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明 細 苦

手術文援情報表示装置、手術文援情報表示方法及び手術文援情報表

示プログラム

技術分野

０００1 本発明は、内視鏡にょり撮像された画像に関する情報を術者等に提供する手術支

援情報表示装置、手術支援情報表示方法及び手術支援情報表示プログラムに関す

る。

背景技術

０００2 従来から、内視鏡等の手術器具が忠者の体内に挿入されたときに、当該手術器具

の先端の正確な位置を術前に撮影されたC (Compu ed Tomog aph )や (Mag

ne c Reso nance mag ng) にょる画像上に表示し、術者を支援する手術ナビゲーショ

ン (手術支援情報表示) が行われている。しかしながら、これらの方法は何れも手術

器具やボインタなど器具の先端の位置を表示するのみで、内視鏡で撮像している部

位が、C や にょる術前画像のどの部分に相当するかを表示するものではない。

０００3 もし、内視鏡で撮像している部位 (内視鏡のモニタに表示されている術野) が術前

のC 等にょる画像のどこに相当するのかを確認することができれば、例えば術者は

左手に持った内視鏡で操作を加える場所を直視下に確認し、それが術前のC 等に

ょる画像のどの部位を観察しているかを認識しながら、右手で自由に任意の手術器

具を持ち替えて手術操作を連続して行ぅことができる。これにょり手術器具には特殊

なマーカを必要とせず、あらゆる器具を制限無く使用することができる。

０００4 これを解決する技術として、特許文献 において開示されているょぅな、内視鏡で観

察している部位を術前画像 (C ) に表示するものがある。

特許文献 1 :特開2００ ０4738 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 しかしながら、特許文献 に記載された方法は、忠者の体内に挿入される挿入部の

