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微小構造物抽出画像を生成する。



超音波診断装置及び超音波診断装置制御方法

技術分野

０００1 本発明は、組織のエコー信号から、生体臓器中の微小な構造物を抽出し表示する

超音波診断装置、及び超音波診断装置制御方法に関する。

背景技術

０００2 超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動

や胎児の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して

検査を行ぅことができる。この他、システムの規模がX線、CT 、 など他の診断機

器に比べて小さく、ベッドサイドヘ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便な

診断手法であると言える。この超音波診断において用いられる超音波診断装置は、

それが具備する機能の種類によって様々に異なるが、小型なものは片手で持ち運べ

る程度のものが開発されており、超音波診断はX線などのよぅに被曝の影響がなく、

産科や在宅医療等においても使用することができる。

０００3 このよぅな種々の長所を持つ超音波診断の一つに、乳がんの早期診断がある。乳

房組織においては、乳癌の徴候として微小石灰ィビが発生するケースが多いことが知

られている。微小石灰ィロ病変は 個あるいは数個で局所に散在する。石灰は生体組

織に比べ硬いため、超音波をよく反射するため画像上高輝度となることが期待される

。しかしながら、実際に画像の中から日視する場合には、数百ミクロン程度であっても

抽 、出するのは難い と言われている。

０００4 ところで、超音波画像上には、超音波のランダムな干渉に起因するスペックルパタ

ンと呼ばれる干渉縞が発生する場合がある。このスペックルパタンは、肝硬変の診断

等に利用される。その一方で、例えば上記乳癌検診の場合には見落とされがちな微

小石灰ィロ等の微小構造物と酷似しており、場合によっては紛らわ 、画像情報となる

。従って、乳癌診断等においてはスペックルパタンを除去したいれづ二一ズがあり、

そのための技術として、例えば空間コンパウンド、C A (Co as a se a

a e 一定誤警報率) 処理、類似度フィルタ等がある。ここで、空間コンパウンドとは



、異なる方向からの送受信信号を重畳しスペックルを平滑ィビするものである。C

処理とは、対象画素を周囲の輝度平均で減算し、これを用いて高輝度部分を抽出す

るものである。類似度フイルタとは、その統計的性質を利用して、スペックルを除去す

るものである。なお、これらの技術は、例えば特昭6 89476 号公報、特開2００

号公報、特開2００3 9 6 4 号公報、特開2００4 582 号公報に開

示されている。また、これらのスペックルパタン除去の手法の他、超音波診断の分野

ではないが、微小石灰化を自動認識する試みが、主にX線診断画像の応用として種

々報告されている (例えば、特許第3596792 号公報参照 ) 。

０００5 さらに、微小石灰ィビに代表される微小構造物を抽出するための他の技術として

P 処理がある。これは、複数の画像フレームの最大輝度を代表値として、一枚のフレ

ームに投影するれづものである。主に三次元画像処理において、ボリュームデータ

を二次元画像として表示する際に用いられる。理想的には、複数フレームの情報が

一枚に重畳され、情報量の商い画像を得ることができる。また、その他、従来の超音

波診断装置に搭載されている画質調整パラメータを変更しスペックルパタンを軽減す

ることも可能である。また、例えばダイナミックレンジを小さくすると特定の狭い範囲の

信号のみが表示される。さらに、ゲインを低く設定するなど最適な調整を行えば、相

対的に信号の 、さいスペックルパタンは表示されず、相対的に信号の大きい微小構

造物のみが画像ィビできる場合がある。

０００6 しかしながら、微小物構造物を抽出するための従来の手法には、例えば次のよぅな

問題がある。

０００7 診断対象の乳腺は乳管などの構造が複雑であり、もとより均質な臓器ではない。従

って、従来のフイルタ処理を〒ぅと、微小石灰ィビが検出されると同時に、乳腺構造も (

構造物として) 抽出されてしまい、両者を十分に区別することができない。

０００8 また、乳管などは微小石灰ィビに比べて明らかに大きな構造物であるため、フイルタ

処理にて残存しても、目視にて弁別が可能となることが期待されるが、それでも弁別

が困難となることを、発明者らは研究でしばしば経験している。特に乳腺構造の一部

のみが残存する場合は、フイルタ後の画像は点状に見えるため、微小石灰化に類似

した画像となる場合がある。



発明の開示

０００9 本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、例えば乳腺等の連続構造物と微小

石灰化部分等の微小構造物とを正確に区別し、微小構造物を抽出することができる

超音波診断装置及び超音波診断装置制御方法を提供することを目的としている。

００1０ 本発明の第 の視点は、被検体に対し超音波を送信し、当該超音波からの反射波

を受信し、受信した反射波に基づいて複数フレームのエコー信号を発生する超音波

送受信ュニットと、前記複数のフレームのエコー信号に基づいて、複数の二次元画

像によって構成される三次元画像データを発生する画像データ発生ュニットと、前記

三次元画像データに含まれる微小構造物を強調する処理を〒ぅことで、第 の画像を

生成する画像生成ュニットと、前記第 の画像を表示する表示ュニットと、を具備する

超音波診断装置である。

００11 本発明の第2の視点は、超音波診断装置に、被検体に対し超音波を送信させ、前

記超音波からの反射波を受信させ、前記受信した反射波に基づいて複数フレームの

エコー信号を発生させ、前記複数のフレームのエコー信号に基づいて、複数の二次

元画像によって構成される三次元画像データを発生させ、前記三次元画像データに

含まれる微小構造物を強調する処理を〒ぅことで、第 の画像を生成させ、前記第

の画像を表示させること、を具備する超音波診断装置の制御方法である。

００12 図 図 は、第 の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示したブロック図であ

る。

図2 図2は、三次元C A 処理の対象とするボリュームデータの一例を示した図で

ある。

図3 図3は、三次元C A 処理の対象とするボリュームデータの一例を示した図で

ある。

図4 図4は、三次元C A 処理において用いられるカーネルパタンの他の例を示し

た図である。

図5A 図5 は、本微小構造物抽出処理の効果を説明するための図である。

図5B 図5 は、本微小構造物抽出処理の効果を説明するための図である。



図5 C 図5Cは、本微小構造物抽出処理の効果を説明するための図である。

図6 図6は、第 の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチヤ

ートである。

図7A 図7 は、二次元C A 処理において用いられるカーネルパタンの例を示し

た図である。

図7B 図7 は、二次元C A 処理において用いられるカーネルパタンの例を示した

図である。

図8 図8は、奥行き演算処理 (差分処理) を説明するための図である。

図9 図9は、奥行き演算処理 (周波数解析処理) を説明するための図である。

図1０図 ０は、第2の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチ

ヤートである。

図11 図皿は、第3の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチ

ヤートである。

図12 図 2は、位置検出装置 5の一例を示した図である。

図13 図 3は、微小構造物抽出処理を説明するための図である。

図14A 図 4 は対象画像の模式図を示している。

図14B 図 4 は参照画像の模式図を示している。

図15 図 5は、画素毎の信号強度 (画像の輝度) の変ィロ例を示した図である。

図16 図 6は、画素毎の信号強度 (画像の輝度) の変ィロ例を示した図である。

図 A 図 7 は、微小構造物抽出画像の表示形態の一例を示した図である。

図17B 図 7 は、差分画像を利用した微小構造物抽出画像を説明するための図で

ある。

図17C 図 7Cの上段は通常の モード画像を示した図であり、下段は微小構造物

抽出画像を示した図である。

図18 図 8は、第 の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチ

ヤートである。

図 9 図 9は、第5の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチ

ヤートである。



図2０図2０は、第6の実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチ

ヤートである。

図2 1 図2 は、第7の実施形態に係る画像処理装置2の構成を示したブロック図で

ある。

図22 図22は、微小構造物抽出処理専用デバイス52の一例を示した図である。

図23 図23は、3次元的な領域の情報を有する断層像群4０を取得する様子を示す

図である。

図24 図24は、取得した複数断層像から代表輝度を検出する第2の合成方法を説

明するための図である。

図25A 図25 は、代表輝度検出のアルゴリズムを説明するための概念図である。

図25B 図25 は、代表輝度検出のアルゴリズムを説明するための概念図である。

図26 図26は、第8の実施形態が適用される演算領域としての の説明図である

発明を実施するための最良の形態

００13 以下、本発明の第 実施形態乃至第7実施形態を図面に従って説明する。なお、

以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一

符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行ぅ。

００14 (第 実施形態)

