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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の断層像を示す複数の医用画像情報を取得する医用画像情報取得手段と、
　複数の前記医用画像情報から評価領域をそれぞれ抽出する評価領域抽出手段と、
　前記評価領域を表示装置に表示する評価領域表示手段と、
　前記評価領域から骨領域と筋肉領域を特定し、複数の前記医用画像情報からそれぞれ特
定された前記骨領域について位置合わせの基準となる基準領域として前記骨領域の重心を
含む基準線を抽出し、複数の前記医用画像情報に必要に応じて平行移動処理、回転移動処
理、拡大縮小処理の少なくともいずれかの処理を施し、複数の前記医用画像情報の前記基
準領域を一致させて表示する評価領域比較表示手段と、
　を具備することを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記評価領域抽出手段は、取得された前記医用画像情報に基づいて脂肪領域を特定し、
前記筋肉領域の輪郭を示す輪郭曲線を算出し、前記脂肪領域を前記輪郭曲線の内外で分割
して、前記輪郭曲線の内側の評価領域を第1評価領域、及び前記輪郭曲線の外側の評価領
域を第2評価領域として抽出し、
　前記評価領域表示手段は、前記第1評価領域と前記第2評価領域とを区別して表示するこ
とを特徴とする請求項1に記載の医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記評価領域抽出手段は、前記筋肉領域に接する直線群を作成し、前記直線群によって
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形成される閉領域に内接する曲線を、前記輪郭曲線として得ることを特徴とする請求項2
に記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記評価領域抽出手段は、前記筋肉領域の輪郭上の複数の尖端点を求め、前記複数の尖
端点を補間した曲線を算出して、前記筋肉領域の輪郭を示す前記輪郭曲線として得ること
を特徴とする請求項2に記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記評価領域比較表示手段は、更にそれぞれ特定された前記筋肉領域を重ね合わせて表
示することを特徴とする請求項1に記載の医用画像処理装置。
【請求項６】
　前記評価領域比較表示手段は、抽出された前記基準領域に含まれる所定の点を基準点に
設定し、前記基準点を含む基準線を設定し、前記基準点から前記筋肉領域の輪郭までの距
離と、前記基準線との成す角度とを対応させて表示することを特徴とする請求項1に記載
の医用画像処理装置。
【請求項７】
　前記評価領域抽出手段は、前記取得された医用画像情報のCT値に基づいて骨領域を抽出
し、前記骨領域が複数の場合には前記骨領域ごとに求める所定点に基づいて前記基準点を
算出することを特徴とする請求項6に記載の医用画像処理装置。
【請求項８】
　コンピュータを、被検体の断層像を示す複数の医用画像情報を取得する医用画像情報取
得手段と、複数の前記医用画像情報から評価領域をそれぞれ抽出する評価領域抽出手段と
、前記評価領域を表示装置に表示する評価領域表示手段と、前記評価領域から骨領域と筋
肉領域を特定し、複数の前記医用画像情報からそれぞれ特定された前記骨領域について位
置合わせの基準となる基準領域として前記骨領域の重心を含む基準線を抽出し、複数の前
記医用画像情報に必要に応じて平行移動処理、回転移動処理、拡大縮小処理の少なくとも
いずれかの処理を施し、複数の前記医用画像情報の前記基準領域を一致させて表示する評
価領域比較表示手段と、を具備する医用画像処理装置として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、X線CT装置、MRI装置、超音波診断装置等の医用画像撮影装置によって取得さ
れた医用画像情報を処理して表示する医用画像処理装置に関する。詳細には、医用画像情
報に基づいてトレーニング効果や治療効果を診断するための画像を生成する医用画像処理
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高齢化社会における医療費削減のため、高齢者の筋肉トレーニングの必要性が認
識されつつある。筋肉トレーニングは、スポーツ選手や、怪我等のリハビリ治療における
患者に対しても行われる。
【０００３】
　例えば、大腿部の筋肉(大腿筋)は、体を支えたり、走ったり、ジャンプしたり、膝を伸
ばしたり、という動作に関係する筋肉である。大腿筋の前側の筋肉は足を伸ばす役目とな
り、後ろ側にある筋肉は足を曲げる役割を持つ。このように重要な役割を持つ大腿筋は、
前後どちらの筋肉もトレーニングにより強化する必要がある。
【０００４】
　スポーツ選手や患者等は、筋肉トレーニングを行うことで筋肉が太くなる。トレーニン