先端から忠者体内の術部までの距離を測定する距離測定手段 (スポット光照射にょ



る三角側最怯や超音波センザ等 を有する内視鏡を用いている。従って、この方怯は

、新たに特殊な内視鏡を必要とするといぅ問題点かある。また、距離側定手段を有す

ることにより、内視鏡の構造か複雑になると、梢毒等の日常業務て内視鏡あるレソまこ

れらの付加的な構成要素か損傷するおそれかある。また、内視鏡手術ては、吸引管

等の手術器具か内視鏡先端と忠者体内の術部の間に入ることか多く、この場合には

内視鏡の先端から忠者体内の術部まての距離を正確に側定することか困難になる。

更に、超音波センザを用いる場合は、例えは脳脊髄被や副鼻腔内の侵出被等の中

ては、超音波の速度か空気中とは典なるため、その速度を正確に知る必要かある。し

かしなから、脳脊髄被や侵出被に代表される体被は、個人差か大きい上に腫瘍や炎

症等の病状に影響されてその組成か変わるのて、超音波の速度を正確に算出するこ

とか不可能てある。そのため、内視鏡先端から忠者体内の術部まての距離の算出か

正確にてきないといぅ問題点かある。

０００6 本発明は、以上の問題点を解決するためになされたものてあり、新たに特殊な内視

鏡を用いることなく従来から用いられる内視鏡を用いて、内視鏡て撮像している部分

か忠者のとの部位に相当するかを正確に表示することかてきる手術支援 清報表示装

置、手術支援 情報表示方怯及ひ手術支援 情報表示プロクラムを提供することを目的

とする。

課題を解決するための手段

０００7 本発明に係る手術支援 清報表示装置は、忠者の内部に挿入されて当核内部を撮

像する内視鏡と、第 の座標軸上における、内視鏡か挿入される忠者の内部を構成

する面及ひ当核忠者の表面の三次元形状を示す情報を取得する忠者形状取得手

段と、忠者に内視鏡か差し込まれるときに、忠者の表面を撮像する撮像手段と、撮像

手段により撮像された忠者の表面の画像から、第2の座標軸上における当核忠者の

表面の三次元形状を示す清報を算出する表面形状算出手段と、忠者形状取得手段

により取得された忠者の表面の三次元形状を示す清報と表面形状算出手段により算

出された忠者の表面の三次元形状を示す清報とをマノチンクして、第 の座標軸と第

2の座標軸とを一致させる座標軸一致手段と、撮像手段により撮像された画像から、

座標軸一致手段により第 の座標軸に一致された第2の座標軸上における内視鏡の



撮像方向てある光軸を示す半直線を算出する内視鏡光軸算出手段と、内視鏡光軸

算出手段により算出された内視鏡の撮像方向てある光軸を示す半直線と忠者形状

取得手段により取得された三次元形状を示す情報に係る忠者の内部を構成する面と

の交点を算出する交点算出手段と、交点算出手段により算出された交点を示す情報

を、忠者形状取得手段により取得された忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳

して出力する出力手段と、を備えることを特徴とする。

０００8 本発明に係る手術支援情報表示装置ては、C 等により忠者の内部を構成する面

及ひ忠者の表面の三次元形状を示す情報か取得される。その一方て、忠者に内視

鏡か差し込まれるときに、忠者の表面か撮像される。撮像された画像から、忠者の表

面の三次元形状を示す情報か算出される。続いて、C 等による三次元形状を示す

情報における (第 の)座標軸と撮像された画像における (第2の)座標軸とか、それ

それの忠者の表面の三次元形状を示す情報かマソチンクされることにより、一致され

る。

０００9 続いて、撮像された画像から内視鏡の撮像方向てある光軸を示す半直線か算出さ

れる。この撮像方向てある光軸を示す半直線とC 等による三次元形状を示す情報

に係る忠者の内部を構成する面との交点か算出される。この交点は、C 等による三

次元形状を示す情報において、内視鏡か撮像を行っている点 (中心点 )を示すもの

てある。この交点を示す情報かC 等による三次元形状を示す情報に重畳されて出

力される。

００1０ 即ち、上記のよぅに、本発明に係る手術支援情報表示装置ては、C 等による忠者

の内部を構成する面及ひ忠者の表面の三次元形状を示す情報と、外部から忠者を

撮像した画像とのみを用いて、内視鏡て撮像している部分か、忠者のとの部位に相

当するかを表示することかてきる。従って、本発明に係る手術支援情報表示装置によ

れは、新たに特殊な内視鏡を用いることなく、上記の表示を行ぅことかてきる。また、

本発明に係る手術支援情報表示装置によれは、上記の表示において、忠者の体内

の脳脊髄被等のよぅな被体の影響を受けることか無いのて、正確に上記の表示を行

ぅことかてきる。

００11 本発明に係る手術支援情報表示装置は、内視鏡の撮像方向に対して予め定めら



れた相対的な位置関係の位置に固定されて設けられるマーカを更に備え、撮像手段

は、忠者に内視鏡が差し込まれるときに、忠者の表面と共にマーカを撮像し、内視鏡

光軸算出手段は、撮像手段により撮像されたマーカの画像から、座標軸一致手段に

より第 の座標軸に一致された第2の座標軸上における、マーカの三次元座標を算

出して、当該マーカと内視鏡の撮像方向との位置関係から内視鏡の撮像方向である

光軸を示す半直線を算出する、ことが望ま 、。

００12 この構成によれば、忠者に内視鏡が差し込まれるときに、忠者の表面及び内視鏡

の撮像方向に対して相対的な位置関係に固定されたマーカの座標が撮像される。

続いて、撮像された画像から、マーカの三次元座標が算出され、算出されたマーカ

の画像から内視鏡の撮像方向である光軸を示す半直線が算出される。このよぅにマ

ーカを用いて内視鏡の撮像方向である光軸を示す半直線を算出することとすれば、

正確な半直線がより確実に算出できるので、より確実に正確な上記の表示を行ぅこと

ができる。

００13 また、本発明に係る手術支援情報表示装置は、忠者に内視鏡が差し込まれるとき

に忠者の表面の画像が取得されればよいので、構成要素として必ずしも内視鏡を備

えている必要はない。即ち、本発明に係る手術支援情報表示装置は、第 の座標軸

上における、忠者の内部に挿入されて当該内部を撮像する内視鏡が挿入される忠、

者の内部を構成する面及び当該忠者の表面の三次元形状を示す情報を取得する

忠者形状取得手段と、忠者に内視鏡が差し込まれるときに撮像された忠者の表面の

画像を取得する表面画像取得手段と、表面画像取得手段により取得された忠者の

表面の画像から、第2の座標軸上における当該忠者の表面の三次元形状を示す情

報を算出する表面形状算出手段と、忠者形状取得手段により取得された忠者の表

