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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線画像取得部と、表示制御部と、位置指定受付部と、位置情報取得部とを備えた放
射線画像表示制御装置の作動方法であって、
　前記放射線画像取得部が、互いに異なる撮影方向からの被写体へ放射線の照射によって
放射線画像検出器により検出された前記撮影方向毎の放射線画像を取得し、
　前記表示制御部が、前記撮影方向毎の放射線画像を用いて立体視画像を表示させ、さら
に前記撮影方向毎の放射線画像を２次元画像としてそれぞれ表示させ、
　前記位置指定受付部が、前記立体視画像内の所定の位置の指定を受け付け、
　前記位置情報取得部が、前記位置指定受付部により受け付けられた位置情報を取得し、
　前記表示制御部が、前記位置情報が取得された際、前記各２次元画像上に前記位置情報
に応じた指標を表示させ、
　前記位置指定受付部が、前記各２次元画像上に前記指標が表示された後、前記各２次元
画像上に表示された前記指標の位置の調整を受け付け、
　前記位置情報取得部が、前記調整後の指標の前記各２次元画像内における位置情報をさ
らに取得することを特徴とする放射線画像表示制御装置の作動方法。
【請求項２】
　互いに異なる撮影方向から被写体へ放射線を照射する放射線照射部と、該放射線照射部
によって照射されて前記被写体を透過した放射線を検出する放射線画像検出器と、該放射
線画像検出器により検出された前記撮影方向毎の放射線画像を取得し、該取得した撮影方
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向毎の放射線画像を用いて立体視画像を表示する表示装置とを備えた放射線画像撮影表示
システムにおいて、
　前記表示装置において前記立体視画像が表示されている際、該立体視画像内の所定の位
置の指定を受け付ける位置指定受付部と、
　該位置指定受付部により受け付けられた位置情報を取得する位置情報取得部とを備え、
　前記表示装置が、前記撮影方向毎の放射線画像を２次元画像としてそれぞれ表示するも
のであるとともに、前記各２次元画像上に、前記位置情報取得部により取得された位置情
報に応じた指標を表示するものであり、
　前記位置指定受付部が、前記各２次元画像上に前記指標が表示された後、前記各２次元
画像上に表示された前記指標の位置の調整を受け付けるものであり、
　前記位置情報取得部が、前記調整後の指標の前記各２次元画像内における位置情報をさ
らに取得するものであることを特徴とする放射線画像撮影表示システム。
【請求項３】
　前記表示装置が、前記立体視画像と前記各２次元画像とを同時に表示するものであるこ
とを特徴とする請求項２記載の放射線画像撮影表示システム。
【請求項４】
　前記表示装置が、前記立体視画像内において指定された位置の奥行方向の座標に基づい
て、前記各２次元画像上に所定の閾値の範囲を示す画像を表示するものであることを特徴
とする請求項２または３記載の放射線画像撮影表示システム。
【請求項５】
　前記所定の閾値の範囲が、前記放射線照射部の放射線の焦点と前記放射線画像検出器と
の距離と前記撮影方向がなす輻輳角とに基づいて決定される奥行方向の解像度に応じて設
定されるものであることを特徴とする請求項４記載の放射線画像撮影表示システム。
【請求項６】
　前記２次元画像として表示される放射線画像が、前記位置指定受付部による位置の指定
を受け付ける際に用いた立体視画像を構成する放射線画像の撮影方向がなす輻輳角よりも
大きい輻輳角をなす撮影方向からの放射線の照射によって取得されたものであることを特
徴とする請求項２から５いずれか１項記載の放射線画像撮影表示システム。
【請求項７】
　前記各２次元画像上における異常陰影を検出する異常陰影検出部を備えたことを特徴と
する請求項２から６いずれか１項記載の放射線画像撮影表示システム。
【請求項８】
　前記表示装置が、前記異常陰影検出部によって検出された異常陰影の位置を示す指標を
前記各２次元画像上に表示するものであることを特徴とする請求項７項記載の放射線画像
撮影表示システム。
【請求項９】
　生検針を支持するとともに、移動可能な針支持部と、
　前記立体視画像内において指定された所定の位置または前記２次元画像内において指定
された所定の位置に基づいて、前記針支持部を移動させることによって前記生検針の先端
の位置を制御する針位置制御部と、
　前記立体視画像内において指定された所定の位置または前記２次元画像内において指定
された所定の位置に基づいて推定された前記生検針の穿刺経路上に前記異常陰影検出部に
よって検出された異常陰影が存在するか否かを判定する異常陰影有無判定部とを備えたこ
とを特徴とする請求項７または８記載の放射線画像撮影表示システム。
【請求項１０】
　前記生検針の所望の穿刺経路上の少なくとも１点の指定を受け付ける穿刺経路受付部を
備え、
　前記異常陰影有無判定部が、前記立体視画像内において指定された所定の位置または前
記２次元画像内において指定された所定の位置と前記穿刺経路受付部によって受け付けら
れた点とに基づいて推定された穿刺経路上に前記異常陰影が存在するか否かを判定するも