グ効果の程度を知る指標の1つとして、筋肉断面の面積を計測して経時的に比較する方法
がある。例えば、医用画像撮影装置によって取得された被検体の医用画像情報を表示装置
に表示させ、操作者がマウス等を操作して大腿部断層像の筋肉断面の面積等の計測を行う
方法がある。
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【０００５】
　また、筋肉内脂肪量を、筋肉トレーニングの効果の程度を知るための指標とする方法が
ある。筋肉内の脂肪量を定量的に測定し、トレーニングの効果を診断する。
【０００６】
　筋肉内脂肪量の指標として、個人差のある筋肉組織および筋肉内の脂肪片のCT値に依存
せず、筋肉組織画像の平滑化画像及び鮮明化画像の差分画像から算出する分散値を用いる
方法がある(例えば、［特許文献1］参照。)。
【０００７】
【特許文献１】特開2004－81394号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、［特許文献1］が示す技術は、筋肉領域を包む筋膜を抽出することがで
きない。筋膜は医用画像等には薄くしか写らないので目視による識別も、コンピュータに
よる筋膜の自動認識も困難である。従って、［特許文献1］では筋膜によって脂肪領域を
筋肉内脂肪と皮下脂肪とに分割して筋肉内脂肪量を高精度に求めることは困難であるとい
う課題があった。
【０００９】
　また、従来、操作者は、断層像における筋肉領域の面積の経時変化を計測して筋肉トレ
ーニングの効果を判断していたが、筋肉の種類別に面積を計測して比較する方法は時間を
要するため効率的な診断ができないという問題点があった。また、従来は筋肉断面面積の
経時変化が、効果的に表示されていないという課題があり、操作者による迅速で正確な診
断が困難であるという問題点があった。
【００１０】
　本発明は、以上の課題に鑑みてなされたものであり、医用画像情報の評価領域を効果的
に抽出して評価領域を正確かつ迅速に診断することを可能とする医用画像処理装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述した目的を達成するための第1の発明は、被検体の断層像を示す医用画像情報を取
得する医用画像情報取得手段と、取得された前記医用画像情報に含まれるそれぞれの組織
に対する評価領域を前記組織毎に画素値、濃度値、輝度値の少なくとも1つの値により抽
出する評価領域抽出手段と、前記評価領域を表示装置に表示する評価領域表示手段と、を
具備することを特徴とする医用画像処理装置である。
【００１２】
　第1の発明の医用画像処理装置は、被検体の断層像を示す医用画像情報を取得し、取得
された医用画像情報に含まれるそれぞれの組織に対する評価領域を組織毎に画素値、濃度
値、輝度値の少なくとも1つの値により抽出し表示装置に表示する。
【００１３】
　医用画像情報は、X線CT装置やMRI装置や超音波撮影装置等の医用画像撮影装置によって
撮影された被検体の断層像を示す画像情報である。
　評価領域とは、被検体の断層像における筋肉領域、骨領域、脂肪領域等の組織のうち少
なくとも1つの組織領域である。
【００１４】
　また、評価領域は、筋肉トレーニングの効果を評価するために組織の画素値、濃度値、
輝度値等の値により抽出される領域である。評価領域は、抽出された特定の組織領域(例
えば筋肉領域)であってもよいし、組織領域に基づいて算出された、例えば組織領域に外
接する曲線等(例えば、筋肉領域に外接する筋膜)であってもよい。
【００１５】
　第1の発明では、医用画像処理装置は、被検体の断層像を示す医用画像情報に含まれる
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それぞれの組織毎に、診断に有用な評価領域を効果的に抽出し表示するので、正確かつ迅
速な診断を行うことができる。
【００１６】
　また、医用画像処理装置は、取得された医用画像情報に基づいて筋肉領域及び脂肪領域
を抽出し、筋肉領域の輪郭を示す輪郭曲線を算出し、脂肪領域を輪郭曲線の内外で分割し
て、輪郭曲線の内外の領域を区別して表示してもよい。
【００１７】
　これにより、筋肉領域の輪郭を示す輪郭曲線を、目視での認識が困難であった筋膜に近
似することができる。また、筋肉領域の内外の脂肪量を区別できるので、筋肉内脂肪量を
高精度に求めることが可能になる。
【００１８】
　また、筋肉領域に接する直線群を作成し、直線群によって形成される閉領域に内接する
曲線を、輪郭曲線として得るようにしてもよい。
【００１９】
　また、筋肉領域の輪郭上の複数の尖端点を求め、複数の尖端点を補間した曲線を算出し
て、筋肉領域の輪郭を示す輪郭曲線として得るようにしてもよい。複数の尖端点をスプラ
イン補間方法を用いて補間し、曲線を算出してもよい。
【００２０】
　また、医用画像処理装置は、複数の医用画像情報に基づいて、それぞれの評価領域を抽
出して表示装置に比較可能に表示してもよい。例えば撮影時期の異なる複数の医用画像情
