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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者についての心臓血管治療の選択肢を評価するシステムであって、前記システムは、
少なくとも１つのコンピュータシステムを備え、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、
　　前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、
前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す３次元モデルを作成することと、
　　ステントまたはバイパス移植を含む記憶された複数の公知の治療の選択肢をデータベ
ースから取得することと、
　　前記複数の公知の治療の選択肢のそれぞれについて、前記取得された公知の治療の選
択肢のうちのそれぞれに基づいて、前記３次元モデルおよび前記３次元モデルに基づく低
次モデルのうちの少なくとも一方を変更することと、
　　前記複数の公知の治療の選択肢のそれぞれについて、前記変更された３次元モデルお
よび前記変更された低次モデルのうちの少なくとも一方から計算された血流特性の値を判
定することと、
　　前記患者の心臓または血管系の前記判定された血流特性および前記複数の公知の治療
の選択肢のそれぞれに関連するように記憶された１つ以上のコストのうちの少なくとも一
方の関数を最適化することを前記少なくとも１つのコンピュータシステムに行わせる前記
複数の公知の治療の選択肢のうちの１つを特定することと
　を行うように構成されている、システム。
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【請求項２】
　前記コンピュータシステムが、前記複数の公知の治療の選択肢のそれぞれについて、幾
何学的形状変更技術を用いて前記３次元モデルを変更するように構成されている、請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記コンピュータシステムが、前記複数の公知の治療の選択肢のそれぞれについて、空
間領域構成結合法を用いて前記３次元モデルを変更するように構成されている、請求項１
に記載のシステム。
【請求項４】
　前記コンピュータシステムが、前記複数の公知の治療の選択肢のそれぞれについて、弾
性変形変更技術を用いて前記３次元モデルを変更するように構成されている、請求項１に
記載のシステム。
【請求項５】
　前記コンピュータシステムが、前記複数の公知の治療の選択肢のそれぞれについて、挿
入されたステントまたはバイパス移植のシミュレート位置に基づいて前記３次元モデルを
変更するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記コンピュータシステムが、血流特性の所定の閾値レベルを呈する位置における前記
複数の公知の治療の選択肢のそれぞれのサブセットについて前記３次元モデルを変更する
ように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記コンピュータシステムが、
　前記３次元モデルに基づいて前記患者の心臓または血管系の血流特性に関連する前記低
次モデルを作成することと、
　それぞれの可能な公知の治療の選択肢の種類および位置に関連付けられるように推定さ
れた抵抗値を用いて、前記公知の治療の選択肢のそれぞれについて前記低次モデルを変更
することと
　を行うように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記コンピュータシステムが、以前に行われた公知の治療の選択肢の公知の寸法または
幾何学的形状に関連付けられた公知の抵抗値の履歴データから可能な公知の治療の選択肢
に関連付けられた抵抗値を判定するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記関数は、患者の冠状血管系における血流を最大化するまたは圧力変化を最小にする
ように構成された目的関数である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記関数は、ステントまたはバイパス移植数を増加させること、より小さな血管とは対
照的により大きな血管におけるＦＦＲ値を減少させること、挿入されたステントの近接性
を増加させること、治療コスト、分岐の存在または数のうちの１つ以上を不利にするよう
に構成された目的関数である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す前記３次元モデルが、大動脈の少
なくとも一部および前記大動脈の一部から出ている複数の冠状動脈の少なくとも一部を含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記血流特性が、大動脈における圧力と複数の冠状動脈内の位置における圧力との比を
示し、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、複数の冠状動脈内の複数の位置におけ
る前記血流特性を判定するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
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　前記患者固有のデータが、コンピュータ断層撮影法または磁気共鳴撮像技術によって提
供される撮像データを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記低次モデルが、前記３次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも１つの集中定
数モデルを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、充血レベル、運動レベルまたは薬物の
うちの少なくとも１つに関連付けられたパラメータを用いて前記血流特性を判定するよう
に構成されている、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権
　本特許出願は、２０１３年３月１日に提出された米国特許出願第１３／７８２，３０７
号の優先権を主張し、それは、その全体を参照することによって本願明細書に組み込まれ
る。
【０００２】
　（技術分野）
　実施形態は、患者の治療の選択肢を決定する方法及びシステムを含み、より具体的には
、患者固有の幾何学的形状モデルを変更することによって治療の選択肢を決定する方法及
びシステムを含む。
【背景技術】
【０００３】
　冠状動脈疾患は、心臓に血液を供給する血管に狭窄（血管の異常な狭窄化）などの冠状
動脈病変を生み出すことがある。その結果、心臓への血流が制限されることがある。冠状
動脈疾患に罹患している患者は、身体運動中に慢性安定狭心症または患者が静止している
ときに不安定狭心症と称される胸痛を経験することがある。疾患のより深刻な症状は、心
筋梗塞または心臓発作をもたらすことがある。
【０００４】
　例えば、大きさ、形状、位置、機能的重大性（例えば、病変が血流に影響を与えるかど
うか）などの冠状動脈病変に関するより正確なデータを提供するニーズが存在する。胸痛
に罹患している及び／または冠状動脈疾患の症状を呈する患者は、冠状動脈病変に関する
いくつかの間接的な証拠を提供することができる１つ以上の検査を受けることがある。例
えば、非侵襲的検査は、心電図、血液検査からのバイオマーカー評価、トレッドミル検査
、心エコー検査、単光子放出コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）及びポジトロン放出断
層撮影（ＰＥＴ）を含むことができる。しかしながら、これらの非侵襲的検査は、通常、
冠状動脈病変の直接的な評価を提供しないかまたは血流量を評価しない。非侵襲的検査は
、（例えば、心電図（ＥＣＧ）を使用して）心臓の電気的活動の変化、（例えば、負荷心
臓図検査を使用して）心筋の動き、（例えば、ＰＥＴ若しくはＳＰＥＣＴを使用して）心
筋の灌流または（例えば、バイオマーカーを使用して）代謝的変化を見ることにより、冠
状動脈病変の間接的な証拠を提供することができる。
【０００５】
　例えば、解剖学的データは、冠状動脈コンピュータ断層撮影血管造影（ＣＣＴＡ）を使
用して非侵襲的に得ることができる。ＣＣＴＡは、胸痛を有する患者の撮像に使用可能で
あり、造影剤の静脈内注入後の心臓及び冠状動脈を撮像するためにコンピュータ断層撮影
（ＣＴ）技術を使用することを含む。しかしながら、ＣＣＴＡはまた、例えば、病変が血
流に影響を与えるかどうかなどの冠状動脈病変の機能的重大性についての直接的な情報を
提供することができない。さらに、ＣＣＴＡは純粋な診断検査であることから、例えば運
動などの他の生理学的状態下での冠状動脈血流、圧力または心筋灌流の変化を予測するた
めに使用することができず、また、介入の転帰を予測するためにも使用することができな
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い。
【０００６】
　それゆえに、患者は、冠状動脈病変を可視化するために、診断用心臓カテーテルなどの
侵襲的検査を必要とすることがある。診断用心臓カテーテルは、動脈の大きさや形状の画
像を医師に提供することによって冠状動脈病変についての解剖学的データを収集するため
に従来の冠状動脈造影（ＣＣＡ）を行うことを含むことができる。しかしながら、ＣＣＡ
は、冠状動脈病変の機能的重大性を評価するためのデータを提供しない。例えば、医師は
、病変が機能的に重大であるかどうかを判定することなく冠状動脈病変が有害であるかど
うかを診断することができないことがある。それゆえに、ＣＣＡは、病変が機能的に重大
であるかどうかにかかわらず、介入心臓病専門医がＣＣＡによってみつかった全ての病変
についてステントを挿入する「発見した狭窄に対する反射（ｏｃｕｌｏｓｔｅｎｏｔｉｃ
　ｒｅｆｌｅｘ）」と称される処置をもたらしている。その結果、ＣＣＡは、患者に対す
る不要な手術をもたらすことがあり、それは追加リスクを患者にもたらすことがあり、患
者についての不要な医療費をもたらすことがある。
【０００７】
　診断用心臓カテーテル検査中において、冠状動脈病変の機能的重大性は、観察された病
変の血流予備量比（ＦＦＲ）を測定することによって侵襲的に評価されることができる。
ＦＦＲは、アデノシンの静脈内投与によって誘導される増加した冠状動脈血流の状態下で
の病変からの上流平均血圧、例えば大動脈圧で除算した病変の下流平均血圧の比として定
義される。血圧は、患者内に圧力ワイヤを挿入することによって測定されることができる
。それゆえに、診断用心臓カテーテル検査の初期費用及びリスクが既に発生した後に、判
定されたＦＦＲに基づいて病変を処置するための決定が行われることができる。
【０００８】
　そえゆえに、冠状動脈の解剖学的構造、心筋灌流及び冠状動脈流を非侵襲的に評価する
方法のニーズが存在する。そのような方法及びシステムは、疑いのある冠状動脈疾患を有
する患者について診断して治療を計画する心臓病専門医に利益を与えることができる。さ
らに、例えば運動などの直接測定することができない状態下において冠状動脈流及び心筋
灌流を予測し、冠状動脈血流及び心筋灌流についての医療、介入及び外科的処置の結果を
予測する方法のニーズが存在する。
【０００９】
　さらに、冠状動脈の解剖学的構造を非侵襲的に解析することにより、複数の実現可能な
治療の選択肢（例えば、全ての可能な経皮的冠状動脈インターベンション（ＰＣＩ）また
は冠状動脈バイパス移植術（ＣＡＢＧ）の選択肢）から最適な治療の選択肢を自動的に特
定するニーズが存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　所定の実施形態において、患者についての心臓血管治療の選択肢を評価するシステムが
開示されている。システムは、患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有
のデータに基づいて、患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す３次元モデルを作
成し、患者の心臓または血管系の少なくとも一部の治療における複数の治療の選択肢のそ
れぞれについて、３次元モデルに基づいて３次元モデル及び低次モデルのうちの少なくと
も一方を変更するように構成された少なくとも１つのコンピュータシステムを含む。コン
ピュータシステムは、さらに、変更された３次元モデル及び変更された低次モデルのうち
の少なくとも１つを解くことにより、複数の治療の選択肢のそれぞれについて、血流特性
の値を判定し、判定された患者の心臓または血管系の血流特性及び複数の治療の選択肢の
それぞれの１つ以上のコストのうちの少なくとも一方の機能を解決する複数の治療の選択
肢のうちの１つを特定するように構成されている。
【００１１】
　所定の実施形態において、コンピュータシステムは、複数の治療の選択肢のそれぞれに
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ついて、幾何学的形状変更技術を使用して３次元モデルを変更するように構成されている
。コンピュータシステムは、複数の治療の選択肢のそれぞれについて、空間領域構成結合
法を使用して３次元モデルを変更するように構成されている。コンピュータシステムは、
複数の治療の選択肢のそれぞれについて、弾性変形変更技術を使用して３次元モデルを変
更するように構成されている。コンピュータシステムは、複数の治療の選択肢のそれぞれ
について、挿入されたステントまたはバイパス移植のシミュレート位置に基づいて３次元
モデルを変更するように構成されている。コンピュータシステムは、血流特性の所定の閾
値レベルを呈する位置における複数の治療の選択肢のそれぞれのサブセットについて３次
元モデルを変更するように構成されている。
【００１２】
　所定の実施形態において、コンピュータシステムは、３次元モデルに基づいて患者の心
臓または血管系の血流特性に関連する低次モデルを作成し、可能な治療の選択肢のそれぞ
れの種類及び位置に関連するように推定された抵抗値を使用して、可能な治療の選択肢の
それぞれについて低次モデルを変更するように構成されている。コンピュータシステムは
、以前に行われた治療の選択肢の公知の寸法または幾何学的形状に関連する公知の抵抗値
の履歴データから可能な治療の選択肢に関連する抵抗値を判定するように構成されている
。患者の冠状血管系における血流を最大化するまたは圧力変化を最小にするように目的関
数が構成されている。目的関数は、ステントまたはバイパス移植数を増加させること、よ
り小さな血管とは対照的により大きな血管におけるＦＦＲ値を減少させること、挿入され
たステントの近接性を増加させること、治療コスト、及び、分岐の存在または数のうちの
１つ以上を不利にするように構成されている。患者の心臓の少なくとも一部を表す３次元
モデルは、大動脈の少なくとも一部及び大動脈の一部から出ている複数の冠状動脈の少な
くとも一部を含む。
【００１３】
　所定の実施形態において、血流特性は、大動脈における圧力と複数の冠状動脈内の位置
における圧力との比を示し、コンピュータシステムは、複数の冠状動脈内の複数の位置に
おける血流特性を判定するように構成されている。患者固有のデータは、コンピュータ断
層撮影法または磁気共鳴撮像技術によって提供される撮像データを含む。低次モデルは、
３次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも１つの集中定数モデルを含む。コンピュ
ータシステムは、充血レベル、運動レベルまたは薬物のうちの少なくとも１つに関連する
パラメータを使用して血流特性を判定するように構成されている。
【００１４】
　所定の実施形態において、患者についての心臓血管治療の選択肢を評価する方法が開示
されている。１つの方法は、患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有の
データに基づいて、患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す３次元モデルを作成
することと、患者の心臓または血管系の少なくとも一部の治療における複数の治療の選択
肢のそれぞれについて、３次元モデルに基づいて３次元モデル及び低次モデルのうちの少
なくとも一方を変更することとを含む。本方法はまた、変更された３次元モデル及び変更
された低次モデルのうちの少なくとも１つを解くことにより、複数の治療の選択肢のそれ
ぞれについて、血流特性の値を判定することと、判定された患者の心臓または血管系の血
流特性及び複数の治療の選択肢のそれぞれの１つ以上のコストのうちの少なくとも一方の
機能を解決する複数の治療の選択肢のうちの１つを特定することとを含む。
【００１５】
　所定の実施形態において、本方法は、複数の治療の選択肢のそれぞれについて、幾何学
的形状変更技術、空間領域構成結合法及び弾性変形変更技術のうちの少なくとも１つを使
用して３次元モデルを変更することを含む。本方法は、さらに、複数の治療の選択肢のそ
れぞれについて、挿入されたステントまたはバイパス移植のシミュレート位置に基づいて
３次元モデルを変更することを含む。本方法は、さらに、血流特性の所定の閾値レベルを
呈する位置における複数の治療の選択肢のそれぞれのサブセットについて３次元モデルを
変更することを含む。
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【００１６】
　本方法は、さらに、３次元モデルに基づいて患者の心臓または血管系の血流特性に関連
する低次モデルを作成することと、可能な治療の選択肢のそれぞれの種類及び位置に関連
するように推定された抵抗値を使用して、可能な治療の選択肢のそれぞれについて低次モ
デルを変更することとを含む。本方法は、さらに、以前に行われた治療の選択肢の公知の
寸法または幾何学的形状に関連する公知の抵抗値の履歴データから可能な治療の選択肢に
関連する抵抗値を判定することを含む。
【００１７】
　患者の冠状血管系における血流を最大化するまたは圧力変化を最小にするように目的関
数が構成されている。目的関数は、ステントまたはバイパス移植数を増加させること、よ
り小さな血管とは対照的により大きな血管におけるＦＦＲ値を減少させること、挿入され
たステントの近接性を増加させること、治療コスト、及び、分岐の存在または数のうちの
１つ以上を不利にするように構成されている。患者の心臓の少なくとも一部を表す３次元
モデルは、大動脈の少なくとも一部及び大動脈の一部から出ている複数の冠状動脈の少な
くとも一部を含む。血流特性は、大動脈における圧力と複数の冠状動脈内の位置における
圧力との比を示し、コンピュータシステムは、複数の冠状動脈内の複数の位置における血
流特性を判定するように構成されている。
【００１８】
　患者固有のデータは、コンピュータ断層撮影法または磁気共鳴撮像技術によって提供さ
れる撮像データを含む。低次モデルは、３次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも
１つの集中定数モデルを含む。本方法は、さらに、充血レベル、運動レベルまたは薬物の
うちの少なくとも１つに関連するパラメータを使用して血流特性を判定することを含む。
【００１９】
　上述した一般的説明及び以下の詳細な説明は、例示及び説明のみにすぎず、本開示を限
定するものではない。
【００２０】
　さらなる実施形態及び利点は、以下の詳細な説明において部分的に記載され、一部は詳
細な説明から明らかとなり、または、本開示の実施によって把握されることができる。実
施形態及び利点は、特に以下に指摘される要素及び組み合わせによって実現されて達成さ
れる。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　患者についての心臓血管治療の選択肢を評価するシステムにおいて、
　前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、前
記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す３次元モデルを作成し、
　前記患者の心臓の少なくとも一部の治療における複数の治療の選択肢のそれぞれについ
て、前記３次元モデルに基づいて前記３次元モデル及び低次モデルのうちの少なくとも一
方を変更し、
　前記変更された３次元モデル及び前記変更された低次モデルのうちの少なくとも１つを
解くことにより、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、血流特性の値を判定し、
　前記判定された患者の心臓または血管系の血流特性及び前記複数の治療の選択肢のそれ
ぞれの１つ以上のコストのうちの少なくとも一方の機能を解決する前記複数の治療の選択
肢のうちの１つを特定するように構成された少なくとも１つのコンピュータシステムを備
える、前記システム。
（項目２）
　前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、幾何学的
形状変更技術を使用して前記３次元モデルを変更するように構成されている、項目１に記
