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添付公開書類
国際調査報告 条約第 2 1 条 (3))

検者の圧迫手技に依存することな 簡便に診断に適 した弾性画像を得る。被検体 との間で超音波を送
受信 して得 られた被検体の断層部位の取得時刻の異なる一対の RF i 号フレームデータに基づ て断層部
位の組織の変位を計測する(b)。超音波のビームライン(dO～dn) ごとの変位の平均を求め(c)、変位平均に基
づ て超音波探触子のスキヤン方向におげる変位勾配 50 を求める(d)。 この求められた変位勾配に基づ
てビームラインごとの変位に対する補正係数 52 を求め㈲、求められた補正係数に基づ て計測された変
位分布を補正するの。 このよ に、超音波探触子がスキヤン方向に沿って傾 た状態で被検体 を圧迫 し
たとしても、補正係数に基づ て変位分布を補正することによ り、超音波探触子がスキヤン方向に沿っ
て傾 て な 状態で圧迫されて生成された弾性画像を擬似的に生成することができる。



明 細 書

発明の名称 : 超音波診断装置及び弾性画像表示方法

技術分野
０００ 本発明は、超音波診断装置及び弾性画像表示方法に係 り、特に、被検体の

断層部位の組織の硬 さ又は軟 らかさを表す弾性画像を表示する超音波診断装

置及び弾性画像表示方法に関する。

背景技術

０００ 超音波診断装置は、超音波探触子によ り被検体内部に超音波を送信 し、被

検体内部から生体組織の構造に応 じた超音波の反射エコー信号を受信 し、例

えば超音波断層像等の断層像を構成 して診断用に表示する。

０００3 近年、手動又は機械的な方法によ り超音波探触子で被検体を圧迫 して超音

波受信信号を計測 し、計測時間が異なる つの超音波受信信号のフレームデー

タに基づいて圧迫によ り生 じた生体各部の変位を求め、その変位データに基

づいて被検体の断層部位の組織の硬 さ又は軟 らかさを表す弾性画像を生成す

ることが開示されている (例えば、特許文献 )

