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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体組織に接触する超音波探触子によって検出された信号を処理して断層像データ及
び歪み又は弾性データを生成する信号処理手段と、
　前記歪み又は弾性データの生成過程で利用される各種データに基づいて、生成された歪
み又は弾性データのうち、前記生成過程において適切な状況の下で演算された表示価値が
有る歪み又は弾性データか、前記生成過程において不適切な状況の下で演算された表示価
値が無い歪み又は弾性データかを評価する表示価値評価手段と、
　前記表示価値が有る歪み又は弾性データに色相情報又は白黒輝度情報を付与する情報付
与手段と、
　前記断層画像データからの断層画像と前記情報付与手段によって色相情報又は白黒輝度
情報が付与された前記歪み画像データからの歪み画像又は前記弾性画像データからの弾性
画像とを表示する表示手段と
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　被検体に対して超音波の送信及び受信を行い反射エコー信号を出力する超音波送受信手
段と、
　前記反射エコー信号を用いて運動組織を含む被検体内のＲＦ信号フレームデータを所定
周期で繰り返して時系列のＲＦ信号フレームデータを取得する断層走査手段と、
　前記時系列のＲＦ信号フレームデータに所定の信号処理を行い時系列の断層フレームデ
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ータを求める信号処理手段と、
　前記時系列の断層フレームデータを断層像データに変換する断層像データ変換手段と、
　前記時系列のＲＦ信号フレームデータに基づいて前記断層像上の各点の移動量又は変位
を表す変位フレームデータを生成する変位計測手段と、
　前記被検体の診断部位の体腔内圧力を計測又は推定して圧力データを生成する圧力計測
手段と、
　前記変位フレームデータ及び前記圧力データに基づいて前記断層像上の各点の歪み及び
弾性率を表した弾性フレームデータを生成する歪み及び弾性率演算手段と、
　前記弾性フレームデータの生成過程で利用される各種データに基づいて、前記弾性フレ
ームデータのうち、前記生成過程において適切な状況の下で演算された表示価値の有る弾
性フレームデータか、前記生成過程において不適切な状況の下で演算された表示価値の無
い弾性フレームデータかを示す表示価値を評価する表示価値評価手段と、
　前記表示価値が有る弾性フレームデータに色相情報又は白黒輝度情報を付与する情報付
与手段と、
　前記断層像データからの断層像と前記情報付与手段によって色相情報又は白黒輝度情報
が付与された前記弾性フレームデータからの弾性画像とを表示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記情報付与手段は、
　表示価値が有る領域は階調化した画像情報を付与し、表示価値が無い領域は表示価値が
ある領域の階調化された画像情報とは相容れない単一の画像情報を付与して弾性フレーム
データを構築することにより、両領域を画像上で識別可能にしたことを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項４】
　請求項２又は３において、前記情報付与手段は、
　さらに、表示価値が有るフレームは階調化した画像情報を付与し、表示価値が無いフレ
ームは表示価値がある領域の階調化された画像情報とは相容れない単一の画像情報を付与
して弾性フレームデータを構築することにより、両フレームを画像上で識別可能にしたこ
とを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか１項において、前記表示価値評価手段は、
　前記弾性フレームデータの生成過程で利用される各種データの要素データを母集団とし
た統計処理を施し、その統計的特徴に基づいて、前記弾性フレームデータの表示価値を評
価するようにしたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項２乃至５のいずれか１項において、前記表示価値評価手段は、
　前記変位計測手段から出力される前記変位フレームデータに基づいて、前記弾性フレー
ムデータの表示価値を評価するようにしたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項２乃至６のいずれか１項において、前記表示価値評価手段は、
　前記圧力計測手段から出力される前記圧力データに基づいて、前記弾性フレームデータ
の表示価値を評価するようにしたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項２乃至７のいずれか１項において、前記表示価値評価手段は、
　前記歪み及び弾性率演算手段から出力される前記弾性フレームデータに基づいて、前記
弾性フレームデータの表示価値を評価するようにしたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項２乃至８のいずれか１項において、前記表示価値評価手段は、
　前記弾性フレームデータの表示価値の結果に応じて、弾性フレームデータを表示する関
心領域（ＲＯＩ）の位置及び範囲の少なくとも一方を自動で設定するようにしたことを特
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徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項２乃至９のいずれか１項において、前記表示手段は、
　前記表示価値が無い前記弾性フレームデータを表示しないようにし、前記断層像データ
のみを表示したことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　被検体組織に接触する超音波探触子によって検出された信号を処理して断層像データ及
び歪み又は弾性データを生成する信号処理手段と、
　前記歪み又は弾性データの生成過程で利用される各種データに基づいて、生成された歪
み又は弾性データのうち、前記生成過程において適切な状況の下で演算された表示価値が
有る歪み又は弾性データか、前記生成過程において不適切な状況の下で演算された表示価
値が無い歪み又は弾性データかを評価する表示価値評価手段と、
　前記表示価値が無い歪み又は弾性データからの画像を表示しないで、前記断層画像のみ
を表示する前記表示手段と
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　請求項１において、前記情報付与手段は、
　表示価値が有る領域は階調化した画像情報を付与し、表示価値が無い領域は表示価値が
ある領域の階調化された画像情報とは相容れない単一の画像情報を付与して歪み又は弾性
データを構築することにより、両領域を画像上で識別可能にしたことを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項１３】
　請求項１又は１２において、前記情報付与手段は、
　さらに、表示価値が有る歪み又は弾性データは階調化した画像情報を付与し、表示価値
が無い歪み又は弾性データは表示価値がある領域の階調化された画像情報とは相容れない
単一の画像情報を付与して弾歪み又は弾性データを構築することにより、歪み又は弾性デ
ータを識別可能な画像データにしたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】
　請求項１、１２又は１３のいずれか１項において、前記表示価値評価手段は、
　前記歪み又は弾性データの生成過程で利用される各種データの要素データを母集団とし
た統計処理を施し、その統計的特徴に基づいて、前記歪み又は弾性データの表示価値を評
価するようにしたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】
　請求項１、１２乃至１４のいずれか１項において、前記表示価値評価手段は、
　前記歪み又は弾性データの表示価値の結果に応じて、歪み又は弾性データを表示する関
心領域（ＲＯＩ）の位置及び範囲の少なくとも一方を自動で設定するようにしたことを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項１６】
　請求項１、１２乃至１５のいずれか１項において、前記表示手段は、
　前記表示価値が無い前記弾性フレームデータを表示しないようにし、前記断層像データ
のみを表示したことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用して被検体内の診断部位について断層像を得る超音波診断装置
に関し、特に時系列に並んだの１組のＲＦ信号フレームデータからその画像上の各点の歪
み及び弾性率を演算し、生体組織の硬さまたは柔らかさを表す弾性画像として表示するこ
とができる超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の一般的な超音波診断装置は、超音波送受信を制御する超音波送受信制御手段と、
被検体に超音波を送信及び受信する超音波送受信手段と、この超音波送受信手段からの反
射エコー信号を用いて運動組織を含む被検体内の断層像データを所定周期で繰り返して得
る断層走査手段と、この断層走査手段によって得た時系列断層像データを表示する画像表
示手段とを有して成っていた。そして、被検体内部の生体組織の構造を例えばＢモード像
として表示していた。
【０００３】
　これに対して、近年、超音波探触子の超音波送受信面にて、被検体の体表面から用手的
な方法にて外力を与え、生体組織を圧迫し、時系列的に隣接する２フレーム（連続２フレ
ーム）の超音波受信信号の相関演算を利用して、各点における変位を求め、さらにその変
位を空間微分することにより歪みを計測し、この歪みデータを画像化する手法、更には、
外力による応力分布と歪みデータから、生体組織のヤング率等に代表される弾性率データ
を画像化する手法が現実的になってきている。このような歪み及び弾性率データ（以下、
弾性フレームデータ）を基にした弾性画像によれば、生体組織の硬さや柔らかさを計測し
て表示することができる。このような超音波診断装置として、特許文献１又は特許文献２
