力する（ステップＳ４－１９４，１９５）。断面指定情報としてここでは、円形領
域ＣＲ（図４８参照）と点ＰＴ（ＰＴ１，ＰＴ２の組、またはＰＴ１～ＰＴ３のセット：
図４９～５１参照）とによる情報が用意されている。点による情報は、断面方向を心筋壁
厚方向にとるもの（１点または２点の情報）と、心筋の任意方向にとるもの（３点の情報
）とに分類される。
【０１９８】
そこで、断面指定情報が領域情報であるかどうか（すなわち、円形領域か点か）を判断し
（ステップＳ４－１９５）、領域情報（円形領域）の場合、ステップＳ４－１９６～１９
９の処理を順次行なう。一例として、図４８に示すように投影図上または展開図上で円形
領域ＣＲが指定された場合、その領域ＣＲ内の破線で示した等分間隔の例えば４本の線に
沿う壁厚方向の４枚の断面が指定され、その各断面の輪郭データが作成される（ステップ
Ｓ４－１９６，１９７）。次いで、各断面に沿った電気現象を表すデータ（例えば心筋電
気活動量の濃淡像データ）がその解析結果に基づいて作成され、表示される（ステップＳ
４－１９８，１９９）。この表示は例えば投影図および展開図の近くに、「断面１、断面
２、断面３、断面４」のキャラクタ表示と伴に分割表示される（図４８参照）。なお、こ
の断面は分割表示に限定されず、投影図および展開図とは別画面に表示してもよい。
【０１９９】
このように１度の領域指定で複数の方向の断面を表示できるので、操作能率が良く、心筋
梗塞の進行度を容易に判断できるようになるなど、局所的な異常に対してその異常の大き
さや拡がり方を詳しく観察できるという効果がある。
【０２００】
この一連の操作が終わると、ＣＰＵ２０は断面表示を再度、別の位置または別の態様で実
施するかどうかを判断し、実施するときはステップＳ４－１９４の処理に戻る（ステップ
Ｓ４－２００）。
【０２０１】
ステップＳ４－１９５の判断でＮＯ、すなわち点情報であるときは、さらに断面方向が壁



(29) JP 4208275 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

厚方向かどうかを指定点の数で判断する（ステップＳ４－２０１）。この実施形態では、
指定点の数が１個または２個のときは断面方向を壁厚さ方向にとり、３個のときは断面方
向を３点の指定位置に応じた任意方向にとるように設定してある。この判断が壁厚方向と
なる（指定点の数が１個または２個）ときは、次いで、断面数および位置を決定した後、
断面の輪郭データの作成、断面に沿った電気現象量の表示データの作成、および表示デー
タの準備を順次行なって、例えば分割態様で断面を表示させる（ステップＳ４－２０２～
２０５、図２のステップＳ５）。
【０２０２】
例えば、図４９に示す如く、投影図上あるいは展開図上で１点ＰＴを断面指定情報と指定
した場合、表示断面はこの指定点ＰＴを通り、心筋表面に垂直かつ互いに直交する２つの
断面となる。また、図５０に示す如く、投影図上あるいは展開図上で２点ＰＴ１，ＰＴ２
を断面指定情報として指定した場合、表示断面はこの指定点ＰＴ１，ＰＴ２を通り、心筋
表面にほぼ垂直な１つの断面となる。これらの２枚または１枚の壁厚方向の断面について
も、図４９または５０に例示するように、同様の表示が行なわれる。
【０２０３】
また、ステップＳ４－２０１の判断でＮＯ（すなわち、指定点が３個で、任意方向の断面
）となるときは、例えば図５１に示すように、３点を通る断面位置を決定し、上述と同様
に、その１枚の断面について断面の輪郭データの作成、断面に沿った電気現象量の表示デ
ータの作成、および表示データの準備を順次行なって、例えば分割態様で断面を表示させ
る（ステップＳ４－２０６～２０９、図２のステップＳ５）。この３点の指定は投影図上
または展開図上のいずれで行なってもよい。
【０２０４】
以上のように、指定点による断面表示の場合も、任意断面を表示するための心室の回転や
実線の移動などの格別複雑な操作を必要としない。投影図あるいは展開図上で表示したい
断面に応じて１点、２点、または３点の位置を指定するだけで所望位置の断面を表示させ
ることができ、操作が容易であるという利点が得られる。