報の所定の領域を比較可能に表示してもよい。
【００２１】
　また、医用画像処理装置は、取得された複数の医用画像情報に基づいて評価領域を抽出
し、抽出された評価領域から骨領域と筋肉領域とを特定し、それぞれ特定された骨領域に
ついて位置合わせの基準となる基準領域を抽出し、複数の医用画像情報に必要に応じて平
行移動処理、回転移動処理、拡大縮小処理の少なくともいずれかの処理を施して基準領域
を一致させて表示してもよい。
【００２２】
　医用画像処理装置は、基準領域を一致させ、更にそれぞれ特定された筋肉領域を重ね合
わせて表示してもよい。これにより、複数の医用画像情報の筋肉領域の面積を迅速に比較
し評価することが可能になる。
【００２３】
　また、医用画像処理装置は、抽出された基準領域に含まれる所定の点を基準点に設定し
、基準点を含む基準線を設定し、基準点から筋肉領域の輪郭までの距離と、基準線との成
す角度とを対応させて表示するようにしてもよい。基準領域が大腿骨の骨領域の場合は、
大腿骨の突起部分を基準点にしてもよい。また、基準線は、基準点と、大腿骨の重心を結
んだ直線に設定してもよい。
【００２４】
　これにより、筋肉領域を構成する各筋肉について個別に評価を行わずとも、基準点に対
してどの方向にある筋肉が増大したかを近似的に診断することができる。
【００２５】
　また、医用画像処理装置は、取得された医用画像情報のCT値に基づいて骨領域を抽出し
、骨領域が複数の場合には骨領域ごとに求める所定点に基づいて基準点を算出するように
してもよい。
【００２６】
　例えば、医用画像情報の骨領域が2つの場合には、医用画像は下腿部の画像であると判
断される。下腿部は、脛骨と腓骨とが骨領域として抽出され、脛骨と腓骨のそれぞれの重
心を所定点とし、所定点の中心を基準点として設定してもよい。また、脛骨と腓骨のそれ
ぞれの重心を結ぶ直線を基準線に設定してもよい。
【００２７】
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　これにより、医用画像処理装置は、大腿部と下腿部の医用画像情報を自動的に識別する
ので、診断の効率を向上させることができる。また、医用画像処理装置は、下肢部の画像
情報の診断だけではなく、腹部や胸部等の評価領域(脂肪領域や筋肉領域等)の診断にも応
用することができる。
【００２８】
　第2の発明は、被検体の断層像を示す医用画像情報を取得する医用画像情報取得ステッ
プと、取得された前記医用画像情報に含まれるそれぞれの組織に対する評価領域を前記組
織毎に画素値、濃度値、輝度値の少なくとも1つの値により抽出する評価領域抽出ステッ
プと、前記評価領域を表示装置に表示する評価領域表示ステップと、を含むことを特徴と
する医用画像処理方法である。
　第2の発明は、第1の発明の医用画像処理装置における医用画像処理方法に関する発明で
ある。
【００２９】
　第3の発明は、コンピュータを、被検体の断層像を示す医用画像情報を取得する医用画
像情報取得手段と、取得された前記医用画像情報に含まれるそれぞれの組織に対する評価
領域を前記組織毎に画素値、濃度値、輝度値の少なくとも1つの値により抽出する評価領
域抽出手段と、前記評価領域を表示装置に表示する評価領域表示手段と、を具備する医用
画像処理装置として機能させるプログラムである。
　第3の発明は、コンピュータを第1の発明の医用画像処理装置として機能させるプログラ
ムに関する発明である。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、医用画像情報の評価領域を効果的に抽出して評価領域を正確かつ迅速
に診断することを可能とする医用画像処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】医用画像処理装置1のハードウェア構成図
【図２】医用画像処理装置1の全体動作を示すフローチャート
【図３】大腿部断面図31を示す図
【図４】筋膜の算出と筋膜内外の脂肪領域の抽出処理を示すフローチャート
【図５】画像情報301を示す図
【図６】画像情報302を示す図
【図７】曲線61の抽出方法の説明図
【図８】筋膜を近似する曲線61を含む画像情報303を示す図
【図９】画像情報304を示す図
【図１０】筋肉内脂肪領域67を含む画像情報305を示す図
【図１１】筋肉内脂肪領域67と皮下脂肪領域69を区別する画像情報306を示す図
【図１２】筋肉領域の比較処理を示すフローチャート
【図１３】画像情報401を示す図
【図１４】画像情報402を示す図
【図１５】画像情報401と画像情報402とを重畳した画像情報403を示す図
【図１６】画像情報404を示す図
【図１７】表示方法の選択の画面501を示す図
【図１８】重畳表示の画面502を示す図
【図１９】極座標の設定を説明する図
【図２０】動径表示の画面503を示す図
【図２１】大腿部又は下腿部の筋肉領域の比較処理を示すフローチャート
【図２２】下腿部断面図98の原点と基準線の求め方を示す図
【符号の説明】
【００３２】