に記載されたものなどがある。
【特許文献１】特開平５－３１７３１３号号公報
【特許文献２】特開２０００－６０８５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、任意の時刻におけるＲＦ信号フレームデータは、その時刻における生体組織の
構造や配置を情報として反映しており、超音波による組織弾性情報を取得する方法として
、まず、一定の時間間隔だけ隔てられて取得された１組のＲＦ信号フレームデータを用い
、その一定時間の間の生体組織圧迫（加圧、減圧）により生じた、生体組織各部の変位を
演算する。更に変位の情報を空間微分することにより、超音波装置において設定された関
心領域（ＲＯＩ）内のすべての点について歪みの値を演算し、画像を構築、表示している
。
【０００５】
　ところが、実際の診断現場においては、１組のＲＦ信号フレームデータの取得時間間隔
中に、圧迫によって探触子短軸方向に対象組織が逃げてしまい、計測断面から外れてしま
ったり、圧迫によって探触子長軸方向若しくは圧迫方向に対象組織が大きな速度を持って
変位してしまい、診断装置で設定された所定の変位演算範囲を逸脱してしまうなどという
圧迫方向が不適切であったり、圧迫速度が過剰であったことが原因で、診断装置で設定さ
れた関心領域（ＲＯＩ）内で、正しく変位を演算することのできないエラー（相関演算エ
ラー）領域が存在する場合がある。
【０００６】
　また、送信超音波が減衰により到達されない深部の領域や超音波反射体が少ない領域（
嚢胞など、内部が液状の病変部など）などについては、対象組織の性状を反映した十分な
強度を有した受信信号が得られないことが原因で、診断装置で設定された関心領域（ＲＯ
Ｉ）内に、同じく正しく変位を演算することのできないエラー（相関演算エラー）領域が
存在する場合もある。
【０００７】
　上述のような局面においては、関心領域として設定された領域（ＲＯＩ）内に、正しく
演算されなかった変位の値を持つ領域が存在し、その変位の値を用いて演算される歪みの
値を画像として表示した場合、その歪み画像に対応する領域は正しくない情報となる。
　また、超音波探触子が生体表皮に接触していない領域など、超音波探触子の形状や対象
組織の形態が原因で、診断装置で設定された関心領域（ＲＯＩ）内に、変位を演算するこ
とが無意味な領域が存在する場合もある。このような局面においては、関心領域として設
定された領域（ＲＯＩ）内に、意味のない変位の値を持つ領域が存在し、その変位の値を
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用いて演算される歪みの値を画像として表示した場合、同じくその歪み画像に対応する領
域は正しくなく意味のない情報となる。
【０００８】
　更にまた、１組のＲＦ信号フレームデータの取得時間間隔において、対象組織への圧迫
動作が行われていなかったり、対象組織への圧迫速度が小さすぎるたりして、圧迫速度が
ゼロであったり、不十分であったことが原因で、診断装置で設定された関心領域（ＲＯＩ
）内において、ゼロに近い変位を有する領域が全域的に分布する場合もある。このような
局面においては、関心領域として設定された領域（ＲＯＩ）内において、ゼロに近い変位
を有する領域が全域的に分布する為、その変位の値を用いて演算される歪みの値を画像と
して表示した歪み画像も設定された関心領域（ＲＯＩ）の全域にわたってコントラストが
ない、もしくは、コントラストが低い画像となる。
【０００９】
　このような従来の超音波診断装置による弾性画像化方法においては、演算結果として出
力された弾性（歪みもしくは弾性率）の値の表示価値（クオリティーや画質）を評価する
ことなく、設定された関心領域（ＲＯＩ）のすべての計測点について画像を構築して、表
示しているために、実際の診断の現場において、不適切な状況の下で演算された領域の画
像情報は、表示価値のない情報であるにも関わらず、表示価値のある情報と識別されずに
、両情報の領域が混在して分布した１フレームの弾性画像を構築しており、その結果とし
て弾性画像診断の信頼性を損なう結果を招いていた。
【００１０】
　この発明は、上述の点に鑑みなされたものであり、弾性画像診断において、代表される
ような理想的なデータ取得が困難な状況下において、表示する価値のない弾性の値が演算
された画像情報の領域を例えばノイズとして識別し、その情報を反映した弾性画像を構築
することにより、質の高い弾性画像診断を可能とする超音波診断装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載された本発明に係る超音波診断装置は、被検体組織に接触する超音波探
触子によって検出された信号を処理して断層画像及び歪み弾性画像を生成する信号処理手
段と、前記歪み弾性画像の生成過程で利用される各種データに基づいて、生成された歪み
弾性画像の表示価値を評価する表示価値評価手段と、前記表示価値評価手段の評価結果に
応じて、前記歪み弾性画像に色相情報又は白黒輝度情報を付与する情報付与手段と、前記
断層画像と前記情報付与手段によって情報の付与された前記歪み弾性画像とを表示する表
示手段とを備えたものである。これは、歪み弾性画像を生成する過程では、断層像上の各
点の移動量又は変位を表す変位フレームデータ、被検体の診断部位の体腔内圧力を表す圧
力データ及び断層像上の各点の歪み及び弾性率を表した弾性フレームデータなどの各種デ
ータが利用されるので、こられのデータに基づいて、歪み弾性画像の表示価値を評価し、
その評価結果に応じて、例えば、表示する価値のない弾性の値が演算された画像情報の領
域についてはノイズと識別し、表示を行わずに、表示する価値のある弾性の値が演算され
た画像情報の領域についてのみ色相情報や白黒輝度情報を付与して表示するようにした。
これによって、ノイズと思われるような弾性画像は表示されなくなるので、質の高い弾性
画像診断を可能とすることが出来る。
【００１２】
　請求項２に記載された本発明に係る超音波診断装置は、被検体に対して超音波の送信及
び受信を行い反射エコー信号を出力する超音波送受信手段と、前記超音波送受信手段から
の反射エコー信号を用いて運動組織を含む被検体内のＲＦ信号フレームデータを所定周期
で繰り返して取得する断層走査手段と、前記断層走査手段によって取得された時系列のＲ
Ｆ信号フレームデータに所定の信号処理を行う信号処理手段と、前記信号処理手段からの
時系列の断層フレームデータを白黒断層像データに変換する白黒データ変換手段と、前記
断層走査手段によって取得された時系列のＲＦ信号フレームデータに基づいて基づいて前
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記断層像上の各点の移動量又は変位を表す変位フレームデータを生成する変位計測手段と
、前記被検体の診断部位の体腔内圧力を計測又は推定して圧力データを生成する圧力計測
手段と、前記変位フレームデータ及び前記圧力データに基づいて前記断層像上の各点の歪
み及び弾性率を表した弾性フレームデータを生成する歪み及び弾性率演算手段と、前記弾
性フレームデータの生成過程で利用される各種データに基づいて、前記弾性フレームデー
タの表示価値を評価する表示価値評価手段と、前記表示価値評価手段の評価結果に応じて
、前記弾性フレームデータに色相情報又は白黒輝度情報を付与する情報付与手段と、前記
白黒断層像データと前記情報付与手段によって情報の付与された前記弾性フレームデータ
とを表示する表示手段とを備えるものである。これは、弾性フレームデータの生成される
過程を詳細にしたものであり、変位計測手段が断層像上の各点の移動量又は変位を表す変
位フレームデータを、圧力計測手段が被検体の診断部位の体腔内圧力を表す圧力データを
、歪み及び弾性率演算手段が断層像上の各点の歪み及び弾性率を表した弾性フレームデー
タを生成する。表示価値評価手段は、こられのデータの少なくとも一つに基づいて、弾性
フレームデータの表示価値を評価し、その評価結果に応じて、例えば、表示する価値のな
い弾性の値が演算された画像情報の領域についてはノイズと識別し、表示を行わずに、表
示する価値のある弾性の値が演算された画像情報の領域についてのみ色相情報や白黒輝度
情報を付与して表示するようにした。これによって、ノイズと思われるような弾性画像は
表示されなくなるので、質の高い弾性画像診断を可能とすることが出来る。
【００１３】
　請求項３に記載された本発明に係る超音波診断装置は、請求項２において、前記情報付
与手段が、表示価値がある領域は階調化した画像情報を付与し、表示価値がない領域は表
示価値がある領域の階調化された画像情報とは相容れない単一の画像情報を付与して弾性
フレームデータを構築することにより、両領域を画像上で識別可能にしたものである。こ
れは、表示価値の有無をその弾性フレームデータ上の各領域について行い、表示価値評価
手段によって表示価値があるとされた領域については、要素データを例えば８ビットの２
５６段階の値に設定し、表示価値がないとされた領域については、要素データに例えば「
０」の値を設定することによって両領域の画像を識別可能したものである。なお、「０」
の値が設定されたということは、その領域については表示しないということを意味する。
すなわち、弾性フレームデータにおける計測点（画素点）の画像情報を消去（クリヤ）す
ることである。
【００１４】
　請求項４に記載された本発明に係る超音波診断装置は、請求項２又は３において、前記
情報付与手段が、さらに、表示価値があるフレームは階調化した画像情報を付与し、表示
価値がないフレームは表示価値がある領域の階調化された画像情報とは相容れない単一の
画像情報を付与して弾性フレームデータを構築することにより、両フレームを画像上で識
別可能にしたものである。これは、表示価値の有無をその弾性フレームデータ毎について
行い、表示価値評価手段によって表示価値があるとされたフレームについては、要素デー
タを例えば８ビットの２５６段階の値に設定し、表示価値がないとされたフレームについ
ては、要素データに例えば「０」の値を設定することによって両フレームの画像を識別可
能としたものである。なお、「０」の値が設定されたということは、そのフレームについ
ては表示しないということを意味する。すなわち、弾性フレームデータの全ての計測点（
画素点）の画像情報を消去（クリヤ）することである。これによって超音波探触子が生体
表皮に接触していない領域を関心領域とするような局面や検査士が生体表皮を接触させな