【０２０５】
第１５の実施形態
本発明の第１５の実施形態を図５２を基に説明する。この実施形態に係る診断装置は、心
室を複数のセグメントに分割し、興奮到達時刻や心筋電気活動量の解析値の各セグメント
内での平均値などの代表値を表形式で表示させる手法に関する。
【０２０６】
これを実施するため、ＣＰＵ２０は前述した図２のステップＳ４にて、以下のような処理
を行なう。まず、心室形状モデルを、一例として、右室自由壁、中隔、および左室自由壁
のセグメントに分け、それらのセグメントをそれぞれの前壁側と後壁側に分け、それら６
個のセグメントそれぞれをさらに心基部側と心尖部側に分ける。つまり、全体を１２個の
セグメントに分割する。そして、各セグメントにおいて興奮到達時刻や活動電位振幅の平
均値、最大値、および最小値を計算する。この計算値を表形式でモニタ１５またはプリン
タ１６に出力させる。
【０２０７】
図５２は、一例として、活動電位振幅の平均値（同図上段）、同振幅の最大値（同図中段
）、および同振幅の最小値（同図下段）を１２個のセグメント毎に計算して実際値として
表している。このように実際の数値を表形式で表示することにより、解析結果を定量的側
面から把握し易くなるという利点がある。
【０２０８】
なお、この表形式の表示または出力は、活動電位振幅に限定されず、ほかの電気現象を表
す量であってもよい。また、平均値、最大値、および最小値の全ての表示にこだわらず、
適宜に取捨選択してもよい。
【０２０９】
第１６の実施形態
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本発明の第１６の実施形態を図５３～図５４に基づき説明する。この実施形態の診断装置
は、興奮到達時刻分布や心筋電気活動量分布の重畳表示に加え、シングルダイポール法を
用いて推定したダイポール位置、向き、大きさをさらに重畳表示することを特徴とする。
【０２１０】
ＣＰＵ２０は、図５３に示すように、心筋を所定透視方向からみたときの投影図の輪郭デ
ータを作成し、興奮到達時刻分布の等時線図データおよび心筋電気活動量分布を表す濃淡
像データを作成する（ステップＳ４－２１１～２１５）。次いで、シングルダイポール法
を用いて推定したダイポールの位置および向きを推定し（ステップＳ４－２１６）、さら
に、そのダイポールの大きさの軌跡を演算する（ステップＳ４－２１７）。このダイポー
ルの大きさの軌跡は、ＱＲＳ期問中の決められた範囲内の数点の時刻の電位分布または磁
場分布から推定したダイポール位置を起点とする矢印を、心室モデルの投影図と同じ視線
方向に投影し、それらを時間の順序に並べることで求める。次いで、投影図の輪郭データ
に興奮到達時刻分布の等時線図データおよび心筋電気活動量分布の濃淡像データを重畳し
、これにさらにダイポールの位置およびそのモーメントを表す点線および矢印のグラフィ
ックデータを重畳させる（ステップＳ４－２１８）。このように作成された表示データは
図２のステップＳ５の処理を介して出力される。
【０２１１】
図５４に１つの表示例を示す。図示されていないが、心室の投影図には興奮到達時刻分布
の等時線図および心筋電気活動量分布の濃淡像が重ねて表示されている。この表示像には
さらに、点線で表すダイポールの位置および矢印で表すダイポールの大きさ（モーメント
）の時間経過に伴う変化が軌跡として重ねて表示されている。
【０２１２】
なお、投影図には興奮到達時刻分布または心筋電気活動量分布に関するいずれか一方の画
像のみを表示させるようにしてもよい。
【０２１３】
本実施形態によれば、シングルダイポール法で得られたダイポール位置や向きが興奮到達
時刻分布および／または心筋電気活動量分布に重ねて表示されるので、両者の情報を相補
的に利用することができ、両者の位置関係についても把握し易くなる。例えば、心室頻拍
時の興奮伝播経路を調べる場合、初期興奮部位はシングルダイポール法の軌跡図によつて
観察し、その後の興奮の広がり方は興奮到達時刻分布によって調べるというように相補的
に利用することが可能になる。これによって、より多角的側面から診察や読影を試みるこ
とができる。