図 は、第 の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示したブロック図である。

同図に示すよぅに、本超音波診断装置 、超音波プローブ 2、入力装置 3、モ

ニター 4、超音波送信ュニット2 、超音波受信ュニット22、 モード処理ュニット23

、ドプラ処理ュニット24、画像生成ュニット25、画像メモり26、画像合成部27、制御

プロセッサ (CP ) 28、内部記憶部29、インターフェース部3０を具備している。以下

、個々の構成要素の機能について説明する。

００15 超音波プローブ 2は、超音波送受信ュニット2 からの駆動信号に基づき超音波を

発生し、被検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電

振動子に設けられる整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止す

るバッキング材等を有している。当該超音波プローブ 2から被検体Pに超音波が送



信されると、当該送信超音波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々

と反射され、ェコ一信号として超音波プローブ 2に受信される。このェコ一信号の振

幅は、反射することになった反射することになった不連続面における音響インピーダ

ンスの差に依存する。また、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁

等の表面で反射された場合のェコ一は、ドプラ効果により移動体の超音波送信方向

の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。

００16 なお、本超音波装置が具備する超音波プローブ 2は、被検体の三次元領域を超

音波走査可能なものである。そのため、超音波プローブ 2は、振動子をその配列方

向の直交方向に沿って機械的に揺動させ、三次元領域を超音波走査する構成、又

は二次元的に配列された二次元振動素子を用いて電気的制御により三次元領域を

超音波走査する構成等を有する。前者の構成を採用する場合、被検体の三次元的

走査は前記揺動回路によって行われるため、検査者はプローブ本体を被検体に接

触させるだけで、自動的に複数の二次元断層像を取得することができる。制御された

揺動速度から断面間の正確な距離も検知できる。また、後者の構成を採用する場合

には、原理的には、従来の二次元断層像を取得するのと同じ時間で、三次元領域を

超音波走査することができる。

００17 入力装置 3は、装置本体皿に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心

領域 ( O )の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体皿にとりこむため

の各種ス不ソチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を有している。例えば、

操作者が入力装置 3の終了ボタンや Z ボタンを操作すると、超音波の送受

信は終了し、当該超音波診断装置は一時停止状態となる。

００18 モニター 4は、スキヤンコンバータ25からのビデオ信号に基づいて、生体内の形

態学的情報 ( モード画像) 、血流情報 (平均速度画像、分散画像、パワー画像等) 、

これらの組み合わせを画像として表示する。

００19 外部記憶装置 6は、磁気ディスク(フロッピ一 (登録商標 )ディスク、ハードディスク

など) 、光ディスク (C など) 、半導体メモりなどの記録媒体、及びこ

れらの媒体に記録された情報を読み出す装置である。各種記録媒体から読み出され

た情報は、インタフェース部3０を介して制御プロセッサ28に転送される。



００2０ 超音波送信ュニット2 は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路

等を有している。パルサ回路では、所定のレート周波数f z (周期几 f 秒)で、

送信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路で

は、チヤンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要

な遅延時間が、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに

基づくタイミングで、プローブ 2に駆動パルスを印加する。

００2 なお、超音波送信ュニット2 は、制御プロセ、ソサ28の指示に従って所定のスキヤン

シーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機

能を有している。特に送信駆動電圧の変更については、瞬間にその値を切り替え可

能なリニアアンプ型の発信回路、又は複数の電源ュニットを電気的に切り替える機構

によって実現される。

００22 超音波受信ュニット22は、図示していないアンプ回路、 変換器、加算器等を

有している。アンプ回路では、プローブ 2を介して取り込まれたエコー信号をチヤン

ネル毎に増幅する。 変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を

決定するのに必要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行ぅ。この

加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受

信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。

００23 モード処理ュニット23は、送受信ュニット2 からエコー信号を受け取り、対数増

幅、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生

成する。このデータは、スキヤンコンバータ25に送信され、反射波の強度を輝度にて

表した モード画像としてモニター 4に表示される。

００24 ドプラ処理ュニット24は、送受信ュニット2 から受け取ったエコー信号から速度情

報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均

速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。

００25 画像生成ュニット25は、一般的には、超音波スキヤンの走査線信号列を、テレビな

どに代表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換 (スキヤンコンバ

ート し、表示画像としての超音波診断画像を生成する。

００26 また、画像生成ュニット25は、スキヤンコンバート以外の種々の画像処理を実行す



る。すなわち、画像生成ュニット25は、後述する微小構造物抽出処理の他、例えば、

スキヤンコンバート後の複数の画像フレームを用いた輝度の平均値画像を再生成す

る方法 (平滑ィロ処理) 、画像内で微分フイルタを用いる方法 (エッジ強調) 、三次元再

構成アルゴリズムを用いたボリウムレンダリングなどの処理 (三次元画像再構成) 、画

像間の差分を用いる方法 (差分演算)等を実行する。なお、当該画像生成ュニット25

に入る以前のデータは、「生データ」と呼ばれることがある。

００27 画像メモり(シネメモり) 26は、例えばフリーズする直前の複数フレームに対応する

超音波画像を保存するメモりである。この画像メモり26に記憶されている画像を連続

表示 (シネ表示)することで、超音波動画像を表示することも可能である。

００28 画像合成部27は、画像生成ュニット25又から受け取った画像を種々のパラメータ

の文字情報や目盛等と共に合成し、ビデオ信号としてモニター 4に出カする。

００29 制御プロセッサ28は、情報処理装置 (計算機) としての機能を持ち、本超音波診断

装置本体の動作を制御する。制御プロセッサ28は、内部記憶部29から微小構造物

抽出機能を実現するための専用プログラム、所定の画像生成・表示等を実行するた

めの制御プログラムを読み出して自身が有するメモり上に展開し、各種処理に関する

演算・制御等を実行する

内部記憶部29は、所定のスキヤンシーケンス、各実施形態に係る微小構造物抽出

機能を実現するための専用プログラム、画像生成、表示処理を実行するための制御

プログラム、診断情報 (患者 、医師の所見等) 、診断プロトコル、送受信条件、C

処理制御プログラム、ボデイマーク生成プログラムその他のデータ群が保管され

ている。また、必要に応じて、画像メモり26中の画像の保管などにも使用される。内

部記憶部29のデータは、インターフェース回路 3０を経由して外部周辺装置へ転送

することも可能となっている。

００3０ インターフェース部3０は、入力装置 3、ネットワーク、新たな外部記憶装置 (図示

せず) に関するインターフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等の

データや解析結果等は、インターフェース部3０よって、ネットワークを介して他の装

置に転送可能である。

００3 1 (微小構造物抽出機能)



次に、本超音波診断装置 が有する微小構造物抽出機能について説明する。微小

石灰ィロ等に代表される一箇所に局在する微小構造物と、乳腺等に代表される三次

元的に一定の範囲で連続する構造を持つ連続構造物とは、その空間分布の形態に

おいて、本質的に大きく異なる。本機能は、この点に着 目し、例えば乳房、肝臓、膵

臓等の診断において、空間分布の形態に基づいて両者を区別し、微小構造物が積

極的に抽出された画像生成 (微小構造物抽出画像)を生成するものである。

００32 なお、本実施形態においては、説明を具体的にするため、 モード画像からスペッ
クルパタンを除去するための手法としてC 処理を採用する。しかしながら、これに

拘泥されず、例えば異なる方向からの送受信信号を重畳させてスペックルパタンを平

滑ィビさせる空間コンパウンド法、統計的性質を利用してスペックルパタンを除去すす

る類似度フイルタ法等の種々のものを採用することができる。また、C A 処理とレづ

用語はレーダー分野において用いられるものであり、本実施形態ではその関連性に

より説明を具体的にするため、便宜上「C A 」れづ語句を用いている。しなしなが

ら、レーダー分野で用いられる方法、あるいは統計量を厳密に使用したものに拘泥さ

れない。

００33 また、本微小構造物抽出機能を用いた処理 (微小構造物抽出処理) は、三次元画

像データをその対象とする。ここで、三次元画像データとは、複数の二次元画像を有

するボリュームデータ、或いは異なる複数の二次元画像から構成されるデータ (完全

なボリウムデータを必ずしも構成しない)を意味する。本実施形態においては、説明

を具体的にするため、ボリウムデータを用いた微小構造物抽出処理について説明す
る。

００34 図2、図3は、本C A 処理の対象とするボリュームデータの一例を示した図である

。各図に示したボリュームデータは、Z二０を中心としてZ軸方向 (超音波画像と略直

交する方向、「奥行き方向」とも言ぅ。) に前後6枚の超音波画像で構成されており、白

色の矩形は超音波画像を構成する通常画素を、黒色の矩形は超音波画像を構成す

る画素のぅちの注目する注目画素P を、白色と黒色の中間色の矩形は注目画素P の

近傍に位置し後述する ( の平均処理に用いられる画素 (近傍画素 を、それぞれ表

している。なお、各図に示したよぅな近傍画素のパタンは「カーネル」と呼ばれる。また



、本実施形態の様に三次元的に定義されたカーネルを用いたC A 処理は、「三次

元C A 処理」と呼ばれる。

００35 本実施形態に係るC A 処理は、例えば次の ( )～(3) の手順によって実行され

る。

００36 ( )まず、注目画素P 毎に、当該画素P の近傍画素の輝度平均値を求める。このと

き、自分自身の輝度が平均値に影響しないよぅにするため、注目画素P 自体は近傍

画素の輝度平均計算に含めないよぅにしてもよい。

００37 (2)次に、注目画素P の画素値から得られた平均値を引いた値を、当該注目画素

P の位置に対する演算結果 と定義して内部記憶部29に記憶する。この演算処理

を、全ての注目画素P について実行する。

００38 (3) 次に、予め決めた閾値を とすれば、 三 の場合には元の輝度を用いて当該

注目画素P を表示する (微小構造物の抽出)。一方、 く である場合、当該注目画

素P の輝度値はゼロとすることで表示しない(除去)。これらの処理を全ての注目画素

P について実行することで、当該画像に関するC 処理を実行することができる。

００39 なお、上記 (3) の判定においては、 三 の場合には輝度を として当該注目画

素P を表示し、 く である場合当該注目画素P の輝度値はゼロとすることで表示し

ない様にしてもよい。また、を所望の値に変ィビさせることで、微小構造物抽出の対象

とする二次元画像 (図2、図3の例では 二０の画像) に含まれる任意の画素を注目画

素P とすることができる。

００4０ 図2、図3に示した例では、演算処理時間を短縮するために、近傍画素を十字型に

設けている。しかしながら、近傍画素の配列はこれに拘泥されず、例えば演算処理に

要する時間が問題とならない場合は、例えば図4に示すよぅにより広範囲に配列され

た近傍画素を用いて平均値を求めるよぅにしてもよい。また、上記 ( )の手順におい
て、輝度平均値を求めているが、これに限られず輝度最大値を求めてもよい。

００41 以上述べた本微小構造物抽出処理では、一つの注目画素P について、同一の超

音波画像上の近傍画素のみならず、当該超音波画像と直交する方向 (奥行き方向、

図2、図3等では 軸方向) に関する近傍画素をも基準として、その画素値を決定して

いる。一般に、乳腺等の連続構造物は奥行き方向をも含めて三次元的に分布する一



方、微小石灰ィロ部分に代表される微小構造物は、局在した領域にしか分布していな

い。従って、同一の超音波画像上の近傍画素のみならず奥行き方向をも含めた三次

元的なカーネルパタンを採用することで、三次元的連続性を持つ高輝度画素を取捨

選択することができる。

００42 図5 5 Cは、本微小構造物抽出処理の効果を説明するための図である。図

5 に示す モード画像 (すなわち、本微小構造物抽出処理前の画像)では、乳管構

造や微小石灰ィビが描出されているものの、その視認性は低く見難くなっている。図5

に示す画像は、二次元的に定義されたカーネルを用いた二次元C A 処理によっ
て取得されたものである。同画像においては、スペックルパタンが低減されているが、

微小石灰ィビの他に乳腺構造の一部も残存して、視認性がやや悪い。図5Cに示す画

像は、本微小構造物抽出処理によって取得された画像 (微小構造物抽出画像)であ

る。本微小構造物抽出画像では、図5 5 に示した画像と比較して、微小石灰ィビ

部分がより良好に抽出される。これは、三次元C 処理を行ぅことで奥行き方向に

も連続性がある乳腺 (連続構造物)を弁別し、除去することができるからである。

００43 なお、C 処理は、スペックルの変動から逸脱する輝度を持つ信号の抽出に有

効である。類似の効果を持つ演算手法としては、ハイパスフィルタ(高い周波数成分

のみを抽出する信号処理) がある。本C A 処理に代わりにハイパスフィルタを用い
る構成としてもよいが、スペックルパタンリダクションにおいては、C A 処理の方が

