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(57)【要約】
【課題】　これにより、オブリーク画像のみを診断対象
として出力することも可能となり、通信負荷を軽減する
ことができる。また、ＰＡＣＳサーバの容量負荷を減ら
すことができる。
【解決手段】　再構成したトモシンセシス画像をＰＡＣ
Ｓ等の外部機器に転送する際、全てのフレームデータを
転送することなく、必要な断層画像のみを転送すること
で、記憶容量を効率的に使用することが可能となる。さ
らに、パラメータを付加してオブリーク画像を転送する
ことで、転送先の外部機器からの画像診断を、再構成す
ることなく効率的に実施することができ、経過観察など
の目的による同一条件での再撮影も行いやすくなる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素が二次元的に配置されたセンサを有する撮影部を用いたトモシンセシス撮影
の制御装置であって、
　トモシンセシス撮影の撮影条件を設定する設定手段と、
　前記撮影条件に基づいて前記撮影部に対し該センサを制御するための信号を出力させる
撮影制御手段と、
　前記制御されるセンサで得られる複数の投影画像に基づく断層画像であって、オブリー
ク画像を含む断層画像を表示部に表示させる表示制御手段と、
　前記オブリーク画像を指定する指定手段と、
　前記指定されたオブリーク画像の位置姿勢を示す情報を取得する情報取得手段と、
　前記指定されたオブリーク画像を、前記トモシンセシス撮影で得られた画像として、前
記撮影条件の情報と前記オブリーク画像の位置姿勢を特定する情報とを付帯情報に含む、
ＤＩＣＯＭのセカンダリキャプチャ画像として出力する出力手段と、
　を有することを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記指定手段は、前記断層画像における位置または領域を通るオブリーク断面によるオ
ブリーク画像を指定することを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記指定手段は、複数の前記オブリーク画像を指定することを特徴とする請求項１また
は２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記出力手段は、前記複数のオブリーク画像のそれぞれのＤＩＣＯＭ画像の付帯情報に
、該複数のオブリーク画像に共通する識別情報を含むＤＩＣＯＭ画像を出力することを特
徴とする請求項３に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記出力手段は、前記複数のオブリーク画像のそれぞれのＤＩＣＯＭ画像の付帯情報に
、前記位置または領域を示す情報を含むＤＩＣＯＭ画像を出力することを特徴とする請求
項２乃至４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記指定手段は、前記オブリーク画像と、コロナル断面、アキシャル断面、サジタル断
面の少なくともいずれかの直交三断面の断層画像とを指定することを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記出力手段は、前記直交三断面の断層画像及びオブリーク画像のそれぞれのＤＩＣＯ
Ｍ画像の付帯情報に、該断層画像及びオブリーク画像に共通する識別情報を含むＤＩＣＯ
Ｍ画像を出力することを特徴とする請求項６に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記指定手段は、操作部からの操作入力に応じて特定される、前記断層画像における位
置または領域を通る、少なくとも１つの断面によるオブリーク画像及び、コロナル断面、
アキシャル断面、サジタル断面の少なくともいずれかの直交三断面の断層画像を指定し、
　前記出力手段は、前記直交三断面の断層画像及び前記オブリーク画像のそれぞれのＤＩ
ＣＯＭ画像の付帯情報に、前記位置または領域を示す情報を含むＤＩＣＯＭ画像を出力す
ることを特徴とする請求項６または７に記載の制御装置。
【請求項９】
　前記指定手段は、操作部からの操作入力に応じて特定される、前記断層画像における３
次元領域を通る少なくとも１つの断面によるオブリーク画像を指定し、
　前記出力手段は、前記指定されたオブリーク画像のＤＩＣＯＭ画像に加えて、当該３次
元領域の部分ボリュームデータを出力することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１
項に記載の制御装置。
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【請求項１０】
　前記指定されたオブリーク画像を画像データとし、前記撮影条件の情報と前記オブリー
ク画像の位置姿勢を特定する情報とを付帯情報としたＤＩＣＯＭ画像データを作成する作
成手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の制御装置
。
【請求項１１】
　前記作成手段はさらに、前記指定されたオブリーク画像のＤＩＣＯＭ画像であって、第
一の識別情報が付帯情報に含まれるＤＩＣＯＭ画像と、直交三断面の断層画像のＤＩＣＯ
Ｍ画像であって、前記第一の識別情報とは異なる第二の識別情報が付帯情報に含まれるＤ
ＩＣＯＭ画像とを作成することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の制
御装置。
【請求項１２】
　請求項１１の制御装置から出力されるＤＩＣＯＭ画像を受信する画像管理装置であって
、
　前記第一の識別情報が付与されるＤＩＣＯＭ画像と、前記第二の識別情報が付与される
ＤＩＣＯＭ画像とで、当該画像の保存期間或いは保存画像形式を異ならせる保存設定手段
を有することを特徴とする画像管理装置。
【請求項１３】
　複数の画素が二次元的に配置されたセンサを有する撮影部を用いたトモシンセシス撮影
の制御装置であって、
　トモシンセシス撮影の撮影条件を設定する処理を実行する、少なくとも１つの演算処理
回路と、
　前記撮影条件に基づいて前記撮影部に対し該センサを制御するための信号を送信する通
信回路と、を有し、
　前記演算処理回路はさらに、
　前記センサで得られる複数の投影画像に基づく断層画像であって、オブリーク画像を含
む断層画像を表示部に表示させる処理と、
　前記オブリーク画像を指定する処理と、
　前記指定されたオブリーク画像の位置姿勢を示す情報を取得する処理と、を実行するも
のであり、
　前記通信回路は、
　前記指定されたオブリーク画像を、前記トモシンセシス撮影で得られた画像として、前
記撮影条件の情報と前記オブリーク画像の位置姿勢を特定する情報とを付帯情報に含む、
ＤＩＣＯＭのセカンダリキャプチャ画像として出力する
ことを特徴とする制御装置。
【請求項１４】
　トモシンセシス撮影を実行する撮影装置であって、
　複数の画素が二次元的に配置されたセンサを有する撮影部と、
　トモシンセシス撮影の撮影条件を設定する設定手段と、
　前記撮影条件に基づいて前記センサを制御する撮影制御手段と、
　前記センサで得られる複数の投影画像に基づく断層画像であって、オブリーク画像を含
む断層画像を表示部に表示させる表示制御手段と、
　前記オブリーク画像を指定する指定手段と、
　前記指定されたオブリーク画像の位置姿勢を示す情報を取得する情報取得手段と、
　前記指定されたオブリーク画像を、前記トモシンセシス撮影で得られた画像として、前
記撮影条件の情報と前記オブリーク画像の位置姿勢を特定する情報とを付帯情報に含め、
ＤＩＣＯＭのセカンダリキャプチャ画像として出力する出力手段と、
　を有することを特徴とする撮影装置。
【請求項１５】
　複数の画素が二次元的に配置されたセンサを有する撮影部を用いたトモシンセシス撮影
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の制御装置であって、
　トモシンセシス撮影の撮影条件を設定する設定手段と、
　前記撮影条件に基づいて前記撮影部に対し該センサを制御するための信号を送信する撮
影制御手段と、
　前記センサで得られる複数の投影画像に基づく断層画像であって、オブリーク画像を含
む断層画像を表示部に表示させる表示制御手段と、
　前記オブリーク画像を指定する指定手段と、
　前記指定されたオブリーク画像の位置姿勢を示す情報を取得する情報取得手段と、
　前記指定されたオブリーク画像を、前記トモシンセシス撮影で得られた画像として、前
記撮影条件の情報と前記オブリーク画像の位置姿勢を特定する情報とを付帯情報に含め、
ＤＩＣＯＭのセカンダリキャプチャ画像として出力する出力手段と、
　を有することを特徴とする制御システム。
【請求項１６】
　複数の画素が二次元的に配置されたセンサを有する撮影部を用いたトモシンセシス撮影
の制御方法であって、
　トモシンセシス撮影の撮影条件を設定するステップと、
　前記撮影条件に基づいて前記撮影部に対し該センサを制御するための信号を送信するス
テップと、
　前記センサで得られる複数の投影画像に基づく断層画像であって、オブリーク画像を含
む断層画像を表示部に表示させるステップと、
　前記オブリーク画像を指定するステップと、
　前記指定されたオブリーク画像の位置姿勢を示す情報を取得するステップと、
　前記指定されたオブリーク画像を、前記トモシンセシス撮影で得られた画像として、前
記撮影条件の情報と前記オブリーク画像の位置姿勢を特定する情報とを付帯情報に含め、
ＤＩＣＯＭのセカンダリキャプチャ画像として出力するステップと、
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書の開示は、トモシンセシス撮影の制御を行う装置及びシステムによる制御に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　トモシンセシス撮影では、例えばＸ線発生器を移動させながら、被検者に異なる角度で
Ｘ線を照射し、被検体を透過したＸ線をＸ線検出器で検出することで、撮影角度の異なる
複数フレームの投影画像を連続的に撮影する。この複数フレームの投影画像に対し、Ｘ線
発生器とＸ線検出器の位置関係の情報を用い、ＦＢＰ（フィルタード・バック・プロジェ
クション）法等の再構成処理を適用する。これにより、被検者の所定コロナル断面（Ｘ線
検出器の検出面と平行な断面）や、Ｘ線検出器の検出面と交差する斜断面（オブリーク断
面）における断層画像を生成する（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－４６７６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
オブリーク画像等の特定の断層画像が診断に用いられる場合であっても、当該オブリーク
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断面を得るための投影画像データや、３次元ボリュームデータなど膨大なデータが必要と
なる。この場合、医用装置間での通信負荷、特に撮影装置からワークステーションやＰＡ
ＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ；医用画像管理サーバ）への通信負荷を増大させてしまうという課題があった
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで本発明の実施形態に係る制御装置は、複数の画素が二次元的に配置されたセンサ
を有する撮影部を用いたトモシンセシス撮影の制御装置であって、トモシンセシス撮影の
撮影条件を設定する設定手段と、　前記撮影条件に基づいて前記撮影部に対し該センサを
制御するための信号を出力させる撮影制御手段と、前記制御されるセンサで得られる複数
の投影画像に基づく断層画像であって、オブリーク画像を含む断層画像を表示部に表示さ
せる表示制御手段と、前記オブリーク画像を指定する指定手段と、前記指定されたオブリ
ーク画像の位置姿勢を示す情報を取得する情報取得手段と、前記指定されたオブリーク画
像を、前記トモシンセシス撮影で得られた画像として、前記撮影条件の情報と前記オブリ
ーク画像の位置姿勢を特定する情報とを付帯情報に含む、ＤＩＣＯＭのセカンダリキャプ
チャ画像として出力する出力手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　これにより、オブリーク画像のみを診断対象として出力することも可能となり、通信負
荷を軽減することができる。また、ＰＡＣＳサーバの容量負荷を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係るＸ線一般撮影システムの構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係るトモシンセシス撮影時のシステム構成図である。
【図３】トモシンセシス撮影時に取得される位置情報を示した図である。
【図４】本発明の実施形態に係る撮影制御部の構成図である。
【図５】本発明の実施形態に係る撮影制御部のハードウェア構成図である。
【図６】本発明の実施形態に係るトモシンセシス撮影時の検査開始から終了までの処理の
流れを示したフローチャート図である。
【図７】実施形態に係るオブリーク画像の表示処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係る患者情報入力画面を示した図である。
【図９】本発明の実施形態に係る撮影手技選択画面を示した図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る撮影画面を示した図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面を示した図
である。
【図１２】従来の実施形態に係る再構成画面におけるオブリーク断面表示画面を示した図
である。
【図１３】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面においてオ
ブリーク断面表示画面への移行ボタンを押下した場合の表示例を示した図である。
【図１４】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面において、
オブリーク角の第一の閾値領域および第二の閾値領域の表示例を示した図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面において、
第一の閾値領域内かつ第二の閾値領域外をクリックした場合の表示例を示した図である。
【図１６】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面において、
第二の閾値領域内をクリックした場合の表示例を示した図である。
【図１７】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面において２
点の注目点を指定し、オブリーク断面表示画面への移行ボタンを押下した場合の表示例を
示した図である。