【０２１４】
第１７の実施形態
本発明の第１７の実施形態を図５５～図５６を用いて説明する。この実施形態は、画像上
で投影図を表示するときに、心室の一部を切除した投影図に種々の電気現象を表すデータ
を重ねて表示する手法に関する。
【０２１５】
図５５（ａ）～（ｃ）はこの表示法の１つの態様を示す。これを実施するには、ＣＰＵ２
０はその表示画像データの作成処理（図２、ステップＳ４）を以下のように行なう。まず
、投影図作成の視線方向を既知の値として、または視線方向をオペレータとインターラク
ティブに設定し、心室の形状モデルデータから設定視線方向で透視したときの心室全体の
輪郭データを作成する。次いで、一部切除する心室部位をオペレータとインターラクティ
ブに設定し、切除した残りの心室の輪郭データを作成する。次いで、この残りの心室投影
図に重畳する電気現象量のデータ（例えば興奮到達時刻分布の等時線図データおよび／ま
たは心筋電気活動量の濃淡像データ）を作成する。最後に、残りの心室の３次元輪郭デー
タに電気現象量の作成データを重畳し、これを透視方向からみた２次元画像に変換して表
示画像データとして出力する。
【０２１６】
この結果、図５５（ａ）～（ｃ）に例示する如く、種々の心室切除像が選択的に表示可能
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になる。同図（ａ）は右心室を切り取り、右心室内壁が見えるように処理した表示例であ
る。同図（ｂ）は右心室と左心室を切り離し、中隔表面の左心室側が見えるように処理し
た表示例である。同図（ｃ）は左心室を縦に切断し、左心室内壁が見えるように処理した
表示例である。
【０２１７】
このように心室の一部を切除し、その表面に心臓内電気現象を表す量の解析結果を表示す
るので、とくに、心室内壁上の分布を見易く表示できる。これにより通常、投影図だけで
は見ることが難しかった心室内壁上の解析結果を容易に観察でき、読影能率向上や診断能
向上に寄与できる。
【０２１８】
また、本実施形態の第２の態様に関する表示例を図５６に示す。ＣＰＵ２０はその表示画
像データの作成処理（図２、ステップＳ４）を大略、以下のように行なう。まず、心室を
所定のまたは設定した視線方向からみた投影図を表示する　（図５６の左側の投影図参照
）。この投影図上には興奮到達時刻分布の等時線図および／または心筋電気活動量の濃淡
像が重畳されている。次いで、その視線方向とほぼ垂直な所定位置または設定位置での面
で心室を切断し、切断した手前の部分を逆方向の視線方向を使って投影して３次元の輪郭
データを作成する。この輪郭データに興奮到達時刻分布の等時線図データおよび／または
心筋電気活動量の濃淡像データを重畳し、先程の投影図と並べて表示する（図５６の右側
の切除された投影図参照）。つまり、切除した側の部位の裏面、すなわち内膜側の面が同
時に表示される。
【０２１９】
このように表示することにより、通常の投影図で可視となっている部分の解析結果と、そ
の裏側の心室内壁の解析結果を並べて観察できるため、両者を比較しながら観察すること
が容易になる。
【０２２０】
第１８の実施形態
本発明の第１８の実施形態を図５７～図５８を用いて説明する。この実施形態は、同一の
被験者の心電図または心磁図から解析した２種類の興奮到達時刻および／または心筋電気
活動量の解析結果の差分の分布を表示するものである。
【０２２１】
この実施形態の表示例の第１の形態は図５７に概略示すフローより処理される。つまり、
被験者の正常心拍時の心磁図データまたは心電図データから興奮到達時刻および心筋電気
活動量を解析し（解析結果ａ）、また、同一の被験者の期外収縮時の心拍の心磁図データ
または心電図データから興奮到達時刻および心筋電気活動量を解析する（解析結果ｂ）。
これらの解析処理はＣＰＵ２０により図２のステップＳ１～Ｓ３の処理としてパラレルに
またはシリアルに実行される。
【０２２２】
次いで、両方の解析結果ａ，ｂの差分がＣＰＵ２０により計算される（ステップＳ３Ａ）
。この差分計算は、心室形状モデルの位置を合わせて例えば、そのモデルを形成する多面
