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(57)【要約】
【課題】医用画像の画質を向上させること。
【解決手段】実施形態の医用装置は、放射線強度を示す
放射線データを取得し、フィルタの畳み込みカーネルの
形状関数を定義する前記フィルタのパラメータを決定す
るためにトレーニングされた重み付け係数を有するニュ
ーラルネットワークを取得し、前記放射線データを前記
ニューラルネットワークに適用することで前記ニューラ
ルネットワークから出力された前記放射線データに基づ
くパラメータを取得し、前記ニューラルネットワークか
ら出力されたパラメータによって規定される前記フィル
タを適用することにより前記放射線データをフィルタリ
ングして、フィルタリングされた放射線データを生成す
る回路を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線強度を示す放射線データを取得し、
　フィルタの畳み込みカーネルの形状関数を定義する前記フィルタのパラメータを決定す
るためにトレーニングされた重み付け係数を有するニューラルネットワークを取得し、
　前記放射線データを前記ニューラルネットワークに適用することで前記ニューラルネッ
トワークから出力された前記放射線データに基づくパラメータを取得し、
　前記ニューラルネットワークから出力されたパラメータによって規定される前記フィル
タを適用することにより前記放射線データをフィルタリングして、フィルタリングされた
放射線データを生成する回路を備えた、医用装置。
【請求項２】
　前記放射線データは、Ｘ線源と検出器との角度を撮像対象に対して回転させた一連の投
影ビューでＸ線投影画像を生成することにより得られるサイノグラムであり、
　前記回路は、前記ニューラルネットワークから出力された前記パラメータにより規定さ
れる前記フィルタを適用することにより前記サイノグラムをノイズ除去することで、ノイ
ズ除去されたサイノグラムを生成する、請求項１に記載の医用装置。
【請求項３】
　前記回路は、セグメントディメンションおよびチャネルディメンション、ビューディメ
ンションおよびチャネルディメンション、および／またはセグメントディメンションおよ
びビューディメンションを有する、前記サイノグラムの三次元ボリュームまたは前記サイ
ノグラムの二次元スライスに対して前記フィルタを適用する、請求項２に記載の医用装置
。
【請求項４】
　前記放射線データは、Ｘ線断層撮影（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ（ＣＴ
)）データ、Ｘ線蛍光透視法データ、ガンマ線ポジトロン断層撮影（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　
Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＰＥＴ）、および単一光子放射断層撮影（Ｓ
ｉｎｇｌｅ－ｐｈｏｔｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ＣＴ：ＳＰＥＣＴ）のうちの一つである
、請求項１に記載の医用装置。
【請求項５】
　前記回路は、更に、分析再構成法を用いて、前記ノイズ除去されたサイノグラムから断
層撮影（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＣＴ）画像を再構成する、請求項２
又は３に記載の医用装置。
【請求項６】
　前記フィルタは、円滑フィルタであり、
　前記回路は、前記放射線データをフィルタリングすることで前記放射線データをノイズ
除去する、請求項１～５のいずれか一項に記載の医用装置。
【請求項７】
　前記円滑フィルタの前記形状関数は、多変量ローパスフィルタカーネルであり、
　前記円滑フィルタの前記パラメータは、多変量ローパスフィルタカーネルの幅と向きを
規定する値からなり、
　前記パラメータからなる前記値は、前記放射線データ内で画素位置の関数として変化す
る、請求項６に記載の医用装置。
【請求項８】
　前記多変量ローパスフィルタカーネルは、多変量ガウス分布である、請求項７に記載の
医用装置。
【請求項９】
　前記フィルタは、セグメント次元およびチャネル次元、ビュー次元および前記チャネル
次元、または前記ビュー次元および前記セグメント次元に沿って前記放射線データの二次
元スライスに適用される二次元フィルタである、請求項１に記載の医用装置。
【請求項１０】
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　前記重み付け係数は、入力データおよび対象データを含むトレーニングデータを用いて
トレーニングされており、
　前記入力データは、第１放射線量を用いて取得される第１トレーニングサイノグラムか
らなり、
　前記対象データは、前記第１放射線量より大きい第２放射線量を用いて取得される第２
トレーニングサイノグラムからなる、請求項２又は３に記載の医用装置。
【請求項１１】
　前記回路は、
　対象サイノグラムと、対応の対象サイノグラムよりも大きいノイズを示す入力サイノグ
ラムとの対を含んだトレーニングデータセットを取得し、
　前記重み付け係数を反復して調整することで前記ニューラルネットワークをトレーニン
グし、前記対象サイノグラムと、前記入力サイノグラムを適用することで前記ニューラル
ネットワークから出力されたサイノグラムとの不一致を示す損失関数の値を最少化する、
請求項２又は３に記載の医用装置。
【請求項１２】
　前記損失関数は、ピーク信号対ノイズ比、構造類似性インデックス、および／または前
記対象サイノグラムと前記入力サイノグラムを適用することで前記ニューラルネットワー
クから出力されたサイノグラムとの差のＬｐノルムを有する、請求項１１に記載の医用装
置。
【請求項１３】
　前記回路は、更に、前記フィルタを用いて前記入力サイノグラムの一つをフィルタリン
グするように構成され、
　前記フィルタは、前記畳み込みカーネルが前記入力サイノグラムの一つの中の位置関数
として変化することで前記入力サイノグラムの一つで示される特徴に適応する適応フィル
タである、請求項１１に記載の医用装置。
【請求項１４】
　放射線強度を示す放射線データを取得し、
　フィルタの畳み込みカーネルの形状関数を定義する前記フィルタのパラメータを決定す
るためにトレーニングされた重み付け係数を有するニューラルネットワークを取得し、
　前記放射線データを前記ニューラルネットワークに適用することで前記ニューラルネッ
トワークから出力された前記放射線データに基づくパラメータを取得し、
　前記ニューラルネットワークから出力されたパラメータによって規定される前記フィル
タを適用することにより前記放射線データをフィルタリングして、フィルタリングされた
放射線データを生成する、
　各処理をコンピュータに実行させる、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療イメージングは、患者の体内構成部の画像を生成する。医療イメージングのモダリ
ティの一例には、Ｘ線撮影、Ｘ線断層撮影（Ｘ－ｒａｙ　Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇ
ｒａｐｈｙ：ＣＴ）、ポジトロン断層撮影（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏ
ｍｏｇｒａｐｈｙ：ＰＥＴ）、単一光子放射断層撮影（Ｓｉｎｇｌｅ－ｐｈｏｔｏｎ　Ｅ
ｍｉｓｓｉｏｎ　ＣＴ：ＳＰＥＣＴ）、蛍光透視法、ならびに血管造影法がある。画像が
生成されると、医師はその画像を用いて患者の怪我や病気を診断することができる。
【０００３】
　Ｘ線ＣＴシステムおよび方法は広く用いられており、特に、医療イメージングおよび診
断に広く用いられている。ＣＴシステムは、一般的に、対象の体全体の一つ以上の断面ス
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ライスの画像を生成する。Ｘ線源などの放射線源は、体を片側から照射する。体の反対側
にある少なくとも一つの検出器が体内を通過した放射線を受信する。検出器から受信され
た電気信号を処理することにより、体内を通過した放射線の減衰が測定される。
【０００４】
　Ｘ線ＣＴは、癌、心臓および脳のイメージングにおける広範囲な臨床的応用を見出して
いる。ＣＴが、例えば癌スクリーニングおよび小児イメージングを含む多様な応用により
用いられるにつれ、臨床ＣＴスキャンの放射線量を減らして合理的に達成可能な限り低く
することが推進されている。低線量ＣＴでは、高量子ノイズが課題となるスキャン形状な
