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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓に関する複数時相の画像のデータを記憶する記憶部と、
　前記画像に基づいて虚血領域を特定する虚血領域特定部と、
　前記虚血領域を冠動脈と支配域とを関係付ける支配マップに照会することにより前記虚
血領域の責任血管を特定する責任血管特定部と、
　前記責任血管の多点に関する複数のＦＦＲ値が変化を示す位置に側副血管の位置を特定
する側副血管特定部とを具備することを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記画像又は前記他の画像を前記責任血管を示すマークと共に表示する表示部を更に備
えることを特徴とする請求項１記載の医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記虚血領域特定部は、前記画像から心筋に関する組織血流画像を生成し、前記組織血
流画像から前記虚血領域を特定することを特徴とする請求項２記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記側副血管の位置に基づいて責任狭窄を特定する責任狭窄特定部を更に備えることを
特徴とする請求項３記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記表示部は、前記画像又は前記他の画像を前記責任狭窄を示すマークと共に表示する
ことを特徴とする請求項４記載の医用画像処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知の通り、虚血性心疾患では、冠動脈の閉塞や狭窄等により、心筋への血流が阻害さ
れ供給が不足もしくは途絶えることにより、心臓に障害が起こる。症状としては、主に前
胸部、時に左腕や背中に痛み、圧迫感を生じる。虚血性心疾患の患者に対しての治療法は
大きく分けると以下の３種類存在する。
【０００３】
　バイパス手術は、図１１に示すように、狭くなっていたり閉塞している血管に対して、
他の血管（側副血管）をつなげることによりその血管を介して虚血となっている部位によ
り多くの血液を流してやる手術である。
【０００４】
　ＰＣＩ（カテーテル手術）は、図１２、図１３に示すように、細い管状構造の治療器具
を閉塞や狭窄を起こしている血管に直接通して強制的に血管を広げる治療法である。
【０００５】
　薬物療法は、心臓の虚血を改善したり、血栓が出来るのを予防する治療法である。
【０００６】
　よく用いられるＦＦＲ（Fractional Flow Reserve）は、医師がカテーテル手術をする
か薬物療法をするかの選択をするための指標である。
【０００７】
　狭窄の進行度の評価は一般的にプレッシャーワイヤーを直接血管に通して計測する。そ
のため、侵襲的な計測法となっている。プレッシャーワイヤーは、図のように挿入し、狭
窄部の前の圧力であるＰin、後ろの圧力であるＰoutを計測する。
【０００８】
　ＦＦＲ＝Ｐout ／Ｐinで定義され、この値が、0.8より低いとＰＣＩを用い、高い場合
は薬物療法を用いる。プレッシャーワイヤーを用いたＦＦＲの計測は侵襲的なので、非侵
襲的な計測・推定法が望まれている。
【０００９】
　そこで、近年、流体解析を用いたシミュレーションベースの計測法が考案されている。
既存のシミュレーションは3Dにおいてのシミュレーションである。シミュレーションベー
ス計測の基本概念としては、モダリティから取得される血管の形状と、血液などの持つ粘
性値などの物理パラメータをインプットとしＣＦＤ(Computational Fluid Dynamics)で一
般的に用いられるナビエストークスの式を用いて求める。
【００１０】
　３Ｄシミュレーションの問題点としては、計算時間が膨大にかかることである。例とし
ては、スーパーコンピュータで1時間ほどかかる（非特許文献１）。しかしながら、ＦＦ
Ｒを用いて治療法を選択する患者は一刻を争う患者なので、出来るだけ早くに結果が欲し
い。
【００１１】
　改善策として、３ＤでのシミュレーションをＣＰＲ（断面変換）を用いて２Ｄ画像で近
似することがあげられる。それにより単純に計算量が大幅に減るのでシミュレーション結
果が早く得られる。
【００１２】
　心臓に対してＣＴ画像を活用した様々な解析が存在する。冠動脈解析による狭窄部位特
定やプラーク性状分析、ＣＰＲ画像を用いて視覚的に狭窄部位特定、Cross Cut画像を用
いて断面に沿ってプラークや石灰化の存在する血管壁の抽出、心筋パフュージョン（組織
