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(57)【要約】
【解決手段】源と対物との間の距離が変化され、また、
異なる距離の各々にて投影像が生成される画像化方法及
び装置が記載されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　源及び検出器を使用して対物を画像化する方法において、
　（ａ）前記源が前記対物から第一の距離にあるように前記源及び対物を配置するステッ
プと、
　（ｂ）前記源及び検出器を使用して第一の投影像を取得するステップと、
　（ｃ）前記源が前記対物から第二の距離にあるように、前記源及び対物の少なくとも一
方を動かすステップと、
　（ｄ）前記源及び検出器を使用して第二の投影像を取得するステップとを備える、対物
を画像化する方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記第一及び第二の投影像を組み合わせてトモシンセ
シススライスを提供するステップを更に備える、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　（ｅ）前記源が前記対物から次の異なる距離にあるように、前記源及び対物の少なくと
も一方を動かすステップと、
　（ｆ）前記源及び検出器を使用して次の投影像を取得するステップと、
　（ｇ）ステップ（ｅ）及び（ｆ）を反復して複数の投影像を提供するステップと、
　（ｈ）前記複数の投影像を組み合わせてトモシンセシススライスを提供するステップと
を更に備える、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記源と前記対物との間の距離は、像面に対して直角
な線に沿って測定される、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記源及び対物の少なくとも一方を動かすステップは
、前記源を前記対物に接近するように動かすステップを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記源及び対物の少なくとも一方を動かすステップは
、前記源を前記対物から更に離れるように動かすステップを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、前記源及び対物の少なくとも一方を動かすステップは
、前記対物を前記源に向けて動かすステップを含む、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、前記源及び対物の少なくとも一方を動かすステップは
、前記対物を前記源から離れるように動かすステップを含む、方法。
【請求項９】
　源及び検出器を使用して対物を画像化する方法において、
　（ａ）前記源及び対物が第一の距離だけ隔てられ、また、源信号が前記対物を第一の角
度にて捕捉する第一の位置に前記源を配置するステップと、
　（ｂ）前記源が前記第一の位置にある状態にて前記対物の第一の投影像を取得するステ
ップと、
　（ｃ）前記源及び対物の少なくとも一方を、前記第一の位置から前記源及び対物が第二
の距離だけ隔てられ、また、源信号が第二の異なる角度にて前記対物を捕捉する第二の位
置まで、画像化面に対して実質的に直角な方向に向けて動かすステップと、
　（ｄ）前記源及び検出器を使用して第二の投影像を取得するステップとを備える、対物
を画像化する方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、前記第一及び第二の投影像を組み合わせてトモシンセ
シススライスを提供するステップを更に備える、方法。
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【請求項１１】
　請求項９に記載の方法において、
　（ｅ）前記源及び対物の少なくとも一方を、前記源信号が前記対物を捕捉するときの角
度を変化させるべく新たな位置まで動かすステップと、
　（ｆ）前記新たな位置にて前記源及び検出器を使用して次の投影像を取得するステップ
と、
　（ｇ）ステップ（ｅ）及び（ｆ）を反復して複数の投影像を提供するステップと、
　（ｈ）前記複数の投影像を組み合わせてトモシンセシススライスを提供するステップと
を更に備える、方法。
【請求項１２】
　対物を画像化するシステムにおいて、
　前記対物の回りに配設し得る源と、
　前記源により発せられ前記対物を通って伝播する信号を受け取り得るように、前記対物
の回りに配設され得る検出器と、
　前記源を前記対物から複数の異なる距離にて隔てることができ、源信号が前記対物を捕
捉するときの角度が前記複数の異なる距離の各々にて変化するように、前記源及び対物の
少なくとも一方を配置するコントローラと、
　前記複数の異なる距離の各々にて前記源及び検出器を使用して前記対物の投影像を取得
する像形成装置と、
　複数の投影像を受け取ると共に、前記複数の投影像を組み合わせてトモシンセシススラ
イスを提供し得るようにされたプロセッサとを備える、対物を画像化するシステム。
【請求項１３】
　源及び検出器を使用して対物を画像化する方法において、
　（ａ）前記検出器を第一の検出器位置に配置するステップと、
　（ｂ）前記対物を第一の対物位置に配置するステップと、
　（ｃ）前記源及び対物が第一の距離だけ隔てられ、前記源及び検出器が第二の距離だけ
隔てられ、源信号が第一の角度にて前記対物を捕捉した後に前記検出器の画像化面に衝突
するような第一の源位置に、前記源を配置するステップと、
　（ｄ）前記源が前記第一の源位置にあり、前記対物が前記第一の対物位置にあり、前記
検出器が前記第一の検出器位置にある状態で、前記対物の第一の投影像を取得するステッ
プと、
　（ｃ）前記源及び対物が第一の距離だけ隔てられ、前記源及び検出器が第三の距離だけ
隔てられ、源信号が第二の異なる角度にて前記対物を捕捉した後に前記検出器の画像化面
に衝突するように、前記検出器を前記第一の検出器位置から第二の検出器の位置まで前記