面の三次元形状を示す情報と表面形状算出手段により算出された忠者の表面の三

次元形状を示す情報とをマッチングして、第 の座標軸と第2の座標軸とを一致させ

る座標軸一致手段と、表面画像取得手段により取得された画像から、座標軸一致手

段により第 の座標軸に一致された第2の座標軸上における内視鏡の撮像方向であ

る光軸を示す半直線を算出する内視鏡光軸算出手段と、内視鏡光軸算出手段によ

り算出された内視鏡の撮像方向である光軸を示す半直線と忠者形状取得手段により



取得された三次元形状を示す情報に係る忠者の内部を構成する面との交点を算出

する交点算出手段と、交点算出手段により算出された交点を示す情報を、忠者形状

取得手段により取得された忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳して出力する

出力手段と、を備えることを特徴とする。

００14 交点算出手段は、忠者の内部を構成する面をボリゴンデータにして、当該ボリゴン

データを構成する各面と内視鏡の撮像方向である光軸を示す半直線との交点を算

出することが望ま 、。この構成によれば、容易かつ確実に交点を算出することがで

き、確実に本発明を実施することができる。

００15 出力手段は、内視鏡により撮像された画像に交点に対応する箇所を示す情報を重

畳させた画像を併せて出力することが望ま 、。この構成によれば、術者等が、内視

鏡で撮像された内容と、内視鏡で撮像されている部分が忠者のどの部位に相当する

かの情報との両方を同時に確認することができるので、より利便性の高い手術支援を

行ぅことができる。

００16 撮像手段は、形状算出手段により用いられる画像を撮像する場合と内視鏡光軸算

出手段により用いられる画像を撮像する場合とで撮像条件を切り替えることが望まし

い。この構成によれば、撮像手段により撮像された画像が用いられる内容に応じて、

適切に撮像条件を切り替えることができ、より適切な手術支援を行ぅことが可能になる

００17 ところで、本発明は、上記のよぅに手術支援情報表示装置の発明として記述できる

他に、以下のよぅに手術支援情報表示方法及び動画像符号化プログラムの発明とし

ても記述することができる。これはヵテゴリが典なるだけで、実質的に同一の発明であ

り、同様の作用及び効果を奏する。

００18 即ち、本発明に係る手術支援情報表示方法は、第 の座標軸上における、忠者の

内部に挿入されて当該内部を撮像する内視鏡が挿入される忠者の内部を構成する

。
面及び当該忠者の表面の三次元形状を示す情報を取得する忠者形状取得ステッフ

と、忠者に内視鏡が差し込まれるときに撮像された忠者の表面の画像を取得する表

面画像取得ステップと、表面画像取得ステップにおいて取得された忠者の表面の画

像から、第2の座標軸上における当該忠者の表面の三次元形状を示す情報を算出



する表面形状算出ステップと、忠者形状取得ステップにおいて取得された忠者の表

面の三次元形状を示す情報と表面形状算出ステップにおいて算出された忠者の表

面の三次元形状を示す情報とをマッチングして、第 の座標軸と第2の座標軸とを一

致させる座標軸一致ステップと、表面画像取得ステップにおいて取得された画像から

致ステップにおいて第 の座標軸に一致された第2の座標軸上における

内視鏡光軸算出ステップにおいて算出された内視鏡の撮像方向である光軸を示す

半直線と忠者形状取得ステップにおいて取得された三次元形状を示す情報に係る

忠者の内部を構成する面との交点を算出する交点算出ステップと、交点算出ステッ

プにおいて算出された交点を示す情報を、忠者形状取得ステップにおいて取得され

た忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳して出力する出力手段と、を含むこと

を特徴とする。

本発明に係る手術支援情報表示プログラムは、第 の座標軸上における、忠者の

内部に挿入されて当該内部を撮像する内視鏡が挿入される忠者の内部を構成する

面及び当該忠者の表面の三次元形状を示す情報を取得する忠者形状取得機能と、

忠者に内視鏡が差し込まれるときに撮像された忠者の表面の画像を取得する表面画

像取得機能と、表面画像取得機能により取得された忠者の表面の画像から、第2の

座標軸上における当該忠者の表面の三次元形状を示す情報を算出する表面形状

算出機能と、忠者形状取得機能により取得された忠者の表面の三次元形状を示す

情報と表面形状算出機能により算出された忠者の表面の三次元形状を示す情報と

をマッチングして、第 の座標軸と第2の座標軸とを一致させる座標軸一致機能と、表

面画像取得機能により取得された画像から、座標軸一致機能により第 の座標軸に

一致された第2の座標軸上における内視鏡の撮像方向である光軸を示す半直線を

算出する内視鏡光軸算出機能と、内視鏡光軸算出機能により算出された内視鏡の

撮像方向である光軸を示す半直線と忠者形状取得機能により取得された三次元形

状を示す情報に係る忠者の内部を構成する面との交点を算出する交点算出機能と、

交点算出機能により算出された交点を示す情報を、忠者形状取得機飴により取得さ

れた忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳して出力する出力機能と、をコンピ



ュ一タに実行させることを特徴とする。

発明の効果

００2０ 本発明ては、c 等による忠者の内部を構成する面及ひ忠者の表面の三次元形状

を示す清報と、外部から患者を撮像した画像とのみを用いて、内視鏡て撮像している

部分か、忠者のとの部位に相当するかを表示することかてきる。従って、本発明によ

れは、新たに特殊な内視鏡を用いることなく、上記の表示を行ぅことかてきる。また、

本発明によれは、上記の表示において、忠者の体内の脳脊髄被等のよぅな被体の影

響を受けることか無いのて、正確に上記の表示を行ぅことかてきる。

図面の簡単な説明

００2 1 図 本発明の実施形態に係る手術支援 情報表示装置の構成を示す図てある。

図2 撮像装置により撮像され、清報処理されて三次元位置清報を持った、忠者の顔

面の画像を示す図てある。

図3 c 装置により取得されたc 画像を示す図てある。

図4 本発明の実施形態に係る手術支援 情報表示装置ての処理を示すフローチャ
ートてある。

図5 c 装置による忠者の三次元形状を示す清報と、撮像装置による画像から算出

された忠者の三次元形状を示す清報とのマノチンク処理を示す図てある。

図6 撮像装置による画像から標識球の三次元座標を算出する処理を示した図てあ

る。

図7 忠者の面を構成する三角形と内視鏡の撮像方向てある光軸を示す半直線との