優れている場合がある。

００44 (動作)

図6は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチヤートであ

る。同図に示すよぅに、まず、画像生成ュニット25は、対象となる断層画像のフレーム

( 二 )の選択を受け、当該フレーム及びその前後合わせて 枚のフレーム 。一
～ (図2、図3の例ではZ二 ～ 6までの前後 3フレーム)からなる三次

2 2

元画像データを受け取り、所定のメモりに格納する (ステップ 、ステップS2)

００45 次に、画像生成ュニット25は、対象となる断層画像に含まれる画素を注目画素とし

た所定の三次元パタンを有するカーネルを、三次元画像データに設定し、三次元C

A 処理を実行する (ステップS3) 。このよぅに、本微小構造物抽出処理では、複数



断面すなわち三次元的空間情報の輝度からC A 処理がなされ、対象となる断層

画像に基づいて微小構造物抽出画像が生成される。生成された微小構造物抽出画

像は、画像合成部27を介してモニター 4に表示されると共に、記憶装置29等に自

動的に保存される (ステップS4)。なお、微小構造物抽出画像は、例えばC A 処理

前の モード画像やC A 処理後の モード画像と共に、 a 表示又は e 表

示することも可能である。このとき、異なる種類が同時に表示される場合には、各画像

において同一の位置に対応するよぅにカーソルが配置される。

００46 次に、他の二次元画像 ( )を対象としてさらに微小構造物抽出処理を行ぅ場合

には、ステップ ～ステップS4までの各処理が繰り返し実行される (ステップS5)

００47 以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。

００48 本超音波診断装置によれば、例えば乳房、肝臓、膵臓等の診断において、超音波

断層像 (二次元) に対して行われるフィルタ処理を三次元的に拡張し、同一超音波画

像像のみならず、当該画像と実質的に直交する方向 (奥行き方向) に関する情報をも

用いて、スペックルパタンを除去している。従って、三次元的に連続して分布する連

続構造物と局在する微小構造物とを弁別し、微小構造物が抽出された微小構造物

抽出画像を生成することができる。医師等は、この微小構造物抽出画像を観察する

ことで、目視ではスペックルパタンとの分別が難しく、かつある特定の断面像にのみ

現れるよぅな微小構造物を、短時間で発見することが可能となる。

００49 また、本超音波診断装置によれば、記憶部に記憶されたスペックルパタン除去前の

モード画像、スペックルパタン除去後の モード画像、微小構造物抽出画像のぅち

所望の画像を読み出し、例えば a 表示、 e 表示等の所定の形態にて表示

することができる。また、異なる種類が同時に表示される各表示形態においては、各

画像において同一の位置に対応するよぅにカーソルが配置される。従って、医師等

の観察者は、目的に応じて所望の表示形態、所望のタイミングにて微小構造物抽出

画像を表示できると共に、複数種類の画像によって微小構造物を迅速且つ簡単に特

定し観察することができる。

００5０ (第2の実施形態)

次に、本発明の第2の実施形態について説明する。



００5 1 本実施形態に係る超音波診断装置の構成は、図 に示したものと略同一である。以

下、異なる機能のついてのみ説明する。

００52 画像生成ュニット25は、本実施形態に係る微小構造物抽出機能に係る処理 (微小

構造物抽出処理)を実行する。

００53 制御プロセッサ28は、内部記憶部29から本実施形態に係る微小構造物抽出機能

を実現するための専用プログラムを読み出して自身が有するメモり上に展開し、所定

の演算・制御等を実行する

(微小構造物抽出機能)

本実施形態に係る微小構造物抽出機能は、スペックルパタンを除去するための処

理及び奥行き方向の空間連続性を計算する奥行き演算処理とを用いて、微小構造

物抽出処理を行ぅものである。

００54 すなわち、本微小構造物抽出機能では、 枚の断層フレームを読み込んだ後、各

々のフレームに対し、スペックルパタンを除去するための処理を実行する。本実施形

態では、説明を具体的にするため、スペックルパタンを除去するための処理として、

例えば図7 、 に示すよぅな同一超音波画像上で定義された二次元的カーネルを

用いたC A 処理 (二次元C A 処理)を実行する。しかしながら、これに拘泥され

ず、二次元C A 処理の替わり類似度フイルタ処理、空間コンパウンド処理等を採

用するよぅにしてもよい。

００55 次に、スペックルパタンの除去処理が施された 枚のフレーム画像に対して、奥行

き演算処理が実行され、微小構造抽出画像が生成される。ここで、奥行き演算処理と

は、超音波画像上の構造物 (高輝度領域)の奥行き方向に関する連続性を判定する

ための処理であり、例えば次の様な手法を採用することができる。

００56 ( )差分演算

二次元C A 処理後において超音波画像上に残存する連続構造物は、微小石灰

より大きな構造物であり、奥行き方法の連続性を持っていると考えられる。この観点よ

り、連続構造物は、二次元C A 処理後の相前後する各フレーム画像上において

は、例えば図8に示すよぅな状態で存在する (映像ィビされるにとが予想される。従っ
て、連続或いは近接するフレーム画像から差分画像を生成 (例えば、画像 から画



像
・

を減算 ) すると、当該差分画像により、不連続に存在する微小構造物 (
一

例えば

微小石灰ィロ部分) のみ抽出することができる。

００5 7 なお、各断層像の距離が小 、刮 と画像間の差が小さくなる。従って、微小構造物の

大きさが画像間の差を上回る場合には、差分結果がゼロとなることが予想される。こ

の様な問題を解決するため、差分に使用するフレームを、必要に応じて隣接フレー

ムのみでなく 枚おき (ただし、 は自然数 ) に行ぅ構成としてもよい。また、微小構造

物の大きさは個体に依存する。このため、いずれのフレーム間で差分画像を生成す

るか (すなわち の値) は、入力装置 3からの所定の操作により操作者が任意に選択

できることが好ま 、。

００5 8 また、超音波プローブ 2 を揺動回路を具備するものとする場合には、自動的に取

得される複数の断層画像間の距離の情報も同時に得られる。従って、得られる断層

画像間の距離を基準として、所望の距離 (例えば平均2 )だけ離れた断層像を特

定するよぅにしてもよい。

００5 9 また、ここで差分画像処理とC 処理の順番は逆となってもよい。つまり、先に連

続、または近接するフレーム画像から差分画像を生成し、その後、得られた2次元画

像に対してC 処理を行って不要な組織像を取り除き、不連続に存在する微小構

造物を抽出してもよい。

００6０ (2 ) 空間周波数解析

図9 は、図8 に示した 枚の画像間で位置の対応する画素について、奥行き方向に

対する周波数変ィビを示したグラフである。同図において、微小構造物以外に対応す

る画素では、グラフ の様に、奥行き方向に関するその画素値の周波数変化は緩や

かなものとなる。一方、微小構造物に対応する画素では、グラフ の様に、その画素

値の周波数変化は急峻になる部分がある。従って、奥行き方向に対してハイパスフィ

ルタ(h gh pass nn e )処理を行ぅと、緩やかな変化は除去されるため、石灰ィロ部分等

の微小構造物のみを抽出することができる。

００6 1 (変形例 )

次に、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の変形例について説明する。

００6 2 一般に、三次元的走査を行ぅ場合には、断面に対して上下左右方向 (すなわち、図



2、図3の ，方向) にすれが生じると、連続的な構造であっても画素単位ではその

連続性が失われてしまぅれづ危険性がある。本変形例は、この問題を解決するため

の手法を提供するものである。

００63 すなわち、ボリュームデータに含まれる各二次元画像に対して二次元C A 処理

を実行した後、奥行き演算処理前の各二次元画像の各画素に対し、同一の二次元

画像上における近傍画素と比較した最大値を、新たな画素として再生成する画像処

理を実行する。この画像処理は、座標 ( )の画素値P ( ) に対して、次に様に

表記することができる。

００64 P ( ) 二 P(

(ただし、、は、 くく 、 くく を満たす任意の整数。)

この様な画像処理により、上下左右方向にずれた場合であっても、二次元C A

処理で残存した輝度情報を各二次元画像上に含めることができる。従って、奥行き

演算処理としての差分演算、周波数解析等を良好に行ぅことができる。

００65 (変形例2)

次に、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の他の変形例について説明する。

本変形例2は、変形例 とは異なる手法により、二次元画像間の上下左右方向のず

れを補正するものである。

００66 すなわち、本変形例では、2枚の二次元画像間の移動ベクトルを利用して、二次元

画像間の上下左右方向のずれを補正する。例えば、時間方向に連続する画像フレ

ームから、画像のぶれを補正する技術 ( 枚の画像を数個の領域に分けて、そのそれ

ぞれの領域に対して、フレーム間の移動方向および移動量を、画像パタンの相関か

ら求める手法等) は、既に市販のビデオカメラなどにも搭載されている。この様な手法

により算出された動きべクトルを使用して、画像フレームの表示位置を補正すれば、

前記上下左右方向のぶれは軽減され、微小構造物とそれ以外の構造物とを理想的

に分別することができる。

００67 (動作)