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　1　医用画像処理装置、3　ネットワーク、5　医用画像撮影装置、7　画像データベース
、9　CPU、11　主メモリ、13　記憶装置、15　表示メモリ、17　表示装置、19　コントロ
ーラ、21　マウス、23　キーボード、25　ネットワークアダプタ、27　システムバス、31
　大腿部断面図、33　大腿骨、35　外側広筋、37　内側広筋、39　筋膜、41　薄筋、43　
縫工筋、45　大腿部皮膚、47　皮下脂肪、51　空気領域、53　骨領域、55　大腿部皮膚、
57　筋肉領域、59　接線、61　曲線、63　外領域、65　内領域、67　筋肉内脂肪領域、69
　皮下脂肪領域、71－1、71－2、103　筋肉領域、73、73－1、73－2　大腿骨、75　患者
名、77　撮影部位、79　撮影日、81　「重畳表示」ボタン、83　「動径表示」ボタン、85
－1、85－2　筋肉面積表示、87　「終了」ボタン、89　「戻る」ボタン、91　大腿骨突起
部、93　大腿骨重心、94、108　基準線、95　角度、97　距離、98　下腿部断面図、99　
脛骨、101　腓骨、105　腓骨重心、107　脛骨重心、109　極座標原点、301～306、401～4
04　画像情報、501～503　画面
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、
以下の説明及び添付図面において、同一の機能構成を有する構成要素については、同一の
符号を付することにより重複説明を省略することにする。また、以下に説明する実施形態
では、主として、被検体の大腿部を診断対象部位とし、医用画像情報として大腿部のX線C
T画像の画像処理を行うものとして説明する。
【００３４】
　(1．医用画像処理装置1の構成)
　最初に、図1を参照しながら、医用画像処理装置1の構成について説明する。
　図1は、医用画像処理装置1のハードウェア構成図である。　
　医用画像処理装置1は、CPU9、主メモリ11、記憶装置13、表示メモリ15、表示装置17、
コントローラ19に接続されたマウス21やキーボード23、ネットワークアダプタ25がシステ
ムバス27によって接続されて構成される。医用画像処理装置1は、ネットワーク3を介して
医用画像撮影装置5や画像データベース7に接続される。
【００３５】
　CPU9は、各構成要素の動作を制御する装置である。CPU9は、記憶装置13に格納されるプ
ログラムやプログラム実行に必要なデータを主メモリ11にロードして実行する。記憶装置
13は、医用画像撮影装置5により撮影された医用画像情報をLAN(ローカルエリアネットワ
ーク)等のネットワーク3を介して取得して格納する装置である。また、記憶装置13には、
CPU9が実行するプログラムやプログラム実行に必要なデータが格納される。主メモリ11は
、CPU9が実行するプログラムや演算処理の途中経過を記憶するものである。
【００３６】
　マウス21やキーボード23は、操作者が医用画像処理装置1に対して操作指示を行う操作
デバイスである。表示メモリ15は、液晶ディスプレイやCRT等の表示装置17に表示するた
めの表示データを格納するものである。コントローラ19は、マウス21の状態を検出して、
表示装置17上のマウスポインタの位置を検出し、検出信号をCPU9へ出力するものである。
ネットワークアダプタ25は、医用画像処理装置1をLAN、電話回線、インターネット等のネ
ットワーク3に接続するためのものである。
【００３７】
　医用画像撮影装置5は、被検体の断層画像等の医用画像情報を撮影する装置である。医
用画像撮影装置5は、例えば、X線CT装置やMRI装置や超音波撮影装置である。画像データ
ベース7は、医用画像撮影装置5によって撮影された医用画像情報を記憶するデータベース
システムである。画像データベース7は、ネットワーク3に接続される複数の他の医用画像
撮影装置によって撮影された医用画像情報を蓄積するものであってもよい。
【００３８】
　＜医用画像情報の評価の概要＞
　(2．医用画像処理装置1の動作)
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　次に、図2、図3を参照しながら、医用画像処理装置1による大腿部の断面情報の評価画
像作成の概要について説明する。　
　図2は、医用画像処理装置1の全体動作を示すフローチャートである。　
　図3は、大腿部断面図31を示す図である。　
　大腿部断面図31(図3)に示すように、大腿部の筋肉領域は大腿骨33を囲み、筋肉領域は
筋膜39で覆われる。操作者は、同じ脂肪領域である、筋膜39の外側にある皮下脂肪47と、
筋膜39の内側にある筋肉内脂肪とを区別して評価する場合がある。
【００３９】
　筋膜内外の脂肪領域を評価する場合(ステップ1001のYES)、医用画像処理装置1は「筋膜
の算出と筋膜内外の脂肪領域の抽出処理」を行う(ステップ1002)。「筋膜の算出と筋膜内