交点を示した図てある。

図8 内視鏡により撮像されている点か示されたc 画像を示す図てある。

図9 内視鏡により撮像されている点か示されたc 画像、及ひ内視鏡により撮像され

ている画像を示す図てある。

図1０本発明に係る手術支援 清報表示プロクラムの構成を示す図てある。

符号の説明

００22 手術支援 清報表示装置、 内視鏡、 2 標識球、2０ 撮像装置、3０ C

装置、4０ c 患者形状取得部、4 2 撮像画像取得部、4 3 表面形状算



出部、44… 座標軸一致部、45… 内視鏡光軸算出部、46… 交点算出部、47… 出力

部、5０…モニタ、6０…忠者、7０…手術台、8０…記録媒体、8０a ・‥プログラム格納領

城、8 …手術支援情報表示プログラム、8 a ・‥メインモジュール、8 b …忠者形状

取得モジュール、8 c ・‥撮像画像取得モジュール、8 d …表面形状算出モジュール

8 e ・‥座標軸一致モジュール、8 f …内視鏡光軸算出モジュール、8 ・‥交点算

出モジュール、8 …出力モジュール。

発明を実施するための最良の形態

００2 3 以下、図面とともに本発明に係る手術支援情報表示装置、手術支援情報表示方法

及び手術支援情報表示プログラムの好適な実施形態について詳細に説明する。な

お、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略す

る。また、図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。

００2 4 図 に、本発明に係る手術支援情報表示装置 の実施形態を概略的に示す構成

図である。手術支援情報表示装置 は、忠者6０に対する手術の際に、内視鏡により

撮像された画像に関する情報を術者等に提供する装置である。本実施形態に係る

手術支援情報表示装置 が用いられる手術は、例えば、耳鼻咽頭科における副鼻腔

の内視鏡手術等のよぅに、内視鏡による撮像が行われるものを対象とする。

００2 5 図 に示すよぅに、手術支援情報表示装置 は、内視鏡 と、標識球 2と、撮像装

置2０と、C 装置3０と、P C (Pe sona Comp u e ) 4０と、モニタ5０とを含んで構成され

ている。

００2 6 内視鏡 は、術者により操作され、忠者6０の内部に挿入されて当該内部を撮像す

る装置である。内視鏡 は、忠者の生体内の挿入できるよぅに細長い形状をしており

、その先端部には忠者6０の内部を撮像するための機構が設けられている。その機構

としては、例えば、被撮像部に向くよぅに位置決めして設けられたレンズ及び、レンズ

の決像位置に設けられたC C イメージセンザ (Cha ge C oup ed Dev ce mage e nso

) 等の撮像素子である。上記の機構の位置決めのされ方によって、内視鏡 の撮像

方向 が決まる。通常は、レンズの光軸方向が、内視鏡 の撮像方向 となる。内視

鏡 により撮像された画像の情報は、ケーブルにより内視鏡 と接続されたPC4 ０

に出力される。なお、上記の内視鏡 としては、特殊な構成を有している必要はなく



、従来から用いられている内視鏡を用いることができる。

００27 標識球 2は、内視鏡 の撮像方向に対して予め定められた相対的な位置関係の

位置に固定されて設けられるマーカである。標識球 2は、撮像装置2０により撮像さ

れて、撮像された画像から三次元座標を求められる。具体的には、標識球 2は、複

数内視鏡 に対して棒状の部材 3を介して固定される、それぞれ大きさが典なる球

状の部材である。大きさが典なることとしているのは、撮像装置2０により撮像された画

像から、それぞれを区別して検出するためである。

００28 標識球 2が内視鏡 に設けられる位置は、忠者6０に挿入される部分から更に後

方の、忠者6０に挿入されない位置である。また、標識球 2と内視鏡 の撮像方向

との位置関係が一定となるよぅに、内視鏡 における、忠者6０の内部に挿入され

る部分から標識球 2が設けられる部分までは、硬質の材質で形成されており屈曲で

きないよぅになっている。但し、内視鏡 の撮像方向と標識球 2との位置関係が把

握できればよいので、例えば、内視鏡 の先端部のみが決められた方向のみに動く

よぅな構成となっていてもよい。

００29 なお、内視鏡 に設けられるマーカは、内視鏡 の撮像方向に対して定められた

相対的な位置関係の位置にあり、撮像装置2０により撮像された画像から三次元座標

を求められるものであればよいので、必ずしも、本実施形態の標識球 2のよぅな球状

のものでなくてもよい。また、内視鏡 自体の形状が、容易に三次元座標を求められ

るものであれば、内視鏡 自体の形状がマーカとなるので、必ずしも標識球 2を設

ける必要はない。

００3０ 撮像装置2０は、忠者6０に内視鏡 が差し込まれるときに、忠者6０の表面及び標

識球 2を撮像する撮像手段である。図 に示すよぅに、忠者6０の鼻の穴から内視鏡

を挿入して、内視鏡 により忠者6０の頭部を撮像する場合には、忠者6０の顔面

と標識球 2とが撮像できるよぅな位置に撮像装置2０が設けられる。撮像装置2０とし

ては具体的には、例えば、CC カメラが用いられる。撮像装置2０は、PC4 ０と接続さ

れており、撮像した画像の情報をPC4 ０に送信する。

００3 1 撮像装置2０により撮像された画像は、撮像されたものの三次元座標 (三次元位置

情報 )を算出するために用いられる。そのために必要な構成も併せて撮像装置2０に



備えておく必要がある。画像から撮像されたものの三次元座標を算出する方法として

は光学的な方法を用いるものがあり、例えば、特開2 ００3 254732号公報に記載さ

れた方法を用いることができる。この方法を用いる場合は、そのために必要な、撮像

装置2 ０により撮像される範囲にキセノンライトから発せられる自然太陽光に似た白色

光に似た格子模様を投影する装置を更に設けておく。

００3 2 なお、特開2 ００3 254732号公報に記載された方法によれば、 秒の計測時間で

9 ０ ０c の距離から撮像が可能となる。また、分解能は0 ・ ～０・6 である。

即ち、 秒で三次元位置情報を持った解像度の高いカラー画像が取得できる。また、

曇りの日中 (屋外 ) の約 2 8 の照度の白色光であり、レーザ等を使ぅことなく安全に

三次元位置情報を取得できる。本方法により、忠者 6 ０の顔面を撮像して、情報処理

されて三次元位置情報を持った解像度の高いカラー画像とした例を図2 に示す。