載の前記システム。
（項目３）
　前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、空間領域
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構成結合法を使用して前記３次元モデルを変更するように構成されている、項目１に記載
の前記システム。
（項目４）
　前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、弾性変形
変更技術を使用して前記３次元モデルを変更するように構成されている、項目１に記載の
前記システム。
（項目５）
　前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、挿入され
たステントまたはバイパス移植のシミュレート位置に基づいて前記３次元モデルを変更す
るように構成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目６）
　前記コンピュータシステムが、血流特性の所定の閾値レベルを呈する位置における前記
複数の治療の選択肢のそれぞれのサブセットについて前記３次元モデルを変更するように
構成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目７）
　前記コンピュータシステムが、
　前記３次元モデルに基づいて前記患者の心臓または血管系の血流特性に関連する前記低
次モデルを作成し、
　可能な治療の選択肢のそれぞれの種類及び位置に関連するように推定された抵抗値を使
用して、前記可能な治療の選択肢のそれぞれについて前記低次モデルを変更するように構
成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目８）
　前記コンピュータシステムが、以前に行われた治療の選択肢の公知の寸法または幾何学
的形状に関連する公知の抵抗値の履歴データから可能な治療の選択肢に関連する抵抗値を
判定するように構成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目９）
　患者の冠状血管系における血流を最大化するまたは圧力変化を最小にするように目的関
数が構成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目１０）
　前記目的関数が、ステントまたはバイパス移植数を増加させること、より小さな血管と
は対照的により大きな血管におけるＦＦＲ値を減少させること、挿入されたステントの近
接性を増加させること、治療コスト、及び、分岐の存在または数のうちの１つ以上を不利
にするように構成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目１１）
　前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す前記３次元モデルが、大動脈の少
なくとも一部及び前記大動脈の一部から出ている複数の冠状動脈の少なくとも一部を含む
、項目１に記載の前記システム。
（項目１２）
　前記血流特性が、大動脈における圧力と複数の冠状動脈内の位置における圧力との比を
示し、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、複数の冠状動脈内の複数の位置におけ
る前記血流特性を判定するように構成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目１３）
　前記患者固有のデータが、コンピュータ断層撮影法または磁気共鳴撮像技術によって提
供される撮像データを含む、項目１に記載の前記システム。
（項目１４）
　前記低次モデルが、前記３次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも１つの集中定
数モデルを含む、項目１に記載の前記システム。
（項目１５）
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、充血レベル、運動レベルまたは薬物の
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うちの少なくとも１つに関連するパラメータを使用して前記血流特性を判定するように構
成されている、項目１に記載の前記システム。
（項目１６）
　患者についての心臓血管治療の選択肢を評価する方法において、
　前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、前
記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す３次元モデルを作成することと、
　前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部の治療における複数の治療の選択肢のそ
れぞれについて、前記３次元モデルに基づいて前記３次元モデル及び低次モデルのうちの
少なくとも一方を変更することと、
　前記変更された３次元モデル及び前記変更された低次モデルのうちの少なくとも１つを
解くことにより、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、血流特性の値を判定する
ことと、
　前記判定された患者の心臓または血管系の血流特性及び前記複数の治療の選択肢のそれ
ぞれの１つ以上のコストのうちの少なくとも一方の機能を解決する前記複数の治療の選択
肢のうちの１つを特定することとを備える、前記方法。
（項目１７）
　さらに、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、幾何学的形状変更技術、空間領
域構成結合法及び弾性変形変更技術のうちの少なくとも１つを使用して前記３次元モデル
を変更することを備える、項目１６に記載の前記方法。
（項目１８）
　さらに、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、挿入されたステントまたはバイ
パス移植のシミュレート位置に基づいて前記３次元モデルを変更することを備える、項目
１６に記載の前記方法。
（項目１９）
　さらに、血流特性の所定の閾値レベルを呈する位置における前記複数の治療の選択肢の
それぞれのサブセットについて前記３次元モデルを変更することを備える、項目１６に記
載の前記方法。
（項目２０）
　さらに、
　前記３次元モデルに基づいて前記患者の心臓または血管系の血流特性に関連する前記低
次モデルを作成することと、
　可能な治療の選択肢のそれぞれの種類及び位置に関連するように推定された抵抗値を使
用して、前記可能な治療の選択肢のそれぞれについて前記低次モデルを変更することとを
備える、項目１６に記載の前記方法。
（項目２１）
　さらに、以前に行われた治療の選択肢の公知の寸法または幾何学的形状に関連する公知
の抵抗値の履歴データから可能な治療の選択肢に関連する抵抗値を判定することを備える
、項目１６に記載の前記方法。
（項目２２）
　患者の冠状血管系における血流を最大化するまたは圧力変化を最小にするように目的関
数が構成されている、項目１６に記載の前記方法。
（項目２３）
　前記目的関数が、ステントまたはバイパス移植数を増加させること、より小さな血管と
は対照的により大きな血管におけるＦＦＲ値を減少させること、挿入されたステントの近
接性を増加させること、治療コスト、及び、分岐の存在または数のうちの１つ以上を不利
にするように構成されている、項目１６に記載の前記方法。
（項目２４）
　前記患者の心臓の少なくとも一部を表す前記３次元モデルが、大動脈の少なくとも一部
及び前記大動脈の一部から出ている複数の冠状動脈の少なくとも一部を含む、項目１６に
記載の前記方法。
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（項目２５）
　前記血流特性が、大動脈における圧力と複数の冠状動脈内の位置における圧力との比を
示し、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、複数の冠状動脈内の複数の位置におけ
る前記血流特性を判定するように構成されている、項目１６に記載の前記方法。
（項目２６）
　前記患者固有のデータが、コンピュータ断層撮影法または磁気共鳴撮像技術によって提
供される撮像データを含む、項目１６に記載の前記方法。
（項目２７）
　前記低次モデルが、前記３次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも１つの集中定
数モデルを含む、項目１６に記載の前記方法。
（項目２８）
　さらに、充血レベル、運動レベルまたは薬物のうちの少なくとも１つに関連するパラメ
ータを使用して前記血流特性を判定することを備える、項目１６に記載の前記方法。　
【００２１】
　本願明細書に組み込まれて本願明細書の一部を構成する添付図面は、いくつかの実施形
態を例示しており、本願明細書とともに本開示の原理を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、例示的な実施形態にかかる特定の患者における冠状動脈血流に関する様
々な情報を提供するシステムの概略図である。
【図２】例示的な実施形態にかかる特定の患者における血流に関する様々な情報を提供す
る方法のフローチャートである。
【図３】図３は、図２の方法のサブステップを示すフローチャートである。
【図４】図４は、例示的な実施形態にかかる患者から非侵襲的に得られた撮像データを示
している。
【図５】図５は、図４の撮像データを使用して生成された例示的な３次元モデルを示して
いる。
【図６】図６は、第１の初期モデルを形成するためのシードを含む図４の撮像データのス
ライスの一部を示している。
【図７】図７は、図６のシードを拡張することによって形成された第１の初期モデルの一
部を示している。
【図８】図８は、例示的な実施形態にかかるトリミングされたソリッドモデルを示してい
る。
【図９】図９は、患者が静止しているときの例示的な計算されたＦＦＲ（ｃＦＦＲ）モデ
ルを示している。
【図１０】図１０は、患者が最大充血下にあるときの例示的なｃＦＦＲモデルを示してい
る。
【図１１】図１１は、患者が最大運動下にあるときの例示的なｃＦＦＲモデルを示してい
る。
【図１２】図１２は、例示的な実施形態にかかる集中定数モデルを形成するために設けら
れたトリミングされたソリッドモデルの一部を示している。
【図１３】図１３は、集中定数モデルを形成するために設けられた図１２のトリミングさ
れたソリッドモデルについての中心線の一部を示している。
【図１４】図１４は、集中定数モデルを形成するために設けられた図１２のトリミングさ
れたソリッドモデルに基づいて形成されたセグメントを示している。
【図１５】図１５は、集中定数モデルを形成するために設けられた抵抗器によって置き換
えられた図１４のセグメントを示している。
【図１６】図１６は、例示的な実施形態にかかるソリッドモデルの流入及び流出境界にお
ける上流側及び下流側構造を表す例示的な集中定数モデルを示している。
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【図１７】図１７は、図８のソリッドモデルに基づいて作成された３次元メッシュを示し
ている。
【図１８】図１８及び図１９は、図１７の３次元メッシュの一部を示している。
【図１９】図１８及び図１９は、図１７の３次元メッシュの一部を示している。
【図２０】図２０は、個々の参照ラベルによって特定されるモデル上の特定点での血流情
報を含む患者の解剖学的構造のモデルを示している。
【図２１】図２１は、大動脈において且つ図２０において特定された点のいくつかにおい
て経時的なシミュレートされた血圧のグラフである。
【図２２】図２２は、図２０において特定された点のそれぞれにおける経時的なシミュレ
ートされた血流量のグラフである。
【図２３】図２３は、例示的な実施形態にかかる最終レポートである。
【図２４】図２４は、例示的な実施形態にかかる特定の患者における冠状動脈血流に関す
る様々な情報を提供する方法のフローチャートである。
【図２５】図２５は、例示的な実施形態にかかる左前下行（ＬＡＤ）動脈の一部及びＬＣ
Ｘ動脈の一部を広げることによって作成されたソリッドモデルに基づいて判定された、変
更されたｃＦＦＲモデルを示している。
【図２６】図２６は、例示的な実施形態にかかるＬＡＤ動脈の一部及び左回旋（ＬＣＸ）
動脈の一部を広げた後の変更されたシミュレートされた血流モデルの一例を示している。
【図２７】図２７は、例示的な実施形態にかかる低次モデルを使用して様々な治療の選択
肢をシミュレートする方法のフローチャートである。
【図２８】図２８は、他の例示的な実施形態にかかる低次モデルを使用して様々な治療の
選択肢をシミュレートする方法のフローチャートである。
【図２９】図２９は、患者固有の幾何学的形状モデルを変更することによって最適な治療
の選択肢を判定する方法のフローチャートである。
【図３０】図３０は、患者固有の幾何学的形状モデルを変更する幾何学的領域変更技術の
方法の例示的な実施形態を示している。
【図３１Ａ】図３１Ａは、患者固有の幾何学的形状モデルを変更する幾何学的領域変更技
術の例示的な方法のステップ図を示している。
【図３１Ｂ】図３１Ｂは、患者固有の幾何学的形状モデルを変更する幾何学的領域変更技
術の例示的な方法の他のステップ図を示している。
【図３２】図３２は、例示的な提案されたステントの幾何学的形状の三角形メッシュのグ
ラフィカル表現を示している。
【図３３Ａ】図３３Ａは、血管の可視狭窄として現れる狭窄部を有する例示的な元の患者
の幾何学的形状の三角形メッシュのグラフィカル表現を示している。
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、図３３Ａに示される例示的な元の患者の幾何学的形状のメッシ
ュと図３２に示される例示的なステントメッシュの幾何学的形状との間の結合から得られ
た三角形メッシュのグラフィカル表現を示している。
【図３４】図３４は、患者固有の幾何学的形状モデルを変更する弾性変形技術を実行する
例示的な方法を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　例示的な実施形態が詳細に参照され、その例は添付図面に示されている。可能な限り、
同一または同様の部分を指すために図面全体を通して同じ参照符号が使用される。この詳
細な説明は、以下の概要にしたがって編成されている。
　Ｉ．概要
　ＩＩ．患者固有の解剖学的データの取得及び前処理
　ＩＩＩ．得られた解剖学的データに基づく３次元モデルの作成
　ＩＶ．解析のためのモデル準備及び境界条件の決定
　　Ａ．解析のためのモデル準備
　　Ｂ．境界条件の決定
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　　　ｉ．低次モデルの決定
　　　ｉｉ．例示的な集中定数モデル
　　Ｃ．３次元メッシュの作成
　Ｖ．コンピュータ解析の実行及び結果出力
　　Ａ．コンピュータ解析の実行
　　Ｂ．血圧、流れ及びｃＦＦＲの表示結果
　　Ｃ．検証結果
　　Ｄ．冠状血流情報を提供するシステム及び方法の他の実施形態
　ＶＩ．患者固有の治療計画の提供
　　Ａ．異なる治療の選択肢の比較に対する低次モデルの使用
　　Ｂ．治療の選択肢を最適化するための患者固有の幾何学的形状モデルの変更
　Ｉ．概要
【００２４】
　例示的な実施形態において、方法及びシステムは、患者から非侵襲的に取得された情報
を使用して特定の患者における血流に関する様々な情報を判定する。判定された情報は、
患者の冠状血管系における血流に関連することができる。あるいは、さらに詳細に後述す
るように、判定された情報は、例えば、頸動脈、末梢、腹部、腎臓及び脳血管系などの患
者の血管系の他の領域の血流に関連することができる。冠状動脈血管系は、大動脈から細
動脈、毛細血管、細静脈、静脈などに及ぶ血管の複雑なネットワークを含む。冠状血管系
は、心臓へと及び心臓内で血液を循環し、複数の主冠状動脈４（図５）（例えば、左前下
行（ＬＡＤ）動脈、左回旋（ＬＣＸ）動脈、右冠状動脈（ＲＣＡ）動脈など）に対して血
液を供給する大動脈２（図５）を含み、これは、大動脈２及び主冠状動脈４から下流側の
動脈または他の種類の血管の枝にさらに分割することができる。それゆえに、例示的な方
法及びシステムは、大動脈、主冠状動脈及び／または他の冠状動脈または主冠状動脈の下
流側の血管内の血流に関する様々な情報を判定することができる。大動脈及び冠状動脈（
並びにそれから伸びる枝）が以下に説明されるが、開示された方法及びシステムはまた、
他の種類の血管にも適用することができる。
【００２５】
　例示的な実施形態において、開示された方法及びシステムによって判定される情報は、
これらに限定されるものではないが、大動脈、主冠状動脈及び／または他の冠状動脈また
は主冠状動脈から下流側の血管における様々な位置における血流速度、圧力（またはその
比）、流量及びＦＦＲなどの様々な血流特性またはパラメータを含むことができる。この
情報は、病変が機能的に重大であるかどうか及び／または病変を処置するかどうかを判定
するために使用可能である。この情報は、患者から非侵襲的に取得される情報を使用して
判定されることができる。その結果、病変を処置するかどうかの決定は、侵襲的処置に関
連するコスト及びリスクなしに行うことができる。
【００２６】
　図１は、例示的な実施形態にかかる特定の患者における冠状動脈血流に関する様々な情
報を提供するためのシステムの態様を示している。より詳細に後述するように、患者の解
剖学的構造の３次元モデル１０は、患者から非侵襲的に取得されたデータを使用して作成
することができる。他の患者固有の情報もまた、非侵襲的に取得されることができる。例
示的な実施形態において、３次元モデル１０によって表される患者の解剖学的構造の一部
は、大動脈の少なくとも一部及び大動脈に接続された主冠状動脈の近位部分（及びそこか
ら伸びるまたは出ている枝）を含むことができる。
【００２７】
　より詳細に後述するように、冠状動脈の血流に関する様々な生理学的法則または関係２
０は、例えば実験データから推定可能である。より詳細に後述するように、３次元解剖学
的モデル１０及び推定された生理学的法則２０を使用すると、冠状動脈の血流に関する複
数の式３０が判定可能である。例えば、式３０は、例えば、有限差分、有限体積、スペク
トル、格子ボルツマン、粒子ベース、レベル集合、有限要素法などの任意の数値的方法を
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使用して判定して解くことができる。式３０は、モデル１０によって表される解剖学的構
造内の様々な位置における患者の解剖学的構造における冠状動脈の血流に関する情報（例
えば、圧力、速度、ＦＦＲなど）を判定するために解くことができる。
【００２８】
　式３０は、コンピュータ４０を使用して解くことができる。解かれた式に基づいて、コ
ンピュータ４０は、モデル１０によって表される患者の解剖学的構造内の血流に関する情
報を示す１つ以上の画像またはシミュレーションを出力することができる。例えば、以下
にさらに詳細に説明するように、画像（複数可）は、シミュレートされた血圧モデル５０
、シミュレートされた血流または速度モデル５２、計算されたＦＦＲ（ｃＦＦＲ）モデル
５４などを含むことができる。シミュレートされた血圧モデル５０、シミュレートされた
血流モデル５２及びｃＦＦＲモデル５４は、モデル１０によって表される患者の解剖学的
構造における３次元に沿った様々な位置における各圧力、速度及びｃＦＦＲに関する情報
を提供する。ｃＦＦＲは、例えば従来はアデノシンの静脈内投与によって誘発される増加
した冠状動脈の血流の状態下で、大動脈内の血圧によって分割されたモデル１０内の特定
の位置、例えばモデル１０の流入境界における血圧の比として計算されることができる。
【００２９】
　例示的な実施形態において、コンピュータ４０は、プロセッサによって実行された場合
に、コンピュータシステムなどが患者における血流に関する様々な情報を提供するために
本願明細書に記載されたいずれかの動作を実行することができる命令を記憶する１つ以上
の持続性コンピュータ読み取り可能な記憶装置を含むことができる。コンピュータ４０は
、デスクトップ若しくはポータブルコンピュータ、ワークステーション、サーバ、パーソ
ナルディジタルアシスタントまたは他のコンピュータシステムを含むことができる。コン
ピュータ４０は、プロセッサと、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）と、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）と、周辺機器（例えば、入力装置、出力装置、記憶装置など）を接続する
ための入力／出力（Ｉ／Ｏ）アダプタと、キーボード、マウス、タッチスクリーン、音声
入力及び／または他の装置などの入力装置を接続するためのユーザインターフェースアダ
プタと、ネットワークにコンピュータ４０を接続するための通信アダプタと、ディスプレ
イにコンピュータ４０を接続するためのディスプレイアダプタなどを含むことができる。
例えば、ディスプレイは、３次元モデル１０、及び／または、シミュレートされた血圧モ