血流量分布）による虚血心筋特定、マッピング画像により血流低下が分かる、支配マップ
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による冠動脈の心筋支配領域特定、特定の動脈が占めている領域をマッピング表示、理想
の支配マップを元に実際の患者の支配マップを表示し比較する、通常占めていなければな
らない血管の領域に他の血管領域が張り出している場合は、側副血管の可能性も示唆でき
る。
【００１３】
　特許文献１では、血流動態解析の結果と造影剤の到達時間などの血流パラメータを重畳
表示する技術が記載されている。当該特許文献１には、詳細の記載はないが、血管の形状
画像（恐らくＣＰＲや、ボリュームレンダリングの類）に対して、パフュージョン画像な
どを重畳表示する事項が記載されている。
【００１４】
　しかし、狭窄の存在する責任血管を直接解析しているわけではないので、責任狭窄の判
定が出来ない。画像表示をするためＣＴ画像に表示されない側副血管は考慮されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開2007-151881号公報
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Journal of Cardiovascular Computed Tomography - Min et al. - 201
1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　目的は、ＣＴ画像では表示されない側副血管の存在箇所を特定することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本実施形態に係る医用画像処理装置は、心臓に関する複数時相の画像のデータを記憶す
る記憶部と、前記画像に基づいて虚血領域を特定する虚血領域特定部と、前記虚血領域を
冠動脈と支配域とを関係付ける支配マップに照会することにより前記虚血領域の責任血管
を特定する責任血管特定部と、前記責任血管の多点に関する複数のＦＦＲ値が変化を示す
位置に側副血管を特定する側副血管特定部と、前記画像又は他の画像を前記側副血管を示
すマークと共に表示する表示部とを具備することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態に係る医用画像処理装置の構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係る医用画像処理の手順を示す図である。
【図３】図２の冠動脈解析処理の処理結果を示す図である。
【図４】図２の心筋パフュージョン解析結果を示す図である。
【図５】図２のテリトリーマップ解析で用いるテリトリーマップの一例を示す図である。
【図６】図２の責任血管の表示画面の一例を示す図である。
【図７】図６の表示画面の他の例を示す図である。
【図８】図２の複数のＦＦＲ値から側副血管を特定する処理の説明補足図である。
【図９】図２の責任狭窄の表示画面の一例を示す図である。
【図１０】図９の表示画面の他の例を示す図である。
【図１１】バイパス手術の原理を示す図である。
【図１２】血管狭窄に対するカテーテル手術の原理を示す図である。
【図１３】バルーンカテーテル手術の原理を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本実施形態に係る医用画像処理装置は、心臓に関する複数時相の画像を処理する。この
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画像から虚血領域が特定される。虚血領域を冠動脈と支配域とを関係付ける支配マップに
照会することにより虚血領域の責任血管が特定される。責任血管の多点に関する複数のＦ
ＦＲ値が変化を示す位置に側副血管が特定される。この側副血管を示すマークと共に画像
又は他の画像が表示される。
【００２１】
　周知の通り、側副血管とは、臓器または臓器の一部で本来の血液供給が絶たれたときに
血管どうしの連絡によって新たにつくられた血管をいう。例えば冠動脈に生じた狭窄によ
り血液供給が絶たれたときにその血管から分岐する側副血管が形成される。しかし側副血
管は非常に細く、ＣＴ画像では視認できない。また側副血管への分岐付近で圧力低下が生
じるので、ＦＦＲ値の信頼性が低下してしまう。本実施形態では、側副血管の存在の有無
、その側副血管の場所をマーク等で提供することにより、ＦＦＲ値の信頼性低下による狭
窄程度の誤認を軽減すること、また責任狭窄の特定を実現するものである。