０００ ところで、検者の手動によ り超音波探触子を操作 して被検体を圧迫する手

法は、リアルタイム性、簡便性、分解能、コス トといった点では利点がある

が、圧迫が適切に行なわれないと診断に適 した弾性画像が得 られず、検者の

圧迫手技に依存することが問題 として挙げられる。例えば被検体の体表面に

対 して超音波探触子がスキヤン方向 (走査方向) に沿って傾いた状態で圧迫さ

れると、被検体の組織が均一に加圧されないので弾性画像が診断に適 さない

ものとなるおそれがある。

０００ この点、例えば特許文献 には、超音波診断装置に設けた圧カセンサ或いは

硬 さが既知である素材からの応力を検出し、超音波探触子のスキヤン方向の

応力の分布を表示する方法が開示されている。また、例えば特許文献3には、

被検体の組織の変位分布も しくは応力分布を求めて、その分布に基づいて超

音波探触子による圧迫の方向を検出し、その角度を表示する方法が開示され



ている。

先行技術文献

特許文献

０００ 特許文献 :特開 ０００００8 3号公報

特許文献 :国際公開 ０００ ０3 8号公報

特許文献3 :国際公開 ０００ ０号公報

発明が解決 しようとする課題

０００ しかしながら、上記各特許文献は、検者の圧迫手技に依存することな く簡

便に診断に適 した弾性画像を得ることについて改良の余地があると思われる

すなわち、上記各特許文献では、超音波探触子のスキヤン方向の応力の分

布や超音波探触子にょる圧迫の方向を表示することにょり検者に圧迫状態を

示 し、適切な圧迫手技を行なぅことを促すものである。 したがって、検者は

圧迫状態の表示を見ながら超音波探触子を操作 して適切な圧迫状態にする必

要があるため取 り扱いが煩雑になる場合がある。

０００8 そこで本発明は、検者の圧迫手技に依存することな く簡便に診断に適 した

弾性画像を得ることを課題 とする。

課題を解決するための手段

０００ 本発明の超音波診断装置は、被検体との間で超音波を送受信する超音波探

触子と、この超音波探触子で計測された反射エコー信号に基づいて被検体の

断層部位の 「信号フレームデータを生成する整相加算手段と、取得時刻の異

なる一対の 「信号フレームデータに基づいて断層部位の組織の変位を計測す

る変位計測手段と、計測された変位に基づいて断層部位の組織の硬 さ又は軟

らかさを表す弾性情報を演算する弾性情報演算手段と、弾性情報に基づいて

弾性画像を生成する弾性画像構成手段と、弾性画像を表示する画像表示器と

を備えて構成される。



０００ そして、超音波診断装置は、超音波送受信方向に直交するスキヤン方向の

変位勾配を求め、該求められた変位勾配に基づいて補正係数を求める勾配検

出手段を有 し、弾性画像構成手段は、該求められた補正係数に基づいて弾性

画像を補正する。

００ また、断層部位の組織の超音波のビームラインごとの変位に基づいて超音

波探触子のスキヤン方向における変位勾配を求め、この求められた変位勾配

に基づいてビームラインごとの変位に対する補正係数を求める勾配検出手段

を有 しており、この求められた補正係数に基づいて計測された変位を補正し

て弾性画像を生成することを特徴 としている。

００ すなわち、超音波探触子がスキヤン方向に沿って傾いた状態で被検体を圧

迫 した場合、被検体の断層部位の組織のスキヤン方向の変位に勾配が生 じる

。 このスキヤン方向の変位勾配に基づいて超音波探触子の傾きを補正するよ

うな補正係数を求め、この補正係数に基づいて計測された変位を補正するこ

とによ り、超音波探触子がスキヤン方向に沿って傾いていない状態で圧迫さ

れて生成された弾性画像を擬似的に生成することができる。その結果、検者

は自らの圧迫手技に依存することな く簡便に診断に適 した弾性画像を得るこ

とができる。

００ 3 この場合、勾配検出手段は、ビームラインごとの変位の平均に基づいてス

キヤン方向における変位勾配を補正し、この補正された変位勾配に基づいて

ビームラインごとの変位に対する補正係数を求めることができる。

００ また、勾配検出手段は、あらかじめ設定 された超音波探触子のスキヤン方

向における応力分布係数に基づいてスキヤン方向における変位勾配を補正し

、この補正された変位勾配に基づいてビームラインごとの変位に対する補正

係数を求めることができる。すなわち、超音波探触子のスキヤン方向の両端

部では被検体を圧迫 したときの応力が被検体の圧迫両端部よ り外側に分散さ

れやすいことから、応力分布はスキヤン方向に沿って凸状にな りやすい。そ

こで、超音波探触子のスキヤン方向における応力分布係数をあらかじめ設定

しておき、この応力分布係数に基づいてスキヤン方向における変位勾配を補



正して、補正された変位勾配に基づいて補正係数を求めることによ り、補正

係数の精度を向上させることができる。

００ また、勾配検出手段は、取得時刻の異なる一対の 「信号フレームデータに

基づく断層部位の組織の変位のフレームごとに、スキヤン方向における変位

勾配に基づいて変位勾配の特徴量を求めるものとし、変位勾配特徴量があら

かじめ設定 された閾値よ り小さい複数の変位フレーム、複数の変位フレーム

に基づく複数の弾性情報フレーム、或いは複数の変位フレームに基づく複数

の弾性画像フレームのいずれかを選択 して、選択された複数のフレームを合

成 して弾性画像を生成する画像合成手段を備えて構成することができる。

００ すなわち、取得時刻の異なるフレーム間でパーシスタンス処理などに代表

される平滑化処理を行ってノ イズ成分を除去 した高い 比の弾性画像を生成

することが知 られている。本発明によれば、変位勾配特徴量があらかじめ設

定 された閾値よ り小さい、つま り超音波探触子のスキヤン方向に沿った傾き

が許容できる状態で圧迫されて得 られたフレームのみを選択 して合成するの

で、よ り精度の高い弾性画像を得ることができる。

００ また、画像合成手段は、変位勾配特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り

小さい複数の変位フレームを選択 して、選択された複数の変位フレームのそ

れぞれを、ビームラインごとの変位に対する補正係数に基づいて補正して、

補正された複数の変位フレーム、補正された複数の変位フレームに基づく複

数の弾性情報フレーム、或いは補正された複数の変位フレームに基づく複数

の弾性画像フレームのいずれかを選択 して、選択された複数のフレームを合

成 して弾性画像を生成することができる。 これによれば、超音波探触子のス

キヤン方向に沿った傾きが許容できる状態で圧迫されて得 られたフレームの

みを選択 し、さらにこれらを補正係数に基づいて傾きがない状態に擬似的に

補正して合成するので、よ り一層弾性画像の精度を高めることができる。

００ 8 また、血流による拍動を利用 して被検体の断層部位の組織を圧迫 して弾性

画像を生成する場合に、勾配検出手段は、スキヤン方向における変位勾配に

基づいて超音波探触子のスキヤン方向の拍動による圧迫方向に対する傾き角



度を求め、求めた傾き角度に応 じて超音波のビーム角度を変えるよう構成す

ることができる。

００ つま り、拍動を利用 して被検体の断層部位の組織を圧迫する場合、拍動に

よる圧迫方向と超音波のビーム送受信方向が同 じ或いは反対のべク トルをも

つように超音波探触子を配置するのが望ましい。言い換えれば拍動による圧

迫方向と超音波探触子の超音波送受信面が直交するのが望ましい。 しかし超

音波探触子をこのような望ましい状態に配置するのが難 しい場合 もある。そ

こで、スキヤン方向における変位勾配に基づいて超音波探触子のスキヤン方

向 (超音波送受信面) が拍動による圧迫方向に対 して何度傾いているかを求め

て、超音波のビーム送受信方向と拍動による圧迫方向が同 じ或いは反対のべ

ク トルをもつように超音波のビーム角度を変えている。 これによって、拍動

を利用 した弾性画像をよ り診断に適 したものとすることができる。

０００ さらに、超音波を送受信するステップと、計測された反射エコー信号に基

づいて変位を計測 し、変位に基づいて弾性画像を構成するステップと、弾性

画像を表示するステップとを含む弾性画像表示方法であって、超音波送受信

方向に直交するスキヤン方向の変位勾配を求めるステップと、該求められた

変位勾配に基づいて補正係数を求めるステップと、該求められた補正係数に

基づいて弾性画像を補正するステップを含む弾性画像表示方法もある。検者

は自らの圧迫手技に依存することな く簡便に診断に適 した弾性画像を得るこ

とができる。

発明の効果

００ 本発明によれば、検者の圧迫手技に依存することな く簡便に診断に適 した

弾性画像を得ることができる。

図面の簡単な説明

００ 図 本実施形態の超音波診断装置の全体構成を示すブロック図

図 圧迫手技が適切でない場合の弾性画像などの例を示す図

図3 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図



図 勾配検出部等の第3実施例の処理を説明する図

図 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図8 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図 変位がプラス とマイナスにある場合 とプラスだけの場合の補正係数の求

め方の一例を示すもの

図 ０変位がプラス とマイナスにある場合 とプラスだけの場合の補正係数の

求め方の一例を示すもの

図 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図 勾配検出部等の第8実施例の処理を説明する図

図 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図 拍動による圧迫方向と超音波送受信方向の傾き角度の求め方の一例を

示す図

図 勾配検出部等の第 ０実施例の処理を説明する図

図 勾配検出部等の第 実施例の処理を説明する図

図 8 超音波のビームラインの深度方向に沿って設定 した複数の変位勾配特

徴量の算出領域 (M心領域 ) のそれぞれについて変位勾配特徴量を求める例を

示す図

発明を実施するための形態

００ 以下、本発明を適用 してなる超音波診断装置の実施形態を説明する。なお

、以下の説明では、同一機能部品については同一符号を付 して重複説明を省

００ 図 は本実施形態の超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。図

に示すように、超音波診断装置 には、被検体 ０に当接 させて用いる超音波

探触子 と、超音波探触子 を介 して被検体 ０に時間間隔をおいて超音波を

繰 り返 し送信する送信部 と、被検体 ０から発生する時系列の反射エコー信

号を受信する受信部 と、送信部 と受信部 を制御する超音波送受信制御



部 と、受信部 で受信 された反射エコーを整相加算する整相加算部 8 とが

備えられている。

００ また、整相加算部 8からの 「信号フレームデータに基づいて被検体の濃淡

断層画像例えば白黒断層画像を構成する断層画像構成 と、断層画像構成

の出力信号を画像表示器 の表示に合 うように変換する白黒スキヤンコ

ンバータ とが備えられている。

００ また、整相加算部 8から出力される 「信号フレームデータを記憶する 「信

号保存部 と、保存された少な く とも 枚の 「信号フレームデータを選択する

「信号フレームデータ選択部 8 と、取得時刻の異なる少な く とも 枚の 「信号

フレームデータに基づいて被検体 ０の生体組織の変位を計測する変位計測部3

0 と、変位計測部 ０からの出力に基づいて超音波探触子 のスキヤン方向の変

位勾配等を検出する勾配検出部 ０とが備えられている。勾配検出部 ０の詳細

については以後述べる。

００ また、変位計測 3 で計測された変位情報から歪み又は弾性率などの弾性

情報を求める弾性情報演算部 と、弾性情報演算 3 で演算 した歪み又は弾

性率からカラー弾性画像を構成する弾性画像構成部3 と、弾性画像構成

の出力信号を画像表示器 の表示に合 うように変換するカラースキヤンコ ン

バータ3 と、弾性画像構成 から出力される取得時刻の異なる弾性画像フ

レーム間でパーシスタンス処理等の平滑化処理を行ってカラースキヤンコ ン

バータ3 に出力する画像合成部38 とが備えられている。

００ 8 また、白黒スキヤンコ ンバータ から出力される白黒断層画像と、カラー

スキヤンコ ンバータ3 から出力されるカラー弾性画像を重ね合わせたり、並

列に表示させたり、切替を行 う切替加算部 と、切替加算部 から出力され

た画像を表示する画像表示器 とが備えられている。また、切替加算部 及

びその他各機能ブロックを制御する画像系制御部 と、画像系制御部 に指

示を与えるキーボー ド、マウス、タ ッチパネル等のインターフェイス部 と

、超音波探触子 に設けられ被検体 ０を圧迫 した際の応力を検出して勾配検

出部 ０に出力する圧力計測部 とが備えられている。



００ ここで、超音波診断装置 について詳細に説明する。超音波探触子 は、複

数の振動子を配設 して形成されており、被検体 ０に振動子を介 して超音波を

送受信する機能を有 している。送信部 は、超音波探触子 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ともに、送信 される超音波の