どの多くの要因により画質を悪化させることがある。
【０００５】
　低線量ＣＴの画質を向上させるために多くの最先端技術が開発されているが、更にノイ
ズを抑制して低Ｘ線量で臨床画質を生成するためのより良い方法（より高速で、強固で、
および／または向上したノイズ抑制）が求められている。ＣＴ以外の他のモダリティにつ
いても同様に、画質を向上させるためのより良い方法が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１８／００１８７５７号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１７／２２３５６０号
【特許文献３】欧州特許第３４４７７３１号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｍｕｈａｍｍａｄ　Ｕｓｍａｎ　Ｇｈａｎｉ，ｅｔ　ａｌ．”Ｄｅｅｐ
　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｂａｓｅｄ　Ｓｉｎｏｇｒａｍ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　
Ｍｅｔａｌ　Ａｒｔｉｆａｃｔ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ”，Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｉｍ
ａｇｉｎｇ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１８，ｐａｇｅｓ：
４７２－１　ｔｏ　４７２－８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、医用画像の画質を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態の医用装置は、放射線強度を示す放射線データを取得し、フィルタの畳み込み
カーネルの形状関数を定義する前記フィルタのパラメータを決定するためにトレーニング
された重み付け係数を有するニューラルネットワークを取得し、前記放射線データを前記
ニューラルネットワークに適用することで前記ニューラルネットワークから出力された前
記放射線データに基づくパラメータを取得し、前記ニューラルネットワークから出力され
たパラメータによって規定される前記フィルタを適用することにより前記放射線データを
フィルタリングして、フィルタリングされた放射線データを生成する回路を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、一実例に係る、深層学習（ＤＬ）ネットワークをトレーニングし、ＤＬ
ネットワークを用いて投影ドメインの断層撮影（ＣＴ）データをノイズ除去し、ノイズ除
去されたデータから画像を再構成する方法のフロー図を示す。
【図２】図２は、一実例に係る、ＤＬネットワークを用いて投影ドメインデータをノイズ
除去するプロセスのフロー図を示す。
【図３】図３は、一実例に係る、ＤＬネットワークの係数を反復的に調整して損失－誤差
関数を最適化することにより、ＤＬネットワークをトレーニングするプロセスのフロー図
である。
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【図４Ａ】図４Ａは、一実例にかかるＤＬネットワークの一例を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、一実例にかかる畳み込みニューラルネットワーク（Ｃｏｎｖｏｌｕ
ｔｉｏｎａｌ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＣＮＮ）と呼ばれるＤＬネットワークの
種類の一例を示す。
【図５】図５は、一実例にかかる医療イメージングシステムの図を示す。
【図６】図６は、一実例にかかるＸ線ＣＴスキャナの模式図を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、一実例にかかるポジトロン断層撮影（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　Eｍｉｓ
ｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＰＥＴ）スキャナの斜視図を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、一実例にかかるＰＥＴスキャナの模式図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施形態は、特徴認識トレーニングに基づく深層学習ネットワークを用いて医療画像の
ノイズ除去が行われる医療画像の再構成に関し、より具体的には、（i）Ｘ線断層撮影（
ＣＴ）画像を含む医療画像に対し、ノイズの除去とアーチファクト削減を行うことができ
る。
【００１２】
　上述の通り、より良いノイズ抑制は低線量での臨床画質を可能にする、などの多くの理
由で、ノイズ抑制のためのより良い方法が求められている。その上、ノイズ抑制のための
方法をより高速で強固なものとすることにより、方法を改善することができる。実施形態
に記載の方法は、特に、所定の投影データに合わせたノイズ除去フィルタを用いてデータ
ドメインサイノグラム復元を行うことにより、より良いノイズ抑制のためのパフォーマン
スを提供する。所定の投影データに対し、ノイズ除去フィルタのカーネルに最適なパラメ
ータを決定する深層学習ネットワークを用いて、ノイズ除去フィルタを、特に、所定の投
影データに合わせる。
【００１３】
　これにより、実施形態に記載の方法は、演算時間およびハードウェアコストを有利に削
減し、断層撮影（ＣＴ）画像などの医用画像のために画質を向上させることができる。更
に、実施形態に挙げられる例は、ＣＴ医療イメージングを実例となる非限定的な一例とし
て用いる。しかしながら、実施形態に記載の方法は、実施形態に提示されるフレームワー
クを適応させることにより、ＰＥＴやＳＰＥＣＴなどの他の医療イメージングモダリティ
と共に用いることができる。よって、実施形態の議論は、非限定的な例を開示し説明する
ものである。当業者に理解されるように、実施形態は、本質的な特徴の主旨から逸脱する
ことなく他の特定の形態で実施されてもよい。よって、実施形態は、実例的なものとなる
ことを目的としているが、特許請求の範囲を制限するものではない。実施形態は、容易に
認識できる狭義の変形例を含み、特許請求の範囲の用語の範囲を部分的に規定する。
【００１４】
　上述の通り、実施形態に記載の方法は、トレーニングされてノイズ除去フィルタのカー
ネルのパラメータを選択してサイノグラムの復元／ノイズ除去を最適化するＤＬネットワ
ーク（ニューラルネットワークや人工ニューラルネットワークとも呼ぶことができる）を
用いる。よって、ノイズ除去フィルタは、特定の投影データをノイズ除去するように選択
的に調整される。ＤＬネットワークにより選択されるカーネルパラメータは、ＣＴ再構成
画像の画質を向上させるデータ－ドメインノイズ除去技術も用いる関連方法に関するより
良いパフォーマンスをもたらすことができる。
【００１５】
　ＤＬネットワークを用いる代わりに、関連方法は、適応フィルタリングおよび統計に基
づく平均推定のどちらか一方を用いてカーネルパラメータを選択する。実施形態に記載の
方法と比較して、これらの関連方法にはそれぞれ欠点や課題がある。例えば、統計平均推
定方法は、収束解を得るために反復を必要とするが、これは、計算の集中と時間の浪費に
なり得る。更に、平均推定に関するモデルパラメータ（正則化の強度を制御するパラメー
タ）には手動でしか選択できないものがあり、ユーザの入力を必要とする。
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【００１６】
　更に、カーネルパラメータの適応的選択もまた困難を伴う可能性がある。例えば、デー
タ‐ドメイン適応フィルタリング法は、小さなカーネルを有するフィルタ（例えば、幅／
分散の小さいガウス関数）を用いる。カーネルは、局所的にデータに適応してノイズを平
滑化する。適応フィルタは、公知のカーネル関数（例えば、三角関数およびガウス関数）
から、経験的に選択されたカーネルの分散などのパラメータを用いて選択される。これに
より、適応フィルタリングのための最適なカーネル設計とパラメータ選択が、特に、スキ
ャン状態が悪い実際の状況で困難となり得る。
【００１７】
　実施形態に記載の方法は、ＤＬネットワークをトレーニングして適応フィルタリングフ
レームワークに最適なカーネルパラメータを選択しデータドメイン内のサイノグラム復元