デル５０、シミュレートされた血流モデル５２及び／またはｃＦＦＲモデル５４などの式
３０を解くことによって生成された任意の画像を表示するために使用可能である。
【００３０】
　図２は、他の例示的な実施形態にかかる特定の患者における血流に関する様々な情報を
提供するための方法の態様を示している。本方法は、患者の解剖学的構造に関する情報な
どの患者固有の解剖学的データ（例えば、大動脈の少なくとも一部及び大動脈に接続され
た主冠状動脈の近位部分（及びそこから伸びる枝））を得ることと、そのデータに前処理
を行うこととを含むことができる（ステップ１００）。患者固有の解剖学的データは、後
述するように、例えばＣＣＴＡによって非侵襲的に取得されることができる。
【００３１】
　患者の解剖学的構造の３次元モデルは、取得された解剖学的データに基づいて作成され
ることができる（ステップ２００）。例えば、３次元モデルは、図１に関連して上述した
患者の解剖学的構造の３次元モデル１０とすることができる。
【００３２】
　３次元モデルが解析のために準備されることができ、境界条件が判定されることができ
る（ステップ３００）。例えば、図１に関連して上述した患者の解剖学的構造の３次元モ
デル１０は、体積メッシュ、例えば有限要素や有限体積メッシュにトリミングされて離散
化されることができる。体積メッシュは、図１に関連して上述した式３０を生成するため
に使用可能である。
【００３３】
　境界条件はまた、図１に関連して上述した式３０に割り当てられて組み込まれることが
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できる。境界条件は、その境界、例えば、流入境界３２２（図８）、流出境界３２４（図
８）、血管壁境界３２６（図８）などにおける３次元モデル１０に関する情報を提供する
。流入境界３２２は、大動脈基部に近い大動脈の端部（例えば、図１６に示される端部Ａ
）など、流れが３次元モデルの解剖学的構造に向いた境界を含むことができる。各流入境
界３２２は、例えば、境界に心臓モデル及び／または集中定数モデルなどを結合すること
により、速度、流量、圧力または他の特性についての所定の値または領域を割り当てられ
ることができる。流出境界３２４は、大動脈弓に近い大動脈の端部（例えば、図１６に示
される端部Ｂ）及び主冠状動脈及びそこから伸びる枝の下流端部（例えば、図１６に示さ
れる端部ａ～ｍ）など、流れが３次元モデルの解剖学的構造から外側に向いた境界を含む
ことができる。各流出境界は、以下に詳細に説明するように、例えば、集中定数モデルま
たは分布（例えば、１次元波動伝搬）モデルを結合することによって割り当てられること
ができる。流入及び／または流出境界条件についての所定値は、これらに限定されるもの
ではないが、心拍出量（心臓からの血流量）、血圧、心筋質量などの患者の生理学的特性
を非侵襲的に測定することによって判定されることができる。血管壁境界は、大動脈、主
冠状動脈及び／または３次元モデル１０の他の冠状動脈若しくは血管の物理的な境界を含
むことができる。
【００３４】
　コンピュータ解析は、患者についての血流情報を判定するために準備された３次元モデ
ル及び判定された境界条件を使用して行うことができる（ステップ４００）。例えば、コ
ンピュータ解析は、シミュレートされた血圧モデル５０、シミュレートされた血流モデル
５２及び／またはｃＦＦＲモデル５４などの図１に関連して上述した画像を生成するため
に式３０を用いて且つ図１に関連して上述したコンピュータ４０を使用して行うことがで
きる。
【００３５】
　本方法はまた、結果を使用して患者固有の処置法の選択肢を提供することを含むことが
できる（ステップ５００）。例えば、ステップ２００において作成された３次元モデル１
０及び／またはステップ３００において割り当てられた境界条件は、例えば、３次元モデ
ル１０において表される冠状動脈のいずれかに冠状ステントを配置することまたは他の処
置法の選択肢など、１つ以上の処置法をモデリングするように調整されることができる。
そして、コンピュータ解析は、血圧モデル５０、血流モデル５２及び／またはｃＦＦＲモ
デル５４の更新されたバージョンなどの新たな画像を生成するために、ステップ４００に
おいて上述したように行うことができる。これらの新たな画像は、処置法の選択肢（複数
可）が採用された場合に血流速度及び圧力の変化を判定するために使用可能である。
【００３６】
　本願明細書に開示されるシステム及び方法は、冠状動脈の血流を定量化し且つ冠状動脈
疾患の機能的重大性を評価するために非侵襲的手段を提供するために医師によってアクセ
スされるソフトウェアツールに組み込まれることができる。さらに、医師は、冠状動脈の
血流についての医療、介入及び／または外科的処置の効果を予測するためにソフトウェア
ツールを使用することができる。ソフトウェアツールは、首の動脈（例えば、頸動脈）、
頭部の動脈（例えば、脳動脈）、胸部の動脈、腹部の動脈（例えば、腹部大動脈及びその
枝）、腕の動脈または脚の動脈（例えば、大腿及び膝窩動脈）を含む心臓血管系の他の部
分の疾患を予防、診断、管理及び／または処置することができる。ソフトウェアツールは
、医師が患者についての最適なパーソナライズされた治療法を開発するのを可能とするよ
うに対話型とすることができる。
【００３７】
　例えば、ソフトウェアツールは、医師または他のユーザによって使用されるコンピュー
タシステム、例えば図１に示されるコンピュータ４０に少なくとも部分的に組み込まれる
ことができる。コンピュータシステムは、患者から非侵襲的に取得されたデータ（例えば
、３次元モデル１０を作成するために使用されるデータ、境界条件を適用するかまたはコ
ンピュータ解析を行うために使用されるデータなど）を受信することができる。例えば、



(14) JP 6409114 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

データは、医師によって入力されてもよく、または、放射線または他の医学研究所などの
そのようなデータにアクセスして提供することが可能な他のソースから受信されてもよい
。データは、ネットワーク若しくはデータを通信するための他のシステムを介してまたは
直接コンピュータシステムに送信されてもよい。ソフトウェアツールは、３次元モデル１
０または他のモデル／メッシュ及び／または任意のシミュレーション、または、シミュレ
ートされた血圧モデル５０、シミュレートされた血流モデル５２及び／またはｃＦＦＲモ
デル５４などの図１に関連して上述した式３０を解くことによって判定される他の結果を
生成して表示するためにデータを使用可能である。それゆえに、ソフトウェアツールは、
ステップ１００～５００を実行することができる。ステップ５００において、医師は、可
能な処置法の選択肢を選択するためにコンピュータシステムにさらに入力を提供すること
ができ、コンピュータシステムは、選択された可能な処置法の選択肢に基づいて新たなシ
ミュレーションを医師に表示することができる。さらに、図２に示されるステップ１００
～５００のそれぞれは、独立したソフトウェアパッケージまたはモジュールを使用して行
うことができる。
【００３８】
　あるいは、ソフトウェアツールは、例えば、医師とは別のエンティティによって提供さ
れるサービスなど、ウェブベースのサービスまたは他のサービスの一部として提供されて
もよい。サービスプロバイダは、例えば、ウェブベースのサービスを動作させることがで
き、ネットワークを介してまたはコンピュータシステム間でデータを通信する他の方法を
介して医師または他のユーザにとってアクセス可能なウェブポータルまたは（例えば、サ
ービスプロバイダによって動作されるサーバまたは他のコンピュータシステム上で実行さ
れる）他のウェブベースのアプリケーションを提供することができる。例えば、患者から
非侵襲的に取得されたデータは、サービスプロバイダに提供されることができ、サービス
プロバイダは、３次元モデル１０または他のモデル／メッシュ及び／またはシミュレーシ
ョン、または、シミュレートされた血圧モデル５０、シミュレートされた血流モデル５２
及び／またはｃＦＦＲモデル５４などの図１に関連して上述した式３０を解くことによっ
て判定される他の結果を生成するためにデータを使用することができる。そして、ウェブ
ベースのサービスは、３次元モデル１０及び／またはシミュレーションが医師のコンピュ
ータシステム上で医師に対して表示されることができるように、３次元モデル１０または
他のモデル／メッシュ及び／またはシミュレーションに関する情報を送信することができ
る。それゆえに、ウェブベースのサービスは、ステップ１００～５００及び患者固有の情
報を提供するために以下に記載される任意の他のステップを実行することができる。ステ
ップ５００において、医師は、例えば可能な処置法の選択肢を選択するかまたはコンピュ
ータ解析に対する他の調整を行うためにさらに入力を提供することができ、入力は、（例
えば、ウェブポータルを介して）サービスプロバイダによって動作されるコンピュータシ
ステムに送信されることができる。ウェブベースのサービスは、選択された可能な処置法
の選択肢に基づいて新たなシミュレーションまたは他の結果を生成することができ、新た
なシミュレーションが医師に表示されることができるように再度医師に新たなシミュレー
ションに関する情報を通信することができる。
【００３９】
　本願明細書に記載されたステップのうちの１つ以上は、１人以上の人間のオペレータ（
例えば、心臓専門医若しくは他の医師、患者、第三者によって提供されるウェブベースの
サービス若しくは他のサービスを提供するサービスプロバイダの従業員、他のユーザなど
）、または、デスクトップ若しくはポータブルコンピュータ、ワークステーション、サー
バ、パーソナルディジタルアシスタントなどのそのような人間のオペレータ（複数可）に
よって使用される１つ以上のコンピュータシステムによって実行されることができる。コ
ンピュータシステム（複数可）は、ネットワークまたはデータを通信する他の方法を介し
て接続されることができる。
【００４０】
　図３は、特定の患者の血流に関する様々な情報を提供するための例示的な方法のさらな
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る態様を示している。図３に示される態様は、コンピュータシステムに少なくとも部分的
に及び／またはウェブベースのサービスの一部として組み込むことができるソフトウェア
ツールに組み込むことができる。
【００４１】
　ＩＩ．患者固有の解剖学的データの取得及び前処理
【００４２】
　図２に示されるステップ１００に関連して上述したように、例示的な方法は、患者の心
臓に関する情報などの患者固有の解剖学的データを取得することと、データを前処理する
こととを含むことができる。例示的な実施形態において、ステップ１００は、以下のステ
ップを含むことができる。
【００４３】
　最初に、患者が選択されることができる。例えば、患者は、例えば、患者が胸痛、心臓
発作などの冠状動脈疾患に関連する経験した症状である場合など、患者の冠状血流量に関
する情報が所望されると医師が判定した場合には、医師によって選択されることができる
。
【００４４】
　患者固有の解剖学的データは、例えば、患者の大動脈の少なくとも一部、大動脈に接続
された主冠状動脈（及びそこから伸びる枝）の近位部及び心筋など、患者の心臓の幾何学
的形状に関するデータなどを得ることができる。患者固有の解剖学的データは、例えば非
侵襲的撮像方法を使用して非侵襲的に取得されることができる。例えば、ＣＣＴＡは、例
えば、心筋、大動脈、冠状動脈及びそれに接続された他の血管などの構造物の画像をユー
ザが表示及び作成するためにコンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャナを操作することがで
きる撮像方法である。ＣＣＴＡデータは、例えば、心周期にわたる血管形状の変化を示す
ように時間変化することができる。ＣＣＴＡは、患者の心臓の画像を生成するために使用
可能である。例えば、６４スライスのＣＣＴＡデータは、例えば患者の心臓の６４スライ
スに関し且つ３次元画像に組み立てられるデータを得ることができる。図４は、６４スラ
イスのＣＣＴＡデータによって生成される３次元画像１２０の一例を示している。
【００４５】
　あるいは、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）若しくは超音波（ＵＳ）などの他の非侵襲
的撮像方法またはディジタルサブトラクション血管造影（ＤＳＡ）などの侵襲的撮像方法
が患者の解剖学的構造の画像を生成するために使用されてもよい。撮像方法は、解剖学的
構造の同定を可能とするために造影剤を患者に静脈注入することを含むことができる。（
例えば、ＣＣＴＡ、ＭＲＩなどによって提供された）得られた画像データは、放射線研究
室や心臓専門医などのサードパーティベンダー、患者の医師などによって提供されてもよ
い。
【００４６】
　他の患者固有の解剖学的データはまた、患者から非侵襲的に判定されることができる。
例えば、患者の血圧、基本心拍数、身長、体重、ヘマトクリット、ストローク量などの生
理学的データを測定することができる。血圧は、最大値（収縮期）及び最小値（拡張期）
の圧力などの（例えば、圧力カフを使用した）患者の上腕動脈の血圧とすることができる
。
【００４７】
　上述したように得られた患者固有の解剖学的データは、セキュア通信回線を介して（例
えば、ネットワークを介して）転送されることができる。例えば、データは、例えばステ
ップ４００において上述したコンピュータ解析などのコンピュータ解析を行うためにサー
バまたは他のコンピュータシステムに転送されることができる。例示的な実施形態におい
て、データは、ウェブベースサービスを提供するサービスプロバイダによって動作される
サーバまたは他のコンピュータシステムに転送されることができる。あるいは、データは
、患者の医師または他のユーザによって操作されるコンピュータシステムに転送されるこ
とができる。
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【００４８】
　図３を再度参照すると、転送されたデータは、データが許容可能かどうかを判定するた
めに検査されることができる（ステップ１０２）。判定は、ユーザによって及び／または
コンピュータシステムによって実行することができる。例えば、転送されたデータ（例え
ば、ＣＣＴＡデータ及び他のデータ）は、例えばＣＣＴＡデータが完全であり（例えば、
大動脈及び主冠状動脈の十分な部分を含む）且つ正しい患者に対応しているかどうかを判
定するために、ユーザによって及び／またはコンピュータシステムによって検証されるこ
とができる。
【００４９】
　転送されたデータ（例えば、ＣＣＴＡデータ及び他のデータ）はまた、前処理及び評価
されることができる。前処理及び／または評価は、ユーザによって及び／またはコンピュ
ータシステムによって実行されることができ、例えば、ＣＣＴＡデータの位置ずれ、不一
致またはぼけの検査、ＣＣＴＡデータに示されるステントの検査、血管の内腔の可視性を
阻害することがある他のアーティファクトの検査、構造（例えば、大動脈、主冠状動脈及
び他の血管）と患者の他の部分との間の十分なコントラストの検査などを含むことができ
る。
【００５０】
　転送されたデータは、上述した検証、前処理及び／または評価に基づいてデータが許容
可能であるかどうかを判定するために評価されることができる。上述した検証、前処理及
び／または評価中に、ユーザ及び／またはコンピュータシステムは、データの特定のエラ
ーまたは問題を修正することができる。しかしながら、あまりに多くのエラーまたは問題
がある場合、データは、許容できないと判定されることができ、ユーザ及び／またはコン
ピュータシステムは、転送されたデータの拒絶を必要とするエラーや問題を説明する拒絶
レポートを生成することができる。必要に応じて、新たなＣＣＴＡスキャンが実行されて
もよく及び／または上述した生理学的データが再度患者から測定されてもよい。転送され
たデータが許容可能であると判定された場合、本方法は、後述するステップ２０２に進む
ことができる。
【００５１】
　したがって、図３に示されて上述したステップ１０２は、図２のステップ１００のサブ
ステップと考えることができる。
　ＩＩＩ．得られた解剖学的データに基づく３次元モデルの作成
【００５２】
　図２におけるステップ２００と関連して上述したように、例示的な方法は、取得した解
剖学的データに基づいて３次元モデルを作成することを含むことができる。例示的な実施
形態において、ステップ２００は、以下のステップを含むことができる。
【００５３】
　ＣＣＴＡデータを使用して、冠状血管の３次元モデルを生成することができる。図５は
、ＣＣＴＡデータを使用して生成された３次元モデル２２０の表面の一例を示している。
例えば、モデル２２０は、例えば、大動脈の少なくとも一部、大動脈の一部に接続された
１つ以上の主冠状動脈の少なくとも近位部分、主冠状動脈に接続された１つ以上の枝の少
なくとも近位部分などを含むことができる。大動脈、主冠状動脈及び／または枝のモデリ
ングされた部分は、どの部分もモデル２２０の残りから切断されないように、相互接続さ
れてツリー状にされることができる。モデル２２０を形成するプロセスは、セグメンテー
ションと称される。
【００５４】
　図３を再度参照すると、コンピュータシステムは、大動脈の少なくとも一部（ステップ
２０２）及び心筋（または他の心臓組織またはモデリング対象の動脈に接続された他の組
織）（ステップ２０４）を自動的にセグメンテーションすることができる。コンピュータ
システムはまた、大動脈に接続された主冠状動脈の少なくとも一部をセグメンテーション
することができる。例示的な実施形態において、コンピュータシステムは、主冠状動脈を
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セグメンテーションするために１つ以上の冠状動脈基部または始点をユーザが選択するの
を可能とすることができる（ステップ２０６）。
【００５５】
　セグメンテーションは、様々な方法を用いて行うことができる。セグメンテーションは
、ユーザ入力に基づいてまたはユーザ入力なしでコンピュータシステムによって自動的に
行うことができる。例えば、例示的な実施形態において、ユーザは、第１の初期モデルを
生成するためにコンピュータシステムに入力を提供することができる。例えば、コンピュ
ータシステムは、ＣＣＴＡデータから生成された３次元画像１２０（図４）またはそのス
ライスをユーザに表示することができる。３次元画像１２０は、明るさの強度を変化させ
る部分を含むことができる。例えば、明るい領域は、大動脈、主冠状動脈及び／または枝
の管腔を示すことができる。暗い領域は、患者の心臓の心筋及び他の組織を示すことがで
きる。
【００５６】
　図６は、ユーザに表示することができる３次元画像１２０のスライス２２２の一部を示
しており、スライス２２２は、相対的な明るさの領域２２４を含むことができる。コンピ
ュータシステムは、１つ以上のシード２２６を追加することによってユーザが相対的な明
るさの領域２２４を選択するのを可能とし、シード２２６は、主冠状動脈をセグメンテー
ションするための冠状動脈基部または始点として機能することができる。ユーザの命令に
おいて、コンピュータシステムは、第１の初期モデルを形成するための始点としてシード
２２６を使用することができる。ユーザは、大動脈及び／または個々の主冠状動脈のうち
の１つ以上にシード２２６を追加することができる。必要に応じて、ユーザはまた、主冠
状動脈に接続された枝の１つ以上にシード２２６を追加することができる。あるいは、コ
ンピュータシステムは、例えば、抽出された中心線情報を使用して自動的にシードを配置
することができる。コンピュータシステムは、シード２２６が配置された画像１２０の強
度値を判定することができ、同一の強度値を有する画像１２０の部分に沿って（または選
択された強度値を中心とする強度値の範囲内または閾値内で）シード２２６を拡張するこ
とによって第１の初期モデルを形成することができる。それゆえに、このセグメンテーシ
ョンの方法は、「閾値ベースのセグメンテーション」と称されることができる。
【００５７】
　図７は、図６のシード２２６を拡張することによって形成された第１の初期モデルの一
部２３０を示している。したがって、ユーザは、第１の初期モデルを形成し始めるために
コンピュータシステムについての始点としてシード２２６を入力する。このプロセスは、
関心のある全体部分、例えば大動脈及び／または主冠状動脈の一部がセグメンテーション
されるまで繰り返されることができる。あるいは、第１の初期モデルは、ユーザ入力なし
でコンピュータシステムによって生成されてもよい。
【００５８】
　あるいは、セグメンテーションは、「エッジベースのセグメンテーション」と称される
方法を使用して行うことができる。例示的な実施形態においては、以下に説明するように
、モデル２２０を形成するために閾値ベース及びエッジベースのセグメンテーション方法
の双方が実行されてもよい。
【００５９】
　第２の初期モデルは、エッジベースのセグメンテーション方法を使用して形成されるこ
とができる。この方法では、大動脈及び／または主冠状動脈の管腔エッジが配置されるこ