画像化面に対して実質的に直角に動かすステップとを備える、対物を画像化する方法。
【請求項１４】
　対物を画像化するシステムにおいて、
　前記対物の回りに配設し得る源と、
　前記源により発せられ前記対物を通って伝播する信号を受け取り得るように、前記対物
の回りに配設され得る検出器と、
　前記源と前記対物との間の距離を変化させることなく、前記源を前記検出器から複数の
異なる距離にて隔てることができ、源信号が前記検出器の像面を捕捉するときの角度が複
数の異なる距離の各々にて変化するように、前記源及び検出器の少なくとも一方を配置す
るコントローラと、
　前記複数の異なる距離の各々にて前記源及び検出器を使用して前記対物の投影像を取得
する像形成装置と、
　複数の投影像を受け取ると共に、前記複数の投影像を組み合わせてトモシンセシススラ
イスを提供し得るようにされたプロセッサとを備える、対物を画像化するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　［０００１］　本発明は、全体として、画像装置及び技術、より詳細には、トモグラフ
ィック像を生成するシステム及び技術的方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　［０００２］　当該技術にて既知であるように、トモシンセシスは、対物の一連の投影
測定値を取得し且つ、その測定値を処理して三次元（３Ｄ）スライス情報にするための技
術である。例えば、乳房トモシンセシスにおいて、源（Ｘ線管のような）及び（又は）検
出器が異なる視角度にて一連の投影測定値（露出像）を生成するため円弧上の一連の位置
を通して動かされる間、乳房は固定状態に保持されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　放射線源を円弧を通して動かすためには、投影像を生成させ得るように、比較的重いＸ
線管及びガントリー組立体をモータ作動により平行移動するよう制御することを必要とす
る。このことは、一般に、面倒であり、また、動かされる装置に振動を誘発させ勝ちとな
る。振動は、システムが対物の比較的小さい特徴を画像化する能力を低下させることにな
る。
【０００４】
　［０００３］　本発明によれば、画像化システムは、源光線が対物を透過するときの角
度を変化させ得るように画像化すべき対物に向けて且つその対物から離れる方向に可動で
ある源を含む。源と画像化すべき対物との間の距離を変化させることにより、源ビームは
、対物からの源の距離に依存して、対物を異なる角度にて透過する。このように、源と対
物との間の距離は、対物の可変倍率の投影像を実現し得るように変化させる。可変の視差
のため、可変倍率が実現される。源は、トモシンセシススライスを合成するため必要とさ
れる必須の数の光景（又は投影像）を提供し得るよう動かすことができる。このようにし
て、複数の投影像（例えば、複数の異なる倍率レベルの各々にて少なくとも１つの投影像
）を生成させることができ、投影像からのデータを合成して、トモシンセシススライスに
することができる。このように、この特別な構成において、従来の二次元（２Ｄ）投影画
像法にて陰となる対物の特徴の視認化を許容する方法及び装置が提供される。源と対物と
の間の距離は、源又は対物の何れかを動かすことにより変更することができる。一部の実
施の形態において、検出器は、源及び（又は）対物の動きに代えて又はその動きと共に、
動かすこともできる。
【０００５】
　［０００４］　本発明の更なる特徴によれば、画像化技術は、源及び検出器の少なくと
も一方を画像化すべき対物に向けて且つその対物から離れる方向に向けて動かすステップ
を含む。源と対物との間の距離、（又は、対物と検出器との間の距離）は、対物の可変倍
率の投影像を実現し得るよう変化させる。このため、拡大画像化法により生成された可変
の視差のため、トモシンセシススライスを合成するのに必要とされる必須の数の光景（又
は投影像）を提供することができる。このようにして、複数の投影像（例えば、複数の異
なる倍率レベルの各々における少なくとも１つの投影像）を生成させ、また、投影データ
を、トモシンセシススライスに合成することができる。このように、この特別な配置によ
り、従来の二次元的（２Ｄ）投影画像化法にて陰となる病変部の特徴に対して必要な視認
化を許容する方法及び装置が提供される。
【０００６】
　［０００５］　源は、Ｘ線管として提供することができ、この場合、源の信号は、Ｘ光
線ビームに相応する。勿論、中性子ビーム源、マイクロ波源及び光源を含むが、これらに
のみ限定されない、その他の型式の源を使用することが可能である。
【０００７】
　［０００６］　本発明の可変倍率トモグラフィ技術によれば、可変倍率レベルにて一連
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の投影像が取得され且つ、これらを使用して、三次元的像を生成することができる。この
ことは、源及び（又は）対物を互いに対して平行移動状態にて動かすことにより得られた
２つ又はより多くの視点から対物の投影像が取得される標準的なトモグラフィ技術と相違
する。放射線技師は、これらの像から、対物の正常な組織及び（又は）異常な組織の三次
元的（３Ｄ）構造を推定しなければならない。
【０００８】
　［０００７］　他方、本発明の可変倍率トモグラフィ技術は、源から対物の反対側に配
設された検出器の画像化面に対して典型的に実質的に直角な軸線に沿った動きを採用する
。源は、画像化する対物に向けて且つ該対物から離れる方向に向けて動かすだけでよいか
ら、源の平行移動（画像化する対物に対して）は不要である。源の平行移動が不要である
ため、源の動きにより誘発される振動量は、低下し、その結果、システムは対物の比較的
小さい特徴を画像化することができる。
【０００９】
　［０００８］　また、源の信号が発せられる方向と同一方向である、源及び（又は）検
出器及び（又は）対物の動きを使用することにより、源を平行移動させる（例えば、画像