【図１８】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面において２
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点の注目点を指定し、生成されたオブリーク断面がアイソセンタ線を通らない警告メッセ
ージの表示例を示した図である。
【図１９】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面において３
点の注目点を指定し、オブリーク断面表示画面への移行ボタンを押下した場合の表示例を
示した図である。
【図２０】本発明の実施形態に係る再構成画面におけるコロナル断面表示画面において３
点の注目点を指定し、生成されたオブリーク断面がサジタル断面に近い場合の警告メッセ
ージの表示例を示した図である。
【図２１】その他の実施形態に係る処理の流れを示すフローチャートである。
【図２２】発明の実施形態に係るコロナル断面とオブリーク断面との位置関係を示す図で
ある。
【図２３】実施形態に係る、断層画像における領域を特定するためのＧＵＩを示す図であ
る。
【図２４】特定された領域と、コロナル断面及びオブリーク断面の位置関係を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下適宜図を参照しながら本発明の実施形態に係るトモシンセシス撮影が可能なＸ線撮
影システムを説明する。トモシンセシス撮影とは、被検体を異なる複数の方向からＸ線撮
影することにより、被検体の断層画像を得るための複数の投影画像を得る撮影方法である
。
【０００９】
　図１に基づいて本発明の実施形態に係る放射線撮影システムの例であるＸ線撮影システ
ムの構成及び動作について説明する。なお、Ｘ線撮影システムはＸ線撮影装置と呼称する
ことがある。
【００１０】
　Ｘ線撮影システム１０１は、Ｘ線発生装置１０２と、Ｘ線検出器１０６と、撮影制御装
置１０７とを有し、トモシンセシス撮影が可能な撮影システムである。撮影制御装置１０
７はトモシンセシス撮影を制御する制御装置であり、Ｘ線検出器１０６と通信する通信回
路１１２と、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を有する画像
処理部１１０と、少なくとも１つの中央処理ユニットを有する制御部１１１を有する。制
御部１１１は、Ｘ線検出器１０６の制御と、ＧＰＵによる画像処理の制御と、表示部１０
９に表示させる表示内容の制御とを行う制御回路（制御ユニット）である。通信回路１１
２は、トモシンセシス撮影により得られる被検体の複数の投影画像をＸ線検出器１０６か
ら取得する取得部として機能する。
【００１１】
　Ｘ線発生装置１０２は電子が衝突することによりＸ線を発生させるターゲットと、発生
されるＸ線束を整形する絞りとを有し、被写体に対してコーンビームあるいは四角錐状に
整形されたＸ線を照射する。Ｘ線発生装置１０２は、撮影台１０５に固定され、移動機構
制御部１０５１により制御される移動機構により移動しながらＸ線を照射する。移動機構
制御部１０５１はＸ線の照射に伴い管電圧、管電流などの撮影実施条件や撮影角度、Ｘ線
源移動距離などの位置情報をＸ線制御部１０４へ送信する。Ｘ線制御部１０４は、Ｘ線発
生装置１０２、Ｘ線照射スイッチ１０３、撮影制御装置１０７と接続され、Ｘ線の照射開
始と照射終了の制御及び撮影実施条件や位置情報の送信を行う。
【００１２】
　Ｘ線発生装置１０２はＸ線制御部１０４からデフォルト撮影条件、デフォルト位置情報
を受信し、撮影準備処理を行うこととしてもよい。Ｘ線照射スイッチ１０３は、Ｘ線発生
装置１０２に接続されていてもよく、照射開始通知、照射終了通知をＸ線制御部１０４へ
送信する。操作者がスイッチ押下すると、Ｘ線照射スイッチ１０３は照射開始通知を送信
する。また、操作者がスイッチを放すとＸ線照射スイッチ１０３は照射終了通知を送信す
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る。Ｘ線制御部１０４は撮影制御装置１０７よりデフォルト撮影条件、デフォルト位置情
報を受信し、Ｘ線発生装置１０２へ通知することとしてもよい。
【００１３】
　Ｘ線検出器１０６は、被検体を透過したＸ線を検出し、Ｘ線画像データへ変換する撮影
部であり、Ｘ線を可視光に変換するシンチレータと、可視光を電気信号に変換する複数の
画素が二次元的に配置されたセンサアレイとを有する。Ｘ線検出器１０６は撮影制御装置
１０７と有線ケーブルあるいは無線を介して接続され、撮影制御部１０７からの制御に応
じて例えばセンサアレイに対する電力の供給状態を変化させる。Ｘ線検出器１０６はＸ線
画像データを撮影制御装置１０７に送信する。例えば通信回路１１２は、通信Ｉ／Ｆを介
して、Ｘ線制御部１０４とＸ線検出器１０６へＸ線照射準備要求、Ｘ線照射準備キャンセ
ル要求の送信を行う。また、通信回路１１２はＸ線制御部１０４とＸ線検出器１０６から
Ｘ線画像データ、撮影情報、位置情報の受信を行う。
【００１４】
　ここでＸ線検出器１０６は、変換したＸ線画像データを、読み取りエリアやビニングサ
イズなどの撮影実施情報を撮影制御装置１０７に送信してもよい。また、Ｘ線検出器移動
距離などの位置情報をＸ線画像データとともに撮影制御装置１０７へ送信してもよい。さ
らには、Ｘ線検出器１０６は撮影制御装置１０７よりデフォルト位置情報を受信すること
に応じて撮影準備処理を行うこととしてもよい。
【００１５】
　操作部１０８は、ユーザ所望の撮影条件、再構成条件等の画像処理条件を設定し、投影
画像や再構成された画像を確認し、あるいは画像を外部の装置に送信するための操作入力
を受け付ける。操作部１０８は、キーボード、マウス、例えば表示部１０９と一体的に形
成されるタッチパネルその他、あるいはこれらの組み合わせで構成される。
表示部１０９は、Ｘ線撮影のコントロールソフトウェアのユーザインターフェースを表示
してもよい。表示部１０９は単独のモニタやＸ線撮影装置に組み込まれたモニタなどであ
ってよい。撮影された画像を表示するモニタは１つの撮影制御装置１０７に対して複数接
続される場合もあり、撮影画像と過去画像がそれぞれ違うモニタにプレビュー表示される
場合もある。その際は、表示部１０９は撮影制御装置１０７からの通知によってどの画像
をどのモニタに表示するか判定し、判定されたモニタに表示を行う。
【００１６】
　その他Ｘ線撮影システム１０１は、撮影制御装置１０７からネットワーク１１３を介し
てＨＩＳ／ＲＩＳ１１４やＰＡＣＳ１１５、Ｖｉｅｗｅｒ１１６、プリンタ１１７と接続
されていてもよい。ＨＩＳ／ＲＩＳ１１３は、放射線科における被検者情報や検査要求情
報などの情報を管理する病院内／放射線科情報管理システムである。ＰＡＣＳ１１５は、
画像の保存や管理を目的とした画像管理のためのサーバであり、画像を記憶するデータサ
ーバ装置と、当該データの管理を行うコントローラ１１５１とを有する。Ｖｉｅｗｅｒ１
１６は、ＰＡＣＳ１１５と接続され、主に高精細モニタによってＸ線撮影システム１０１
で撮影した画像の検像作業や詳細な後処理、診断作業が実施される。プリンタ１１１は、
Ｘ線画像データやトモシンセシス画像データをプリント出力する。この場合、撮影制御装
置１０７の通信回路１１２はネットワーク１１３を介して、検査要求情報の受信、検査実
施情報の送信、Ｘ線画像データやトモシンセシス画像データ出力を行う。
【００１７】
　実施形態に係る制御部１１１は、Ｘ線検出器（撮影部）１０６を用いたトモシンセシス
撮影の制御装置であり、トモシンセシス撮影の制御と、得られるオブリーク画像の出力制
御とを両方実行する撮影装置である。
制御部１１１は、トモシンセシス撮影の撮影条件を設定する条件設定部１２２と、当該撮
影条件に基づいてＸ線検出器（撮影部）１０６に対しセンサアレイを制御するための信号
を生成する撮影制御部１２３とを有する。また、当該制御により制御されるセンサアレイ
で得られる複数の投影画像に基づく断層画像であって、オブリーク画像を含む断層画像を
表示部１０９に表示させる表示制御部１２４と、を有する。そして、当該オブリーク画像
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を指定する出力指定部１２５と、指定されたオブリーク画像の位置姿勢を示す情報を取得
する情報取得部１２５と、を有する。
【００１８】
　条件設定部１２２は、例えばユーザからの操作入力に応じて、フレームレートや画像サ
イズ、解像度などの情報を撮影条件として設定する。
【００１９】
　撮影制御部１２３は、Ｘ線検出器１０６やＸ線発生を統合的に制御する。撮影制御部１
２３で生成される指示信号に応じて、通信回路１１２はＸ線検出器１０６に対し投影画像
を撮像するための信号を出力する。ここで出力される信号には、Ｘ線検出器１０６のセン
サアレイにバイアスを印加する指示や、透視撮影、静止画撮影などの撮影モードを切り替
える指示を含む。例えば撮影制御部１２３は、設定された画像サイズの情報に対応する、
Ｘ線画像として信号を読み取る画素を特定するための情報を得る。また、解像度の情報を
、複数の画素を１画素分の出力に合算するビニング駆動の有無やビニングするピクセルの
範囲を示す情報（２×２、３×３等）に変換する。撮影制御部１２３は通信回路１２３を
介してこれら情報をＸ線検出器（撮影部）１０６に送信する。Ｘ線検出器１０６は、当該
送信された情報に基づいて、Ｘ線画像として信号を読み取る画素を特定するための情報に
応じて、センサアレイを駆動する駆動回路に対し、各画素のスイッチ素子をオンオフする
タイミングを制御する。またＸ線検出器１０６は、センサアレイ内のビニング用の画素出
力の合算スイッチ素子や、センサアレイからの出力を増幅する読出回路に含まれる列合算
回路を動作させるよう制御する。
【００２０】
　また、撮影制御部１２３は、Ｘ線制御部１０４によるＸ線発生のレート（フレームレー
ト）の情報をＸ線検出器１０６及びＸ線制御部１０４へ送信する。また撮影制御部１２３
は、管電流、管電圧、照射時間などの照射条件の情報をＸ線制御部１０４へ送信する。ま
た撮影制御部１２３は、移動機構制御部１０５１によるＸ線発生装置１０２の照射角の大
きさの範囲（±θ）、Ｘ線検出器１０５の移動範囲の情報を移動機構制御部１０５１に、
夫々送信する。当該信号を受けたＸ線検出器１０６、Ｘ線制御部１０４、移動機構制御部
１０５１は、信号に含まれる情報に応じた設定が行われ、照射スイッチ１０３によりトリ
ガされるＸ線撮影の開始を待つこととなる。
【００２１】
　Ｘ線撮影により得られる複数の投影画像から、例えば画像処理部１１１によるフィルタ
逆投影処理あるいは逐次近似再構成処理により、断層画像が生成される。ここで生成され
る断層画像は、断面の異なる複数のコロナル画像（或いは、アキシャル画像、サジタル画
像でもよい）であっても、所定の３次元領域で複数のボクセルを含むボリュームデータで
あってもよい。
【００２２】
　出力指定部１２５は、断層画像から生成されるオブリーク画像の少なくとも１つを出力
対象として、指定する。当該指定処理は、オブリーク断面のコロナル断面（Ｘ線検出器１
０６の検出面）に対する角度を所定角度ずつ変えながら、所定のオブリーク断面をユーザ
の操作入力に応じて指定することとすれば、ユーザが所望のオブリーク画像を指定するこ
とができる。或いは、再撮影等で、アイソセンタ位置が既知であり、目的とするオブリー
ク断面の検出面に対する角度が既知である場合には、当該角度に基づいてオブリーク画像
を指定する。これによれば、ユーザによる操作入力の手間を省くことができる。
別の実施形態では、出力指定部１２５は、断層画像における位置または領域を通るオブリ
ーク断面によるオブリーク画像を指定することとしてもよい。ここでいう位置は、３次元
座標上の１点を示し、ボリュームデータが再構成されている場合には、例えば当該ボリュ
ームデータにおける特定のボクセルを指す。ボリュームデータを再構成せず、複数の二次
元断層画像を再構成する場合には、当該二次元断層画像上の１点、或いは３次元空間中に
配置される二次元断層画像間の１点、あるいは仮想的なボリュームデータ上のボクセルを
指す。これに対して領域は、３次元座標上の連続する複数の座標を含み、ボリュームデー
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タで言えば複数のボクセルを含む。位置、領域のいずれも、現実には両方とも、理論的に
言う「領域」の概念に含まれる。これにより、注目する位置や領域を観察するためのオブ
リーク画像を指定することができ、診断に有用なオブリーク画像を簡易に指定することが
できる。
【００２３】
　また別の実施形態では、出力指定部１２５は、複数の前記オブリーク画像を出力対象と
して指定することとしてもよい。例えば複数の異なる断面による複数のオブリーク画像が
出力対象として指定されることにより、異なる複数の断面での注目位置または領域の観察
を可能とする。複数のオブリーク画像としては上記の異なる断面の指定の他、解像度や画
像処理条件の異なる複数のオブリーク画像を指定可能とすることとすれば画像処理条件の
異なる複数の断層画像を指定することも可能である。
【００２４】
　或いは別の実施形態では、通信回路（出力部）１１２は、オブリーク画像に限らず、コ
ロナル画像も合わせて出力することとしてもよい。この場合、出力指定部１２５により出
力対象として少なくとも１つのオブリーク画像及び少なくとも１つのコロナル画像が指定
される。
【００２５】
　上述の通り、複数の断面画像が指定される場合には、直接的に断面画像を選択せずとも
、注目点（位置）を特定することに応じてかかる注目点を通るコロナル画像やオブリーク
画像を指定することとしてもよい。また別の実施形態では、注目領域を特定することに応
じてかかる注目領域を通るコロナル画像やオブリーク画像を指定することとしてもよい。
或いは、注目点や注目領域を特定することに応じて複数のコロナル画像やオブリーク画像
（或いはこれらに対応する断面等を示すアイコン）を出力対象の候補として表示させ、当
該候補から指定することにより、出力対象のオブリーク画像を指定する。かかる形態では
、ユーザは操作入力に応じて出力対象のオブリーク画像を絞り込めば良いため、作業の効
率化することができる。
【００２６】
　上述のように複数の断層画像を出力する場合、制御部１１１は、出力対象として指定さ
れた、少なくとも１つのオブリーク画像や、指定されたコロナル画像のそれぞれのＤＩＣ
ＯＭ画像の付帯情報に、該複数のオブリーク画像に共通する識別情報を含ませる。これに
より、複数のＤＩＣＯＭ画像の出力先の装置で統合的に管理、表示等することができるた
め便宜である。当該共通する識別情報としては、ＩＤのような情報でもよい。また当該Ｉ
Ｄの情報に加えて、或いはこれに代えて、当該複数のＤＩＣＯＭ画像に対応する断面が通
る、共通する注目領域或いは注目点（位置）を示す情報を付帯情報（ＤＩＣＯＭタグ）と
して含ませる。通信回路（出力部）１１２は当該情報を含む複数のＤＩＣＯＭ画像を出力
することとする。これにより、出力先の装置での、注目すべき位置または領域の観察を容
易とすることができる。
【００２７】
　上述の実施形態では、出力指定部１２５は、少なくとも１つのオブリーク画像のみが指