／ノイズ除去を行うことにより、関連方法の上記の課題に対処する。
【００１８】
　実施形態に記載の方法は、（画像ドメイン内のノイズ除去に対向し）データドメイン内
の投影／放射データのノイズ除去に平滑化フィルタを用いることができる。サイノグラム
を入力としてニューラルネットワークに適用することにより、ニューラルネットワークを
トレーニングして平滑化フィルタのカーネルに対するパラメータを決定することができる
。更に、ガウスカーネルを用いてサイノグラムを畳み込み積分することにより平滑化フィ
ルタリングを行うことができ、ニューラルネットワークにより決定されるガウスカーネル
のパラメータ（例えば、ガウス分布の幅／分散）は、サイノグラム内の位置／画素の関数
として変化し得る。
【００１９】
　ＤＬネットワークを用いて適応平滑化フィルタ用のカーネルパラメータを決定すること
は、上述の関連方法と比較していくつかの利点をもたらす。
【００２０】
　第一に、ＤＬネットワークは、実際のデータを用いてトレーニングを行ない、損失関数
を最少化することによりデータドメインで適応的にフィルタリングを行うための最適な戦
略を学習することができる。これは、関連する適応フィルタリング方法においてしばしば
困難となる手動でのカーネル選択の労力軽減を促す。アドホックまたは手動でチューニン
グ調整される適応フィルタリング法と比較し、ＤＬネットワークは、より良い成果をあげ
る（例えば、ノイズの低減と解像度との間のより好ましいトレードオフを実現する）こと
ができる。
【００２１】
　第二に、実施形態に記載の方法は、ＤＬネットワークをトレーニングする方法が特定の
種類のノイズまたはノイズ源から独立しているので、関連する方法よりもより柔軟で強固
なものである。
【００２２】
【数１】
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【００２３】
　第四に、平滑化関数のカーネルを規定するには少数のパラメータのみが必要とされるの
で、ＤＬネットワークは高速計算が可能となる。
【００２４】
　ここでは、「データドメイン」という表現を用いており、「画像ドメイン」でのＣＴ再
構成を介して生成される画像データ（つまり、再構成画像）からＣＴ投影データを区別し
ている。つまり、「データドメイン」は再構成前の投影データであり、「画像ドメイン」
は再構成後の画像データである。データドメインは、また、「投影ドメイン」や「サイノ
グラムドメイン」と呼ぶこともできる。一般的に、データドメインの投影は三つのディメ
ンションを有し、それぞれビュー、チャネル、セグメントと呼ばれる。チャネルとセグメ
ントのディメンションは、２次元Ｘ線検出器アレイの二つの方向／軸に対応し、ビューの
ディメンションは、投影画像が得られる投影角度または投影ビューに対応する。ノイズ除
去／平滑化フィルタは、データドメインの三つのディメンション全てに対応する３次元（
３Ｄ）フィルタとすることができるが、ノイズ除去／平滑化フィルタは、２次元（２Ｄ）
フィルタ（例えば、２Ｄガウスカーネルを用いた２Ｄ畳み込み）にできることが多い。ノ
イズ除去／平滑化フィルタが２次元フィルタである場合、フィルタは、３つのディメンシ
ョンのうち２つのディメンションのみ（例えば、ビューおよびチャネルのディメンション
にのみ、または、チャネルおよびセグメントのディメンションにのみ）に適用される。
【００２５】
　「サイノグラムドメイン」の代わりに「データドメイン」という言葉を用いるのは、サ
イノグラムプロットがビューのディメンションを含むことが多いので、ノイズ除去／平滑
化フィルタがビューのディメンションを含むディメンションの集合に適用されなければな
らないという誤った解釈を避けるためである。むしろ、「サイノグラム」という言葉は、
ビューのディメンションを含む投影データに限定されないが、サイノグラムデータは、例
えば、セグメントおよびチャネルのディメンションのみを有する２Ｄ単一ビューでの投影
画像を含むことができる。これにより、実施形態に記載のデータドメインノイズ除去方法
は、特定のディメンションの集合に限定されず、ノイズ除去／平滑化フィルタに対するデ
ィメンションの全てのあり得る配列を対象とする（例えば、ノイズ除去／平滑化フィルタ
は、ビュー、チャネル、およびセグメントのディメンションのうちいずれの組み合わせに
も適用される２Ｄフィルタまたは３Ｄフィルタのどちらにもできる）。例えば、ノイズ除
去／平滑化フィルタは、（ｉ）ビューおよびチャネルのディメンション、（ｉｉ）チャネ
ルおよびセグメントのディメンション、（ｉｉｉ）ビューおよびセグメントのディメンシ
ョン、ならびに（ｉｖ）ビュー、チャネル、およびセグメントのディメンションに適用で
きる。更に、実施形態に記載の方法は、第１のノイズ除去／平滑化フィルタが第１のディ
メンションの集合（例えばビューおよびチャネルのディメンション）に適用されて一度フ
ィルタリングされたデータを生成し、第２のノイズ除去／平滑化フィルタが第２のディメ
ンションの集合（例えばチャネルおよびセグメントのディメンション）に沿って一度フィ
ルタリングされたデータに適用されて二度フィルタリングされたデータを生成する実例を
含む。
【００２６】
　Ｘ線ＣＴは、第一の実例となる例として用いられるが、説明する方法は、例えば、ＰＥ
Ｔ、ＳＰＥＣＴ、および蛍光透視法にも適用可能である。実例となる例では、平滑化フィ
ルタをＸ線ＣＴからのサイノグラムに適用することを説明するが、平滑化／ノイズ除去が
データドメインにおいて（つまり、画像ドメインにおいてではない）適用されるので、平
滑化／ノイズ除去を単一の視野角で得られるＸ線蛍光透視法からの投影データに適用する
こともできる。つまり、ノイズ除去された投影データが後にＣＴ再構成に用いられるかど
うかに関係なく、平滑化／ノイズ除去をデータドメインで適用することができる。
【００２７】
　更に、データドメインで適用されるフィルタは平滑化フィルタに限定されない。フィル
タには、エッジ強調またはアーチファクト抑制のための畳み込みカーネルを含んでも良い
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。特定の実例では、ノイズ除去、エッジ強調、およびアーチファクト抑制のうち１つ以上
を実現するために、畳み込みカーネルおよび畳み込みカーネルのパラメータを選択するこ
とができる。それでもなお、実施形態に記載の方法は、サイノグラムドメインで投影デー
タのノイズ除去を行う平滑化／ノイズ除去フィルタの非限定的な一例を用いて、一般性を
喪失することなく説明される。
【００２８】
　ここで、図面を参照する。複数の図面を通して同じ参照符号は同一または対応する部分
を示す。図１は、ＤＬネットワーク１７０をトレーニングして用いてＣＴ投影データのデ
ータドメインの修正（例えば、サイノグラム復元、ノイズ除去、平滑化、および／または
アーチファクト修正）を行う方法の非限定的な一例のフロー図を示す。図１に示すように
、方法１０は、ＤＬネットワーク１７０を用いて、生データ１０５をどのようにノイズ除
去するかを学習し、ノイズ除去したデータからＣＴ画像を再構成する。方法１０は、（ｉ
）オフライントレーニングプロセス１５０および（ｉｉ）医療イメージングプロセス１０
０の２つの部分からなる。つまり、オフライントレーニングプロセス１５０はＤＬネット
ワーク１７０をトレーニングし、医療イメージングプロセス１００はトレーニングされた
ＤＬネットワーク１７０を用いてデータドメインで投影データのノイズ除去を行ない、こ
れにより、ノイズとアーファクトが低減された高品質な再構成画像１３５を生成する。
【００２９】
　特定の実例では、ＤＬネットワーク１７０は、一連の畳み込み（Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ：ｃоｎｖ）、バッチ正規化（Ｂａｔｃｈ　Ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ：ＢＮ）、な
らびに正規化線形関数（Ｒｅｃｔｉｆｉｅｄ　Ｌｉｎｅａｒ　Ｕｎｉｔ：ＲｅＬｕ）ネッ
トワーク層が実施される畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）を有する。
【００３０】
　ＤＬネットワーク１７０は、トレーニングプロセス１６０を用いてトレーニングされる
。トレーニングプロセス１６０において、損失関数を用いてＤＬネットワーク１７０のパ
ラメータを反復的に調整／最適化する（例えば、ＤＬネットワーク１７０のパラメータは
、ネットワーク層を繋げる重み付け係数および層内のノードの活性化関数／ポテンシャル
を含むことができる）。ネットワークパラメータの最適化は、停止基準が満たされるまで