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のであることを特徴とする請求項９記載の放射線画像撮影表示システム。
【請求項１１】
　前記針位置制御部が、前記異常陰影有無判定部によって異常陰影が存在しないと判定さ
れた場合に、前記推定された生検針の穿刺経路上に沿って前記生検針が移動するように前
記針支持部を移動させるものであることを特徴とする請求項９または１０記載の放射線画
像撮影表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに異なる方向からの被写体へ放射線の照射によって放射線画像検出器に
より検出された放射線画像を用いて立体視画像を表示する放射線画像撮影表示方法および
システムに関するものであり、特に、立体視画像上において病変などの位置を特定し、そ
の位置の組織片を採取するステレオバイオプシ装置に用いられるものである。
【背景技術】
【０００２】
　病院の検査では病変周辺の組織片を採取することがあるが、近年、患者に大きな負担を
かけずに組織片を採取する方法として、中が空洞の組織採取用の針（以下、生検針と称す
る）を患者に刺し、針の空洞に埋め込まれた組織を採取するバイオプシが注目されている
。そして、このようなバイオプシを行うための装置としてステレオバイオプシ装置が提案
されている。
【０００３】
　このステレオバイオプシ装置は、被験者に対して互いに異なる方向から放射線を照射し
て互いに視差のある複数の放射線画像を取得し、これらの放射線画像に基づいて立体視画
像（ステレオ画像）を表示するものであり、この立体視画像を観察しながら病変の３次元
的な位置を特定することができ、生検針の先端をその特定位置に到達するよう制御するこ
とによって所望の位置から組織片を採取することができるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０００－５０００３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、従来、上述したようなステレオバイオプシ装置においては、組織片を採取する
病変位置をターゲティングする際、立体視画像を構成する２枚の放射線画像を２次元画像
として表示し、その２次元画像上でそれぞれターゲティングを行った後、その２次元画像
上のターゲティングの位置座標に基づいて病変位置の３次元位置座標を算出するようにし
ていた。
【０００６】
　しかしながら、上記のように２枚の２次元画像上で別個にターゲティングを行うように
したのでは、２枚の２次元画像上でそれぞれ同一の病変をターゲティング出来ているか否
かを確認することが困難である。特に、乳房の放射線画像において多数の石灰化が存在し
ている場合、２枚の放射線画像で正しく対応する石灰化を選択するのが困難である上、左
右で異なる石灰化を選択してしまうと、間違ったところにバイオプシの針を刺してしまう
ことになる。このような理由から、従来のステレオバイオプシ装置においては、３０分か
ら１時間ほどの時間を必要とし、診断効率の低下を招いていた。
【０００７】
　また、たとえば、特許文献１には、ディスプレイに表示された立体視画像を観察しなが
らその立体視画像上でターゲティングを行うことが提案されているが、立体視画像上では
高精度なターゲティングを行うことが困難である。
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【０００８】
　本発明は、上記の事情に鑑み、ステレオバイオプシ装置などで行われる病変のターゲテ
ィングを簡易かつ高精度に行うことができる放射線画像撮影表示方法およびシステムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の放射線画像撮影表示方法は、互いに異なる撮影方向からの被写体へ放射線の照
射によって放射線画像検出器により検出された撮影方向毎の放射線画像を取得し、その取
得した撮影方向毎の放射線画像を用いて立体視画像を表示する放射線画像撮影表示方法に
おいて、立体視画像が表示されている際、立体視画像内の所定の位置の指定を受け付けて
位置情報を取得し、撮影方向毎の放射線画像を２次元画像としてそれぞれ表示するととも
に、各２次元画像上に、立体視画像内において指定された位置情報に応じた指標を表示し
、その指標を表示した後、各２次元画像内の所定の位置の指定をさらに受け付けて位置情
報を取得することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の放射線画像撮影表示装置は、互いに異なる撮影方向から被写体へ放射線を照射
する放射線照射部と、放射線照射部によって照射されて被写体を透過した放射線を検出す
る放射線画像検出器と、放射線画像検出器により検出された撮影方向毎の放射線画像を取
得し、その取得した撮影方向毎の放射線画像を用いて立体視画像を表示する表示装置とを
備えた放射線画像撮影表示システムにおいて、表示装置において立体視画像が表示されて
いる際、立体視画像内の所定の位置の指定を受け付ける位置指定受付部と、位置指定受付
部により受け付けられた位置情報を取得する位置情報取得部とを備え、表示装置が、撮影
方向毎の放射線画像を２次元画像としてそれぞれ表示するものであるとともに、各２次元
画像上に、位置情報取得部により取得された所定の位置情報に応じた指標を表示するもの