図 ０は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチヤートで

ある。同図に示すよぅに、まず、画像生成ユニット25は、対象となる 枚の二次元画



像からなる三次元画像データを受け取り、所定のメモりに格納する (ステップS )

００68 次に、画像生成ュニット25は、各二次元画像に対し所定の二次元パタンを有する

カーネルをに設定し、二次元C 処理を実行する (ステップS 2)。次に、画像生

成ュニット25は、各二次元画像を用いて奥行き演算処理を実行し、微小構造物抽出

画像を生成する (ステップS 3)。生成された微小構造物抽出画像は、画像合成部2

7を介してモニター 4に表示されると共に、記憶装置29等に自動的に保存される (ス

テップS 4)

００69 以上述べた本実施形態に係る超音波診断装置によれば、各二次元画像に対して

スペックルパタンを除去する処理を行った後、奥行き演算処理を実行する。従って、

二次元画像内において高輝度領域を抽出すると共に、当該高輝度領域の奥行き方

向の分布に基づいて微小構造物を抽出し、これを微小構造物抽出画像として映像

ィビすることができる。その結果、第 の実施形態と同様の効果を実現することができる

００7０ (第3実施形態)

次に、本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態は、第2実施形態に

おいてスペックルパタンを除去する処理を行わず、 枚の二次元画像を用いて直接

奥行き演算処理を行ぅものである。

００7 1 図 、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチヤートで

ある。同図に示すよぅに、まず、画像生成ュニット25は、対象となる 枚の二次元画

像からなる三次元画像データを受け取り、所定のメモりに格納する (ステップS 2 )

００72 次に、画像生成ュニット25は、各二次元画像を用いて奥行き演算処理を実行し、

微小構造物抽出画像を生成する (ステップ 22)。生成された微小構造物抽出画像

は、画像合成部27を介してモニター 4に表示されると共に、記憶装置29等に自動

的に保存される (ステップS 3)

００73 以上述べた本実施形態に係る超音波診断装置によれば、三次元画像データを構

成する複数の二次元画像を用いて、奥行き演算処理を実行する。従って、三次元画

像データ内に含まれる構造物の奥行き方向の分布に基づいて微小構造物を抽出し

、これを微小構造物抽出画像として映像ィビすることができる。その結果、第 及び第2



実施形態と同様の作用効果を実現することができる。

００74 (第4の実施形態)

次に、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断

装置 には、必要に応じて、位置検出装置 5を設けられる。この装置は、撮影対象 (

すなわち、診断き日ィ立) に対する超音波プローブ 2の位置に関する情報を検出するも

のである。ここで、超音波プローブ 2の位置に関する情報とは、プローブ 2の絶対

位置情報、相対位置情報、プローブ 2の可動前の位置情報と可動速度及び時間、

その他の走査時における超音波プローブ 2の位置を特定するための情報である。

００75 図 2は、位置検出装置 5の一例を示した図である。同図に示すよぅに、位置検出

装置 5は、可動ステージ 5０、駆動部 5 を有している。可動ステージ 5０には、専

用アダプタを介して超音波プローブ 2を設置することができる。駆動部 5 は、制御

プロセッサ28からの制御に基づいて、設置された超音波プローブ 2を可動ステージ

5０に沿って移動させる。また、駆動部 5 は、内部に口一タリーェンコーダ等を有し

ており、可動ステージ 5０上における超音波プローブ 2の位置を検出し、その検出

結果を制御プロセッサ28に逐次送信する。

００76 超音波画像の取得に際しては、診断対象である乳房は、水槽 7に水深させた状

態で所定の位置に配置され、検査中は動かないよぅ固定される。また、超音波プロー

ブ 2及び位置検出器 5は、水槽 7の底面側に配置される。制御プロセッサ28は、

超音波プローブ 2が所定の速度で移動するよぅに駆動部 5 を制御させつつ超音

波送受信を実行することで、自走式超音波走査を実行する。プローブ 2からの画像

は、実施例 同様に装置本体に送られる。また、駆動部 5 から取得する位置情報

は、後述するプローブ位置に関する情報生成にリアルタイムで利用されると共に、各

フレームの付帯情報として記入され管理される。

００77 (微小構造物抽出機能)

超音波断層像 ( モード像)で微小な構造物と思われる輝点 (以下、単に輝点 ) が観

察されたとき、実際にはそれが本当に微細石灰ィビのよぅな構造物であるか、乳腺のよ

ぅな組織構造の一部なのかは、判断しにくい。特に 枚の静止画像では診断すること

ができないと言われている。



００78 しかし両者は、例えば次のよぅな点で異なる。

００79 微細石灰の組成は生体組織よりも硬く、原理的にはより大きな超音波反射信号が

得られているはずである。我々の研究結果からも、微細石灰化による輝点の信号レ

ベルは周囲のスペックルパタンの最大値よりもいくらか高いことが判明した。ただし輝

度としてモニター表示された場合、この信号レベルの差を目視で判定することは難し

いわけである。

００8０ 微細石灰化は局在する微小構造物であり、一方で乳腺等の生体組織は3次元的

に一定の範囲で連続する構造を持つ連続構造物であり、その空間分布の形態にお

いて、本質的に大きく異なる。よって奥行き方向の3次元的な連続性も加味すれば、

両者の違いが判定できると期待できる。

００8 1 本機能は、この点に着 目し、例えば乳房、肝臓、膵臓等の診断において、輝度の

微小な違い、および空間分布の形態に基づいて両者を区別し、微小構造物が積極

的に抽出された画像生成 (微小構造物抽出画像)を生成するものである。

００82 なお、本微小構造物抽出機能を用いた処理 (微小構造物抽出処理) は、画像群デ

ータをその対象とする。ここで、画像群データとは、複数の二次元画像を有するボリュ
ームデータ、或いは異なる複数の二次元画像から構成されるデータ (完全なボリュー

ムデータを必ずしも構成しない)を意味する。本実施形態においては、説明を具体的

にするため、ボリュームデータとしての画像群データを用いた微小構造物抽出処理

について説明する。この様な画像群データは、超音波プローブ 2を、その振動子配

列方向と直交する方向に沿って機械的に揺動させ、3次元領域を超音波走査するこ

とで取得することができる。この他、超音波振動素子が二次元的に配列された超音波

プローブ 2を用いて、電気的制御により3次元領域を超音波走査することでも、同様

に取得することができる。さらに、図 2に示した自走式走査が可能なデバイスを用い
る撮影、或いは、超音波振動素子が 次元的に配列された超音波プローブ (必要に

応じて、位置センサが設けられたもの)を用いて、手動によって複数断層を取得する

撮影等でも、同様に取得することができる。

００83 図 3は、微小構造物抽出処理を説明するための図である。同図に示すよぅに、画

像部データに含まれる複数の二次元画像から、対象画像3 と参照画像32とを選択



する。対象画像3 は、本微小構造物抽出処理の対象とされる画像である。参照画像

3 2は、対象画像3 とは空間的に異なる (例えば、対象画像から フレーム離れた)別

の断層像であり、本微小構造物抽出処理に利用されるものである。これらの画像は、

モード診断同様、プローブ本体から垂直方向の断面であることが望ま 、。

００84 図 4 は対象画像の模式図を、図 4 は参照画像の模式図をそれぞれ示してい
る。本微小構造物抽出処理では、対象画像から参照画像を差し引くことによって、差