外の脂肪領域の抽出処理」は、取得した医用画像情報から筋膜を抽出し、筋膜を境界とし
て脂肪領域を分割する処理であり、詳細については後述する。
【００４０】
　皮下脂肪47と筋肉内脂肪とが区別して表示された結果に基づいて、操作者は脂肪領域の
面積測定等を行ってトレーニングや治療の効果を評価する(ステップ1003)。トレーニング
により筋肉内の脂肪量が減少することが望ましいので、例えば経時的に筋肉内脂肪量の測
定を行うことにより、操作者はトレーニング効果を高精度に判定することができる。
【００４１】
　筋膜内外の脂肪領域の評価を行わない場合(ステップ1001のNO)、又は筋膜内外の脂肪領
域の評価が終了した場合にはステップ1004に進む。筋肉領域の変化を比較する場合(ステ
ップ1004のYES)、医用画像処理装置1は「筋肉領域の比較処理」を行う(ステップ1005)。
「筋肉領域の比較処理」は、例えば撮影時期の異なる複数の医用画像情報について、筋肉
領域の経時変化を比較する処理である。操作者は、筋肉領域の増減を判定することでトレ
ーニングや治療の効果を判定することができる。「筋肉領域の比較処理」の詳細について
は後述する。
【００４２】
　撮影時期の異なる複数の医用画像について筋肉領域を比較表示し、操作者はトレーニン
グ効果を評価する(ステップ1006)。大腿部の筋肉は、大腿の前部にある外側広筋35や内側
広筋37、大腿の後部にあるハムストリングス(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋)等、数種
類の筋肉から成る。どのようなトレーニングでどの筋肉に効果が表れているかを、撮影時
期の異なる大腿部断面図31の医用画像を用いて比較することによって高精度に判定するこ
とが可能になる。
【００４３】
　＜第1実施形態＞
　(3．筋膜の算出と筋膜内外の脂肪領域の抽出処理)
　次に、図4～図11を参照しながら、第1実施形態について説明する。
【００４４】
　(3－1．筋肉領域の抽出)
　図4は、医用画像処理装置1による、筋膜の算出と筋膜内外の脂肪領域の抽出処理を示す
フローチャートである。　
　医用画像処理装置1のCPU9は、医用画像撮影装置5によって撮影された医用画像情報を記
憶装置13あるいは画像データベース7から取得して、主メモリ11に読み込む(ステップ2001
)。
【００４５】
　図5は、取得された画像情報301を示す図である。画像情報301は、X線CT装置で撮影され
た大腿部の断層像情報である。大腿部皮膚55の外側は、空気領域51である。骨領域53は大
腿骨である。
【００４６】
　次に、医用画像処理装置1は、画像情報301のCT値の低い領域である空気領域51の画像情
報を削除し領域A(図示せず。)を得る(ステップ2002)。即ち、空気領域51のCT値(－1000HU
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(Housfield Unit))を有する画像情報を画像情報301から削除する。従って、領域Aは画像
情報301全体から空気領域51を除去した領域である。
【００４７】
　次に、医用画像処理装置1は、領域Aから骨領域53を示す高いCT値(約1000HU)を有する画
像情報を削除し領域B(図示せず。)を得る(ステップ2003)。従って、領域Bは領域Aから骨
領域53を除去した領域である。
【００４８】
　医用画像処理装置1は、領域Bから、筋肉領域57に対応するCT値(約30～80HU)を示す画像
情報を抽出して画像情報302(図6)を得る(ステップ2004)。尚、領域BからCT値に基づいて
脂肪や皮膚の情報を削除することにより筋肉領域57を求めても良い。　
　図6は、画像情報302を示す図である。画像情報302は、抽出された筋肉領域57を示す。
【００４９】
　(3－2．筋膜の抽出)
　次に、医用画像処理装置1は、筋肉領域57の輪郭を示す曲線61を抽出する(ステップ2005
)。
　図7は、曲線61の抽出方法の1例の説明図である。　
　医用画像処理装置1は、筋肉領域57に外接する任意の複数の接線59をひく。医用画像処
理装置1は、複数の接線59に囲まれて形成される閉領域に内接する曲線61を算出する。算
出された曲線61は、目視等で認識することが困難な筋膜として近似することができる。接
線59の数が多いほど、高精度に曲線61を求めることが可能である。
【００５０】
　次に、曲線61の抽出方法の別の例を説明する(図示せず。)。医用画像処理装置1は、筋
肉領域57の輪郭上にある任意の複数の尖端点を設定する。尖端点の設定方法は、1例とし
て、筋肉領域57の内側に基準点を定め、この基準点から筋肉領域57の輪郭までの距離が長
い順に、輪郭上の点を尖端点として複数個設定する。医用画像処理装置1は、設定された
尖端点をスプライン補間することにより、曲線61を得る。設定される尖端点の数が多いほ
ど、高精度に曲線61を求めることが可能である。
　図8は、筋膜を近似する曲線61を含む画像情報303を示す図である。　