であり、位置指定受付部が、各２次元画像上に指標が表示された後、各２次元画像内の所
定の位置の指定をさらに受け付けるものであるとともに、位置情報取得部が、その受け付
けられた位置情報をさらに取得するものであることを特徴とする。
【００１１】
　また、上記本発明の放射線画像撮影表示システムにおいては、表示装置を、立体視画像
と各２次元画像とを同時に表示するものとできる。
【００１２】
　また、表示装置を、立体視画像内において指定された位置の奥行方向の座標に基づいて
、各２次元画像上に所定の閾値の範囲を示す画像を表示するものとできる。
【００１３】
　また、所定の閾値の範囲を、放射線照射部の放射線の焦点と放射線画像検出器との距離
と撮影方向がなす輻輳角とに基づいて決定される奥行方向の解像度に応じて設定すること
ができる。
【００１４】
　また、２次元画像として表示される放射線画像を、位置指定受付部による位置の指定を
受け付ける際に用いた立体視画像を構成する放射線画像の撮影方向がなす輻輳角よりも大
きい輻輳角をなす撮影方向からの放射線の照射によって取得されたものとできる。
【００１５】
　また、各２次元画像上における異常陰影を検出する異常陰影検出部を設けることができ
る。
【００１６】
　また、表示装置を、異常陰影検出部によって検出された異常陰影の位置を示す指標を各
２次元画像上に表示するものとできる。
【００１７】
　また、生検針を支持するとともに、移動可能な針支持部と、立体視画像内において指定
された所定の位置または２次元画像内において指定された所定の位置に基づいて、針支持
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部を移動させることによって生検針の先端の位置を制御する針位置制御部と、立体視画像
内において指定された所定の位置または２次元画像内において指定された所定の位置に基
づいて推定された生検針の穿刺経路上に異常陰影検出部によって検出された異常陰影が存
在するか否かを判定する異常陰影有無判定部とを設けることができる。
【００１８】
　また、生検針の所望の穿刺経路上の少なくとも１点の指定を受け付ける穿刺経路受付部
を設け、異常陰影有無判定部を、立体視画像内において指定された所定の位置または２次
元画像内において指定された所定の位置と穿刺経路受付部によって受け付けられた点とに
基づいて推定された穿刺経路上に異常陰影が存在するか否かを判定するものとできる。
【００１９】
　また、針位置制御部を、異常陰影有無判定部によって異常陰影が存在しないと判定され
た場合に、推定された生検針の穿刺経路上に沿って生検針が移動するように針支持部を移
動させるものとできる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の放射線画像撮影表示方法およびシステムによれば、立体視画像が表示されてい
る際、立体視画像内の所定の位置の指定を受け付けて位置情報を取得し、撮影方向毎の放
射線画像を２次元画像としてそれぞれ表示するとともに、各２次元画像上に、立体視画像
内において指定された位置情報に応じた指標を表示し、その指標を表示した後、各２次元
画像内の所定の位置の指定をさらに受け付けて位置情報を取得するようにしたので、立体
視画像上で指定された位置情報に応じた指標を２次元画像上に表示することによって、観
察者が２次元画像上でのターゲティングを容易に行うことができ、さらに、その２次元画
像上での位置の微調整を行うことができるので、より高精度なターゲティングを行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の放射線画像撮影表示システムの一実施形態を用いたステレオ乳房画像撮
影表示システムの概略構成図
【図２】図１に示すステレオ乳房画像撮影表示システムのアーム部を図１の右方向から見
た図
【図３】図１に示すステレオ乳房画像撮影表示システムの撮影台を上方から見た図
【図４】図１に示すステレオ乳房画像撮影表示システムのコンピュータ内部の概略構成を
示すブロック図
【図５】本発明の放射線画像撮影表示システムの一実施形態を用いたステレオ乳房画像撮
影表示システムの作用を説明するためのフローチャート図
【図６】モニタ上に表示されるステレオ画像と２次元画像との一例を示す模式図
【図７】２次元画像上に表示されるカーソルと閾値範囲の一例を示す図
【図８】２次元画像上に表示される閾値範囲ＳＲ１と閾値範囲ＳＲ２の算出方法を説明す
るための図
【図９】本発明の放射線画像撮影表示システムのその他の実施形態を用いたステレオ乳房
画像撮影表示システムのブロック図
【図１０】本発明の放射線画像撮影表示システムのその他の実施形態を用いたステレオ乳
房画像撮影表示システムのブロック図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の放射線画像撮影表示システムの一実施形態を用いたステ
レオ乳房画像撮影表示システムについて説明する。本実施形態の乳房画像撮影表示システ
ムは、着脱可能なバイオプシユニットを取り付けることにより乳房用のステレオバイオプ
シ装置としても動作するシステムである。まず、本実施形態の乳房画像撮影表示システム
全体の概略構成について説明する。図１は、バイオプシユニットが取り付けられた状態の