分画像を生成する。このとき、対象画像上の各画素(x (対象画素又は注目画素と

呼ばれる。) に対して、参上画像上に設定される参照領域R 内に存在する画素の代

表値を決定し、これを対象画素(x )の値から差し引くものとする。ここで、参照領域

とは、参照画像上の座標が対象画素と同一な画素 (対応画素) を含むよぅに、任意の

サイズで参照画像上に設定されるものである。なお、参照領域R の代表値は、参照

領域R の特徴を代表するものであればどんなものでもよい。具体例としては、最大値

、平均値、中央値等を挙げることができる。本実施形態においては、代表値として最

大値を採用するものとする。この差分画像の生成は、次の式 ( ) よぅに表すことができ

る。

００85 Q (x ) 二 P (x MAX P x m n) ( )
・

ここで、Q (x ，㈲は差分画像の各画素の値、P (x )は対象画像上の対象画素の値、

P 。(x )はP (x )と空間的に対応する位置にある参照画像上の各画素の値、P 。(
・ ・

x m n)は参照領域R 内の各画素の値、m、nは参照領域の大きさを指定する任意

の値、MAX は口内から最大値を選択する演算をそれぞれ示している。従って、図 4

は、X軸方向及び 軸方向共にｱ 2画素、計2 5画素からなる参照領域R を例示した

ものとなっている。なお、この減算処理において、結果が負数の場合は全てゼロ (輝

度地二黒) とするのが望ま 、。

００86 本微小構造物抽出処理によって生成される差分画像は、連続構造物及びランダム

なスペックルパタンを除去し、微小構造物を好適に映像ィビするものとなる。これは、以

下の理由による。すなわち、画像群データを構成する二次元超音波画像上に残存す

る連続構造物は、微小石灰より大きな構造物であり、奥行き方法の連続性を持って

いると考えられる。この観点より、超音波断層像のある 点に注目する場合、連続構



造物は、例えば図 5に示すよぅな信号強度 (画像の輝度) の変ィビが緩やかである

ことが予想される。一方、微小構造物では、図 5の信号強度 のごとく、特定の画像

にのみ含まれることが予想される。従って、連続或いは近接するフレーム画像から差

分画像を生成 (例えば、画像 (対象画像)から画像 (参照画像)を減算)すると、

当該差分画像により、不連続に存在する微小構造物 (例えば微小石灰ィロ部分)のみ

抽出することができる場合がある。

００87 しかしながら、この様な画像間の差分だけでは、有効な抽出が行われないケースが

あることも、発明者等の検討で明らかになっている。係るケースは、例えば対象画像

上にスペックルパタンがランダムに発生する場合、対象画像と参照画像との間で空間

的位置にずれが発生する場合等に顕著である。

００88 本微小構造物抽出処理では、対象画像上の各画素(x )につき、参照画像上に設

定された参照領域R 内に存在する画素の最大値を画素(x )の値から差し引くことで

、微小構造物抽出画像としての差分画像を生成する。従って、例えば、対象画像と

参照画像との間で空間的位置にずれが発生する場合であっても、対象画像上の対

象画素によって映像ィビされた部位は、参照画像上の参照領域に存在することになる

。その結果、微小構造物の抽出性能を向上させることができる。

００89 本微小構造物抽出処理は、参照画像の選択、及び参照領域サイズの選択には拘

泥されないが、その基準としては例えばものを挙げることができる。

００9０ 第 に、映像ィビターゲ、ソト(今の場合、石灰ィビき日ィ立)の大きさに基づいて、参照画像

を選択することができる。すなわち、差分処理を行ぅにあたり、フレーム間の距離が小
、刮 と画像間の差が小さくなる。従って、微小構造物の大きさが画像間の差を上回る

場合には、差分結果がゼロとなることが予想される。この様な問題を解決するため、

対象画像から、予測される微小構造物の大きさを上回る程度離れたフレームを、参

照画像として選択することが好ま 、。

００9 1 第2に、対象画像と参照画像との間で予想される位置ずれの大きさに基づいて、参

照領域サイズを選択することができる。すなわち、差分処理を行ぅにあたり、対象画像

と参照画像との間の位置ずれが参照領域サイズを上回る場合には、対象画像上の

対象画素によって映像ィビされた部位が、参照画像上の参照領域に存在しなくなって



しまぅ。係る問題を解決するため、参照領域は、対象画像と参照画像との間で予想さ

れる位置ずれの大きさを上回るサイズを持つことが好ま 、。

００92 第3に、スペックルパタンの大きさに基づぃて、参照画像を選択することができる。

すなわち、差分処理を〒ぅにあたり、対象画像と参照画像との間隔がスペックルパタ

ンのサイズを上回る場合には、差分結果がゼロとなり、スペックルパタンを微小構造

物と共に抽出してしまぅ。この様な問題を解決するため、対象画像との間隔がスペック

ルパタンの大きさを下回るよぅに、参照画像を選択することが好ま 、い 。なお、スペック

ルパタンのサイズは、送信超音波の周波数に依存する。従って、送信超音波の周波

数に応じても、参照画像を選択することがさらに好ま 、。

００93 第4に、映像ィロ対象以外の構造物のサイズに基づぃて、参照領域サイズ及び参照

画像を選択することができる。すなわち、差分処理を〒ぅにあたり、対象画像と参照画

像との間隔が映像ィロ対象以外の構造物のサイズを上回る場合には、差分結果がゼ

ロとなり、当該構造物を映像ィロ対象と共に抽出してしまぅ。この様な問題を解決するた

め、対象画像との間隔が映像ィロ対象以外の構造物の大きさを下回るよぅに、参照画

像を選択することが好ま 、。

００94 以上の基準に基づぃて、参照画像の位置及び参照領域サイズは、入力装置 3を

介したマニュアル操作により、任意の値に設定することができる。また、参照画像の位

置につぃては、超音波断層面の奥行き方向に揺動もしくは走査する速度を制御する

ことによっても、決定することができる。本実施形態におぃては、説明を具体的にする

ため、対象画像と参照画像との間の間隔及び参照領域サイズは、共に数ミり程度で

あるとする。

００95 参照画像の位置は、以下のよぅな手法により、自動的に決定することも可能である。

すなわち、まず、画像生成ユニット25は、参照画像としてフレーム を選択し、これ

を対象画像 とを用ぃて差分処理を行ぅ。次に、結果として得られた差分画像上の輝

度値 (画素値)の総和 を演算する。他のフレーム 2 F 3、・‥を参照画像として

同様の処理を実行し、各総和 2 3、・‥を同様に演算する。一般に、診断画像内

の微小構造物は大量に存在しなぃ。従って、各総和 の多くは組織構造の微小な変

化による残差であり、これはフレーム距離が離れるに従ぃ増大してぃく。この点に着



目し、予め定めた閾値より大きくなった総和 に対応するフレームを、差分演算に好

適な参照画像として選択することができる。

００96 ところで、ある画素の輝度値の変ィビが図 5の信号強度 に示す形態であれば、参

照画像は対象画像に対し一枚で問題あっても、微小構造物と、連続構造物及びラン

ダムなスペックルパタンとを好適に区別することができる。しかしながら、ある画素の輝

度値の変ィビが図 5の信号強度Cに示す形態である場合には、参照画像32が一枚

だけでは、微小構造物と、連続構造物及びランダムなスペックルパタンとを好適に区

別することができない。なぜなら、輝度値変ィビが図 5の信号強度Cに示す形態であ

る場合には、微小構造物では内にも関わらず、対象画像 と参照画像 との差分

はゼロにはならないからである。

００97 この様な問題を解決するため、本超音波診断装置 では、参照画像32を二枚以上

設定することができる。例えば、図 6に示すよぅに対象画像から前後にｱ フレーム

離れた二つの参照画像を用いて、対象画像 と参照画像 との差分値及び対象

画像 と参照画像 との差分値を計算する。その結果、双方の差分値の間で大

小関係がある場合には、輝度値変ィビが図 5の信号強度Cに示す形態であると推定

できるため、差分画像の当該画素についての値として 、さい方の差分値を採用する

。なお、参照画像32を二枚以上設定する場合であっても、各参照画像の選択基準

は既述の通りである。また、より好適な微小構造物抽出を可能とするため、参照画像

は対象画像に対して対称に選択されることが好ま 、。

００98 (差分画像の表示形態)

次に、微小構造物抽出処理によって得られる微小構造物抽出画像の表示形態に

ついて説明する。なお、以下に述べる各実施例に係る表示形態は、単独で、或いは

複数を組み合わせて用いることが可能である。

００99 (実施例 )

本実施例に係る表示形態は、微小構造物抽出画像としての差分画像を、当該差分

画像の生成に用いた対象画像の取得時の超音波プローブ位置を示す情報と共に表

示するものである。超音波プローブ位置を示す情報は、その目的を果たすものであ

ればどの様なものであってもよいが、典型例としては、図 7 に示すよぅな、ボデイマ



一ク上に設定される超音波プローブ 2の模式図を挙げることができる。この様な超音

波プローブ位置を示す情報は、例えば図 2 に示した位置検出装置 6 により検出さ

るプローブ位置情報に基づいて生成することができる。図 7 のボディマークの場合

、画像合成部2 7 は、制御プロセッサ2 8の制御に従って、プローブ位置が示されたボ

ディマークを生成し、差分画像と合成してモニター 4 に送り出す。これにより、図 7

に示した形態で、超音波プローブ位置を示す情報と共に差分画像を表示すること

ができる。なお、必要に応じて、画像群データを構成する二次元画像の全てのプロー

ブ位置情報に基づいて、超音波プローブ 2の走査範囲或いは既に表示済みの領

域を「軌跡」として、ボディマーク上に色別表示するよぅにしてもよい。

０1００ (実施例2 )

本実施例に係る表示形態は、図 7 に示すよぅに、微小構造物抽出処理によって

得られる複数の差分画像 (例えば、画像群データに対応する差分画像 ) を用いて

P処理 (Max a n n ens P o ec o 最大値投影処理) を実行し、その結果得られる

P画像を微小構造物抽出画像として表示するものである。これにより、複数の差分

画像に含まれる微小構造物の情報を、 枚の P画像に凝縮することができる。この

P画像を電子力ルテ等の添付データとして利用することで、管理データサイズの

縮減を図ることができる。

０1０1 (実施例3 )

本実施例に係る表示形態は、定量的解析を用いて画像群データから一定の信頼

性を持つ差分画像を抽出し、これを用いて上記実施例2 に係る P処理を実行する

ものである。すなわち、画像群データに対応する差分画像の各画素について輝度曲

線を生成し、これを用いてある期間 (例えばフレーム間隔) での時間的変化量及びそ

の標準偏差を算出する。得られた結果のぅち著しく異なる値を示す標準偏差 (例えば

、所定の閾値以上を持つ標準偏差) に対応する画素は、微小構造物である可能性が

高いれづことができる。従って、当該画像を有する差分画像を抽出し、これらを用い
た P処理を行ぅことで、微小構造物の抽出精度を向上させることができる。

０1０2 (実施例4

本実施例に係る表示形態は、微小構造物抽出処理前の モード画像、微小構造



物抽出画像、差分画像を用いた P処理によって得られる P画像を、重畳表示、

a 表示、 e 表示のいずれかの形態で表示することができる。重畳表示の場

合、スペックルパタン除去前の モード画像と、除去後の新たな画像は、基本色をそ

れぞれ変えて重畳することで、両者の識別が可能となる。また、 a 表示のよぅな並

列表示において、異なる種類の画像が同時に表示される各表示形態においては、

各画像において同一の位置に対応するよぅにカーソルが配置される。従って、医師

等の観察者は、目的に応じて所望の表示形態、所望のタイミングにて微小構造物抽

出画像を表示できると共に、複数種類の画像によって微小構造物を迅速且つ簡単に

特定し観察することができる。

０1０3 (動作)

図 8は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチヤートで

ある。なお、説明を具体的にするため、図 8の例では、上記実施例 に係る表示形

態を採用するものとする。同図に示すよぅに、まず、ボリューム走査開始に伴って微小

構造物抽出処理へ遷移する指令を受けて、必要なパラメータ群が読み込まれる (ス

テップS 3 S32) 。ここで、微小構造物抽出処理に必要なパラメータ群とは、参照画

像の数、対象画像との距離、平滑処理 (最大値演算)の領域等である。

０1０4 次に、所定の手法を用いたボリュームスキヤンによって乳房に関する画像群データ

が取得され、メモりに格納される (ステップ 33)。その後、画像生成ユニット25は、参

照画像毎の参照領域の代表値を算出し(ステップ 34)、これを用いて既述の微小構

造物抽出処理を実行することで、画像群データに対応する複数の差分画像を生成

する (ステップ 35)。得られた差分画像は、モニター 4に例えばプローブ位置情報

を有するボディマークと共に表示され、自動的に保存される (ステップ 36)