体の頂点毎に、かつ、電気現象量の種別毎に実施される。つまり、興奮到達時刻分布の差
分「ａ－ｂ」と心筋電気活動量分布の差分「ａ－ｂ」が２種類得られる。
【０２２３】
これらの差分演算結果は前述した同様に、例えば、興奮到達時刻分布については等時線図
データに、心筋電気活動量分布については濃淡像データにそれぞれ作成される。これらの
作成データは、例えば、等時線図データが心室投影図に、また濃淡像データが展開図に重
畳して表示される。この表示処理はＣＰＵ２０により図２のステップＳ４，Ｓ５に相当し
て実行される。この結果、一例として、一方の投影図に正常心拍時と期外収縮時の興奮到
達時刻分布の差分を示す等時線図が重ねて表示され、同時に、もう一方の展開図に正常心
拍時と期外収縮時の心筋電気活動量分布の差分を示す濃淡像が重ねて表示される。
【０２２４】
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これにより、同一被験者の期外収縮時の心筋活動異常に関する情報を自動的に得ることが
でき、読影や診断を助ける有力な情報となる。
【０２２５】
この実施形態の表示例の第２の形態は図５８に概略示すフローより処理される。この形態
の場合、被験者の安静時の心拍から解析した興奮到達時刻および心筋電気活動量と、その
被験者に運動負荷や薬剤による負荷を加えたときの心拍から解析した興奮到達時刻および
心筋電気活動量との間で、上述したと同じ要領で差分分布を計算し、その計算結果である
興奮到達時刻の差分値と心筋電気活動量の差分値の分布を投影図や展開図上に重畳表示す
るものである。
【０２２６】
なお、ステップＳ１～Ｓ３において解析する電気現象の量は、必要に応じて、興奮到達時
刻分布または心筋電気活動量の一方であってもよい。
【０２２７】
第１９の実施形態
本発明の第１９の実施形態を図５９の表示例を参照して説明する。この実施形態は、心臓
内電気現象分布の解析に使用した心電図または心磁図の波形と解析結果とを同時に表示す
るものである。
【０２２８】
この表示処理はＣＰＵ２０により、図２のステップＳ４にて実行される。
【０２２９】
図５９の表示例は、解析結果を投影図上に表示し、さらに、解析に使用した心磁図波形（
または心電図波形）を重ねて表示している。心磁図（または心電図）と心室モデルを正確
な位置関係で表示するために、心室モデルと心磁図（または心電図）は同一の座標系とし
、同一の視線方向を用いて投影する。
【０２３０】
更に図５９の例では解析に使用した心磁図（または心電図）の時間波形を同時に表示して
いる。時間波形の表示上の縦の破線の位置に相当する時刻の心磁図　（または心電図）が
投影図に表示される。
【０２３１】
本実施例によれば、表示する磁場分布（または電位分布）の時刻を時間波形上で容易に指
定できることが望ましい。その時刻の磁場分布（または電位分布）と解析結果を容易に対
応づけて観察することができる。
【０２３２】
また望ましくは、その同一の時刻の興奮波面の形状も投影図として表示できるように構成
するのがよい。指定時刻の興奮波面の形状が表示されるように構成することで、磁場分布
（または電位分布）と興奮波面の対応関係をさらによく観察することができる。また、磁
場の時間波形が表示されているので、時間波形上の特定の時刻（例えば、Ｒ波のピークの
時刻など）の磁場分布（または電位分布）や興奮波面を容易に観察できるようになる。
【０２３３】
第２０の実施形態
本発明の第２０の実施形態を図６０～図６１を参照して説明する。この実施形態はＸ線装
置、ＣＴスキャナ、超音波診断装置、ＭＲＩ装置などのモダリティにより撮影した血管強
調画像と、興奮到達時刻および（または）心筋電気活動量の分布の解析結果を重ねて表示
するものである。
【０２３４】
この表示に伴う処理は、ＣＰＵ２０により図２のステップＳ４に相当する処理として実行
される。
【０２３５】
図６０はその表示の一例を示す。Χ線画像と興奮到達時刻および心筋電気活動量の分布像
とを重ねる場合、心室モデルを表示するときにΧ線の線源の位置に視点を置くようにする