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乳房画像撮影表示システムの概略構成を示す図である。
【００２３】
　本実施形態の乳房画像撮影表示システム１は、図１に示すように、乳房画像撮影装置１
０と、乳房画像撮影装置１０に接続されたコンピュータ８と、コンピュータ８に接続され
たモニタ９および入力部７とを備えている。
【００２４】
　そして、乳房画像撮影装置１０は、図１に示すように、基台１１と、基台１１に対し上
下方向（Ｚ方向）に移動可能であり、かつ回転可能な回転軸１２と、回転軸１２により基
台１１と連結されたアーム部１３を備えている。なお、図２には、図１の右方向から見た
アーム部１３を示している。
【００２５】
　アーム部１３はアルファベットのＣの形をしており、その一端には撮影台１４が、その
他端には撮影台１４と対向するように放射線照射部１６が取り付けられている。アーム部
１３の回転および上下方向の移動は、基台１１に組み込まれたアームコントローラ３１に
より制御される。
【００２６】
　撮影台１４の内部には、フラットパネルディテクタ等の放射線画像検出器１５と、放射
線画像検出器１５からの電荷信号の読み出しを制御する検出器コントローラ３３が備えら
れている。また、撮影台１４の内部には、放射線画像検出器１５から読み出された電荷信
号を電圧信号に変換するチャージアンプや、チャージアンプから出力された電圧信号をサ
ンプリングする相関２重サンプリング回路や、電圧信号をデジタル信号に変換するＡＤ変
換部などが設けられた回路基板なども設置されている。
【００２７】
　また、撮影台１４はアーム部１３に対し回転可能に構成されており、基台１１に対して
アーム部１３が回転したときでも、撮影台１４の向きは基台１１に対し固定された向きと
することができる。
【００２８】
　放射線画像検出器１５は、放射線画像の記録と読出しを繰り返して行うことができるも
のであり、放射線の照射を直接受けて電荷を発生する、いわゆる直接型の放射線画像検出
器を用いてもよいし、放射線を一旦可視光に変換し、その可視光を電荷信号に変換する、
いわゆる間接型の放射線画像検出器を用いるようにしてもよい。また、放射線画像信号の
読出方式としては、ＴＦＴ（thin film transistor）スイッチをオン・オフされることに
よって放射線画像信号が読みだされる、いわゆるＴＦＴ読出方式のものや、読取光を照射
することによって放射線画像信号が読み出される、いわゆる光読出方式のものを用いるこ
とが望ましいが、これに限らずその他のものを用いるようにしてもよい。
【００２９】
　放射線照射部１６の中には放射線源１７と、放射線源コントローラ３２が収納されてい
る。放射線源コントローラ３２は、放射線源１７から放射線を照射するタイミングと、放
射線源１７における放射線発生条件（管電流、時間、管電流時間積等）を制御するもので
ある。
【００３０】
　また、アーム部１３の中央部には、撮影台１４の上方に配置されて乳房を押さえつけて
圧迫する圧迫板１８と、その圧迫板１８を支持する支持部２０と、支持部２０を上下方向
（Ｚ方向）に移動させる移動機構１９が設けられている。圧迫板１８の位置、圧迫圧は、
圧迫板コントローラ３４により制御される。図３は、図１に示す圧迫板１８を上方から見
た図であるが、同図に示すように、圧迫板１８は、撮影台１４と圧迫板１８により乳房を
固定した状態でバイオプシを行えるよう、約１０×１０ｃｍ四方の大きさの開口部５を備
えている。
【００３１】
　バイオプシユニット２は、その基体部分が圧迫板１８の支持部２０の開口部に差し込ま
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れ、基体部分の下端がアーム部１３に取り付けられることによって、乳房画像撮影表示シ
ステム１と機械的、電気的に接続されるものである。
【００３２】
　そして、バイオプシユニット２は、乳房に穿刺される生検針２１を有し、着脱可能に構
成された生検針ユニット２２と、生検針ユニット２２を支持する針支持部２３と、針支持
部２３をレールに沿って移動させ、あるいは針支持部２３を出し入れさせることにより、
生検針ユニット２２を図１から図３に示すＸ、ＹおよびＺ方向に移動させる移動機構２４
とを備える。生検針ユニット２２の生検針２１の先端の位置は、移動機構２４が備える針
位置コントローラ３５により、３次元空間における位置座標（ｘ、ｙ、ｚ）として認識さ
れ、制御される。なお、図１における紙面垂直方向がＸ方向、図２における紙面垂直方向
がＹ方向、図３における紙面垂直方向がＺ方向である。
【００３３】
　コンピュータ８は、中央処理装置（ＣＰＵ）および半導体メモリやハードディスクやＳ
ＳＤ等のストレージデバイスなどを備えており、これらのハードウェアによって、図４に
示すような制御部８ａ、放射線画像記憶部８ｂおよび位置情報取得部８ｃが構成されてい
る。
【００３４】
　制御部８ａは、各種のコントローラ３１～３５に対して所定の制御信号を出力し、シス
テム全体の制御を行うものである。具体的な制御方法については後で詳述する。
【００３５】
　放射線画像記憶部８ｂは、放射線画像検出器１５によって取得された撮影角度毎の放射
線画像信号を予め記憶するものである。
【００３６】