化する対物の回りにて円弧状の経路に沿って）ことを不要にすることができる。源及び（
又は）対物及び（又は）検出器の相対的な動きは、単一の線又は方向にて行われるため、
このことは、画像化し且つ処置法（バイオプシー、針局所化、超音波等）のため対物又は
患者を望ましい形態に配置する自由度を高めることになる。
【００１０】
　［０００９］　本発明の更なる形態によれば、画像化技術は、源及び検出器を作動させ
て対物の第一投影像を生成するステップと、源、対物及び検出器の少なくとも１つを対物
と源及び検出器の少なくとも一方との間の距離を変化させる方向に向けて動かすステップ
と、源及び検出器を作動させ、対物の拡大し又は縮小した像に相応する対物の別の投影像
を生成するステップとを含む。この特別な配置において、源、対物又は検出器を平行移動
させることなく、三次元的トモグラフィック像を生成するために使用することのできる投
影像を提供する画像化技術が提供される。源及び（又は）検出器と画像化する対物との間
の距離を変化させることにより、拡がるビームは、画像化する対物中の構造体からのＸ光
線源の距離に依存して異なる角度にて組織を透過する。これらの像は、次に、トモグラフ
ィックスライスに合成することができる。このように、源及び（又は）検出器を対物の回
りの円弧状の経路にて動かすことなく、また、源、対物及び（又は）検出器の任意の平行
移動を必要とせず又は使用することなく、三次元像を生成することができる。
【００１１】
　［００１０］　本発明の更なる形態によれば、乳房トモグラフィシステムは、検出器と
、源の信号を検出器に向けて投影する源とを含み、源は、源が源の信号を提供するときに
沿う軸線と一致する方向に向けて可動である。この特別な配置により、可変倍率乳房トモ
グラフィ技術が提供される。源は、トモグラフィスライスに合成することのできる像を生
成するために、乳房に向けて且つ乳房から離れる方向に向いて動くだけでよいから、振動
が減少したシステムが提供される。従来のトモシンセシスの動き（すなわち、源及び（又
は）検出器を円弧状経路に沿った一連の位置を通って動かすこと）は、所望に応じて、可
変倍率乳房トモグラフィ技術と組み合わせることができる。
【００１２】
　［００１１］　本発明の上述した特徴、並びに本発明自体は、添付図面に関する以下の
説明からより完全に理解されるであろう。
　［００１８］　画像化システム及び像を生成するため実行される作用を説明する前に、
幾つかの基礎的な着想及び技術用語について説明する。
【００１３】
　［００１９］　本明細書にて記載したシステム及び技術は、乳房の画像化、治療用途、
光音響学的用途、皮膚の画像化及びその他の用途のような、多岐に渡る用途にて使用する
ことができることを理解すべきである。
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【００１４】
　［００２０］　上記のことに留意して、本明細書にて使用したように、「源」という語
は、適正な検出器により受け取られる信号を発する任意の型式の源を意味する。異なる型
式の源は、異なる型式の信号を発することができ、また、任意の特定の用途の場合、当該
技術の当業者は、特定の用途に適した特定型式の源（及び相応する検出器）を選ぶ方法が
認識されよう。
【００１５】
　［００２１］　特許請求の範囲の主題事項の説明の明確化を促進するため、乳房の画像
化の用途及び乳房の画像化にて利用される技術に対して特定の参考例及び例が使用される
ことがある。かかる参考例は、特許請求の範囲に記載したシステム及び技術を乳房の画像
化の用途にのみ限定するものと解釈されるべきではない。しかし、上述したように、本発
明は、治療の用途、皮膚の画像化の用途及び光音響学的用途を含むが、これらにのみ限定
されない多様な異なる型式の画像化の用途にて適用できる。
【００１６】
　［００２２］　次に図１を参照すると、画像化システム１０は、源１２と、画像化すべ
き対物１６の両側部に配設された検出器１４とを含む。源１２が第一の位置１８ａにある
とき、源の焦点２０は、対物１６上方の第一の距離であり、また、検出器の面２２の上方
の距離Ｄ１である。源１２は、拡がるビーム（又は信号）２４ａを発する。このように、
源１２が第一の位置１８ａにあるとき、ビーム２４ａの少なくとも一部分は、第一の角度
Ａ１（検出器の１４の面２２に対して測定した）にて対物１６の少なくとも一部分を透過
する。このようにして、一般に既知であるように、対物１６の第一の投影像を形成するこ
とができる。
【００１７】
　［００２３］　次に、源１２を第二の位置１８ｂまで動かし、源の焦点２０が対物１６
の上方の第二の異なる距離であり、また、検出器の面２２の上方の距離Ｄ２であるように
する。源１２は、拡がるビーム２４ｂを発し、ビームの部分は、再度、対物１６の少なく
とも一部分と交差する。源１２と対物１６との間の距離、特に、対物中の構造体又は特徴
の距離を変更することにより、源ビームが対物１６を透過するときの角度が変化すること
を理解すべきである。更に、ビーム２４ａ、２４ｂが検出器の面２２に衝突する位置は変
化する。このようにして、対物１６、特に、対物内の構造体又は特徴の異なる倍率の投影
像を提供することができる。このように、源と対物との間の距離を変化させることにより
、源ビームが対物に衝突し且つその対物を透過し且つ、検出器の面に達する角度は（対物
内の構造体によりビームは何ら偏向しないものと仮定して）、変化し、検出器の面にて対
物の見掛けの変位が提供される。
【００１８】
　［００２４］　図１において、対物１６の内部の構造体２６及び検出器の面２２の上方
の高さｈは、源が位置１８ａに配置されたとき、検出器の面の端縁２２ａからの距離Ｒ１
にて検出器の面に配置されるものと見える。しかし、源が位置１８ｂに配置されたとき、
構造体２６は、検出器面の端縁２２ａからの距離Ｒ２に配置されるものと見える。検出器
の面２２における構造体２６の見掛けの動きは、視差現象に起因する。すなわち、構造体