継続し（例えば、損失関数の値が所定の閾値に収束したかどうかを停止基準にすることが
できる）トレーニングされたＤＬネットワーク１７０を生成する。
【００３１】
　損失関数は、対象データ１５３を、入力データ１５７およびＤＬネットワーク１７０の
最新版を用いて得られた出力と比較する。例えば、入力データは、それぞれのＣＴスキャ
ンに対し、ノイズを含む投影データをデータドメインで含むことができ、対象データは、
同一のそれぞれのＣＴスキャンに対し、ノイズの少ない（つまり、入力データよりもノイ
ズの少ない）投影データをデータドメインで含むことができる。例えば、所定のスキャン
に対する各ノイズを含むデータは、対応する所定のスキャン用のノイズが低減されたデー
タセットと対にできる。一実例では、低線量のスキャンを用いてノイズを含むデータセッ
トが生成され、高線量のスキャンを用いてノイズの低減されたデータセットが生成される
。これらのスキャンは、例えば、ファントムに対して行うことができる。ここで、質量名
詞である「データ」を用いる曖昧さを避けるため、所定のＣＴスキャンに対する投影デー
タについて言及する場合は、「サイノグラム」という用語を用いて、データドメインにお
ける完全なＣＴスキャンに対応する投影データの単位を表す。
【００３２】
　入力データからのノイズを含むサイノグラムをＤＬネットワーク１７０の最新版に適用
することで、ノイズを含むサイノグラムのノイズ除去版（つまり、ノイズ除去されたサイ
ノグラム）になると考えられるネットワークからの出力を生成する。ＤＬネットワーク１
７０は、ＤＬネットワーク１７０内のネットワーク係数を反復して調整することでトレー
ニングされて、ＤＬネットワーク１７０からのノイズ除去されたサイノグラム出力と対象
データ１５３からのノイズが低減されたサイノグラムとの差を最少化する。ネットワーク
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出力と対象データとの差が最小化された時にＤＬネットワーク１７０が完了するものとし
ているが、その差が十分に最小化されたかどうかは、トレーニングプロセス１６０の１つ
以上の所定の停止基準に基づく。一度停止基準が満たされると、トレーニングされたＤＬ
ネットワーク１７０が記憶され、その後再び呼び出されて医療イメージングプロセス１０
０で用いられる。
【００３３】
　方法１０では、損失関数を用いて、停止基準が満たされるまで（例えば、パラメータの
収束が所定の閾値になるまで）反復してネットワーク係数（例えば、畳み込みおよびプー
ル化層の重みおよびバイアス）を調整して、トレーニングされたＤＬネットワーク１７０
を生成する。損失係数は、高品質データである対象データ１５３を、入力データ１５７が
適用されたＤＬネットワーク１７０の最新版の結果と比較する。
【００３４】
　上述の通り、ＣＴ画像再構成は、非限定的な実例にすぎない。別の一例は、ポジトロン
断層撮影（ＰＥＴ）撮像である。ＰＥＴイメージングにおいて、ポジトロン放射データに
対しサイノグラムを生成することができ、サイノグラムノイズ除去／復元は、方法１０を
用いてポジトロン放射データに適用できる。例えば、方法１０は、ＤＬネットワーク１７
０をトレーニングし、低品質（例えば、ノイズを含む）ＰＥＴサイノグラム（例えば、生
データ１０５）をトレーニングされたＤＬネットワーク１７０に適用して、高品質の（例
えば、ノイズ除去された）ＰＥＴサイノグラムを生成する。
【００３５】
　ＰＥＴイメージングの場合、高品質および低品質のデータが、それぞれ長期間および短
期間のスキャンを通じて蓄積される。一般的に、信号対ノイズ比（Ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－
ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：ＳＮＲ）は、短期間で蓄積されたサイノグラムでは小さい。よ
って、対象データ１５３（例えば、高品質サイノグラム）は、サイノグラムに対する可能
な限り高いＳＮＲを生成する全期間ＰＥＴスキャンからの全ての同時計数を用いて、生成
することができる。一方、低品質データである入力データ１５７は、大量のデータセット
から選択された同時計数のサブセットの一部を用いて（例えば、全期間ＰＥＴスキャンの
半分のみからのデータを用いて）生成することができ、ノイズを含むサイノグラムができ
る（例えば、√２の低ＳＮＲ）。
【００３６】
　図１に戻り、医療イメージングプロセス１００は、生データを取得することにより、例
えば、ＣＴスキャンを行ない一連の視野角でのＣＴ投影（つまり、ノイズを含むサイノグ
ラム）を生成することで行われる。例えば、低線量ＣＴスキャンを用いて生データ１０５
を生成することによりサイノグラムを実行することができる。なお、生データ１０５は、
放射線データの一例である。
【００３７】
　医療イメージングプロセス１００のデータドメインノイズ除去ステップ１１０では、生
データ１０５をトレーニングされたＤＬネットワーク１７０に適用することにより生デー
タ１０５をノイズ除去する。ＤＬネットワーク１７０は、その後、ノイズ除去されたサイ
ノグラムを出力する。
【００３８】
　医療イメージングプロセス１００の画像再構成ステップ１２０では、フィルタ補正逆投
影法（Ｆｉｌｔｅｒｅｄ　Ｂａｃｋ－ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ：ＦＢＰ）および統計的反復
再構成法（Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ：ＩＲ）アルゴリズムを
含む様々な方法を用いて、投影データからＣＴ画像を再構成することができる。ＦＢＰに
加え、フェルドカンプ・デイビス・クレス（Ｆｅｌｄｋａｍｐ　Ｄａｖｉｓ　Ｋｒｅｓｓ
）法や逐次近似応用再構成法（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　Ｄｏｓｅ　Ｒｅ
ｄｕｃｔｉｏｎ　３Ｄ：ＡＩＤＲ　３Ｄ）などの他の分析方法用いることができる。ＦＢ
Ｐ再構成法と比較して、ＩＲ法は、低線量でより良い画質を提供することができる。
【００３９】
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【数２】

【００４０】
【数３】

【００４１】
【数４】

【００４２】
【数５】

【００４３】
【数６】

【００４４】
　医療イメージングプロセス１００の画像ドメインノイズ除去ステップ１３０で、追加の
画像ドメインノイズ除去が行われる。このステップは任意であり、実例によって省略する
ことができる。
【００４５】
　ノイズ除去例は、線形平滑化フィルタ、異方性拡散、非局所的手段、または非線形フィ
ルタを含む。線形平滑化フィルタは、ローパスフィルタまたは平滑化演算を示す畳み込み
カーネルを用いて元画像に畳み込みを行うことでノイズ取り除く。例えば、ガウス畳み込
みカーネルは、ガウス関数で決定される要素からなる。この畳み込みは、各画素値を隣接
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画素値とほぼ一致させる。異方性拡散は、熱伝導方程式に類似の平滑化偏微分方程式に従
った画像に畳み込みを行うことで鋭いエッジを保ちながらノイズを除去する。メディアン
フィルタは、非線形フィルタの一例であり、適切に設計されれば、非線形フィルタもエッ
ジを保ってぶれを回避することができる。メディアンフィルタは、ランク条件付きランク
選択（Ｒａｎｋ－ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ　Ｒａｎｋ－Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ：ＲＣＲＳ）
フィルタの一例であり、著しいぶれのアーチファクトを取り入れずに画像からのごま塩ノ
イズを除去するために適用することができる。加えて、トータルバリエーション（Ｔｏｔ
ａｌ－ｖａｒｉａｔｉｏｎ：ＴＶ）最小化正則の項を用いるフィルタは、撮像された領域
が同じ領域間の鮮明な境界により境界を定められた広い領域に渡る統一性の前提を裏付け
るのであれば、適用できる。ＴＶフィルタは、非線形フィルタの別の一例である。更に、
非局所的手段のフィルタリングは、画像内の類似パッチの加重平均を用いてノイズ除去さ
れた画素を決定する方法の一例である。
【００４６】
　最後に、再構成画像１３５が生成され、再構成画像１３５は表示されて用いられまたは
保存されて後に利用される。
【００４７】
　図２は、データドメインノイズ除去ステップ１１０の非限定的な一例のフロー図を示す