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。超音波の画像（例えば超音波ドプラ画像）と重ねる場合、超音波の断面と投影面が並行
になるように投影する。ＣＴ、ＭＲＩの画像には３次元再構成を行った画像を用い、心室
モデルと同様の方法で投影する。これにより超音波ドプラ画像と同一断面上に心筋電気活
動量などが重畳表示される。ＣＴ，ＭＲＩの血管強調画像を投影するときは、心室モデル
を投影するときに見える表面およびその近傍深さの血管のみを投影するのが良い。このよ
うにすることにより、心室モデルの裏側の血管が表示されなくなるので、読み易い画像を
表示することができる。
【０２３６】
図６１は、血管強調画像を心室モデルの展開図の上に重ねて表示する例を示す。ＭＲＩ，
ＣＴなどを用い３次元的に構成された血管強調画像を用いる。まず、血管の３次元画像を
心室モデルの座標と同じ座標系に座標変換し、３次元画像の各ボクセルの心室形状モデル
内での位置を求め、そのボクセルの位置が心室表面から予め決められた距離の範囲にあれ
ば、その位置を心室表面に直交する方向に投影し心室表面上に移動させる。次に、心室表
面を展開するのと同じ方法で展開図上の位置を求め、展開図上に描画する。
【０２３７】
本実施形態によれば、心室の投影図や展開図に血管強調画像が重ねて表示され、さらに、
解析結果が重ねて表示されるため、興奮到達時刻や心筋電気活動量分布の異常部分と冠状
動脈の位置関係を容易に把握することが河能になる。例えば、血管の狭窄部の末梢付近の
活動電位が低下していれば、その活動電位の低下は狭窄に因るものであることを容易に判
別できる。
【０２３８】
第２１の実施形態
本発明の第２１の実施形態を図６２～図６３を参照して説明する。この実施形態では、解
析結果を断面図、投影図、展開図の上に表示した画像とＭＲＩ、ＣＴスキャナ、超音波診
断装置といったモダリティからの断層画像とを同時に表示する。
【０２３９】
この表示処理は、ＣＰＵ２０により図２のステップＳ４の処理として実行される。
【０２４０】
図６２に表示の一例を示す。同図では、心室の断面図、投影図、展開図の上に表示した画
像と、一例としてのＭＲＩからの断層画像とが同時に表示されている。同図の表示例おい
て、左下に投影図、左上に短軸断面図、右下に複数種の展開図、および右上に拡張末期お
よび収縮末期のＭＲＩ断層像が配置されている。断面図には、例えば、興奮到達時刻分布
の等時線図が重ねて表示される。投影図には、その短軸断面の位置を示す平面が重畳表示
される。展開図には、例えば、心筋電気活動量の濃淡像分布が表示される。さらにＭＲＩ
断層像には、心筋電気活動量分布を重畳表示させてもよい。
【０２４１】
断面図はオペレータが投影図上で任意断面を指定して表示することが可能になっており、
ＭＲＩの断面と同一の断面を選択できるようになっている。ＭＲＩ画像としては、拡張末
期と収縮末期の画像（動画または静止画（複数））を並べて表示するか、または、任意の
時相の画像を切り替えて表示するようになっている。これにより、ΜＲＩ画像上で心筋の
拡張異常や収縮異常を調べることができ、これと同一断面に表示された興奮到達時刻分布
や心筋電気活動量分布から心筋の異常部位を調べることができる。同時に、両者の位置の
対応関係を調べることができる。ΜＲＩの画像と興奮到達時刻分布や心筋電気活動量分布
を重ねて表示する構成も可能であり、そのようにすると位置関係の把握が更に容易になる
。
【０２４２】
図６３は、複数の断面のΜＲＩ画像と、これに対応する複数の心室形状モデルの長軸断面
に興奮到達時刻分布や心筋電気活動量分布を表示した例である。このように構成すること
により、心筋異常を複数の断面から観察することが可能になる。図６３におけるそのほか
の同時表示の画像の態様は図６２と同じである。
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【０２４３】
本発明は、前述した実施形態およびその変形例に記載のものに限定されることなく、請求
項記載の発明の要旨を逸脱しない範囲で適宜に変形可能である。