とができる。例えば、例示的な実施形態において、ユーザは、例えば第２の初期モデルを
生成するために上述したようにシード２２６などの入力をコンピュータシステムに提供す
ることができる。コンピュータシステムは、エッジに到達するまで画像１２０の部分に沿
ってシード２２６を拡張することができる。管腔エッジは、例えば、ユーザによって視覚
的に及び／またはコンピュータシステムによって（例えば、設定閾値超の強度値の変化が
存在する位置に）配置されることができる。エッジベースのセグメンテーション方法は、
コンピュータシステム及び／またはユーザによって実行されることができる。
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【００６０】
　心筋または他の組織はまた、ステップ２０４においてＣＣＴＡデータに基づいてセグメ
ンテーションされることができる。例えば、ＣＣＴＡデータは、心筋、例えば、左及び／
または右心室の内及び外表面の位置を判定するために解析されることができる。表面の位
置は、ＣＣＴＡデータにおける心臓の他の構造と比較した心筋のコントラスト（例えば、
相対的な暗さ及び明るさ）に基づいて判定されることができる。それゆえに、心筋の幾何
学的形状が判定されることができる。
【００６１】
　大動脈、心筋及び／または主冠状動脈のセグメンテーションは、必要に応じて検査及び
／または修正されることができる（ステップ２０８）。検査及び／または修正は、コンピ
ュータシステム及び／またはユーザによって実行されることができる。例えば、例示的な
実施形態において、コンピュータシステムは、セグメンテーションを自動的に検査するこ
とができ、例えば、モデル２２０における大動脈、心筋及び／または主冠状動脈の任意の
部分が欠落しているかまたは不正確である場合など、任意のエラーがある場合には、ユー
ザは、セグメンテーションを手動で修正することができる。
【００６２】
　例えば、上述した第１及び第２の初期モデルは、大動脈及び／または主冠状動脈のセグ
メンテーションが正確であることを保証するために比較されることができる。第１及び第
２の初期モデル間の相違のいずれかの領域は、セグメンテーションを修正してモデル２２
０を形成するために比較されることができる。例えば、モデル２２０は、第１及び第２の
初期モデルの平均とすることができる。あるいは、上述のセグメンテーション方法のいず
れか一方のみを行ってもよく、その方法によって形成された初期モデルは、モデル２２０
として使用されることができる。
【００６３】
　心筋の質量が計算されることができる（ステップ２４０）。計算は、コンピュータシス
テムによって行うことができる。例えば、心筋の容量は、上述したように判定された心筋
の表面の位置に基づいて計算されることができ、計算された心筋の容量は、心筋の質量を
計算するために心筋の密度によって乗算されることができる。心筋の密度は、予め設定さ
れてもよい。
【００６４】
　モデル２２０（図５）の様々な血管（例えば、大動脈、主冠状動脈など）の中心線が判
定されることができる（ステップ２４２）。例示的な実施形態において、判定は、コンピ
ュータシステムによって自動的に実行されることができる。
【００６５】
　ステップ２４２において判定された中心線は、必要に応じて検査及び／または修正され
ることができる（ステップ２４４）。検査及び／または修正は、コンピュータシステム及
び／またはユーザによって実行されることができる。例えば、例示的な実施形態において
、コンピュータシステムは、中心線を自動的に検査することができ、ユーザは、例えば任
意の中心線が欠落しているかまたは不正確である場合など、任意のエラーがある場合には
、中心線を手動で修正することができる。
【００６６】
　（血管の狭窄を引き起こす）カルシウムまたはプラークが検出されることができる（ス
テップ２４６）。例示的な実施形態において、コンピュータシステムは、プラークを自動
的に検出することができる。例えば、プラークは、３次元画像１２０において検出される
ことができ、モデル２２０から除去されることができる。プラークは、大動脈、主冠状動
脈及び／または枝の管腔よりもさらに明るい領域として現れることから、プラークは、３
次元画像１２０において特定されることができる。それゆえに、プラークは、設定値未満
の強度値を有するとしてコンピュータシステムによって検出されることができるかまたは
ユーザによって視覚的に検出されることができる。プラークを検出した後、コンピュータ
システムは、プラークが血管における管腔や開空間の一部と考えられないように、モデル
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２２０からプラークを除去することができる。あるいは、コンピュータシステムは、大動
脈、主冠状動脈及び／または枝とは異なる色、陰影または他の視覚的指標を使用してモデ
ル２２０上のプラークを示すことができる。
【００６７】
　コンピュータシステムはまた、検出したプラークを自動的にセグメンテーションするこ
とができる（ステップ２４８）。例えば、プラークは、ＣＣＴＡデータに基づいてセグメ
ンテーションされることができる。ＣＣＴＡデータは、ＣＣＴＡデータにおける心臓の他
の構造と比較したプラークのコントラスト（例えば、相対的な暗さ及び明るさ）に基づい
てプラーク（またはその表面）を配置するために解析されることができる。それゆえに、
プラークの幾何学的形状もまた判定されることができる。
【００６８】
　プラークのセグメンテーションは、必要に応じて検査及び／または修正されることがで
きる（ステップ２５０）。検査及び／または修正は、コンピュータシステム及び／または
ユーザによって実行されることができる。例えば、例示的な実施形態において、コンピュ
ータシステムは、セグメンテーションを自動的に検査することができ、ユーザは、例えば
任意のプラークが欠落しているかまたは不正確である場合など、任意のエラーがある場合
には、セグメンテーションを手動で修正することができる。
【００６９】
　コンピュータシステムは、主冠状動脈に接続された枝を自動的にセグメンテーションす
ることができる（ステップ２５２）。例えば、枝は、例えばステップ２０６と関連して図
６及び図７に示され且つ上述したように、主冠状動脈をセグメンテーションするのと同様
の方法を使用してセグメンテーションされることができる。コンピュータシステムはまた
、ステップ２４８及び２５０と関連して上述したのと同様の方法を使用してセグメンテー
ションされた枝においてプラークを自動的にセグメンテーションすることができる。ある
いは、枝（及びそれに含まれる任意のプラーク）は、（例えば、ステップ２０６において
）主冠状動脈と同時にセグメンテーションされることができる。
【００７０】
　枝のセグメンテーションは、必要に応じて検査及び／または修正されることができる（
ステップ２５４）。検査及び／または修正は、コンピュータシステム及び／またはユーザ
によって実行されることができる。例えば、例示的な実施形態において、コンピュータシ
ステムは、セグメンテーションを自動的に検査することができ、ユーザは、例えばモデル
２２０における枝の任意の部分が欠落しているかまたは不正確である場合など、任意のエ
ラーがある場合には、セグメンテーションを手動で修正することができる。
【００７１】
　モデル２２０は、任意の位置ずれ、ステントまたは他のアーティファクトが配置される
場合（例えば、ステップ１０２におけるＣＣＴＡデータの検査中）には修正されることが
できる（ステップ２５６）。修正は、ユーザによって及び／またはコンピュータシステム
によって実行されることができる。例えば、位置ずれや他のアーティファクト（例えば、
管腔の可視性に影響を与える不一致、ぼけ、アーティファクトなど）が配置される場合、
モデル２２０は、血管の断面積の人工的なまたは偽の変化（例えば、人工狭窄化）を回避
するために検査及び／または修正されることができる。ステントが配置されている場合、
モデル２２０は、例えば、ステントのサイズに基づいて、ステントの位置を示すために及
び／またはステントが配置された血管の断面積を修正するために検査及び／または修正さ
れることができる。
【００７２】
　モデル２２０のセグメンテーションはまた、独立して検査されることができる（ステッ
プ２５８）。検査は、ユーザによって及び／またはコンピュータシステムによって実行さ
れることができる。例えば、ユーザ及び／またはコンピュータシステムは、修正可能なエ
ラー及び／またはモデル２２０が少なくとも部分的に再実行または再セグメンテーション
されるのを必要とすることができるエラーなど、モデル２２０によって所定のエラーを特
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定することができる。そのようなエラーが特定される場合、セグメンテーションは、許容
できないと判定されることができ、エラー（複数可）に応じて特定のステップ、例えばス
テップ２０２～２０８、２４０～２５６のうちの１つ以上のステップが繰り返されること
ができる。
【００７３】
　モデル２２０のセグメンテーションが許容可能であると独立して検証された場合、必要
に応じて、モデル２２０は、出力されて平滑化されることができる（ステップ２６０）。
平滑化は、ユーザによって及び／またはコンピュータシステムによって実行されることが
できる。例えば、隆起部、点または他の不連続部分が平滑化されることができる。モデル
２２０は、コンピュータ解析のための準備などがされるように別個のソフトウェアモジュ
ールに出力されることができる。
【００７４】
　したがって、図３に示され且つ上述したステップ２０２～２０８及び２４０～２６０は
、図２のステップ２００のサブステップとして考えられることができる。
　ＩＶ．解析のためのモデル準備及び境界条件の決定
【００７５】
　図２に示されるステップ３００に関連して上述したように、例示的な方法は、解析のた
めにモデルを準備して境界条件を決定することを含むことができる。例示的な実施形態に
おいて、ステップ３００は、以下のステップを含むことができる。
　Ａ．解析のためのモデル準備
【００７６】
　再度図３を参照すると、モデル２２０（図５）の様々な血管（例えば、大動脈、主冠状
動脈及び／または枝）の断面積がまた判定されることができる（ステップ３０４）。例示
的な実施形態において、判定は、コンピュータシステムによって実行されることができる
。
【００７７】
　モデル２２０（図５）は、トリミングされることができ（ステップ３０６）、ソリッド
モデルが生成されることができる。図８は、図５に示されるモデル２２０と同様のモデル
に基づいて準備されたトリミングされたソリッドモデル３２０の一例を示している。ソリ
ッドモデル３２０は、３次元の患者固有の幾何学的形状モデルである。例示的な実施形態
において、トリミングは、ユーザの入力の有無にかかわらずコンピュータシステムによっ
て実行されることができる。流入境界３２２及び流出境界３２４のそれぞれは、各境界を
形成する表面がステップ２４２において判定された中心線に対して垂直になるようにトリ
ミングされることができる。流入境界３２２は、図８に示されるような大動脈の上流側端
部など、流れがモデル３２０の解剖学的構造に向けられる境界を含むことができる。流出
境界３２４は、大動脈の下流側端部及び主冠状動脈及び／または枝の下流側端部など、流
れがモデル３２０の解剖学的構造から外部に向けられる境界を含むことができる。
　Ｂ．境界条件の決定
【００７８】
　境界条件は、モデル、例えば図８の３次元ソリッドモデル３２０の境界において発生し
ているものを説明するために提供されることができる。例えば、境界条件は、例えばモデ
リングされた解剖学的構造の境界において患者のモデリングされた解剖学的構造に関連し
た少なくとも１つの血流特性に関連することができ、血流特性（複数可）は、血流速度、
圧力、流量、ＦＦＲなどを含むことができる。境界条件を適切に決定することにより、コ
ンピュータ解析は、モデル内の様々な位置における情報を判定するように実行されること
ができる。ここで境界条件及びそのような境界条件を決定するための方法の例を説明する
。
【００７９】
　例示的な実施形態において、決定された境界条件は、ソリッドモデル３２０によって表
される血管の部分から上流側及び下流側の構造を１次元または２次元の低次モデルに単純
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化されることができる。境界条件を決定するための例示的な式のセット及び他の詳細は、
例えば、双方とも「心臓血管系の患者固有の血行動態（Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　Ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）」と題され且つその全体を参照することによって本願明細書に組み込まれる米国
特許出願公開第２０１０／０２４１４０４号明細書及び米国仮特許出願第６１／２１０４
０１号に開示されている。
【００８０】
　心臓を流れる血流は、患者の生理学的状態に応じて異なることがあるため、境界条件は
、患者の生理学的状態に応じて変化することがある。例えば、ＦＦＲは、通常、例えばス
トレスなどに起因して患者が心臓内の血流増加を経験しているときに一般に起こる充血の
生理学的条件の下で測定される。ＦＦＲは、最大ストレスの状態下での大動脈圧に対する
冠状動脈圧の比である。充血はまた、例えばアデノシンなどによって薬理学的に誘導され
ることができる。図９～図１１は、患者の生理学的状態に応じて（安静時、最大充血下ま
たは最大運動下）、モデル３２０における大動脈圧に対する冠状動脈圧の比の変化を示す
計算されたＦＦＲ（ｃＦＦＲ）モデルの例を示している。図９は、患者が静止していると
きのモデル３２０全体の大動脈圧に対する冠状動脈圧の比の極小変化を示している。図１
０は、患者が最大の充血を受けているときのモデル３２０全体の大動脈圧に対する冠状動
脈圧の比の大きな変化を示している。図１１は。患者が最大運動を受けているときのモデ
ル３２０全体の大動脈圧に対する冠状動脈圧の比のさらに大きな変化を示している。
【００８１】
　再度図３を参照すると、充血状態の境界条件が決定されることができる（ステップ３１
０）。例示的な実施形態において、アデノシンの効果は、１～５倍の係数による冠状動脈
抵抗の低下、約０～２０％の大動脈血圧の低下及び約０～２０％の心拍数の増加を使用し
てモデリングされることができる。例えば、アデノシンの効果は、４倍の係数による冠状
動脈抵抗の低下、約１０％の大動脈血圧の低下及び約１０％の心拍数の増加を使用してモ
デリングされることができる。充血状態の境界条件は、例示的な実施形態において決定さ
れるものの、安静、充血の程度の変化、運動、労作、ストレスまたは他の状態の程度の変
化など、他の生理学的状態のためにその境界条件が決定されてもよいことが理解される。
【００８２】
　境界条件は、例えば、図８に示されるように、流入境界３２２、流出境界３２４、血管
壁境界３２６など、その境界における３次元ソリッドモデル３２０についての情報を提供
する。血管壁境界３２６は、モデル３２０の大動脈、主冠状動脈及び／または他の冠状動
脈または血管の物理的な境界を含むことができる。
【００８３】
　各流入または流出境界３２２、３２４には、速度、流量、圧力または他の血流特性につ
いての所定値または値のフィールドが割り当てられることができる。あるいは、各流入ま
たは流出境界３２２、３２４には、境界、集中定数または分布（例えば、１次元波動伝播
）モデル、他の種類の１次元または２次元モデルまたは他の種類のモデルに心臓モデルを
結合することによって割り当てられることができる。特定の境界条件は、例えば、得られ
た患者固有の情報、または、ステップ２４０において計算された心拍出量、血圧、心筋の
質量などの他の測定パラメータから判定された流入または流出境界３２２、３２４の幾何
学的形状に基づいて判定されることができる。
ｉ．低次モデルの決定
【００８４】
　ソリッドモデル３２０に接続された上流側及び下流側構造は、上流側及び下流側構造を
表す低次モデルとして表されることができる。例えば、図１２～図１５は、実施形態にか
かる流出境界３２４の一方における３次元の患者固有の解剖学的データからの集中定数モ
デルの準備の方法を示している。本方法は、図２及び図３に示される方法とは別個に且つ
その前に行うことができる。
【００８５】
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　図１２は、主冠状動脈またはそこから伸びる枝のうちの１つのソリッドモデルの３２０
の一部３３０を示しており、図１３は、図１２に示される部分３３０のステップ２４２に
おいて判定された中心線の一部を示している。
【００８６】
　部分３３０は、セグメント３３２に分割されることができる。図１４は、部分３３０か
ら形成されることができるセグメント３３２の例を示している。セグメント３３２の長さ
の選択は、ユーザ及び／またはコンピュータシステムによって実行されることができる。
セグメント３３２は、例えば、セグメント３３２の幾何学的形状に応じて長さが変化する
ことができる。部分３３０をセグメンテーションするために様々な技術が使用されること
ができる。例えば、病気の部分、例えば比較的狭い断面を有する部分、病変及び／または
狭窄（血管の異常な狭窄）が１つ以上の別個のセグメント３３２において提供されること
ができる。病気の部分及び狭窄は、例えば、中心線の長さに沿って断面積を測定して局所
的な最小断面積を計算することによって特定されることができる。
【００８７】
　セグメント３３２は、１つ以上の（線形または非線形）抵抗器３３４及び／または他の
回路素子（例えば、コンデンサ、インダクタなど）を含む回路図によって近似されること
ができる。図１５は、一連の線形及び非線形抵抗器３３４によって置き換えられたセグメ
ント３３２の例を示している。抵抗器３３４の個々の抵抗は、例えば、対応するセグメン
ト３３２にわたって推定された流量及び／または圧力に基づいて判定されることができる
。
【００８８】
　抵抗は、例えば、対応するセグメント３３２を通る推定された流量に応じて、定数、線
形または非線形とすることができる。狭窄などのより複雑な幾何学的形状については、抵
抗は、流量に応じて変化することができる。様々な幾何学的形状についての抵抗は、コン
ピュータ解析（例えば、有限差分、有限体積、スペクトル、格子ボルツマン、粒子ベース
、レベル集合、アイソジオメトリック若しくは有限要素法または他の計算流体力学（ＣＦ
Ｄ）解析技術）に基づいて判定されることができ、異なる流れ及び圧力条件下で行われる
コンピュータ解析からの複数の解は、患者固有、血管固有及び／または病変固有の抵抗を
導出するために使用されることができる。結果は、モデリングされることができる任意の
セグメントの様々な種類の特徴及び幾何学的形状についての抵抗を判定するために使用さ
れることができる。その結果、上述したように患者固有、血管固有及び／または病変固有
の抵抗を導出することは、コンピュータシステムが、非対称狭窄、複数の病変、分岐及び
枝における病変、及び、蛇行性血管など、より複雑な幾何学的形状を認識して評価するの
を可能とする。
【００８９】
　コンデンサもまた含まれてもよく、対応するセグメントの血管壁の弾性に基づいて静電
容量が判定されてもよい。インダクタが含まれてもよく、例えば、対応する部分を流れる
血液量の加速または減速に関する慣性効果に基づいてインダクタンスが判定されてもよい
。
【００９０】
　抵抗、静電容量、インダクタンス及び集中定数モデルにおいて使用される他の電気部品
に関連する他の変数についての個々の値は、多くの患者からのデータに基づいて導出され
ることができ、同様の血管の幾何学的形状は、同様の値を有することができる。それゆえ
に、経験的モデルは、患者固有のデータの大集団から開発されることができ、将来の解析
において同様の患者に適用することができる固有の幾何学的特徴に対応する値のライブラ
リを作成することができる。幾何学的形状は、以前のシミュレーションから患者のセグメ
ント３３２についての値を自動的に選択するために、２つの異なる血管セグメント間で一
致させることができる。
　ｉｉ．例示的な集中定数モデル
【００９１】
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　あるいは、図１２～図１５に関連して上述したステップを実行する代わりに、集中定数
モデルが予め設定されてもよい。例えば、図１６は、ソリッドモデル３２０の流入及び流
出境界３２２、３２４における上流側及び下流側構造を表す集中定数モデル３４０、３５
０、３６０の例を示している。端部Ａは、流入境界３２２に配置され、端部ａ～ｍ及びＢ
は、流出境界に配置される。
【００９２】
　集中定数心臓モデル３４０は、ソリッドモデル３２０の流入境界３２２の端部Ａにおけ
る境界条件を決定するために使用されることができる。集中定数心臓モデル３４０は、充
血条件下での心臓からの血流を表すために使用されることができる。集中定数心臓モデル
３４０は、例えば、大動脈圧、（例えば、ステップ１００において判定されるような）患
者の収縮期及び拡張期血圧、患者の心拍出量（例えば、ステップ１００において判定され
た患者のストローク心拍出量及び心拍数に基づいて計算される心臓からの血流量）及び／
または実験的に決定された定数などの患者に関する公知の情報に基づいて決定されること