。平滑化は、平滑化／ノイズ除去フィルタステップ１１４において行われ、平滑フィルタ
を用いてローパスフィルタ（例えば、ガウス分布）のカーネルで生データに畳み込みを行
うことによりノイズを除去する。カーネルの形状はガウス形状に限定されず、どんな形状
であってもよい（例えば、三角形、正方形、ブラックマン‐ハリス（Ｂｌａｃｋｍａｎ－
Ｈａｒｒｉｓ）、ドルフ・チェビシェフアレー（Ｄｏｌｐｈ－Ｃｈｅｂｙｓｅｖ）、ハン
（Ｈａｎｎ）、ハミング（Ｈａｍｍｉｎｇ）または他のウィンドウの形状）。更に、カー
ネルは、等方性を有する必要はなく、異方性を有することができる。更に、カーネルは、
位置関数として動的にできる。つまり、カーネルは、生データ１０５の局所的な特徴に適
合することができる。ＤＬネットワーク１７０は、平滑化／ノイズ除去フィルタステップ
１１４で適用される平滑化フィルタの形状を規定するフィルタパラメータ１１３を決定す
るために用いられる。
【００４８】
　例えば、平滑化フィルタが二変量ガウス分布である場合、フィルタは３つの値である第
１および第２の変数および回転角で規定される。更に、平滑化フィルタが位置関数として
適応する場合、これらの３つの値は生データ１０５内で位置変数として変化できる。
【００４９】
　別の一例では、平滑化フィルタが等方性のガウス分布である場合、フィルタは１つの値
であるガウス分布の変数で規定される。平滑化フィルタが位置関数として適応すると、ガ
ウス分布の変数は、生データ１０５内で位置関数として変化可能である。
【００５０】
　生データ１０５をＤＬネットワーク１７０に適用することで、最適なフィルタパラメー
タ１１３を生データ１０５内の位置関数として決定できる。例えば、解像度を維持するた
めに強い信号の領域での狭いカーネルが望ましいが、ノイズはこれらの領域ですでに低減
されている。更に、サイノグラムは、特定の応用で、長く細い領域を提示することができ
るが、リッジの狭い方向に沿うよりもリッジの長い方向に沿うほうがより大きく平滑化さ
れることが望まれても良い。これらは、医療イメージングプロセス１００においてトレー
ニングされたＤＬネットワーク１７０の特徴の一種である。
【００５１】
　一般的に、生データ１０５は、前ログデータ（つまり、Ｘ線放射の強度に比例する）ま
たは後ログデータ（Ｘ線強度の対数を取ることによりＸ線減衰係数に比例する）とするこ
ともできる。生データ１０５をＤＬネットワーク１７０に適用することでフィルタパラメ
ータを生成し、これにより平滑化フィルタを生データ１０５の特定の内容（例えば、空間
変化型の回転角および変数）に適応可能となる。その後、平滑化／ノイズ除去フィルタス
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テップ１１４では、ＤＬネットワーク１７０により生成されたパラメータを用いて適応フ
ィルタリングを生データ１０５に対して行ない、これにより生データ１０５の復元済／ノ
イズ除去済版が生成される。
【００５２】
　所定の実例では、フィルタパラメータ生成ステップ１１２で用いられるＤＬネットワー
ク１７０は、畳み込みニューラルネットワーク（Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｎｅｕｒａｌ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＣＮＮ）である。ＣＮＮは、例えば、次の式（２）に示すような、局
所的小型フィルタを直接生成するネットワークとすることができる。
【００５３】
【数７】

【００５４】
　ｗijはｉ番目の画素に対するフィルタである。
【００５５】
　特定の実例では、トレーニングデータは、低線量スキャンを介して得られた入力データ
１５７と高線量スキャンを通じて得られた対象データ１５３とを含む（つまり、高線量ス
キャンは、低線量スキャンよりも高い放射線量を用いるどんなスキャンでもよい）。そし
て、入力データ１５７を生成するために用いられる低線量スキャンに類似の低線量スキャ
ンを用いて、生データ１０５が得られる。
【００５６】
　特定の実例では、ＤＬネットワーク１７０は、ガウスカーネルに対するカーネルパラメ
ータを生成するネットワークであり、カーネルパラメータは、トレーニングデータを用い
るトレーニングに基づいて変数および配向角を規定する。つまり、パラメータのフィルタ
（例えば、ガウスカーネル）が用いられ、生データ１０５をＤＬネットワーク１７０に適
用することにより決定されるパラメータに応じてフィルタリングが行われる。
【００５７】
　特定の実例では、対象データ１５３が高品質生データまたはサイノグラム（例えば、高
線量スキャンによる）である。
【００５８】
　ここで、ＤＬネットワークのトレーニングのより詳細な説明を行う（例えば、トレーニ
ングプロセス１６０）。以下では対象データ１５３の一例として、ノイズが低減されたサ
イノグラムである対象サイノグラム１５３１について説明する。また、以下では入力デー
タ１５７の一例として、ノイズを含むサイノグラムである入力サイノグラム１５７１につ
いて説明する。
【００５９】
　図３は、トレーニングプロセス１６０の実例のフロー図を示す。トレーニングプロセス
１６０では、入力データ１５７（例えば、ノイズを含むサイノグラム）および対象データ
１５３（例えば、ノイズ低減されたサイノグラム）がトレーニングデータとして用いられ
てＤＬネットワーク１７０をトレーニングし、トレーニングプロセス１６０のステップ３
１９から出力されるＤＬネットワーク１７０となる。トレーニングプロセス１６０は、対
応する対象サイノグラム１５３１と対になる多数の入力サイノグラム１５７１を用いてＤ
Ｌネットワーク１７０をトレーニングして、入力サイノグラム１５７１からの対象サイノ
グラム１５３１に類似のノイズ処理されたサイノグラムを生成する。
【００６０】
　トレーニングプロセス１６０では、トレーニングデータのセットが得られ、ＤＬネット
ワーク１７０が繰返し更新されて誤差（例えば、損失関数により生成された値）を低減す
る。ＤＬネットワークはトレーニングデータにより暗示されるマッピングを推測し、コス
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ト関数は、対象サイノグラム１５３１と入力サイノグラム１５７１にＤＬネットワーク１
７０の最新の型を適用することにより生成された結果との不一致に関する誤差値を生成す
る。例えば、特定の実例では、コスト関数は、平均二乗誤差を用いて平均平方誤差を最少
化することができる。多層パーセプトロン（Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｐｅｒｃｅｐｔｒｏ
ｎｓ：ＭＬＰ）ニューラルネットワークの場合、（確率的）勾配降下法を用いて平均二乗
誤差に基づくコスト関数を最少化することによりネットワークをトレーニングするために
誤差逆伝播アルゴリズムを用いることができる。
【００６１】
　トレーニングプロセス１６０のステップ３１６では、ＤＬネットワーク１７０の係数に
対する初期推測が生成される。例えば、初期推測は、撮像される領域の演繹的知識または
ノイズ除去方法の一例、エッジ検出法、および／またはブロブ検出法の少なくとも一つに
基づくことができる。加えて、初期推測はＬｅＣｕｎ初期化、Ｘａｖｉｅｒ初期化、およ
びＫａｉｍｉｎｇ初期化の何れか一つに基づくことができる。
【００６２】
　トレーニングプロセス１６０のステップ３１６～３１９は、ＤＬネットワーク１７０を
トレーニングするための最適化法の非限定的な一例を提供する。
【００６３】
　ネットワークの最新版が適用された後、誤差が算出され（例えば、損失関数またはコス
ト関数を用いて）対象サイノグラム１５３１（つまり、グランドトゥルース）と入力サイ
ノグラム１５７１との差の測定量（例えば、距離測定量）を表す。誤差は、上記のコスト
関数を含む公知のコスト関数または画像データ間の距離測定量を用いて算出することがで
きる。さらに、特定の実例では、ヒンジ損失および交差エントロピー損失の少なくとも１
つを用いて誤差／損失関数を算出することができる。
【００６４】
　特定の実例では、逆伝搬を用いてＤＬネットワーク１７０がトレーニングされる。逆伝
搬は、ニューラルネットワークをトレーニングするために用いることができ、また、勾配
降下最適化法と共に用いられる。前方パスの間、アルゴリズムは、最新パラメータΘに基
づいてネットワークの予測を算出する。その後、これらの予測は、損失関数に入力され、
これにより、対応するグラウンドトゥルースラベル（つまり、高品質データである対象デ
ータ１５３）と比較される。後方パスの間、モデルは、最新パラメータに対し損失関数の
勾配を算出し、この後、最小化損失の方向の事前に規定されたサイズのサイズステップを