【０２４４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明にかかる心臓内電気現象の診断装置および診断方法によれば
、被験者から計測した電位および磁場の少なくとも一方の情報に基づき心臓内の興奮伝播
過程の分布情報と心臓の心筋の電気生理的活動の大きさを反映した心筋電気活動量の分布
情報とを解析し、解析された興奮伝播過程の分布情報と心筋電気活動量の分布情報とを同
時に視覚化するようにしたため、例えば、心臓内の興奮到達時刻分布と心筋電気活動量分
布を心臓の断面上に重ねて同時に表示できる。この同時表示をするときに、興奮到達時刻
分布と心筋電気活動量分布を別々に表示する場合は２枚の断面に、重ねて表示する場合は
１枚の断面に表示でき、興奮伝導異常や活動電位振幅の異常をより確実に判別できるよう
になる。また例えば、興奮到達時刻分布と心筋電気活動量分布を心臓表面の展開図上に表
示することができ、これより、心内膜および心外膜の展開図上に各別にまたは重ねて表示
された興奮到達時刻分布と心筋電気活動量分布から興奮伝導異常や活動電位振幅の異常を
より容易に判別できるようになる。したがって、提示する必要のある図の数は従来よりも
少なくて済み、興奮伝導異常や活動電位振幅の低下を伴う不整脈や心筋梗塞などの様々な
疾患をより容易にかつ確実に判別でき、広範囲の心疾患に適用可能な診断装置および診断
方法を提供できるとともに、読影に要する手間が軽減されて読影が容易になり、読影の能
率が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る心臓内電気現象診断装置の概略ブロック図。
【図２】第１の実施形態におけるＣＰＵの処理例を示す概略フローチャート。
【図３】心室形状モデルの一例を示す斜視図。
【図４】第１の表示例における表示画像データの作成の一例を示すフローチャート。
【図５】心室形状モデルの一例を構成する四面体と座標軸との関係を説明する図。
【図６】第１の表示例における等時線図データの作成例を示す、より詳細なフローチャー
ト。
【図７】等時線図データの作成を説明するための図。
【図８】等時線図データの作成を説明するための図。
【図９】第１の表示例を示すモニタ画面またはプリンタ出力の図。
【図１０】第２の表示例における表示画像データの作成の一例を示すフローチャート。
【図１１】第２の表示例におけるカラー階調像データの作成例を示す、より詳細なフロー
チャート。
【図１２】第２の表示例を示すモニタ画面またはプリンタ出力の図。
【図１３】第３の表示例における表示画像データの作成の一例を示すフローチャート。
【図１４】第３の表示例を示すモニタ画面またはプリンタ出力の図。
【図１５】第４の表示例における表示画像データの作成の一例を示すフローチャート。
【図１６】第４の表示例を示すモニタ画面またはプリンタ出力の図。
【図１７】本発明の第２の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフローチ
ャート。
【図１８】第２の実施形態の表示例によるモニタ画面またはプリンタ出力の図。
【図１９】第２の実施形態の変形例によるモニタ画面またはプリンタ出力の図。
【図２０】本発明の第３の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフローチ
ャート。
【図２１】第３の実施形態の表示例によるモニタ画面の模式図。
【図２２】第３の実施形態の表示例によるモニタ画面の模式図。
【図２３】本発明の第４の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフローチ
ャート。
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【図２４】第４の実施形態の表示例によるモニタ画面の模式図。
【図２５】本発明の第５の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフローチ
ャート。
【図２６】心室表面の種々の展開図を説明する図。
【図２７】心室の各部の呼称を説明する図。