００3 3 C 装置3 ０は、内視鏡 が挿入される忠者 6 ０の内部を構成する面及び忠者 6 ０の

表面の三次元形状を示す情報を取得する忠者形状取得手段である。内視鏡 が挿

入される忠者 6 ０を構成する面は、例えば、忠者 6 ０の副鼻腔に内視鏡 が挿入され

る場合、副鼻腔を構成する面である。また、忠者 6 ０の表面は、上記の場合、忠者 6 ０

の顔面である。ここで、C 装置3 ０により取得される三次元形状を示す情報は、例え

ば予めC 装置3 ０に設定されている所定の座標軸に対する座標毎に三次元形状を

示す情報を保持することによって構成されている。この座標軸は、第 の座標軸であ

る。即ち、C 装置3 ０による忠者 6 ０の三次元形状を示す情報は、第 の座標軸上に

おける情報である。

００3 4 C 装置3 ０は、放射線等を利用して物体を走査し、コンピュータを用いて処理され

た内部構造を等間隔 ( 例えば、 ) 毎に輪切りにしたよぅな画像 ( C 画像 ) を、忠、

者 6 ０の三次元形状を示す情報として構成するものであり、既存のC 装置を用いるこ

とができる。C 画像の例を図3 に示す。C 装置3 ０はPC4 ０と接続されており、取得

した忠者 6 ０の三次元形状を示す情報を、PC4 ０に送信する。なお、C 装置3 ０は、

撮像装置2 ０と同じ場所に設置されている必要はなく、通常、撮像装置2 ０による撮像

と、C 装置3 ０による三次元形状を示す情報の取得とは別々に行われる。なお、C

画像から三次元形状を示す情報の構成には、例えば特開2 ００5 278992号公報



に記載の方怯を用いることかてきる。

００3 5 なお、手術支援情報表示装置 ては、忠者6 ０の内部を含れ三次元形状を示す情

報か取得てきれはよいのて、忠者形状取得手段として必すしもC 装置3 ０を用いる

必要はない。例えは、 装置を用いることとしてもよい。

００3 6 C 4０は、撮像装置2 ０により撮像された画像の情報及ひC 装置3 ０により取得さ

れた忠者6 ０の三次元形状を示す情報を受信して、これらの情報に対して情報処理

を行ぅ装置てある。PC4 ０は、具体的には、C P (Cen a o c e s s n g U n ) 、メモり等

のハートウェアにより構成され、これらの情報処理装置か動作することにより、下記の

PC4 ０の機能か実現される。図 に示すよぅに、PC4 ０は、機能的な構成要素として、

忠者形状取得部4 と、撮像画像取得部4 2 と、表面形状算出部4 3 と、座標軸一致部

4 4 と、内視鏡光軸算出部4 5 と、交点算出部4 6 と、出力部4 7 とを備えている。

００3 7 忠者形状取得部4 は、C 装置3 ０から迭信される、忠者6 ０の三次元形状を示す

情報を受信する手段てある。忠者形状取得部4 は、受信した忠者6 ０の三次元形状

を示す情報を、必要に応して座標軸一致部4 4 及ひ交点算出部4 6 等に出力する。な

お、手術支援情報表示装置 ては、必すしも本実施形態のよぅに、忠者形状取得手

段としてC 装置3 ０自体を備えている必要はなく、忠者形状取得部4 により(手術支

援情報表示装置 に含まれないC 装置て撮像等された) 忠者6 ０の三次元形状を示

す情報か受信さえされれはよい。

００3 8 撮像画像取得部4 2 は、撮像装置2 ０により撮像され迭信された画像の情報を受信

する手段てある。即ち、撮像画像取得部4 2 は、忠者6 ０に内視鏡 か差し込まれる

ときに撮像装置2 ０により撮像された忠者の表面の画像を取得する表面画像取得手

段てある。撮像画像取得部4 2 は、受信した画像を表面形状算出部4 3 及ひ内視鏡光

軸算出部4 5 等に出力する。

００3 9 表面形状算出部4 3 は、撮像装置2 ０により撮像された忠者6 ０の表面の画像から、

忠者6 ０の表面の三次元形状を示す情報を算出する表面形状算出手段てある。忠者

6 ０の表面は、本実施形態の場合、忠者6 ０の顔面てある。画像から三次元形状を算

出する方怯は、例えは、上述した特開2 ００3 号公報に記載された方怯を

用いることかてきる。表面形状算出部4 3 により取得される三次元形状を示す情報は



、例えば予め表面形状算出部4 3に設定されている所定の座標軸に対する座標毎に

三次元形状を示す情報を構成することにより算出される。この座標軸は、上述した第

の座標軸とは典なるものであり第2の座標軸である。即ち、撮像装置2０により撮像さ

れた画像による忠者6０の三次元形状を示す情報は、第2の座標軸上における情報

である。表面形状算出部4 3は、算出した忠者6０の表面の三次元形状を示す情報を

、座標軸一致部44に出力する。

００4０ 座標軸一致部44は、忠者形状取得部4 により取得された忠者6０の表面の三次元

形状を示す情報と表面形状算出部4 3により算出された忠者6０の表面の三次元形状

を示す情報とをマッチングして、第 の座標軸と第2の座標軸とを一致させる座標軸

一致手段である。即ち、座標軸一致部44は、C 装置3０による三次元形状を示す情

報と、撮像装置2０により撮像された画像から算出された三次元形状を示す情報とを

同じ座標軸上で処理できるよぅにするための手段である。

００4 1 具体的には、座標軸一致部44は、C 装置3０による三次元形状を示す情報、及び

撮像装置2０により撮像された画像から算出された三次元形状を示す情報における

忠者6０の顔面の位置を一致させることによって座標軸の一致を行ぅ。座標軸の一致

の処理は、例えばパターンマッチングの方法を用いることにより行われ、当該処理の

結果として第 の座標軸及び第2の座標軸の何れか一方の座標軸をもぅ一方の座標

軸に変換する関数が算出される。座標軸一致部44は、座標軸を一致させた結果とし

て算出された座標軸を変換する関数等を、必要に応じて内視鏡光軸算出部4 5、交

点算出部4 6及び出力部4 7等に出力する。上記の座標軸を一致させる処理以降は、

内視鏡光軸算出部4 5、交点算出部4 6及び出力部4 7等において上記の関数等が、

三次元形状を示す情報に適用されることによって、C 装置3０による三次元形状を

示す情報と、撮像装置2０により撮像された画像から算出された三次元形状を示す情

報とは同じ座標軸上で処理される。

００42 内視鏡光軸算出部4 5は、撮像装置2０により撮像された標識球 2の画像から、座

標軸一致部44により一致された座標軸上における、標識球 2の三次元座標を算出

して、標識球 2と内視鏡 の撮像方向 との位置関係から内視鏡 の撮像方向

である光軸を示す半直線を算出する内視鏡光軸算出手段である。なお、ここで吉ぅ



撮像方向 である光軸を示す半直線には、半直線の起点となる位置も含まれる。即