　筋肉領域57を覆う筋膜は、筋肉領域57に外接する曲線61として抽出される。
【００５１】
　(3－3．筋膜内外の脂肪領域の区別)
　次に、医用画像処理装置1は、抽出した筋肉領域57の輪郭を示す曲線61を境界として、
領域B(画像情報301から空気領域51と骨領域53を除去した領域)を、外領域63と内領域65に
分け画像情報304を得る(ステップ2006：図9)。
　図9は、画像情報304を示す図である。画像情報304は、曲線61の外領域63(大腿部皮膚55
と曲線61の間)と、内領域65(曲線61に囲まれる閉領域)とを示す。
【００５２】
　次に、医用画像処理装置1は、内領域65から、CT値を利用して筋肉領域や骨領域や血管
領域等の画像情報を除去して筋肉内脂肪領域67を得る(ステップ2007：図10)
　図10は、画像情報305を示す図である。画像情報305は、曲線61と、曲線61の内部の筋肉
内脂肪領域67とを示す。
【００５３】
　次に、医用画像処理装置1は、外領域63から、CT値を利用して血管領域や皮膚領域等の
画像情報を除去して皮下脂肪領域69を得る(ステップ2008)。
　図11は、画像情報306を示す図である。画像情報306は、ステップ2007で得られる筋肉内
脂肪領域67と、ステップ2008で得られる皮下脂肪領域69とが区別して示される。
【００５４】
　医用画像処理装置1は、抽出結果である筋肉内脂肪領域67と皮下脂肪領域69とを区別し
て表示装置17に表示する(ステップ2009)。医用画像処理装置1は、筋肉内脂肪領域67や皮
下脂肪領域69等の領域面積を算出して表示してもよい。医用画像処理装置1は、筋肉内脂
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肪領域67や皮下脂肪領域69等のそれぞれの領域を、異なる色や表示手段(異なる網掛け模
様等)を用いて表示してもよい。
　医用画像処理装置1は、上記抽出結果を記憶装置13に保存する(ステップ2010)。　
【００５５】
　(3－4．第1実施形態の効果)
　以上述べたように、第1実施形態では、医用画像処理装置1は、仮想的な筋膜を求め、筋
膜を境界として脂肪領域を皮下脂肪領域と筋肉内脂肪領域とに自動的に分割することがで
きる。従って筋肉トレーニングや治療の結果としての筋肉内脂肪の量を定量的に高精度に
求めることが可能になる。特に、筋膜の位置は、筋肉トレーニングや治療の結果として経
時的に変化するものであるから、筋膜を境界として脂肪領域を分割する第1実施形態は、
後述する第2実施形態のように、脂肪領域の経時的な変化を観察する際に有効である。
【００５６】
　また、皮下脂肪領域と筋肉内脂肪領域とに分割した領域が、視覚的に区別して表示され
るので、操作者の診断ミスを防止することができ、操作者による高精度な診断が可能にな
る。
【００５７】
　＜第2実施形態＞
　(4．筋肉領域の比較処理)
　次に、図12～図20を参照しながら、第2実施形態について説明する。第2実施形態では、
撮影時期の異なる複数の医用画像情報を比較し、筋肉トレーニングや治療の効果を、特に
筋肉領域の変化を比較することで診断する。
【００５８】
　(4－1．比較する筋肉領域の抽出)
　図12は、医用画像処理装置1の筋肉領域の比較処理を示すフローチャートである。　
　医用画像処理装置1のCPU9は、医用画像撮影装置5によって撮影された第1の画像情報を
記憶装置13あるいは画像データベース7から取得して、主メモリ11に読み込む(ステップ30
01)。
【００５９】
　医用画像処理装置1は、第1の画像情報から、CT値を利用して筋肉領域71－1を抽出し、
画像情報401を得る(ステップ3002：図13)。
　図13は、画像情報401を示す図である。画像情報401は、撮影日「y1年m1月n1日」に撮影
された第1の画像情報から筋肉領域71－1と大腿骨73－1の領域を抽出して得られた画像情
報である。
【００６０】
　次に、医用画像処理装置1は第1の画像情報と同条件で異なる撮影日に撮影された第2の
画像情報を記憶装置13あるいは画像データベース7から取得して、主メモリ11に読み込む(
ステップ3003)。
　医用画像処理装置1は、第2の画像情報から、CT値を利用して筋肉領域71－2を抽出し、
画像情報402を得る(ステップ3004：図14)。
　図14は、画像情報402を示す図である。画像情報402は、撮影日「ｙ2年ｍ2月ｎ2日」に
撮影された第2の画像情報から筋肉領域71－2と大腿骨73－2の領域を抽出して得られた画
像情報である。
【００６１】
　(4－2．画像情報の位置調整)
　次に、医用画像処理装置1は画像情報401(図13)と画像領域402(図14)とを重ね、画像情
報403を得る(図15)。
　図15は、画像情報403を示す図である。画像情報403は、単に画像情報401と画像情報402
とを重ねたものなので、画像情報401の筋肉領域71－1と、画像情報402の筋肉領域71－2と
の比較は困難である。
【００６２】