行うことにより、パラメータが更新される（例えば、加速法では、ステップサイズを選択
してより迅速に収束して損失関数を最適化することができる）。
【００６５】
　特定の実例では、フィルタパラメータ生成ステップ１１２および平滑化／ノイズ除去フ
ィルタステップ１１４の画像処理は、逆伝搬のためのＤＬネットワークとして考えられる
。しかしながら、フィルタパラメータ生成ステップ１１２で実施されるＣＮＮにおける重
み付け係数だけが変更可能である。つまり、ＣＮＮにおける重み付け係数が調整されるこ
とでより良いフィルタパラメータ１１３を生成することができるが、平滑化／ノイズ除去
フィルタステップ１１４への変化のみがフィルタパラメータ１１３の変化によるものであ
り、これは平滑化／ノイズ除去フィルタステップ１１４以外に由来する。平滑化／ノイズ
除去フィルタステップ１１４自体は固定されたままで、平滑化／ノイズ除去フィルタステ
ップ１１４への内部変化はない。こうした意味で、フィルタパラメータ生成ステップ１１
２のＣＮＮ内の重み付け係数のみがトレーニングプロセスによって調整されているにも関
わらず、フィルタパラメータ生成ステップ１１２および平滑化／ノイズ除去フィルタステ
ップ１１４の全体をＤＬネットワークとして考えることができる。
【００６６】
　逆投影法が行われる最適化方法は、勾配降下法、バッチ勾配降下法、確率的勾配降下法
、およびミニバッチ確率的勾配降下のうち一つ以上を用いることができる。前方および後
方へのパスは、ネットワークの各層を通して徐々に行うことができる。前方へのパスでは
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、１層目を通して入力供給することで実行が開始し、これにより、後続層のための出力活
性化を引き起こす。このプロセスは、最終層の損失関数に到達するまで繰り返される。後
方パスの間、最終層は、自身が学習可能なパラメータ（もしあれば）、そしてまた、自身
の入力に対する勾配を算出するが、これが、前の層に対する上流導関数となる。このプロ
セスは、入力層に到達するまで繰り返される。
【００６７】
　図３に戻り、トレーニングプロセス１６０のステップ３１７は、ネットワーク内の変化
関数としての誤差の変化を算出できる（例えば、誤差勾配）と判断し、この誤差の変化を
用いてＤＬネットワーク１７０の重み／係数への後の変化のための方向およびステップサ
イズを選択することができる。このように誤差の勾配を算出することは、勾配降下最適化
法の特定の実施と一致している。他の特定の実施では、当業者に理解されるように、当ス
テップを省略および／または他の最適化アルゴリズム（例えば、シミュレーテッドアニー
リングまたは遺伝アルゴリズムのような非勾配降下最適化アルゴリズム）に応じて他のス
テップに置換することができる。
【００６８】
　トレーニングプロセス１６０のステップ３１７では、ＤＬネットワーク１７０に対し新
たな係数の組が決定される。例えば、勾配降下最適化法または加速緩和加速法のように、
ステップ１３７で算出された変化を用いて重み／係数を更新することができる。
【００６９】
　トレーニングプロセス１６０のステップ３１８において、ＤＬネットワーク１７０の更
新された重み／係数を用いて新たな誤差値が算出される。
【００７０】
　ステップ３１９で、予め規定された停止基準を用いてネットワークのトレーニングが完
了したか否かを判断する。例えば、予め規定された停止基準は、新たな誤差および／また
は実施された合計反復数が予め定義された値を超えるかどうかを評価することができる。
例えば、新たな誤差が予め定義された閾値より低い場合である場合、または、最大反復数
に達していれば、停止基準を満たすことができる。停止基準が満たされない場合、トレー
ニングプロセス１６０で行われるトレーニングプロセスは、新たな重みおよび係数を用い
てステップ３１７に戻り繰り返すことにより、反復ループの（反復ループはステップ３１
７、３１８および３１９を含む）始まりに戻って継続する。停止基準が満たされると、ト
レーニングプロセス１６０で実施されるトレーニングプロセスが完了する。
【００７１】
　図４Ａおよび図４Ｂは、ＤＬネットワーク１７０内のレイヤー間の相互接続の様々な例
を示す。ＤＬネットワーク１７０は、完全結合された層、畳み込み層、そしてプール化層
を備えるが、全ての層を以下に説明する。ＤＬネットワーク１７０の所定の好ましい実例
では、畳み込み層が入力層の近くに設置され、それに対し、高レベルの推論を行う完全結
合された層は、損失関数に向けてアーキテクチャの下方に設置される。プール化層は、畳
み込みの後に挿入することができ、フィルタの空間的広がりを低下させることで学習可能
なパラメータの量を下げるということを証明する。活性化関数もまた様々な層に組み込ま
れて非線形性を導入してネットワークが複雑な予測関係を学習することを可能にする。活
性化関数は、飽和活性化関数（例えば、Ｓ字状または双曲線接線活性化関数）または調整
された活性化関数（例えば、上述の第１および第２の例で適用される正規化線形関数（Ｒ
ｅＬｕ）)とすることができる。ＤＬネットワーク１７０の層は、また、上述の第１およ
び第２の例に例示されるように、バッチ正規化を組み込むことができる。
【００７２】
　図４Ａは、Ｎ個の入力と、Ｋ個の隠れ層と、３つの出力とを有する一般的な人工ニュー
ラルネットワーク（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＡＮＮ）の
一例を示す。各層は、ノード（ニューロンとも呼ばれる）で構成され、各ノードは入力総
和を重み付けして重み付けされた総和の結果を閾値と比較して出力を生成する。ＡＮＮは
、閾値、結合重み、またはノード数および／またはその結合性などのアーキテクチャの名
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目を変化させることにより階層のメンバーが得られる関数の階層を作り上げる。あるＡＮ
Ｎ内のノードは、ニューロン（またはニューロンのノード）と呼ぶことができ、ニューロ
ンは、ＡＮＮシステムの異なるレイヤー間の接続を有することができる。シナプス（つま
り、ニューロン間の接続部）は、計算におけるデータを操作する「重み」（同じ意味で「
係数」または「重み付け係数」とも呼ばれる）と呼ばれる値を記憶する。ＡＮＮの出力は
、（ｉ）異なるニューロン層間の相互連結パターン、（ｉｉ）相互連結の重みを更新する
ための学習プロセス、および（ｉｉｉ）ニューロンの重み付けされた入力をその出力活性
化へと変換させる活性化関数、の三種類のパラメータによって決まる。
【００７３】
【数８】

【００７４】
　図４Ａでは（図４Ｂでも同様に）、ニューロン（つまり、ノード）は、閾値関数の周り
の円で描かれている。図４Ａに示す非限定的な例に関し、入力が線形関数の周りの円とし
て描かれており、矢印は、ニューロン間の方向性を持った結合を示す。特定の実例では、
ＤＬネットワーク１７０は、フィードフォアワードネットワークである。
【００７５】
　図４Ｂは、ＤＬネットワーク１７０が畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）であ
る非限定的な一例を示す。ＣＮＮは、画像処理に有益な性質のＡＮＮの型であるので、画
像のノイズ除去の適用に特に関係がある。ＣＮＮは、ニューロン間の結合性パターンが画
像処理における畳み込みを表すことができるフィードフォアワードＡＮＮを用いることが
できる。例えば、ＣＮＮは、受容野と呼ばれる入力画像の一部を処理する小さなニューロ
ンの集合の複数の層を用いることによる画像処理最適化に用いることができる。これらの
集合の出力はタイル表示されることで重なり、原画像のより良い表現を得ることができる
。この処理パターンは、交互の畳み込みを有する複数の層およびプール化層全体に繰り返
すことができる。
【００７６】
　畳み込み層に続き、ＣＮＮは、局所的および／または全体的なプール化層を含むことが
でき、これにより、畳み込み層内のニューロンクラスタの出力を結びつける。更に、特定
の実例では、ＣＮＮは、また、各層の端部または各層の後で点ごとの非線形性が適用され
る、畳み込み層および完全結合された層の様々な結合を有することができる。
【００７７】
　図５は、医療イメージングシステム４０の実施形態例を示す。医療イメージングシステ
ム４０は、少なくとも１つのスキャン装置４３０と、それぞれが特別に構成された演算装
置である１つ以上の画像生成装置４１０（例えば、特別に構成されたデスクトップコンピ
ュータ、特別に構成されたノートパソコン、または特別に構成されたサーバ）、および表
示装置４２０を有する。
【００７８】