がら超音波単色の探触子ヘッドを体側に沿って移動させながら患部の探索を行っているよ
うな局面の場合には、弾性画像データは表示されなくなり、質の高い弾性画像診断を可能
とすることが出来る。
【００１５】
　請求項５に記載された本発明に係る超音波診断装置は、請求項２、３又は４において、
前記表示価値評価手段が、前記弾性フレームデータの生成過程で利用される各種データの
要素データを母集団とした統計処理を施し、その統計的特徴に基づいて、前記弾性フレー
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ムデータの表示価値を評価するようにしたものである。これは、表示価値評価手段が各種
データの要素データに対して統計処理を行い、その統計的特徴に基づいて表示価値を評価
するようにしたものである。各種データとしては、後述するような、変位フレームデータ
、弾性フレームデータ及び圧力データなどが該当する。これらのデータに対して統計的特
徴に基づいて評価を行う。
【００１６】
　請求項６に記載された本発明に係る超音波診断装置は、請求項２から５までのいずれか
１において、前記表示価値評価手段が、前記変位計測手段から出力される前記変位フレー
ムデータに基づいて、前記弾性フレームデータの表示価値を評価するようにしたものであ
る。これは、表示価値の評価に用いる弾性の計測を反映したデータとして、変位フレーム
データを用いるようにしたものである。
【００１７】
　請求項７に記載された本発明に係る超音波診断装置は、請求項２から６までのいずれか
１において、前記表示価値評価手段が、前記歪み及び弾性率演算手段から出力される前記
弾性フレームデータに基づいて、前記弾性フレームデータの表示価値を評価するようにし
たものである。これは、表示価値の評価に用いる弾性の計測を反映したデータとして、弾
性フレームデータをそのまま用いるようにしたものである。なお、表示価値評価手段は、
変位フレームデータと弾性フレームデータの両方に基づいて評価するようにしてもよい。
【００１８】
　請求項８に記載された本発明に係る超音波診断装置は、請求項２から７までのいずれか
１において、前記表示価値評価手段が、前記圧力計測手段から出力される前記圧力データ
に基づいて、前記弾性フレームデータの表示価値を評価するようにしたものである。これ
は、表示価値の評価に用いる弾性の計測を反映したデータとして、圧力データを用いたも
のである。圧力データの示す圧力がある基準圧力よりも小さいか否かによって、フレーム
内において表示価値がある計測点が少ないか多いかの判断をすることができ、表示価値を
評価することができる。なお、表示価値評価手段は、圧力データと変位フレームデータの
二つのデータ、圧力データと弾性フレームデータの二つのデータ、又は圧力データと変位
フレームデータと弾性フレームデータの三つのデータに基づいて、それぞれ評価するよう
にしてもよい。
【００１９】
　請求項９に記載された本発明に係る超音波診断装置は、請求項２から８までのいずれか
１において、前記表示価値評価手段が、前記弾性フレームデータの表示価値の結果に応じ
て、弾性フレームデータを表示する関心領域（ＲＯＩ）の位置及び範囲の少なくとも一方
を自動で設定するようにしたものである。これは、表示価値がないとされた領域について
は、それを除去領域として、装置で設定された元々の関心領域（ＲＯＩ）から部分的に除
去したり、関心領域（ＲＯＩ）を縮小したり、又は拡大、移動したりするものであり、除
去領域そのものが装置で設定される関心領域（ＲＯＩ）の範囲外となるように自動で排除
するようにしてもよい。
【００２０】
　請求項１０に記載された本発明に係る超音波診断装置は、被検体組織に接触する超音波
探触子によって検出された信号を処理して断層画像及び歪み弾性画像を生成する信号処理
手段と、前記歪み弾性画像の生成過程で利用される各種データに基づいて、生成された歪
み弾性画像の表示価値を評価する表示価値評価手段と、前記表示価値評価手段の評価結果
に応じて、前記断層画像のみを表示し、前記歪み弾性画像を表示しない表示手段とを備え
たものである。これは、対象組織への圧迫動作が行われていなかったり、対象組織への圧
迫速度が小さすぎてゼロであったり、不十分であることが原因で、診断装置で設定された
関心領域（ＲＯＩ）内において、ゼロに近い変位を有する領域が全域的に分布するような
場合、例えば、超音波探触子が生体表皮に接触していない領域を関心領域とするような局
面や検査士が生体表皮を接触させながら超音波単色の探触子ヘッドを体側に沿って移動さ
せながら患部の探索を行っているような場合などには、弾性画像データそのものを表示し
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ないようにしたものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、弾性画像診断において、代表されるような理想的なデータ取得が困難
な状況下において、表示する価値のない弾性の値が演算された画像情報の領域を例えばノ
イズとして識別し、その情報を反映した弾性画像を構築することにより、質の高い弾性画
像診断を可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。図１は、本発明による超
音波診断装置の実施例を示すブロック図である。この超音波診断装置は、超音波を利用し
て被検体の１０の診断部位について断層像を得ると共に生体組織の硬さ又は柔らかさを表
す弾性画像を表示するものである。この超音波診断装置は、図１に示すように、超音波探
触子１００と、超音波送受信制御回路１０１と、送波回路１０２と、受信回路１０３と、
整相加算回路１０４と、信号処理部１０５と、白黒スキャンコンバータ１０６と、画像表
示器１０７と、ＲＦ信号フレームデータ選択部１０８と、変位計測部１０９と、圧力計測
部１１０と、歪み及び弾性率演算部１１１と、弾性データ処理部１１２と、カラースキャ
ンコンバータ１１３と、切替加算器１１４と、表示価値評価部１１５と、装置制御インタ
フェース部１１６とを具備して構成されている。
【００２３】
　超音波探触子１０１は、多数の振動子を短冊状に配列して形成されたものであり、機械
式または電子的にビーム走査を行って被検体１００に超音波を送信及び受信するものであ
り、図示は省略したがその中には超音波の発生源であると共に反射エコーを受信する振動
子が内蔵されている。各振動子は、一般に、入力されるパルス波、または連続波の送波信
号を超音波に変換して発射する機能と、被検体１００の内部から反射する超音波を受けて
電気信号の受波信号に変換して出力する機能を有して形成される。
【００２４】
　一般に、超音波を用いた弾性の画像化における被検体の圧迫動作は、超音波探触子１０
０で超音波送受信を行いつつ、被検体１００の診断部位の体腔内に効果的に応力分布を与
える目的で超音波探触子１００の超音波送受信面と、この送受信面に面を合わせて圧迫板
を装着し、超音波探触子１００の超音波送受信面と圧迫板にて構成される圧迫面を被検体
の体表に接触させ、圧迫面を用手的に上下動させて被検体を圧迫するという方法をとって
いる。
【００２５】
　超音波送受信制御回路１０１は、超音波を送信及び受信するタイミングを制御するもの
である。送波回路１０２は、超音波探触子１０１を駆動して超音波を発生させるための送
波パルスを生成すると共に、内蔵された送波整相加算回路によって送信される超音波の収
束点をある深さに設定するものである。受信回路１０３は、超音波探触子１０１で受信し
た反射エコー信号を所定のゲインで増幅するものである。増幅された各振動子の数に対応
した数の受波信号がそれぞれ独立した受波信号として整相加算回路１０４に入力される。
整相加算回路１０４は、受信回路１０３で増幅された受波信号を入力し、それらの位相を
制御し、一点又は複数の収束点に対して超音波ビームを形成するものである。信号処理部
１０５は、整相加算回路１０４からの受波信号を入力してゲイン補正、ログ圧縮、検波、
輪郭強調、フィルタ処理等の各種信号処理を行うものである。
【００２６】
　これらの超音波探触子１０１、超音波送受信制御回路１０１、送波回路１０２、受信回
路１０３、整相加算回路１０４及び信号処理部１０５によって、超音波送受信手段を構成
しており、超音波探触子１０１を用いて超音波ビームを被検体１００の体内で一定方向に
走査させることにより、一枚の断層像を得るようになっている。
【００２７】



(9) JP 4455003 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

　白黒スキャンコンバータ１０６は、前述の超音波送受信手段の信号処理部１０５から出
力される反射エコー信号を用いて運動組織を含む被検体１０内のＲＦ信号フレームデータ
を超音波周期で取得し、このＲＦ信号フレームデータを表示するためテレビジョン方式の
周期で読み出すための断層走査手段及びシステムの制御を行うための手段、例えば、信号
処理部１０５からの反射エコー信号をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器と、このＡ
／Ｄ変換器でディジタル化された断層像データを時系列に記憶する複数枚のフレームメモ
リと、これらの動作を制御するコントローラなどを含んで構成される。
【００２８】
　画像表示器１０７は、白黒スキャンコンバータ１０６によって得られた時系列の断層像
データすなわちＢモード断層像を表示するものであり、切替加算器１１４を介して白黒ス
キャンコンバータ１０６から出力される画像データをアナログ信号に変換するＤ／Ａ変換
器と、このＤ／Ａ変換器からのアナログビデオ信号を入力して画像として表示するカラー
テレビモニタとからなる。
【００２９】
　この実施の形態においては、整相加算回路１０４の出力側から分岐してＲＦ信号フレー
ムデータ選択部１０８と変位計測部１０９とが設けられると共に、これと並列に圧力計測
部１１０が設けられ、この圧力計測部１１０と変位計測部１０９の後段には、歪み及び弾
性率演算部１１１が設けられ、変位計測部１０９の出力側から分岐して表示価値評価部１
１５が設けられ、歪み及び弾性率演算部１１１の後段には、弾性データ処理部１１２とカ
ラースキャンコンバータ１１３が設けられ、白黒スキャンコンバータ１０６とカラースキ