収束点をある深さに設定する機能を有 している。

００3０ 受信部 は、超音波探触子 で受信 した反射エコー信号について所定のゲ

インで増幅 して 「信号すなわち受波信号を生成するものである。整相加算部

8は、受信部 で増幅された 「信号を人力 して位相制御 し、一点又は複数の収

束点に対 し超音波 ビームを形成 して 「信号フレームデータを生成するもので

ある。

００3 断層画像構成部 ０は、整相加算部 からの 「信号フレームデータを人力 し

てゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行

い、断層画像データを得るものである。また、白黒スキヤンコ ンバータ は

、断層画像構成部 ０からの断層画像データをデジタル信号に変換する 変換

器と、変換 された複数の断層画像データを時系列に記憶するフレームメモ リ

と、制御 コ ン トローうを含んで構成されている。 この白黒スキヤンコ ンバー

タ は、フレームメモ りに格納された被検体内の断層フレームデータを 画像

として取得 し、取得された断像フレームデータをテ レビ同期で読み出すもの

である。

００3 「信号フレームデータ選択部 は、 「信号保存部 に格納された整相加算

部 8からの複数の 「信号フレームデータ群から 組すなわち少な く とも つの

「信号フレームデータを選択する。例えば、整相加算部 8から時系列すなわち

画像のフレームレー トに基づいて生成される 「信号フレームデータを 「信号

保存部 に順次記憶 し、記憶 された 「信号フレームデータ ( ) を第 のデータ

として選択すると同時に、時間的に過去に記憶 された 「信号フレームデータ

群 ( 、 3 ) の中から つの 「信号フレームデータ ( ) を選択する

。なお、ここで 、 、 は 「信号フレームデータに付されたインデックス番号

であり、自然数 とする。



００33 そして、変位計測部3０は、選択された 組のデータすなわち 「信号フレーム

データ ( ) 及び 「信号フレームデータ ( ) から 次元或いは 次元相関処理を行

って、断層画像の各点に対応する生体組織における変位や移動ベク トルすな

わち変位の方向と大きさに関する 次元又は 次元変位分布を求める。 ここで

、移動ベク トルの検出にはブロックマッチング法を用いる。 ブロックマッチ

ング法とは、画像を例えば x 画素からなるブロックに分け、関心領域内の

ブロッウに着目し、着目しているブロッウに最も近似 しているブロッウを前

のフレームから探 し、これを参照 して予測符号化すなわち差分によ り標本値

を決定する処理を行 う。

００3 弾性情報演算部3 は、変位計測 30から出力される計測値、例えば移動ベ

ク トルと、圧力計測 から出力される圧力値とから断層画像上の各点に対

応する生体組織の歪みや弾性率を演算 し、その歪みや弾性率に基づいて弾性

画像信号すなわち弾性フレームデータを生成するものである。

００3 このとき、歪みのデータは、生体組織の移動量例えば変位を空間微分する

ことによって算出される。また、弾性率のデータは、圧力の変化を歪みの変

化で除することによって計算される。例えば、変位計測部3０によ り計測され

た変位をL ( ) 、圧力計測部 によ り計測された圧力を ) とすると、歪みA

は、L を空間微分することによって算出することができるから、 )