　位置情報取得部８ｃは、モニタ９に表示されたステレオ画像内およびそのステレオ画像
を構成する放射線画像であって２次元画像として表示された放射線画像内において指定さ
れた異常陰影などの位置情報を取得し、その位置情報を制御部８ａに出力するものである
。
【００３７】
　入力部７は、たとえば、キーボードやマウスなどのポインティングデバイスから構成さ
れるものであり、モニタ９に表示されたステレオ画像内およびモニタ９に２次元画像とし
て表示された放射線画像内の異常陰影などの位置を指定可能に構成されたものである。ま
た、入力部７は、撮影者による撮影条件などの入力や操作指示の入力などを受け付けるも
のである。
【００３８】
　モニタ９は、コンピュータ８から出力された２つの放射線画像信号を用いてステレオ画
像を表示するとともに、その２つの放射線画像信号に基づく放射線画像をそれぞれ２次元
画像として表示するように構成されたものである。ステレオ画像を表示する構成としては
、たとえば、２つの画面を用いて２つの放射線画像信号に基づく放射線画像をそれぞれ表
示させて、これらをハーフミラーや偏光グラスなどを用いることで一方の放射線画像は観
察者の右目に入射させ、他方の放射線画像は観察者の左目に入射させることによってステ
レオ画像を表示する構成を採用することができる。または、たとえば、２つの放射線画像
を所定の視差量だけずらして重ね合わせて表示し、これを偏光グラスで観察することでス
テレオ画像を生成する構成としてもよいし、もしくはパララックスバリア方式およびレン
チキュラー方式のように、２つの放射線画像を立体視可能な３Ｄ液晶に表示することによ
ってステレオ画像を生成する構成としてもよい。また、ステレオ画像を表示する装置と２
次元画像を表示する装置とは別個に構成するようにしてもよいし、同じ画面上で表示でき
る場合には同じ装置として構成するようにしてもよい。
【００３９】
　次に、本実施形態の乳房画像撮影表示システムの作用について、図５に示すフローチャ
ートを参照しながら説明する。
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【００４０】
　まず、撮影台１４の上に乳房Ｍが設置され、圧迫板１８により乳房が所定の圧力によっ
て圧迫される（Ｓ１０）。
【００４１】
　次に、入力部７おいて、撮影者によって種々の撮影条件が入力された後、撮影開始の指
示が入力される。なお、このとき生検針ユニット２２は、上方に待避しており、まだ乳房
には穿刺されていないものとする。
【００４２】
　そして、入力部７において撮影開始の指示があると、乳房Ｍのステレオ画像の撮影が行
われる（Ｓ１２）。具体的には、まず、制御部８ａが、予め設定されたステレオ画像の撮
影のための輻輳角θを読み出し、その読み出した輻輳角θの情報をアームコントローラ３
１に出力する。なお、本実施形態においては、このときの輻輳角θの情報としてθ＝±２
°が予め記憶されているものとするが、これに限らず、たとえば、±２°以上±５°以下
であれば如何なる角度を用いてもよい。
【００４３】
　そして、アームコントローラ３１において、制御部８ａから出力された輻輳角θの情報
が受け付けられ、アームコントローラ３１は、この輻輳角θの情報に基づいて、図２に示
すように、アーム部１３が撮影台１４に垂直な方向に対して＋θ°回転するよう制御信号
を出力する。すなわち、本実施形態においては、アーム部１３を撮影台１４に垂直な方向
に対して＋２°回転するよう制御信号を出力する。
【００４４】
　そして、このアームコントローラ３１から出力された制御信号に応じてアーム部１３が
＋２°回転する。続いて制御部８ａは、放射線源コントローラ３２および検出器コントロ
ーラ３３に対して放射線の照射と放射線画像信号の読出しを行うよう制御信号を出力する
。この制御信号に応じて、放射線源１７から放射線が射出され、乳房を＋２°方向から撮
影した放射線画像が放射線画像検出器１５によって検出され、検出器コントローラ３３に
よって放射線画像信号が読み出され、その放射線画像信号に対して所定の信号処理が施さ
れた後、コンピュータ８の放射線画像記憶部８ｂに記憶される。
【００４５】
　次に、アームコントローラ３１は、図２に示すように、アーム部を初期位置に一旦戻し
た後、撮影台１４に垂直な方向に対して－θ°回転するよう制御信号を出力する。すなわ
ち、本実施形態においては、アーム部１３を撮影台１４に垂直な方向に対して－２°回転
するよう制御信号を出力する。
【００４６】
　そして、このアームコントローラ３１から出力された制御信号に応じてアーム部１３が
－２°回転する。続いて制御部８ａは、放射線源コントローラ３２および検出器コントロ
ーラ３３に対して放射線の照射と放射線画像の読出しを行うよう制御信号を出力する。こ
の制御信号に応じて、放射線源１７から放射線が射出され、乳房を－２°方向から撮影し
た放射線画像が放射線画像検出器１５によって検出され、検出器コントローラ３３によっ
て放射線画像信号が読み出され、所定の信号処理が施された後、コンピュータ８の放射線
画像記憶部８ｂに記憶される。
【００４７】
　そして、コンピュータ８の放射線画像記憶部８ｂに記憶された２つの放射線画像信号は
、放射線画像記憶部８ｂから読み出された後、所定の信号処理が施されてモニタ９に出力
される。そして、本実施形態のモニタ９においては、２つの放射線画像信号に基づいてス