ャンコンバータ１１３との出力側には切替加算器１１４が設けられている。また、表示価
値評価部１１５とカラースキャンコンバータ１１３には装置制御インタフェース部１１６
を介して検査士などが自由に制御できるようになっている。
【００３０】
　ＲＦ信号フレームデータ選択部１０８は、整相加算回路１０４から超音波診断装置のフ
レームレートで経時的に次々と出力されるＲＦ信号フレームデータをＲＦ信号フレームデ
ータ選択部１０８に備えられたフレームメモリ内に順次確保し（現在確保されたＲＦ信号
フレームデータをＲＦ信号フレームデータＮとする）、超音波診断装置の制御命令に従っ
て時間的に過去のＲＦ信号フレームデータＮ－１、Ｎ－２、Ｎ－３・・・Ｎ－Ｍの中から
１つのＲＦ信号フレームデータを選択し（これをＲＦ信号フレームデータＸとする）、変
位計測部１０９に１組のＲＦ信号フレームデータＮとＲＦ信号フレームデータＸを出力す
る役割を担うものである。整相加算回路１０４から出力される信号をＲＦ信号フレームデ
ータと記述したが、これは例えば、ＲＦ信号を複合復調したＩ，Ｑ信号の形式になった信
号であっても良いのは言うまでもない。
【００３１】
　変位計測部１０９は、ＲＦ信号フレームデータ選択部１０８によって選択された１組の
ＲＦ信号フレームデータに基づいて１次元もしくは２次元相関処理を実行し、断層像上の
各計測点の変位もしくは移動ベクトル（変位の方向と大きさ）を計測し、変位フレームデ
ータを生成するものである。この移動ベクトルの検出法としては、例えば、特許文献１に
記載されたようなブロック・マッチング法とグラジェント法とがある。ブロックマッチン
グ法は、画像を例えばＮ×Ｎ画素からなるブロックに分け、現フレーム中の着目している
ブロックに最も近似しているブロックを前フレームから探索し、これを参照して予測符号
化を行うものである。
【００３２】
　圧力計測部１１０は、被検体１００の診断部位の体腔内圧力を計測又は推定するもので
ある。圧力計測部１１０は、超音波探触子１００の探触子ヘッドと被検体１０との間にど
の程度の圧力が印加されているかを計測するものであり、例えば、棒状部材に架かる圧力
を検出する圧力センサを探触子ヘッドの側面に取り付け、探触子ヘッドと被検体１０との
間の圧力を任意の時相で測定し、測定された圧力値を歪み及び弾性率演算部１１１に送出
するように構成することができる。
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【００３３】
　歪み及び弾性率演算部１１１は、変位計測部１０９及び圧力計測部１１０からそれぞれ
出力される変位フレームデータ（移動量）及び圧力から断層像上の各計測点の歪み及び弾
性率を演算して歪みもしくは弾性率の数値データ（弾性フレームデータ）を生成し、それ
を弾性データ処理部１１２に出力するものである。歪み及び弾性率演算部１１１が行う歪
みの演算については、例えば、圧力のデータを必要とせず、その変位を空間微分すること
によって計算上で求めるものとする。また、弾性率の内の一つである、例えばヤング率Ｙ
ｍの演算については、以下の式に示すように、各演算点における応力（圧力）を各演算点
における歪み量で除することにより求める。
【００３４】
　以下の数式において、i,j の指標は、フレームデータの座標を表す。
Ｙｍi,j ＝圧力（応力）ij／（歪み量i,j ）
　　（i,j ＝１，２，３，・・・）
【００３５】
　弾性データ処理部１１２は、歪み及び弾性率演算部１１１からの弾性フレームデータに
座標平面内におけるスムージング処理、コントラスト最適化処理や、フレーム間における
時間軸方向のスムージング処理などの様々な画像処理を施し、処理後の弾性フレームデー
タをカラースキャンコンバータ１１３に出力するものである。なお、この弾性データ処理
部１１２の詳細については、本願の出願人が先に出願した特願２００３－００６９３２号
に記載されているので、ここでは説明を省略する。
【００３６】
　カラースキャンコンバータ１１３は、弾性データ処理部１１２から出力される弾性フレ
ームデータと、超音波診断装置制御部からの命令もしくは弾性データ処理部１１２から出
力される弾性フレームデータの中の階調化選択範囲とする上限値及び下限値を入力し、そ
の弾性フレームデータから弾性画像データとして赤、緑、青などの色相情報を付与する色
相情報変換手段を含むものであり、例えば、弾性データ処理部１１２から出力される弾性
フレームデータにおいて、歪みが大きく計測された領域については、弾性画像データ内の
該当領域を赤色コードに変換し、逆に歪みが小さく計測された領域については、弾性画像
データ内の該当領域を青色コードに変換するようになっている。また、カラースキャンコ
ンバータ１１３は白黒スキャンコンバータでも良く、歪みが大きいく計測された領域は、
弾性画像データ内の該領域の輝度を明るくさせ、逆に歪みが小さく計測された領域は、弾
性画像データ内の該領域の輝度を暗くさせるようにしても良い。
【００３７】
　切替加算器１１４は、白黒スキャンコンバータ１０６からの白黒の断層像データとカラ
ースキャンコンバータ１１３からのカラーの弾性画像データとを入力し、両画像を加算又
は切り替える手段となるもので、白黒の断層像データだけ又はカラーの弾性画像データだ
けを出力したり、あるいは両画像データを加算合成して出力したりするように切り替える
ようになっている。また、例えば、特許文献２に記載されているように、２画面表示にお
いて白黒断層像とカラーもしくは上記白黒スキャンコンバータによる白黒弾性画像を同時
に表示しても良い。また、例えば、本願の出願人が先に出願した特願２００２－３０４３
９９号に記載されているように、白黒断層像にカラーの弾性画像を半透明的に重畳して表
示するようになっていても良い。そして、この上記切替加算器１１４から出力された画像
データが画像表示器１０７に出力されるようになっている。
【００３８】
　次に、本発明で採用した表示価値評価部１１５の実施例について説明する。
　変位計測部１０９から出力される変位フレームデータを利用し、関心領域（ＲＯＩ）内
のすべての計測点のそれぞれについて、画像表示する価値を評価し、無益な情報と有益な
情報とを識別し、無益な情報を最終的に画像として残さない（マスキングして隠す）よう
にすることを試みる手段となるものであり、以下にその方法を詳細に説明する。
【００３９】
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　図２は、本発明に係る表示価値評価部１１５において入出力されるデータの流れの一例
を示す図である。表示価値評価部１１５は、フレームメモリ回路１１５１と計測クオリテ
ィー評価回路１１５２表示判定回路１１５３を備えて構成されている。
【００４０】
　フレームメモリ回路１１５１は、変位計測部１０９から出力される変位フレームデータ
を計測結果フレームデータとして確保し、計測クオリティー評価回路１１５２に出力する
。計測クオリティー評価回路１１５２は、フレームメモリ回路１１５１から出力される計
測結果フレームデータを入力して関心領域（ＲＯＩ）内のすべての計測点のそれぞれにつ
いて、計測結果フレームデータの信頼性、すなわち計測された結果が正常に計測された結
果か否かを数値として反映された計測クオリティーフレームデータを構築する。
【００４１】
　次に、計測クオリティー評価回路１１５２の動作の一例を説明する。計測クオリティー
評価回路１１５２は、計測結果フレームデータの要素データを母集団とする統計処理を行
い、その統計的特徴量を要素データとして計測クオリティーフレームデータを構築する。
図３は、統計的特徴量に基づいて計測クオリティーフレームデータを構築する場合の一例
を示す図である。
【００４２】
　まず、図３に示すように、計測結果フレームデータの各要素データを
Ｘi,j （ｉ＝１，２，３，・・・，Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
で示す。ここで、指標ｉは弾性画像の横軸方向の座標に、ｊは縦軸方向の座標に相当し、
超音波装置で設定された関心領域（ＲＯＩ）に含まれるすべての要素データをこの指標に
て参照するようになっている。
　現在、注目している要素データを例えばＸ4,4 とし、Ｘ4,4 の座標を中心とした３（要
素）×５（要素）のサイズのカーネル３１を設定し、このカーネル３１内に分布する計１
５個の要素データ群を母集団とした統計的特徴量として、例えば平均と標準偏差を以下の
ように演算する。
【００４３】
（平均）4,4 ＝｛Σ（計測結果フレームデータＸi,j ）｝2／１５
｛（標準偏差）4,4　｝2

　　＝Σ｛（平均）4,4 －（計測結果フレームデータＸi,j ）｝2／１５
　　（３≦ｉ≦５，２≦ｊ≦６）
【００４４】
　上述の手順に従い、各注目要素データＸi,j についても同様に（標準偏差）i,j を演算
し、計測クオリティーフレームデータの各要素データＹi,j に対応させて、以下のように
入力設定し、図４に示すような計測クオリティーフレームデータを作成する。
（計測クオリティーフレームデータＹi,j ）＝（標準偏差）i,j 
　　（ｉ＝１，２，３，・・・、Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
【００４５】
　計測結果フレームデータとして変位フレームデータが入力されているので、演算を行っ
て計測クオリティーフレームデータを構成した場合、計測クオリティーフレームデータを
構成する各要素データＹi,j には、変位フレームデータにおいて同一座標の要素データＸ
i,j を中心とし、設定されたカーネルサイズ分の領域に分布する要素データ群を母集団と
した変位（移動量）の値のばらつきの程度が反映された値が入力され、表示判定回路１１
５３には上述のような計測クオリティーフレームデータが出力されることになる。
【００４６】
　上述の実施例では、表示価値評価部１１５において、変位フレームデータを計測結果フ
レームデータとして入力し、表示価値がある領域と表示価値がない領域を評価するように
したが、例えば、図５に示すように、歪み及び弾性率演算部１１１において、変位フレー
ムデータを空間微分して生成される弾性フレームデータを、表示価値評価部１１５におけ
る計測結果フレームデータとして入力するようにしてもよい。これは、弾性フレームデー
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タも変位フレームデータの局所的な離散性を反映しているため、これによっても同様の動