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　医用画像処理装置1は、画像情報401の大腿骨73－1の領域と、画像情報402の大腿骨73－
2の領域とが重なるように、一方又は両方の画像情報の平行移動、回転移動等を行って位
置合わせを行い、画像情報404を得る(ステップ3005：図16)。尚、いずれかの画像情報の
拡大縮小処理を行ってもよい。
【００６３】
　図16は、画像情報404を示す図である。画像情報404は、画像情報401の大腿骨73－1と、
画像情報402の大腿骨73－2とが一致するように位置合わせが行われ、大腿骨73として表示
される。画像情報404によると、筋肉領域71－1と筋肉領域71－2との差(領域の面積の差)
が明確に示される。
【００６４】
　(4－3．画像情報の表示)
　次に、医用画像処理装置1は、画像情報404(図16)に基づいて、異なる撮影日に撮影され
た複数の画像の筋肉領域71を表示する(ステップ3006)。
　医用画像の表示方法について説明する。
　図17は、表示装置17に表示される表示方法の選択の画面501を示す。
　画面501には、患者名75、撮影部位77、及び取得された複数の医用画像の撮影日79が表
示される。また、画面501には、画像の表示方法を選択するための「重畳表示」ボタン81
、「動径表示」ボタン83が配置される。
　操作者は、表示装置17に表示される画面501から、「重畳表示」ボタン81、又は「動径
表示」ボタン83を押下して画像の比較表示方法を選択する。
【００６５】
　(4－3－1．重畳表示)
　操作者によって「重畳表示」ボタン81が押下されると、医用画像処理装置1は、画像情
報404(図16)に基づいて、筋肉領域71－1、筋肉領域71－2のそれぞれの面積を算出して表
示装置17に表示させる。
　図18は、「重畳表示」が選択された場合に表示装置17に表示される画面502を示す。
　画面502には、画像情報404(図16)、即ち画像情報401(図13)の筋肉領域71－1と画像情報
402(図14)の筋肉領域71－2とが、大腿骨73の位置が一致するように処理して作成された画
像情報が表示される。また、筋肉領域71－1と筋肉領域71－2の筋肉面積が算出され、それ
ぞれ「筋肉面積　Ｓ1　ｃｍ2」85－1、「筋肉面積　Ｓ2　ｃｍ2」85－2と、表示される。
筋肉領域71－1と筋肉領域71－2のそれぞれの領域を、異なる色や模様で表示するようにし
てもよい。
【００６６】
　「終了」ボタン87が押下されると、表示処理が終了する。「戻る」ボタン89が押下され
ると、表示装置17に再び表示方法の選択の画面501(図17)が表示される。
　重畳表示によると、操作者は、複数の画像の筋肉領域の面積の差を、視覚的にも数値的
にも即座に把握することができる。従って、操作者は、筋肉面積の比較を行うことにより
トレーニングや治療の効果を正確かつ迅速に診断することができる。
【００６７】
　(4－3－2．動径表示)
　操作者によって「動径表示」ボタン83が押下されると、医用画像処理装置1は、画像情
報404(図16)を得て、筋肉領域71－1、筋肉領域71－2を極座標を利用して表示させる。
　図19は、極座標の設定を説明する図である。
　画像情報404に基づき、大腿骨突起部91が極座標の原点として設定され、大腿骨73の重
心が大腿骨重心93として抽出され、大腿骨突起部91と大腿骨重心93とを結ぶ直線が基準線
94として設定される。また、原点から筋肉領域の境界へ向う方向と基準線94との成す角度
が「θ」、原点から筋肉領域71－1の境界までの距離が「R1」、原点から筋肉領域71－2の
境界までの距離が「R2」と設定される。即ち原点から大腿骨重心93へ向う方向が、極座標
の角度「θ＝0°」と設定される。
【００６８】
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　図20は、「動径表示」が選択された場合に表示装置17に表示される画面503を示す。
　画面503には、画像情報404(図16)に基づいて原点(大腿骨突起部91)から筋肉領域71－1
の境界までの距離「R1」と、原点から筋肉領域71－2の境界までの距離「R2」とが極座標
を利用して表示される。
　画面503のグラフの横軸は極座標の角度95(「θ」)、縦軸は原点から筋肉領域の境界ま
での距離97(「R」)を示す。
【００６９】
　「終了」ボタン87が押下されると、表示処理が終了する。「戻る」ボタン89が押下され
ると、表示装置17に再び表示方法の選択の画面501(図17)が表示される。
【００７０】
　動径表示によると、操作者は、基準線94に対して所定方向にある筋肉領域の変化を迅速
に診断することができる。例えば、トレーニングや治療の効果が、大腿部のどの方向の筋
肉の変化として表れているかを、動径表示によるグラフ(図20)を利用して簡単に診断する
ことができる。
【００７１】
　(4－4．第2実施形態の効果)
　以上述べたように、第2実施形態では、医用画像処理装置1は、撮影時期の異なる複数の