テレオ画像が表示されるとともに、この表示と同時に、上記各放射線画像信号に基づいて
、２次元画像の放射線画像がそれぞれ表示される（Ｓ１４）。図６は、ステレオ画像表示
と２次元画像表示とを模式的に示した図である。
【００４８】
　次に、上述したようにして乳房のステレオ画像および２次元画像が表示された後、観察
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者によって、乳房における石灰化や腫瘤などが発見され、引き続いてバイオプシユニット
２によってそれらの組織を採取したい場合などには、まず、モニタ９に表示されたステレ
オ画像上において、観察者によって石灰化や腫瘤などのターゲットが指定される（Ｓ１６
）。
【００４９】
　ターゲットの指定については、たとえば、入力部７におけるマウスなどポインティング
デバイスによって行うようにすればよい。具体的には、たとえば、ステレオ画像を構成す
る２つの放射線画像内にそれぞれ３次元カーソル用の指標を表示させ、この２つの指標か
ら構成される立体視画像である３次元カーソル（図６のＭ１）を入力部７によって動かす
ことによってターゲットを指定するようにすればよい。なお、各放射線画像内における指
標の位置は、それぞれ同じ位置を示すように、ステレオ画像を撮影した際の撮影方向に応
じてその座標位置が設定されているものとする。
【００５０】
　そして、観察者によって指定されたターゲットの位置情報（ｘ１、ｙ１、ｚ１）が制御
部８ａによって取得され、制御部８ａは、この位置情報（ｘ１，ｙ１，ｚ１）に対応する
各２次元画像上における位置情報（ｘ２，ｙ２），（ｘ３，ｙ３）を取得し、この位置情
報（ｘ２，ｙ２），（ｘ３，ｙ３）に基づいて、図７に示すようにカーソルＭ２とカーソ
ルＭ３とを表示する（Ｓ１８）。なお、本実施形態においては、放射線源１７の移動方向
がＸ方向であるので、ｙ座標については、ｙ１＝ｙ２＝ｙ３となるが、ｘ座標については
、ｘ１とｚ１と各放射線画像の撮影方向とに基づいて算出されるものとする。具体的には
、たとえば三角法などを用いて演算するようにすればよい。
【００５１】
　そして、さらに本実施形態においては、上述したようなカーソルＭ２，Ｍ３とともに、
各２次元画像上にそれぞれ閾値範囲ＳＲ１と閾値範囲ＳＲ２とを表示する。この閾値範囲
ＳＲ１と閾値範囲ＳＲ２については、予め設定されたＺ方向の閾値と各放射線画像の撮影
方向とに基づいてそれぞれ算出される。
【００５２】
　具体的には、たとえば、下式（１）にＺ方向の閾値ΔＺＲを代入することによってＸ方
向の閾値範囲ΔＸＲ（ＳＲ１，ＳＲ２）を算出するようにすればよい。なお、下式（１）
におけるＳＩＤとは、図８に示すように、放射線光軸方向についての放射線源１７と放射
線画像検出器１５の検出面１５ａとの間の距離であり、また、θは放射線の光軸方向と検
出面１５ａの垂直方向とによってなされる角である。
ΔＸＲ＝（ＳＩＤ×ｓｉｎθ×ΔＺＲ）/（ＳＩＤ×ｃｏｓθ-ΔＺＲ）　・・・　（１）
　なお、Ｚ方向の閾値としては、たとえば、乳房の圧迫厚などがあるが、Ｚ方向について
範囲の指標となるものであればその他のものでもよく、たとえば、±１ｍｍといった数値
を代入するようにしてもよい。
【００５３】
　また、この閾値ΔＺＲについては、放射線源１７の焦点と放射線画像検出器１５の間の
距離と、２つの放射線画像の撮影方向がなす輻輳角とによって決定されるＺ方向について
の解像度に応じて決定するようにしてもよい。具体的には、Ｚ方向についての解像度ΔＺ
は下式（２）によって算出されるので、閾値ΔＺＲとして解像度ΔＺの整数倍の値を設定
することが望ましい。
ΔＺ＝（ＳＩＤ×ｃｏｓθ×Δｘ）/（ＳＩＤ×ｓｉｎθ＋Δｘ）　・・・　（２）
　なお、上式（２）におけるＳＩＤとθについては、数式（１）と同様であり、Δｘは、
Ｘ方向についての放射線画像検出器１５の解像度である。
【００５４】
　このようにして設定される閾値範囲ＳＲ１，ＳＲ２を表示することによって、観察者の
観察範囲を狭めることができ、より容易にターゲットの指定を行うことができる。
【００５５】
　また、上述のようなターゲットの指定とは目的が異なるが、生検針２１の先端部分にＺ
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方向に延設された吸引用の開口の範囲を、各２次元画像またはステレオ画像上に表示する
ようにしてもよい。なお、吸引用の開口の長さは予め設定されており、各２次元画像に表
示する場合には、予め設定されたその長さを上式（１）のΔＺＲに代入してΔＸＲを算出
し、ΔＸＲの範囲を開口の範囲として各２次元画像上に表示するようにすればよい。また
、立体視画像上に表示する場合には、ΔＸＲの範囲を開口の範囲として立体視画像を構成
する２つの放射線画像上に表示するようにすればよい。このようにして開口の範囲を表示
することによって吸引可能な範囲を視認することができる。
【００５６】
　次に、各２次元画像上の閾値範囲ＳＲ１内と閾値範囲ＳＲ２内において、実際の異常陰
影などのターゲットの位置とカーソルＭ２，Ｍ３の位置とが一致しているか否かが観察者
によって判定される（Ｓ２０）。
【００５７】
　ここで、ターゲットの位置とカーソルＭ２，Ｍ３の位置とが一致しないと観察者によっ