作を実現することができるからである。なお、上述のカーネル３１のサイズは任意に設定
することができる。また、関心領域（ＲＯＩ）の周辺ではカーネル３１のサイズが小さく
なっていてもよい。計測クオリティーフレームデータに対して、空間的なスムージング処
理、時間軸方向のフレーム間平滑処理などの処理を実行してもよい。
【００４７】
　表示判定回路１１５３は、計測クオリティー評価回路１１５２から出力される計測クオ
リティーフレームデータを入力し、超音波装置の制御部から出力された閾値制御信号１１
６１を装置制御インタフェース部１１６を介して入力し、この閾値制御信号１１６１に従
った閾値処理を施すことにより、計測点に対応する画像を表示するか否かを示す判定結果
フレームデータを構築し、カラースキャンコンバータ１１３に出力する。
【００４８】
　以下、表示判定回路１１５３の動作の一例を説明する。計測クオリティーフレームデー
タの要素データには、計測クオリティー評価回路１１５２の動作説明において示した変位
（移動量）の標準偏差の値が反映されているので、計測クオリティーフレームデータの各
要素データに対して閾値判定を施すことにより、判定結果フレームデータを構成すること
ができる。
【００４９】
　計測クオリティー評価回路１１５２によって生成された上述の計測クオリティーフレー
ムデータの要素データは、大きい値を持った計測クオリティーフレームデータの要素デー
タ程、その要素データの座標を中心として一定領域内に分布している変位の値のばらつき
が大きいことを意味する。そこで、表示判定回路１１５３は、超音波装置制御部から入力
される閾値制御信号１１６１を閾値Ｔｈとし、計測クオリティーフレームデータを構成す
るすべての要素データについて、閾値Ｔｈとの大小関係を判定する。例えば、上測クオリ
ティーフレームデータの要素データＹi,j が閾値Ｔｈより大きい場合は判定結果フレーム
データの同一座標の要素データＺi,j に「０」を、要素データＹi,j が閾値Ｔｈより小さ
い場合はＺi,j に「１」を設定し、以下のように入力設定する。
【００５０】
（計測クオリティーフレームデータＹi,j ）＞（閾値Ｔｈ）
　　⇒（判定結果フレームデータＺi,j ）＝０
（計測クオリティーフレームデータＹi,j ）≦（閾値Ｔｈ）
　　⇒（判定結果フレームデータＺi,j ）＝１
　　（ｉ＝１，２，３，・・・、Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
　この結果として生成される判定結果フレームデータＺi,j は、例えば、図６のように構
成される。
【００５１】
　このような閾値処理により、すべての要素データＺi,j の値に「０」もしくは「１」の
入力された判定結果フレームデータが構築され、それがカラースキャンコンバータ１１３
に出力される。図７は、各要素データＺi,j に「０」、「１」を入力した結果の判定フレ
ームデータＺi,j の一例を示す図である。
　上述の実施例では、表示価値評価部１１５において、表示価値がある領域の値を「０」
、表示価値がない領域の値を「１」に設定された判定結果フレームデータを生成するよう
にしたが、本発明はこの例に限らず、表示価値の有無を識別できる値が設定されていれば
よいことはいうまでもない。
【００５２】
　次に、本発明によるカラースキャンコンバータ１１３の動作例を説明する。図８は、本
発明に係るカラースキャンコンバータ１１３において入出力されるデータの流れの一例を
示す図である。カラースキャンコンバータ１１３は、フレームメモリ回路１１３１と、階
調化処理回路１１３２と、色相情報付与回路１１３３と、画像構築回路１１３４とを備え
て構成されている。階調化処理回路１１３２は、リジェクション処理回路を備えている。
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【００５３】
　フレームメモリ回路１１３１は、弾性データ処理部１１２から出力される弾性フレーム
データと同時に表示価値評価部１１５から出力される判定結果フレームデータを確保し、
階調化処理回路１１３２内のリジェクション処理回路に出力する。
【００５４】
　階調化処理回路１１３２は、フレームメモリ回路１１３１から出力される、連続的な値
を有する弾性フレームデータを、離散的な値（例えば８ビット、２５６段階）を有する弾
性階調化フレームデータに変換するものであり、この処理をリジェクション処理回路が行
う。リジェクション処理回路は、フレームメモリ回路１１３１から出力される弾性フレー
ムデータと判定結果フレームデータを入力し、判定結果フレームデータの各要素の情報に
従い、弾性階調化フレームデータの対応する要素の情報を設定する。
【００５５】
　階調化処理回路におけるリジェクション処理回路の動作の一例を説明する。判定結果フ
レームデータの要素データに、表示価値評価部１１５の動作説明において示した判定結果
の値として、図７に示したような表示価値が低い場合は「０」の値が、表示価値が高い場
合は「１」の値が入力されている場合に、リジェクション処理回路は、この判定結果フレ
ームデータの要素データの値に応じて、該当する座標の弾性階調化フレームデータの要素
データを８ビットの２５６段階の値に設定する。
【００５６】
　この設定状況の場合、判定結果フレームデータの要素データとして０の値を持った座標
に該当する弾性フレームデータの要素データは無益な情報であることになり、「１」の値
を持った座標に該当する弾性フレームデータの要素データは有益な情報であることになる
。そこで、この判定結果に従い、判定結果フレームデータの要素データとして「０」の値
を持った座標に該当する弾性階調化フレームデータの要素データは、該当する座標の弾性
フレームデータの要素データの値の大小に関係なく、その値として「０」を設定し、判定
結果フレームデータの要素データとして「１」の値を持った座標に該当する弾性階調化フ
レームデータの要素データは、該当する座標の弾性フレームデータの要素データの値の大
小に応じて、２５５段階に階調化された値を設定する。つまり、フレームメモリ回路から
リジェクション処理回路に入力される弾性フレームデータの要素データをＳi,j 、判定結
果フレームデータをＺi,j 、リジェクション処理回路において生成された弾性階調化フレ
ームデータの要素データをＴi,j と表記すると、以下のような演算を実行することになる
。
【００５７】
（判定結果フレームデータＺi,j ）＝０
　　⇒（弾性階調化フレームデータＴi,j ）＝０
（判定結果フレームデータＺi,j ）＝１
　　⇒（弾性階調化フレームデータＴi,j ）＝（Ｓi,j の大小に応じた「１」～「２５５
」の値）
　　（ｉ＝１，２，３，・・・、Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
【００５８】
　このような階調化処理により、すべての要素データＴi,j に「０」から「２５５」の２
５６段階の値が入力された弾性階調化フレームデータが構築される。階調か処理回路１１
３によって得られた弾性階調化フレームデータは、色相情報付与回路１１３３に入力され
る。
【００５９】
　色相情報付与回路１１３３は、階調化処理回路から出力される弾性階調化フレームデー
タを入力し、弾性階調化フレームデータの各要素の情報に従い、弾性色相フレームデータ
を生成する。色相情報付与回路１１３３の動作の一例を説明する。弾性階調化フレームデ
ータの要素データには、表示価値評価部１１５と、階調化処理回路１１３２の動作説明に
おいて示した結果として、例えば、表示価値が低い座標の場合には「０」の値が、表示価
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値が高い座標の場合には「１」から「２５５」の２５５段階に階調化された値が入力され
ており、色相情報付与回路１１３３において、弾性階調化フレームデータの要素データの
値に応じて、該当する座標の弾性色相フレームデータの要素データに色相情報を設定する
という一例の処理を行う。
【００６０】
　この設定状況の場合、弾性階調化フレームデータの要素データとして「０」の値を持っ
た座標に該当する弾性フレームデータの要素データは、無益な情報であることになり、「
１」から「２５５」の値を持った座標に該当する弾性フレームデータの要素データは有益
な情報であることになる。そこで、この判定結果に従い、弾性階調化フレームデータの要
素データとして「０」の値を持った座標に該当する弾性色相フレームデータの要素データ
（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）は、その色相情報として例えば、黒色（Ｒ＝０，　Ｇ＝０，
　Ｂ＝０）を設定し、弾性階調化フレームデータの要素データとして「１」から「２５５
」の値を持った座標に該当する弾性色相フレームデータの要素データは、該当する座標の
弾性階調化フレームデータの要素データの値の大小に応じて、例えば、青色から赤色に２
５５段階に階調化された色相情報を設定する。
【００６１】
　すなわち、階調化処理回路１１３２から色相情報付与回路１１３３に入力される弾性階
調化フレームデータの要素データをＴi,j 、色相情報付与回路１１３３において生成され
た弾性色相フレームデータの要素データのＲ（赤）成分、Ｇ（緑）成分、Ｂ（青）成分を
それぞれ、ＵRij、ＵGij、ＵBijと表記すると、以下のような演算が実行されることにな
る。
【００６２】
（弾性階調化フレームデータＴi,j ）＝０
　　⇒（弾性色相フレームデータＵRij）＝０
　　　（弾性色相フレームデータＵGij）＝０
　　　（弾性色相フレームデータＵBij）＝０
（弾性階調化フレームデータＴi,j ）＝１～２５５
　　⇒（弾性色相フレームデータＵRij）＝（Ｔi,j －１）
　　　（弾性色相フレームデータＵGij）＝０
　　　（弾性色相フレームデータＵBij）＝２５４－（Ｔi,j －１）
　　（ｉ＝１，２，３，・・・，Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
【００６３】
　例えば、図６の判定結果フレームデータＺi,j に対応して上述の処理が施された弾性色
相フレームデータＵi,j は、例えば、図９のように示される。なお、図面中にて色相情報