二 A L ( ) A という式を用いて求められる。また、弾性率データのヤング率

は、 二 ( A ( ) ) A ( ) という式によって算出される。 このヤング率

から断層画像の各点に相当する生体組織の弾性率が求められるので、 次元の

弾性画像データを連続的に得ることができる。なお、ヤング率とは、物体に

加えられた単純引張 り応カと、引張 りに平行に生 じるひずみに対する比であ

る。

００3 弾性画像構成部3 は、フレームメモ リと画像処理部とを含んで構成されて

おり、弾性情報演算部3 から時系列に出力される弾性フレームデータをフレ

ームメモ りに確保 し、確保された弾性フレームデータに対 し画像処理を行 う

ものである。



００3 カラースキヤンコ ンバータ3 は、弾性画像構成部3 からの弾性フレームデ

ータに色相情報を付与する機能を有 したものである。つま り、弾性フレーム

データに基づいて光の3原色すなわち赤 ( R ) 、緑 ( ) 、青 ( ) に変換するもので

ある。例えば、歪みが大きい弾性データを赤色 コー ドに変換すると同時に、

歪みが小さい弾性データを青色 コー ドに変換する。

００3 画像合成部００は、弾性画像構成部3 から出力される取得時刻の異なる弾性

画像フレーム間で加算平均処理、中央値を求める処理、又はパーシスタンス

処理などに代表 される平滑化処理を行ってノ イズ成分を除去 した高い 比の

弾性画像を生成 してカラースキヤンコ ンバータ3 に出力する。また、弾性画

像フレーム間のみならず、例えば変位計測部3０から出力される変位フレーム

間、弾性情報演算部3 から出力される弾性情報フレーム間などに平滑化処理

を施すこともできる。

００3 切替加算部 は、フレームメモ リと、画像処理部と、画像選択部とを備え

て構成されている。 ここで、フレームメモ りは、白黒スキヤンコ ンバータ

からの断層画像データ とカラースキヤンコ ンバータ3 からの弾性画像データ

とを格納するものである。また、画像処理部は、フレームメモ りに確保 され

た断層画像データ と弾性画像データ とを合成割合を変更 して合成するもので

ある。合成画像の各画素の輝度情報及び色相情報は、白黒断層画像とカラー

弾性画像の各情報を合成割合で加算 したものとなる。 さらに、画像選択部は

、フレームメモ り内の断層画像データ と弾性画像データ及び画像処理部の合

成画像データのうちから画像表示器 に表示する画像を選択するものである

０００ 本実施形態の超音波診断装置 のように弾性画像を生成 して表示する場合、

被検体 ０の断層部位の組織の圧迫を行なう必要がある。例えば超音波探触子

を被検体 ０の体表に当接 させて初期圧迫状態 (例えば ～０ 程度の歪みが

生 じた状態 ) まで加圧 し、この初期圧迫状態から超音波探触子 を押 し きし

て例えば０・ ～ 程度の微少な歪み変化を生 じさせる。 このよ うに検者の

手動によ り超音波探触子 を操作 して超音波送受信面で被検体を圧迫する手



法は、リアルタイム性、簡便性、分解能、コス トといった点では利点がある

が、圧迫が適切に行なわれないと診断に適 した弾性画像が得 られず、検者の

圧迫手技に依存することが問題 として挙げられる。

００ 図 は圧迫手技が適切でない場合の弾性画像等の例を示す図である。図 左

のように、被検体 ０の圧迫前の体表面 (図 左の破線 ) に対 して超音波探触子は

がスキヤン方向に沿って傾いた状態で圧迫されると、被検体 ０の組織が片押

しされた状態にな り均一に加圧されない。なお、スキヤン方向とは、超音波

送受信方向に直交する方向 (体表面に沿った方向) であり、いわゆる走査方向

である。スキヤン方向に沿った応力は図 右上のグラフに示すようにな り、そ

の結果、図 右下のようにスキヤン方向の組織歪みに偏 りが生 じた弾性画像が

生成されてしまう。 このような弾性画像は被検体 ０の診断対象部位の弾性を

適切に反映 していないおそれがあるため、診断には適 さない画像となる。

００ 本実施形態の超音波診断装置 は、このような問題に対 して、検者の圧迫手

技に依存することな く簡便に診断に適 した弾性画像を得るために、勾配検出

部 ０を設け、勾配検出部 ０での検出結果に応 じて各種処理を施 している。以

下、本実施形態の特徴部である勾配検出部 ０等の詳細について各実施例を用

いて説明する。

実施例

００ 3 図3は勾配検出部 ０等の第 実施例の処理を説明する図である。図3 (a ) は勾

配検出部 ０の詳細構成を示す図である。図3 (a ) に示すように、勾配検出部 ０

は、変位計測 3 から出力された変位フレームのビームラインごとの変位の

平均等を求めて変位勾配を算出する変位勾配算出回路 ０と、求められた変位

の平均等による変位勾配に基づいてビームラインごとの補正係数を求める補

正係数算出回路 と、補正係数に基づいて変位フレームを補正する変位フレ

ーム補正回路 とを備えて構成される。また、変位勾配算出回路 ０は、変位

フレームのビームラインごとの変位の特徴量を算出する領域を設定する特徴

量算出領域設定部 を有 しており、特徴量算出領域設定部 で設定 された領

域について変位勾配を算出する。変位フレーム補正回路 で補正された変位



フレームは例えば弾性画像構成部3 に出力される。

００ 以下、変位勾配算出回路 ０、補正係数算出回路 、変位フレーム補正回路

等によ り実行される第 実施例の処理を説明する。図3 (b) は フレーム間の被

検体の断層部位の組織の変位量の分布を模式的に示 したものである。超音波

探触子 表面の応力が均一にならずに偏 りがある場合には、図3 (b) のように

各 ビームラインにおける変位量の分布に偏 りが生 じる。そこで、変位勾配算

出回路 ０は、図3 の様に各 ビームライン (d ～ : は自然数 ) の例えば複数

計測点の変位量を平均、加減、乗除、 乗などすることによ り、ビームライン

ごとの変位の特徴量として算出する。例えば変位量の平均を変位特徴量とし

て図3 ( ) の様にビームラインごとに並べると、大きな応力が印加されたライ

ンでは変位の特徴量が大きくな り、小さな応力のラインでは変位の特徴量は

小さ くなる。変位勾配算出回路 ０は、各 ビームラインの変位の特徴量を結ぶ

ことによ り図3 ( ) のように超音波探触子 のスキヤン方向の変位勾 ０を求

める。なお、被検体 ０の断層部位には、ほぼ一様な弾性を有する組織と、こ

の組織とは弾性が異なる診断対象の組織とが含まれていることを想定 してい

る。

００ 続いて、補正係数算出回路 は、図3 ( ) のようにビームラインごとの変位

に対する補正係数 を算出する。補正係数 とは、超音波探触子 のスキヤン

方向に沿った傾きを補正する係数である。つま り超音波探触子 がスキヤン

方向に沿って傾いた状態で圧迫されたときに、計測された変位を補正するた

めの係数である。言い換えれば、超音波探触子がスキヤン方向に沿って傾い

ていない状態で圧迫された弾性画像を擬似的に生成するための係数である。

補正係数算出回路 は、例えば補正係数 を、走査ラインの変位平均の最大

を基準として、補正係数 c 二d a x d の様にして求めることができる。

００ 補正係数 が求められたら、変位フレーム補正回路 は、図3 ( ) に示すよ