定される場合と、少なくとも１つのコロナル画像のみが指定される場合と、少なくとも１
つのオブリーク画像及び少なくとも１つのコロナル画像が指定される場合とがある。
【００２８】
　なお、上述のＩＤのような情報や、注目領域や注目位置を示す情報は、単一のオブリー
ク画像や単一のコロナル画像のみが指定された場合であっても、付帯情報としてＤＩＣＯ
Ｍ画像に含ませるようにしてもよい。
【００２９】
　上述の実施形態の多くは断層画像としてコロナル画像を例に説明しているが、これは例
えば図１に示すような撮影系において検出面と平行に被検体の体軸が配置されるためであ
り、撮影系や被検体の配置によっては、アキシャル画像やサジタル画像を撮影することも
可能である。このように、出力指定部１２５が、コロナル断面、アキシャル断面、サジタ
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ル断面の少なくともいずれかの直交三断面の１つの断層画像を指定するいずれかを得る場
合も、本発明の実施形態に含まれる。
【００３０】
　なお、ボリュームデータが再構成されている場合であって、注目領域（３次元領域）が
特定されている場合には、通信回路（出力部）１１２が、当該注目領域の部分ボリューム
データをオブリーク画像或いはコロナル画像と合わせて出力することとしてもよい。当該
部分ボリュームデータは、例えば画像処理部１１０により再構成されたボリュームデータ
から切り出されることにより生成される。このようにすることで、注目領域の観察をより
適切に行い得る。
【００３１】
　なお、注目領域や注目位置が指定されている場合には、当該注目領域の被検体における
位置を示すため、画像処理部１１０が当該再構成された被検体を三次元的に示す画像を生
成し、通信回路（出力部）１１２がＤＩＣＯＭ画像と共に出力することとしてもよい。被
検体を三次元的に示す画像とは、例えば、ボリュームデータが再構成されている場合には
当該ボリュームデータを例えば１／３２や１／１２８等に縮小した縮小ボリュームデータ
である。複数の検出面に沿う断層画像が再構成されている場合には、例えば当該断層画像
から擬似的に生成された擬似ボリュームデータであって、データ量が１／１２８等に縮小
されたデータである。
【００３２】
　当該被検体を三次元的に示す画像を、注目位置または領域を示す情報とともに用い、例
えば出力側で当該画像において注目位置または領域に色を付す等の方法で他の領域または
位置と表示形態を変更し、あるいは他の領域または位置と識別可能に表示させる。これに
より、注目領域の位置はより適切に診断に利用されることとなる。
【００３３】
　情報取得部１２５は、指定されたオブリーク画像或いはコロナル画像の位置姿勢を示す
情報を取得する。ここで位置姿勢を示す情報としては、アイソセンタ位置を基準にした３
次元座標で表現することができる。例えば、アイソセンタを通り、検出面とのなす角度が
θ１のオブリーク断面の画像であれば、当該θ１を当該オブリーク画像の位置姿勢を示す
情報として取得する。また、アイソセンタから検出面の法線方向にｚ１だけ離れた、当該
検出面と平行なコロナル断面の画像であれば、当該ｚ１を当該コロナル画像の位置姿勢を
示す情報として取得する。上述の通りであれば、位置姿勢を示す情報は、例えば検出面と
のなす角度θ、検出面との距離ｚを含むベクトル（θ、ｚ）により表現される。
【００３４】
　当該オブリーク画像は、上述の設定された撮影条件、指定されたオブリーク画像の位置
姿勢を付帯情報に含むＤＩＣＯＭ画像として、通信回路（出力部）１１２によりネットワ
ークを介してＰＡＣＳ１１５に転送される。ここで、オブリーク画像は、撮影により直接
得られる投影画像から再構成され、副次的に得られる画像である。そのため、ＤＩＣＯＭ
で定義されるDIGITAL X-RAY IMAGE INFORMATION OBJECTというデータ形式の画像取得方法
を明示するImage Typeというタグ（付帯情報）にSECONDARY CAPTURE IMAGE（セカンダリ
キャプチャ）であることを示す情報を付与する。
【００３５】
　このほかＸ線撮影システムは、被検体を載せる架台である撮影台１０５を有していても
よい。例えば立位でのトモシンセシス撮影の場合には、テーブルは不要である。撮影台１
０５には、Ｘ線検出器１０６を収納する収納部と、収納部の位置を移動させることにより
Ｘ線検出器１０６を移動させるための移動機構とが設けられていてもよい。なお、Ｘ線検
出器を移動させないトモシンセシス撮影の場合、移動機構は不要である。
【００３６】
　実施形態に係るＸ線撮影システムと接続するＰＡＣＳ１１５は、Ｘ線撮影システム１０
１からオブリーク画像及び直交三断面の断層画像のＤＩＣＯＭ画像を受信する。実施形態
では、Ｘ線撮影システム１０１の制御部１１１はこれらＤＩＣＯＭ画像の付帯情報にＰＡ
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ＣＳ１１５側での処理を決定するための識別情報を含ませることとする。識別情報として
は、例えばＰＡＣＳ１１５側での画像の保存期限を定義する整数型のパラメータを用いる
。このように制御部１１１は、例えば出力対象として指定されたオブリーク画像のＤＩＣ
ＯＭ画像であって、第一の識別情報が付帯情報に含まれるＤＩＣＯＭ画像を作成する。そ
して制御部１１１はさらに、直交三断面の断層画像のＤＩＣＯＭ画像であって、当該第一
の識別情報とは異なる第二の識別情報が付帯情報に含まれるＤＩＣＯＭ画像とを作成する
。一方ＰＡＣＳ１１５のコントローラ１１５１は、例えば、第一の識別情報が付与される
ＤＩＣＯＭ画像と、当該第一の識別情報とは異なる第二の識別情報が付与されるＤＩＣＯ
Ｍ画像とで、当該出力指定が画像の保存期間或いは保存画像形式を異ならせる保存設定部
として機能する。例えば当該識別情報が３であれば、３年、１であれば１年、という形で
保存期間が定義される。あるいは識別情報が１であれば２年、２であれば５年、３であれ
ば指示があるまでは恒久的に保存する、という形で保存期間が定義されるようにしてもよ
い。かかる識別情報は、ユーザが操作部１０８に対する操作入力を介して手動で設定する
こととしてもよいし、制御部１１１が自動的に設定することとしてもよい。例えば、出力
対象として指定されたオブリーク画像は、当該被検体の診断に適した画像であるとして、
保存期間が５年となるように識別情報として２を設定する。直交三断面の画像は、これよ
りも保存期間を短くし、２年となるように識別情報に１を付与する。或いは別の実施形態
では、直交三断面の画像、例えば隣接する１０－２０枚程度の複数のコロナル画像を出力
対象として指定している場合、当該コロナル画像からオブリーク画像の生成が可能である
として、保存期間をオブリーク画像より長く設定する。このように識別情報を自動的に設
定することで、画像の管理に係るユーザの手間を軽減することができる。
【００３７】
　ここで、図２を用いてトモシンセシス撮影に用いられる撮影台の構成例を示す。撮影台
１０５は、被検体を保持する天板２００と、Ｘ線発生装置１０２を保持するカラム２０１
と、カラム２０１の基部２０２と、Ｘ線発生装置１０２を移動させる第一の移動機構と、
移動機構を制御する移動機構制御部１０５１とを有する。カラム２０１は基部２０２に対
して傾倒可能であり、カラム２０１にＸ線発生装置１０２が固定される。トモシンセシス
撮影における投影画像データ収集時は、照射開始前に天板２００とカラム２０１が垂直に
なる位置を中心として、Ｘ線発生装置１０２が天板２００の長手方向に移動する。
【００３８】
　さらに撮影台１０５は、Ｘ線検出器１０６を保持する保持部２０４と、保持部２０４の
ガイド部２０３と、Ｘ線検出器を移動させる第二の移動機構と、を有していてもよい。こ
の場合、保持部２０４はガイド部２０３に沿って、同じく天板の長手方向に、かつＸ線発
生装置１０２と逆方向へ、予め設定された距離分移動する。このようにして、照射開始と
共にＸ線発生装置１０２とＸ線検出器１０６がそれぞれ逆方向に方向へと移動しながら再
構成処理の元となる投影画像データの収集及び位置情報の取得を行う。
【００３９】
　なお、Ｘ線検出器１０６は直線軌道、Ｘ線発生装置１０２は円弧上軌道を描いているが
、Ｘ線発生装置１０２も直線軌道を描くように移動させてもよい。この場合、カラム２０
１の長軸方向に対するＸ線発生装置１０２の位置を適宜変化させながらカラム２０１の長
軸方向に対して垂直な方向に移動させてもよい。
【００４０】
　カラム２０１及びＸ線検出器１０６の保持部２０４を移動させる第一及び第二の移動機
構は、移動機構制御部１０５１により制御される。移動機構制御部１０５１は入力される
制御パラメータに応じて、所定の速度で、所定のタイミングで所定の位置に配置されるよ
うにＸ線発生装置１０２とＸ線検出器１０６とを移動させる。
【００４１】
　そのほか、撮影台１０５の天板２００の、重力方向に対する角度を変更可能としてもよ
い。立位の撮影が行われる場合には、天板２００は重力方向に沿う方向に傾けられ、被検
体を保持する保持部として機能する。
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【００４２】
　このほか、トモシンセシス撮影に用いられる撮影台は、Ｘ線発生装置１０２を移動させ
ることができるような、他の実施形態をとることも可能である。
【００４３】
　図３にトモシンセシス撮影の幾何的配置（ジオメトリ）を示す情報を説明する。かかる
情報は、例えば投影画像データ収集時に取得され、上述の移動制御部から撮影制御装置１
０７に送信される。
【００４４】
　アイソセンタは、トモシンセシス撮影を行う上で中心となる位置である。再構成方法に
もよるがアイソセンタを通るコロナル画像の画質が通常最も高画質となるため、望ましく
は被検体の関心領域内を通るように撮影前に定められる。Ｘ線発生装置１０２とＸ線検出
器１０６は、Ｘ線発生装置１０２のＸ線焦点とＸ線検出器１０６の検出面の中心（検出器
中心位置）が常にアイソセンタを通るようにそれぞれ移動する。アイソセンタ位置は、例
えば撮影台の天板の上面との距離（フルクラム、あるいはアイソセンタテーブルトップ間
距離）で設定される。
【００４５】
　撮影角度あるいは投影角度は、Ｘ線発生装置１０２とアイソセンタとを結ぶ直線と、Ｘ
線検出器１０６の検出面の方線とのなす角度であり、画質にかかわるパラメータであるた
め、撮影前に定められる。
【００４６】
　このほか、トモシンセシス撮影の幾何配置に影響するパラメータとして、画像化領域あ
るいは再構成領域がある。検出面と平行な方向に関しては、Ｘ線発生装置１０２がカラム
中心位置にある場合のコリメータ光の照射領域で定める。また、検出面と垂直な方向はア
イソセンタからの高さや、テーブルトップからの高さで定めることとしてもよい。また、
表示部１０９にテーブル上に載置された被検体の模式図を表示させ、被検体の３次元領域
を指定することで再構成領域を定めることとしてもよい。なお図３では、Ｘ線検出器１０
６の前面にＸ線が照射されている前提となっているが、これに限らず、撮影対象領域に合
わせて撮影領域を限定することも可能である。
【００４７】
　このようにして定められたアイソセンタ、撮影角度（投影角度）、再構成領域に合わせ
て、Ｘ線源移動距離の範囲、検出器移動距離の範囲が定められる。テーブルトップＸ線検
出器間距離はあらかじめ定められるが、これを可変としてもよい。これら情報は、例えば
撮影制御装置１０７により定められ、あるいは撮影制御装置１０７に操作部１０８を介し
て入力され、保持される。
【００４８】
　投影画像の撮影枚数は、予め撮影前に定められ、これによって、１撮影あたりのＸ線発
生装置１０２及びＸ線検出器１０６の移動量が定められる。これによって、Ｘ線発生装置
１０２の照射間隔が定められることになる。
【００４９】
　各投影画像の撮影で撮影角度、Ｘ線源移動距離、Ｘ線検出器移動距離が変化することに
なる。Ｘ線発生装置１０２が曲線軌道を描く場合には、Ｘ線源被検体間距離、Ｘ線源検出
器間距離も変化する。移動機構制御部１０５１は、これらのパラメータを、各投影画像を
撮影するタイミング、すなわちＸ線照射毎に記録し、各投影画像に対応する幾何情報とし
て撮影制御装置１０７に送信する。
【００５０】
　なお、図３においては、Ｘ線発生装置１０２の移動方法としてカラム２０１が基部２０
２との接点部分で傾倒する実施例を示しているが、カラム２０１が水平移動する方法であ
ってもかまわない。
【００５１】
　次に、図４に本発明の実施形態に係る制御部１１１の詳細な構成例について示す。制御
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部１１１は、上述した条件設定部１２２、撮影制御部１２３、表示制御部１２４、出力指
定部１２５、情報取得部１２６の他、断層画像中の位置や領域の特定に係る特定部４０１
及び選択部４０２、検査情報を記憶する記憶部４０３、ＤＩＣＯＭファイルを作成するフ
ァイル作成部４０４、を有する。
【００５２】
　特定部４０１は、操作部１０８から入力指示されたコロナル画像上の座標およびコロナ
ル画像の高さから、三次元再構成メモリ中の注目点の三次元座標および特定注目点の上限
数を保持する。選択部４０２は特定部４０１に保持された注目点からオブリーク断面を特
定するための１点乃至３点を選択する。
【００５３】
　記憶部４０３は、撮影手技情報の保存、更新、削除、検索を行う。ここで示す撮影手技
情報には、種々の情報が含まれる。例えば、撮影部位や撮影方向など撮影手技を特定する
ための情報、デフォルト撮影条件、デフォルト画像処理パラメータ、デフォルト再構成パ
ラメータ、ストレージ転送設定、プリント出力設定など撮影実施から後処理、画像出力設
定まで撮影手技毎に設定可能な項目全てである。記憶部４０３は、データベースで構成さ
れる。記憶部４０３は、検査情報の検査情報の登録、更新、削除、検索を行う。記憶部４
０３はデータベースで構成される。
【００５４】
　撮影制御部１２３は、通信回路１１２を介して、Ｘ線発生装置１０２、Ｘ線検出器１０
６と撮影可否、撮影実施条件、位置情報のデータ送受信を行う。また、再構成処理実施に
関わる制御、Ｘ線画像データの保存など１回のＸ線撮影フロー、再構成処理実施フロー全
般の制御を行う。また撮影制御部１２３は、患者情報、実施予定検査情報、撮影手技情報
の更新・登録制御、画面の遷移制御、トモシンセシス画像データの保存、トモシンセシス
画像の追加処理など、検査実施のフロー全般の制御を行う。また撮影制御部１２３は、操
作部１０８からの入力情報の受信制御、や画面遷移など表示部１０９への表示制御を行う
。また撮影制御部１２３は、受信した検査情報に含まれる画像の画像出力可否を判定して
、通信回路１１２へ画像を出力させる。
【００５５】
　出力指定部１２５は、操作部１０８に入力された操作入力に基づいて特定されるオブリ
ーク画像或いはコロナル画像を出力対象として指定する。
ＤＩＣＯＭ画像作成部４０４は、出力指定部１２５により指定されたオブリーク画像を画
像データとして含むＤＩＣＯＭ画像を作成する。当該ＤＩＣＯＭ画像の付帯情報を含むＤ
ＩＣＯＭタグには、情報取得部１２５が取得したオブリーク画像の位置姿勢の情報と、条