を表示することができないため、弾性階調化フレームデータＴi,j ＝０に対応する領域を
白色に、弾性階調化フレームデータＴi,j ＝１～２５５に対応する領域を、その大小に応
じて灰色の度合いを階調化させて例示した。このような色相情報付与処理により、すべて
の要素データＵi,j にＲ、Ｇ、Ｂの色相情報の値が入力された弾性色相フレームデータを
構築することができる。色相情報付与回路１１３３によって色相情報の付与された弾性色
相フレームデータは次段の画像構築回路１１３４に出力される。
【００６４】
　この実施の形態では、表示価値が高い領域が青色から赤色に階調化され、表示価値が低
い領域が黒色の単一の色にて表示する例を示したが、本発明はこの例に限らず、例えば、
表示価値が高い領域が黄色から緑色に階調化され、表示価値が低い領域が青色の単一の色
にて表示されるなど、上述の説明とは異なる色相の割り当て方法を用いてもよいのはいう
までもなく、表示価値の低い領域を画像として識別することができるようになっていれば
よい。また、この実施の形態では、弾性色相フレームデータの成分として、ＲＧＢの信号
形式を用いて説明したが、本発明はこの例に限らず、他の信号形式（例えばＹＵＶなど）
にて色相情報を付与する方法にて実現するようになっていてもよい。さらに、この実施の
形態では、関心領域（ＲＯＩ）内において、表示価値のない領域を表示価値のある領域と
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は相容れない色相情報にて識別する例を示したが、本発明はこの例に限らず、例えば、図
１０に示すように、弾性色相フレームデータＵｂi,j の要素データの中で、表示価値のな
い領域が左側の２列に連続して存在するような場合に、その部分を除去領域として評価す
る。このように除去領域として評価された場合には、図１１に示すように、その部分を除
去し、関心領域（ＲＯＩ）を縮小する。このように超音波診断装置で設定されて表示され
ている関心領域（ＲＯＩ）が、縮小、拡大又は移動されることにより、除去領域そのもの
が装置で設定される関心領域（ＲＯＩ）の範囲外となるように自動で排除するようにして
もよい。図１１の場合には、図１０の表示価値のない領域となる左側２列を除去して、関
心領域（ＲＯＩ）を縮小した場合の一例が示されている。
【００６５】
　画像構築回路１１３４は、色相情報付与回路１１３３から出力される弾性色相フレーム
データを入力し、超音波装置の制御部から出力された制御信号１１６４を装置制御インタ
フェース部１１６を介して入力し、これに従って、弾性色相フレームデータを元のデータ
として、極座標変換、画像拡大縮小、画像上下左右反転回転などの補間処理を含めた画像
処理を行い、画素データにより構築された弾性画像データを生成する。なお、画像構築回
路１１３４、階調化処理回路１１３２及び色相情報付与回路１１３３は制御信号１１６２
～１１６４を装置制御インタフェース部１１６を介してそれぞれ入力し、これに従って、
各機能の採否、動作設定の切替や変更を行うことができるように構成されている。
【００６６】
　ところで、任意の時刻におけるＲＦ信号フレームデータは、その時刻における生体組織
の構造や配置を情報として反映しており、超音波による組織弾性情報を取得する方法とし
て、まず、一定の時間間隔だけ隔てられて取得された１組のＲＦ信号フレームデータを用
い、その一定時間の間の生体組織の圧迫（加圧、減圧）により生じた、生体組織各部の変
位を演算する。更に変位の情報を空間微分することにより、超音波装置において設定され
た関心領域（ＲＯＩ）内のすべての点について歪みの値を演算し、画像を構築、表示して
いる。
【００６７】
　しかし、実際の診断現場においては、１組のＲＦ信号フレームデータの取得時間間隔に
おいて、圧迫により探触子短軸方向に対象組織が逃げてしまい、計測断面から外れるとい
う第１の局面、圧迫により探触子長軸方向、若しくは、圧迫方向に対象組織が大きな速度
を持って変位し、診断装置で設定された所定の変位演算範囲を逸脱するという第２の局面
などのように、圧迫方向が不適切であったり、圧迫速度が過剰であったことが原因で、診
断装置で設定された関心領域（ＲＯＩ）内に、正しい変位を演算することのできないエラ
ー（相関演算エラー）領域が存在する場合がある。
【００６８】
　また、送信超音波が減衰により到達しないような深部の領域を関心領域とするような第
３の局面、超音波反射体が少ない領域（嚢胞など、内部が液状の病変部など）を関心領域
とするような第４の局面などのように、対象組織の性状を反映した十分な強度を有した受
信信号が得られないことが原因で、診断装置で設定された関心領域（ＲＯＩ）内に、正し
い変位を演算することのできないエラー（相関演算エラー）領域が存在する場合もある。
【００６９】
　このような第１から第４の各局面においては、関心領域として設定された領域（ＲＯＩ
）内に、正しく演算されなかった変位の値を持つ領域が存在する可能性が高く、その変位
の値を用いて演算された歪みの値を画像として表示した場合、その歪み画像の関心領域に
は正しくない情報が含まれることになる。
　また、超音波探触子が生体表皮に接触していない領域を関心領域とするような第５の局
面などのように、超音波探触子の形状や対象組織の形態が原因で、診断装置で設定された
関心領域（ＲＯＩ）内に、変位を演算することが無意味な領域が存在する場合もある。こ
のような第５の局面においては、関心領域として設定された領域（ＲＯＩ）内に、意味の
ない変位の値を持つ領域が存在することとなり、その変位の値を用いて演算される歪みの
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値を画像として表示した場合、同じくその歪み画像には正しくない意味のない情報を含む
ことになる。
【００７０】
　このような第１から第５の局面に代表されるような各局面においては、圧迫により与え
られた組織変位の結果として、次のような第１及び第２の領域が観測される。第１の領域
は、計測点群が同一方向的に同程度の大きさの変位を有する計測点群の領域（局所的に組
織同士が結合して同一方向に集団的に変位するような領域）であり、第２の領域は、計測
点群の隣接計測点間で変位の値と方向にバラツキが形成される計測点群の領域（局所的な
組織同士の結合がなく、隣接組織間でも様々な方向を持って離散的に変位するような領域
）である。このように大別される二つの第１及び第２の領域が一つの変位フレームデータ
内に観測される。
【００７１】
　上述のような第１から第５の局面において、正しい変位を演算できなかった領域や、変
位を演算することが無意味な領域は、変位の演算結果として、該当する領域の変位の値と
方向がそれぞればらつき、上述の第２の領域のような様相を成し、適切な圧迫を与えられ
た領域は、変位の演算結果として、上述の第１の領域のような様相を成すこととなる。
【００７２】
　上述の実施の形態では、表示価値評価部１１５とカラースキャンコンバータ１１３によ
って、変位フレームデータを利用した場合について説明したが、このような動作は、変位
フレームデータを用い、局所的な変位のバラツキを求め、このバラツキが大きい計測点は
、表示価値が低いと評価し、バラツキが小さい計測点は、表示価値が高いと評価し、表示
価値が低いと評価された計測点の座標に該当する弾性画像データの画素には黒色の色相情
報が、表示価値が高いと評価された計測点の座標に該当する弾性画像データの画素には、
計測された弾性フレームデータの該当座標の要素の値の大小に応じて、青色から赤色へ連
続的に色調を変化させた色相情報が付与し、表示価値が低い計測点の弾性画像情報が除去
され、表示価値が高い計測点のみに色相が付与された弾性画像が超音波診断装置の画面上
に表示するという一連の処理を実行するものである。これによって、適切な圧迫を与えら
れた領域にのみその弾性の値に応じて色相で階調化され表示されると同時に、適切に圧迫
することができなかった領域は、階調が除去され、階調化された色相とは相容れない単一
の色相にて画像識別できるように表示されることになる。
【００７３】
　従来の超音波診断装置における弾性画像化方法においては、演算結果として出力された
弾性（歪みもしくは弾性率）の値の表示価値（クオリティー、画質）を評価することなく
、設定された関心領域（ＲＯＩ）のすべての計測点について画像を構築、表示している為
、実際の診断の現場において、不適切な状況の下で演算された領域の画像情報は、表示価
値のない情報であるにも関わらず、表示価値のある情報と識別されずに、両情報の領域が
混在して分布した１フレームの弾性画像を構築しており、その結果として弾性画像診断の
信頼性を損なう結果になっていたが、本発明による表示価値評価部１１５とカラースキャ
ンコンバータ１１３を採用することによって、除去されずに残った無意味な弾性画像領域
の情報に惑わされることなく、高画質で高い信頼性を有した弾性画像診断を安定的に行う
ことができ、それと同時に、不適切な検査方法（圧迫方法など）や装置設定が原因であっ
たことが弾性画像により検査士にフィードバックされるために、より高画質な画像を取得
できるような検査方法（圧迫手法など）を診断現場において即座に提供することが可能と
なる。
【００７４】
　なお、上述の実施の形態では、表示価値評価部１１５において、表示価値がある計測点
の値を「０」、表示価値がない計測点の値を「１」に設定された判定結果フレームデータ
を生成しているが、これに加えて、判定結果フレームデータのすべての要素（Ｎ×Ｍ個）
の内、判定結果フレームデータの要素が「１」となった計測点が占める比率Ｒを以下の演
算により求めるようにしてもよい。
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（比率Ｒ）＝［Σ｛（判定結果フレームデータＺi,j ）＝１｝］／（Ｎ×Ｍ）
　そして、求められた比率Ｒがある基準比率Ｒｓｔｄ（例えば、０．５）より小さい場合
は、フレーム内において表示価値がある計測点が少ないと判断し、判定結果フレームデー
タのすべての要素データを「０」に再設定した判定結果フレームデータを以下に示すよう
に、再度、生成する。
【００７５】
（比率Ｒ）＜（基準比率Ｒｓｔｄ）
　　⇒（判定結果フレームデータＺi,j ）＝０
　　（ｉ＝１，２，３，・・・、Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
【００７６】