ができる様々なパラメータ（例えば、ＰＬＡ、ＲＡＶ、ＬＡＶ、ＲＶ－Ａｒｔ、ＬＶ－Ａ

ｒｔ及びＥ（ｔ））を含む。
【００９３】
　集中定数冠状動脈モデル３５０は、主冠状動脈及び／またはそこから伸びる枝の下流側
端部に位置するソリッドモデル３２０の流出境界３２４の端部ａ～ｍにおける境界条件を
決定するために使用されることができる。集中定数冠状動脈モデル３５０は、充血条件下
で端部ａ～ｍを通ってモデリングされた血管から出る血流を表すために使用されることが
できる。集中定数冠状動脈モデル３５０は、例えば、（例えば、ステップ２４０において
判定されるような）計算された心筋の質量及び（例えば、ステップ３０４において判定さ
れたような端部ａ～ｍにおける血管の断面積に基づいて判定されるような）端部ａ～ｍに
おける終端インピーダンスなどの患者に関する公知の情報に基づいて決定されることがで
きる様々なパラメータ（例えば、Ｒａ、Ｃａ、Ｒａ－ｍｉｃｒｏ、Ｃｉｍ及びＲＶ）を含
む。
【００９４】
　例えば、計算された心筋の質量は、複数の流出境界３２４を通る基本（静止）平均冠状
動脈流を推定するために使用されることができる。この関係は、Ｑ∝ＱＯＭαとして（例
えば、ステップ２４０において判定されるような）心筋の質量Ｍを有する平均冠状動脈流
Ｑと相関がある（例えば、図１の生理学的法則２０の）実験的に導出される生理学的法則
に基づくことができる。ここで、αは、予め設定されたスケーリング指数であり、ＱＯは
、予め設定された定数である。基本（静止）条件下での流出境界３２４における全冠状流
Ｑ及び（例えば、ステップ１００において判定されるような）患者の血圧は、予め設定さ
れた実験的に導出された式に基づいて流出境界３２４における全抵抗Ｒを判定するために
使用されることができる。
【００９５】
　全抵抗Ｒは、（例えば、ステップ３０４において判定されるように）端部ａ～ｍの各断
面積に基づいて端部ａ～ｍ間で分布されることができる。この関係は、Ｒｉ∝Ｒｉ，ｏｄ

ｉ
βとして端部ａ～ｍにおける各抵抗と相関がある（例えば、図１の生理学的法則２０の

）実験的に導出された生理学的法則に基づくことができる。ここで、Ｒｉは、ｉ番目の出
口における流れに対する抵抗であり、Ｒｉ，ｏは、予め設定された定数であり、ｄｉは、
その出口の直径であり、βは、予め設定されたべき乗則の指数であり、例えば、－３から
－２であり、冠状動脈流については－２．７、脳流については－２．９などである。（例
えば、ステップ３０４において判定されるような血管の端部ａ～ｍの個々の断面積に基づ
いて判定される）個々の端部ａ～ｍを通る冠状動脈流及び個々の端部ａ～ｍにおける平均
圧力は、対応する端部ａ～ｍにおける集中定数冠状動脈モデル３５０の抵抗の合計（例え
ば、Ｒａ＋Ｒａ－ｍｉｃｒｏ＋ＲＶ）を判定するために使用されることができる。他のパ
ラメータ（例えば、Ｒａ／Ｒａ－ｍｉｃｒｏ、Ｃａ、Ｃｉｍ）は、実験的に決定される定
数とすることができる。
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【００９６】
　ウィンドケッセルモデル３６０は、大動脈弓に向かって大動脈の下流側端部に位置する
ソリッドモデル３２０の流出境界３２４の端部Ｂにおける境界条件を判定するために使用
されることができる。ウィンドケッセルモデル３６０は、充血条件下で端部Ｂを通ってモ
デリングされた大動脈から出る血流を表すために使用されることができる。ウィンドケッ
セルモデル３６０は、例えば、集中定数心臓モデル３４０に関連して上述した患者の心拍
出量、集中定数冠動脈モデル３５０に関連して上述した基本平均冠状血流、（例えば、ス
テップ３０４において判定されるような端部Ｂにおける大動脈の断面積に基づいて判定さ
れる）大動脈圧及び／または実験的に決定された定数などの患者に関する公知の情報に基
づいて決定されることができる様々なパラメータ（例えば、Ｒｐ、Ｒｄ及びＣ）を含む。
【００９７】
　境界条件、例えば集中定数モデル３４０、３５０、３６０（またはそれに含まれる定数
のいずれか）または他の低次モデルは、他の要因に基づいて調整されることができる。例
えば、抵抗値は、生理的ストレス下で血管を拡張するために比較的低下した能力に起因し
て患者が血管サイズに対して低い流量比を有する場合には調整されることができる（例え
ば増加）。抵抗値はまた、患者が糖尿病を有する場合、薬剤投与中の場合、過去に心臓事
象を受けている場合などにも調整されることができる。
【００９８】
　代替の集中定数または分布１次元ネットワークモデルは、ソリッドモデル３２０の下流
の冠状血管を表すために使用されることができる。そのようなモデルについてのパラメー
タを割り当てるために、ＭＲＩ、ＣＴ、ＰＥＴまたはＳＰＥＣＴを使用した心筋灌流撮像
が使用されることができる。また、代替の撮像源としては、そのようなモデルについての
パラメータを割り当てるために、例えば、磁気共鳴血管造影（ＭＲＡ）、レトロスペクテ
ィブ・シネゲーティングまたは将来のシネゲーティングコンピュータ断層撮影血管造影（
ＣＴＡ）などが使用されることができる。レトロスペクティブ・シネゲーティングは、集
中定数心臓モデルにパラメータを割り当てるために心周期にわたって心室容積の変化を取
得するために画像処理方法と組み合わせることができる。
【００９９】
　集中定数モデル３４０、３５０、３６０または他の低次１次元または２次元モデルを使
用して患者の解剖学的構造の一部を簡略化することは、特に、コンピュータ解析が未治療
の状態に加えて（例えば、図２及び図３のステップ４００）可能な治療の選択肢を評価す
るとき（例えば、図２のステップ５００）などの複数回行うことができる場合、コンピュ
ータ解析（例えば、以下に記載される図３のステップ４０２）が最終結果について高精度
を維持しつつより迅速に行うのを可能とする。
【０１００】
　例示的な実施形態において、境界条件の判定は、ステップ１００において得られた患者
固有の生理学的データなどのユーザの入力に基づいてコンピュータシステムによって実行
されることができる。
　Ｃ．３次元メッシュの作成
【０１０１】
　再度図３を参照すると、３次元メッシュは、ステップ３０６において生成されたソリッ
ドモデル３２０に基づいて生成されることができる（ステップ３１２）。図１７～図１９
は、ステップ３０６において生成されたソリッドモデル３２０に基づいて準備された３次
元メッシュ３８０の一例を示している。メッシュ３８０は、ソリッドモデル３２０の表面
及びソリッドモデル３２０の内部全体に沿った複数のノード３８２（メッシュ点またはグ
リッド点）を含む。メッシュ３８０は、図１８及び図１９に示されるように、（ノード３
８２を形成する点を有する）四面体要素によって作成されることができる。あるいは、他
の形状を有する要素は、例えば、六面体または他の多面体、曲線状要素などを用いてもよ
い。例示的な実施形態において、ノード３８２の数は、例えば、例えば５００万から５０
００万などの数百万個とすることができる。ノード３８２の数は、メッシュ３８０が細か
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くなるのにともない増加する。より多数のノード３８２により、情報は、モデル３２０内
の複数点において提供されることができるが、コンピュータ解析は、かなり多くのノード
３８２が解かれるべき式（例えば、図１に示される式３０）の数を増加させることから実
行するのにより時間がかかることがある。例示的な実施形態において、メッシュ３８０の
生成は、ユーザの入力（例えば、ノード３８２の数、要素の形状を指定するなど）の有無
にかかわらず、コンピュータシステムによって実行されることができる。
【０１０２】
　再度図３を参照すると、メッシュ３８０及び判定された境界条件は、検証されることが
できる（ステップ３１４）。検証は、ユーザによって及び／またはコンピュータシステム
によって実行されることができる。例えば、ユーザ及び／またはコンピュータシステムは
、例えば、メッシュ３８０が歪んでいるかまたは十分な空間分解能を有しない場合、境界
条件がコンピュータ解析を実行するのに十分でない場合、ステップ３１０において判定さ
れた抵抗が不正確であると思われる場合などには、メッシュ３８０及び／または境界条件
が再実行されるのを必要とするメッシュ３８０及び／または境界条件による所定のエラー
を特定することができる。そうである場合、メッシュ３８０及び／または境界条件は、許
容できないと判定されることができ、ステップ３０４～３１４のうちの１つ以上が繰り返
されることができる。メッシュ３８０及び／または境界条件が許容可能であると判定され
た場合、本方法は、以下に記載されるステップ４０２に進むことができる。
【０１０３】
　さらに、ユーザは、取得した患者固有の情報、または、心拍出量、血圧、身長、体重、
ステップ２４０において計算された心筋の質量などの他の測定パラメータが正しく入力さ
れ及び／または正しく計算されていることを検査することができる。
【０１０４】
　したがって、図３に示され且つ上述したステップ３０４～３１４は、図２のステップ３
００のサブステップと考えられることができる。
　Ｖ．コンピュータ解析の実行及び結果出力
【０１０５】
　図２に示されるステップ４００に関連して上述したように、例示的な方法は、コンピュ
ータ解析を実行することと、結果を出力することとを含むことができる。例示的な実施形
態において、ステップ４００は、以下のステップを含むことができる。
　Ａ．コンピュータ解析の実行
【０１０６】
　図３を参照すると、コンピュータ解析は、コンピュータシステムによって実行されるこ
とができる（ステップ４０２）。例示的な実施形態において、ステップ４０２は、例えば
メッシュ３８０におけるノード３８２の数などに応じて数分から数時間続くことができる
（図１７～図１９）。
【０１０７】
　解析は、メッシュ３８０が生成されたモデル３２０内の血流を記載する一連の式を生成
することを含む。上述したように、例示的な実施形態において、所望の情報は、充血条件
下でモデル３２０を流れる血流のシミュレーションに関する。
【０１０８】
　解析はまた、コンピュータシステムを使用して血流の３次元式を解くために数値的方法
を使用することを含む。例えば、数値的方法は、有限差分、有限体積、スペクトル、格子
ボルツマン、粒子ベース、レベルセット、アイソジオメトリック若しくは有限要素法また
は他の計算流体力学（ＣＦＤ）数値技術などの公知の方法であってもよい。
【０１０９】
　これらの数値的方法を用いて、血液は、ニュートン、非ニュートンまたは多相流体とし
てモデリングされることができる。ステップ１００において測定された患者のヘマトクリ
ットまたは他の要因は、解析に組み込むために血液の粘度を判定するために使用されるこ
とができる。血管壁は、剛性または適合していると仮定することができる。後者の場合、
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壁の力学の式、例えば、弾性力学方程式は、血流の式とともに解かれることができる。ス
テップ１００において得られた時間的に変化する３次元撮像データは、心周期にわたる血
管の形状の変化をモデリングするために入力として使用されることができる。コンピュー
タ解析を実行するための式及びステップの例示的なセットは、例えば、「医療介入計画及
び生理学的条件のシミュレーションについて予測モデリングするための方法（Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｆｏｒ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｍ
ｅｄｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｎｇ　Ｐｈｙｓ
ｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ）」と題された米国特許第６，２３６，８７
８号明細書、並びに、「心臓血管系の患者固有の血行動態（Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ　Ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）」と双方とも題された米国特許出願公開第２０１０／０２４１４０４号明細
書及び米国仮特許出願第６１／２１０，４０１号にさらに詳細に開示されており、それら
は全て、その全体を参照することによって本願明細書に組み込まれる。
【０１１０】
　準備されたモデル及び境界条件を使用するコンピュータ解析は、３次元ソリッドモデル
３２０を表すメッシュ３８０のノード３８２のそれぞれにおける血流及び圧力を判定する
ことができる。例えば、コンピュータ解析の結果は、これらに限定されるものではないが
、以下に説明するように、血流速度、圧力、流量またはｃＦＦＲなどの計算されたパラメ
ータなどの様々な血流特性またはパラメータなど、ノード３８２のそれぞれにおける様々
なパラメータについての値を含むことができる。パラメータはまた、３次元ソリッドモデ
ル３２０にわたって補間されることができる。結果として、コンピュータ解析の結果は、
通常は侵襲的に判定されることができる情報をユーザに提供することができる。
【０１１１】
　再度図３を参照すると、コンピュータ解析の結果が検証されることができる（ステップ
４０４）。検証は、ユーザによって及び／またはコンピュータシステムによって実行され
ることができる。例えば、ユーザ及び／またはコンピュータシステムは、例えば、不十分
な数のノード３８２に起因して不十分な情報がある場合、過剰な数のノード３８２に起因
して解析に時間がかかりすぎている場合など、メッシュ３８０及び／または境界条件が再
実行または改変されるのを必要とする結果によって所定のエラーを特定することができる
。
【０１１２】
　コンピュータ解析の結果がステップ４０４において許容できないと判定された場合、ユ
ーザ及び／またはコンピュータシステムは、例えば、ステップ３０６において生成された
ソリッドモデル３２０及び／またはステップ３１２において生成されたメッシュ３８０を
改変または改良するかどうか及びその方法、ステップ３１０において判定された境界条件
を改変するかどうか及びその方法、または、コンピュータ解析のために入力のいずれかに
対して他の改変を行うかどうかを判定することができる。そして、上述した１つ以上のス
テップ、例えば、ステップ３０６～３１４、４０２及び４０４は、判定された改変または
改良に基づいて繰り返されることができる。
　Ｂ．血圧、流れ及びｃＦＦＲの表示結果
【０１１３】
　再度図３を参照すると、コンピュータ解析の結果がステップ４０４において許容可能で
あると判定された場合、コンピュータシステムは、コンピュータ解析の所定の結果を出力
することができる。例えば、コンピュータシステムは、シミュレートされた血圧モデル５
０、シミュレートされた血流モデル５２及び／またはｃＦＦＲモデル５４などの図１に関
連して上述した画像などのコンピュータ解析の結果に基づいて生成された画像を表示する
ことができる。上述したように、これらの画像は、例えば、ステップ３１０において判定
された境界条件が充血条件に対して判定されたため、シミュレートされた充血条件下での
シミュレートされた血圧、血流及びｃＦＦＲを示している。
【０１１４】
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　シミュレートされた血圧モデル５０（図１）は、シミュレートされた充血条件下での図
１７～図１９のメッシュ３８０によって表される患者の解剖学的構造全体の局所血圧（例
えば、水銀でのミリメートル単位すなわちｍｍＨｇ）を示している。コンピュータ解析は
、メッシュ３８０の各ノード３８２における局所血圧を判定することができ、各ノード３
８２についての個々の値を指定する必要なくシミュレートされた血圧モデル５０がモデル
５０の全体の圧力の変化を視覚的に示すように、シミュレートされた血圧モデル５０は、
各圧力に対して対応する色、陰影または他の視覚的指標を割り当てることができる。例え
ば、図１に示されるシミュレートされた血圧モデル５０は、この特定の患者について、シ
ミュレートされた充血条件下において、（暗い陰影によって示されるように）圧力が大動
脈内で一般に均一且つより高いことがあり、血液が主冠状動脈へと及び枝へと下流に流れ
るのにともない、（枝の下流側端部に向かって陰影的に徐々に且つ連続的に明るくするこ
とによって示されるように）圧力が徐々に且つ連続的に低下することを示している。シミ
ュレートされた血圧モデル５０は、図１に示されるように、血圧についての具体的な数値
を示す目盛りを付随させることができる。
【０１１５】
　例示的な実施形態において、シミュレートされた血圧モデル５０は、カラーで提供され
ることができ、カラースペクトルは、モデル５０の全体の圧力の変化を示すために使用さ
れることができる。カラースペクトルは、最高圧力から最低圧力まで順次、赤、橙、黄、
緑、青、藍及び紫を含むことができる。例えば、上限値（赤）は、約１１０ｍｍＨｇ以上
（または８０ｍｍＨｇ、９０ｍｍＨｇ、１００ｍｍＨｇなど）を示すことができ、下限値
（紫）は、約５０ｍｍＨｇ以下（または２０ｍｍＨｇ、３０ｍｍＨｇ、４０ｍｍＨｇなど
）を示すことができ、緑は、約８０ｍｍＨｇ（または上限と下限とのほぼ中間の他の値）
を示すことができる。それゆえに、一部の患者についてのシミュレートされた血圧モデル
５０は、スペクトルの上端に向かって赤または他色として大動脈の大半または全てを示す
ことができ、色は、冠状動脈及びそこから伸びる枝の先端に向かって（例えば、スペクト
ルの下端に向かって（紫に至るまで））スペクトルにわたって徐々に変化することができ
る。特定の患者についての冠状動脈の先端は、各先端について判定された局所血圧に応じ
て、例えば赤から紫までの範囲で異なる色を有することができる。
【０１１６】
　シミュレートされた血流モデル５２（図１）は、シミュレートされた充血条件下での図
１７～図１９のメッシュ３８０によって表される患者の解剖学的構造全体の（例えば、秒
あたりセンチメートルすなわちｃｍ／ｓで）局所血流速度を示している。コンピュータ解
析は、メッシュ３８０の各ノード３８２における局所血流速度を判定することができ、シ
ミュレートされた血流モデル５２が各ノード３８２についての個々の値を指定する必要な
くモデル５２の全体の速度の変化を視覚的に示すように、シミュレートされた血流モデル
５２は、各速度に対して対応する色、陰影または他の視覚的指標を割り当てることができ
る。例えば、図１に示されるシミュレートされた血流モデル５２は、この特定の患者につ
いて、シミュレートされた充血条件下において、（図１における領域５３の暗い陰影によ
って示されるように）速度が主冠状動脈及び枝の所定領域において一般に高くなることを
示している。シミュレートされた血流モデル５２は、図１に示されるように、血流速度に
ついての具体的な数値を示す目盛りを付随させることができる。
【０１１７】
　例示的な実施形態において、シミュレートされた血流モデル５２は、カラーで提供され
ることができ、カラースペクトルは、モデル５２の全体の速度の変化を示すために使用さ
れることができる。カラースペクトルは、最高速度から最低速度まで順次、赤、橙、黄、
緑、青、藍及び紫を含むことができる。例えば、上限値（赤）は、約１００（または１５
０）ｃｍ／ｓ以上を示すことができ、下限値（紫）は、約０ｃｍ／ｓを示すことができ、
緑は、約５０ｃｍ／ｓ（または上限と下限とのほぼ中間の他の値）を示すことができる。
それゆえに、一部の患者についてのシミュレートされた血流モデル５２は、スペクトルの
下端に向かって混合色（例えば、緑から紫）として大動脈の大半または全てを示すことが
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でき、色は、判定された血流速度が増加する所定位置において（例えば、スペクトルの上
端に向かって（赤に至るまで））スペクトルにわたって徐々に変化することができる。
【０１１８】
　ｃＦＦＲモデル５４（図１）は、シミュレートされた充血条件下での図１７～図１９の
メッシュ３８０によって表される患者の解剖学的構造全体の局所ｃＦＦＲを示している。
上述したように、ｃＦＦＲは、例えば、コンピュータ解析によって判定された流入境界３
２２（図８）において大動脈内の血圧によって除算された特定のノード３８２における局
所血圧の比（例えば、シミュレートされた血圧モデル５０に示されている）として計算さ
れることができる。コンピュータ解析は、メッシュ３８０の各ノード３８２におけるｃＦ
ＦＲを判定することができ、ｃＦＦＲモデル５４は、ｃＦＦＲモデル５４が各ノード３８
２について個々の値を指定する必要なくモデル５４の全体のｃＦＦＲの変化を視覚的に示
すことができるように、各ｃＦＦＲ値に対して対応する色、陰影または他の視覚的指標を
割り当てることができる。例えば、図１に示されるｃＦＦＲモデル５４は、この特定の患
者について、シミュレートされた充血条件下において、ｃＦＦＲが大動脈において一般に
均一且つ約１．０とすることができ、血流が主冠状動脈へと及び枝へと下流に流れるのに
ともない、ｃＦＦＲが徐々に且つ連続的に低下することを示している。ｃＦＦＲモデル５
４はまた、図１に示されるように、ｃＦＦＲモデル５４の全体の所定点におけるｃＦＦＲ