　なお、スキャン装置４３０及び画像生成装置４１０は医用装置の一例である。例えば、
スキャン装置４３０は、スキャンを実施することで取得した放射線データについて、上述
した方法１０における種々のステップ及びその変形例を実施することができる。或いは、
画像生成装置４１０、スキャン装置４３０から取得した放射線データについて、上述した
方法１０における種々のステップ及びその変形例を実施することができる。
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【００７９】
　スキャン装置４３０は、物体（例えば、患者）の領域（例えば、エリア、ボリューム、
またはスライス）をスキャンすることによりスキャンデータを取得するように構成される
。スキャニングモダリティは、例えば、断層撮影（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐ
ｈｙ：ＣＴ）、ポジトロン断層撮影（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇ
ｒａｐｈｙ：ＰＥＴ）および／または単一光子放射断層撮影（Ｓｉｎｇｌｅ－ｐｈｏｔｏ
ｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ＣＴ：ＳＰＥＣＴ）であってもよい。１つ以上の画像生成装置４
１０は、スキャン装置４３０からのスキャンデータを取得し、スキャンデータに基づき、
物体の領域の画像を生成する。１つ以上の画像生成装置４１０が画像を生成した後、１つ
以上の画像生成装置４１０は、画像を表示する表示装置４２０に画像を送信する。
【００８０】
　図６は、医療イメージングシステム４０がＣＴスキャナを備える実例を示す。図６に示
すように、ラジオグラフィガントリ５００が側面から描かれ、更にＸ線管５０１と、環状
フレーム５０２と、複数列または二次元アレイ型のＸ線検出器５０３とを備える。Ｘ線管
５０１およびＸ線検出器５０３は、回転軸ＲＡを中心に回転可能に支持される環状フレー
ム５０２に径方向に物体ＯＢＪを横断して取り付けられる。
【００８１】
　マルチスライスＸ線ＣＴ装置は、更に、スリップリング５０８を通じてＸ線管５０１に
印加される管電圧を生成する高電圧発生器５０９を備え、それによりＸ線管５０１はＸ線
を生成する。Ｘ線は、断面領域が円で示される物体ＯＢＪに向けて放出される。例えば、
Ｘ線管５０１の第１のスキャンの間の平均Ｘ線エネルギーは、第２のスキャンの間の平均
Ｘ線エネルギーよりも小さい。こうして、異なるＸ線エネルギーに応じて二つ以上のスキ
ャンを得ることができる。Ｘ線検出器５０３は、物体ＯＢＪを通過した放射Ｘ線を検出す
るために、物体ＯＢＪを横断してＸ線管５０１の反対側に設置する。Ｘ線検出器５０３は
、更に、個別の検出素子またはユニットを備える。
【００８２】
　ＣＴ装置は、更に、Ｘ線検出器５０３からの検出された信号を処理するための他の装置
を備える。データ取得回路またはデータ取得システム（Ｄａｔａ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏ
ｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）５０４は、Ｘ線検出器５０３から出力される信号を各チャネ
ルごとに電圧信号に変換し、信号を増幅し、そして更に信号をデジタル信号に変換する。
【００８３】
　上記のデータは、非接触データ送信部５０５を介してラジオグラフィガントリ５００の
外のコンソールに保管される処理回路５０６へと送られる。処理回路５０６は、生データ
に対し感度補正などの特定の補正を行う。メモリ５１２は、得られたデータを記憶するが
、このデータは、再構成処理直前の段階で投影データとも呼ばれる。メモリ５１２は、デ
ータ／制御バス５１１を介して再構成回路５１４、入力インターフェース５１５、および
ディスプレイ５１６と共に処理回路５１０に接続される。処理回路５１０は、電流をＣＴ
システムを駆動するために十分なレベルに制限する電流規制回路５１３を制御する。
【００８４】
　検出器は、ＣＴスキャンシステムの様々な世代間で患者に対して回転および／または固
定される。一実例では、Ｘ線管５０１およびＸ線検出器５０３は、環状フレーム５０２に
径方向に取り付けられ、環状フレーム５０２が回転軸ＲＡを中心に回転するにつれて物体
ＯＢＪの周りを回転させる。
【００８５】
　メモリ５１２は、Ｘ線検出器５０３でのＸ線放射照度を表す測定値を記憶することがで
きる。更に、メモリ５１２は、方法１０を実行する専用のプログラムを記憶することがで
きる。
【００８６】
　再構成回路５１４は、方法１０の様々な方法を実行することができる。また、再構成回
路５１４は、再構成前にボリュームレンダリング処理および画像差処理などの画像処理を
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必要に応じて実行することができる。
【００８７】
　処理回路５０６により行われる投影データの再構成前処理は、例えば、検出器キャリブ
レーション、検出器非線形性、および極性効果のための補正を含むことができる。
【００８８】
　再構成回路５１４により行われる再構成後処理は、必要に応じて、画像のフィルタリン
グおよび平滑化、ボリュームレンダリング処理、および画像差異処理を含むことができる
。画像再構成プロセスは、方法１０の様々なステップを実施することができる。再構成回
路５１４は、例えば、投影データ、再構成データ、キャリブレーションデータおよびパラ
メータ、およびコンピュータプログラムを記憶するメモリを用いることができる。
【００８９】
　様々な回路（例えば、再構成回路５１４および処理回路５０６）は、特定用途向け集積
回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ：ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ：ＦＰＧＡ）、または、他のコンプレックス
・プログラマブル・ロジック・デバイス（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　
Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｉｃｅ：ＣＰＬＤ）など、離散論理ゲートとして実施することができる
ＣＰＵ（処理回路）を備えることができる。ＦＰＧＡまたはＣＰＬＤの実施は、ＶＨＤＬ
、ヴェリログ（Ｖｅｌｉｌｏｇ）、または他のどんなハードウェア記述言語でコード化さ
れてもよく、そのコードは、ＦＰＧＡまたはＣＰＬＤで電子メモリに直接、または単独の
電子メモリとして、記憶されても良い。さらに、メモリ５１２は、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ，
ＥＥＰＲＯＭまたはＦＬＡＳＨメモリなどの不揮発性とすることができる。メモリ５１２
は、また、静的または動的ＲＡＭなどの揮発性とすることができ、電子メモリだけでなく
ＦＰＧＡまたはＣＰＬＤとメモリとの相互関係を管理するために、マイクロコントローラ
やマイクロプロセッサなどの処理部を提供することができる。
【００９０】
　一実例では、再構成画像は、ディスプレイ５１６に表示することができる。ディスプレ
イ５１６は、ＬＣＤディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＯＬＥ
Ｄ、ＬＥＤまたは当技術分野で公知の他のディスプレイとすることができる。
【００９１】
　図７Ａおよび図７Ｂは、医療イメージングシステム４０が方法１０を実施できるＰＥＴ
スキャナを有する実例を示す。ＰＥＴスキャナは、それぞれ矩形の検出モジュールとして
構成された多数のガンマ線検出器（Ｇａｍｍａ－ｒａｙＤｅｔｅｃｔｏｒｓ：ＧＲＤｓ）
（例えば、ＧＲＤ１、ＧＲＤ２～ＧＲＤＮ）を備える。
【００９２】
　各ＧＲＤは、ガンマ線を吸収しシンチレーション光子を放射する個別の検出器結晶の二
次元アレイを備えることができる。シンチレーション光子は、光電子増倍管（Ｐｈｏｔｏ
ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ　Ｔｕｂｅｓ：ＰＭＴｓ）またはシリコン光電子増倍管（Ｓｉｌｉ
ｃｏｎ　Ｐｈｏｔｏｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒｓ：ＳｉＰＭｓ）の二次元アレイにより検出す
ることができる。ライトガイドは、検出器結晶アレイと光検出器との間に設置することが
できる。
【００９３】
　各光検出器（例えば、ＰＭＴまたはＳｉＰＭ）は、いつシンチレーションイベントが起