【図２８】本発明の第６の実施形態にかかる心室表面の種々の展開図を説明する図。
【図２９】本発明の第７の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフローチ
ャート。
【図３０】投影図と断面図の同時表示例の図。
【図３１】投影図と展開図の同時表示例の図。
【図３２】投影図と展開図の同時表示例の別の図。
【図３３】本発明の第８の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフローチ
ャート。
【図３４】マーカなどを用いる、投影図と断面図の同時表示例の図。
【図３５】本発明の第９の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフローチ
ャート。
【図３６】指定点を用いる、投影図と断面図の同時表示例の図。
【図３７】本発明の第１０の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフロー
チャート。
【図３８】固定深さに基づく展開図の表示例の図。
【図３９】任意深さに基づく展開図の表示例の図。
【図４０】本発明の第１１の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフロー
チャート。
【図４１】興奮到達時刻ｔ、興奮伝播速度ｖ、および興奮到達時刻の湧き出しａの相互関
係を説明する図。
【図４２】本発明の第１２の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフロー
チャート。
【図４３】指定点と壁厚方向の解析グラフ表示との関係を説明する図。
【図４４】指定点と壁厚方向の解析グラフ表示との関係を説明する別の図。
【図４５】本発明の第１３の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフロー
チャート。
【図４６】統計量の演算とその２次元表示との関係を説明する図。
【図４７】本発明の第１４の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフロー
チャート。
【図４８】円形領域の指定とこれによる心筋壁厚方向の断面表示例を示す図。
【図４９】１点指定とこれによる心筋壁厚方向の断面表示例を示す図。
【図５０】２点指定とこれによる心筋壁厚方向の断面表示例を示す図。
【図５１】３点指定とこれによる任意方向の断面表示例を示す図。
【図５２】本発明の第１５の実施形態にかかる表形式の表示例を示す表図。
【図５３】本発明の第１６の実施形態にかかる表示画像データの作成の一例を示すフロー
チャート。
【図５４】電流ダイポールの位置およびモーメントをさらに重畳した表示例の図。
【図５５】本発明の第１７の実施形態にかかる表示画像の一態様を説明する図。
【図５６】本発明の第１７の実施形態にかかる表示画像の別の態様を説明する図。
【図５７】本発明の第１８の実施形態にかかる画像表示の一態様の処理概要の図。
【図５８】本発明の第１８の実施形態にかかる画像表示の別の態様の処理概要の図。
【図５９】本発明の第１９の実施形態にかかる表示画像の一例を示す図。
【図６０】本発明の第２０の実施形態にかかる表示画像の一例を示す図。
【図６１】本発明の第２０の実施形態にかかる表示画像の別の例を示す図。
【図６２】本発明の第２１の実施形態にかかる表示画像の一例を示す図。
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【図６３】本発明の第２１の実施形態にかかる表示画像の別の例を示す図。
【図６４】第３の実施形態の変形形態の一例を示す表示画面の図。
【図６５】従来技術の一例を説明する図。
【図６６】従来技術のほかの例を説明する図。
【符号の説明】
１１　電気現象計測装置
１２　センサ位置計測装置
１３　心臓モデル作成装置
１４　コンピュータ装置
１５　モニタ
１６　プリンタ
１７　操作パネル
２０　ＣＰＵ
２１　メモリ
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