０1０5 その後、画像フリーズもしくは本発明の映像モードを終了する指令が行われるまで

、診断装置は本微小構造物抽出処理を繰り返し実行する。

０1０6 (効果)

以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。

０1０7 本超音波診断装置によれば、例えば乳房、肝臓、膵臓等の診断において、不連続

に存在する微小構造物を、当該画像と実質的に直交する方向 (奥行き方向) 関する



情報をも用いて、抽出している。特に、微小構造物抽出処理における最大値平滑ィビ

は、対象画像と参照画像との単なる差分では除去しきれない、スペックルパタンの変

動や、構造物の断面方向の位置ずれによる残存をも効果的に除去することが可能と

なる。

０1０8 図 7C上段は、通常の モード画像を示した図であり、図 7C下段は、微小構造物

抽出画像を示した図である。双方を比較した場合、図 7C上段に示す通常の モー

ド画像では、微小石灰ィロ部位に加えて、組織の一部をも映像ィビされてしまっており、

点状の高輝度部位が多く散在している。従って、どの点が微小石灰ィビき日位に対応す

るのかを、肉眼で識別することはできない。一方、図 7C下段に示す微小構造物抽

出画像では、微小石灰ィビき日位のみが抽出され、点状の高輝度部位として映像ィビされ

ている。

０1０9 従って、3次元的に連続して分布する連続構造物と局在する微小構造物とを弁別し

、微小構造物が抽出された微小構造物抽出画像をリアルタイムで生成し表示するこ

とができる。医師等は、この微小構造物抽出画像を観察することで、目視ではスペッ
クルパタンとの分別が難しく、且つある特定の断面像にのみ現れるよぅな微小構造物

を、短時間で発見することが可能となる。

０11０ また、本超音波診断装置では、微小構造物抽出処理に用いる参照画像とするフレ

ーム及び参照領域のサイズを任意に選択することができる。従って、検査 目的や個

体差に応じた参照画像とするフレーム及び参照領域のサイズを設定することで、個々

の状況に対応させた微小構造物の好適な映像ィビが可能である。

０111 また、本超音波診断装置では、対象画像取得時のプローブ位置及び走査範囲が

設定されたボディマークと共に微小構造物抽出画像を表示する、微小構造物抽出処

理で得られた差分画像を用いて生成される P画像を所定の形態で表示する、微

小構造物抽出前後の画像を所定の形態で表示する等、種々の表示形態を採用する

ことができる。従って、医師等は、所望の表示形態で微小構造物抽出画像を観察、

又は種々の表示形態による微小構造物抽出画像を比較することで、目視ではスペッ
クルパタンとの分別が難しく、かつある特定の断面像にのみ現れるよぅな微小構造物

を、短時間で発見することが可能となる。



０112 なお、本実施形態では、 P画像の生成において、複数の差分画像を用いる場合

を例とした。しかしながら、これに拘泥されず、通常の画像を用いて P画像を生成

するよぅにしてもよい。

０113 (第5の実施形態)

本実施形態に係る超音波診断装置 は、画像群データに対し所定のスペックルリダ

クション処理 (前段スペックルリダクション処理) を施した後、第 の実施形態で述べた

微小構造物抽出処理を実行するものである。前段スペックルリダクション処理は、連

続構造物及びスペックルパタン (ランダムなものも含む) の少なくとも一方の除去を目

的とするものであれば、どの様なものであってもよい。具体例としては、画像群データ

を用いた3次元C A (Con as Fa se A a m Ra e) 処理、画像群データを構成する

各二次元画像に対する二次元C A 処理、異なる方向からの送受信信号を重畳さ

せてスペックルパタンを平滑ィビさせる空間コンパウンド法、統計的性質を利用してス

ペックルパタンを除去する類似度フイルタ法等を挙げることができる。

０114 図 9は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチヤートで

ある。同図に示すよぅに、ボリューム走査開始に伴って微小構造物抽出処理へ遷移

する指令を受けて、必要なパラメータ群が読み込まれ、スキヤンによって乳房に関す

る画像群データが取得され、メモりに格納される (ステップS 3 S32 S33) 。次に、

画像生成ユニット2 5は、画像群データに対して前段スペックルリダクション処理が施

した後 (ステップS33 参照画像毎の参照領域の代表値を算出し(ステップS 3 4 、

これを用いて既述の微小構造物抽出処理を実行することで、画像群データに対応す

る複数の差分画像を生成する (ステップ 35)。得られた差分画像は、モニター 4に

例えばプローブ位置情報を有するボデイマークと共に表示され、自動的に保存され

る (ステップ 36)

０115 以上述べた構成によっても、第 の実施形態と同様の効果を得ることができる。

０116 (第6の実施形態)

次に、第3実施形態に係る超音波診断装置 は、3次元画像用の揺動プローブもし

くは3次元画像用二次元振動子プローブではなく、 次元配列素子からなる二次元

画像用プローブを用いて第 の実施形態に係る微小構造物抽出処理又は第2の実



施形態に係る微小構造物抽出処理を実行するものである。本実施形態に係る超音

波診断装置の構成は、超音波プローブ 2が二次元画像用プローブである点以外は

、図 に示したものと略同一である。なお、以下説明を具体的にするため、第 の実施

形態に係る微小構造物抽出処理を行ぅ場合を例とする。

０117 図2０は、本実施形態に係る微小構造物抽出処理の流れを示したフローチヤートで

ある。同図に示すよぅに、まず、被検体の走査が行われる (ステップS4 )。この際、操

作者は走査断層面を少しずつ変えながら、異なる断層像を取得することが前提となる

。これらの画像は装置内メモり(あるいは装置内ハードディスクなど) に逐次記録され

ていく(ステップ42)

０118 画像取得が終了すると、入力装置 3からの指示に従って微小構造物抽出処理へ

遷移し、この時、記録された複数の画像が呼び出され、既述の (第 の実施形態で述

べた)各処理が実行され、その結果が微小構造物抽出画像としてモニター 4に表示

される (ステップS4 3 S44) 。操作者はこの新たな画像を見て読影を 、竹 、好適な診

断が行われれば、本フローを終了する (ステップ 45)。一方、適当な診断情報が得

られなかった場合は、微小構造物抽出処理のためのパラメータを変更するなどを行

い(ステップS 4 5 46) 、新しいパラメータの基いて再度ステップS 4 3 S44の各処理

を繰り返す。

０119 本実施形態に係る超音波診断装置では、二次元画像用プローブを用いて少しず

つ走査位置を変更しながら超音波画像を取得し、これを一且メモりに格納する。その

後、格納された超音波画像を読み出し、これを用いて微小構造物抽出処理を実行す

るれづ構成となっている。従って、超音波プローブ 2が電子的制御又は機械的制

御によって3次元領域を走査可能なものでない場合であっても、微小構造物抽出機

能を実現することができる。また、微小構造物抽出画像はリアルタイムでは得られな

いものの、対象画像フレームを挟んだ両側の参照画像の情報が使用できるなど、利

点は大きい。

０12０ (第7の実施形態)