値を示すことができる。ｃＦＦＲモデル５４は、図１に示されるように、ｃＦＦＲについ
ての具体的な数値を示す目盛りを付随させることができる。
【０１１９】
　例示的な実施形態において、ｃＦＦＲモデル５４は、カラーで提供されることができ、
カラースペクトルは、モデル５４の全体の圧力の変化を示すために使用されることができ
る。カラースペクトルは、（機能的に重大な病変を示す）最低ｃＦＦＲから最高ｃＦＦＲ
まで順次、赤、橙、黄、緑、青、藍及び紫を含むことができる。例えば、上限値（紫）は
、１．０のｃＦＦＲを示すことができ、下限値（赤）は、約０．７（または０．７５若し
くは０．８）以下を示すことができ、緑は、約０．８５（または上限と下限とのほぼ中間
の他の値）を示すことができる。例えば、下限値は、ｃＦＦＲ測定値が機能的に重大な病
変または介入を必要とするかもしれない他の特徴を示すかどうかを判定するために使用さ
れる下限値（例えば、０．７、０．７５または０．８）に基づいて判定されることができ
る。それゆえに、一部の患者についてのｃＦＦＲモデル５４は、スペクトルの上端に向か
って紫または他色として大動脈の大半または全てを示すことができ、色は、冠状動脈及び
そこから伸びる枝の先端に向かって（例えば、スペクトルの上端に向かって（赤から紫に
至るまで））スペクトルにわたって徐々に変化することができる。特定の患者についての
冠状動脈の先端は、各先端について判定されたｃＦＦＲの局所値に応じて、例えば赤から
紫までの範囲で異なる色を有することができる。
【０１２０】
　ｃＦＦＲが機能的に重大な病変または介入を必要とし得る他の特徴の存在を判定するた
めに使用される下限値を下回ったことを判定した後、動脈または枝は、機能的に重大な病
変（複数可）を配置するために評価されることができる。コンピュータシステムまたはユ
ーザは、（例えば、ｃＦＦＲモデル５４を使用して）動脈または枝の幾何学的形状に基づ
いて機能的に重大な病変（複数可）を配置することができる。例えば、機能的に重大な病
変（複数可）は、局所的な最小ｃＦＦＲ値を有するｃＦＦＲモデル５４の位置からの近傍
（例えば、上流側）に位置する狭小または狭窄をみつけることによって配置されることが
できる。コンピュータシステムは、機能的に重大な病変（複数可）を含むｃＦＦＲモデル
５４（または他のモデル）の一部（複数可）をユーザに指示または表示することができる
。
【０１２１】
　他の画像もまた、コンピュータ解析の結果に基づいて生成されてもよい。例えば、コン
ピュータシステムは、例えば図２０～図２２に示されるように、特定の主冠状動脈に関す
る追加情報を提供することができる。冠状動脈は、例えば、特定の冠状動脈が最低ｃＦＦ
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Ｒを含む場合、コンピュータシステムによって選択されることができる。あるいは、ユー
ザは、特定の冠状動脈を選択することができる。
【０１２２】
　図２０は、個々の参照ラベル（例えば、ＬＭ、ＬＡＤ１、ＬＡＤ２、ＬＡＤ３など）に
よって特定されたモデル上の所定点でのコンピュータ解析の結果を含む患者の解剖学的構
造のモデルを示している。図２１に示される例示的な実施形態において、点は、シミュレ
ートされた充血条件下で、この特定の患者についての最低ｃＦＦＲを有する主冠状動脈で
あるＬＡＤ動脈に設けられている。
【０１２３】
　図２１及び図２２は、これらの点の一部または全て（例えば、ＬＭ、ＬＡＤ１、ＬＡＤ
２、ＬＡＤ３など）及び／またはモデル上の所定の他の位置（例えば、大動脈内など）に
おける経時的な所定の変数のグラフを示している。図２１は、大動脈内及び図２０に示さ
れている点ＬＡＤ１、ＬＡＤ２及びＬＡＤ３における経時的な圧力（例えば、水銀でのミ
リメートル単位すなわちｍｍＨｇ）のグラフである。グラフの一番上のプロットは、大動
脈内の圧力を示し、上から２番目のプロットは、点ＬＡＤ１の圧力を示し、上から３番目
のプロットは、点ＬＡＤ２の圧力を示し、一番下のプロットは、点ＬＡＤ３の圧力を示し
ている。図２２は、図２０に示されている点ＬＭ、ＬＡＤ１、ＬＡＤ２及びＬＡＤ３にお
ける経時的な流れ（例えば、秒あたり立方センチメートルすなわちｃｃ／ｓで）のグラフ
である。さらに、他のグラフは、これらの点及び／または他の点のいくつかまたは全てに
おける経時的な剪断応力のグラフなどを提供することができる。グラフの一番上のプロッ
トは、点ＬＭにおける流れを示し、上から２番目のプロットは、点ＬＡＤ１における流れ
を示し、上から３番目のプロットは、点ＬＡＤ２における流れを示し、一番下のプロット
は、点ＬＡＤ３における流れを示している。グラフはまた、特定の主冠状動脈及び／また
はそこから伸びる枝の長さに沿って、例えば、血圧、流量、速度またはｃＦＦＲなどのこ
れらの変数の変化を示すように提供されることができる。
【０１２４】
　必要に応じて、上述した様々なグラフ及び他の結果がレポートにまとめられることがで
きる（ステップ４０６）。例えば、上述した画像及び他の情報は、設定されたテンプレー
トを有する文書に挿入されることができる。テンプレートは、複数の患者について予め設
定されて一般的なものとすることができ、医師及び／または患者に対してコンピュータ解
析の結果を報告するために使用されることができる。文書またはレポートは、コンピュー
タ解析が完了した後にコンピュータシステムによって自動的に完成されることができる。
【０１２５】
　例えば、最終レポートは、図２３に示される情報を含むことができる。図２３は、図１
のｃＦＦＲモデル５４を含み、また、主冠状動脈及びそこから伸びる枝のそれぞれにおけ
る最低ｃＦＦＲ値などの要約情報を含む。例えば、図２３は、ＬＡＤ動脈内の最低ｃＦＦ
Ｒ値が０．６６であり、ＬＣＸ動脈内の最低ｃＦＦＲ値が０．７２であり、ＲＣＡ動脈内
の最低ｃＦＦＲ値が０．８０であることを示している。他の要約情報は、患者名、患者の
年齢、患者の血圧（ＢＰ）（例えば、ステップ１００において得られた）、患者の心拍数
（ＨＲ）（例えば、ステップ１００において得られた）などを含むことができる。最終レ
ポートはまた、医師または他のユーザがさらなる情報を判定するためにアクセスすること
ができる、上述したように生成された画像のバージョン及び他の情報を含むことができる
。コンピュータシステムによって生成された画像は、例えば、その点における血圧、速度
、流量、ｃＦＦＲなど、上述した任意の変数の値を判定するために任意の点に医師または
他のユーザがカーソルを配置するのを可能とするためにフォーマット化されることができ
る。
【０１２６】
　最終レポートは、医師及び／または患者に送信されることができる。最終レポートは、
例えば電子メールなどによって無線または有線ネットワークなどの任意の公知の通信方法
を使用して送信されることができる。あるいは、医師及び／または患者は、最終レポート
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がダウンロードまたはピックアップに利用可能である旨の通知を受けることができる。そ
して、医師及び／または患者は、セキュアな通信回線を介して最終レポートをダウンロー
ドするためにウェブベースのサービスにログインすることができる。
　Ｃ．検証結果
【０１２７】
　再度図３を参照すると、コンピュータ解析の結果は、独立して検証されることができる
（ステップ４０８）。例えば、ユーザ及び／またはコンピュータシステムは、例えば、上
述したステップのいずれかを再実行する必要があるステップ４０６において生成された画
像及び他の情報など、コンピュータ解析の結果による所定のエラーを特定することができ
る。そのようなエラーが特定された場合、コンピュータ解析の結果は、許容できないと判
定されることができ、所定のステップ、例えば、ステップ１００、２００、３００、４０
０、サブステップ１０２、２０２～２０８、２４０～２６０、３０４～３１４及び４０２
～４０８などが繰り返されることができる。
【０１２８】
　したがって、図３に示され且つ上述したステップ４０２～４０８は、図２のステップ４
００のサブステップと考えられることができる。
【０１２９】
　コンピュータ解析の結果を検証するための他の方法は、他の方法を使用して、例えば、
血圧、速度、流量、ｃＦＦＲなどの患者からの結果に含まれる変数のいずれかを測定する
ことを含むことができる。例示的な実施形態において、変数は、（例えば、侵襲的に）測
定されることができ、そして、コンピュータ解析によって判定された結果と比較されるこ
とができる。例えば、ＦＦＲは、例えば、ソリッドモデル３２０及びメッシュ３８０によ
って表される患者の解剖学的構造内の１つ以上の点において、上述したように患者に挿入
された圧力ワイヤを使用して判定されることができる。所定位置において測定されたＦＦ
Ｒは、同じ位置においてｃＦＦＲと比較されることができ、比較は、複数の位置において
行うことができる。必要に応じて、コンピュータ解析及び／または境界条件は、比較に基
づいて調整されることができる。
　ＶＩ．患者固有の治療計画の提供
【０１３０】
　図２に示されるステップ５００に関連して上述したように、例示的な方法は、患者固有
の治療計画を提供することを含むことができる。例示的な実施形態において、ステップ５
００は、以下のステップを含むことができる。図３は、以下のステップを示していないも
のの、これらのステップは、例えばステップ４０６または４０８の後などの図３に示され
るステップと関連して行われてもよいことが理解される。さらに、上述したように、以下
に記載されるステップ５００のサブステップのいずれかは、コンピュータ４０などのコン
ピューティングシステムによって及び／または１つ以上のコンピューティングシステム、
サーバシステム及び／またはウェブサーバによって実行されることができる。
【０１３１】
　上述したように、図１及び図２３に示されるｃＦＦＲモデル５４は、未治療の状態にお
ける且つシミュレートされた充血条件下での図１７～図１９のメッシュ３８０によって表
される患者の解剖学的構造全体のｃＦＦＲ値を示している。この情報を使用して、医師は
、運動の増加、食生活の変化、薬の処方、心臓のモデリングされた解剖学的構造の任意の
一部または他の一部（例えば、冠状動脈バイパス移植、１つ以上の冠状動脈ステントの挿
入など）に対する手術などの患者に対する治療を定めることができる。
【０１３２】
　処方する治療（複数可）を決定するために、コンピュータシステムは、コンピュータ解
析から判定された情報がそのような治療（複数可）に基づいてどのように変化するかを予
測するために使用されることができる。例えば、ステント（複数可）の挿入または他の手
術などの所定の治療は、モデリングされた解剖学的構造の幾何学的形状の変化をもたらす
ことがある。したがって、例示的な実施形態において、ステップ３０６において生成され
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たソリッドモデル３２０は、ステントが挿入される１つ以上の管腔の拡大を示すように改
変されることができる。
【０１３３】
　例えば、図１及び図２３に示されるｃＦＦＲモデル５４は、ＬＡＤ動脈内の最低ｃＦＦ
Ｒ値が０．６６であり、ＬＣＸ動脈内の最低ｃＦＦＲ値が０．７２であり、ＲＣＡ動脈内
の最低ｃＦＦＲ値が０．８０であることを示している。ｃＦＦＲ値が、例えば、０．７５
未満である場合、治療が提案されることができる。したがって、コンピュータシステムは
、これらの冠状動脈にステントを挿入するのをシミュレートするために、ＬＡＤ動脈及び
ＬＣＸ動脈の拡大を示すためにソリッドモデル３２０の改変をユーザに提案することがで
きる。ユーザは、シミュレートされたステントの位置及びサイズに対応する拡大の位置及
び量（例えば、長さ及び直径）を選択するように求められることができる。あるいは、拡
大の位置及び量は、０．７５未満であるｃＦＦＲ値を有するノード（複数可）の位置、血
管の著しい狭窄の位置、従来のステントのサイズなどの様々な要因に基づいて、コンピュ
ータシステムによって自動的に決定されてもよい。
【０１３４】
　図２５は、位置５１２におけるＬＡＤ動脈の一部及び位置５１４におけるＬＣＸ動脈の
一部を拡大することによって作成されたソリッドモデルに基づいて判定された変更された
ｃＦＦＲモデル５１０の一例を示している。例示的な実施形態において、上述したステッ
プ、例えばステップ３１０～３１４及び４０２～４０８のいずれかは、変更されたソリッ
ドモデルを使用して繰り返されることができる。ステップ４０６において、最終レポート
は、図２３に示される情報などの未治療の患者（ステントなしなど）に関する情報や、図
２５及び図２６に示される情報などの患者についてシミュレートされた治療に関する情報
を含むことができる。
【０１３５】
　図２５は、変更されたｃＦＦＲモデル５１０を含み、また、提案された治療に関連する
変更されたソリッドモデルについての主冠状動脈及びそこから伸びる枝における最低ｃＦ
ＦＲ値などの要約情報も含む。例えば、図２５は、ＬＡＤ動脈（及びその下流枝）内の最
低ｃＦＦＲ値が０．７８であり、ＬＣＸ動脈（及びその下流枝）内の最低ｃＦＦＲ値が０
．７８であり、ＲＣＡ動脈（及びその下流枝）内の最低ｃＦＦＲ値が０．７９であること
を示している。したがって、未治療の患者（ステントなし）のｃＦＦＲモデル５４と提案
された治療（挿入されたステント付き）についてのｃＦＦＲモデル５１０との比較は、提
案された治療が、ＬＡＤ動脈内の最低ｃＦＦＲを０．６６から０．７８へと増加させるこ
とができ、ＬＣＸ動脈内の最低ｃＦＦＲを０．７２から０．７６へと増加させるとともに
、ＲＣＡ動脈内の最低ｃＦＦＲを０．８０から０．７９へと極小に減少させるであろうこ
とを示している。
【０１３６】
　図２６は、上述したように位置５１２におけるＬＡＤ動脈及び位置５１４におけるＬＣ
Ｘ動脈の一部を拡大した後に判定された変更後のシミュレートされた血流モデル５２０の
一例を示している。図２６はまた、提案された治療に関連する変更されたソリッドモデル
についての主冠状動脈及びそこから伸びる枝の様々な位置における血流値などの要約情報
を含むことができる。例えば、図２６は、未治療の患者（ステントなし）及び治療された
患者（挿入されたステント付き）についてのＬＡＤ動脈内の４つの位置ＬＡＤ１、ＬＡＤ
２、ＬＡＤ３及びＬＡＤ４並びにＬＣＸ動脈内の２つの位置ＬＣＸ１及びＬＣＸ２につい
ての血流値を示している。図２６はまた、未治療及び治療された状態間の血流値の変化率
を示している。したがって、未治療の患者のシミュレートされた血流モデル５２と提案さ
れた治療についてのシミュレートされた血流モデル５２０との比較は、提案された治療が
、位置に応じて９％から１９％だけ位置ＬＡＤ１～ＬＡＤ４、ＬＣＸ１及びＬＣＸ２の全
てにおいてＬＡＤ動脈及びＬＣＸ動脈を通る流れを増加させることができることを示して
いる。
【０１３７】
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　他の情報はまた、冠状動脈血圧などを未治療及び治療された状態間で比較することがで
きる。この情報に基づいて、医師は、提案された治療の選択肢を続けるかどうかを患者と
話し合うことができる。
【０１３８】
　他の治療の選択肢はまた、異なる方法でソリッドモデル３２０を変更することを含むこ
とができる。例えば、冠状動脈バイパス移植はまた、ソリッドモデル３２０において新た
な管腔または通路を作成することを含むことができ、病変を除去することはまた、管腔ま
たは通路を広くすることを含むことができる。他の治療の選択肢は、ソリッドモデル３２
０の変更をともなわないことがある。例えば、運動または労作の増加、食生活の変化また
は他のライフスタイルの変化、薬の処方などは、例えば血管収縮、拡張、心拍数の減少な
どに起因してステップ３１０において判定された境界条件を変化させることを含むことが
できる。例えば、患者の心拍数、心拍出量、ストローク心拍出量、血圧、冠微小循環機能
、集中定数モデルの構成などは、薬の処方、採用された運動（または他の労作）の種類及
び頻度、採用されたライフスタイルの変化の種類（例えば、禁煙、食生活の変化など）に
依存することができ、それにより、様々な方法でステップ３１０において判定された境界
条件に影響を与える。
【０１３９】
　例示的な実施形態において、変更された境界条件は、多くの患者からのデータを使用し
て実験的に判定されることができ、同様の治療の選択肢は、同様の方法で境界条件の変更
を必要とすることができる。経験的モデルは、患者固有のデータの大集団から開発される
ことができ、将来の解析において同様の患者に適用することができる特定の治療の選択肢
に対応する境界条件及び境界条件を計算するための機能のライブラリを作成することがで
きる。
【０１４０】
　境界条件を変更した後、上述したステップ、例えばステップ３１２、３１４及び４０２
～４０８は、変更された境界条件を使用して繰り返されることができ、ステップ４０６に
おいて、最終レポートは、図２３に示される情報などの未治療の患者に関する情報と、図
２５及び図２６に示される情報などの患者についてのシミュレートされた治療に関する情
報とを含むことができる。
【０１４１】
　あるいは、医師、患者または他のユーザは、３次元モデル（例えば、図８のソリッドモ
デル３２０）との相互作用を可能とするユーザインターフェースを設けることができる。
モデル３２０は、１つ以上の治療の選択肢を反映するためにユーザによって編集されるこ
とができるユーザ選択可能なセグメントに分割されることができる。例えば、ユーザは、
狭窄（または閉塞、例えば、急性閉塞）を有するセグメントを選択することができ、狭窄
を除去するためにセグメントを調整することができ、ユーザは、バイパスなどとして機能
するようにモデル３２０にセグメントを追加することができる。ユーザはまた、例えば、
心拍出量の変化、心拍数、ストローク心拍出量、血圧、運動または労作レベル、充血レベ
ル、薬など、上記判定された境界条件を変更することができる他の治療の選択肢及び／ま
たは生理学的パラメータを指定するよう求められることができる。代替の実施形態におい
て、コンピュータシステムは、治療の選択肢を判定または示唆することができる。
【０１４２】
　ユーザインターフェースは、ユーザが狭窄（または閉塞、例えば、急性閉塞）をシミュ
レートするのを可能とするために、３次元モデル３２０との相互作用を可能とすることが
できる。例えば、ユーザは、狭窄を含むためにセグメントを選択することができ、コンピ
ュータシステムは、コンピュータ解析から判定された情報が狭窄の追加に基づいてどのよ
うに変化するかを予測するために使用されることができる。それゆえに、本願明細書に記
載された方法は、動脈を閉塞するという効果を予測するために使用されることができる。
【０１４３】
　ユーザインターフェースはまた、３次元モデル３２０との相互作用が、例えば、癌性腫
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瘍を除去するときなど、所定の外科的処置において生じることがある動脈損傷または動脈
の除去をシミュレートするのを可能とする。モデルはまた、患者のために適切な血流を供
給するための側副経路の可能性を予測するために所定の動脈を流れる血流を防止するとい
う効果をシミュレートするために変更されることができる。
　Ａ．異なる治療の選択肢の比較に対する低次モデルの使用
【０１４４】
　例示的な実施形態において、コンピュータシステムは、ユーザが３次元ソリッドモデル
３２０またはメッシュ３８０を低次モデルと置き換えることによってより迅速に様々な治
療の選択肢をシミュレートするのを可能とすることができる。図２７は、例示的な実施形
態にかかる低次モデルを使用して様々な治療の選択肢をシミュレートする方法７００に関
する概略図を示している。本方法７００は、上述したコンピュータシステムにおいて実施
されることができる。
【０１４５】
　血流または他のパラメータを表す１つ以上の患者固有のシミュレートされた血流モデル
は、上述したコンピュータ解析から出力されることができる（ステップ７０１）。例えば
、シミュレートされた血流モデルは、上述し且つ図２及び図３に示された方法を使用して
提供される、図１のシミュレートされた血圧モデル５０、図１のシミュレートされた血流
モデル５２、図１のｃＦＦＲモデル５４などを含むことができる。上述するように、シミ
ュレートされた血流モデルは、患者の解剖学的構造の３次元幾何学的形状モデルを含むこ
とができる。
【０１４６】
　機能的情報は、低次モデルについての条件を指定するためにシミュレートされた血流モ
デルから抽出されることができる（ステップ７０２）。例えば、機能的情報は、上述した
コンピュータ解析を使用して判定された血圧、流量または速度情報を含むことができる。
【０１４７】
　低次（例えば、０次元または１次元）モデルは、ステップ７０１において生成される患
者固有のシミュレートされた血流モデルを生成するために使用される３次元ソリッドモデ
ル３２０を置き換えるために提供されることができ、低次モデルは、患者における冠状動
脈血流に関する情報を判定するために使用されることができる（ステップ７０３）。例え
ば、低次モデルは、図３のステップ３１０に関連して上述したように生成された集中定数
モデルとすることができる。それゆえに、集中定数モデルは、図１７～図１９のメッシュ
３８０に関連する式のより複雑なシステムを解く必要なく、患者における冠状動脈血流に