こるかと、検出イベントを生成するガンマ線のエネルギーと、を示すアナログ信号を生成
することができる。更に、検出器結晶から放射される光子を１つ以上の光検出器によって
検出でき、また、各光検出器で生成されたアナログ信号に基づいて、検出イベントに対応
する検出器結晶は、例えば、アンガ－ロジックおよびクリスタル復号化を用いて決定する
ことができる。
【００９４】
　図７Ｂは、物体ＯＢＪから放射されるガンマ線を検出するために配置されるガンマ線光
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子計数検出器（Ｇａｍｍａ－ｒａｙ　Ｐｈｏｔｏｎ　Ｃｏｕｎｔｉｎｇ　Ｄｅｔｅｃｔｏ
ｒｓ：ＧＲＤｓ）を有するＰＥＴスキャナの模式図を示す。ＧＲＤは、各ガンマ線検出に
対応するタイミング、位置、およびエネルギーを測定することができる。一実例では、図
７Ａおよび図７Ｂに示すように、ガンマ線検出器は環状に配置される。検出器結晶は、二
次元アレイに配置される個別シンチレータ素子を有するシンチレータ結晶とすることがで
き、シンチレータ装置は、公知のどんなシンチレーション材料であってもよい。ＰＭＴは
、複数のＰＭＴにより各シンチレータ素子からの光が検出されてアンガー計算およびシン
チレーションイベントの結晶復号化を可能とするように配置することができる。
【００９５】
　図７Ｂは、ＰＥＴスキャナの配置の一例を示し、撮像される物体ＯＢＪはテーブル８１
６の上に横に載置され、ＧＲＤモジュールＧＲＤ１～ＧＲＤＮは、物体ＯＢＪおよびテー
ブル８１６の周りに環状に配置される。ＧＲＤは、ガントリ８４０に固定して接続される
環状部材８２０に固定して接合することができる。ガントリ８４０は、ＰＥＴ撮像器の多
くのパーツを格納する。ＰＥＴ撮像器のガントリ８４０は、また、物体ＯＢＪおよびテー
ブル８１６が通過可能な開口部を有し、対消滅イベントにより物体ＯＢＪから反対方向に
放射されるガンマ線をＧＲＤで検出することができ、ガンマ線対の一致を判断するために
タイミングとエネルギーの情報を用いることができる。
【００９６】
　図７Ｂでは、ガンマ線検出データを取得し、記憶し、処理し、また配布するために配信
回路およびハードウェアも示される。回路およびハードウェアは、処理部８７０と、ネッ
トワークコントローラ８７４と、メモリ８７８と、データ取得システム（Ｄａｔａ　Ａｃ
ｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）８７６とを備える。ＰＥＴ撮像器は、また
、ＧＲＤからＤＡＳ８７６、処理部８７０、メモリ８７８、およびネットワークコントロ
ーラ８７４への検出測定結果を転送するデータチャネルを備える。ＤＡＳ８７６は、検出
器からの検出データの取得、デジタル化、および転送を制御することができる。一実例で
は、ＤＡＳ８７６は、テーブル８１６の動きを制御する。処理部８７０は、上述のように
、検出データからの画像の再構成、検出データの再構成前処理、および画像データの再構
成後処理を含む機能を果たす。
【００９７】
　処理部８７０は、実施形態に記載の方法１０の様々なステップおよびその変形例を実施
するに構成することができる。処理部８７０は、特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）、フ
ィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　
Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ：ＦＰＧＡ）、または、他のコンプレックス・プログラマブル・ロ
ジック・デバイス（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｉｃ
ｅ：ＣＰＬＤ）としての離散論理ゲートとして実現できるＣＰＵを備えることができる。
ＦＰＧＡまたはＣＰＬＤの実施は、ＶＨＤＬ、ヴェリログ（Ｖｅｌｉｌｏｇ）、または他
のどんなハードウェア記述言語で符号化されてもよく、コードは、ＦＰＧＡまたはＣＰＬ
Ｄで電子メモリに直接、または単独の電子メモリとして、記憶されても良い。さらに、メ
モリは、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭまたはＦＬＡＳＨメモリなどの非揮発性記憶
部としてもよい。メモリは、また、静的または動的ＲＡＭなどの揮発性記憶部とすること
ができ、電子メモリとともにＦＰＧＡまたはＣＰＬＤとメモリとの相互関係を管理するた
めにマイクロコントローラやマイクロプロセッサなどの処理部を提供してもよい。
【００９８】
　または、処理部８７０のＣＰＵは、方法１０の各種ステップを行うコンピュータが読み
取り可能な命令の集合を含むコンピュータプログラムを実行することができ、そのプログ
ラムは、上記の持続電子メモリ及び／またはハードディスクドライブ、ＣＤ、ＤＶＤ、Ｆ
ＬＡＳＨドライブ、または他の公知の記憶媒体のいずれかに記憶される。更に、コンピュ
ータが読み取り可能な命令は、実用的用途、バックグラウンドのデーモン、オペレーティ
ングシステムの構成部、またはその組み合わせとして提供してもよく、これにより、アメ
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サ、などのプロセッサと、マイクロソフト社のＶＩＳＴＡ、ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｓｏ
ｌａｒｉｓ、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ社、ＭＡＣ－ＯＳ、および他の当業者
に公知のオペレーティングシステムなどのオペレーティングシステムと共に実行する。更
に、ＣＰＵは、並行して協働して機能して命令を実行する複数のプロセッサとして実現す
ることができる。
【００９９】
　メモリ８７８は、ハードディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶＤドライブ、
ＦＬＡＳＨドライブ、ＲＡＭ、ＲＯＭまたは当該技術分野で公知の他の電子記憶部とする
ことができる。
【０１００】
　アメリカのインテル社のＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）ＰＲＯネットワークインターフ
ェースカードなどのネットワークコントローラ８７４は、ＰＥＴ撮像装置の多様なパーツ
をインターフェース接続することができる。さらに、ネットワークコントローラ８７４は
、外部ネットワークとインターフェース接続することができる。理解されるように、外部
ネットワークは、インターネットのような公共のネットワークや、ＬＡＮまたはＷＡＮネ
ットワークのようなプライベートネットワークや、それらの組み合わせとすることができ
、また、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮサブネットワークを含むことができる。外部ネットワー
クは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークのように有線で接続することができ、または、ＥＤ
ＧＥ、３Ｇおよび４Ｇ無線セルラーネットワークシステムを含むセルラーネットワークと
することができる。無線ネットワは、また、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
、または公知の他の無線通信形態でとすることができる。
【０１０１】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、医用画像の画質を向上させることが
できる。
【０１０２】
　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、変更を行なうことができる。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】
【０１０３】
　４０　医療イメージングシステム
　５００　ラジオグラフィガントリ
　５１４　再構成回路
　８４０　ガントリ
　８７０　処理部
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【図３】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図５】

【図６】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】
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