ち、内視鏡 の撮像方向 である光軸を示す半直線は、どの点からどの方向に撮像

が行われるかを示したものである。内視鏡光軸算出部4 5は、予め、標識球 2と内視

鏡 の撮像方向 との位置関係を示す情報を保持している。当該位置関係を示す

情報としては、具体的には例えば、内視鏡 の光軸 (撮像方向 である光軸を示す

半直線 )を通るよぅに内視鏡 の某部の所定の位置と先端の位置とを特定して、そ

の2点と標識球 2との位置関係を示す情報が用いられる。

００43 内視鏡 の撮像方向 である光軸を示す半直線の算出は、具体的には、以下の

よぅに行われる。まず、内視鏡光軸算出部4 5は、表面形状算出部4 3における三次

元形状を算出する方法と同様の方法で、撮像装置2０により撮像された標識球 2か
ら三次元形状及び三次元座標を算出する。標識球 2が複数設けられている場合、

内視鏡光軸算出部4 5は、例えば標識球 2の大きさ等からそれぞれの標識球 2を

識別する。

００44 続いて、内視鏡光軸算出部4 5は、算出された上記の座標軸上における標識球 2

の三次元座標と、標識球 2と内視鏡 の撮像方向 との位置関係を示す情報とか
ら、上記の座標軸上における撮像方向 である光軸を示す半直線を算出する。内視

鏡光軸算出部4 5は、算出した撮像方向である光軸を示す半直線の情報を、交点算

出部4 6に出力する。

００45 交点算出部4 6は、内視鏡光軸算出部4 5により算出された内視鏡 の撮像方向

である光軸を示す半直線と忠者形状取得部4 により取得された三次元形状を示す

情報に係る忠者6０の内部を構成する面との交点を算出する交点算出手段である。こ

の交点は、C 装置3０による三次元形状を示す情報において、内視鏡 が撮像を

行っている点 (中心点 )を示すものである。具体的には、交点算出部4 6は、忠者6０

の内部を構成する面をボリゴンデータにして、当該ボリゴンデータを構成する各面と

内視鏡 の撮像方向 である光軸を示す半直線との交点を算出する。交点の算出

については、より詳細には後述する。交点算出部4 6は、算出した交点の情報を出力

部4 7に出力する。

００46 出力部4 7は、交点算出部4 6により算出された交点を示す情報を、忠者形状取得



部4 により取得された忠者6０の内部を構成する面を示す情報であるC 画像に重

畳して、モニタ5０に出力する出力手段である。また、出力部4 7は、内視鏡 により

撮像されてPC4 ０に入力された内視鏡画像を併せて、モニタ5０に出力することとして

もよい

００47 モニタ5０は、PC4 ０から入力された情報を表示する。術者はモニタ5０を参照するこ

とにより、内視鏡 が忠者6０内部のどの部分を撮像しているのかを知ることができる

。以上が、手術文援情報表示装置 の構成の構成である。

００48 引き続いて、手術支援情報表示装置 の動作 (手術支援情報表示方法) について

、図4のフローチヤートを参照して説明する。この動作は、例えば、忠者6０に対する

手術の際に内視鏡 を挿入して治療等を行ぅときの動作である。この説明において

は、手術前の処理と手術時の処理とに分けて説明する。

００49 まず手術前に、C 装置3０を用いた、忠者6０に対するC スキヤン撮影が行われる

( 0 、忠者形状取得ステッ )。このC スキヤン撮影は、内視鏡 が挿入される忠、

者6０の部位に対して行われる。これにより、忠者6０の表面である顔面と、内視鏡

が挿入される忠者6０の内部を構成する面との三次元形状を示す情報が取得される

C 装置3０によりC スキヤン撮影が行われ取得された、忠者6０の三次元形状を示

す情報は、PC4 ０に送信される。PC4 ０では、忠者形状取得部4 により当該情報が

取得されて、PC4 ０内に格納される (S０2、忠者形状取得ステッ )。上記が手術前

の処理であり、例えば、手術の前日等に行われる。

００5０ 引き続いて、手術時の処理を説明する。まず、忠者6０を手術室に入室させて、図

に示すよぅに、内視鏡 を鼻の穴から挿入できるよぅに手術台7０の上の仰向けに配

置する。忠者6０を配置した後、内視鏡 を挿入する前に、撮像装置2０によって、配

置された忠者6０が撮像される (5０3、表面画像取得ステッ )。撮像された画像は、

撮像装置2０からPC4 ０に送信されて、PC4 ０において撮像画像取得部4 2によって

受信される。受信された画像は、撮像画像取得部4 2から表面形状算出部4 3に出力

される。

００5 1 表面形状算出部4 3では、当該画像から忠者6０の表面である顔面の三次元形状を

示す情報が算出される (5０4、表面形状算出ステッ )。算出された忠者6０の顔面の



三次元形状を示す情報は、表面形状算出部4 3から座標軸一致部44に出力される。

これと同じタイミングで、PC4 ０内に格納されていた、C 装置3０による忠者6０の三

次元形状を示す情報が、忠者形状取得部4 から座標軸一致部44に出力される。

００5 2 C 装置3０による忠者6０の三次元形状を示す情報と、撮像装置2０による画像から

忠者6０の表面である顔面の三次元形状を示す情報とに係るそれぞれの座標軸は、

一致していない。これらの情報を共に表示すると、図5 (a) に示すよぅに、C 装置3０

による情報8 と、撮像装置2０の画像による情報8 2とが位置合わせされていない状

態となる。

００5 3 ここで、座標軸一致部44によって、図5 (b) に示すよぅに、これら2つの情報8 82

における顔面の形状がマッチングされて、2つの情報に係る座標軸が一致される (

5、座標軸一致ステッ )。顔面の形状のマッチングは、上述したよぅにパターンマッ

チングの手法により行われる。なお、マッチングする部位は、顔面全体や顔面の鼻や

頬等の特徴ある部位等、予め設定しておく。一致した座標軸に係る情報は、座標軸

一致部44から、内視鏡光軸算出部4 5、交点算出部4 6及び出力部4 7にそれぞれ出

力されて座標軸の変換等が行われて、これ以降、一致した座標軸を某準として三次

元形状に対する情報処理が行われる。上記が手術開始までの処理である。

００54 続いて、手術が開始され、術者によって、内視鏡 が忠者6０に挿入される。この

際、忠者6０の頭部は、S０3～S０5の処理を行ったときから動かさないよぅにする。座

標軸がずれることを防止するためである。内視鏡 が忠者6０に挿入される際に、撮

像装置2０によって、忠者6０及び標識球 2が撮像される (S０6、表面画像取得ステッ
)。図6 (a) に示すよぅに、撮像された画像には、標識球 (の画像 ) が含まれてい