関する情報を判定するために使用されることができる患者の解剖学的構造の簡略化したモ
デルである。
【０１４８】
　そして、ステップ７０３における低次モデルの解から判定される情報は、患者の解剖学
的構造の３次元ソリッドモデル（例えば、ソリッドモデル３２０）にマッピングまたは外
挿されることができ（ステップ７０４）、ユーザは、ユーザによって選択されることがで
きる様々な治療の選択肢をシミュレートするために必要に応じて低次モデルに変更するこ
とができ及び／または患者についての生理学的パラメータに変更することができる（ステ
ップ７０５）。選択可能な生理学的パラメータは、心拍出量、運動または労作レベル、充
血のレベル、薬の種類などを含むことができる。選択可能な治療法の選択肢は、狭窄を除
去すること、バイパスを追加することなどを含むことができる。
【０１４９】
　そして、低次モデルは、ユーザによって選択された治療の選択肢及び／または生理学的
パラメータに基づいて変更されることができ、変更された低次モデルは、選択された治療
の選択肢及び／または生理学的パラメータに関連する患者における冠状動脈血流量に関す
る情報を判定するために使用されることができる（ステップ７０３）。そして、ステップ
７０３における低次モデルの解から判定された情報は、患者の解剖学的構造における冠状
動脈血流に対する選択された治療の選択肢及び／または生理学的パラメータの効果を予測
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するために患者の解剖学的構造の３次元ソリッドモデル３２０にマッピングまたは外挿さ
れることができる（ステップ７０４）。
【０１５０】
　ステップ７０３～７０５は、互いに及び未治療の患者における冠状動脈血流に関する情
報に対する様々な治療の選択肢の予測された効果を比較するために様々な異なる治療の選
択肢及び／または生理学的パラメータについて繰り返されることができる。その結果、様
々な治療の選択肢及び／または生理学的パラメータについての予測された結果は、３次元
メッシュ３８０を使用したより複雑な解析を再実行する必要なく、互いに及び未治療の患
者についての情報に対して評価されることができる。代わりに、低次モデルが使用される
ことができ、ユーザがより容易に且つ迅速に異なる治療の選択肢及び／または生理学的パ
ラメータを解析して比較するのを可能とすることができる。
【０１５１】
　図２８は、例示的な実施形態にかかる低次モデルを使用して様々な治療の選択肢をシミ
ュレートするための例示的な方法のさらなる態様を示している。本方法７００は、上述し
たコンピュータシステムにおいて実施されることができる。
【０１５２】
　図３のステップ３０６に関連して上述したように、患者固有の幾何学的形状モデルは、
患者についての撮像データに基づいて生成されることができる（ステップ７１１）。例え
ば、撮像データは、図２のステップ１００において得られたＣＣＴＡデータを含むことが
でき、幾何学的形状モデルは、図３のステップ３０６において生成された図８のソリッド
モデル３２０及び／または図３のステップ３１２において生成された図１７～図１９のメ
ッシュ３８０とすることができる。
【０１５３】
　患者固有の３次元幾何学的形状モデルを使用して、コンピュータ解析は、例えば、図３
のステップ４０２に関連して上述したように、患者の冠状動脈血流に関する情報を判定す
るために行うことができる（ステップ７１２）。コンピュータ解析は、血流を表す１つ以
上の３次元の患者固有のシミュレートされた血流モデル、または、例えば図１のシミュレ
ートされた血圧モデル５０、図１のシミュレートされた血流モデル５２、図１のｃＦＦＲ
モデル５４などの他のパラメータを出力することができる。
【０１５４】
　シミュレートされた血流モデルは、モデルの解剖学的特徴に基づいて、（例えば、図１
４に関連して上述したように）セグメンテーションされることができる（ステップ７１３
）。例えば、主冠状動脈から伸びる枝は、別個のセグメントに設けられることができ（ス
テップ７１４）、狭窄を有する部分または罹患領域は、別個のセグメントに設けられるこ
とができ（ステップ７１６）、枝と狭窄を有する部分または罹患領域との間の部分は、別
個のセグメントに設けられることができる（ステップ７１５）。様々な程度の解像度は、
各血管が例えば血管全体を含む複数の短い別個のセグメントまたはより長いセグメントを
含むことができるように、シミュレートされた血流モデルをセグメンテーションする際に
設けられることができる。また、中心線を生成して生成された中心線に基づいて区画化す
ることまたは枝点を検出して検出された枝点に基づいて区画化することを含むシミュレー
トされた血流モデルをセグメンテーションするために様々な技術が提供されてもよい。罹
患部及び狭窄は、例えば、中心線の長さに沿って断面積を測定して局所的に最小断面積を
算出することによって特定されることができる。ステップ７１１～７１６は、図２７のス
テップ７０１のサブステップと考えられることができる。
【０１５５】
　セグメントは、図１５に関連して上述したように、抵抗器、コンデンサ、インダクタな
どの集中定数モデルの要素によって置き換えることができる。抵抗、コンデンサ、インダ
クタンス及び集中定数モデルで使用される他の電気部品に関連する他の変数についての個
々の値は、ステップ７１２において提供されたシミュレートされた血流モデルから導出さ
れることができる。例えば、枝及び枝と狭窄を有する部分または罹患領域との間の部分に
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ついて、シミュレートされた血流モデルから導出された情報は、対応するセグメントに対
して線形抵抗を割り当てるために使用されることができる（ステップ７１７）。狭窄また
は罹患領域などの複雑な幾何学的形状を有する部分について、抵抗は流量によって変化す
ることがある。それゆえに、複数のコンピュータ解析は、図１５に関連して上述したよう
に、これらの複雑な幾何学的形状についての患者固有、血管固有及び病変固有の抵抗関数
を導出するために、様々な流量及び圧力の条件についてシミュレートされた血流モデルを
得るために使用されることができる。したがって、狭窄を有する部分または罹患領域につ
いて、これらの複数のコンピュータ解析から導出される情報または以前のデータから導出
されるモデルは、セグメントに対応する非線形の流量依存抵抗を割り当てるために使用さ
れることができる（ステップ７１８）。ステップ７１７及び７１８は、図２７のステップ
７０２のサブステップと考えられることができる。
【０１５６】
　ステップ７１７及び７１８において判定された抵抗を使用して、低次（例えば、０次元
または１次元）モデルが生成されることができる（ステップ７１９）。例えば、低次モデ
ルは、図３のステップ３１０と関連して上述したように生成された集中定数モデルとする
ことができる。それゆえに、集中定数モデルは、図１７～図１９のメッシュ３８０に関連
する式のより複雑なシステムを解く必要なく、患者における冠状動脈血流に関する情報を
判定するために使用されることができる患者の解剖学的構造の簡略化されたモデルである
。
【０１５７】
　ユーザインターフェースは、ユーザがステップ７１９において作成された低次モデルと
相互作用するのを可能とするように設けられることができる（ステップ７２０）。例えば
、ユーザは、異なる治療の選択肢をシミュレートするために低次モデルの異なるセグメン
トを選択して編集することができ及び／または様々な生理学的パラメータを編集すること
ができる。例えば、罹患領域の修復のためのステントの挿入などの介入は、ステントが挿
入されるセグメントの抵抗を減少させることによってモデリングされることができる。バ
イパスを形成することは、罹患したセグメントに並列な低抵抗を有するセグメントを追加
することによってモデリングされることができる。
【０１５８】
　変更された低次モデルは、治療下の患者における冠状動脈血流及び／またはステップ７
２０において選択された生理学的パラメータの変化に関する情報を判定するために解くこ
とができる（ステップ７２１）。そして、ステップ７２１において判定された各セグメン
トにおける流量及び圧力に対する解値は、ステップ７１２において判定された３次元解と
比較されることができ、いかなる差異も、解が一致するまで（例えば、ステップ７１７及
び７１８において判定されたような）セグメントの抵抗関数を調整して低次モデルを解く
（例えば、ステップ７２１）ことによって最小化されることができる。その結果、低次モ
デルが作成されることができ、そして、（例えば、完全な３次元モデルと比較して）相対
的に迅速な計算を可能とするように簡略化された式のセットによって解決されることがで
き、完全な３次元計算解法の結果を密接に近似することができる流量及び圧力を解くため
に使用されることができる。低次モデルは、様々な異なる治療の選択肢をモデリングする
ために比較的迅速な反復処理を可能とする。
【０１５９】
　そして、ステップ７２１における低次モデルを解くことから判定された情報は、患者の
解剖学的構造の３次元ソリッドモデル（例えば、ソリッドモデル３２０）にマッピングさ
れるかまたは外挿されることができる（ステップ７２２）。ステップ７１９～７２２は、
図２７のステップ７０３～７０５と同様とすることができ、治療の選択肢及び／または生
理学的パラメータの異なる組み合わせをシミュレートするためにユーザによって必要に応
じて繰り返されることができる。
【０１６０】
　あるいは、（例えば、ステップ７１７及び７１８について上述したように）３次元モデ
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ルからセグメントに沿って抵抗を計算するよりもむしろ、中心線に沿って間隔をあけた流
量及び圧力は、集中定数または１次元モデルに規定されることができる。効果的な抵抗ま
たは損失係数は、境界条件と所定の流量及び圧力の制約下で解くことができる。
【０１６１】
　また、個々のセグメントにわたる流速及び圧力勾配は、（例えば、ステップ７２１につ
いて上述したように）低次モデルから導出される解を使用して心外膜冠状動脈の抵抗を計
算するために使用されることができる。心外膜冠状動脈の抵抗は、心外膜冠状動脈（医用
画像データから再構成された患者固有のモデルに含まれる冠状動脈及びそこから伸びる枝
の一部）の等価抵抗として計算されることができる。これは、冠動脈におけるびまん性ア
テローム性動脈硬化症の患者が虚血（血液供給の制限）の症状を呈することがある理由を
説明する際に臨床的意義を有することができる。また、シミュレートされた薬理学的誘発
性充血または運動強度を変化させる条件下での単位心筋組織の体積（または質量）あたり
の流量及び／または単位心仕事量あたりの流量は、低次モデルからのデータを使用して計
算することができる。
　　Ｂ．治療の選択肢を最適化するための患者固有の幾何学的形状モデルの変更
【０１６２】
　ユーザが内腔を広げるためにソリッドモデル３２０内の幾何学的形状を改変するのを可
能とし且つユーザが様々な治療の選択肢に基づいて低次モデルを変更するのを可能とする
ための上述した技術に加えて、患者固有の幾何学的形状モデルを変更することによって治
療の選択肢を自動的に評価するためにシステム及び方法の他の実施形態がここで開示され
る。例えば、上述したように、心臓専門医は、３次元の患者固有の幾何学的形状モデルを
検査し、心臓専門医が優れた血流特性を提供することができると考えている治療の選択肢
を反映するようにモデルを変更することを決定することができる。さらに、心臓専門医は
、心臓専門医が改善された血液の流動特性に関する心臓専門医の考えが正しいかどうかを
計算するために幾何学的形状モデルに対して行う変更に基づいて低次モデルを更新するた
めにコンピュータシステムを動作させることができる。
【０１６３】
　しかしながら、患者固有の幾何学的形状モデルを変更することによって治療の選択肢を
自動的に評価するために追加の実施形態がここで記載される。例えば、コンピュータシス
テムは、心臓病専門医が必ずしも知らない治療の選択肢が血液流動性を改善するためにも
、患者固有の幾何学的形状モデルを自動的に変更し、治療の選択肢を評価することができ
る。さらに、コンピュータは、数百または数千もの異なる可能な治療の選択肢を反映する
ために数百または数千時間も患者固有の幾何学的形状モデルを自動的に変更することがで
きる。例えば、コンピュータシステムは、例えば低次モデリングを使用してモデルを自動
的に解析することにより、バイパス移植及び／またはステント介入の多数の異なる可能な
位置及び種類を自動的にモデリングすることができ、それらの多数の種類の介入の実施に
基づいて患者の冠状幾何学的形状をモデリングすることができ、そして、１つ以上の適切
なまたは所望の介入を自動的に特定することができる。以下により詳細に説明するように
、コンピュータ４０（図１）などの任意の種類のコンピュータシステムは、図２９の例示
的な方法にかかる患者固有の撮像データを処理して評価するために使用されることができ
る。
【０１６４】
　図２９は、患者固有の幾何学的形状モデルを変更することによって治療の選択肢を自動
的に評価する方法８００を示している。示されるように、方法８００は、画像データ及び
生理学的情報から患者固有の幾何学形状モデルを生成することを含むことができる（ステ
ップ８０２）。例えば、撮像データは、図２のステップ１００において得られたＣＣＴＡ
データを含むことができ、形成された幾何学的形状モデルは、図３のステップ３０６にお
いて生成された図８のソリッドモデル３２０及び／または図３のステップ３１２において
生成された図１７～図１９のメッシュ３８０とすることができる。
【０１６５】
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　そして、方法８００は、（例えば、（図１４に関連して上述したように）モデルの解剖
学的特徴に基づいてシミュレートされた血流モデルをセグメンテーションすることと、患
者固有の幾何学的形状モデルに基づいて低次モデルを作成することとを含むことができる
（ステップ８０４）。まず、中心線を生成して生成された中心線に基づいて区画化するこ
とまたは枝点を検出して検出された枝点に基づいて区画化することを含むシミュレートさ
れた血流モデルをセグメンテーションするために様々な技術が提供されることができる。
罹患部及び狭窄は、例えば、中心線の長さに沿って断面積を測定して局所的な最小断面積
を算出することによって特定されることができる。セグメントは、図１５に関連して上述
したように、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどの集中定数モデルの要素によって置き
換えることができる。抵抗、コンデンサ、インダクタンス及び集中定数モデルで使用され
る他の電気部品に関連する他の変数についての個々の値は、シミュレートされた血流モデ
ルから導出されることができる。例えば、例えば、枝及び枝間の部分及び狭窄を有する部
分または罹患領域について、シミュレートされた血流モデルから導出された情報は、対応
するセグメントに対して線形抵抗を割り当てるために使用されることができる。
【０１６６】
　そして、低次（例えば、０次元または１次元）モデルは、判定された抵抗を使用して生
成されることができる。例えば、低次モデルは、図３のステップ３１０に関連して上述し
たように生成された集中定数モデルとすることができる。それゆえに、集中定数モデルは
、図１７～図１９のメッシュ３８０に関連する式のより複雑なシステムを解く必要なく、
患者における冠状動脈血流に関する情報を判定するために使用されることができる患者の
解剖学的構造の簡略化されたモデルである。
【０１６７】
　変更された低次モデルは、患者における冠動脈血流に関する情報を判定するために解く
ことができる（ステップ８０６）。例えば、患者固有の３次元幾何学的形状モデルを使用
して、コンピュータ解析は、例えば、図３のステップ４０２に関連して上述したように、
患者の冠状動脈血流に関する情報を判定するために行うことができる。コンピュータ解析
は、例えば、図１のシミュレートされた血圧モデル５０、図１のシミュレートされた血流
モデル５２、図１のｃＦＦＲモデル５４などの血流または他のパラメータを表す１つ以上
の３次元の患者固有のシミュレートされた血流モデルを出力することができる。それゆえ
に、複数のコンピュータ解析は、図１５に関連して上述したように、これらの複雑な幾何
学的形状についての患者固有、血管固有及び病変固有の抵抗関数を導出するために、様々
な流量及び圧力条件についてのシミュレートされた血流モデルを得るために使用されるこ
とができる。
【０１６８】
　その一方で、方法８００はまた、複数の治療の選択肢を反映するように生成された患者
固有の幾何学的形状モデルを変更するための幾何学的形状変更技術を実施することを含む
ことができる（ステップ８０８）。任意の適切なコンピュータモデリングまたはコンピュ
ータ支援製図技術は、患者固有の幾何学的形状モデルに関連するメッシュを変更するため
に使用されることができる。例えば、１つの実施形態において、幾何学的形状領域の変更
技術は、治療された元の患者の動脈の幾何学的形状を合成するための空間領域構成（ＣＳ
Ｇ）結合法を実行するために使用されることができる。他の実施形態において、元の患者
の動脈の幾何学的形状のメッシュモデルを提案された治療された動脈の幾何学形状へと変
形するために弾性変形変更技術が使用されることができる。幾何学的形状領域変更及び弾
性変形変更技術の例示的な実施形態は、以下により詳細に説明される。
【０１６９】
　方法８００は、さらに、全ての可能な治療の選択肢をモデリングするために１つ以上の
変更技術を使用することを含むことができる（ステップ８１０）。例えば、変更技術は、
患者の動脈樹の全ての可能な位置におけるステントの挿入をシミュレートすることができ
る。変更技術は、公知の商業ステントの幾何学的形状のデータベースに基づいて、ステン
トの半径及び長さの全ての組み合わせ及び／または全ての市販のステントを含む全ての可
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能なステントの挿入をシミュレートすることができる。さらに、幾何学的形状の変更技術
は、任意の適切な位置における複数のステントの挿入をシミュレートすることができる。
例えば、複数の動脈枝を有する患者の動脈樹を考えると、変更技術は、ステントを配置す
ることができる各動脈枝に沿った全ての位置を特定するために使用されることができる。
さらに、可能な位置は、患者の幾何学的形状モデルがステント自体よりも大幅に短いステ
ント位置のずれを変更するように重複されることができる。同様に、変更技術は、バイパ
ス移植の全ての可能な位置及びバイパス移植の全ての可能な大きさと向きについて適用さ
れることができる。コンピュータシステムはまた、ＰＣＩ及び／またはＣＡＢＧ介入の任
意の可能な組み合わせのために変更技術を適用することができる。
【０１７０】
　１つの実施形態において、コンピューティングシステムは、患者の冠状血管系内の全て
の単一の実行可能な位置についての可能な治療の選択肢のセットを生成することができる
。他の実施形態において、コンピューティングシステムは、エネルギー損失の所定の閾値
レベルまたはいくつかの他の流れ特性を有する患者の冠状血管系のセクションについての
可能な治療の選択肢のセットを生成することができる。例えば、ステップ８０６において
患者の冠状動脈血流特性を解く際に、コンピューティングシステムは、０．７５未満のＦ
ＦＲ値または動脈セグメント間で５％超低下したＦＦＲ値などの所定の血流特性を有する
それらのセグメントを特定することができる。そして、コンピューティングシステムは、
様々なステント及び／またはバイパス移植片の全ての可能な種類、サイズ及び向きについ
て、上述した幾何学的形状の変更技術を使用してこれらのセグメントについての潜在的な
治療の選択肢のセットを生成することができる。
【０１７１】
　全ての可能な治療の選択肢のセットが指定されると、方法８００は、各治療の選択肢に
対応する低次モデルの推定されたパラメータを使用して全ての治療の選択肢についての低
次モデルの反復解法を行うことを含むことができる（ステップ８１２、８０６）。具体的
には、低次モデルは、各可能な治療の選択肢について効率的に実行されることができる。
１つの実施形態において、低次モデルは、３次元計算流体力学モデルの固有の抵抗を表す
抵抗器のネットワークとすることができる。固有の抵抗は、抵抗性セグメントのエンドポ
イントを選択し、例えばステップ８０６において解かれる術前の結果を使用してそれらの
ノード及びこれらのノードを接続するセグメントを通る流れにおける圧力を判定し、オー
ムの法則を使用して抵抗値を計算することによって計算されることができる。低次モデル
は、患者固有の幾何学的形状モデルの境界条件として定義される抵抗に結合されることが
できる。
【０１７２】
　各可能な治療の選択肢についての低次モデルを解くために、可能な治療の選択肢に関連
する推定されたパラメータは、低次モデルを変更するために使用されることができる。例
えば、抵抗モデルの場合には、ステントについて推定された抵抗値は、ステントについて
の適切な位置に低次モデルに挿入されることができる。ステントについて推定された抵抗
値は、ステントに適した複数の位置のいずれかに移動されることができ、低次モデルは、