【００２２】
　図１には本実施形態に係る医用画像処理装置の構成を示している。本実施形態に係る医
用画像処理装置１は、ＬＡＮや公衆電子通信回線等のネットワーク４を介してＣＴ装置２
、ＰＡＣＳ３に接続される。そのため医用画像処理装置１は、インタフェース１１を有し
ている。医用画像処理装置１は、制御部１２の制御のもとでＣＴ装置２又はＰＡＣＳ３か
ら供給された、処理対象画像としての当該被検体の心臓を含む胸部領域に関する複数時相
にわたる時系列の３次元造影ＣＴ画像データ（以下単にボリュームデータという）を記憶
する画像記憶部１３を有する。
【００２３】
　心臓領域抽出部１４は、ボリュームデータから心輪郭抽出処理等により心臓領域を抽出
する。この心臓領域に以降の処理範囲が限定される。心筋解析部１５は、心臓領域から心
筋領域を造影剤濃度に対応するＣＴ値による閾値処理により抽出する。また心筋解析部１
５は、心筋パフュージョン解析、つまり抽出した心筋領域内の画素又は局所毎に造影剤に
関する時間濃度曲線を生成しその時間濃度曲線に基づいて画素又は局所毎に流入から流出
までの期間に移動する血流の量を求める。例えばＣＴ撮影では非イオン性造影剤を患者へ
注入し、ＣＴ値の変化から臓器の灌流情報を描出することができる。ＣＴパフュージョン
解析は、例えば512×512ピクセルで構成されたＣＴ画像の経時変化を各画素におけるＣＴ
値の変化から測定し、血流量などを数値化する。複数時相のＣＴ画像から、臓器の灌流情
報を表す１枚のカラーマップが生成される。
【００２４】
　さらに心筋解析部１５は、血流量の空間分布から閾値処理により虚血領域を特定する。
責任血管特定部１６は、特定した虚血領域に対して、テリトリーマップ記憶部１７に記憶
されている、冠動脈と各冠動脈により栄養供給がなされる支配域との関係を定義するテリ
トリーマップ（支配マップ）を照合することにより、虚血領域へ本来的に栄養供給責任を
有している血管（責任血管）を特定する。マーカ発生部２０は、特定された責任血管を表
すマーカのデータを発生する。責任血管を表すマーカは、ボリュームデータからレンダリ
ング等により生成された３次元画像又は断面変換（ＭＰＲ）により生成された２次元画像
に重ねて表示部２１に表示される。なお、画像としては、ＣＴ装置によるボリュームデー
タに由来する画像には限定されず、Ｘ線診断装置等の他のモダリティにより取得した画像
にマーカを重ねるようにしても良い。
【００２５】
　ここでＦＦＲは、狭窄のある血管の血流量（狭窄血管血流量）を狭窄が無いと仮定した
血管の血流量で正規化した値で与えられ、実際の測定では、血管内に圧力センサー付きの
ワイヤ（Pressure wire）を挿入して、責任血管上の複数箇所で圧力を実測し、その比を
計算することにより求められる。ＦＦＲ測定装置５は、圧力センサー付きのワイヤを有し
、圧力センサーにより測定した２カ所間の圧力比（ＦＦＲ）を計算する。
【００２６】
　責任狭窄特定部１８は、ＦＦＲ測定装置５で実測された責任血管内の複数箇所のＦＦＲ
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値の特定変化に基づいて側副血管の位置を特定するとともに、側副血管の位置を考慮して
虚血原因をなった狭窄（責任狭窄）を特定する。実際にはボリュームデータから冠動脈解
析部１９により冠動脈内壁の形態から特定された複数の責任狭窄候補の中から、ＦＦＲ値
が閾値未満に急激に低下する等の特定の変化を示す箇所の下流に位置する狭窄を責任狭窄
として特定する。冠動脈解析部１９は、心臓領域の３次元ボリュームデータを使用して、
冠動脈の血管芯線や血管内壁等の冠動脈の解剖学的構造およびプラーク性状を分析して冠
動脈に関する３次元データを求める。
【００２７】
　マーカ発生部２０は、側副血管の位置を表すマーカのデータ及び責任狭窄を表すマーカ
のデータを発生する。責任狭窄を表すマーカは、ボリュームデータからレンダリング等に
より生成された３次元画像又は断面変換（ＭＰＲ）により生成された２次元画像に重ねて
表示部２１に表示される。
【００２８】
　図２には本実施形態による画像処理手順を示している。ＣＴ装置１又はＰＡＣＳ２から
胸部領域に関する複数時相にわたる時系列の３次元造影ＣＴ画像データ（ボリュームデー
タ）が医用画像処理装置１にインタフェース１１を介して受信され、画像記憶部１３に記
憶される（Ｓ１）。拍動に比較的少ない特定時相のボリュームデータを対象として心臓領
域抽出部１４により当該ボリュームデータから心臓領域が抽出される（Ｓ２）。
【００２９】
　抽出された心臓領域を対象に冠動脈解析部１９により冠動脈解析処理がなされる（Ｓ３