件設定部１２２により設定された撮影条件と、画像データがSECONDARY CAPTURE IMAGE（
セカンダリキャプチャ）であることを示す情報を付与する。
【００５６】
　アイソセンタを通る断面は、投影画像の撮影の際に照射方向と垂直に交わる断面であり
、再構成された断層画像は高画質になるが、投影画像を撮影する際の照射角度の大きさに
よっては、オブリーク断面と垂直な方向からのＸ線照射が行われない場合がある。この場
合には、当該オブリーク断面のオブリーク画像は画質がそれほど高くできないと考えられ
る。そのため、実施形態の１つでは、撮影制御部１２３で前記オブリーク画像の画質また
は前記断面の位置の少なくともいずれかが所定の基準を満たすか否かを判定する。当該オ
ブリーク断面の画像は画質の基準を満たさない判定された場合には、表示制御部１２４は
その旨のメッセージとともに表示部１０９に表示させることとする。これにより、画質が
不十分なオブリーク画像であることを撮影者に注意喚起し、不適切に利用される可能性を
減らすことができる。別の実施形態では、表示制御部１２４は当該画質の基準を満たさな
いオブリーク画像は表示させないこととし、画質が不十分なオブリーク画像不適切に利用
される可能性を減らすことができる。当該オブリーク画像の画質の判定は、当該オブリー
ク画像の断面と投影画像における照射方向の大きさの範囲との関係の他、オブリーク画像
の画質やその他種々の基準によるものとすることができる。上述の通り、表示制御部１２
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４が撮影制御部１２３の判定結果に応じてオブリーク画像の表示制限やオブリーク画像に
ついての警告を表示させることとし、不適切なオブリーク画像の利用を減らすことができ
る。
【００５７】
　あるいは、画質の基準を満たさないと判定された場合には、当該オブリーク画像を画質
の基準を満たしつつ再構成可能とする幾何配置により再撮影を行わせることとしてもよい
。この場合、当該オブリーク画像の撮影に適したＸ線発生部１０２の照射角の大きさの範
囲、或いはアイソセンタの位置が当該オブリーク画像を含む断面から撮影条件を生成する
。例えば、当該特定された位置とアイソセンタの位置を含む断面が、Ｘ線検出器１０６の
検出面と垂直な方向となす角度がθ１である場合には、当該θ１を超える照射角の範囲で
Ｘ線発生装置１０２を移動させながらＸ線を照射することとする。その為に、Ｘ線の照射
角の範囲を±θ１以上に設定する。あるいは、２つの位置が特定されている場合には、当
該位置を結ぶ線分とアイソセンタ線が平行となるようにアイソセンタの位置あるいはＸ線
発生装置１０２の移動方向を設定する。Ｘ線発生装置１０２の移動の軌跡が所定の円弧状
軌道であり、特定された位置を結ぶ線分と平行なアイソセンタを設定できない場合、当該
線分とアイソセンタ線とのなす角度をθ２として、被検体の体軸の方向をＸ線撮影システ
ム１０１に対し－θ２だけ動かす。これにより当該特定された位置を含むオブリーク画像
を得る撮影が実現できる。この際、表示制御部１２４は、当該撮影条件、照射条件あるい
は被検体の姿勢の変更量を表示部１０９に表示させる。このようにすることで、当該撮影
条件の変更を支援することができる。或いは、撮影制御部１２３が当該撮影条件を生成し
た上で、表示制御部１２４が当該変更された撮影条件に対応する撮影情報を示すアイコン
を表示部１０９に表示させる。かかる撮影情報は、トモシンセシス撮影の予約情報として
表示されるものであり、例えば撮影画面１００１の新たな撮影手技表示領域１００９が、
図１０で既に表示されている撮影手技表示領域１００９の直下に並べて表示されることと
なる。
【００５８】
　当該アイコンを押下する操作入力に応じて条件設定部１２２は、当該撮影情報に対応す
る撮影条件を撮影に用いる条件として設定する。撮影制御部１２３は、Ｘ線制御部１０４
、移動機構制御部１０５１に対し、前記再撮影のトモシンセシス撮影についてのアイソセ
ンタ位置やＸ線の照射角の範囲の情報を変更された撮影条件を出力する。当該出力は、通
信回路１１２を介して行われる。これに応じてＸ線制御部１０４及び移動機構制御部１０
５１のそれぞれが当該変更された撮影条件を設定することにより、容易に再撮影が実現さ
れる。
【００５９】
　また別の実施形態では、撮影制御部１２３によりオブリーク断面画像が所定の基準を満
たさないと判定された場合には、画像処理部１１０は再撮影のトモシンセシス撮影につい
てのスカウト撮影で得られる投影画像に対応するＸ線画像を生成する。当該Ｘ線画像はス
カウト撮影で得られる投影画像（スカウト画像）を擬似的に再現する画像であり、複数の
投影画像に基づいて生成される。ここでいうスカウト撮影とは、投影画像を撮影する前に
行われる、位置合わせの透視撮影（動画撮影）である。スカウト撮影では、Ｘ線発生装置
の照射方向がＸ線検出器１０６の検出面の垂線と一致するように行われる。よって、適切
なスカウト撮影がされた時の透視画像を、既に撮影済みの断層画像を順投影することによ
り擬似的に生成することができる。例えば、アイソセンタの位置が検出面と平行な方向に
Ｌ１だけずらす必要がある場合を考える。この場合、例えば被検体の位置をＬ１だけずら
す必要がある。このような時に、Ｌ１だけずらした後にスカウト撮影により得られる投影
画像に対応する擬似的な画像を、断層画像から生成する。これは、スカウト撮影の撮影領
域を一辺の長さがＴの正方形である場合には、当該断層画像を検出面に垂直な方向に順投
影した画像を得る。得られた画像から、当該画像の中心からＬ１だけずらした位置を中心
とし、一辺がＴの正方形領域の画像を切り出すことにより擬似的な画像を生成する。当該
処理は、画像処理部１１０により行われる。或いは、このように検出面と平行な方向へず
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らすだけの場合には、検出面に対して垂直な方向から照射されるＸ線により得られる投影
画像から、スカウト撮影に対応する撮影領域を切りだすことにより擬似的な画像を生成す
ることとしてもよい。
【００６０】
　また例えば、テーブル１０５の天板を鉛直方向に対して傾けることができる場合を考え
る。トモシンセシス撮影において±θ１の範囲でＸ線発生装置１０２を移動させており、
得たいオブリーク画像の傾きが検出面に対して－θ２（θ２＞θ１）であり、かつＸ線発
生装置１０２の可動範囲が±（θ１＜）θ３（＜θ２）であった場合を考える。この場合
、天板を少なくともΔθ＝θ２－θ３だけ傾け、かつＸ線発生装置１０２の移動範囲を±
θ３とすることで、天板に対してＸ線発生装置１０２が－θ２から２×θ３－θ２の範囲
で動くこととなる。このような撮影系によるトモシンセシス撮影で得られる投影画像から
断層画像を生成し、検出面とのなす角度が－θ２となるオブリーク画像を生成すれば、当
該オブリーク画像の画質は担保される。なぜなら、当該オブリーク画像と垂直な方向から
Ｘ線照射をしているため、当該オブリーク画像と平行な投影画像が再構成に利用されるた
めである。なお天板をΔθよりも大きく傾ければ、より得たいオブリーク画像の画質は向
上する。
【００６１】
　上述の通り天板を傾けた状態で得られるスカウト撮影は、天板を傾けなかった状態から
見てΔθの方向からＸ線を照射したときに得られる投影画像と平行になる。よって、最初
のトモシンセシス撮影においてΔθの方向から照射して得られる投影画像を生成するスカ
ウト画像の元データとして特定する。当該元データの投影画像からスカウト撮影に対応す
る領域を切り出すことで、擬似的なスカウト画像を生成する。厳密にΔθの方向からＸ線
照射されていない場合には、Δθに最も近い方向からＸ線照射して得られる投影画像をス
カウト画像の元データとして特定する。このように、擬似的な画像を、例えば表示制御部
１２４により表示部１０９に表示させることで、技師は当該画像を参考に位置合わせのた
めの透視撮影を適切に行うことができる。
【００６２】
　上述の通り、表示制御部１２４は、前記所定の基準を満たさないとの判定に応じて再撮
影のための表示制御を行うことにより、所望のオブリーク画像を得るための再撮影を支援
することができる。
【００６３】
　記憶部４０３は、オブリーク画像と、回転中心線を通るコロナル画像との差異を算出す
る画像間の差異の閾値を保持する。撮影制御部１２３は特定部４０１に保持された２点乃
至３点の注目点の座標から得られるオブリーク画像と、回転中心線を通るコロナル画像と
の差異を算出する。撮影制御部１２３は記憶部４０３に保持された閾値と比較する。当該
比較結果に応じて表示制御部１２４はオブリーク画像の画質が十分でない可能性がある警
告を表示したり、オブリーク画像の表示を制限したりする。
【００６４】
　画像間の差異としては、コロナル画像とオブリーク画像がなす角度であるオブリーク角
度としても構わないし、コロナル画像の中心を通る垂線がオブリーク画像と交わる点と、
回転中心線との距離としても構わない。また両者の組み合わせとしても構わない。
【００６５】
　撮影制御部１２３は、Ｘ線制御部１０４、Ｘ線検出器１０６から通知される位置情報か
ら複数撮影した投影画像のうちの最大角度である最大投影角を算出する。そして撮影制御
部１２３は、算出した最大投影角を、記憶部４０３に保持されたオブリーク角の第一の閾
値、あるいは第二の閾値、あるいはその両方に設定する。
【００６６】
　また閾値のそれぞれは、全撮影手技に共通のものであっても構わないし、撮影手技毎に
保持するものであっても構わないし、操作者が変更できるものであっても構わない。
【００６７】
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　また、一つの閾値を保持して、警告表示もしくはオブリーク画像の表示の制限をしても
よい。また、二つの閾値を保持して、第一の閾値と第二の閾値の間の場合に警告表示、ま
た、第二の閾値を超える場合にオブリーク画像の表示を制限してもよい。また、オブリー
ク画像が回転中心線を通る撮影条件に変更してトモシンセシスで再撮影することを勧めて
もよい。オブリーク画像がサジタル画像（縦切りの断面画像）に近い場合に側位もしくは
斜位にしてトモシンセシスで再撮影することを勧めてもよい。またオブリーク画像がアキ
シャル画像（胴体を輪切りする方向の断面画像）に近い場合にＣＴやＭＲＩといった別の
モダリティで再撮影することを勧めてもよい。
【００６８】
　また、トモシンセシスで再撮影を勧める場合の回転中心線は、高さ方向のみ変更してオ
ブリーク画像と交わる条件としてもよいし、２点乃至３点の注目点の重心（２点の場合は
中点）を通る条件としてもよい。
【００６９】
　記憶部４０３は、入力されたオブリーク角の値に応じて警告を表示するオブリーク角の
第一の閾値と、入力されたオブリーク角が大きすぎる場合にオブリーク画像の生成あるい
は表示を制限するオブリーク角の第二の閾値を保持する。なお、いずれか一方のみ利用す
る場合には、いずれか一方のみ保持することとしてもよい。記憶部４０３で保持される閾
値のそれぞれは、全撮影手技に共通のものであっても構わないし、撮影手技毎に保持する
ものであっても構わないし、操作者が変更できるものであっても構わない。
【００７０】
　撮影制御部１２３は、Ｘ線制御部１０４、Ｘ線検出器１０６から通知される位置情報か
ら複数撮影した投影画像のうちの最大角度である最大投影角を算出する。そして撮影制御
部１２３は、算出した最大投影角を、記憶部４０３に保持されたオブリーク角の第一の閾
値、あるいは第二の閾値、あるいはその両方に設定する。
【００７１】
　次に、図５に本発明におけるＸ線撮影システム１０１に関する制御部１１１のハードウ
ェア構成について示す。制御部１１１は、ＣＰＵ５０１、ＲＯＭ５０２、ＲＡＭ５０３、
ＨＤＤ５０４、入力検出部５０５、通信Ｉ／Ｆ５０６、グラフィックボード５０７より構
成される。これらは、データバス等のバスを介して互いに接続されている。かかる制御部
１１１のハードウェアは、市販の電子計算機を用いることとしてもよい。当該電子計算機
に本発明の実施形態に係る、図６、７、２１の処理を実現するための指令と図８乃至２０
並びに図２３のＧＵＩを実現するためのデータを含むプログラムがインストールされるこ
とで、制御部１１１の各機能が実現されることとなる。ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）５０１は、制御部１１１による制御を統合的に実行する演算
処理回路であり、ＲＯＭ５０２に格納されている命令プログラム、あるいはＨＤＤ５０４
に記憶されＲＡＭ５０３に展開されるプログラムを実行することで制御を実施している。
また、ＣＰＵ５０１は、トモシンセシス撮影の撮影条件を設定する処理を実行する。グラ
フィックボード５０７による表示部１０９への表示制御を実行させ、センサで得られる複
数の投影画像に基づく断層画像であって、オブリーク画像を含む断層画像を表示部１０９
に表示させる。また入力検出部５０５を介した操作部１０８から入力制御を行い、オブリ
ーク画像を指定する処理と、指定されたオブリーク画像の位置姿勢を示す情報を取得する
処理とを実行する。ＲＡＭ５０３は、ＣＰＵが命令プログラムによる制御を行う際に作業
用の記憶領域を確保するためにも用いられる。ＨＤＤ５０４は、Ｘ線画像データなど各種
データを保存する補助記憶装置である。通信Ｉ／Ｆ５０６は、通信回路１１２を構成する
通信インターフェースであり、制御部１１１とＸ線制御部１０４、Ｘ線検出器１０６、ネ
ットワーク１１４の間でデータの送受信を行う。ここで通信Ｉ／Ｆ５０６は、設定された
撮影条件に基づいてＸ線検出器１０６に対しセンサアレイを制御するための信号を送信し
、トモシンセシス撮影に用いる放射線検出器から複数の投影画像を受信することにより取
得する受信器として機能する。前記指定されたオブリーク画像を、前記トモシンセシス撮
影で得られた画像として、前記撮影条件の情報と前記オブリーク画像の位置姿勢を特定す
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る情報とを付帯情報に含む、ＤＩＣＯＭのセカンダリキャプチャ画像として出力する。な
お、Ｘ線検出器（撮影部）１０６と通信する通信Ｉ／Ｆと、ＤＩＣＯＭ画像を出力する通
信Ｉ／Ｆとは同一のハードウェアであってもよいし、それぞれに別のネットワークインタ
フェースカードを用いることとしてもよい。
【００７２】
　グラフィックボード５０７は、画像処理部１１０の少なくとも一部と、表示制御部１２
４の機能を実行するディスプレイドライバを兼ねる。グラフィックボード５０７は内部に
ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を有しており、ＧＰＵによ
る画像処理、再構成処理、操作入力に応じたオブリーク断面の生成及び表示処理を行う。
例えばグラフィックボード５０７は、特定された位置とトモシンセシス撮影のアイソセン
タとを含む断面のオブリーク画像をディスプレイに表示させるグラフィックプロセッサと
して機能する。一部の画像処理は、ＣＰＵ５０１で行ってもよく、その場合にはＣＰＵ５
０１とグラフィックボード５０７が画像処理部１１０に対応する。
【００７３】
 