２６は、視差効果のため、構造体２６に対する線上にはない２つの異なる点から見たとき
、見掛け上、変位する。
【００１９】
　［００２５］　源１２を対物１６近くとなり且つ対物１６から更に離れるように動かす
ことにより、一連の投影像を生成することができ且つ、これらの投影像は、トモシンセシ
ススライスに合成することができる。このため、所望の投影像を生成するためには、源１
２により発せられたビームが対物の各粒子を捕捉し且つ、検出器１４により集められると
きの角度を変化させることが必要である。特に、トモグラフィック像を生成するためデー
タを使用することができるような態様にて信号を収集する必要がある。源と対物との間の
距離（すなわち、源と検出器との間の距離）を変化させることにより、可変倍率の対物の



(7) JP 2009-512502 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

投影像が提供される。すなわち、視差の変化のため、可変倍率の投影像が取得される。こ
のようにして、トモシンセシススライスを合成するため要求されるかかる投影像の必須の
数を提供することができる。このため、源、対物及び（又は）検出器の間の間隔を適正に
変化させることにより、複数の投影像（例えば、複数の異なる倍率レベルの各々にて少な
くとも１つの投影像）を異なる倍率レベルにて生成することができ、また、これらの投影
像は、トモシンセシススライスに合成することができる。扇形ビームのＸ線の幾何学的形
態には、独特の拡がる位置線の関係が内在する。検討中の対物内の粒子の各々は、特定の
位置線に沿ったその他の粒子と共に、検出器のその特定の点にてその減衰特徴（又は測定
されるその他の量）を配置する位置線によって縦断される。倍率を変化させると、検出器
にて特定の点と整合する粒子の組み合わせは変化する。倍率を変化させることは、倍率Ａ
に対して位置線上にて組み合わさる組みの対物粒子は、この場合にも、倍率Ｂ（又は任意
のその他の倍率）にて同一の対物粒子に対して組み合わさらないことを保証することにな
る。このようにして、一連の倍率は、正確に組み合わされたとき、対物における選択した
面上の粒子を増強する、一連の独特の投影像を形成する作用を果たす。
［００２６］　ビームの品質を変調させるため、Ｘ光線管アノード（又はその他のエネル
ギ照射源）に衝突する電子の影響力の寸法及び形状を電子的に又は機械的に変化させるこ
とが望ましいであろう。更に、カソード、アノード及び対物間の角度関係は、X光線ビー
ムの「ヒール」を活用し得るよう変化させることができる。更に、焦点の寸法及び勾配は
、供給された投薬量、検出器の受理、ビームエネルギの質又はその後、又は同時的再構築
のため対物粒子を最も良く感知するのに有用なその他の因子を最適化し得るように、動的
に変化する倍率に調節する焦点の寸法、形状及び強度となるように動的に調節することが
できる。
【００２０】
　［００２７］　この一例としての実施の形態において、源１２は、対物から離れた第一
の距離から対物から離れた第二の距離まで動き、第一の距離は、第二の距離よりも対物１
６から更に離れており（すなわち、源は、標的に向けてより接近するように動く）、その
逆もまた実施可能である。すなわち、源１２は、対物１６に向かうよりも対物１６から離
れるよう動くことができる。これと代替的に、源の動きは、対物に連続的に向かうか又は
対物から離れる動きではなくて、無作為又は準無作為のパターンとすることができる。源
の動きは、源ビームが対物にを捕捉する角度が適正に変更される限り、任意の方向に向け
又は任意の所定のパターン（無作為又は所定のパターンの何れか）とすることができると
説明すれば十分である。
【００２１】
　［００２８］　これと代替的に、ビーム－対物の捕捉角度を変化させるため、源を動か
すのではなく、対物自体を対物に向けて又は対物から離れる方向に向けて動かすことがで
きる。更に代替的に、対物及び検出器の双方を動かすか、又は検出器を動かし、或いは源
及び検出器の双方を動かし、又は、源、検出器及び対物の全て動かすことができる。多数
の要素（すなわち、多数の源、検出器及び対物）が動かされる場合、この動きは、同時に
（及び全ての要素が同一の速度にて又は異なる速度にて動く）、又は異なる時点にて（要
素が同一の速度にて又は異なる速度にて動く）生ずる。
【００２２】
　［００２９］　更に代替的に、源を変更し、改変し又は源自体を調節することによりビ
ームの特徴を変化させ又はさもなければ調節することにより、源ビームが対物を捕捉する
角度を変更することが可能である。例えば、源の特徴を内部にて調節することにより、源
から発せられたビームのビーム幅を変化させることができる一方、その変化は、ビームが
対物を捕捉する角度を変化させることになる。別の例として、源がＸ光線源として提供さ
れる場合、源内のX光線ビームのスポット寸法は、変化させ、このため、源から発せられ
たビームが対物を捕捉する角度を変化させることができる。
【００２３】
　［００３０］　源は、中性子ビーム源、マイクロ波源、Ｘ光線源又は光源として提供す
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ることができる。当該技術の当業者は、特定の用途のための特定型式の源を選ぶ方法が理
解されよう。例えば、乳房画像化の用途において、源１２は、拡がる形状を有するビーム
を発するＸ光線源として提供することができる。ビームは、円錐形、扇形又は少なくとも
一部分が拡がる任意のその他の形状を有するものとして提供することができる。
【００２４】
　［００３１］　図１のシステムにおいて、源１２及び（又は）検出器１４は、軸線３０
に沿って可動である。このようにして、源１２及び検出器１４の何れか又は双方は、画像
化する対物１６に向けて又は対物１６から離れる方向に向けて動かすことができる。
【００２５】
　［００３２］　画像化検出器に近い構造体は、拡がる入射ビーム（Ｘ光線等）を使用し
て画像化されるとき、検出器から更に離れた構造体よりも小さい倍率にて拡大されること