うに、補正係数 に基づいてビームラインごとの変位を補正して弾性画像を

生成する。変位フレーム補正回路 は、例えばビームラインごとの補正係数

と各ラインの変位量を乗算することによ り補正後の変位を取得することがで



きる。なお変位フレーム補正回路 は、補正係数 に基づいて変位フレーム

、弾性情報フレーム、そして弾性画像構成部3 で補正された弾性フレームデ

ータに画像処理を行い、カラースキヤンコ ンバータ3 で弾性フレームデータ

に色相情報を付与 し、弾性画像を生成することができる。なお、本実施例で

は、変位による変位勾配を求めたが、変位が元となる歪み、弾性率、粘性等

のパラメータによる勾配も変位勾配に含まれるものとする。

００ 本実施例によれば、たとえ超音波探触子 がスキヤン方向に沿って傾いた

状態で被検体 ０を圧迫 したとしても、スキヤン方向の変位勾配に基づいて超

音波探触子 の傾きを補正するような補正係数を補正係数算出回路 によっ

て求め、この補正係数に基づいて変位フレーム補正回路 によって弾性画像

を補正しているので、超音波探触子 が傾いていない状態で圧迫されて生成

された弾性画像を擬似的に生成することができる。その結果、検者は自らの

圧迫手技に依存することな く簡便に診断に適 した弾性画像を得ることができ

る。

実施例 2

００ 図 は勾配検出部 ０等の第 実施例の処理を説明する図である。勾配検出部

0の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、補正係

数算出回路 、変位フレーム補正回路 等によ り実行される第 実施例の処理

を説明する。なお第 実施例と同様の部分の説明は省略する。本実施例では、

変位勾配算出回路 ０は、図 ( ) のように変位勾 ０を求めた後、図 (c ) に

示すように各 ビームラインの変位の特徴量の平均に基づいて変位勾配を補正

する。変位勾配算出回路 ０は、例えば各 ビームラインの変位特徴量の平均 (

p a ) を、 p a 二 三 d ( : ビームライン数 ) によ り求め、求められ

た変位特徴量の平均値を a として、ビームライン に対応する変位特徴量

とする。そしてd a とビームラインd に対応する変位特徴量０とを直線で結

んで、これを補正された変位勾 とする。

００ 変位勾配を補正した後は第 実施例と同様に補正係数算出回路 でビームラ

インごとの補正係数 を求めて、変位フレーム補正回路 で補正係数 に基



づいてビームラインごとの変位を補正して弾性画像を生成する。本実施例に

よれば、例えば一様な弾性を有する組織の中に弾性が異なる組織が多少含ま

れていたとしても、その組織による影響を排除した安定な変位勾配を得るこ

とができ、超音波探触子 の傾きの程度をよ り精度よ く求めることができる

実施例 3

０００ 図 は勾配検出部 ０等の第3実施例の処理を説明する図である。勾配検出部

0の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、補正係

数算出回路 、変位フレーム補正回路 等によ り実行される第3実施例の処理

を説明する。なお第 ， 実施例と同様の部分の説明は省略する。本実施例で

は、変位勾配算出回路 ０は、図 (c )のように補正された変位勾 を求め

た後、この変位勾配をあらかじめ設定 された超音波探触子のスキヤン方向に

おける応力分布係数 に基づいてさらに補正するものである。例えば、変位

勾配算出回路 ０は、補正された変位勾 にあらかじめ設定 された超音波探

触子のスキヤン方向における応力分布係数 を掛けて変位勾配を求める。な

お、変位勾配算出回路 ０は、第 実施例で求められた変位勾 ０に対 して応力

分布係数 を掛けて補正することもできる。

００ 変位勾配を補正 した後は第 実施例と同様に補正係数算出回路 でビームラ

インごとの補正係数 を求めて、変位フレーム補正回路 で補正係数に基づ

いてビームラインごとの変位を補正して弾性画像を生成する。本実施例によ

れば、超音波探触子 で被検体を圧迫する際の応力分布の特性を考慮 して補

正係数の精度を向上させることができる。

つま り、超音波探触子 のスキヤン方向の両端部では被検体を圧迫 したとき

の応力が被検体の圧迫両端部よ り外側に分散されやすいことから、応力分布

はスキヤン方向に沿って凸状にな りやすい。そこで、超音波探触子 のスキ

ヤン方向における応力分布係数 をあらかじめ実験或いはシ ミ ュレーシ ョン

等によって求めて超音波診断装置に設定 しておき、変位勾配算出回路 ０によ

って応力分布係数に基づいてスキヤン方向における変位勾配を補正して、補



正係数算出回路 によって補正された変位勾配に基づいて補正係数を求める

ことによ り、補正係数の精度を向上させることができる。

実施例 4

００ 図 は勾配検出部 ０等の第 実施例の処理を説明する図である。勾配検出部

0の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、補正係

数算出回路 、変位フレーム補正回路 等によ り実行される第 実施例の処理

を説明する。なお第 実施例等と同様の部分の説明は省略する。第 ～3実施例

では特徴量算出領域設定部 が被検体の断層部位の変位フレーム全体を特徴

量算出領域 として設定 した場合を例示 したが、本実施例は、図 に示すよ

うに、特徴量算出領域設定部 が変位の特徴量を算出する際の特徴量算出領

域を深度方向に複数に分割 して設定するものである。言い換えれば、特徴量

算出領域設定部 は、超音波のビームラインの深度方向に沿って複数の特徴

量算出領域 (M心領域 ) を設定 して、変位勾配算出回路 ０は、それぞれの特徴

量算出領域について変位特徴量を算出して変位勾 ０を求めるものである。

００ 3 本実施例では、特徴量算出領域設定部 は、図 に示すように超音波 ビ

ームの深さ方向に例えば3つの領域 ～(3) を設定 し、変位勾配算出回路 ０は

、図 に示すように、領域 ～(3) のそれぞれについて変位勾 ０を求め

ている。 さらに図 に示すように補正係数算出回路 は、領域 ～(3) の

それぞれについて補正係数 を求め、変位フレーム補正回路 は、各補正係

数に基づいて対応する各領域のビームラインごとの変位を補正して弾性画像

を生成する。例えば超音波 ビームの深度方向に弾性の異なる複数の臓器にま

たがっていると、変位分布が複雑にな り適切な弾性画像の補正が行なえない

場合がある。 この点本実施例によれば、弾性がおおよそ一様な組織 ごとに変

位勾配や補正係数を求めているので弾性画像に対 して適切な補正を行 う こと

ができる。

実施例 5

００ 図 は勾配検出部 ０等の第 実施例の処理を説明する図である。勾配検出部

0の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、補正係



数算出回路 、変位フレーム補正回路 等によ り実行される第 実施例の処理

を説明する。なお第 実施例等と同様の部分の説明は省略する。本実施例は、

図 に示すように、特徴量算出領域設定部 が特徴量算出領域を超音波の

ビームラインの深度方向の一部分に設定 して、変位勾配算出回路 ０がこの特

徴量算出領域について変位特徴量を算出して変位勾 ０を求めるものである