各可能な位置について解くことができる。図１２～図１６に関して上述したように、各可
能な治療の選択肢について生成された低次モデルは、例えば、オームの法則、キルヒホッ
フの電流法則及び／またはキルヒホッフの電圧法則を使用して迅速に解くことができる。
【０１７３】
　１つの実施形態において、各治療の選択肢についての低次モデルを解くのに使用される
抵抗値は、円筒内の完全に発達した流れ（すなわち、ポアズイユ流れのような）について
の解析解に基づいて推定されることができる。例えば、所定のステントまたはバイパスに
ついて、完全に発達した流れは、可能なステントまたはバイパスの公知の寸法及び幾何学
的形状の長さ及び直径にわたって存在すると仮定することができる。そして、コンピュー
タシステムは、そのような流れに関連する抵抗値を解析的に解くことができる。そのよう
な解析技術に代わるものとして、可能なステントまたはバイパスの選択肢に関連する抵抗
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値は、以前に実施されたステントまたはバイパス移植片の様々な公知の寸法及び幾何学的
形状に関連する公知の抵抗値のデータベースまたはライブラリなどの履歴データから得る
ことができる。それゆえに、各可能な治療の選択肢の種類及び位置に関連するように計算
、推定または予測された抵抗値を使用して各可能な治療の選択肢について低次モデルが作
成されて解かれることができる。さらに、低次モデルは、（例えば、完全な３次元モデル
と比較して）比較的迅速な計算を可能とする簡略化された式のセットを使用して作成され
て解かれることができ、各治療の選択肢が与えられると、完全な３次元計算解法の結果を
密接に近似することができる流量及び圧力を解くために使用されることができる。低次モ
デルは、様々な異なる治療の選択肢をモデリングするために比較的迅速な反復処理を可能
とする。
【０１７４】
　方法８００はまた、複数の低次モデルから解かれる血流特性の１つ以上の目的関数を生
成することを含むことができる（ステップ８１４）。適切な目的関数は、１つ以上の他の
変数に対して１つ以上の変数を最適化するコスト関数または任意の他の多変数関数とする
ことができる。１つの実施形態において、生成された目的関数は、複数の治療の選択肢に
対応する複数の低次モデルから解かれる流量特性のうちの１つ以上を最適化することがで
きる。例えば、目的関数は、動脈流を最大化するまたはＦＦＲ損失を最小化する１つ以上
の治療の選択肢を特定するために設計されることができる。１つの実施形態において、目
的関数は、２０１２年１０月１９日にＴｉｍｏｔｈｙ　Ａ．　Ｆｏｎｔｅらによって提出
された、脈管構造を数値的に評価するためのシステム及び方法についての米国特許出願第
１３／６５６１８３号に記載されたように構文スコアを最適化する１つ以上の治療の選択
肢を特定するように設計されることができ、その全内容は、参照することによって本願明
細書に組み込まれる。目的関数は、流量を最大化する、圧力変化を最小化するまたは血流
の任意の他の所望の特性を最適化するように設計されてもよい。それゆえに、目的関数を
解くことは、所望の特性を最適化する治療の選択肢（すなわち、ステントの選択／位置及
び／またはバイパス移植片の選択／位置）のうちの１つ以上の特定を可能とすることがで
きる。目的関数は、ステップ８０６、８１２において解かれる多数の低次モデルの結果に
ついて動作することから、目的関数は、数百、数千または数万もの異なる治療の選択肢の
結果を迅速且つ自動的に評価することができる。
【０１７５】
　さらに、目的関数は、可能な治療の選択肢の所定の望ましくない特性を不利にするよう
に構成されることができる。具体的には、目的関数は、例えば、１つ以上のペナルティを
有することができることから、最適な特定された治療が必ずしも絶対的な最高に最大化さ
れたまたは最低に最小化された変数による治療ではないように設計されることができる。
例えば、目的関数は、複数のステントを有する治療の選択肢に所定のペナルティを、多数
の介入に大きいペナルティを適用するように設計されることができる（すなわち、ステン
ト及びバイパス移植片の組み合わせを不利にする）。１つの実施形態において、目的関数
は、ステント及び／またはバイパス移植片数の増加、大血管、小血管におけるＦＦＲ値の
減少、挿入されたステントの近接さの増加（すなわち、距離の減少）、及び、分岐の存在
または数のうちの１つ以上を不利にすることができる。　
【０１７６】
　１つの実施形態において、目的関数は、１つ以上の治療の選択肢の実際の及び／または
推定された金銭的コストに基づいて所定の治療の選択肢を不利にすることができる。例え
ば、目的関数は、公知の病院費、医師料、医療機器の価格、保険払い戻しまたは異なる治
療法に関連する任意の他の金銭的コストのライブラリを受信またはアクセスすることがで
きる。コストは、様々な患者の要因、処置の地理、移植された医療器具の種類、処置に関
連する病院や医師、外科的処置の複雑さなどに基づいて変化することができることが知ら
れている。それゆえに、例えば、複雑さが増加するかまたはステント若しくはバイパスの
数が増加するのにともない、予測またはモデリングされた治療の選択肢のコストもまた増
加することができ、関連する治療の選択肢は、目的関数によって適宜不利にされることが
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できる。
【０１７７】
　換言すれば、目的関数は、それらの治療の選択肢が絶対的に最も最適化された血流特性
をもたらさない場合であっても、例えば１つのステントまたは１つのバイパスを使用する
単純で且つ例えば小血管よりも大血管について有意な成果をもたらす効果的な治療の選択
肢を優先するように設計されることができる。そのような目的関数は、１つ以上のローカ
ルまたはグローバルに最適化された血流特性の特定をもたらすことができる（ステップ８
１６）。
【０１７８】
　１つの実施形態において、目的関数が所望の流動パラメータを最適化（例えば、ＦＦＲ
を最小化し、流量を最大化するグローバル最適化など）する治療の選択肢を特定する場合
、方法８００は、特定された治療の選択肢を表示することなどによってその治療の選択肢
を出力する（ステップ８１８）ことを含むことができる。例えば、方法８００は、選択さ
れた治療の選択肢（例えば、ステントまたはバイパス移植）によって変更されるような患
者固有の幾何学的形状モデルを表示することを含むことができる。追加的にまたは代替的
に、方法８００は、選択された治療の選択肢の文書またはテキスト説明を表示することを
含むことができる。例えば、方法８００は、目的関数を最適化するステント及び／または
バイパス移植片の種類、位置及び／または向きを表示することを含むことができる。
【０１７９】
　１つの実施形態において、目的関数が比較的適しているが必ずしも最適値ではないＦＦ
Ｒ値、圧力値または流量値などの局所的な最適化を特定する場合、方法８００は、必要に
応じて、局所的な最適化をもたらす反復された治療の選択肢に基づいて患者固有のモデル
の表面メッシュを変更することを含むことができる（ステップ８２０）。それゆえに、局
所的に最適な治療の選択肢は、ステップ８０８に関連して記載される１つ以上の幾何学的
形状変更技術を使用して治療の選択肢によって患者固有の幾何学的形状モデルを変更する
ことによって新たな低次モデルを改変または作成するために使用されることができる。そ
のような技術は、最適な治療の選択肢の特定につながる可能性が最も高い改変された表面
メッシュ及び低次モデルの効率的且つ自動的な生成を容易とすることができる。もちろん
、反復された治療の選択肢に基づいて表面メッシュを変更し（ステップ８２０）、対応す
る低次モデルを作成する（ステップ８０４）ことによって特定される治療の選択肢は、患
者固有の幾何学的形状モデル、３次元流れモデル及び／またはＦＦＲｃｔモデルに関連し
てディスプレイに出力することができる（ステップ８１８）。
【０１８０】
　ステップ８０８に関して上述したように、患者固有の幾何学的形状モデルを変更するた
めに、全ての可能な治療の選択肢のセットを生成するため及び血流の改変された低次モデ
ルを生成するために表面メッシュを改変するための双方のために、複数の異なる技術が実
施されてもよい。図３０は、患者固有の幾何学的形状モデルを変更するための幾何学的形
状領域の変更技術の方法８５０を示している。一般に、幾何学的形状領域の変更は、ステ
ント付き領域を表す構築された幾何学的形状と患者の元の血管幾何学的形状のＣＳＧ結合
法を行うことによって血管径を増大させることを含むことができる。
【０１８１】
　１つの実施形態において、ステント付き領域の幾何学的形状を構築するために陰関数が
使用されることができる。図３０に示されるように、方法８５０は、治療されるべき血管
の離散点に沿った複数の球体を定義することを含むことができる（ステップ８５２）。例
えば、半径ｒを有する点［ｃｘ，ｃｙ，ｃｚ］を中心とする球体は、陰関数（ｘ－ｃｘ）
２＋（ｙ－ｃｙ）２＋（ｚ－ｃｚ）２＝ｒ２によって記載されることができる。それゆえ
に、血管に沿った離散点のシーケンス番号を定義すると、経路に沿った全ての２つの連続
点（ｐｎ，ｐｎ＋１）は、カプセルを定義するために使用されることができる。
【０１８２】
　そして、方法８５０は、少なくとも１つのカプセルを生成するために定義された球体の
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結合を行うことを含むことができる（ステップ８５４）。具体的には、図３１Ａの図に反
映されるように、各カプセルは、各点における指定された半径の２つの球体の結合及び２
つの半径を線形補間するそれらの間の円錐として定義されることができる。
【０１８３】
　そして、方法８５０は、少なくとも１つのカプセルの結合内の複数のＣＳＧ格子点を特
定することを含むことができる（ステップ８５６）。具体的には、コンピューティングシ
ステムは、ステップ８５４において生成された１つ以上のカプセルの周りに十分な空間分
解能の均一なＣＳＧ格子を構築することができる。図３１Ｂは、カプセルを形成する結合
の周りの複数のＣＳＧ格子点の１つの実施形態を示している。１つの実施形態において、
各格子点について、符号付きの距離は、各カプセルについて計算されることができ、全て
のカプセルにわたる最小値は、各格子点に記憶されることができる。１つの実施形態にお
いて、各符号付きの距離は、図３１Ｂに示されるように、正の符号が表面の外側に位置す
る点を示し且つ負の符号が表面の内側に位置する点を示す格子点からカプセル上の最も近
い点までの距離とすることができる。それゆえに、ステップ８５６は、ステップ８５４に
おいて生成された全てのカプセルの結合を表す値の格子をもたらすことができる。
【０１８４】
　方法８５０は、さらに、ステップ８５６において生成されたＣＳＧ格子点から提案され
たステント付き領域のメッシュを構築することを含むことができる（ステップ８５８）。
例えば、マーチングキューブまたはデュアル輪郭を含む任意の適切なＣＳＧ技術は、ＣＳ
Ｇ格子からの明示的な三角形メッシュを抽出することによって提案されたステントに合う
ように形成する血管の部分を表すために使用されることができる。図３２は、暗黙的に生
成されたカプセルの結合についてマーチングキューブ技術を実行することによって作成さ
れた、提案されたステント幾何学的形状の三角形メッシュのグラフィカル表現を示してい
る。
【０１８５】
　方法８５０は、さらに、（ステップ８５８において形成されたような）提案されたステ
ント付き領域のメッシュと、元の患者の幾何学的形状のメッシュとの間のＣＳＧ結合を行
うことを含むことができる（ステップ８６０）。図３３Ａは、血管の可視狭窄として現れ
る狭窄部を有する元の患者の幾何学的形状の三角形メッシュのグラフィカル表現を示して
いる。図３３Ｂは、図３３Ａに示される元の患者の幾何学的形状のメッシュと図３２に示
されるステントメッシュの幾何学的形状との間においてＣＳＧ結合から生じた三角形メッ
シュのグラフィカル表現を示している。換言すれば、図３３Ｂに示される幾何学的形状の
メッシュは、図３２において生成されたステントの幾何学的形状と図３３Ａにおいて生成
された狭窄部の幾何学的形状との統合または合成を反映する。
【０１８６】
　図３０～図３３Ｂに関して上述した幾何学的形状領域の変更技術に加えて、弾性変形変
更技術は、同様にまたは代替的に、患者固有の幾何学的形状モデルを変更するために使用
されることができる。図３４は、患者固有の幾何学的形状モデルを変更するための弾性変
形技術を実行する例示的な方法８８０を示している。一般に、方法８８０は、ステントま
たはバイパス移植片などの所望の治療の選択肢の形状を表す明示的または暗示的な形状の
周りの患者固有の幾何学的形状モデルの表面メッシュを変形させることを含むことができ
る。
【０１８７】
　１つの実施形態において、方法８８０は、変形されることになる患者の幾何学的形状の
表面メッシュを取得することを含むことができる（ステップ８８２）。例えば、表面メッ
シュは、ステントが挿入され且つ有限要素ソフトウェアまたは任意の種類の弾性変形シミ
ュレータを使用して開くことができる動脈血管の部分についてセグメンテーションされる
ことができる。方法８８０は、変形されることになる組織の材料特性を設定すること（ス
テップ８８４）と、表面メッシュにそれらの材料特性を割り当てることとを含むことがで
きる。例えば、材料特性は、実際の血管組織の現実的な弾性などを定義することができる
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。そして、方法８８０は、所望の衝突幾何学的形状に対して公知のステントの幾何学的形
状を適用することを含むことができる（ステップ８８６）。例えば、任意の適切なステン
トの種類、幾何学的形状またはサイズを含む可能な治療の選択肢のセットのいずれかにつ
いて、方法８８０は、衝突幾何学的形状として弾性変形シミュレータにそのようなステン
トの１つ以上の幾何学的形状表現を挿入することを含むことができる。そして、方法８８
０は、挿入された衝突幾何学的形状の表面に接近するために、患者の元の組織幾何学的形
状の表面メッシュをプッシュするために有限要素または弾性変形シミュレータを実行する
ことを含むことができる（ステップ８８８）。１つの実施形態において、表面メッシュの
幾何学的形状は、表面幾何学的形状が自己交差するのを可能とするのを回避するために衝
突検出及び応答を行いながら、衝突の影響を捕捉するために必要に応じて改変されること
ができる。
【０１８８】
　本開示は、幾何学的形状領域の変更及び弾性変形変更の実施形態を説明するが、治療の
選択肢の全ての可能なセットを自動的に特定し、それらの特定された治療の選択肢を評価
するために、任意の適切な種類のコンピュータグラフィックスまたは他のソリッド幾何学
的形状構築技術が患者の幾何学的形状のモデルを変更するために使用可能であることが理
解される。
【０１８９】
　上述した技術の結果として、３次元血流モデリングの精度は、計算の簡便さと１次元及
び集中定数モデリング技術に固有の相対速度と組み合わされることができる。３次元計算
方法は、正常セグメント上の圧力損失、狭窄、接合及び他の解剖学的特徴について数値的
に導出された経験的モデルが埋め込まれる患者固有の一次元または集中定数モデルを数値
的に導出するために使用されることができる。心臓血管疾患を有する患者についての改善
された診断が提供されることができ、医療、介入及び外科的処置の計画は、より迅速に実
行されることができる。
【０１９０】
　また、３次元計算流体力学技術の精度は、血流の集中定数及び一次元モデルの計算の簡
略さと性能能力と組み合わせられることができる。３次元幾何学的形状及び生理学的モデ
ルは、低次の１次元または集中定数モデルに自動的に分解されることができる。３次元モ
デルは、正常セグメント、狭窄及び／または枝を通る血流の線形または非線形の血行動態
的効果を計算して経験的モデルのパラメータを設定するために使用されることができる。
１次元または集中定数モデルは、患者固有モデルにおける血流及び圧力をより効率的且つ
迅速に解き、集中定数または１次元の解の結果を表示することができる。
【０１９１】
　低次の患者固有の解剖学的構造及び生理学的モデルは、心拍数、ストローク心拍出量、
血圧または冠状動脈血流の冠動脈微小循環機能を変化させる異なる薬物の効果またはライ
フスタイルの変化（例えば、禁煙、食生活の変化または身体活動の増加）を判定するため
に使用されることができる。そのような情報は、医学的治療を最適化するかまたは薬物の
潜在的に危険な結果を回避するために使用されることができる。低次モデルはまた、例え
ば、サッカーをしているとき、宇宙飛行中、スキューバダイビングをしているとき、航空
機飛行中など、代替形態及び／または様々なレベルの身体活動または潜在的な外因性力へ
の露出の危険性の冠状動脈血流に対する影響を判定するために使用されることができる。
そのような情報は、特定の患者についての安全且つ有効であり得る身体活動の種類及びレ
ベルを特定するために使用されることができる。低次モデルはまた、最適な介入戦略を選
択するために冠状動脈血流に対する経皮的冠状動脈インターベンションの潜在的利益を予
測するために及び／または最適な手術戦略を選択するために冠状動脈血流に対する冠状動
脈バイパス移植の潜在的利益を予測するために使用されることができる。
【０１９２】
　低次モデルはまた、冠状動脈血流に対する動脈疾患の負担の増加という潜在的に有害な
影響を説明し且つ機械的なまたは現象的な疾患進行モデルまたは経験的データを使用して
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使用されることができる。そのような情報は、非侵襲的撮像を使用して初期に血行動態的
に重大な疾患のないことが観察された患者が医学的介入または外科的治療を必要とするこ
とが予想されない可能性のある「保証期間」、あるいは、不利な要因が継続している場合
に進行が生じる可能性がある速度の判定を可能とすることができる。
【０１９３】
　低次モデルはまた、冠状動脈疾患の負担の減少に起因する冠状動脈血流に対する潜在的
に有益な効果を説明し且つ機械的なまたは現象的な疾患進行モデルまたは経験的データを
使用して疾患の退行が冠状動脈を通る心筋への血流の増加をもたらすことがあるときを予
測するために使用されることができる。そのような情報は、これらに限定されるものでは
ないが、食生活の変化、身体的活動の増加、スタチンまたは他の薬剤の処方などを含む医
学的管理プログラムを案内するために使用されることができる。
【０１９４】
　低次モデルはまた、医師が心臓カテーテル検査室において患者を検査しながら治療の選
択肢のライブ計算を可能とするために血管造影システムに組み込まれることができる。モ
デルは、血管造影ディスプレイと同じ向きに位置決めされることができ、シミュレートさ
れた血流の解による冠状動脈の血管造影のライブビューの横並びまたは重複結果を可能と
する。医師は、観察が処置中に行われるのにともない治療計画を計画して変更することが
でき、医療の意思決定が行われる前に比較的迅速なフィードバックを可能とする。医師は
、圧力、ＦＦＲまたは血流測定を侵襲的に行うことができ、測定値は、予測シミュレーシ
ョンが実行される前にモデルをさらに改変するために利用されることができる。
【０１９５】
　低次モデルはまた、医用撮像システムまたはワークステーションに組み込まれることが
できる。以前の患者固有のシミュレーション結果のライブラリから導出される場合、低次
モデルは、撮像スキャンを完了した後に血流情報を比較的迅速に解くために幾何学的形状
セグメンテーションアルゴリズムとともに使用されることができる。
【０１９６】
　低次モデルはまた、新たな薬物治療の有効性または患者の大集団に対する治療の選択肢
のコスト／利益をモデリングするために使用されることができる。複数の患者固有の集中
定数モデルのデータベース（例えば、数百、数千またはそれ以上）は、比較的短い時間量
で解くためにモデルを提供することができる。比較的迅速な反復及び最適化は、薬物、治
療または臨床的試験のシミュレーションまたは設計のために提供されてもよい。薬物また
は外科的介入に対する治療、患者の応答を表すモデルに適応することは、おそらく費用が
かかり且つ潜在的に危険な大規模な臨床的試験を行う必要なく取得されるように有効性を
推定するのを可能とすることができる。
【０１９７】
　任意の実施形態に記載された任意の態様は、本願明細書に記載された任意の他の実施形
態で使用されることができる。本願明細書に記載された全てのデバイス及び装置は、任意
の適切な医療処置で使用されることができ、任意の適切な身体内腔及び体腔を介して進む
ことができ、任意の適切な身体部分を撮像するために使用されることができる。
【０１９８】
　様々な変更例及び変形例は、本開示の範囲から逸脱することなく、開示されたシステム
及び方法において行うことができる。他の実施形態は、本願明細書に開示された開示の明
細書及び実施を考慮すれば当業者にとって明らかであろう。明細書及び実施例は、以下の
特許請求の範囲によって示される本開示の真の範囲及び精神を有する例示としてのみ考慮
されることが意図される。
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