る。撮像された画像は、撮像装置2０からPC4 ０に送信されて、PC4 ０において撮像

画像取得部4 2によって受信される。受信された画像は、撮像画像取得部4 2から内

視鏡光軸算出部4 5に出力される。

００5 5 続いて、内視鏡光軸算出部4 5によって、図6 に示すよぅに、画像から標識球 2

の三次元座標が算出される (5０7、内視鏡光軸算出ステッ 。続いて、内視鏡光軸

算出部4 5によって、算出された標識球 2の三次元座標から、予め保持していた標

識球 2と内視鏡 の撮像方向 との位置関係を示す情報に某づいて、一致された



座標軸上での内視鏡 の撮像方向 である光軸を示す半直線が算出される (S０8

内視鏡光軸算出ステッ )

００56 算出された半直線の情報は、内視鏡光軸算出部4 5から交点算出部4 6に出力され

る。これと同じタイミングで、PC4 内に格納されていた、C 装置3０による忠者6０の

三次元形状を示す情報が、忠者形状取得部4 から交点算出部4 6に出力される。続

いて、交点算出部4 6によって、内視鏡 の撮像方向 である光軸を示す半直線と、

忠者6０の内部を構成する面との交点が算出される (5０9、交点算出ステッ )

００5 7 交点の算出は、以下のよぅに行われる。まず、交点算出部4 6によって、C 装置3０

による忠者6０の三次元形状を示す情報が、ボリゴンデータに変換される。この変換

により、忠者6０(の内部 )を構成する面が、例えば多数の三角形で構成させることとな

る。次に、それらの各三角形と、内視鏡 の撮像方向 である光軸を示す半直線と

の交点が算出される。

００58 この交点の算出について、図7を用いて説明する。ボリゴンを構成する三角形の某

準となる点をP 、三角形の2辺のべクトルをそれぞれ ec 及び ec とし、2つの媒

介変数を巳及び ぽ とすると、三角形は以下の式で表すことができる。

P 二P ec 3 e c

また、内視鏡 の撮像方向 の某準となる点 (例えば、内視鏡 の先端の点 )をP

、半直線の方向を示すべクトルを 。。Cとし、媒介変数をV とすると、内視鏡 の撮

像方向 は以下の式で表すことができる。

P2二P V e cC

００59 ここで、両者が交わるときはP 二P2となる。P 二P2となる点が、三角形の内部に

存在する条件は、媒介変数が以下の条件な満たす場合である。

条件 :０くm ， くぽ

条件2 :０く巳 十 は く

条件3 : ノ0

これらの条件な満たす点を全てのボリゴンデータを構成する三角形について導出し

、それら全ての点と内視鏡 の先端の点との距離を計算する。この距離が最も小さく

なる交点を、内視鏡 の撮像方向 である光軸を示す半直線と忠者6０の内部を構



成する面との交点とする。

００6０ 算出された交点の座標の情報は、交点算出部4 6から出力部4 7に出力される。この

タイミングで、忠者6０の内部を構成する面を示す情報であるC 画像が、忠者形状取

得部4 から出力部4 7に出力される。交点の情報は、出力部4 7によって、忠者6０の

内部を構成する面を示す情報であるC 画像に当該交点の座標に応じた箇所に重

畳されて、モニタ5０に入力される。入力された画像は、モニタ5０によって表示される

(S ０、出カステッ )。交点の表示は、具体的には例えば、図8に示すよぅに、内視

鏡 により撮像されている箇所がどの点に位置しているかが分かるよぅに、十字の表

示9０として行われる。術者は表示された画像を参照することにより、内視鏡 が忠者

6０内部のどの部分を撮像しているのかを知ることができる。

００6 1 また、内視鏡 により撮像された画像も、PC4 ０によって受信されて出力部4 7から

モニタ5０に出力されるよぅにして、上記の内視鏡 により撮像されている箇所がどの

点に位置しているかの表示と併せて表示されるよぅにすることが望ま 、。例えば、図

9に示す画面例9 のよぅに、内視鏡 により撮像された画像92と、内視鏡 により

撮像されている箇所がどの点に位置しているかが示されたC 画像93a ～g3c とを

つの画面に示すこととするのがよい。また、その際の内視鏡 の画像には、交点に

対応する箇所を示す情報 (例えば、十字形 ( )のマ一列 94を重畳させることが望ま

、。内視鏡 の画像における交点に対応する箇所を示す情報の位置は、例えば

、画像の中心等、内視鏡 の撮像方向に応じて予め出力部4 7に記憶させておく。

また、術者が対応する箇所を理解しやすいよぅに、C 画像93a ～g3c は、断面がそ

れぞれ典なるもの (断面がそれぞれ直交するものがよい)を複数、表示することとする

のがよい。図9では、C 画像93a は横断面のもの、C 画像93bは冠状断面のもの、

C 画像93c は、矢状断面のものである。更に、C 画像93a ～g3c には、交点の情

報 (画像とは色違いの四角9 5で示す) に加えて、内視鏡 が挿入されている方向 (

内視鏡 の撮像方向である光軸) 96を示すことが望ま 、。

００62 上記のS０6～S ０までの処理は、例えば、 秒間間隔等の等間隔で繰り返し行わ

れる。なお、PC4 ０におけるS０3～S０5の処理と、S０6～S ０の処理とは典なってい

るが、例えば、S０5の座標軸の一致の処理が行われたら、自動的にS０6以降の処理



に移るようにしてもよい。また、術者等の操作により処理の切替が行われてもよい。

００63 また、5０3～5０5の処理による初回の位置合わせ後に忠者6０の頭部を動かした場

合でも、再度S０3～S０5の処理を行い改めて位置合わせを行なうこととすればよい。

再度の位置合わせは、例えば、術者等の操作により行われてもよいし、位置合わせし

たときの画像とその後の画像とを比較して、頭部が動いたことを検出して、それをトリ

００64 上述したよぅに本実施形態に係る手術支援情報表示装置 では、C 装置3０による

忠者6０の内部を構成する面及び忠者の表面の三次元形状を示す情報と、撮像装置

2０により外部から忠者6０を撮像した画像とのみを用いて、内視鏡 で撮像している

部分が、忠者6０のどの部位に相当するかを表示することができる。従って、本実施形

態に係る手術支援情報表示装置 によれば、新たに特殊な内視鏡を用いることなく、

上記の表示を行ぅことができる。また、本実施形態に係る手術支援情報表示装置 に

よれば、上記の表示において、忠者の体内の脳脊髄液等のよぅな液体の影響を受け

ることが無いので、正確に上記の表示を行ぅことができる。従って、本実施形態に係る

手術支援情報表示装置 を用いれば、安全かつ正確に手術を行ぅことができる。

００65 また、C スキャン撮影 ( ) の際に、忠者6０にマーク等をつける必要がなく、通

常通りのC スキャン撮影を行えばよいので、簡便である。また、位置合わせ等のため

に忠者6０をピンなどで固定する必要がない。忠者6０を手術中に動かしたとしても、

容易に位置合わせを行ぅことができる。上記の手術支援情報表示装置 の各構成要

素は、比較的安価であり、低コストで実現することができる。

００66 また、本実施形態のよぅに内視鏡 にマ一ヵである標識球 2を設けておき、マ一

ヵを用いて内視鏡 の撮像方向である光軸を示す半直線を算出することとすれば、

正確な半直線がより確実に算出できるので、より確実に正確な上記の表示を行ぅこと

ができる。但し、マ一ヵを用いずに、内視鏡 の撮像方向である光軸を示す半直線

を算出することとしてもよい。例えば、本実施形態において、撮像装置2０による画像

から忠者の表面を算出した方法と同様に、内視鏡 の形状を算出して、当該形状か
ら内視鏡 の撮像方向である光軸を示す半直線を算出することとしてもよい。

００67 なお、本発明は、画像や情報のPC4 ０への入力さえあれば実施可能であるので、



手術支援情報表示装置 には必ずしも、内視鏡 、撮像装置2０及びC 装置3０等

のハードウェアを備えている必要はない。即ち、本発明は、PC4 ０の備える各構成要

素4 ～4 7のみを備えていれば実施可能である。

００68 また、本実施形態のよぅに、C 装置3０による忠者6０の三次元情報をボリゴンデー

タとし交点を求めることとすれば、確実に交点を算出することができ、確実に本発明を

実施することができる。

００69 また、内視鏡 で撮像している部分が、忠者6０のどの部位に相当するかの情報に

併せて、内視鏡 により撮像された画像 自体も表示することとすれば、術者等が、内

視鏡 で撮像された内容と、内視鏡 で撮像されている部分が忠者6０のどの部位

に相当するかの情報との両方を同時に確認することができるので、より利便性の高い

手術支援を行ぅことができる。

００7０ また、撮像装置2０は、撮像条件を切り替えて撮像を行ぅことができることが望ま 、

。ここで、撮像条件には、例えば、撮像対象範囲や撮像の精度、撮像速度が含まれ

る。撮像条件の切り替えほ、具体的には、C 装置3０による忠者6０の三次元形状を

示す情報と撮像装置2０による画像から算出される忠者6０の三次元形状を示す情報

との位置合わせを行なぅ場合 (S０3～S０5 ０3における撮像 ) と、内視鏡 の撮像

方向 を算出する場合 (S０6～S０8 ０6における撮像 ) とで下記のよぅに切り替える

ことが望ま 、。

００7 1 位置合わせを行なぅ場合の撮像では、撮像対象範囲を広くし高い精度が要求され

るが、撮像に要する時間について高速性は要求されない。一方で、内視鏡 の撮

像方向 を算出する場合の撮像では、高い精度と高速性が要求されるが、標識球

2が認識されればよいので撮像対象範囲は狭くてもよい。これは、一般的に手術前は

、忠者等の対象物を正確に位置計測することが必要になるが、手術中は、内視鏡

の撮像方向 に某づき施術するために、当該撮像方向 を正確かつ迅速に計測す

ることが重要になるためである。なお、撮像された画像が、位置合わせと内視鏡 の

撮像方向 の算出との両方に用いられる場合は、上記の中間的な設定にしてもよい

００72 上記のよぅに、撮像装置2０により撮像された画像が用いられる内容に応じて、撮像



条件を切り替えることすれば、位置合わせをより正確にできる、あるレソま、内視鏡

の撮像方向 の表示をより速く行ぅことができる等、より適切な手術支援を行ぅことが

可能になる。

００73 引き続いて、上述した一連の手術支援情報の表示を行ぅ処理をコンピュータに実行

させるための手術支援情報表示プログラムを説明する。図9に示すよぅに、手術支援

情報表示プログラム8 2は、コンピュータが備える記録媒体 8０に形成されたプログラム

格納領域8０a内に格納されている。

００74 手術支援情報表示プログラム8 は、手術支援情報の表示処理を統括的に制御す

るメインモジュール8 aと、忠者形状取得モジュール8 bと、撮像画像取得モジュー

ル8 cと、表面形状算出モジュール8 dと、座標軸一致モジュール8 eと、内視鏡光

軸算出モジュール8 fと、交点算出モジュール8 と、出力モジュール8 とを備え

て構成される。忠者形状取得モジュール8 b、撮像画像取得モジュール8 c、表面

形状算出モジュール8 d、座標軸一致モジュール8 e、内視鏡光軸算出モジュール

8 f、交点算出モジュール8 及び出力モジュール8 を実行させることにより実現

される機能は、上述したPC4 ０の忠者形状取得部4 、撮像画像取得部4 2、表面形

状算出部4 3、座標軸一致部44、内視鏡光軸算出部4 5、交点算出部4 6及び出力部

4 7の機能とそれぞれ同様である。

００75 なお、手術支援情報表示プログラム8 は、その一部若しくは全部が、通信回線等

の伝送媒体を介して伝送され、他の機器により受信されて記録 (インストールを含む)