を理解すべきである。標的とした組織（標的とした組織の両側部を含む）から異なる距離
の倍数の焦点にて像を取得することにより、１つの対物中の内部構造体の倍率の差は、こ
れら構造体の深さを暗号化する。この暗号化した位置データを使用して、減衰係数の体積
分布を計算する再構築法を通じて深さデータを回収することができる。これは、医学的検
討のための面として又は面のグループとして、検討用として提供することができる。
【００２６】
　［００３３］　これを実現する１つの技術は、特別に拡大した（又は縮小した）投影像
のデータを重ね合わせ、関心のある面内の構造体のみが整合し且つ増強する一方、他の面
内の構造体は、整合せず且つ、非整合状態によって不鮮明となる。このように強さを増し
た構造体は、それらの輝度及び鮮明さのため、より視認可能である。関心のある面の信号
対暗雑音の比は、面外構造体のものに比して増大している一方、面外の構造体に対するも
のは減少している。
【００２７】
　［００３４］　倍率係数は一定であることを理解すべきである。このため、特定の倍率
係数を選ぶことは、源を配置すべき画像化面の上方の距離を選ぶことを許容する。
　［００３５］　投影像からのデータは、変化する倍率にて生じる投影像中の組織構造体
の見掛けの動きにて暗号化された深さ情報を回収するよう再構築されている。このことは
、深さ情報を回収することを許容し、また、乳房の画像化のとき、乳房の内部構造体を３
Ｄの全体像として提供することを許容する。３Ｄの全体像は、一連のスライスとして、又
は分析及び検討を可能にする３Ｄ像として提供することができる。
【００２８】
　［００３６］　１つの乳房を画像化する実施の形態において、投影像の数は、約７ない
し約６１の範囲にある。一般的に、任意の特定の用途にて使用される像の数は、最良の結
果（すなわち、ユーザが最も正確な像であると考えるもの）を提供するように選ばれる。
データを支配する各像中にて個別の雑音とならない多数の像を選ぶことが望ましい。この
ため、任意の用途にて選ぶべき像の特定の数は、源及び検出器の特徴、及び選んだ像の幾
何学的形態並びに、像中にて実質的に最大の増強効果を実現する結果となる像の数のよう
な、システムの因子を含むが、これらにのみ限定されない多数の因子に依存する。
【００２９】
　［００３７］　Ｘ光線信号の強度は、源が対物に近づくにつれて、低下するため、本発
明の可変の画像化技術を使用して患者が被曝する全体的なＸ光線照射量は、標準的な２像
マンモグラフィを使用して患者が被曝する照射量と同程度であることも理解すべきである
。
【００３０】
　［００３８］　次に、図２を参照すると、乳房の画像化システム４０は、源４２（例え
ば、Ｘ光線源）と、検出器４４とを含む。この場合、検出器は、デジタル平面検出器とし
て示されているが、勿論、当該技術の当業者に既知であり、また、平坦面又は湾曲面の何
れかを有するその他の検出器を使用することができる。源、検出器及び取り付けアーム４
６のみが図２に示されており、また、説明の明確化及び容易さのため、乳房の画像化シス
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テムのその他の部品は、図２に示されていないことを理解すべきである。
【００３１】
　［００３９］　図２の一例としての実施の形態において、源４２及び検出器４４は、伸
縮式支持アーム４６の第一及び第二の対向した端部に連結されている。画像化すべき対物
（例えば、乳房４８）は、圧縮板５０ａ、５０ｂから成る支持体５０内に配設される。支
持体５０は、源４２、検出器４４及びアーム４６から非連結状態とされ、支持体５０、従
って支持体５０内に保持された乳房４８は、源４２及び（又は）検出器４４及び（又は）
アーム４６が動く間、動かない。検出器４４の頂面に連結された格子５１は、源４２が放
射線信号を提供するとき、生じるであろう散乱を排除する。
【００３２】
　［００４０］　アーム４６、従って、源５０は、乳房４８及び検出器４４の上方にて第
一の部分５２ａと第二の部分５２ｂとの間を動く。一部の実施の形態において、図３及び
図４に関して説明するように、源４２及び検出器４４は、また、検出器４４に近接して配
置された点５４の回りを動くこともできる。
【００３３】
　［００４１］　トモシンセシススライスに合成することができる投影像を生成させるた
め、源４２により発せられたビームが乳房４８を捕捉し且つ、検出器４４により集められ
るときの角度を変化させる必要がある。アーム４６が上方及び下方に伸縮すると（例えば
、位置５２ａ、５２ｂの間にて検出器４４に向けて且つ検出器から離れる方向に）、源４
２は、軸線５６に沿った方向に向けて上方及び下方に動く。源が動くとき（例えば、位置
５２ａ、５２ｂの間にて）、源４２から発せられた信号が乳房４８を透過するときの角度
は変化する。このように、源を乳房４８に近づき又は乳房４８から離れるように動かすこ
とにより、一連の投影像を生成させることができ、また、これらの投影像は、トモシンセ
シススライスに合成することができる。
【００３４】
　［００４２］　これらの位置の間を動く間中、源及び検出器４４は、既知の位置的関係
を維持する。また、トモグラフィック像を生成するためデータを使用することができるよ
うな態様にて信号を収集しなければならない。源と乳房との間の距離（すなわち、乳房と
検出器の像面との間の距離）を変化させることにより、対物の可変倍率の投影像が提供さ
れる。すなわち、可変倍率画像化法（すなわち、源、対物及び（又は）検出器間の距離を
変化させる方法）に起因する可変の視差効果のため、トモシンセシススライスを合成する
ため必要とされる必須の数の像（又は投影像）を提供することができる。このようにして
（すなわち、源、対物及び（又は）検出器の間の間隔を適宜に変化させることにより）、
複数の投影像を異なる倍率レベルにて生成させることができ（例えば、複数の異なる倍率
レベルの各々にて少なくとも１つの投影像）、また、これらの投影像は、トモシンセシス
スライスに合成することができる。