　続いて、図６を用いて本発明の実施形態に係るトモシンセシス撮影検査の開始から終了
までの流れの一例を示す。
【００７４】
　ステップＳ６０１で撮影制御部１２３は患者（被検者）検査情報を生成する。検査開始
に先立って患者情報が作成される。ここで示す患者情報は、患者名、患者ＩＤ、年齢、生
年月日、性別、慎重、体重、妊娠状態など患者を特定するための情報をすべて含む。表示
制御部１２４は表示部１０９に患者情報入力画面８０１（図８）を表示する。撮影制御部
１２３は、操作部１０８からの操作入力に応じて検査対象の患者情報を特定する。これに
応じて撮影制御部１２３は、新規に実施予定検査情報を生成する。ここで示す実施予定検
査情報には、上述の患者情報、検査ＩＤや検査日時など検査を特定するための全てを含む
検査情報、撮影部位など撮影手技を特定する全ての情報を含む撮影手技情報を含む。そし
て、撮影制御部１２３は患者情報確定通知に含まれている患者情報を実施予定検査情報に
入力する。その後、撮影制御部４０８は記憶部４０３へ登録済みの全撮影手技情報を要求
し、登録されている全撮影手技情報を取得する。撮影制御部４０８は、撮影手技情報を受
信すると、表示制御部１２４に撮影手技選択画面９０１（図９）を表示させる。表示制御
部１２４は、撮影手技選択画面９０１上に受信した撮影手技情報が全て表示させる。
ステップＳ６０２で撮影制御部１２３は検査情報を作成する。ここで示す検査情報作成に
は、実施予定撮影手技も含まれる。撮影制御部１２３は、操作部１０８からの検査開始が
指示されることに応じて、検査情報及び実施予定撮影手技を患者情報確定時に生成した実
施予定検査情報に入力する。
【００７５】
　本実施形態では患者情報、検査情報、実施予定撮影手技をマニュアルで作成するが、別
の実施形態ではＨＩＳ／ＲＩＳ１１５から取得したワークリスト情報を選択することで、
一度に患者情報、検査情報、実施予定撮影手技を作成する。この場合は、ステップＳ６０
１が省略される。操作部１０８からの検査開始を指示する操作入力に応じて撮影制御部１
２３は選択されたワークリスト情報に含まれる患者情報、検査情報及び実施予定撮影手技
を患者情報確定時に生成した実施予定検査情報に入力する。
【００７６】
　続いて、ステップＳ６０３で撮影制御部１２３は検査開始処理を実行する。ステップＳ
６０２で検査実施情報の作成が完了すると、撮影制御部１２３は実施予定検査情報を検査
情報として新規登録する。そして、記憶部４０３は新規登録した検査情報の検査ステータ
スを「実施中」に更新する。検査ステータスには、「未開始」、「実施中」、「保留中」
、「終了」が含まれる。表示制御部１２４は、表示部１０９に実施予定検査情報について
の撮影画面１００１（図１０）を表示する。撮影画面１００１には、受信した検査情報に
含まれている患者情報、検査情報、撮影手技情報が表示される。
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【００７７】
　ステップＳ６０４で撮影制御部１２３は開始した検査情報に含まれる実施予定撮影手技
の中から、次に撮影を実施する撮影手技が選択される。これに応じて条件設定部１２６に
よりトモシンセシス撮影の撮影条件が設定される。撮影手技の選択は、撮影画面１００１
に表示される撮影手技表示領域１００９を押下することで選択される。操作部１０８から
の撮影手技ボタンを押下する操作入力に応じて撮影制御部１２３は照射許可依頼通知を受
信すると、撮影条件に基づいてＸ線検出器１０６に対し該センサを制御するための信号で
ある照射許可依頼通知を通信回路１１２に出力させる。通信回路１１２は、照射許可依頼
通知を受信すると、Ｘ線制御部１０４及びＸ線検出器１０６へ照射許可依頼通知を送信す
る。また、表示制御部１２４は表示部１０９に表示されている撮影画面１００１のセンサ
ステータス表示領域９０３の表示を切り替える。なお、照射許可依頼通知は、選択された
撮影手技情報を含む。
【００７８】
　Ｘ線制御部１０４は、照射許可依頼通知を受信すると、照射許可依頼通知に含まれる撮
影手技情報に含まれるデフォルト撮影条件及びデフォルト位置情報をＸ線発生装置１０２
に通知する。その後、Ｘ線発生装置１０２の条件設定及びデフォルト位置への移動が完了
すると、Ｘ線制御部１０４は通信回路１１２へ照射許可通知を送信する。なお、照射許可
通知は、照射が許可された撮影手技情報を含む。
【００７９】
　Ｘ線検出器１０６は、照射許可依頼通知を受信すると、照射許可依頼通知に含まれる撮
影手技情報に含まれるデフォルト位置情報を元にデフォルト位置へ移動する。Ｘ線検出器
１０６は、Ｘ線検出準備が完了すると通信回路１１２へ照射許可通知を送信する。通信回
路１１２は、Ｘ線制御部１０４及びＸ線検出器１０６の両方から照射許可通知を受信する
と、撮影制御部１２３へ照射許可通知を送信する。
【００８０】
　撮影制御部１２３は、照射許可通知を受信すると、撮影制御部１２３へ照射許可通知を
送信する。撮影制御部１２３は照射許可通知を受信すると、表示制御部１２４へ照射許可
通知を送信する。表示制御部１２４は照射許可通知を受信すると、表示部１０９に表示さ
れている撮影画面１００１のセンサステータス表示領域９０３の表示を切り替える。また
、表示部１０９には、撮影画面１００１上の撮影手技表示領域１００９に撮影予定サムネ
イル９１２が表示される。このように、センサステータス表示領域９０３及び撮影手技表
示領域１００９の表示を切り替えることで、照射可能状態であること、及び次の照射で画
像が追加される撮影手技が容易に判別可能となる。なお、ここまでは手動による撮影手技
の選択の流れを示したが、本発明の実施形態では、検査開始や照射終了時など次の撮影準
備ができる状態になるタイミングで自動的に撮影手技を選択することも可能である。この
場合、次の撮影準備ができる状態になった時点で、撮影制御部１２３は、実施予定検査情
報に含まれる実施予定撮影手技情報のうち、ステータスが「未撮影」の撮影手技情報を取
得する。撮影手技情報のステータスには、「未撮影」の他に「撮影中」、「撮影完了」が
含まれる。撮影制御部１２３は、「未撮影」の撮影手技情報の中で登録順序が先頭の撮影
手技を選択し、照射許可要求を送信する。ただし、撮影手技を１つ選択する方法はこれに
限定されない。これにより、操作者が撮影の度に次の撮影手技を手動選択する手間が省略
され、ワークフローが軽減される。
【００８１】
　また、ステップＳ６０１からＳ６０４と前後して、操作者あるいは検査実施に関わる担
当者による被検体の配置が行われる。続いて、ステップＳ６０６において再構成の中心位
置が設定される。主に、操作者あるいは検査実施に関わる担当者が被検体の関心領域を元
に中心位置（以下、アイソセンタ位置）を計測し、操作部１０８よりアイソセンタ位置が
入力される。操作部１０８からのアイソセンタ位置の入力があると撮影制御部１２３は選
択中の撮影手技情報に含まれる位置情報にアイソセンタ位置情報を入力する。
【００８２】
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　ステップＳ６０７で透視撮影を用いた被検体の位置合わせが行われる。撮影制御部１２
３は透視撮影で得られる画像の受信と表示とを制御する。特にトモシンセシス撮影では、
被験者に対するＸ線の照射方向によって、アーチファクトの影響が大きく関わるため、患
者の配置を確認するために透視を行い、被検体の配置位置が正しいか確認する。
【００８３】
　Ｘ線照射スイッチ１０３が押下されると、Ｘ線照射スイッチ１０３はＸ線制御部１０４
へ照射開始要求を送信する。Ｘ線制御部１０４は、照射開始要求を受信するとＸ線発生装
置１０２へ照射開始指示を送信する。Ｘ線発生装置１０２は、照射開始指示を受け付ける
と、Ｘ線の照射を開始する。その後、Ｘ線発生装置１０２は、Ｘ線制御部１０４へ照射開
始通知を送信する。Ｘ線制御部１０４は、照射開始通知を受信すると、通信回路１１２を
介して、撮影制御部１２３へ照射開始通知を送信する。撮影制御部１２３は、照射開始通
知を受信すると、実施予定検査情報に含まれる撮影手技情報のうち、照射が開始された撮
影手技のステータスを「撮影中」に更新する。また、撮影制御部１２３は、表示制御部１
２４へ照射開始通知を送信する。表示制御部１２４は、照射開始通知を受信すると、撮影
画面１００１のセンサステータス表示領域９０３の表示を切り替える。
【００８４】
　Ｘ線検出器１０６は照射されたＸ線を検出し、Ｘ線画像データへ変換する。また、Ｘ線
検出器１０６はＸ線検出と同期して位置情報を取得する。Ｘ線検出器１０６は、通信回路
１１２を介して、Ｘ線画像データ及び位置情報を撮影制御部１２３へ送信する。撮影制御
部１２３は、Ｘ線画像データ及び位置情報を受信すると、位置情報を選択中の撮影手技へ
入力する。また、撮影制御部１２３は表示制御部１２４を制御し、Ｘ線画像データを表示
部１０９の撮影画面１００１の画像表示領域９０２へＸ線画像データをライブ表示させる
。
【００８５】
　その後、Ｘ線照射スイッチ１０３が放されると、Ｘ線照射スイッチ１０３はＸ線制御部
１０４へ照射停止要求を送信する。Ｘ線制御部１０４は、照射停止要求を受信するとＸ線
発生装置１０２へ照射停止指示を送信する。Ｘ線発生装置１０２は、照射停止指示を受け
付けると、Ｘ線の照射を停止する。その後、Ｘ線発生装置１０２は、Ｘ線制御部１０４へ
照射終了通知及び撮影実施条件通知を送信する。なお、撮影実施条件通知は、撮影実施条
件及び位置情報を含む。Ｘ線制御部１０４は、照射終了通知及び撮影実施条件通知を受信
すると、通信回路１１２を介して、撮影制御部１２３へ照射終了通知及び撮影実施条件通
知を送信する。撮影制御部１２３は、照射終了通知及び撮影実施条件通知を受信すると、
実施予定検査情報に含まれる撮影手技情報のうち、照射が終了した撮影手技のステータス
を「撮影完了」に更新する。また、撮影制御部１２３は、照射実施条件を実施予定検査情
報に含まれる撮影手技情報のうち、照射が終了した撮影手技情報に入力する。撮影制御部
１２３は、表示制御部１２４により表示部１０９に表示されている撮影画面１００１のセ
ンサステータス表示領域９０３の表示を切り替えさせ、かつ画像表示領域９０２上の対応
する表示アノテーションを更新させる。
【００８６】
　なお、ここではＸ線発生装置１０２は、照射終了通知と撮影実施条件通知を同時に送信
する場合を示しているが、本発明はこれに限定されない。撮影実施条件は、照射中にリア
ルタイムで通知される場合や、照射終了後に照射終了通知と別のタイミングで送信されて
もよい。また、撮影実施条件と位置情報はそれぞれ別のタイミングで送信されてもよい。
続いて、ステップＳ６０８において、投影画像の撮影が行われる。投影画像撮影時の処理
の流れはステップＳ６０７における透視の場合とほぼ同様である。ただし、投影画像の撮
影において、撮影制御部１２３は、Ｘ線画像データ及び位置情報を受信すると、位置情報
を選択中の撮影手技へ入力し、Ｘ線画像データの保存を行う。また、撮影制御部１２３は
、投影画像の照射終了通知を受信すると、位置情報から撮影中断状況を判定する。撮影制
御部１２３は、撮影中断状況の判定結果に応じて、再構成処理可否、あるいはオブリーク
断面表示可否を決定する（図１３）。これにより、投影画像の撮影が中断された場合に、
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無駄に再構成を実施して無効なトモシンセシス画像を表示することを防ぐことが可能とな
る。同様に、情報が欠落したオブリーク断面が参照されることで、誤診を招く危険性を回
避することが可能となる。
【００８７】
　続いて、ステップＳ６０９において、再構成処理が行われる。撮影制御部１２３は、投
影画像のＸ線画像データ及び位置情報を受信すると、表示制御部１２４へ再構成開始通知
を送信する。同時に、画像処理部１１０へ再構成依頼通知を送信する。なお、再構成依頼
通知は、撮影手技情報、Ｘ線画像データ、位置情報を含む。
【００８８】
　ステップＳ６１０で表示制御部は再構成された画像の表示処理を実行する。表示制御部
１２４は、再構成開始通知を受信すると、表示部１０９に再構成画面１１０１（図１１）
を表示させ、再構成画面１１０１の画像表示領域１００２上にプログレスバーを表示させ
る。一方で、画像処理部１１０は、再構成依頼通知を受信すると、撮影手技情報のデフォ
ルト再構成パラメータ、位置情報、Ｘ線画像データを用いて再構成処理を実施する。画像
処理部１１０は、再構成処理が完了すると、再構成完了通知を撮影制御部１２３へ送信す
る。なお、再構成完了通知は、生成したトモシンセシス画像、再構成パラメータ、画像処
理パラメータを含む。撮影制御部１２３は、再構成完了通知を受信すると、新規でトモシ
ンセシス画像情報を生成し、再構成完了通知に含まれるトモシンセシス画像、再構成パラ
メータ、画像処理パラメータを入力する。そして実施予定検査情報に含まれる撮影手技情
報のうち、再構成が完了した撮影手技に新規生成したトモシンセシス画像情報を追加する
。表示制御部１２４は表示部１０９に表示されている画像表示領域１００２に表示中のプ
ログレスバーを非表示とする。そして、表示制御部１０９は、画像表示領域１００２にト
モシンセシス画像をプレビュー表示させ、表示アノテーションを更新させる。再構成画面
１００２により、トモシンセシス画像に対して、Ｗｉｎｄｏｗ処理、再生処理あるいは再
構成パラメータを編集するための操作入力が可能となる。
【００８９】
　その後、操作部１０８から再構成が確定するための操作入力があったことに応じて、撮
影制御部１２３は再構成されたトモシンセシス画像を保存する。撮影制御部１２３は表示
制御部１２４に対し、表示部１０９に表示される画面を撮影画面１００１に遷移させる。
加えて、トモシンセシス画像の撮影画像サムネイル９１１を追加し、プレビュー表示させ
る。
【００９０】
　上述の通り再構成された断層画像が表示されている間に、トモシンセシス画像への後処
理が行われる。トモシンセシス画像への後処理には、切り出し領域の編集、トモシンセシ
ス画像の並列表示（マルチビュー）、再撮影指示、写損指示が含まれる。
【００９１】
　またここで、出力指定部は例えば操作部１０８からの操作入力に応じて出力対象のオブ
リーク画像や断層画像（コロナル画像）を指定する。当該指定に応じて、情報取得部は出
力対象として指定された画像を特定するための位置姿勢の情報を取得し、当該出力対象と
して指定された画像と関連付けて記憶部に記憶する。
【００９２】
　ステップＳ６１１にて、撮影制御部１２３はステップＳ６１０の表示処理中に再撮影が
指示されたか否かに応じて再撮影を行うか否かを判定する。再撮影を行うと判定された場
合にはステップＳ６０６に進み、当該再撮影に対応する撮影情報と同様の撮影手技が選択
され、上述の通り撮影が実行される。なお、照射条件やアイソセンタ位置が誤っている場
合が考えられるので、ステップＳ６０６の中心位置の設定から行われる。
【００９３】
　ステップＳ６１２にて、撮影制御部１２３は未撮影の撮影情報に基づく次の撮影が行わ
れるか否かを判定する。未撮影の撮影情報がある場合には次の撮影が行われると判定し、
ステップＳ６０４に進み当該未撮影の撮影情報の一つが選択され、上述の通り撮影が行わ
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れる。撮影制御部１２３は未撮影の撮影情報に基づく次の撮影が行われるか否かを判定す
る。未撮影の撮影情報がある場合には次の撮影が行われると判定し、ステップＳ６０４に
進み当該未撮影の撮影情報の一つが選択され、上述の通り撮影が行われる。
【００９４】
　ステップＳ６１３にて、撮影制御部１２３は検査の終了が指示されたか否かを判定する
。検査の終了は例えば操作部１０８による検査終了ボタン１０１７を押下する操作入力に
より指示される。当該入力があった場合に撮影制御部１２３で検査の終了が指示されたと
判定する。検査の終了指示があった場合にはステップＳ６１４に進み、終了指示が無い場
合にはステップＳ６０３に進み、表示制御部１２４により開始済み検査についての撮影画
面が表示部１０９に表示される。
【００９５】
　ステップＳ６１４において、検査終了処理が実施される。撮影制御部１２３は、記憶部
４０３及び表示制御部１２４へ検査終了通知を送信する。なお、検査終了通知は実施予定
検査情報を含む。なお、画像出力通知は、実施予定検査情報を含む。記憶部４０３は検査
終了通知を受信すると、登録済みの検査情報から実施予定検査情報を検索して取得する。
そして、記憶部４０３は取得した検査情報の検査ステータスを「終了」に更新する。表示
制御部１２４は、検査終了通知を受信すると、表示部１０９に表示される画面を患者情報
入力画面８０１に遷移させる。なお、操作部１０８が検査保留を受け付けた場合も、検査
終了と同様の流れとなる。ただし、記憶部４０３は取得した検査情報の検査ステータスを
「保留中」に更新する。
【００９６】
　ステップＳ６１５でファイル作成部４０４はＤＩＣＯＭ画像ファイルを作成する。ステ
ップＳ６１０で指定されたオブリーク画像や（コロナル画像）を画像とし、付帯情報にス
テップＳ６０４で選択された撮影条件、ステップＳ６１０で取得された出力対象画像の位
置姿勢を特定する情報を含める。
【００９７】
　ステップＳ６１６において、画像出力が実施される。撮影制御部１２３は、検査終了に
応じて通信回路１１２を介して画像出力処理を実施する。通信回路（出力部）１１２では
、Ｓ６１０で出力画像として指定された画像について、ファイル作成部４０４で作成され
たＤＩＣＯＭ画像ファイルを出力する。
【００９８】
　図７のフローチャートに従い、ステップＳ６１０の断層画像の表示処理及び出力画像の
指定処理を説明する。図７に示す処理は例えば図１１の再構成画面１１０１の画像表示領
域１１０２に表示される断層画像（コロナル画像あるいはオブリーク画像）の表示処理に
関するものである。
【００９９】
　ステップＳ７０１で表示制御部１２４は投影画像から再構成された被検体の断層画像の
表示部１０９への表示を開始させる。当該断層画像は、図１乃至３に示す撮影系及び被検
体の配置状態では被検体のコロナル画像となる。投影画像から再構成される断層画像は図