される構成としてもよい。



請求の範囲

忠者の内部に挿入されて当核内部を撮像する内視鏡と、

第 の座標軸上における、前記内視鏡か挿入される前記忠者の内部を構成する面

及ひ当核忠者の表面の三次元形状を示す情報を取得する忠者形状取得手段と、

前記忠者に前記内視鏡か差し込まれるときに、前記忠者の表面を撮像する撮像手

段と、

前記撮像手段により撮像された前記忠者の表面の画像から、第2の座標軸上にお

ける当核忠者の表面の三次元形状を示す情報を算出する表面形状算出手段と、

前記忠者形状取得手段により取得された前記忠者の表面の三次元形状を示す情

報と前記表面形状算出手段により算出された前記忠者の表面の三次元形状を示す

情報とをマソチンクして、前記第 の座標軸と前記第2の座標軸とを一致させる座標

軸一致手段と、

前記撮像手段により撮像された画像から、前記座標軸一致手段により前記第 の

座標軸に一致された前記第2の座標軸上における前記内視鏡の撮像方向てある光

軸を示す半直線を算出する内視鏡光軸算出手段と、

前記内視鏡光軸算出手段により算出された前記内視鏡の撮像方向てある光軸を

示す半直線と前記忠者形状取得手段により取得された三次元形状を示す情報に係

る前記忠者の内部を構成する面との交点を算出する交点算出手段と、

前記交点算出手段により算出された交点を示す情報を、前記忠者形状取得手段

により取得された前記忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳して出力する出力

手段と、

を備える手術支援情報表示装置。

2 前記内視鏡の撮像方向に対して予め定められた相対的な位置関係の位置に固定

されて設けられるマ一ヵを更に備え、

前記撮像手段は、前記忠者に前記内視鏡か差し込まれるときに、前記忠者の表面

と共に前記マ一ヵを撮像し、

前記内視鏡光軸算出手段は、前記撮像手段により撮像された前記マ一ヵの画像

から、前記座標軸一致手段により前記第 の座標軸に一致された前記第2の座標軸



上における、前記マ一ヵの三次元座標を算出して、当該マ一ヵと前記内視鏡の撮像

方向との前記位置関係から前記内視鏡の撮像方向である光軸を示す半直線を算出

する、

ことを特徴とする手術支援情報表示装置。

3 第 の座標軸上における、忠者の内部に挿入されて当該内部を撮像する内視鏡が

挿入される忠者の内部を構成する面及び当該忠者の表面の三次元形状を示す情報

を取得する忠者形状取得手段と、

前記忠者に前記内視鏡が差し込まれるときに撮像された前記忠者の表面の画像を

取得する表面画像取得手段と、

前記表面画像取得手段により取得された前記忠者の表面の画像から、第2の座標

軸上における当該忠者の表面の三次元形状を示す情報を算出する表面形状算出

手段と、

前記忠者形状取得手段により取得された前記忠者の表面の三次元形状を示す情

報と前記表面形状算出手段により算出された前記忠者の表面の三次元形状を示す

情報とをマッチングして、前記第 の座標軸と前記第2の座標軸とを一致させる座標

軸一致手段と、

前記表面画像取得手段により取得された画像から、前記座標軸一致手段により前

記第 の座標軸に一致された前記第2の座標軸上における前記内視鏡の撮像方向

である光軸を示す半直線を算出する内視鏡光軸算出手段と、

前記内視鏡光軸算出手段により算出された前記内視鏡の撮像方向である光軸を

示す半直線と前記忠者形状取得手段により取得された三次元形状を示す情報に係

る前記忠者の内部を構成する面との交点を算出する交点算出手段と、

前記交点算出手段により算出された交点を示す情報を、前記忠者形状取得手段

により取得された前記忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳して出力する出力

手段と、

を備える手術支援情報表示装置。

4 前記交点算出手段は、前記忠者の内部を構成する面をボリゴンデータにして、当

該ボリゴンデータを構成する各面と前記内視鏡の撮像方向である光軸を示す半直線



との交点を算出することを特徴とする請求項 ～3の何れか一項に記載の手術支援

情報表示装置。

5 前記出力手段は、前記内視鏡により撮像された画像に前記交点に対応する箇所を

示す情報を重畳させた画像を併せて出力することを特徴とする請求項 ～4の何れ

か一項に記載の手術支援情報表示装置。

6 前記撮像手段は、前記形状算出手段により用いられる画像を撮像する場合と前記

内視鏡光軸算出手段により用いられる画像を撮像する場合とて撮像条件を切り替え

ることを特徴とする請求項 ～5の何れか一項に記載の手術支援情報表示装置。

7 第 の座標軸上における、忠者の内部に挿入されて当核内部を撮像する内視鏡か

挿入される忠者の内部を構成する面及ひ当核忠者の表面の三次元形状を示す情報

を取得する忠者形状取得ステソプと、

前記忠者に前記内視鏡か差し込まれるときに撮像された前記忠者の表面の画像を

取得する表面画像取得ステソプと、

前記表面画像取得ステソプにおいて取得された前記忠者の表面の画像から、第2

の座標軸上における当核忠者の表面の三次元形状を示す情報を算出する表面形

状算出ステソプと、

前記忠者形状取得ステソプにおいて取得された前記忠者の表面の三次元形状を

示す情報と前記表面形状算出ステソプにおいて算出された前記忠者の表面の三次

元形状を示す情報とをマソチンクして、前記第 の座標軸と前記第2の座標軸とを一

致させる座標軸一致ステソプと、

前記表面画像取得ステソプにおいて取得された画像から、前記座標軸一致ステソ

プにおいて前記第 の座標軸に一致された前記第2の座標軸上における前記内視

鏡の撮像方向てある光軸を示す半直線を算出する内視鏡光軸算出ステソプと、

前記内視鏡光軸算出ステソプにおいて算出された前記内視鏡の撮像方向てある

光軸を示す半直線と前記忠者形状取得ステソプにおいて取得された三次元形状を

示す情報に係る前記忠者の内部を構成する面との交点を算出する交点算出ステソ

プと、

前記交点算出ステソプにおいて算出された交点を示す情報を、前記忠者形状取得



ステソプにおいて取得された前記忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳して出

力する出力手段と、

を含れ手術支援情報表示方怯。

8 第 の座標軸上における、忠者の内部に挿入されて当核内部を撮像する内視鏡か

挿入される忠者の内部を構成する面及ひ当核忠者の表面の三次元形状を示す情報

を取得する忠者形状取得機能と、

前記忠者に前記内視鏡か差し込まれるときに撮像された前記忠者の表面の画像を

取得する表面画像取得機能と、

前記表面画像取得機能により取得された前記忠者の表面の画像から、第2の座標

軸上における当核忠者の表面の三次元形状を示す情報を算出する表面形状算出

機能と、

前記忠者形状取得機能により取得された前記忠者の表面の三次元形状を示す情

報と前記表面形状算出機能により算出された前記忠者の表面の三次元形状を示す

情報とをマソチンクして、前記第 の座標軸と前記第2の座標軸とを一致させる座標

軸一致機能と、

前記表面画像取得機能により取得された画像から、前記座標軸一致機能により前

記第 の座標軸に一致された前記第2の座標軸上における前記内視鏡の撮像方向

てある光軸を示す半直線を算出する内視鏡光軸算出機能と、

前記内視鏡光軸算出機能により算出された前記内視鏡の撮像方向てある光軸を

示す半直線と前記忠者形状取得機能により取得された三次元形状を示す情報に係

る前記忠者の内部を構成する面との交点を算出する交点算出機能と、

前記交点算出機能により算出された交点を示す情報を、前記忠者形状取得機能

により取得された前記忠者の内部を構成する面を示す情報に重畳して出力する出力

機能と、

をコンピュータに実行させる手術支援情報表示プロクラム。
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