医用画像情報を取得し、筋肉トレーニングや治療の効果を、筋肉領域の変化を比較するこ
とで迅速に診断することが可能である。
【００７２】
　また、筋肉領域の変化の比較表示方法として、複数の医用画像情報の位置合わせを行い
重畳表示することで、筋肉面積の変化を迅速に診断することが可能になる。また、筋肉面
積を定量的に比較することでトレーニングや治療の効果を正確に診断することができる。
【００７３】
　また、複数の医用画像情報の筋肉領域の変化を動径表示することで、筋肉領域の変化を
同じ方向の筋肉領域で比較することができるので、トレーニングや治療の効果がどの筋肉
に表れたかを迅速に診断することが可能になる。
【００７４】
　＜撮影部位の判別＞
　(5．大腿部・下腿部の判別)
　次に、図21及び図22を参照しながら、診断部位の判別について説明する。
　上述の第2実施形態では、医用画像情報の撮影部位が大腿部であるとして説明したが、
これに限定されない。例えば、医用画像情報の撮影部位が大腿部又は下腿部である場合に
ついて説明する。
　図21は、大腿部又は下腿部の筋肉領域の比較処理を示すフローチャートである。
　医用画像処理装置1のCPU9は、医用画像撮影装置5によって撮影された複数の医用画像情
報を記憶装置13あるいは画像データベース7から取得して、主メモリ11に読み込む(ステッ
プ4001)。
【００７５】
　医用画像処理装置1は、医用画像情報について、骨領域のCT値を有する画像情報の分布
に基づいて骨の本数を抽出する(ステップ4002)。
　被検体の撮影画像の片足について骨の本数が1本であれば(ステップ4002の「片側に1本
」)、医用画像情報の撮影部位は大腿部であると判定される。大腿骨における極座標の設
定と画面表示については第2実施形態で説明したので、ここでは説明を省略する(ステップ
4003及びステップ4004)。
【００７６】
　被検体の撮影画像の片足について骨の本数が2本であれば(ステップ4002の「片側に2本
」)、医用画像情報の撮影部位は下腿部であると判定される。
【００７７】
　下腿部は、2本の骨「脛骨」と「腓骨」とを有する。医用画像処理装置1は、下腿部の医
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　図22は、下腿部断面図98の原点と基準線の求め方を示す図である。
　下腿部断面図98は、脛骨99と腓骨101を有し、主として下腿部の後部(ふくらはぎの部分
)に筋肉領域がある。
　下腿部断面図98において、脛骨99と腓骨101の重心がそれぞれ、脛骨重心107及び腓骨重
心105として求められる。脛骨重心107と腓骨重心105の中点が極座標原点109として設定さ
れ、脛骨重心107と腓骨重心105とを結ぶ直線が基準線108として設定される(ステップ4005
)。
【００７８】
　医用画像処理装置1は、複数の医用画像情報の筋肉領域を極座標を利用して比較表示す
る(ステップ4006)。極座標の設定方法と、動径表示の方法は第2実施形態で説明したので
、ここでの説明は省略する。
【００７９】
　以上述べたように、骨領域の数を判別することにより、医用画像情報の撮影部位を自動
的に判別することができる。従って、極座標の設定方法や画面表示方法についても自動的
に設定され、操作者のミスを防ぎ、操作性を向上させることができる。
【００８０】
　尚、骨領域による撮影部位の判別は、大腿部と下腿部との判別に限定されない。被検体
の胸部や腹部も含めて骨領域の判別を行うことにより、自動的に撮影部位を判別して迅速
に診断することが可能になる。
【００８１】
　(6．その他)
　尚、第1実施形態、第2実施形態を適宜組み合わせて医用画像処理装置1を構成してもよ
い。トレーニングや治療の効果を、筋肉内脂肪量と筋肉領域の経時変化等の、異なる観点
で判定することにより、より正確な診断を行うことができる。
【００８２】
　また、上述の実施形態では大腿部や下腿部の断面画像の診断について説明したが、これ
に限定されない。本発明の医用画像処理装置は、大腿部や下腿部だけでなく、他の生体組
織の断面画像の診断に適用することができる。
【００８３】
　また、上述の実施形態ではX線CT画像について説明したが、MRI装置、超音波診断装置等
の医用画像撮影装置によって取得された医用画像情報の診断に適用することができる。こ
の場合には、CT値に代わり、画像の画素値、濃度値、輝度値の少なくとも1つの値が適用
される。尚、X線CT装置は、CT値が画素値に反映されている。
【００８４】
　以上、本発明に係る医用画像処理装置の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において
、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に
本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
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