２の鉛直方向に位置が異なる複数の断面のコロナル画像を含んでおり、操作部１０８の操
作入力がある場合には（Ｓ７０２）、表示制御部１２４により当該操作入力に応じて切り
替え表示がされる。当該断層画像の切り替え表示に係る操作入力の有無は、当該切り替え
表示に対応する操作部１０８のボタンを押下する操作入力や、表示部１０９に表示された
アイコンに対する選択操作の検出試行をすることにより行われる。切り替え指示があった
場合にはステップＳ７０３に、なかった場合にはステップＳ７０４に進む。ステップＳ７
０３で表示制御部１２４は、切り替え指示があった場合（Ｓ７０２でＹｅｓ）に切り替え
先に係る新たな断層画像を切り替え前に表示されていた断層画像に代えて表示させる。例
えば、切り替え表示に係る操作入力に応じて、切り替え前に表示されていた断層画像の断
面に隣り合う断面の断層画像が表示される。
【０１００】
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　ステップＳ７０４で撮影制御部１２３は、表示された断層画像における位置を特定する
操作入力があったか否かを判定する。かかる判定は、画像表示領域１１０２に表示されて
いる断層画像（コロナル画像）上の１点を特定する操作入力が検出されたか否かに応じて
撮影制御部１２３により判定される。ここで特定部４０１は、再構成画面１１０１のトグ
ルボタンである注目点ボタン（注目位置特定ボタン）１１１８が押下されオンとなった状
態で、断層画像上の位置を特定する操作入力に応じて判定することとしてもよい。
【０１０１】
　操作入力があった場合にはステップＳ７０５に、なかった場合にはステップＳ７１２に
進む。
【０１０２】
　ステップＳ７０５で特定部４０１は操作入力に対応する位置を注目点として特定する。
当該特定された位置の情報は、特定部４０１あるいは記憶部４０３に記憶される。操作入
力により、ある２次元或いは３次元の領域が特定される場合には、当該領域内の１点を特
定する。
【０１０３】
　ステップＳ７０６で画像処理部１１１は当該特定された位置と、アイソセンタ位置を通
るオブリーク断面を特定する。特定された位置がアイソセンタ外の一点であり、図２に示
す撮影系を前提とする場合即ちアイソセンタが直線である場合には断面が一意に特定され
る。
【０１０４】
　ステップＳ７０７で画像処理部１１１は当該断面によるオブリーク画像を生成する。投
影画像に基づいて再構成された断層画像が、ボクセルデータとして得られている場合には
、当該ボクセルデータから当該オブリーク断面によるオブリーク画像が生成される。断層
画像が複数の二次元断層画像として得られている場合には、当該２次元断層画像からオブ
リーク画像が生成されることとなる。
【０１０５】
　ステップＳ７０８で表示制御部１２４は当該特定された位置とアイソセンタとを通る断
面のオブリーク画像を表示部１０９に表示させる表示処理を開始する。例えばオブリーク
画像は、図１１の再構成画面１１０１の画像表示領域１１０２に、断層画像（コロナル画
像）に代えて表示される。あるいは、撮影制御装置１０７に複数の表示部１０９ａ、１０
９ｂが接続されている場合には、断層画像（コロナル画像）を含む再構成画面１１０１が
表示される表示部１０９ａとは別の表示部１０９ｂに当該生成されたオブリーク画像を表
示させる。
【０１０６】
　ステップＳ７０９乃至Ｓ７１２で出力対象の画像を指定する指定処理が行われる。以降
、ステップＳ７０９乃至Ｓ７１２の処理をまとめてＳ７５０と呼ぶことがある。
ステップＳ７０９で撮影制御部１２３は、オブリーク画像や断層画像（コロナル画像）に
ついて、出力画像として指定する指示があったか否かを判定する。ここで出力画像として
指定する指示は、例えば出力画像として指定するためのボタンが表示された状態での操作
部１０８からの当該ボタンを押下する操作入力により行われる（図２３）。指定する指示
があった場合にはステップＳ７１０に、指示が無い場合にはステップＳ７１２に進む。
【０１０７】
　ステップＳ７１０で出力指定部はオブリーク画像や断層画像（コロナル画像）を出力画
像として指定する。指定対象の画像は、ステップＳ７０９で判定された指示があった時に
表示部１０９に表示されているオブリーク画像や断層画像とする。あるいは、断層画像に
おいて注目領域や注目位置が指定されている状態で、ステップＳ７０９で判定された指示
があった場合には、当該注目領域または位置を通る少なくとも１つのコロナル画像及び断
層画像を出力対象として指定する。出力指定部は、出力対象の画像について、出力対象で
あることを示す識別情報を関連付けて記憶部に記憶させることにより、指定処理を実行す
る。
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ステップＳ７１１で表示制御部１２４は、出力対象となった画像の少なくとも１つを表示
部１０９に表示させ、かつ、出力対象であることを示す出力マークを当該出力対象の画像
とともに表示させる。以降、操作部１０８からの操作入力に応じて出力対象の画像が表示
対象となった場合、表示制御部１２４は当該表示対象の画像に出力マークを付して表示さ
せる。
【０１０８】
　ステップＳ７１２で表示制御部１２４は、表示処理の終了が指示されたか否かを判定す
る。当該表示処理の終了は、再構成画面１１０１の再構成確定ボタン（確定ボタン）１１
２２が押下されるか否かにより判定される。表示処理の終了が指示されない場合にはステ
ップＳ７０２の切り替え指示とステップＳ７０４の位置特定指示とステップＳ７１２の表
示処理終了指示の有無とを判定することとなる。ステップＳ７１２で表示処理の終了が指
示された場合には表示処理を終了する。
【０１０９】
　図８乃至図１９を参照しながら、本発明の実施形態に係る、表示制御部１２４により表
示部１０９に表示される画面例を説明する。
【０１１０】
　まず、図８を用いて、図６におけるステップＳ６０１で表示される患者情報入力画面８
０１の例を示す。患者情報入力画面８０１は、検査を実施対象となる患者の情報を入力す
る画面である。患者情報入力画面８０１は、患者情報入力領域８０２、患者情報リスト８
０３、患者情報確定ボタン８０４、患者情報表示領域８０５、検査情報表示領域８０６、
検査開始ボタン８０７より構成される。患者情報入力領域８０２は、患者情報に含まれる
各項目の値の入力や選択を行う領域である。患者情報リスト８０３には、過去に実施され
た検査の患者情報がリスト表示される。患者情報リスト８０３のカラムには、１カラムに
対して患者情報に含まれる項目が１つ表示される。リスト部分には、１行に１名の患者情
報が表示される。リスト上の任意の患者情報を選択すると、選択した患者情報が患者情報
入力領域８０２の各入力領域に入力される。患者情報確定ボタン８０４は、患者情報入力
領域８０２に入力されている値を患者情報として確定させるためのボタンである。ボタン
が押下されると、必須入力項目に値が入力されているか、また入力項目に規格に反してい
ない正しい値が入力されているか確認し、問題がなければ患者情報として確定する。患者
情報表示領域８０５は、確定された患者情報を表示する領域である。患者情報が確定され
るまでは各項目に値が表示されておらず、患者情報が確定した時点で表示される。検査情
報表示領域８０６には、入力された検査情報が表示される領域である。ここで示す検査情
報には、検査ＩＤ、照会医師名、読影医師名、検査記述、施設名など検査を特定するため
の情報が含まれる。また、撮影予定として選択された撮影手技も含まれる。なお、１つの
検査に対して撮影手技は少なくとも１つ以上選択可能である。検査情報表示領域８０６に
は、検査情報の各項目を表示する領域と選択された撮影手技を表示する領域が存在する。
検査情報が入力されるまでは、各項目に値が表示されない。同様に、撮影手技も選択され
るまでは表示されない。それぞれ、検査情報が入力された時、撮影手技が選択された時点
で表示される。また、１回の撮影において、複数検査を一度に実施する事が可能である。
その際は、検査情報表示領域８０６が検査数の分だけ並べて表示される。検査開始ボタン
８０７は、検査の開始を指示するボタンである。ボタンが押下されると、患者情報、検査
情報が入力されているか、かつ撮影手技が各検査で１つ以上選択されているか確認し、問
題がなければ検査開始処理を実施する。撮影手技が選択されていない検査が１つでも存在
する場合は、撮影手技選択画面９０１が表示される。
【０１１１】
　次に、図９を用いて、図６におけるステップＳ６０２で表示される撮影手技選択画面９
０１の例を示す。撮影手技選択画面９０１は、実施予定検査において撮影予定撮影手技を
選択する画面である。撮影手技選択画面９０１は、撮影手技表示領域９０２、撮影手技ボ
タン９０３、患者情報表示領域９０４、検査情報表示領域９０５、選択撮影手技ボタン９
０６、検査開始ボタン９０７より構成される。撮影手技表示領域９０２には、記憶部４０
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３に保存されている撮影手技を１つずつ撮影手技ボタン９０３で表示する領域である。ボ
タンの表示場所は任意に変更可能である。また１ページで表示しきれない場合は、複数ペ
ージにわたって表示可能であり、ページ切り替え指示によって表示ページが切り替えられ
る。撮影手技ボタン９０３は、記憶部４０３に保存されている撮影手技毎に表示されるボ
タンである。撮影手技ボタンには、撮影手技の名称、使用センサ名が表示される。ボタン
が押下されると、選択中の検査において撮影予定として選択が確定される。患者情報表示
領域９０４は、確定された患者情報を表示する領域である。検査情報表示領域９０５は、
入力された検査情報が表示される領域である。選択撮影手技ボタン９０６は、撮影手技表
示領域９０２で選択された撮影手技ボタン９０３が表示される。検査には１つ以上の撮影
手技を選択可能であるため、撮影手技ボタンが選択される度に、検査情報表示領域９０５
の最後尾に選択撮影手技ボタン９０６が追加される。検査開始ボタン８０７は、検査の開
始を指示するボタンである。ボタンが押下されると、患者情報、検査情報が入力されてい
るか、かつ撮影手技が各検査で１つ以上選択されているか確認し、問題がなければ検査開
始処理を実施する。検査開始処理が実施されると撮影画面１００１へ遷移する。撮影手技
が選択されていない検査が１つでも存在する場合は、撮影手技を選択するよう操作者に通
知し、画面遷移を行わない。以上の構成となる撮影手技選択画面９０１が表示される。
【０１１２】
　次に、図１０を用いて、図６におけるステップＳ６０３で表示される撮影画面１００１
の例を示す。撮影画面１００１は、画像表示領域１００２、ステータス表示領域１００３
、シングルビューボタン１００４、マルチビューボタン１００５、フレームビューボタン
１００６、患者情報表示領域１００７、検査情報表示領域１００８、撮影手技表示領域１
００９、再構成ボタン１０１０、撮影画像サムネイル１０１１、撮影予定サムネイル１０
１２、Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｅｖｅｌ編集部１０１３、Ｗｉｎｄｏｗ　Ｗｉｄｔｈ編集部１０
１４、検査保留ボタン１０１５、画像出力ボタン１０１６、検査終了ボタン１０１７、ア
ノテーション表示ボタン１０１８、右回転ボタン１０１９、左回転ボタン１０２０、左右
反転ボタン１０２１、上下反転ボタン１０２２、白黒反転ボタン１０２３、Ｌマーク配置
ボタン１０２４、Ｒマーク配置ボタン１０２５、切り出し設定ボタン１０２６、マスク処
理ボタン１０２７、再撮影ボタン１０２８、写損ボタン１０２９、Ｕｎｄｏボタン１０３
０、リセットボタン１０３１により構成される。画像表示領域１００２は、静止画撮影後
の撮影画像、あるいは再構成処理後のトモシンセシス画像をプレビュー表示する。動画撮
影中は撮影画像をリアルタイムでプレビュー表示する。撮影後にプレビュー選択を切り替
えた場合はプレビュー選択された撮影画像がプレビュー表示される。また、設定に応じて
患者情報、検査情報、照射条件などがアノテーション表示される。検査開始直後の初期状
態では、画像は表示されない。ステータス表示領域１００３は、Ｘ線制御部１０５やＸ線
検出器１０４から通知されたステータスを操作者が判別し易いように、色や文字を区別し
て表示する領域である。通信回路１１２を介してＸ線制御部１０５やＸ線検出器１０４か
らステータス通知を受信した撮影制御部１２３はＸ線制御部１０５やＸ線検出器１０４の
ステータスの組み合わせによって、表示内容を判定し、表示制御部１２４へステータス表
示切り替え指示を送信する。例えば、Ｘ線制御部１０５がＸ線照射不可あるいはＸ線検出
器１０４がＸ線検出不可能な「場合は、センサステータス上に「Ｎｏｔ　Ｒｅａｄｙ」を
表示する。また、Ｘ線制御部１０５がＸ線照射可能及びＸ線検出器１０４がＸ線検出可能
である場合は、センサステータス上に「Ｒｅａｄｙ」を表示し、背景色を「Ｎｏｔ　Ｒｅ
ａｄｙ」表示時と容易に区別可能な色に変更する。シングルビューボタン１００４は、画
像表示領域１００２にプレビュー選択されている画像の１フレームを表示するシングルビ
ューへ切り替えるボタンである。複数フレームの画像の場合、プレビュー表示中にキーボ
ードやマウス操作によって別フレームの表示や動画再生も可能である。マルチビューボタ
ン１００５は、画像表示領域１００２を格子状の複数表示領域に区切り、実施中の検査内
で撮影された画像群を並列表示するマルチビューへ切り替えるボタンである。実施中の検
査内で２つ以上の画像が撮影されるまではボタンは無効となり、マルチビュー不可能とな
る。フレームビューボタン１００６は、画像表示領域１００２を格子状の複数表示領域に
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区切り、プレビュー選択されている動画のフレーム画像群を並列表示するフレームビュー
へ切り替えるボタンである。プレビュー選択されている画像が動画像でない場合、ボタン
は無効となり、フレームビュー不可能となる。患者情報表示領域１００７は、患者名、患
者ＩＤといった患者情報が表示される領域である。検査情報表示領域１００８は、検査Ｉ
Ｄや検査記述といった検査情報が表示されるまた、検査で選択されている撮影手技が撮影
手技表示領域１００９に並べて表示される。撮影手技表示領域１００９には、再構成ボタ
ン１０１０、撮影画像サムネイル１０１１と撮影予定サムネイル１０１２が含まれる。撮
影手技表示領域１００９には、撮影手技名称等の撮影手技情報と、実施した全ての撮影画
像サムネイル１０１１が表示されている。検査開始直後の初期状態では、一度も撮影が行
われていないため、撮影画像サムネイル１０１１は表示されない。再構成ボタン１０１０
はプレビュー選択中の画像を含むトモシンセシス撮影手技に対して再構成処理の実施を指
示するボタンである。トモシンセシス以外の撮影手技では表示されずに、表示領域が詰め
られる。また、トモシンセシス撮影手技が複数表示している場合は、プレビュー選択中の
画像を含むトモシンセシス撮影手技以外は全てボタンが無効となる。再構成ボタン１０１
０より指示を与えることで、一度再構成処理を行ったトモシンセシス撮影手技に対して再
構成のやり直しを実施することが可能となる。撮影画像サムネイル１０１１上には、それ
ぞれの撮影画像に対応したサムネイル画像、撮影種別マーク、類似マーク２３０１、写損
マーク２６０１が表示される。撮影種別マークは、静止画、透視、シネ、トモシンセシス
画像の撮影種別を区別可能なマークである。例えば、シネは「Ｃ」、トモシンセシス画像
は「Ｔ」となる。ただし、撮影種別の区別がつけられる印であれば、これに限定されない
。撮影画像サムネイル１０１１を選択することでプレビュー表示が切り替わる。また、次
回照射予定選択中の撮影手技表示領域１００９には、次回照射時にサムネイル追加が予定
される箇所にブランク表示された撮影予定サムネイル１０１２が表示される。照射予定選
択状態を解除すると撮影予定サムネイル１０１２は非表示となる。Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｅｖ
ｅｌ編集部１０１３、Ｗｉｎｄｏｗ　Ｗｉｄｔｈ編集部１０１４は、プレビュー選択中の
画像に対するＷｉｎｄｏｗ　Ｌｅｖｅｌ、Ｗｉｎｄｏｗ　Ｗｉｄｔｈを編集する箇所であ
る。編集ボックスの表示値を変更する、あるいは画像表示領域１００２上でマウスドラッ
グすることで編集がプレビュー表示中の画像に対して適用される。検査保留ボタン１０１
５は、実施中の検査の保留を指示するボタンである。当該ボタンの押下に応じて撮影制御
部１２３は検査保留処理を実施する。画像出力ボタン１０１６は、実施中の検査に含まれ
る撮影画像の画像出力を指示するボタンである。画像出力が指示された場合には、上述の
Ｓ６１６の通り画像が出力される。検査終了ボタン１０１７は、実施中の検査の終了を指
示するボタンである。当該ボタンの押下に応じて撮影制御部１２３は検査終了処理を実施
する。アノテーション表示ボタン１０１８は、画像表示領域１００２上に表示されるアノ
テーションの表示、非表示を切り替えるボタンである。右回転ボタン１０１９は、プレビ
ュー表示中の撮影画像を右回転させるボタンである。左回転ボタン１０２０は、プレビュ
ー表示中の撮影画像を左回転させるボタンである。左右反転ボタン１０２１は、は、プレ
ビュー表示中の撮影画像を左右反転させるボタンである。上下反転ボタン１０２２は、プ
レビュー表示中の撮影画像を上下反転させるボタンである。白黒反転ボタン１０２３は、
プレビュー表示中の撮影画像のＷｉｎｄｏｗ値を反転させるボタンである。Ｌマーク配置
ボタン１０２４は、プレビュー表示中の撮影画像上に側性マーカー「Ｌ」を配置させるボ
タンである。ボタンはＯＮ／ＯＦＦ切り替え可能であり、ＯＮで「Ｌ」を配置し、ＯＦＦ
で「Ｌ」を削除する。Ｒマーク配置ボタン１０２５は、プレビュー表示中の撮影画像上に
側性マーカー「Ｒ」を配置させるボタンである。ボタンはＯＮ／ＯＦＦ切り替え可能であ
り、ＯＮで「Ｒ」を配置し、ＯＦＦで「Ｒ」を削除する。切り出し設定ボタン１０２６は
、プレビュー表示中の撮影画像に対する関心領域の切り出し設定を指示するボタンである