。変位勾 ０を求めた後の処理は第 実施例等と同様である。なお、特徴量算

出領域は、インターフェイス部 を介 して検者が任意で人力設定することも

できる し、被検体の断層部位の組織の弾性に応 じて特徴量算出領域設定部

が自動で設定するようにすることもできる。例えば特徴量算出領域設定部

は、被検体の断層部位において超音波のビームラインの深度方向に沿って複

数の特徴量算出領域 (M心領域 ) の候補領域を設定 して、これら複数の候補領

域のそれぞれにおいて組織の弾性 (変位、歪み、弾性率等) のバラツキを求め

、最もバラツキが小さい候補領域を特徴量算出領域 として設定する。

００ 本実施例によれば、例えば被検体の断層部位の上部に弾性の異なる組織が

混在 している場合に、特徴量算出領域設定部 によって弾性が一様である下

部にのみ特徴量算出領域を設定することによ り、変位勾配算出回路 ０によっ

て超音波探触子 の傾き度合い (変位勾 ) をよ り正確に求めることができる

。その結果、補正係数算出回路 によって適切な補正係数を得ることができ

るので、変位フレーム補正回路 によってよ り精度よ く弾性画像を補正する

ことができる。

実施例 6

００ 図8は勾配検出部 ０等の第 実施例の処理を説明する図である。勾配検出部

0の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、補正係

数算出回路 、変位フレーム補正回路 等によ り実行される第 実施例の処理

を説明する。なお第 実施例等と同様の部分の説明は省略する。本実施例は、

図8 に示すように、特徴量算出領域設定部 が特徴量算出領域を擬似組織

8に設定 して、変位勾配算出回路 ０がこの特徴量算出領域について変位特徴量

を算出して変位勾 ０を求めるものである。



００ なお、擬似組織 8は超音波探触子 の超音波送受信面に設けられ弾性が一

様でありかつ既知のものである。

００ 8 本実施例によれば、弾性が一様でありかつ既知の擬似組織 8 を用いること

によ り、変位勾配算出回路 ０によって検者の圧迫手技に起因して生 じる超音

波探触子 のスキヤン方向に沿った傾き (変位勾 ) をよ り正確に求めること

ができる。その結果、補正係数算出回路 によって適切な補正係数を得るこ

とができるので、変位フレーム補正回路 によってよ り精度よ く弾性画像を

補正することができる。

００ なお、上記の各実施例では、各 ビームラインの組織の変位は全てスキヤン

方向にプラスの変位があるとして説明してきたが、変位がスキヤン方向のプ

ラス とマイナスにある場合 も同様の考え方によ り補正係数算出回路 によっ

て補正係数を求めることができる。例えば図 は変位がプラス とマイナスにあ

る場合 とプラスだけの場合の補正係数の求め方の一例を示すものである。図

に示すように、変位にマイナスがある場合、補正係数算出回路 は、マイナ

スの変位に応 じて補正係数を求めることによ り、変位がプラスだけの場合 と

同様に適切な補正を行 う ことができる。また、図 ０は変位がプラス とマイナ

スにある場合 とプラスだけの場合の補正係数の求め方の一例を示すものであ

る。図 ０に示すように、変位にマイナスがある場合、補正係数算出回路 は

、マイナスの部分に絶対値化処理を施すことによ り変位がプラスだけの場合

と同様に適切な補正を行 う ことができる。

実施例

０００ 図 ， は勾配検出部 ０等の第 実施例の処理を説明する図である。本実施

例の勾配検出部 ０は、図 (a ) に示すように、変位計測部3０から出力された変

位フレームのビームラインごとの変位の平均等を求めて変位勾配を算出する

変位勾配算出回路 ０と、各 ビームラインの変位の平均等をライン間で微分す

る微分回路 と、変位勾配の特徴量を求める勾配特徴量検出回路 とを備え

て構成され、求められた変位勾配の特徴量は例えば弾性画像構成部3 などに

出力される。なお第 実施例等と同様の部分の説明は省略する。本実施例は、



被検体の断層部位の組織の変位のフレームごとに、変位勾配算出回路 ０によ

ってスキヤン方向における変位勾配を求め、求められた変位勾配に基づいて

微分回路 、勾配特徴量検出回路 によって変位勾配の特徴量を求め、画像

合成 38によって変位勾配の特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小さい

複数の変位フレーム等を選択 して合成するものである。

００ 図 は変位勾配の特徴量を求める一例を示す図である。図 (d) のように変

位勾配算出回路 ０によって変位勾 ０を求めるまでは第 実施例等と同様であ

る。本実施例では、微分回路 は、各 ビームラインの変位の特徴量をライン

間にて微分することによ り、図 の様な増減分を求める。例えばビームラ

インd とd の間の増減分はdd 二 (d d ) chで求められる。 c hはビーム

ライン間距離である。

００ さらに図 ) のように、勾配特徴量検出回路 は、ライン間の変位の増減

値を例えば加算することによって、ビームの開始点を基準とした変位勾配の

特徴量 (0 u l d x) を求める。つま り0 u l d x 二 U (dd ) ( 二０

～ ) となる。また、勾配特徴量検出回路 は、例えばライン間の変位の増

減値の加算平均を変位勾配の特徴量とすることもできる。つま り0 u I d

x 二 三 (d ) p a ( 二０～ ) とすることができる。 p n a は変

位の全体平均である。

００ 3 図 は変位勾配の特徴量に基づいて画像合成部3 によって複数の変位フレ

ーム等を選択 して合成する一例を示す図である。図 に示すように取得時刻

が異なる複数の変位フレーム ， ， があり、これらの変位勾配の特徴量 ( b

qu lnd x) はそれぞれ ００， 3 ， ０であったとする。また、変位フレームを選

別するためにあらかじめ設定 された閾値は であったとする。 この場合、画

像合成部38は、変位勾配の特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小さい変

位フレーム ， のみを選択 し、変位フレーム ， に対 してパーシスタンス処

理に代表 される合成処理 (平滑化処理 ) を実行する。

００ 本実施例によれば、画像合成 38は、変位勾配特徴量があらかじめ設定 さ

れた閾値よ り小さい、つま り超音波探触子 のスキヤン方向に沿った傾きが



許容できる状態で圧迫されて得 られた良質なフレームのみを選択 して合成す

るので、よ り精度の高い弾性画像を得ることができる。なお画像合成部38が

合成処理を施すのは変位フレームに限らず、変位勾配特徴量があらかじめ設

定 された閾値よ り小さい複数の変位フレームに基づく複数の弾性情報フレー

ム、或いは変位勾配特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小さい複数の変

位フレームに基づく複数の弾性画像フレームとすることもできる。

００ なお、変位勾配特徴量の閾値は、例えば乳腺、甲状腺、前立腺の様な診断

部位 ごとにあらかじめ超音波診断装置に設定 しておく こともできる し、検者

がインターフェイス部 を介 して人力或いは変更設定することもできる。