て判定された場合には、ターゲットの位置とカーソルＭ２，Ｍ３の位置とが一致するよう
に観察者によって入力部７を用いてカーソルＭ２とカーソルＭ３とが動かされ、ターゲッ
トの位置がカーソルＭ２とカーソルＭ３とによって改めて指定される（Ｓ２２）。
【００５８】
　そして、観察者によって各２次元画像上で改めて指定されたカーソルＭ２の位置情報（
ｘ２’，ｙ２’）とカーソルＭ３の位置情報（ｘ３’，ｙ３’）とに基づいて、ステレオ
画像上でのターゲットの位置情報（ｘ１’、ｙ１’、ｚ１’）が制御部８ａによって改め
て算出される。
【００５９】
　そして、制御部８ａは、算出したターゲットの位置情報（ｘ１’、ｙ１’、ｚ１’）を
バイオプシユニット２の針位置コントローラ３５に出力する。
【００６０】
　この状態で、入力部７において所定の操作ボタンが押されると、制御部８ａから針位置
コントローラ３５に対し、生検針２１を移動させる制御信号が出力される。針位置コント
ローラ３５は、先に入力された位置情報（ｘ１’、ｙ１’、ｚ１’）の値に基づき、生検
針２１の先端が、座標（ｘ１’、ｙ１’、ｚ１’＋α）が示す位置に配置されるように、
生検針２１を移動する。ここでαは、生検針２１が乳房に刺さらない程度に十分大きな値
とする。これにより、生検針２１がターゲットの上方にセットされる。
【００６１】
　その後、観察者により、生検針２１の穿刺を指示する所定の操作が入力部７において行
われると、制御部８ａと針位置コントローラ３５の制御の下で、生検針２１の先端が座標
（ｘ１’、ｙ１’、ｚ１’）が示す位置に配置されるように生検針２１が移動させられて
、生検針２１による乳房の穿刺が行われる（Ｓ２４）。
【００６２】
　一方、Ｓ２０において、ターゲットの位置とカーソルＭ２，Ｍ３の位置とが一致すると
観察者によって判定された場合には、観察者により入力部７において所定の操作ボタンが
押され、制御部８ａは、先に観察者によってステレオ画像上において指定されたターゲッ
トの位置情報（ｘ１、ｙ１、ｚ１）をバイオプシユニット２の針位置コントローラ３５に
出力する。
【００６３】
　この状態で、入力部７において所定の操作ボタンが押されると、制御部８ａから針位置
コントローラ３５に対し、生検針２１を移動させる制御信号が出力される。針位置コント
ローラ３５は、先に入力された位置情報（ｘ１、ｙ１、ｚ１）の値に基づき、生検針２１
の先端が、座標（ｘ１、ｙ１、ｚ１＋α）が示す位置に配置されるように、生検針２１を
移動する。
【００６４】
　その後、観察者により、生検針２１の穿刺を指示する所定の操作が入力部７において行
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われると、制御部８ａと針位置コントローラ３５の制御の下で、生検針２１の先端が座標
（ｘ１、ｙ１、ｚ１）が示す位置に配置されるように生検針２１が移動させられて、生検
針２１による乳房の穿刺が行われる（Ｓ２４）。
【００６５】
　なお、上記実施形態の説明においては、ステレオ画像を表示させるための放射線画像信
号と２次元画像を表示させるための放射線画像信号として、同じ輻輳角±θ＝±２°で撮
影された放射線画像信号を用いるようにしたが、これに限らず、ステレオ画像を表示させ
るための放射線画像信号を撮影する際の輻輳角と異なる輻輳角によって撮影された放射線
画像信号を用いて２次元画像を表示させるようにしてもよい。具体的には、２次元画像表
示用の放射線画像信号を撮影する際の輻輳角の方を広くすること望ましく、たとえば、輻
輳角として１０°（±５°）以上３０°（±１５°）以下とすることが望ましい。このよ
うに輻輳角を広くすることによって、放射線画像信号の奥行方向についてのシフト量を大
きくすることができるので位置分解能を高めることができ、被写体内における特定位置の
指定を高精度に行うことができる。
【００６６】
　なお、上述したように輻輳角を設定する場合には、ステレオ画像と２次元画像とは同時
に表示しなくてもよい。たとえば、まず、輻輳角±θ＝±２°で撮影を行い、その撮影に
よって取得された放射線画像信号に基づいてステレオ画像のみを表示させ、そのステレオ
画像内において、上記と同様にターゲットの指定を受け付ける。
【００６７】
　そして、次に、輻輳角を±θ’＝±１５°にして再度撮影を行い、その撮影によって取
得された放射線画像信号に基づいて２次元画像を表示させる。そして、上記と同様にして
、ステレオ画像上で指定されたターゲットの位置に応じた２次元画像上の位置にカーソル
Ｍ２，Ｍ３を表示させるとともに閾値範囲ＳＲ１，ＳＲ２を表示させ、閾値範囲ＳＲ１，
ＳＲ２において実際のターゲットの位置とカーソルＭ２，Ｍ３の位置とが一致しているか
否かを観察者によって判定するようにすればよい。その後の処理については、上記実施形
態の説明と同様である。
【００６８】
　また、上記実施形態のステレオ乳房画像撮影表示システムにおいて、図９に示すように
、さらに異常陰影検出部８ｄを設け、異常陰影検出部８ｄにおいて乳房内における異常陰
影の位置を自動的に検出し、モニタ９に異常陰影の位置を示す指標を表示させるようにし
てもよい。異常陰影の検出方法については、異常陰影の濃度分布の特徴や形態的な特徴に
基づいて検出するようにすればく、具体的には、主として腫瘤陰影を検出するのに適した
アイリスフィルタ処理や、主として微小石灰化陰影を検出するのに適したモフォロジーフ