本実施形態では、事前に取得された画像群データを用いて、第4の実施形態に係

る微小構造物抽出処理又は第5の実施形態に係る微小構造物抽出処理を実行する



画像処理装置に付いて説明する。この様な画像処理装置は、微小構造物抽出機能

に係る各処理を実行するプログラム (微小構造物抽出プログラム) をワークステーショ

ン等のコンピュータにインストールし、これらをメモり上で展開することによっても実現

することができる。このとき、微小構造物抽出プログラムは、磁気ディスク、光ディスク、

半導体メモりなどの記録媒体に格納して頒布することも可能である。

０12 1 図2 は、第7の実施形態に係る画像処理装置5の構成を示したブロック図である。

同図に示すよぅに、本画像処理装置5は、操作部5 、微小構造物抽出処理専用デ

バイス5 2、表示部5 3、制御部5 5、記憶部5 7、画像処理部5 8 、送受信部5 9を具備

している。

０122 操作部5 は、操作者からの各種指示、条件、等を当該装置 に取り込むためのトラ

、ソクボール、各種ス不ソチ、マウス、キーボード等を有している。

０123 表示部5 3は、超音波画像 ( モード画像、微小構造物抽出画像等) 、所定の操作

を〒ぅための入力画面等を所定の形態にて表示する。

０124 制御部5 5は、当該画像処理装置5を構成する各ユニットを動的又は静的に制御す

る。特に、制御部5は、記憶部5 7に格納される微小構造物抽出プログラムを自身のメ

モり上に展開し、これに従って表示に5 3、画像処理部5 8等を統括的に制御する。

０125 記憶部5 7は、微小構造物抽出プログラムを格納する。また、記憶部5 7は、ネットワ

ークを介して送受信部5 9が取得した画像群データ、或いは脱着可能な記憶媒体を

介して取得した画像データ等を格納する。

０126 画像処理部5 8 は、制御部5 5の制御のもと、既述の微小構造物抽出処理を実行す
る。

０127 送受信部5 9は、ネットワークを介して超音波診断装置や CS (P c e ぬch v ng

and Comm n ca on s em)サ一バと画像データを含む情報の送受信を行ぅ。

０128 また、本画像処理装置5は、微小構造物抽出処理専用デバイス5 2を具備している

。このデバイスは、当該画像処理装置5において微小構造物処理を〒ぅ際に必須とさ

れるものではないが、事後的に微小構造物処理を〒ぅ場合により良好な操作性を実

現するためのものである。具体例としては、以下の構成を持つものを挙げることができ

る。



０129 図22は、微小構造物抽出処理専用デバイス5 2の一例を示した図である。同図に

示すよぅに、微小構造物抽出処理専用デバイス5 2は、一般のパソコンに付属される

キーボード5 2０の他に、超音波プローブ型ジョイスティック5 2 、読影用専用ボタン5

22、及びトラックボール523 からなる。ジョイスティック5 2 は、少なくとも前後に移動

可能なレバー型の操作具であり、診断対象の画像データに対し、表示させるフレー

ム位置を制御することが可能となっている。具体的には、動画像の再生、逆再生、コ

マ送り、早送り再生などが、操作者が移動させたジョイステイソク5 2 の位置等と連動

するよぅになっている。このジョイスティック5 2 は、好適には超音波プローブと同様な

形状を有する。これによって操作者は、動画フレームを再生し、診断に必要な微小構

造物を発見した時 (普通、人間は認識に時間がかかるので、発見と同時にフレームを

停止できない) 、数フレーム戻って再確認する動作を、コンピュータによる事後読影診

断であっても、実際に被検体を走査するのと同様な感覚で、プローブの移動を停止

したり、走査方向を変えたりできることができる。

０13０ また読影用専用ボタン522 、微小構造物抽出処理を組み合わせた読影を効率

的に行ぅための種々の機能が割り付けられている。例えば、モニターに表示する画像

は、微小構造物抽出処理前後の画像をボタン入力により切り替えが可能となってい
る。その他、所望の画像フレームを静止画として別途保存するボタン、画像中に注釈

文字や矢印の入力など、診断装置上と同様の操作を指示する。またトラックボール5

23は、モニター上のポインターである。言ぅまでも無く、マウスで代用してもよい。

０131 なお、本画像処理装置5によって第 の微小構造物抽出処理を実行する場合には

、記憶部5 7に格納された画像群データに対して図 8に示すステップ 34～36ま

での処理が、また、第2の微小構造物抽出処理を実行する場合には、同じく記憶部5

7に格納された画像群データに対して図に示すステップ 33 ～36までの処理が、

それぞれ実行されることになる。

０132 本実施形態に係る画像処理装置によれば、第 又は第2の微小構造物抽出処理を

事後的に、例えば医用ワークステーション等の端末において実行することができる。

また、その際、微小構造物抽出処理専用デバイスを用いることで、撮影事後での画

像観察であるにも関わらず、実際に被検体を走査中にプローブの移動を停止したり、



走査方向を変えたりする状況と同様な感覚で、微小構造物抽出画像を表示すること

ができる。その結果、好適な微小構造物抽出画像を、高い操作性にて効率よく観察

することができ、医師等の作業負担を軽減させることができる。

０133 次に、本発明の第8の実施形態について説明する。本実施形態では、「薄スライス

音場」と「3次元的走査による複数の断層像」を取得することが必要条件であることか

らまず、超音波プローブ 2の詳細について説明する。

超音波プローブ 2は、アレイ変換器の方式によって、主に以下の種類に分類でき

る。

( ) アレイ(方位角操舵だけの単一行)

(2) 25 アレイ(仰角次元の電子合焦なしの多重行)

(3) 5 アレイ(電子合焦されるが、仰角次元に操舵されない)

(4) 75 アレイ(制限された三次元操舵を伴ぅ大きなピ、ソチ・アレカ
(5) 2 アレイ(広範な三次元操舵を伴ぅ微細ピ、ソチ・アレイ)

なお、「 」は「次元」を表しており、(2) から(5) のアレイは全て2次元状に配列され

ているので、 ・5 などと称されるが、この表現は数学で定義されるものとは異なり、

超音波診断装置分野での慣用表現である。上記のアレイのぅち、薄スライス音場を形

成可能なアレイは、(2) から(5) のアレイである。

０134 上記のよぅなアレイを用いて、複数の断層像を取得する場合において、断層面の位

置を微小に変ィビさせて複数の断層像を短時間で取得するための方式は、上記のア

レイの中で (4)及び (5) のアレイを使用することでそのまま実現可能であるが、それ以

外に、( )～(5) のアレイを用いて、振動子を機械的に揺動させて、3次元情報を得

る方法があり、このアレイをメヵニヵル揺動機能付きアレイと称する。本実施形態では

、好適なアレイとして、「メヵニヵル揺動機能付き ・25 アレイ」、もしくは「メヵニヵル
揺動機能付き ・5 アレイ」を用いることが好ま 、。 ・25 アレイの詳細は前述し

たとおりである。

０135 上記のアレイを用いた画像の取得方法について説明する。まず、超音波プローブ

2による超音波の送受波により、通常の モードと同様の手法で断層像を 枚取得す
る。引き続き電子的偏向あるいは機械的揺動により、前記断層像と異なる断面の断



層像を取得する。同様の操作を繰り返して、図23に示すよぅに、3次元的な領域の情

報を有する断層像群4０を取得する。なお、図23は誇張して表記しているが、実際の

各断層像の距離は微小である。また、実際の揺動では、各断層像の断面は厳密には

平行ではないが、扇角が微小な場合にはほぼ平行であるとして考察可能である。ま

た取得する画像の枚数は、図23では5枚としているが、好適には3～０枚程度であ

る。

０ 36 超音波診断装置の構成図における画像合成部27において、前記取得した断層像

群を 枚の画像に画像合成し、結果を 枚の断層像として表示部に表示する。この画

像合成手法にっいて、例えば、下記の2っの方法がある。

０137 (第 の合成方法 最大輝度投影法)

この方法では、画像合成部27は、画像群の全ての断層像に対して、空間的に同一

位置である画素に対する最大輝度を、対応する位置の画素に与えることにより、最終

的な 枚の断層像として画像合成を行ぅ。

この第 の合成方法により、ボリウムコンパウンドによるスペックル低減や組織構造

平滑化の効果に加え、薄スライス音場 (すなわち、薄スライス厚) の効果により、演算

対象となる断面群のどの断面に微小構造物が含まれていたとしても、そのエコー信

号は非常に高く検出される。更に、石灰ィビを捉える断面が複数であるため、超音波プ

ローブ 2或いは被検体の多少の動きに対しても、微小構造物の検出漏れを軽減で

きる。

０138 (第2の合成方法 代表輝度値法)