実施例 8

００ 図 3は勾配検出部 ０等の第8実施例の処理を説明する図である。勾配検出部

０の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、微分回

路 、勾配特徴量検出回路 、画像合成 3 、補正係数算出回路 、変位フ

レーム補正回路 等によ り実行される第8実施例の処理を説明する。なお第

， 実施例等と同様の部分の説明は省略する。本実施例は、画像合成 3 によ

って変位勾配特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小さい複数の変位フレ

ームを選択 して、選択された複数の変位フレームのそれぞれを補正係数に基

づいて変位フレーム補正回路 によって補正して、画像合成部38によって補

正された複数の変位フレーム等を合成するものである。

００ 図 3に示すように、取得時刻が異なる複数の変位フレーム ， ， があり、

これらの変位勾配の特徴量 (0 u l d x) はそれぞれ ００， 3， ０であったと

する。また、変位フレームを選別するためにあらかじめ設定 された閾値は

であったとする。 この場合、画像合成部38は、変位勾配の特徴量があらかじ

め設定 された閾値よ り小さい変位フレーム ， のみを選択する。変位フレー

ム補正回路 は、変位フレーム ， に対 して補正係数 に基づいて補正を行

う。そして、画像合成 3 は、補正がなされた変位フレーム ， に対 してパ

ーシスタンス処理に代表 される合成処理 (平滑化処理) を実行する。

００ 本実施例によれば、画像合成 38によって超音波探触子のスキヤン方向に



沿った傾きが許容できる状態で圧迫されて得 られた良質なフレームのみを選

択 し、さらにこれらを変位フレーム補正回路 によって補正係数に基づいて

傾きがない状態に擬似的に補正して、画像合成部 0によって合成するので、

よ り一層弾性画像の精度を高めることができる。なお、画像合成部 は、補

正がなされた複数の変位フレームに基づく複数の弾性情報フレーム、或いは

補正がなされた複数の変位フレームに基づく複数の弾性画像フレームを選択

して合成することもできる。

実施例

００ 図 は勾配検出 等の第 実施例の処理を説明する図である。本実施

例の勾配検出 は、図 (a ) に示すように、第 実施例と同様の変位勾配算

出回路 ０と、変位勾配算出回路 ０で求められた変位勾配に基づいて超音波探

触子のスキヤン方向が拍動による圧迫方向に対 してどの程度傾いているかを

求める傾き角度算出回路 とを備えて構成される。なお第 実施例等と同様の

部分の説明は省略する。本実施例は、血流による拍動を利用 して被検体の断

層部位の組織を圧迫 して弾性画像を生成する場合に、変位勾配に基づいて傾

き角度算出回路 によって超音波探触子のスキヤン方向の拍動による圧迫方

向に対する傾き角度を求め、求めた傾き角度に応 じて超音波送受信制御部

によって超音波のビーム角度を変えるものである。

０００ 図 は超音波のビーム角度を変える手法の一例を示す図である。例えば肝

臓、膵臓等、心臓や大動脈に隣接する組織の弾性画像を得る場合は、手動又

は機械的に組織を歪ませな くても、拍動を使 う ことによ り組織歪みが得 られ

る。 しかし、弾性画像を得るためには、超音波 ビーム送受信方向と組織の歪

み方向が同 じ或いは反対のべク トルを持つ必要がある。言い換えれば、拍動

による圧迫方向と超音波のビーム送受信方向が平行になるのが望ましい。 し

かし超音波探触子 をこのような望ましい状態に配置するのが難 しい場合 も

ある。

００ すると、図 に示すように、拍動による圧迫方向と超音波送受信方向と

が斜めに交わる状態となる。 この場合図 に示すように、超音波探触子は



のスキヤン方向に沿った組織の変位に勾配が生 じる。そこで、図 に示す

ように、傾き角度算出回路 は、スキヤン方向における変位勾配に基づいて

超音波探触子 のスキヤン方向が拍動による圧迫方向に対 してどの程度傾い

ているかを求め、求められた傾き角度に応 じた角度補正データを超音波送受

信制御部 に送 り、超音波送受信制御部 は、拍動による圧迫方向と超音波

送受信方向が同 じ或いは反対のべク トルをもつように超音波のビーム角度を

変える。

００ 図 は拍動による圧迫方向と超音波送受信方向の傾き角度の求め方の一例

を示す図である。まず第 実施例等と同様に変位勾配算出回路 ０によって図帖

(a) のように変位勾配を求める。続いて図 に示すように、傾き角度算出

回路 は、表示画像のスキヤン方向及び深度方向の画像サイズを求める。表

示画像は例えば白黒 モー ド画像でも弾性画像であってもよい。続いて図 (c

) に示すように、傾き角度算出回路 は、弾性画像上に変位勾配を描画する。

続いて図 に示すように、傾き角度算出回路 は、表示画像上での変位勾

配の長さを求める。続いて図 に示すように、傾き角度算出回路 は、ス

キヤン方向の画像サイズを例えば ０ とし、変位勾配の長さを例えば ０ と

すると、拍動による圧迫方向と超音波送受信方向の傾き角度 (変位勾 ) を、 (

変位勾配) 二 ( ０ ０) によ り求める。

００ 3 傾き角度が求められたら、傾き角度算出回路 は、超音波送受信制御部

に角度補正データを出力する。超音波送受信制御部 は角度補正データに応

じて各 ビームラインの送信パルスの遅延時間を制御 して拍動による圧迫方向

と超音波送受信方向が同 じ或いは反対のべク トルをもつように超音波のビー

ム角度を変える。本実施例によれば、超音波探触子 の配置の制約によ り拍

動による圧迫方向と超音波送受信方向が同 じ或いは反対のべク トルをもつよ

うにするのが難 しい場合であっても、拍動を利用 した弾性画像をよ り診断に

適 したものとすることができる。

００ また、画像表示器 6に被検体 ０の体表及び超音波探触子 を模 した図を表

示 し、求められた超音波探触子 のスキヤン方向の傾き角度に応 じて、超音



波探触子 を模 した図の被検体 ０の体表に対する傾き角度を変えて画像表示

器 に表示することによ り、超音波探触子 の傾きの度合いを分かり易 く検

者にフィー ドバックすることもできる。

実施例 ０

００ 図 は勾配検出部 ０等の第 ０実施例の処理を説明する図である。勾配検出

部 ０の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、微分

回路 、勾配特徴量検出回路 等によ り実行される第 ０実施例の処理を説明

する。なお第 ， 実施例等と同様の部分の説明は省略する。本実施例は、第

実施例と同様に、変位フレームごとに変位勾配算出回路 ０によってスキヤン

方向における変位勾配を求め、求められた変位勾配に基づいて微分回路

勾配特徴量検出回路 によって変位勾配の特徴量 (0 u l d x) を求め、変

位勾配特徴量を画像表示器 に時間軸に沿ってグラフ表示等するものである

００ 超音波探触子 を用いて手動で被検体を圧迫する場合、検者の手ぶれの影

響からスキヤン方向の応力に偏 りが発生するが、この偏 りは例えば図 (a)～
(c) のようにある時相 (a) では ００， ある時相 (b) では0， ある時相 (c) では 8０と