ィルタ処理等を利用して異常陰影を検出するようにすればよい。
【００６９】
　また、さらに異常陰影検出部８ｄにおいて検出した異常陰影の位置情報と、最終的に決
定されたターゲットの位置情報すなわち生検針２１の先端を到達させる位置座標（ｘ１、
ｙ１、ｚ１）とに基づいて、生検針２１の穿刺経路上に異常陰影が存在するか否かを判定
するようにしてもよい。具体的には、図１０に示すように、異常陰影有無判定部８ｅをさ
らに設け、この異常陰影有無判定部８ｅにおいて、生検針２１の先端を到達させる位置座
標（ｘ１、ｙ１、ｚ１）を始点としてＺ方向上方に伸ばした直線上に異常陰影が存在する
か否かを判定するようにすればよい。そして、異常陰影有無判定部８ｅにおいて、生検針
２１の穿刺経路上に異常陰影が存在すると判定された場合には、その旨をモニタ９に表示
するなどして報知し、穿刺を中止するようにすればよい。または、制御部８ａが、異常陰
影有無判定部８ｅにおいて生検針２１の穿刺経路上に異常陰影が存在しないと判定された
場合に穿刺を行い、穿刺経路上に異常陰影が存在すると判定された場合には穿刺を行わな
いように制御するようにしてもよい。これによって異常陰影を生検針２１が通過すること
によってその他の正常部位に転移するのを防止することができる。
【００７０】
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　なお、上記説明では、異常陰影検出部８ｄにおいて検出した異常陰影の位置情報を用い
て生検針２１の穿刺経路上に異常陰影が存在するか否かを判定するようにしたが、必ずし
も異常陰影の自動検出を行わなくてもよく、たとえば、生検針２１の先端を到達させる位
置座標（ｘ１、ｙ１、ｚ１）を始点としてＺ方向上方に伸ばした直線を穿刺経路としてモ
ニタ９のステレオ画像または２次元画像に表示させ、観察者がその表示された穿刺経路上
に異常陰影が存在するか否かを判定するようにしてもよい。
【００７１】
　また、上記説明では、生検針２１の先端を到達させる位置座標を始点としてＺ方向上方
に伸ばした直線を穿刺経路としたが、これに限らず、たとえば、所望の穿刺経路の少なく
とも１点の指定を入力部７において受け付けるようにし、その受け付けた点と生検針２１
の先端を到達させる位置座標とに基づいて穿刺経路を推定するようにしてもよい。穿刺経
路の推定は、たとえば、指定された１点と生検針２１の先端を到達させる位置座標とを直
線で結ぶようにしてもよいし、もしくは、予め曲線のパターンを記憶しておき、指定され
た１点と生検針２１の先端を到達させる位置座標とをその曲線のパターンによって結ぶよ
うにしてもよい。また、指定された１点と生検針２１の先端を到達させる位置座標とを結
ぶ直線または曲線の選択を入力部７において受け付けるようにしてもよい。そして、さら
に上記のようにして穿刺経路を推定した場合には、その推定した穿刺経路に沿って生検針
２１が移動するように制御するようにしてもよい。
【００７２】
　また、上記説明では、穿刺経路を直線で表示するようにしたがこれに限らない。たとえ
ば、乳房撮影以外の一般撮影系においては、肋骨を避けて生検針を穿刺したい場合があり
、このような場合には直線状ではなく湾曲した生検針を使用する。したがって、このよう
な場合には、穿刺経路は直線状ではなく、生検針の形状に応じた曲線で表示するようにす
るようにしてもよい。穿刺経路の表示については、単に生検針の形状そのものを穿刺経路
としてステレオ画像または２次元画像上に重ねて表示するようにしてもよいし、生検針２
１の先端を到達させる位置座標と生検針の形状とに基づいて穿刺経路を算出し、その算出
した穿刺経路を表示するようにしてもよい。生検針の形状情報については、予め複数の生
検針に対応する形状情報を設定しておき、その中から観察者が選択するようにしてもよい
。
【００７３】
　また、上記実施形態のステレオ乳房画像撮影表示システムにおいては、ステレオ画像と
２次元画像とを同時に表示するようにしたが、これに限らず、入力部７からの指示に応じ
て切り替えて表示するようにしてもよい。
【００７４】
　また、上記説明は、本発明の放射線画像撮影表示システムの一実施形態をステレオ乳房
画像撮影表示システムに適用したものであるが、本発明の被写体としては乳房に限らず、
たとえば、胸部や頭部などを撮影する放射線画像撮影表示システムにも本発明を適用する
ことができる。
【符号の説明】
【００７５】
１　　 乳房画像撮影表示システム
２　　 バイオプシユニット
７　　 入力部
８　　 コンピュータ
８ａ　 制御部
８ｂ　 放射線画像記憶部
８ｃ　 位置情報取得部
８ｄ　 異常陰影検出部
８ｅ　 異常陰影有無判定部
９　　 モニタ
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１０　 乳房画像撮影装置
１３　 アーム部
１４　 撮影台
１５　 放射線画像検出器
１７　 放射線源
１８　 圧迫板
２１　 生検針
２２　 生検針ユニット
３１　 アームコントローラ
３２　 放射線源コントローラ
３３　 検出器コントローラ
３４　 圧迫板コントローラ
３５　 針位置コントローラ

【図１】 【図２】

【図３】
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