【００３５】
　［００４３］　システム４０が作動するとき、放射線源４２は、放射線ビームを検出器
４４に向けて発する。検出器は、乳房を透過した後の放射線の部分を検出し、その後、源
は、乳房及び検出器の上方の異なる距離まで動く。一部の実施の形態において、源及び検
出器は、点５４の回りにて回動することもできる。この運動中、乳房４８及び検出器４４
は、源４２により発せられた放射線の経路内に配設され、源４２及び検出器４４は、既知
の空間的関係を維持する。
【００３６】
　［００４４］　Ｘ光線ビームが発せられる方向と同一方向に向けた運動を使用すること
により、掃引領域の寸法（すなわち、源が動く円弧の寸法）を減少させ、又は場合によっ
ては、その領域を省くことさえもでき、また、画像化及び処置法（バイオプシー、針局所
化、超音波等）のため、患者を望ましい形態に配置する自由度を向上させることを理解す
べきである。
【００３７】
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　［００４５］　また、源４２及び検出器４４は、圧縮板の中心と整合されないことも理
解すべきである。源４２及び検出器４４は、乳房の端縁に沿って整合され、また、軸線５
６で示したように乳房の僅かに外側にて整合されることになろう。これは、取得される乳
房の投影像の一部分に現われる「ブラインドスポット」を避けるためである。例えば、図
１において、対物１６の内部にあり、また、検出器の面２２の上方の高さｈにある構造体
２６は、源が位置１８ａに配置されたとき、検出器の面の端縁２２ａから距離Ｒ１にて検
出器の面上に配置されるように見える。しかし、源が位置１８ｂに配置されたとき、構造
体２６は検出器の面の端縁２２ａから距離Ｒ２に配置されるように見える。検出器面２２
における乳房内の構造体の見掛けの動きは、視差現象（すなわち、２つの異なる視点から
構造体を視認すること）に起因する。しかし、見掛けの動きは、２つの異なる視点を有す
る直線上にあるこれらの構造体には当て嵌まらない。このため、源及び検出器の好ましい
位置は、これらが関心のある対物及び構造体から変位される位置である。図２において、
源は１つの特定の側部にて変位されるものとして示されているが、源は、図２に示したよ
うに反対側部にて変位させることもできる。
【００３８】
　［００４６］　同様の要素は同様の参照番号で表示した図３及び図４を参照すると、乳
房トモグラフィシステム６０は、源６２（例えば、Ｘ光線源）と、検出器６４とを含む。
源及び検出器の面は、トモグラフィシステム６０の作動中、既知の距離だけ互いに隔てら
れている。この場合、検出器はデジタル平面検出器として示されているが、当該技術の当
業者に既知であり、また、勿論、平坦面又は湾曲面の何れかを有するその他の検出器を使
用することができる。源、検出器及び取り付けアームのみが図３及び図３Ａに示されてお
り、また、説明の明確化及び容易さのため、乳房トモグラフィシステムのその他の部分は
図３及び図３Ａに図示されていないことを理解すべきである。
【００３９】
　［００４７］　図３及び図４の乳房の画像化システムの実施の形態は、画像化する対物
に対して源が動くこと（すなわち、システムは可変倍率アプローチ法を使用することを許
容する）の点にて図２に示したものと同様である。しかし、幾つかの相違点がある。例え
ば、図３の実施の形態において、源は軸線６６に沿って（図２に示したように、乳房の外
周の回りではなく）乳房のほぼ中心と整合されている。また、図３及び図４の実施の形態
において、源及び検出器が回動点６８の回りにて可動である。
【００４０】
　［００４８］　図３の一例としての実施の形態において、源６０及び検出器６４は、伸
縮式支持アーム６８の第一及び第二の対向した端部に連結される。画像化すべき対物（例
えば、乳房７０）は、源、検出器及びアームから非連結状態とされた圧縮板７２ａ、７２
ｂから成る支持体内に配設されており、このため、源、検出器及びアームが動く間、支持
体（従って、支持体内に保持された乳房）が動くことはない。検出器１２０の頂面に連結
された格子７４は、源１１０が放射線信号を提供するとき、生じるであろう散乱を排除す
る。
【００４１】
　［００４９］　アーム６８（従って、源及びアームに連結された検出器）が検出器に近
接する位置に配置された点６８の回りを動く。図３及び図３Ａの一例としての実施の形態
において、点６８は、検出器が位置する面内に位置している。アーム６８が動くと、源６
２、検出器６４及びアーム６８は、経路（例えば、円弧状経路）を通って図４に示した位
置まで動く。これらの位置の間を動く間中、検出器６４は、源６２との空間的関係を乳房
トモグラフィ技術と調和した状態に維持する。
【００４２】
　［００５０］　トモグラフィシステム６０の作動時、放射線源は、放射線ビームを検出
器に向けて発し、源は位置８０ａと位置８０ｂとの間を動く。源及び検出器は、点１３０
の回りを回動することもできる。源と検出器との間の間隔は、変化して可変倍率を提供す
ることができるが、乳房及び検出器は、源によって発せられた放射線の経路内に配設され
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、源及び検出器は、源及び検出器が回動運動に動き且つ軸線６６に沿って動く場合でさえ
、従来の乳房トモグラフィ技術に従って既知の空間的関係を維持する。検出器１２０は、
乳房１６０を透過し且つ検出１２０に達する任意の放射線の存在を検出する。
【００４３】
　［００５１］　システム１００を使用して乳房トモグラフィを実行する場合、人間は、
図３及び図３Ａに示した位置に配置され、画像化すべき乳房（すなわち図３及び図４の乳
房１６０）は、圧縮板７２ａ、７２ｂの間に配置され且つ圧縮される。乳房は、圧縮板を
介する以外のその他の何らかの仕方にて支持し又は保持することができることを理解すべ
きである。乳房を支持し又は保持する方法に関係なく、源及び検出器は、人間が立った位
置にある状態にて利用される先行技術の乳房の画像化技術にて可能な場合よりも幅の広い