　このようにすることによって、カラースキャンコンバータ１１３によって生成された弾
性階調化フレームデータＴi,j は、すべての要素データＴi,j が判定結果フレームデータ
Ｚi,j に対応して、「０」に設定されるため、弾性色相フレームデータＵｃi,j は、例え
ば、図１２に示すようにすべての要素データが同一の単一色にて構成され、フレームの記
弾性画像データは階調化されずに表示されるようになる。すなわち、弾性画像データの表
示が行われなくなる。これによって上述したような超音波探触子が生体表皮に接触してい
ない領域を関心領域とするような第５の局面、これに加えて、検査士が生体表皮を接触さ
せながら超音波単色の探触子ヘッドを体側に沿って移動させながら患部の探索を行ってい
るような局面の場合には、弾性画像データは表示されなくなる。
【００７７】
　また、上述の実施の形態では、表示価値評価部１１５において、変位フレームデータ、
もしくは、弾性フレームデータの局所的なカーネルサイズ内に含まれる要素を母集団とし
たバラツキを評価し、表示価値がある計測点の値を「０」、表示価値がない計測点の値を
「１」とするような判定結果フレームデータを生成する場合について説明したが、これと
は異なるものとして、次のような処理を行ってもよい。すなわち、計測結果フレームデー
タの要素データＸi,j のすべての要素を母集団とした統計処理を行い、その統計的特徴量
としての平均値Ｍを以下の演算により求める。
【００７８】
（平均値Ｍ）＝｛Σ（計測結果フレームデータＸi,j ）｝／（Ｎ×Ｍ）
　　（ｉ＝１，２，３，・・・Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
【００７９】
　この平均値Ｍがある基準平均Ｍｓｔｄより小さい場合は、フレーム内において表示価値
がある計測点が少ないと判断し、判定結果フレームデータのすべての要素データを「０」
に再設定した判定結果フレームデータを以下に示すように、再度、生成する。
【００８０】
（平均値Ｍ）＜（基準平均Ｒｓｔｄ）
　　⇒（判定結果フレームデータＺi,j ）＝０
　　（ｉ＝１，２，３，・・・Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
【００８１】
　これによって、判定結果フレームデータＺi,j に対応して、カラースキャンコンバータ
１１３によって生成された弾性階調化フレームデータＴi,j は、すべての要素データＴi,
j が「０」に設定されるため、弾性色相フレームデータＵi,j は、例えば、図１２に示さ
れるようにすべての要素データが同一の単一色にて構成され、フレームの弾性画像データ
は階調化されずに表示されるようになる。
【００８２】
　また、上述の実施の形態では、表示価値評価部１１５において、変位フレームデータ、
もしくは、弾性フレームデータの要素を母集団とした評価を行い、表示価値がある計測点
の値を「０」、表示価値がない計測点の値を「１」に設定された判定結果フレームデータ
を生成する場合について説明したが、これとは異なるものとして、次のような処理を行っ
てもよい。
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　計測結果フレームデータとして、圧力計測部１１０から出力される圧力データＰを入力
し、この圧力Ｐがある基準圧力Ｐｓｔｄより小さい場合は、フレーム内において表示価値
がある計測点が少ないと判断し、判定結果フレームデータのすべての要素データを「０」
に再設定した判定結果フレームデータを以下に示すように、再度、生成する。
【００８３】
（圧力Ｐ）＜（基準圧力Ｐｓｔｄ）
　　⇒（判定結果フレームデータＺi,j ）＝０
　　（ｉ＝１，２，３，・・・Ｎ、ｊ＝１，２，３，・・・Ｍ）
【００８４】
　これによって、判定結果フレームデータＺi,j に対応して、カラースキャンコンバータ
１１３によって生成された弾性階調化フレームデータＴi,j は、すべての要素データＴi,
j が「０」に設定されるため、記弾性色相フレームデータＵi,j は、例えば、図１２に示
されるようにすべての要素データが同一の単一色にて構成され、フレームの弾性画像デー
タは階調化されずに表示されるようになる。
　また、上述の圧力データＰが、画像横軸方向への１次元分布として、
Ｐｉ（ｉ＝１，２，３，・・・Ｎ）
として得られる場合は、それぞれの座標ｉに応じて、基準圧力Ｐｓｔｄと比較を行い、基
準圧力Ｐｓｔｄに満たない座標においては、対応する座標の判定結果フレームデータＺi,
j を「０」に設定する。
【００８５】
　なお、実際の診断現場においては、１組のＲＦ信号フレームデータの取得時間間隔にお
いて、対象組織への圧迫動作が行われていないという第６の局面、及び対象組織への圧迫
速度が小さすぎるという第７の局面などといった、圧迫速度がゼロであったり、不十分で
あることが原因で、診断装置で設定された関心領域（ＲＯＩ）内において、ゼロに近い変
位を有する領域が全域的に分布する場合もある。具体的には、前述したように検査士が生
体表皮を接触させながら超音波単色の探触子ヘッドを体側に沿って移動させながら患部の
探索を行っているような場合がこれらの局面に該当するものである。このような第６及び
第７のような局面においては、関心領域として設定された領域（ＲＯＩ）内において、ゼ
ロに近い変位を有する領域が全域的に分布するため、その変位の値を用いて演算される歪
みの値を画像として表示した歪み画像も設定された関心領域（ＲＯＩ）の全域にわたって
コントラストがない、もしくは、コントラストが低い画像となる。さらに、第６及び第７
のような局面に代表されるような局面においては、圧迫により与えられた組織変位の結果
として、次のような第１及び第２のフレームが観測される。
【００８６】
　第１のフレームは、計測点群が全域的に変位せず、圧迫されていない（変位もしくは弾
性の値の平均値が０である）フレームであり、第２のフレームは、計測点群の全域的は変
位が小さく、微小にしか圧迫されていない（変位もしくは弾性の値の平均値が小さい）フ
レームである。このように二つに大別される第１及び第２のフレームが一連の圧迫過程に
おける複数の弾性画像フレーム内に観測されることがある。
【００８７】
　上述の実施の形態では、表示価値評価部１１５とカラースキャンコンバータ１１３にお
いて、変位フレームデータ、もしくは、弾性フレームデータを利用した場合について説明
したが、この動作は、変位フレームデータ、もしくは、弾性フレームデータの全域的な要
素を母集団として、変位、もしくは、弾性の値の平均値を求め、求められた平均値が所定
の基準値より小さいフレームは、全域的に表示価値が低いと評価と評価し、全域的に表示
価値が低いと判定された場合は、該フレームの弾性画像情報のすべてが除去され、階調化
されずに単一の色相が付与された弾性画像が超音波診断装置の画面上に表示されるように
まとめられ、適切な圧迫を与えられた時相のフレームにのみその弾性の値に応じた色相で
階調化された弾性画像が表示され、適切に圧迫することができなかった時相のフレームは
、階調が除去され、階調化された色相とは相容れない単一の色相にて画像表示され、適切
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に圧迫が与えられなかった時相のフレームを画像識別できるように表示されることになっ
ている。
【００８８】
　超音波診断装置による弾性画像化方法においては、演算結果として出力された弾性（歪
みもしくは弾性率）の値の表示価値（クオリティー、画質）を評価することなく、任意の
時相のすべてのフレームについて画像を構築、表示している為、実際の診断の現場におい
て、不適切な状況の下で演算されたフレームの画像情報は、表示価値のないフレームであ
るにも関わらず、表示価値のあるフレームと識別されることなく、両フレームが混在した
一連の連続フレームの弾性画像を構築しており、その結果として弾性画像診断の信頼性を
損なう結果になっていたが、本発明によれば、除去されずに残った無意味な弾性画像フレ
ームの情報に惑わされることなく、高画質で高い信頼性を有した弾性画像診断を安定的に
行うことができ、それと同時に、不適切な検査方法（圧迫方法など）が原因であったこと
が弾性画像により検査士にフィードバックされるために、より高画質な画像を取得できる
ような圧迫手法などを診断現場において即座に模索することができる。
【００８９】
　さらに、本願の出願人が先に出願した特願２００２－３０４３９９号に記載されている
ように、白黒断層像にカラーの弾性画像を半透明的に重畳して表示するようになっている
構成のものにおいては、本発明の適用により、圧迫動作の最中にのみ弾性画像が重畳され
て表示され、検査士が生体表皮を接触させながら超音波単色の探触子ヘッドを体側に沿っ
て移動させながら患部の探索を行っているような場合などのように圧迫を止めた時相にお
いては、弾性画像が除去されるために、白黒断層像のみが透過して表示されることになる
。これによって、弾性診断以外の時相において計測断面の断層像を画像確認することが容
易となり、診断の効率を大幅に向上させることができる。
　上述の実施の形態では、１フレーム内における領域的な除去処理（領域除去機能）と、
１フレーム全体の除去処理（フレーム除去機能）を独立して詳述したが、これに限らず、
こられの２つの動作を組み合わせて、同時に行うことも可能であり、そのように構成され
ていてもよい。
【００９０】
　また、上述の実施の形態では、フレーム除去機能において、現時刻における表示価値の
評価により、フレーム除去と判定された場合に、現時刻のフレームの画像情報を単一の色
相に設定して表示するように説明したが、これに限らず、現時刻においてフレーム除去が
判定された場合に、除去されずに表示された最も近い過去のフレームを保持し、継続して
表示しておくように設定されるようになっていてもよい。また、この動作は、フレーム除
去機能にのみに限らず、領域除去機能の動作としても同様の機能を設定することができる
ようになっていてもよい。
【００９１】
　また、上述の実施の形態では、表示価値評価部１１５を独立した回路として説明したが
、これに限らず、表示価値評価部１１５の動作をカラースキャンコンバータ１１３、もし
くは、弾性データ処理部１１２に備えるように構成されていてもよく、また、各回路の処
理の順序が入れ替わった構成であってもよい。
【００９２】