。マスク処理ボタン１０２７は、プレビュー表示中の撮影画像に対するマスク処理を指示
するボタンである。再撮影ボタン１０２８は、プレビュー選択中の画像を含む撮影手技に
対して再撮影を指示するボタンである。ここで示す再撮影とは、再撮影を指示された画像
に対して写損処理を実施し、同一撮影手技を新規で追加する処理を指す。写損ボタン１０
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２９は、プレビュー選択中の画像に対して写損を指示するボタンである。写損処理が実施
されると、画像情報に含まれる写損設定がＯＮに切り替えられる。Ｕｎｄｏボタン１０３
０は、プレビュー選択中の画像に対する処理の履歴を新しい順に戻すＵｎｄｏ処理を指示
するボタンである。リセットボタン１０３１は、プレビュー選択中の画像に対する処理を
全て破棄し、撮影直後の状態に戻すリセット処理を指示するボタンである。以上の構成と
なる撮影画面１００１が表示される。
【０１１３】
　次に、図１１を用いて、図６におけるステップＳ６０９で表示される再構成画面１１０
１の例を示す。再構成画面１１０１は、画像表示領域１１０２、フレーム指定スライダー
１１０３、画像操作ツールバー１１０４、コロナル断面表示ボタン１１０５、オブリーク
断面表示ボタン１１０６、フレームビューボタン１１０７、再構成方式選択部１１０８、
再構成フィルタタイプ選択部１１０９、再構成フィルタＤＣ編集部１１１０、カットオフ
周波数編集部１１１１、断層ピッチ編集部１１１２、スライス枚数編集部１１１３、ノイ
ズ低減処理編集部１１１４、再構成処理ボタン１１１５、デフォルト設定ボタン１１１６
、フレーム再生範囲設定部１１１７、注目点ボタン１１１８、Ｗｉｎｄｏｗ調整表示ボタ
ン１１１９、再生処理表示ボタン１１２０、再構成キャンセルボタン１１２１、再構成確
定ボタン１１２２、３Ｄスライダー１１２３より構成される。画像表示領域１１０２は、
再構成処理後のトモシンセシス画像をプレビュー表示する。また、再構成処理実施中は、
操作者に再構成処理中であることを報知するプログレスバーが表示され、再構成処理完了
と同時にトモシンセシス画像が表示される。フレーム指定スライダー１１０３は、プレビ
ュー表示中のトモシンセシス画像における表示中のフレーム画像の確認や切り替えを行う
。トモシンセシス画像のプレビュー表示と同時にスライダー横の上端から下端までに、プ
レビュー表示中トモシンセシス画像の全有効フレーム分のメモリが均等に表示される。こ
こで、有効フレーム分のみ指定可能に制御することにより、誤って無効フレームを表示し
てしまう危険性を排除している。フレーム指定スライダー１１０３上を選択あるいはドラ
ッグすることで選択されたメモリに対応した番号のフレームが画像表示領域１１０２に表
示される。画像操作ツールバー１１０４は、プレビュー表示中のトモシンセシス画像に対
する処理を指示するコントロールが配置される。配置されるコントロールは、撮影画面１
００１における９１８～９３１と同様である。コロナル断面表示ボタン１１０５は、画像
表示領域１１０２に表示するトモシンセシス画像をコロナル断面で表示するよう指示する
ボタンである。オブリーク断面表示ボタン１１０６は、画像表示領域１１０２に表示する
トモシンセシス画像をオブリーク断面で表示するよう指示するボタンである。フレームビ
ューボタン１１０７は、画像表示領域１１０２を格子状の複数表示領域に区切り、プレビ
ュー表示中のトモシンセシス画像のフレーム画像群を並列表示するフレームビューへ切り
替えるボタンである。オブリーク断面表示中は、無効となりフレームビュー表示不可能と
なる。再構成方式選択部１１０８は、ＦＢＰ（Ｆｉｌｔｅｒ　Ｂａｃｋ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
ｉｏｎ）法やシフト加算法といった再構成方式を選択するコントロールである。再構成フ
ィルタタイプ選択部１１０９は、再構成処理を行う際に使用するフィルタタイプを選択す
るコントロールである。再構成フィルタＤＣ編集部１１１０は、再構成処理を行う際に使
用するフィルタのＤＣパラメータを編集するコントロールである。カットオフ周波数編集
部１１１１は、再構成処理を行う際に使用するフィルタのカットオフ周波数を編集するコ
ントロールである。断層ピッチ編集部１１１２は、再構成処理を行う際のフレーム間の厚
みを編集するコントロールである。スライス枚数編集部１１１３は、再構成処理を行う際
の総フレーム数を編集するコントロールである。ノイズ低減処理編集部１１１４は、再構
成処理を行う際にノイズ低減処理を適用するか否かを切り替えるコントロール、及び適用
する際の影響度を編集するコントロールである。再構成処理ボタン１１１５は、再構成処
理の実施を指示するボタンである。ボタンが押下された時点で入力されている再構成パラ
メータを使用して再度再構成が実施される。この時、プレビュー表示中のトモシンセシス
画像と同じ投影画像が用いられる。デフォルト設定ボタン１１１６は、プレビュー表示中
のトモシンセシス撮影手技のデフォルト再構成パラメータの変更を指示するボタンである
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。ボタンが押下されると、撮影制御部４０６から表示中の再構成パラメータと共に再構成
パラメータ変更通知が検査実施４０７へ送信される。撮影制御部１２３は、再構成パラメ
ータ対象のトモシンセシス撮影手技の再構成パラメータを更新し、記憶部４０３へ「登録
・更新」の処理依頼を送信する。フレーム再生範囲設定部１１１７は、範囲指定往復再生
時の再生範囲を指定するコントロールである。最小フレーム番号、中心フレーム番号、最
大フレーム番号を指定するつまみで構成される。それぞれのつまみを移動することで、指
定した最小フレーム番号から最大フレーム番号までの範囲が再生範囲として設定される。
注目点ボタン１１１８は、オブリーク画像を通る注目点を特定する。Ｗｉｎｄｏｗ調整表
示ボタン１１１９は、Ｗｉｎｄｏｗ調整用コントロールの表示・非表示を切り替えるボタ
ンである。Ｗｉｎｄｏｗ調整表示ボタン１１１９をＯＮに切り替えると、３Ｄスライダー
１１２３の表示領域にＷｉｎｄｏｗ調整用コントロールが表示される。Ｗｉｎｄｏｗ調整
表示ボタン１１１９をＯＦＦに切り替えると、Ｗｉｎｄｏｗ調整用コントロールが非表示
となり、３Ｄスライダー１１２３が表示される。再生処理表示ボタン１１２０は、再生処
理用コントロールの表示・非表示を切り替えるボタンである。再生処理表示ボタン１１２
０をＯＮに切り替えると、３Ｄスライダー１１２３の表示領域に再生処理用コントロール
が表示される。再生処理表示ボタン１１２０をＯＦＦに切り替えると、再生処理用コント
ロールが非表示となり、３Ｄスライダー１１２３が表示される。再構成キャンセルボタン
１１２１は、プレビュー中のトモシンセシス画像の破棄を指示するボタンである。再構成
キャンセルが指示された場合、トモシンセシス画像及び画像情報を保存せずに、ステップ
Ｓ６０９が完了し、撮影画面１００１へ遷移する。撮影画面１００１では、再構成画面表
示前にプレビューされている画像が継続してプレビュー選択される。再構成確定ボタン１
１２２は、プレビュー中のトモシンセシス画像の保存確定を指示するボタンである。保存
確定が指示された場合、プレビュー中のトモシンセシス画像をＨＤＤ５０５に保存する。
その後、ステップＳ６０８が完了し、撮影画面１００１へ遷移する。３Ｄスライダー１１
２３は、生成したトモシンセシス画像のフレームを擬似的に３Ｄ表示し、表示フレームの
指定を行うコントロールである。３Ｄスライダー１１２３上に、各トモシンセシス画像の
フレームの位置関係を相対的に示した罫線が表示され、表示フレーム画像と同じフレーム
番号の位置に縮小画像が表示される。３Ｄスライダー１１２３上の罫線を選択する、ある
いはマウスでドラッグすることで表示フレームを容易に切り替えることができる。ここで
、３Ｄスライダー１１２３上に表示される罫線は、トモシンセシス画像の有効フレーム分
のみが表示されるまた、断層ピッチやスライス枚数の編集に連動して、再構成処理後の各
トモシンセシス画像のフレームの位置関係を現在の状態に重ねてプレビュー表示する。こ
れにより、操作者が断層ピッチやスライス枚数を変更した際の厚みの変化を容易に把握す
ることが可能となる。以上の構成となる再構成画面１１０１が表示される。
【０１１４】
　次に、図１２を用いて、従来の実施例における、図６におけるステップＳ６０９にて表
示されるオブリーク断面表示時の再構成画面１１０１を示す。オブリーク断面表示ボタン
１１０６が押下されると、画像表示領域１１０２に表示されるトモシンセシス画像の断面
がコロナル断面からオブリーク断面に切り替わる。コロナル断面表示ボタン１１０５が押
下されると、画像表示領域１１０２に表示されるトモシンセシス画像の断面がオブリーク
断面からコロナル断面に切り替わる。オブリーク断面表示中は、フレーム指定スライダー
１１０３によるフレーム指定や再生処理部１９０１からの再生指示は無視される。また、
フレームビューボタン１１０７は無効になり、フレームビュー不可能となる。オブリーク
断面表示中は、通常の３Ｄスライダー１１２３に変わり、オブリーク角編集用３Ｄスライ
ダー１２０１が表示される。オブリーク角編集用３Ｄスライダー１２０１上に表示されて
いるフレーム画像の表示角度の編集に対応してオブリーク角が変更される。オブリーク角
編集用３Ｄスライダー１２０１で編集されたオブリーク角に連動して、画像表示領域１１
０２にプレビュー表示されるトモシンセシス画像のオブリーク角も変更される。以上の構
成となるオブリーク断面表示時の再構成画面１１０１が表示される。
【０１１５】
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　ここで、図１３～図１６を用いて、コロナル断面表示時からオブリーク断面表示への遷
移の一例について詳しく述べる。
【０１１６】
　図１１のコロナル断面表示時においてオブリーク断面表示ボタン１１０６が押下される
と表示されるポップアップ画面１３０１の一例を図１３に示す。撮影画面１００１上にポ
ップアップ画面１３０１が表示される。ポップアップ画面１３０１には、現在のコロナル
画像上で注目点を特定するか否かを示すメッセージと共にＹｅｓボタン１３０２とＮｏボ
タン１３０３が表示される。Ｙｅｓボタン１３０２を押下すると図１４に遷移し、Ｎｏボ
タン１３０３を押下すると、そのまま図１２のオブリーク断面表示時に切り替わる。他に
例えば、図１１のコロナル断面表示時において注目点ボタン１１１８が押下されるとアイ
コンが位置入力状態に変えてもよい。また、１点の注目点が特定された後にオブリーク断
面表示ボタン１１０６が押下されると図１３のポップアップ画面を表示せずに図１２のオ
ブリーク断面表示時の再構成画面１１０１を表示するものとしてもよい。また、特定部４
０１に注目点の上限数が１と保持されている場合には、注目点ボタン１１１８が押下され
るとアイコンを位置入力状態に変えてもよい。さらに１点の注目点が特定されると、オブ
リーク断面表示ボタン１１０６の押下なしに図１２のオブリーク断面表示時の再構成画面
１１０１を表示するものとしてもよい。
【０１１７】
　図１４は、表示制御部１２４により、断層画像において特定部４０１による特定に関す
る範囲の表示例を示している。画像表示領域１１０２中に、当該特定に関する範囲に対応
する警告表示領域表示領域１４０１と、特定部４０１による特定可能な範囲を示す生成不
可領域表示領域１４０２とが表示される。当該範囲内ではマウスアイコン１４０３が点特
定を示す形状に変わり、警告表示領域表示領域１４０１の外に移動する。警告表示領域表
示領域１４０１は、記憶部４０３に保持されたオブリーク角の第一閾値より算出された２
本の直線座標を上端および下端とする矩形領域である。所定の色、所定の透明度を有する
矩形を当該領域に重畳表示することで、当該矩形領域が存在しない領域よりもコロナル画
像を見えづらく表示する。生成不可領域表示領域１４０２は、記憶部４０３に保持された
オブリーク角の第二閾値より算出された２本の直線座標を上端および下端とする矩形領域
であり、警告表示領域表示領域１４０１よりさらにコロナル画像を見えづらく表示する。
当該領域に重畳する矩形の透明度をより低くすることによりかかる表示制御が実現される
。操作者が画像表示領域１１０１中の警告表示領域表示領域１４０１の外側をクリックす
ると、クリックした座標とアイソセンタ線がなすオブリーク角が算出される。そして算出
されたオブリーク角をなすオブリーク画像を生成して図１２のオブリーク断面表示時に切
り替わる。操作者が警告表示領域表示領域１４０１の内側かつ生成不可領域表示領域１４
０２の外側をクリックすると、表示制御部１２４は表示領域１０９に表示される画面を図
１５に示す画面へと遷移させ、所定の警告を含むメッセージを表示領域に表示させる。操
作者が生成不可領域表示領域１４０２の内側をクリックすると、表示制御部１２４は表示
領域１０９に表示される画面を図１６に示す画面へと遷移させるとともに、前記範囲外の
位置を含む断面のオブリーク画像の表示を制限する。
【０１１８】
　図１４の警告表示領域表示領域１４０１の内側かつ生成不可領域表示領域１４０２の外
側をクリックされると表示されるポップアップ画面１５０１の一例を図１５に示す。撮影
画面１００１上にポップアップ画面１５０１が表示される。ポップアップ画面１５０１に
は、オブリーク角が大きいため、十分な画質のオブリーク画像の表示ができない旨を示し
たメッセージと共にＯＫボタン１５０２が表示される。ＯＫボタン１５０２を押下すると
、ポップアップ画面１５０１が閉じられ、クリックした座標とアイソセンタ線がなすオブ
リーク角が算出され、算出されたオブリーク角をなすオブリーク画像を生成して図１２の
オブリーク断面表示時に切り替わる。
【０１１９】
　図１４の生成不可領域表示領域１４０２の内側をクリックされると表示されるポップア
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ップ画面１６０１の一例を図１６に示す。撮影画面１００１上にポップアップ画面１６０
１が表示される。ポップアップ画面１６０１には、オブリーク角が大きすぎるため、オブ
リーク画像を表示できず、ＣＴやＭＲＩ等の他のモダリティで再撮影することを勧める旨
を示したメッセージと共にＯＫボタン１６０２が表示される。ＯＫボタン１５０２を押下
すると、ポップアップ画面１６０１が閉じられる。
【０１２０】
　さらに、図１７～図２０を用いて、発明実施例におけるコロナル断面表示時からオブリ
ーク断面表示への遷移の一例について詳しく述べる。
【０１２１】
　図１１の注目点ボタン１１１８から２点の注目点が特定された後にオブリーク断面表示
ボタン１１０６が押下されると、図１７のオブリーク断面表示時の再構成画面が表示され
る。図１７で表示されるオブリーク画像は、特定された２点を通り、アイソセンタ線に平
行な断面の画像である。図１７のオブリーク断面表示時が表示される前あるいはオブリー
ク断面以外の表示に移る際に、図１８に示すような「オブリーク画像がアイソセンタ線を
通らず、アイソセンタ線を通る撮影条件で再撮影を勧める」旨のメッセージを表示しても
よい。また、特定部４０１に注目点の上限数が２と保持されている場合には、注目点ボタ
ン１１１８から２点の注目点が特定されると、オブリーク断面表示ボタン１１０６の押下
なしに図１７のオブリーク断面表示時の再構成画面１１０１を表示するものとしてもよい
。
【０１２２】
　また、図１１の注目点ボタン１１１８から３点の注目点が特定された後にオブリーク断
面表示ボタン１１０６が押下されると、図１９のオブリーク断面表示時の再構成画面が表
示される。図１９で表示されるオブリーク画像は、特定された３点を通る断面の画像であ
る。当該断面のオブリーク画像の角度がサジタル断面に近いような場合、図１９のオブリ
ーク断面表示時が表示される前あるいはオブリーク断面以外の表示に移る際に、図２０に
示すような「側位あるいは斜位での再撮影を勧める」旨のメッセージを表示してもよい。
また、特定部４０１に注目点の上限数が３と保持されている場合には、注目点ボタン１１
１８から３点の注目点が特定されると、オブリーク断面表示ボタン１１０６の押下なしに
図１９のオブリーク断面表示時の再構成画面１１０１を表示するものとしてもよい。
【０１２３】
　また、図１１の注目点ボタン１１１８から３点の注目点が特定された後にオブリーク断
面表示ボタン１１０６が押下されると、図１９のオブリーク断面表示時の再構成画面が表
示される。図１９で表示されるオブリーク画像は、特定された３点を通る断面の画像であ
る。当該断面のオブリーク画像の角度がサジタル断面に近いような場合、図１９のオブリ
ーク断面表示時が表示される前あるいはオブリーク断面以外の表示に移る際に、図２０に
示すような「側位あるいは斜位での再撮影を勧める」旨のメッセージを表示してもよい。
また、特定部４０１に注目点の上限数が３と保持されている場合には、注目点ボタン１１
１８から３点の注目点が特定されると、オブリーク断面表示ボタン１１０６の押下なしに
図１９のオブリーク断面表示時の再構成画面１１０１を表示するものとしてもよい。
【０１２４】
　また、注目点ボタン１１１８から４点以上の注目点が特定された場合には、選択部４０
２にて適切な３点以下の注目点の組み合わせを選択するものとしても構わない。３点以下
の注目点の選択方法としては、選択される３点以下を通るオブリーク画像とコロナル画像
とがなす角度であるオブリーク角度が小さくなるものとするのが望ましい。また、特定さ
れた全注目点が１回ずつ選択するものとしても、複数回選択するものとしても構わない。
具体的には、たとえばＡ～Ｄの４点の注目点が特定され、全注目点を１回ずつ選択する場
合、３点と１点の組み合わせは（（Ａ，Ｂ，Ｃ），Ｄ）、（（Ａ，Ｂ，Ｄ），Ｃ）、（（
Ａ，Ｃ，Ｄ），Ｂ）、（（Ｂ，Ｃ，Ｄ），Ａ）の４通り、２点ずつの組み合わせは（（Ａ
，Ｂ），（Ｃ，Ｄ））、（（Ａ，Ｃ），（Ｂ，Ｄ））、（（Ａ，Ｄ），（Ｂ，Ｃ））の３
通りが存在するが、各オブリーク角度を算出し、各組み合わせのオブリーク角度の和が最