角度範囲に渡って動いてデータを測定する。データは、乳房の像を提供すべく後で使用さ
れよう。
【００４４】
　［００５２］　本発明に従って、源及び検出器は、先行技術のシステムにては可能でな
かった位置まで動かすことができるため、システムは、先行技術のシステムでは得られな
かったデータを提供することができる。このように、システムは、先行技術のシステムよ
りもより詳細な画像化を実現することができる。
【００４５】
　［００５３］　更に、源は、先行技術のシステムにて利用可能な範囲よりも広い角度範
囲を縦断できるから、源は、先行技術のシステムにて使用される円錐形ビームのビーム幅
及び（又は）ビーム形状と比較して狭いビーム幅及び（又は）ビーム形状を有する円錐形
の形状の放射線ビームを利用することができる。このことは、関心のない構造体上に衝突
する放射線の量を少なくする放射線ビームを使用することを許容する。例えば、乳房の画
像化にて、人間の胸部、肩、心臓及び肺に衝突する放射線の量を少なくすることが可能で
あり、また、検出器上にて「溢れる」放射線の量を少なくすることも可能である。
【００４６】
　［００５４］　次に、図５を参照すると、トモシンセシスシステム８０が示されている
。このシステムは、ニクラソン（Ｎｉｋｌａｓｏｎ）その他の者に対して発行され且つ、
本出願の譲受人に譲渡された米国特許明細書５，８７２，８２８に記載されたものと同様
である。システム８０は、平行移動の動き及び伸縮動きの双方を提供する可動アーム８６
に装着された放射線源８４を含む。このため、可動アーム８６は、源８２と画像化する対
物９０（例えば、乳房）との間に配置された軸線又は回動点８８の回りを回動し、また、
伸縮し（すなわち、その長さを伸ばし且つ縮め）、このアームは、源８４が画像化する対
物９０により近くなり且つ対物から更に離れるように動くことを許容する。
【００４７】
　［００５５］　固定アーム９２は、放射線検出器９４に装着された第一の端部と、回動
点８８にて可動アーム８６に装着された第二の端部とを有している。画像化する対物９０
（例えば、人間の乳房）は、検出器９４と当接する位置に配設される。典型的に、画像化
する対物１０は、検出器９４に対して圧縮される。
【００４８】
　［００５６］　使用時、源８４は、参照符号Ａで示した源の位置と、参照符号Ｂで示し
た源の位置との間を動かされる（可変倍率の動きと呼ばれる）。源は、また、位置Ｃ、Ｄ
の間にて円弧９６に沿って動くこともできる。可変倍率の動きと共に、円弧の動きを使用
することは、像中のアーチファクトを解消するのを助けることができる。
【００４９】
　［００５７］　源８４は、図５に示した２つの位置Ａ、Ｂの間を動く間、又は円弧９６
又は９６´に沿って位置Ｃ、Ｄの間を動く間、検出器９４に対し放射線を提供する。円弧
に沿った任意の点にて、可動アーム８６は、源と検出器との間の距離（すなわち高さ）を
任意の所定の角度だけ変化させ得るように既知の量だけ伸び又は縮めることができる。検
出器９４は静止したままである。検出器９４により収集された情報から、一般に既知であ
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るように、対物１０のＸ線吸収の最終的な合成図を作成することができる。このように、
乳房の画像化システムは、源が対物に向け且つ対物から離れる方向に動くことを可能にし
且つ、円弧状の経路に沿って対物の回りを平行移動することを可能にすることにより、可
変倍率を利用してトモグラフィックスライスを生成することができる。
【００５０】
　［００５８］　源８４が直線又は円弧状の経路（又は、平行移動及び可変倍率の動きの
双方を含む何らかの不規則なパターン）にて対物９０の回りを動くのを許容することによ
り、スポットビーム（円錐形又は扇形のビームのような拡がりビームではなくて）を発す
る源を使用することができることを理解すべきである。
【００５１】
　［００５９］　次に、図６を参照すると、図１ないし図５に関して上述した画像化技術
は、対物の回りの直接、対向する方向（すなわち、反対方向）を含んで、対物の回りの２
つの異なる方向から対物の可変倍率を利用し得るよう拡張することができる。
【００５２】
　［００６０］　上述したように、Ｘ光線ビームが異なる角度から組織を透過して、画像
化する構造体に対する像の間にて視差偏移を形成することにより、Ｘ光線トモシンセシス
を実現することができる。これは、拡大像を使用して実現することができる。拡大Ｘ光線
画像法において、拡がるビームは、画像化する対物中の構造体からのＸ光線源の距離に依
存する異なる角度にて組織を透過する。次に、これらの像を合成してトモグラフィックス
ライスにすることができる。
【００５３】
　［００６１］トモシンセシスを許容するため拡大Ｘ光線画像法を使用するための別の技
術は、像を対物の一側部から得て、次に、像を対物の対向する側部（又は方向）（すなわ
ち、第一の側部から１８０°の第二の側部）から得ることであろう。このアプローチ法に
より、双方の像にて同一の面内の構造体は、正確に整合され且つ増強される一方、その他
全ての面内の構造体は、非整合状態で且つ不鮮明となり、このため、整合した面内の構造
体を強調することになる。次に、像は偏移させ、次の面が整合等されて、構造体を通る全
ての面を提供することができる。
【００５４】
　［００６２］　例えば、図６において、源が一側部にあるとき、構造体５０２は、検出
器上に像５０２ｃとして投影され、また、源が反対側部にあるとき、像５０２ｂとして投
影されよう。投影像５０２が両方の像にて同一であり、従って、増強するように２つの像
が調節されたとき、対物５０４の投影像は、双方の像にて非整合状態となり、また、対物
５０２として明確に見ることはできないであろう。当初の２つの像を調節することにより
、対物５０４は、双方の像にて整合され且つ増強される一方にて、対物５０２は、最早、
整合されず且つ、増強もされない。このことは、全ての面に対して行うことができる。
【００５５】