）。冠動脈解析処理により、冠動脈の血管芯線や血管内壁等の冠動脈の解剖学的構造に関
する３次元のデータが生成される。図３に示すように冠動脈の解剖学的構造が心臓形態画
像に重ねて３次元又は２次元の画像として表示される。
【００３０】
　抽出された心臓領域から心筋領域が造影剤濃度に応じた閾値処理等により心筋解析部１
５により抽出される（Ｓ４）。次に心筋解析部１５により、抽出された心筋領域に限定し
てＣＴパフュージョン解析が行われる。ＣＴパフュージョン解析では、まず時系列のボリ
ュームデータから心筋領域内の画素又は局所毎に時間濃度曲線が生成される。それら時間
濃度曲線に基づいて画素又は局所毎に流入から流出までの期間に移動する血流の量が計算
される。図４には、血流量の空間分布の一例を示している。この血流量の空間分布から心
筋解析部１５により所定の血流量未満の領域が虚血領域として特定される。
【００３１】
　テリトリーマップ記憶部１７に記憶されているテリトリーマップ（図５参照）内の支配
域から虚血領域が含まれる支配域が責任血管特定部１６により特定され、特定された支配
域にテリトリーマップ上で関連付けられている冠動脈が責任血管として特定される（Ｓ６
，Ｓ７、Ｓ８）。特定された責任血管を表すマーカがマーカ発生部２０により発生され、
図６に例示するようにボリュームデータからレンダリング等により生成された３次元画像
又は図７に例示するようにボリュームデータから断面変換（ＭＰＲ）により生成された２
次元画像に重ねて表示部２１に表示される（Ｓ９）。
【００３２】
　術者は責任血管を視認して、ＦＦＲ測定装置５に装備されたプレッシャーワイヤを当該
責任血管に挿入し、図８に示すように狭窄の前後に渡る複数の箇所で圧力を実測する。複
数の箇所中の例えば狭窄から最も上流に位置する箇所の圧力を基準として、他の複数の箇
所の圧力をそれぞれ割り算することにより、ＦＦＲ測定装置５により複数の箇所にそれぞ
れ対応する複数のＦＦＲ値が計算される。これら責任血管上の複数の箇所にそれぞれ対応
する複数のＦＦＲ値のデータは医用画像処理装置１に供給され、又は複数のＦＦＲ値が医
用画像処理装置１の図示しないキーボード等の入力機器から入力される（Ｓ１０）。
【００３３】
　次に責任狭窄特定部１８により、責任血管上の複数の箇所にそれぞれ対応する複数のＦ
ＦＲ値が責任血管上の位置に沿って急激な低下等の特定変化を示す箇所が特定され、その
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箇所から側副血管の存在が推定され、またその上流に位置する狭窄が責任狭窄として特定
される（Ｓ１１）。
【００３４】
　マーカ発生部２０により発生された側副血管の位置を表すマーカ及び責任狭窄を表すマ
ーカが、図９，図１０に例示するように、ボリュームデータからレンダリング等により生
成された３次元画像又は断面変換（ＭＰＲ）により生成された２次元画像に重ねて表示部
２１に表示される（Ｓ１２）。
【００３５】
　このように本実施形態では、ＣＴ-ＦＦＲ解析をシミュレーションベースではなく、直
接プレッシャーワイヤで計測する。ＣＴ冠動脈解析により、冠動脈の解剖学的構造および
プラーク性状を分析し、ＣＴ心筋パフュージョンにより、虚血心筋領域を特定する。この
虚血心筋領域とテリトリーマップにより、虚血心筋の責任血管を特定する。責任血管を特
定後、その血管のみを狙ってプレッシャーワイヤで直接ＦＦＲ値を計測する。つまり特定
された責任血管に対して実際にプレッシャーワイヤを挿入して直接にＦＦＲを実測する。
プレッシャーワイヤで実際に圧力を計測してＦＦＲを求めることで側副血管が責任血管の
どこに存在するかが分かる。側副血管の位置を抽出された冠動脈の画像上に表示し、また
ＦＦＲ閾値以下の狭窄を責任狭窄として表示する。つまり側副血管の存在を加味して責任
狭窄の表示をする。ＣＴでは細すぎて表示されなかった責任血管内に存在する側副血管の
有無だけではなく場所を表示することで、側副血管による治療対象の誤認のおそれを減少
させながら治療方針を決定することを可能とする。
【００３６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００３７】
　１…医用画像処理装置、４…ネットワーク、２…ＣＴ装置、３…ＰＡＣＳ、１１…イン
タフェース、１２…制御部、１３…画像記憶部、１４…心臓領域抽出部、１５…心筋解析
部、１６…責任血管特定部、１７…テリトリーマップ記憶部、１８…責任狭窄特定部、１
９…冠動脈解析部、２０…マーカ発生部、２１…表示部。
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