(30) JP 2016-131573 A 2016.7.25

10

20

30

40

50

も小さくなる組み合わせを選択するものとしてもよい。あるいは、２点乃至３点を通る全
オブリーク画像１０通りをたとえばリスト表示し、操作者の選択により表示を切り替える
ものとしても構わない。そのリスト表示の際、各オブリーク画像のオブリーク角度を表示
したり、角度順にソート表示したりするものとしても構わない。
【０１２５】
　図２１に基づいてその他の実施形態に係る表示処理例を説明する。当該表示処理の例は
、図７に示す表示処理に加えて、（１）－（４）の処理のそれぞれを行う点で異なってい
る。すなわち、（１）は複数の位置が特定されたか否かの判定処理（Ｓ２１０６）である
。（２）は特定された各位置について個別にオブリーク画像を得るか、複数の位置を含む
オブリーク画像を得るかの判定処理（Ｓ２１０７）である。（３）は生成されたオブリー
ク画像の表示許否の判定処理（Ｓ２１１０）である。（４）は再撮影のトリガ（Ｓ２１１
１）である。とのそれぞれを行う点で異なっている。本実施形態では、（２）乃至（４）
の処理をすべて実施することとしているが、これらのいずれかまたはこれらの一部の組み
合わせのみを実施することとしてもよい。あるいは、（１）を実施せず、（３）及び（４
）のみを実行することとしてもよい。
【０１２６】
　ステップＳ２１０１乃至Ｓ２１０５は図７のステップＳ７０１乃至Ｓ７０５に、ステッ
プＳ２１１２乃至Ｓ２１１５並びにＳ７５０はステップＳ７０６乃至Ｓ７１２の処理と同
様であるため、説明を省略する。
【０１２７】
　ステップＳ２１０６で特定部４０１は、特定された位置が単数か否か、複数の位置が特
定されたか否かを判定する。まずステップＳ２１０４における位置を特定する操作入力が
あったか否かの判定は、注目点ボタン１１１８が押下されオン状態となってから、次にオ
フ状態になることに応じて行われ、全ての操作入力に対応する位置が特定される。当該特
定された位置の数を撮影制御部１２３が計数することにより単数か否かの判定が行われる
。１つのみ特定されている場合には複数の位置が特定されている場合にはステップＳ２１
１２に進み、複数特定されている場合にはＳ２１０７に進む。
【０１２８】
　ステップＳ２１０７で撮影制御部１２３は、複数の特定された位置について個別にオブ
リーク画像を生成するか、複数の位置を含むオブリーク画像を生成するかを判定する。当
該判定は、例えば操作入力によりいずれのオブリーク画像を得る指示がされているかを判
定することにより行われる。ここで特定された位置が２つの場合には、各位置に対応する
オブリーク画像を合計２つ生成するか、当該２つの位置を含むオブリーク画像を１つ生成
するかを判定する。３つの位置が特定されている場合には、各位置に対応するオブリーク
画像を合計３つ生成するか、当該３つの位置を含むオブリーク画像を１つ生成するかを判
定する。個別に複数のオブリーク画像を生成すると判定された場合にはステップＳ２１１
２に進み、各位置についてステップＳ２１１２及びＳ２１１３の処理を行う。複数の位置
を含むオブリーク画像を生成する場合にはステップＳ２１０８に進む。
【０１２９】
　なおここで３つの位置が特定されている場合に、いずれか２つの位置を含むオブリーク
画像と、残りの１つの位置を含むオブリーク画像の計２つを生成するかを判定することと
してもよい。この場合には、当該２つの位置についてステップＳ２１０８以下の処理を、
当該残りの１つの位置についてステップＳ２１１２及びＳ２１１３の処理を行う。当該特
定された位置の選択は例えば選択部４０２により行われる。かかる２つの処理は平行に行
っても、時分割で順に行うこととしてもよい。
【０１３０】
　あるいはここで、複数の特定された位置のうち選択部４０２により選択された一部の位
置を含むオブリーク画像のみを生成することとしてもよい。選択された位置が複数か否か
と、個別に複数のオブリーク画像を生成するか否かに応じて、ステップＳ２１１２以下の
処理を行うか、ステップＳ２１０８以下の処理を行うかが決定される。



(31) JP 2016-131573 A 2016.7.25

10

20

30

40

50

【０１３１】
　ステップＳ２１０８で画像処理部１１０は、複数の特定された位置を含むオブリーク断
面を特定する。ステップＳ２１０９で画像処理部１１０は、特定されたオブリーク断面の
オブリーク画像を生成する。これら処理は上述の通りである。
【０１３２】
　ステップＳ２１１０で撮影制御部１２３は、生成されたオブリーク画像を表示対象とし
ての基準を満たすか否かを判定する。当該判定処理は上述の通り画像の画質を比べる方法
や、オブリーク画像の姿勢情報を用いる方法など、種々の方法が用いられる。表示対象と
しての基準を満たすと判定された場合にはステップＳ２１１４に進み、基準を満たさない
と判定された場合にはステップＳ２１１１に進む。
【０１３３】
　また別の実施形態では、Ｓ２１１０における撮影制御部１２３による判定処理は、オブ
リーク画像の画像データを直接利用しない場合、Ｓ２１０９におけるオブリーク画像の生
成処理の前に行う。これにより不必要なオブリーク画像が生成されないようにすることが
できる。例えば、オブリーク断面の姿勢に基づいてオブリーク画像が基準を満たすか否か
を判定する場合には、Ｓ２１０８におけるオブリーク断面の特定処理の後に、当該特定さ
れたオブリーク断面の姿勢を示す情報に基づいて判定処理を実行することができる。
【０１３４】
　さらにまた別の実施形態では、Ｓ２１１０における、撮影制御部１２３による表示対象
とするか否かの判定処理と、Ｓ２１０７における複数の特定された位置について個別にオ
ブリーク画像を生成するか否かの判定処理とを組み合わせて行うこととしてもよい。例え
ば、複数の特定された位置を含むオブリーク画像が基準を満たすか否かを判定し、満たさ
ないと判定された場合に、複数の位置を別々に含む複数のオブリーク画像を生成する判定
をする（ステップＳ２１０７でＹｅｓ）。
【０１３５】
　ステップＳ２１１１で撮影制御部１２３は、再撮影をトリガする。ここで再撮影のトリ
ガは、再撮影の撮影条件等を上述の方法で生成する処理や、再撮影すべきことを示すメッ
セージを表示させる処理を開始する指示の信号を出力することを指す。例えば、再撮影の
トリガにより、撮影制御部１２３は撮影条件の生成を行う。表示制御部１２４は上述のメ
ッセージや、再撮影の撮影条件を表示部１０９に表示させる。画像処理部１１０は上述の
擬似スカウト画像の生成を行う。これにより、再撮影を適切に支援することができる。
【０１３６】
　なおステップＳ２１１４で、複数のオブリーク画像が生成されかつ複数のオブリーク画
像が表示対象となっている場合には、例えば表示制御部１２４は複数のオブリーク画像を
並べて表示部１０９に表示させる。その後、ステップＳ７５０で出力指定部１２５による
、出力対象の画像を指定する指定処理が行われる。
【０１３７】
　なお、上述の実施例において、１つの特定された位置のみを含むオブリーク画像につい
ても表示させるか否かを判定する撮影制御部１２３の処理を行うこととしてもよい。
【０１３８】
　図２２を参照しながら、本発明の実施形態に係るコロナル断面とオブリーク断面との位
置関係について説明する。図２２において、Ｘ線検出器１０６の検出面をｘｙ平面とし、
Ｘ線発生装置１０２はｘ軸方向に沿ってｘｚ平面内を移動するものとする。
【０１３９】
　コロナル断面２２０１は、アイソセンタ線２２０３とｚ方向に距離Ｌだけ離れた位置に
ある断面であり、例えば当該コロナル断面２２０１のコロナル画像が表示制御部１２４に
より表示部１０９に表示されているものとする。ここで、当該コロナル画像上の位置２２
０２が、操作部１０９からの操作入力や、画像処理部１１０による画像解析の結果に基づ
き、特定部４０１により特定される。画像処理部１１０は、当該特定された位置２２０２
とアイソセンタ線２２０３とを含むオブリーク断面２２０４を特定し、当該断面のオブリ
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ーク画像を生成する。当該オブリーク断面２２０４は、コロナル断面２２０１と角度２２
０５で交差している。表示制御部１２４は、当該断面２２０４のオブリーク画像を表示部
１０９に表示させる。このようにすることで、特定された位置２２０２は、コロナル断面
２２０１のコロナル画像と、オブリーク断面２２０４のオブリーク画像とにより観察可能
となり、診断に適する画像を迅速に得ることができる。
【０１４０】
　以上、上述の実施形態によれば、注目点がもっとも鮮明なコロナル画像中から複数の注
目点を特定し、注目点を含むオブリーク画像を即座に表示することが可能となり、操作性
が飛躍的に向上する。また、オブリーク画像の角度あるいは回転中心線を通るコロナル画
像からの距離がある一定の閾値を超えた場合に操作者にその旨警告する。これにより同一
あるいは別の閾値を超えるオブリーク画像の生成、表示を制限することが可能となり、誤
診を招く可能性を低減することができる。
【０１４１】
 
図２３に基づいて、操作部１０８からの操作入力に応じて注目領域を選択するためのＧＵ
Ｉの例を説明する。図１１と同様の符番を付した構成については説明を省略する。再構成
画面１１０１には、注目領域ボタン２３０１と、出力画像作成ボタン２３０２が表示され
る。
【０１４２】
　注目領域ボタン２３０１が押下されることに応じて特定部４０１により注目領域が特定
される。出力画像作成ボタン２３０２が押下されることに応じて出力指定部１２５は注目
領域を含む所定の再構成画像が出力対象として指定する。ファイル作成部４０４は当該指
定された再構成画像のＤＩＣＯＭ画像を作成する。注目領域を特定しない状態で出力画像
作成ボタン２３０２が押下された場合には、出力指定部１２５は画像表示領域１１０２に
表示されているコロナル画像あるいはオブリーク画像を出力対象として指定する。ファイ
ル作成部４０４は当該画像のＤＩＣＯＭファイルを作成する。出力対象の追加は複数回行
われてもよい。
【０１４３】
　注目領域ボタン２３０１が押下されると、画像中の位置を適切に指定し易くなるように
、マウスポインタが十字型となる。この状態で画像表示領域１１０２内の任意の箇所をマ
ウスクリックすると、クリックした場所を中心として円形のオブジェクトが表示される。
この円形で囲まれる領域が注目領域となる。注目領域は、操作入力により円形オブジェク
トをドラッグすることで移動させることができる。また、注目領域の周囲には、破線の矩
形が表示される。この矩形の角をドラッグすることで注目領域の半径を変化させることが
できる。注目領域を示す球体の位置と半径は、3次元再構成画像のボリューム内部からは
み出すことがないよう制限される。3Dスライダー１１２３には、注目領域が球体として3
次元表示される。3次元表示されている注目領域は、前述の画像表示領域１１０２におけ
る注目領域の移動とサイズ変更に連動して更新される。注目領域が表示されている状態で
出力画像作成ボタン２３０２を押下することで、注目領域を囲むコロナル画像とオブリー
ク画像を保存対象の再構成画像として追加される。
【０１４４】
　次に、図２４に基づいて、注目領域が特定された場合における出力対象の断層画像を説
明する。図２４は、3次元再構成画像を、アイソセンタ線の延長線上から、アイソセンタ
線と垂直方向に見た図である。図２３のＧＵＩで出力画像作成ボタン２３０２が押下され
た場合、出力指定部１２５は、底面に平行な注目領域の上下端の接平面間を複数平面に分
割した各平面のコロナル画像を1つの画像データグループとして出力対象に指定する。こ
の場合、撮影画像サムネイル1011には、画像グループ中、コロナル平面のY座標が注目領
域の中心に最も近いコロナル画像となる。また、出力指定部１２５は、アイソセンタ線を
通る注目領域の2点の接平面間のなす角を複数に分割した各平面のオブリーク画像を1つの
画像データグループとして出力対象に指定する。この場合、撮影画像サムネイル1011には
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、アイソセンタ線を通る注目領域の2点の接平面間のなす角を2等分する平面に最も近いオ
ブリーク画像が保存される。別の実施形態では、出力指定部１２５は、オブリーク画像が
表示された状態ではオブリーク画像のみを、コロナル画像が表示された状態ではコロナル
画像のみを夫々出力対象として指定することとしてもよい。
【０１４５】
　再構成画像の保存形式の例について示す。トモシンセシス撮影における再構成画像は、
外部機器に転送する際、複数回のX線撮影により副次的に得られた画像（セカンダリキャ
プチャ画像）であることを明示して保存する必要がある。DICOMにおいて、1枚のX線静止
画を転送するためのDIGITAL X-RAY IMAGE INFORMATION OBJECTや、複数フレームのX線画
像を転送するためのX-RAY RF IMAGE INFORMATION OBJECTというデータ形式が定義されて
いる。これらで定義されているデータ形式の中に、画像取得方法を明示するImage Typeと
いうタグが含まれているので、ここでセカンダリキャプチャである旨を明示することで、
セカンダリキャプチャ画像として転送ができる。また、DICOMにおいて、セカンダリキャ
プチャ画像を保存するためにSECONDARY CAPTURE IMAGE INFORMATIONで定義されているデ
ータ形式がある。また、SECONDARY CAPTURE IMAGE INFORMATIONのうち、近年は画像が1枚
であっても、複数フレームの画像と同じようにMULTI-FRAME GRAYSCALE WORD SC IMAGE IO
D MODULESでフレーム数に1を設定して転送することが推奨されている。このMULTI-FRAME 
GRAYSCALE WORD SC IMAGE IOD MODULESを用いることで、注目領域を特定して複数フレー
ムの画像を1組の保存データとする場合でも、１枚の断層画像を1つのＤＩＣＯＭ画像デー
タとする場合でも、フレーム数を変更することで同様の形式で保存することが可能である
。X-RAY RF IMAGE INFORMATION OBJECT やMULTI-FRAME GRAYSCALE WORD SC IMAGE IOD MO
DULESを用いることで、同一の注目領域における画像データグループを1組の複数フレーム
画像データとして転送することができる。また、オブリーク角、コロナル平面の高さ、再
構成時のパラメータ、撮影条件といったデータをパラメータとして付加することで、例え
ば再撮影を行う時などに観察時の環境を再現しやすくなる。また、検査部位、注目領域の
中心座標、検査日時といったデータをパラメータとして付加することで、例えば同一注目
領域に対するオブリーク画像グループとコロナル画像グループを1つのグループとして識
別することも可能となる。
【０１４６】
　なお、上述の実施形態では、例えば複数の投影画像からボリュームデータが得られてい
る場合に、当該ボリュームデータよりも小さい、少なくとも１つのオブリーク画像、少な
くとも１つの直交三断面画像、或いは部分ボリュームデータを出力することしていたが、
本発明の実施形態は、これに限らない。データ数の削減という観点からは外れるが、観察
対象の領域が大きい場合や、より多くの断面で観察対象の領域を観察したい場合には、通
信回路（出力部）１２２はボリュームデータをそのまま出力することとしてもよい。この
際に、ボリュームデータには、付帯情報として、最も適切と思われる観察角度、或いは最
も適切と思われる断面の位置姿勢の情報を少なくとも１つ含ませたうえで出力することに
より、当該ボリュームデータによる診断を適切に支援することができる。或いは、ボリュ
ームデータに代えて、トモシンセシス撮影によりＸ線検出器（撮影部）１０６で得られる
複数の投影画像に、上述の付帯情報を含ませたＤＩＣＯＭ画像をＰＡＣＳ１１５に出力す
ることとすれば、ＰＡＣＳ１１５或いはワークステーションによって診断ニーズに合った
再構成処理を実行することができるため便宜である。
【０１４７】
　なお、上述の実施形態ではＸ線によるトモシンセシス撮影を行う撮影装置を説明したが
、Ｘ線以外の放射線による断層撮影や、放射線以外の媒体を利用した断層撮影を行う装置
に用いることとしてもよい。
【０１４８】
　上述の実施形態における撮影制御装置１０７は単体の装置であったが、別の実施形態で
はこれを複数の情報処理装置を含む制御システムとなる。この場合、複数の情報処理装置
はそれぞれ通信回路を有しており、当該通信回路により互いに通信可能である。複数の情
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報処理装置のうち１つは画像処理部１１０として機能し、また別の装置は撮影制御部１２
３として機能させることができる。これら複数の情報処理装置は所定の通信レートで通信
可能であればよく、同一の病院施設内あるいは同一の国に存在することを要しない。かか
る制御システムでは、例えば画像処理部１１０を複数の制御システムで共通のサーバ装置
或いはサーバ群とすることも可能である。
【０１４９】
　また、本発明の実施形態には、前述した機能を実現するソフトウェアのプログラムを、
システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給され
たプログラムコードを読み出して実行する、という形態を含む。また、コンピュータが、
読み出したプログラムに含まれる指令に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳなど
が、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の機能が
実現され得る。
【０１５０】
　上述の実施形態を適宜組み合わせた形態も、本発明の実施形態に含まれる。
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