　［００６３］　図６において、第一の源５００は、第一及び第二の対物５０２、５０４
の像を第一の検出器５０６により画成された面上に形成する。上述したように、源５００
と対物５０２、５０４との間の距離（すなわち、対物と検出器との間の距離）は、対物５
０２、５０４の可変倍率の投影像を実現し得るように変化させる。すなわち、拡大画像化
法により生成された可変視差のため、トモシンセシススライスを合成するために必要とさ
れる必須の数の像（又は投影像）が提供される。このようにして、トモシンセシススライ
スに合成することのできる複数の投影像（例えば、複数の異なる倍率レベルの各々にて少
なくとも１つの投影像）を生成することができる。このように、図６に示した例において
、源５００は、位置５０８から位置５１０まで動かされる。源５００と対物５０２との間
の距離を変化させることにより、２つの投影像が提供される。具体的には、源５００が位
置５０８にあるとき、投影像５０２ａが提供され、また、源５００が位置５１０にあると
き、投影像５０２ｂが提供される。
【００５６】
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　［００６４］　同様に、源５００と対物５０４との間の距離を変化させることにより（
すなわち、源の位置を位置５０８から位置５１０まで動かすことにより）、２つの投影像
が提供される。特に、源が位置５０８にあるとき、投影像５０４ａが提供され、源が位置
５１０にあるとき、投影像５０４ｂが提供される。
【００５７】
　［００６５］　システムは、位置５１４に配設された第二の源５１２を含む。源５１２
は、第一及び第二の対物５０２、５０４の像を第二の検出器５１６により画成された面に
形成する。このように、源が位置５１４に配設された状態にて、投影像５０２ｃ（すなわ
ち、源５１４及び検出器５１６を使用して生成された対物５０２の投影像）及び投影像５
０４ｃ（すなわち、源５１４及び検出器５１６を使用して生成された対物５０２の投影像
）が提供される。
【００５８】
　［００６６］　２つの源５００、５１２は、画像化される対物５０２、５０４の異なる
側部に配設されることを認識すべきである。視差の偏移は、拡がるＸ光線ビームを使用し
て反対方向から画像化することにより、固定の源／検出器及びＸ光線源の場合でさえ反対
方向から画像化する対物の距離まで、像毎に各面にて対物に対して相違するであろう。例
えば、ある対物が構造体の中心にあり、その対物が対物から等距離にある源にて１８０°
投影像にて画像化される場合、双方の像にて対物の倍率は同一であり、また、これらが整
合されたとき、これらは重ね合わされ、また、増強される一方、その他の全ての面は、（
異なる倍率のため）非整合状態となり、また、増強されないであろう。像の寸法を変更す
ることにより、次の面は増強される一方、その面外の対物は、非整合状態等とされるであ
ろう。このようにして、同様にトモシンセシススライスを実現することができる。
【００５９】
　［００６７］　源５００は、２つの異なる位置（すなわち、位置５０８、５１０）の間
を動くものとして示される一方、源５１２は１つの位置においてのみ示されているが、源
の動きのその他の変更を使用することもできることを理解すべきである。例えば、源５０
０が静止状態に保持されている間、源５１２は、複数の位置まで動かすことができる。こ
れと代替的に、源５００及び源５１２の双方は、直線状経路に沿った異なる位置まで動か
し、これにより、源の各々と画像化する対物との間の距離を変化させるようにしてもよい
。
【００６０】
　［００６８］　更に代替的に、また、上述したように、検出器５０６、５１６（源５０
０、５１２ではなく）は、画像化される対物が測定されるときの倍率を変化させるように
動かすことができる。または、源－検出器対を、画像化される対物に向け又は対物から離
れる方向に向けて直線状経路に沿って動かすことができる。または、更に代替的に、源及
び検出器の双方は、互いに独立的に動かすことができる。このように、対物の可変倍率の
投影像となる源及び検出器の動きの任意の組み合わせは、源及び（又は）検出器の動きの
結果、トモシンセシススライスに合成することができる像を生成させるため使用すること
のできる投影像（又はより正確には、多分、投影像のデータ）となる限り、使用すること
ができることを理解すべきである。
【００６１】
　［００６９］　図６に関して説明した二重の画像化アプローチ法は、図１ないし図５に
関して説明した技術及び実施の形態と組み合わせて使用することが可能であることを理解
すべきである。
【００６２】
　［００７０］　本発明の幾つかの一例としての実施の形態のみを上記に詳細に説明した
が、当該技術の当業者は、本発明の新規な教示及び有利な効果から実質的に逸脱せずに、
一例としての実施の形態に対して多くの改変例が可能であることが容易に理解されよう。
従って、かかる改変例の全ては、特許請求の範囲に規定された本発明の範囲に含めること
を意図するものである。本明細書にて言及した全ての特許、特許出願及び出版物は、その
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。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】可変倍率を有する画像化システムのブロック図である。
【図２】可変倍率を有する乳房トモグラフィシステムの第一の実施の形態を示す等角図で
ある。
【図３】可変倍率を有する乳房トモグラフィシステムの第二の実施の形態を示す等角図で
ある。
【図４】可変倍率を有する乳房トモグラフィシステムの第二の実施の形態を示す等角図で
ある。
【図５】トモシンセシスシステムの概略図である。
【図６】対物の異なる側から像を生成する画像化システムの概略図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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