いうように時間経過にともなって変化する場合がある。そこで、本実施例は

、変位フレームごとに変位勾配算出回路 ０によってスキヤン方向における変

位勾配を求め、求められた変位勾配に基づいて微分回路 、勾配特徴量検出

回路 によって変位勾配の特徴量 (0 i u l d x) を求めることによ り、図

(d) に示すように、縦軸を変位勾配特徴量、横軸を時間として変位勾配特徴量

の時間経過にともなう変化をグラフ表示 している。

００ 本実施例によれば、変位勾配特徴量 (0 i u l d x) の時間的な変化を表示

することによ り、検者に手ぶれの様子をフィー ドバックすることができるの

で、圧迫の質を向上することができる。

実施例

００ 8 図 は勾配検出部 ０等の第 実施例の処理を説明する図である。勾配検出

部 ０の詳細構成は第 実施例と同様である。以下、変位勾配算出回路 ０、微分



回路 、勾配特徴量検出回路 等によ り実行される第 ０実施例の処理を説明

する。なお第 ， 実施例等と同様の部分の説明は省略する。本実施例は、変

位フレームごとの断層部位の組織の変位等の平均値の時間軸に沿ったグラフ

と、変位勾配特徴量の時間軸に沿ったグラフを画像表示器 に表示等するも

のである。

００ 検者による圧迫が適切であることの指標 として、変位平均、歪み平均、応

力平均、 トラッキンヴを使 った距離計測などが挙げられるが、本実施例は、

第 実施例等で変位勾配算出回路 ０、微分回路 、勾配特徴量検出回路 によ

って求められた変位勾配特徴量 (0 i u l d x) の時間的な変化と、圧迫量の

時間的な変化を同時に画像表示するものである。図 に示すように、上段に

は変位勾配特徴量 (0 i u I d x) の時間的な変化が、下段には圧迫量の時間

的な変化が表示される。圧迫量とは変位、歪み等の弾性情報、或いは応力な

どの平均であり、それぞれ変位計測部3０、弾性情報演算部3 、圧力計測

によ り求められる。検者はこの両方のグラフが適切になるように超音波探触

子 の操作を行なう ことによ り圧迫の ua l i yを向上させて診断に適 した弾性

画像を得ることができる。

０００ また、図 に示すように、勾配特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小

さ く超音波探触子 による被検体の圧迫角度が適切な時相と、超音波探触子

による被検体の圧迫量が適切な時相とを求め、両時相が重なった領域を良画

像領域 ０として表示することができる。良画像領域8０は時間軸に沿って複数

表示することもできる。 これによれば、検者は良画像領域8０が表示され続け

るように超音波探触子 を操作すればよいので、よ り圧迫手技を適切に行な

って診断に適 した弾性画像を得ることができる。

００8 圧迫量が適切な時相は、圧迫量の時間的な変化のグラフに基づいて求める

ことができる。例えば圧迫量があらかじめ設定 された閾値の範囲内であるこ

とや、圧迫がなめらかに繰 り返 されているかなどを条件に求めることができ

る。圧迫がなめらかに繰 り返されているか否かは、例えば圧迫量がプラスに

なった後マイナスになるまでの区間 (例えば０～とする) において、０～ の



区間では圧迫量が増加 し、 ～の区間では圧迫量が減少 して左右対称にな

っていることなど (左右対称性) を条件に求めることができる。圧迫量がマイ

ナスになった後プラスになるまでの区間についても同様である。

００8 また、変位勾配特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小さ く超音波探触

子 による被検体の圧迫角度が適切な時相と、超音波探触子 による被検体

の圧迫量が適切な時相とを求め、両時相が重なるフレーム (例えば弾性画像フ

レーム) をフリーズ後に自動的に選択 してそのフレームに基づく弾性画像を画

像表示器 に表示することもできる。 これによれば、圧迫の状態が良 く診断

に適 した弾性画像が自動的に選択されるので、診断効率を向上することがで

きる。

００8 なお、上記の説明では フレームに対 して特徴量算出領域設定部 によって

つの特徴量算出領域を設定 し、変位勾配算出回路 ０、微分回路 、勾配特徴

量検出回路 によって変位勾配特徴量を つ求める例を示 したが、これに限ら

ず フレームに対 して特徴量算出領域設定部 によって複数の特徴量算出領域

を設定 し、変位勾配算出回路 ０、微分回路 、勾配特徴量検出回路 によっ

て複数の変位勾配特徴量を求めることもできる。つま り図 8に示すように、

特徴量算出領域設定部 は、超音波のビームラインの深度方向に沿って複数

の変位勾配特徴量の算出領域 ( 心領域 ) を設定 して、変位勾配算出回路 ０

微分回路 、勾配特徴量検出回路 は、それぞれの領域について実施例 等と

同様の演算によ り複数の変位勾配特徴量を求めることができる。

符号の説明

００8 超音波診断装置、 ０ 被検体、 超音波探触子、 画像表示器、

「信号保存部、 8 「信号フレームデータ選択部、 ０ 変位計測部、3

弾性情報演算部、3 弾性画像構成部、 ０ 勾配検出部、 ０ 変位勾配、

補正係数、 補正された変位勾配、 応力分布係数



請求の範囲

請求項 被検体との間で超音波を送受信する超音波探触子と、該超音波探触

子で計測された反射エコー信号に基づいて変位を計測する変位計測手

段と、該計測された変位に基づいて弾性画像を構成する弾性画像構成

手段と、前記弾性画像を表示する画像表示器とを備えた超音波診断装

置であって、

超音波送受信方向に直交するスキヤン方向の変位勾配を求め、該求

められた変位勾配に基づいて補正係数を求める勾配検出手段を有 し、

前記弾性画像構成手段は、該求められた補正係数に基づいて前記弾性

画像を補正することを特徴 とする超音波診断装置。

請求項 前記補正係数は、前記超音波探触子がスキヤン方向に沿って傾いて

いない状態で圧迫された前記弾性画像を擬似的に生成する係数である

ことを特徴 とする請求項 記載の超音波診断装置。

請求項3 前記勾配検出手段は、超音波のビームラインの変位に基づいて前記

スキヤン方向における変位勾配を求めることを特徴 とする請求項 の

超音波診断装置。

請求項 前記勾配検出手段は、前記 ビームラインごとの変位の平均に基づい

て前記スキヤン方向における変位勾配を求めることを特徴 とする請求

3 載の超音波診断装置。

請求項 前記勾配検出手段は、あらかじめ設定 された前記超音波探触子のス

キヤン方向における応力分布係数に基づいて前記スキヤン方向におけ

る変位勾配を求めることを特徴 とする請求項3 載の超音波診断装置

請求項 前記勾配検出手段は、前記超音波のビームラインの深度方向に沿っ

て設定 された複数の関心領域のそれぞれについて前記変位勾配を求め

、該求められた各関心領域の変位勾配に基づいて関心領域 ごとに前記

補正係数を求める請求項3 載の超音波診断装置。

請求項 前記変位勾配は、前記変位が元となるパラメータによる勾配も含む



ことを特徴 とする請求項 記載の超音波診断装置。

請求項8 前記勾配検出手段は、取得時刻の異なる一対の 「信号フレームデー

タに基づく断層部位の組織の変位のフレームごとに、前記スキヤン方

向における変位勾配に基づいて変位勾配の特徴量を求めるものであり

前記変位勾配特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小さい複数の

変位フレーム、該複数の変位フレームに基づく複数の弾性情報フレー

ム、或いは前記複数の変位フレームに基づく複数の弾性画像フレーム

のいずれかを選択 して、選択された複数のフレームを合成 して前記弾

性画像を生成する画像合成手段を備えてなる請求項 記載の超音波診

請求項 前記画像合成手段は、前記変位勾配特徴量があらかじめ設定 された

閾値よ り小さい複数の変位フレームを選択 して、選択された複数の変

位フレームのそれぞれを、前記 ビームラインごとの変位に対する補正

係数に基づいて補正して、補正された複数の変位フレーム、該補正さ

れた複数の変位フレームに基づく複数の弾性情報フレーム、或いは前

記補正された複数の変位フレームに基づく複数の弾性画像フレームの

いずれかを選択 して、選択された複数のフレームを合成 して前記弾性

画像を生成する請求項8 載の超音波診断装置。

請求項 ０ 血流による拍動を利用 して前記被検体の断層部位の組織を圧迫 して

前記弾性画像を生成する場合に、

前記勾配検出手段は、前記スキヤン方向における変位勾配に基づい

て前記超音波探触子のスキヤン方向の前記拍動による圧迫方向に対す

る傾き角度を求め、該求めた傾き角度に応 じて前記超音波のビーム角

度を変える請求項 記載の超音波診断装置。

請求項 前記勾配検出手段は、取得時刻の異なる一対の 「信号フレームデー

タに基づく前記断層部位の組織の変位フレームごとに、前記スキヤン

方向における変位勾配に基づいて変位勾配の特徴量を求めるものであ



前記求められた変位勾配特徴量を前記画像表示器に時間軸に沿って

グラフ表示する請求項 記載の超音波診断装置。

請求項 前記変位フレームごとの前記断層部位の組織の変位の平均値の時間

軸に沿ったグラフと、前記変位勾配特徴量の時間軸に沿ったグラフを

前記画像表示器に表示 し、

前記断層部位の組織の変位の平均値の時間軸に沿ったグラフに基づ

いて前記超音波探触子による前記被検体の圧迫量が適切な時相を求め

るとともに、前記変位勾配特徴量があらかじめ設定 された閾値よ り小

さ く前記超音波探触子による前記被検体の圧迫角度が適切な時相を求

め、前記圧迫量と圧迫角度がともに適切な時相の弾性画像を選択 して

前記画像表示器に表示する請求項 記載の超音波診断装置。

請求項 3 前記勾配検出手段は、前記スキヤン方向における変位勾配に基づい

て前記超音波探触子のスキヤン方向の傾き角度を求めるものであり、

前記超音波探触子のスキヤン方向の傾き角度に応 じて、前記被検体

の体表及び前記超音波探触子を模 した図における前記超音波探触子を

模 した図の前記被検体の体表に対する傾き角度を変えて前記画像表示

器に表示する請求項 記載の超音波診断装置。

請求項 超音波を送受信するステップと、計測された反射エコー信号に基づ

いて変位を計測 し、変位に基づいて弾性画像を構成するステップと、

弾性画像を表示するステップとを含む弾性画像表示方法であって、

超音波送受信方向に直交するスキヤン方向の変位勾配を求めるステ

ップと、該求められた変位勾配に基づいて補正係数を求めるステップ

と、該求められた補正係数に基づいて弾性画像を補正するステップを

含むことを特徴 とする弾性画像表示方法。
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