　また、上述の実施の形態では、領域除去処理機能とフレーム除去処理機能の採否選択や
、除去処理機能における閾値処理に必要とされる閾値、基準比率、基準平均値などの設定
や、除去された領域や除去されたフレームに付与する色相の割り当て、切り替えなどを超
音波装置に備えられた装置制御インターフェイス部１１６を介して、検査士が自由に制御
できるようになっている。
【００９３】
　上述の実施の形態によれば、弾性画像診断において、理想的なデータ取得が困難な状況
下においても、表示する価値のない弾性の値が演算された画像情報の領域や、全域的であ
ればフレーム全体を、（ノイズとして）識別し、その情報を反映した弾性画像を構築する
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ことにより、質の高い弾性画像診断を可能とする超音波診断装置を提供することができる
。
【００９４】
　次にこのように構成された超音波診断装置の動作について説明する。まず、超音波送受
信制御に従い、被検体１０の体表面に接触された超音波探触子１００に送波回路１０２に
より高電圧電気パルスを印加して超音波を打出し、診断部位からの反射エコー信号を超音
波探触子１００で受信する。受信された受波信号は、受信回路１０３へ入力され、そこで
前置増幅された後、整相加算回路１０４へ入力する。この整相加算回路１０４によって位
相が揃えられた受波信号は、次の信号処理部１０６で圧縮、検波などの信号処理を受けた
後、白黒スキャンコンバータ１０６へ入力する。この白黒スキャンコンバータ１０６は、
受波信号をＡ／Ｄ変換すると共に、時系列的に連続する複数の断層像データとして内部の
複数枚のフレームメモリに記憶する。整相加算回路１０４からは連続的にＲＦ信号フレー
ムデータが出力され、ＲＦ信号フレームデータ選択部１０８に入力される。
【００９５】
　ＲＦ信号フレームデータ選択部１０８に記憶されたＲＦ信号フレームデータの内、時系
列的に連続する複数枚のＲＦ信号フレームデータが選択され、変位計測部１０９へ入力さ
れ、そこで１次元又は２次元変位分布（ΔＬi,j ）が求められる。変位分布の算出は、前
述の移動ベクトルの検出法として、例えばブロック・マッチング法によって行うが、特に
この方法によらなくても良いのは言うまでもなく、一般的に用いられる、２画像データの
同一領域における自己相関を計算して変位を算出しても良い。
【００９６】
　一方、圧力計測部１１０においては、圧力センサーによって体表面に加えられた圧力が
計測され、その圧力情報が圧力計測部１１０から歪み及び弾性率計測部１１１に送出され
る。
【００９７】
　変位計測部１０９及び圧力計測部１１０から出力される変位（ΔＬi,j ）及び圧力（Δ
Ｐi,j ）のそれぞれの計測信号は、歪み及び弾性率演算部１１１に入力される。歪み量分
布（εi,j ）は変位分布（ΔＬi,j ）を空間微分（ΔＬi,j ／ΔＸ）することによって計
算される。また、特に弾性率の内、ヤング率Ｙｍi,j は次式によって計算される。
Ｙｍi,j ＝（ΔＰi,j ）／（ΔＬi,j ／ΔＸ）
このようにして求められた弾性率Ｙｍi,j により、各計測点の弾性率が求められ、弾性フ
レームデータが生成される。
【００９８】
　このようにして生成された弾性フレームデータは、弾性データ処理部１１２に入力され
、座標平面内におけるスムージング処理、コントラスト最適化処理や、フレーム間におけ
る時間軸方向のスムージング処理などの様々な画像処理が施される。
【００９９】
　ここで、表示価値評価部１１５は、変位計測部１０９から出力される変位フレームデー
タもしくは歪み及び弾性率演算部１１１から出力される弾性フレームデータを入力して、
弾性画像として表示する価値の有無を計測点毎もしくはフレーム毎に評価を行い、その評
価に応じた評価結果フレームデータを生成し、カラースキャンコンバータ１１３もしくは
白黒スキャンコンバータ１０６に評価結果フレームデータを出力する。
【０１００】
　弾性データ処理部１１２から出力された弾性フレームデータと、表示価値評価部１１５
から出力された評価結果フレームデータがカラースキャンコンバータ１１３もしくは白黒
スキャンコンバータ１０６に入力され、評価結果フレームデータの情報に従い、無益な弾
性の情報には除去処理が施されると同時に、有益な情報には階調化処理が施された色相情
報もしくは白黒輝度情報に変換される。
【０１０１】
　その後、切替加算器１１４を介して、白黒の断層像とカラーの弾性画像が加算合成され
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、または、白黒の断層像と白黒の弾性画像を加算せずに画像表示器１０７に送り込み、１
画面に半透明処理を施された白黒断層像とカラーの弾性画像を重畳して表示したり、また
は、白黒断層像と白黒弾性画像を２画面表示により同一画面上に同時に表示したりする。
また、白黒断層像は、特に一般のＢモード画像のみに限ったものではなく、受信信号の高
調波成分を選択して画像化するティシューハーモニック断層像を用いても良い。また、同
様に白黒断層像の代わりに、ティシュードプラ像を表示しても良く、その他、２画面に表
示する画像を様々な組合せにより選択されても良い。
【０１０２】
　なお、以上の弾性画像の形成については、前述の生体組織の歪みもしくはヤング率Ｙｍ
を求めて弾性画像データを生成する例を説明したが、これに限らず、例えばスティフネス
パラメータβ、圧弾性係数Ｅｐ、増分弾性係数Ｅｉｎｃなどの他のパラメータを用いて弾
性率を演算しても良い（特許文献１を参照）。また、上述の実施の形態では、圧力計測部
１１０を用いる場合について説明したが、本願の出願人が先に出願した特願２００３－３
００３２５号に記載されているような方法で圧力を計測するようにしてもよい。
【０１０３】
　また、図１では、被検体１０の体表面に超音波探触子１００を接触させる場合について
説明したが、これに限らず、経直腸探触子、経食道探触子、術中用探触子、血管内探触子
など、任意の超音波探触子にて同様に適用できる。
【０１０４】
　このような構成により、本発明の超音波診断装置による弾性画像診断において、理想的
なデータ取得が困難な状況下においても、表示する価値のない弾性の値が演算された画像
情報の領域や、全域的であればフレーム全体を、ノイズとして識別し、その情報を反映し
た弾性画像を構築することにより、質の高い弾性画像診断を可能とする超音波診断装置を
実現することができる。
【０１０５】
　なお、弾性画像をリジェクトしないで保持するようにしてもよい。また、上述の実施の
形態では、フレーム除去機能において、現時刻における表示価値の評価により、フレーム
除去と判定された場合に、現時刻のフレームの画像情報を単一の色相に設定して表示する
ように説明したが、これに限らず、現時刻においてフレーム除去が判定された場合に、除
去されずに表示された最も近い過去のフレームを保持し、継続して表示しておくように設
定してもよい。さらに、この動作は、フレーム除去機能にのみに限らず、領域除去機能の
動作としても同様の機能を設定することができるようにしてもよい。
【０１０６】
　以上のようにこの実施の形態によれば、除去されずに残った無意味な弾性画像の情報に
惑わされることなく、高画質で高い信頼性を有した弾性画像診断を安定的に行うことがで
き、それと同時に、不適切な検査方法（圧迫方法など）が原因であったことが弾性画像に
より検査士にフィードバックされる為に、より高画質な画像を取得できるような圧迫手法
などを診断現場において即座に模索することができ、超音波診断の実時間性、簡便性を保
持した、臨床上有用な超音波装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の一実施例を示すブロック図である。
【図２】図１の表示価値評価部の一実施例を示す図である。
【図３】図２のフレームメモリ回路内に格納されている計測結果フレームデータの一例を
示す図である。
【図４】図２の計測クオリティー評価回路によって構築される計測クオリティーフレーム
データの一例を示す図である。
【図５】図１の表示価値評価部の別の実施例を示す図である。
【図６】図５の表示判定回路によって構築される判定結果フレームデータの一例を示す図
である。
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【図７】図６の判定結果フレームデータの具体的な数値を示す図である。
【図８】図１のカラースキャンコンバータの一実施例を示す図である。
【図９】図８の色相情報付与回路によって構築される弾性色相フレームデータの一例を示
す図である。
【図１０】関心領域（ＲＯＩ）の位置、範囲が自動で制御される場合の処理前の弾性色相
フレームデータの一例を示す図である。
【図１１】関心領域（ＲＯＩ）の位置、範囲が自動で制御される場合の処理後の弾性色相
フレームデータの一例を示す図である。
【図１２】すべての要素データが同一の単一色にて構成され、フレームの弾性画像データ
は階調化されずに表示されるような弾性色相フレームデータの一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１０…被検体
１００…超音波探触子
１０１…超音波送受信制御回路
１０２…送波回路
１０３…受信回路
１０４…整相加算回路
１０５…信号処理部
１０６…白黒スキャンコンバータ
１０７…画像表示器
１０８…ＲＦ信号フレームデータ選択部
１０９…変位計測部
１１０…圧力計測部
１１１…歪み及び弾性率演算部
１１２…弾性データ処理部
１１３…カラースキャンコンバータ
１１３１…フレームメモリ回路
１１３２…階調化処理回路
１１３３…色相情報付与回路
１１３４…画像構築回路
１１４…切替加算器
１１５…表示価値評価部
１１５１…フレームメモリ回路
１１５２…計測クオリティー評価回路
１１５３…表示判定回路
１１６…装置制御インタフェース部
１１６１…閾値制御信号
１１６２～１１６４…制御信号
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】



(25) JP 4455003 B2 2010.4.21
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【図１１】 【図１２】
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