この方法では、画像合成部27は、まず、図24 に示すよぅに、各断層面の対応する

座標位置の画素に対して輝度解析を行ぅ。この場合において、特異点と判断される

べき輝度 (以下、「特異輝度」と称する 詳細は後述 ) が検出されれば、その画素の輝

度を、この特異輝度を代表輝度値とする。特異輝度が検出されない場合には、全て

の画素の平均輝度をその画素の代表輝度値とするか、もしくは、複数断層像のいず

れかの輝度を代表輝度値とする。

０ 39 図25 は、本方法の一例を示した図であり、対象断層像は5枚を想定している。図

25 は特異輝度が検出された場合であり、図25 は特異輝度が検出されない場合



を示す図である。図25 に示すよぅに、特異輝度が検出された場合には、図中点線

矢印で示す代表輝度値の輝度レベルを特異輝度と一致させている。図25 に示す
よぅに、特異輝度が検出されない場合には、図中点線矢印で示す代表輝度値の輝

度レベルは全画素の平均輝度レベルに一致させている。

０14０ 上記の特異輝度の検出方法には種々の方式が考えられるが、数例を挙げる。

( ) 輝度のしきい値のみで判断する方法がある。特異点の輝度レベルを予め定め

ておき、通常、グレースケール画像は256 階調であるので、最大輝度を256 とした場

合に、例えば、輝度レベルが2００以上の画素の輝度を特異輝度とする。そして、特

異輝度が複数見つかった場合は、最大のものを採用する。

０14 1 (2) 初めに対象となる画素の輝度値の平均値 ば と標準偏差 を求め、統計的に逸

脱する輝度を特異輝度とする。例えば、輝度が ば 3 以上の明るさの画素の輝度

を特異輝度とする。

０142 ここで、特異輝度あるいは平均値で新しい輝度を再生成する画像処理は、断層像

の全部あるいは一部について行われ、結果的に、新 、断層像が再構成され、表示

部に表示される。

０143 干渉縞であるスペックルパタンはランダムな振幅を持つため、第 の合成方法のよぅ

な最大輝度検出では、スペックルパタンの中でも山に相当する最大値が常に検出さ

れる。このため、描画性が損なわれる。本方法はこれを解消すると共に、微小石灰化

とのコントラスト比もより改善する。

０144 上記の説明では、表示される画像の全ての領域に上記の処理を施すよぅな説明を

行ったが、これに限らない。例えば、図26に示すよぅに、診断画像上に関心領域 (

) が設定された場合において、当該 のみに対して、本実施形態を適用する

ことができる。これにより、演算処理時間の短縮を図ることができる。なお、操作者は

入力装置から のサイズや位置を変更することが可能となっている。また、 O 外

の領域4 2は、前記複数得られた断層像のぅち、任意の 枚の画像 (例えば、最初 (或

いは最後 ) に取得した画像) をそのまま表示すれば良い。

０145 上記のよぅに、本発明の実施形態によれば、例えば乳癌検診において見落とされ

がちな微小石灰ィロ等の微小構造物を好適に観察することが可能な超音波診断装置



を実現することができる。

０146 なお、本発明は上記各実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では

その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体ィビできる。具体的な変形例と

しては、例えば次のよぅなものがある。

０147 本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーション

等のコンピュータにインストールし、これらをメモり上で展開することによっても実現す

ることができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログラム

は、磁気ディスク (フロッピ一 (登録商標 )ディスク、ハードディスクなど) 、光ディスク (C

など) 、半導体メモりなどの記録媒体に格納して頒布することも可能

である。

０148 また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより

、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの

構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み

合わせてもよい。

産業上の利用可能，性

０149 以上述べたよぅに、本発明によれば、例えば乳腺等の連続構造物と微小石灰化部

分等の微小構造物とを正確に区別し、微小構造物を抽出することができる超音波診

断装置及び超音波診断装置制御方法を実現することができる。



請求の範囲

被検体に対し超音波を送信し、当該超音波からの反射波を受信し、受信した反射

波に基づいて複数フレームのエコー信号を発生する超音波送受信ュニットと、

前記複数のフレームのエコー信号に基づいて、複数の二次元画像によって構成さ

れる三次元画像データを発生する画像データ発生ュニットと、

前記三次元画像データに含まれる微小構造物を強調する処理を〒ぅことで、第 の

画像を生成する画像生成ュニットと、

前記第 の画像を表示する表示ュニットと、

を具備する超音波診断装置。

2 前記三次元画像データに含まれる微小構造物を強調する処理は、前記三次元画

像データに含まれるスペックルパタン成分を軽減する信号処理である請求項 記載

の超音波診断装置。

3 前記画像生成ュニットは、

前記三次元画像データに含まれる所定の二次元画像を構成する画素と、前記三

次元画像データに含まれる他の二次元画像を構成する画素との関係を利用して前

記スペックルパタン成分を軽減する信号処理を実行することで、前記所定の二次元

画像に含まれる微小構造物を抽出し、

前記微小構造物が映像ィビされた前記第 の画像を生成する請求項2記載の超音

波診断装置。

4 前記スペックルパタン成分を軽減する信号処理は、カーネルパタンが三次元的に

定義されたC A (Co as a se a Ra e)処理、統計的類似度フイルタ

を用いた処理、空間ハイパスフイルタを用いた処理のいずれかである請求項2記載の

超音波診断装置。

5 前記画像生成ュニットは、

前記複数の二次元画像のそれぞれに対し前記スペックルパタン成分を軽減する信

号処理を〒ぅことで前記各二次元画像において所定の閾値以上の値を有する画素

を抽出し、

前記抽出された画素について前記複数の二次元画像間における関係を判定する



ための奥行き演算を〒ぅことにより、前記三次元画像データに含まれる所定の二次元

画像に含まれる微小構造物を抽出し、

前記微小構造物が映像ィビされた前記第 の画像を生成する請求項2記載の超音

波診断装置。

6 前記スペックルパタン成分を軽減する信号処理は、カーネルパタンが二次元的に

定義されたC A (Co as a se a Ra e)処理、統計的類似度フイルタ

を用いた処理、空間ハイパスフイルタを用いた処理のいずれかである請求項5記載の

超音波診断装置。

7 前記画像生成ュニットは、

前記複数の二次元画像のそれぞれに対し前記スペックルパタン成分を軽減する信

号処理を行った後、前記各二次元画像上の画素について、当該画素の値及びその

近傍に位置する画素の値のぅちの最大値を当該画素の新たな値とする画像処理を

実行し、

前記画像処理の後、前記奥行き演算処理を実行する請求項5記載の超音波診断

8 前記画像生成ュニットは、

前記複数の二次元画像間の移動ベクトルを算出し、

前記算出された移動ベクトルに基づいて、前記複数の二次元画像間の位置ずれを

補正する補正処理を実行し、

前記補正処理の後、前記奥行き演算処理を実行する請求項5記載の超音波診断

9 前記三次元画像データは、前記被検体に対し超音波を送信するための複数の超

音波振動子を揺動させる機構を有する超音波プローブ、又は前記複数の超音波振

動子が二次元的に配置された超音波プローブを用いて取得されたものである請求項

2記載の超音波診断装置。

０ 前記三次元画像データに含まれる微小構造物を強調する処理は、前記三次元画

像データに含まれる第 の超音波画像及び当該第 の超音波画像の位置に基づい
て決定される第2の超音波画像を用いて微小構造物を抽出する画像処理であって、



前記第 の超音波画像上の各画素にっき、前記第2の画像において空間的に対応

する画素を含む参照領域内の最大画素値を差分する微小構造物抽出処理を実行

することで、微小構造物抽出画像を生成する処理である請求項 記載の超音波診断

複数の超音波画像の中から、前記第2の超音波画像を指定するための指定ュニッ
トをさらに具備する請求項 ０記載の超音波診断装置。

2 複数の超音波画像のそれぞれと前記第 の超音波画像とを用いて前記微小構造

物抽出処理を実行することで、複数の前記第 の画像を生成し、前記複数の第 の

画像のそれぞれに関する画素値の総和に基づいて、前記第2の超音波画像を指定

する指定ュニットをさらに具備する請求項 ０記載の超音波診断装置。

3 前記参照領域のサイズを指定するための指定ュニットをさらに具備する請求項 ０

記載の超音波診断装置。

4 前記第2の超音波画像は、前記第 の超音波画像に関して対称に位置する二つの

超音波画像であって、

前記画像処理ュニットは、前記第2の超音波画像のそれぞれについて前記微小構

造物抽出処理を実行した結果に基づいて、前記微小構造物抽出画像を生成する請

求項 ０記載の超音波診断装置。

5 前記画像処理ュニットは、

複数の前記第 の超音波画像について前記微小構造物抽出処理を実行すること

で、複数の前記微小構造物抽出画像を生成し、

前記複数の微小構造物抽出画像を用いた最大値投影処理を実行することで、最

大値投影画像を生成し、

前記表示ュニットは、前記最大値投影画像を所定の形態にて表示する請求項 ０

超音波診断装置。

6 前記画像処理ュニットは、

前記第 の超音波画像について、スペックルパタン成分を除去するための所定の

処理を実行し、

前記所定の処理後の前記第 の超音波画像を用いて、前記微小構造物抽出処理



を実行する請求項 ０記載の超音波診断装置。

7 前記表示ュニットは、前記第 の超音波画像に付加された超音波プローブの位置

に関する情報に基づいて、超音波プローブの位置が示されたボディマークを表示す

る請求項 ０超音波診断装置。

8 前記微小構造物抽出処理を実行する場合に、その空間的な動きに連動して前記

第 の超音波画像の位置を指定する指定ュニットをさらに具備する請求項 ０記載の

超音波診断装置。

9 前記画像生成ュニットは、前記三次元画像データに含まれる複数の位置に対応す

る複数の画素のそれぞれに対し、所定距離離れた参照領域内の最大画素値を差分

する微小構造物抽出処理を実行することで、微小構造物抽出画像を生成し、

前記表示ュニットは、前記微小構造物抽出画像を所定の形態にて表示する請求項

０記載の超音波診断装置。

2０ 前記超音波送受信ュニットは、2次元的に配列された振動素子を用いて断層像に

垂直方向に薄厚な音場を形成しながら、被検体を3次元的に走査することによって、

前記薄厚な音場と略平行な方向に対して前記複数フレームのエコー信号を発生し、

前記画像生成ュニットは、前記複数フレームのエコー信号に基づく前記複数の断

層像の輝度情報を用いて、2次元断層像を再構成する請求項 記載の超音波診断

2 前記超音波送受信ュニットは、電子遅延回路又は機械式揺動機構により、前記振

動素子により、前記被検体を3次元的に走査する請求項2０記載の超音波診断装置

22 前記表示ュニットは、再構成された前記2次元断層像を表示する請求項2０記載の

超音波診断装置。

23 前記画像生成ュニットは、前記複数の断層像について最大輝度投影法によって前

記2次元断層像を生成する請求項2０記載の超音波診断装置。

24 前記画像生成ュニットは、前記複数の断層像について対応する各画素の輝度につ

いて統計処理を 、竹 、その結果に基づいて決定された代表輝度値を画素値として構

成さすることで、前記2次元断層像を生成する請求項2０記載の超音波診断装置。



25 超音波診断装置に、

被検体に対し超音波を送信させ、

前記超音波からの反射波を受信させ、

前記受信した反射波に基づいて複数フレームのエコー信号を発生させ、

前記複数のフレームのエコー信号に基づいて、複数の二次元画像によって構成さ

れる三次元画像データを発生させ、

前記三次元画像データに含まれる微小構造物を強調する処理を〒ぅことで、第 の

画像を生成させ、

前記第 の画像を表示させること、

を具備する超音波診断装置の制御方法。
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国際調査報告 P C T / 2 O O 7 / 0 5 7 2 1 9

第 π欄 請求の範囲の— 部の調査かてきなV きの青見 (第 1 - の 2 の続き )

供第 8条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a)) の規定によ り、 こ (D 国際調査報告は次の理由によ 請大 ( 範囲 (D 一部に て作
成 しなか た。

1 ・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をす こ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

2 ・ 汀 請求の範囲 は、 有青義な国際調査をす こ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

3 ・ r 請求の範囲 は、 従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 2 文及ひ第3文 (D規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明 単 性か欠如 て る とき 意見 (第 1 の 3 の続き)

次に辻 るょ にこの国際 願に二以上の発明かぁ この国際調査機関は認めた
特許請木の範囲を、先行技術に対 して行 貢献を明示した技術的特徴 (特別な技術的特 )

観点で特許請求の範囲を整理する 、次の [ ] で区分した通 り、 4 の発明 らなる。
(請求の範囲 1 — 6 は Tadashi YAMAGUCHI e t al, Jpn J . Appl. Phys. , 2000. 05 vol. 39

part 1, no 5B, pp. 3266-3269 に記載されて る通 り、公知である ら、特別な技術的特徴は、
請求の範囲 7 で初めて明示される。)

[ 1 - 7 , 9 , 2 5 [ 8 ] [ 1 O - 1 9 ] [ 2 0 -- 2 4 ]

1 ・汀 出願人か必 要な追加調査手教料をす て期間内に納付 したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した

2 ・汗 追加調査手数科を要求するまてもな <、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加洞査手教科の納付を求めな た

3 ・亡 出腫人か必要な追加調査手教科を一部のみしか期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、 手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・r 出願人か必要な追加調査手教科を期間内に納付 しなか たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次 ( 請求 ( 範囲に て作成 た。

追加洞査手教科の異議の中立てに関する任青
r 追加洞査手数科及ひ、 咳当する場合には、異議申立手教科 納付 と共に、 願人 ら異議申立てかあ た。

汀 追加摘査手数科の納付と共に 願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示 た期間
内に支払われな た。

Γ 追加調査手教料の納付を什 5異議申立てかな た

様式PCTノISAノ210 (第 1 - の続葉 (2) ) (2005年4月)
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