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(57)【要約】
　患者の管状器官内の機器を検出、追跡、レジストレー
ションする装置および方法。機器には、ガイドワイヤチ
ップまたは治療用機器が含まれ、検出および追跡には、
カテーテル法操作の前または最中に撮影したＸ線透視画
像を用いる。機器は、管状器官を示すモデルの画像また
は投影像と融合される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者の管状器官内機器の少なくとも１つの撮影画像の、管状器官を含む患者の身体部位を
提示する参照源に対する自動レジストレーション方法であって、
　参照源の２次元参照画像を生成するステップと、
　撮影画像の少なくとも１つの第１背景画像と、参照画像の少なくとも１つの第２背景画
像を生成するステップと、
　参照画像から管状器官参照画像を生成するステップと、
　撮影画像から機器画像を生成するステップと、
　拘束条件付き相関に基づいて、機器画像と血管参照画像とのレジストレーションを実施
するステップと、
　撮影画像由来情報と参照源由来情報を融合させるステップと
を備える方法。
【請求項２】
撮影画像では管状器官が視認されない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
拘束条件付き相関が最終注入後画像を用い、拘束条件付き相関ステップが、撮影画像と最
終注入後画像との拘束条件付き相関を実施するステップと、参照画像と最終注入後画像と
の拘束条件付き相関を実施するステップとを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
改良型血管類似性演算子を用いて、管状器官参照画像または第１背景画像もしくは第２背
景画像を作成する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
参照源が少なくとも１つの２次元モデルを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
参照源が少なくとも１つの３次元モデルを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
参照源が少なくとも１つの２次元画像を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
参照源が少なくとも１つの３次元画像を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
融合情報が、少なくとも１つの撮影画像由来要素と、少なくとも１つの参照源由来要素と
を含む融合画像を構成する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
機器がガイドワイヤである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
画像がＸ線画像である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
機器が治療用機器である、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
管状器官が血管である、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
参照画像が身体部位のモデル構成に関与する画像である、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
参照画像が参照源から生成された合成画像である、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
合成画像が参照源の平面上への投影像である、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
機器画像生成ステップが、
　管状器官内の機器を検出するステップと、
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　機器を表す二値化画像を計算するステップと
を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
機器検出ステップが、
　機器を識別するステップと、
　機器を追跡するステップと
を含んでなる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
少なくとも１つの画像内で検出された機器を、少なくとも１つの参照源画像を用いて位置
測定するステップをさらに含んでなる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
さらに、
　疾患を評価するステップと、
　機器のタイプおよび位置に関する提言をユーザに与えるステップと、
　指定した機器のタイプおよび位置についてユーザの選択を受けるステップと
をさらに含んでなる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
組合せ情報が数値データを含んでなる、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
数値データが、撮影画像内の機器位置と指定機器位置との間の距離である、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２３】
組合せ情報がフィードバック制御システムへの入力を含んでなる、請求項２０に記載の方
法。
【請求項２４】
表示装置上に、少なくとも１つの撮影画像内で検出された機器を少なくとも１つのモデル
画像と一緒に表示するステップをさらに含んでなる、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
検出された機器の座標をフィードバック制御装置に送信するステップをさらに含んでなる
、請求項１７に記載の方法。
【請求項２６】
機器がガイドワイヤである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２７】
撮影画像内のガイドワイヤを検出するステップが、
　撮影画像の二値化を実施するステップと、
　二値化画像の参照画像または最終注入後画像への粗いレジストレーションを実施するス
テップと
を含んでなる、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
機器がガイドワイヤである、請求項１８に記載の方法。
【請求項２９】
画像内のガイドワイヤを追跡するステップが、
　パラメータセットにより、管状器官を示す参照画像内の画素のパラメータ化を実施する
ステップと、
　少なくとも１つの撮影画像の画素にパラメータ化を適用して、画素を含むパラメータ化
画像を生成するステップと、
　パラメータ化画像内の画素をソートするステップと、
　ソートされたパラメータ化画像の画素を解析してガイドワイヤチップをセグメント化す
るステップと
を含んでなる、請求項２８に記載の方法。



(4) JP 2008-534109 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

【請求項３０】
パラメータセットが、
　参照画像内の画素と参照画像から見た管状器官の中心線との間の最短距離と、
　参照画像内の画素に最も近い中心線内画素のインデックスと
を含んでなる、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
画像内の機器を追跡するステップが、撮影画像上での最適経路検索ステップを含んでなる
、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
機器が治療用機器である、請求項１８に記載の方法。
【請求項３３】
機器がペーシングリードである、請求項１８に記載の方法。
【請求項３４】
識別ステップが、
ａ．　撮影画像内の実質的にすべての画素をしきい値化して、少なくとも１つのクラスタ
を得るステップと、
ｂ．　少なくとも１つのクラスタそれぞれにスコアを割り当てるステップと、
ｃ．　各クラスタペアにスコアを割り当てるステップと、
ｄ．　ステップｃでクラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そ
のクラスタペアをマーカーとして選択するステップと
を含んでなる、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
さらに、
ｅ．　第２撮影画像にステップａからｄを実施するステップと、
ｆ．　第１クラスタペアは撮影画像から得たクラスタから取り、第２クラスタペアは第２
撮影画像から取る４つ組クラスタを生成するステップと、
ｇ．　各４つ組クラスタに、各ペアのスコアとペア間の類似性要素とを含んでなるスコア
を割り当てるステップと、
ｈ．　撮影画像内の各クラスタペアに、そのクラスタペアが関与する全４つ組のスコアに
基づいて第２スコアを割り当てるステップと、
ｉ．　第２撮影画像内の各クラスタペアに、そのクラスタペアが関与する全４つ組のスコ
アに基づいて第２スコアを割り当てるステップと、
ｊ．　ステップｉでクラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そ
のクラスタペアを撮影画像または第２撮影画像内のマーカーとして選択するステップと
を含んでなる、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
クラスタペアが選択されるまで、撮影画像を追加して前記請求項のステップを適合させて
実行する、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
追跡ステップが、２つの連続撮影画像間の相関局面と少なくとも１つの移動整合性基準と
を使用するステップを含んでなる、請求項３２に記載の方法。
【請求項３８】
画像シーケンスの取得およびパラメータをモニターするステップをさらに含んでなる、請
求項１に記載の方法。
【請求項３９】
患者に造影剤を注入するステップをさらに含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４０】
最終注入後画像を自動的に決定するステップをさらに含んでなる、請求項３９に記載の方
法。
【請求項４１】
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参照源を入手するステップをさらに含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４２】
参照源を生成するステップをさらに含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４３】
フィードバック制御を計画するステップをさらに含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４４】
少なくとも２つの異なるパースペクティブから取得した患者の２つ以上の画像からモデル
を構成する、請求項６に記載の方法。
【請求項４５】
管状器官内の機器をナビゲートするために画像の撮影に最適なパースペクティブを決定す
るステップをさらに含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４６】
さらに、
　疾患を評価するステップと、
　機器のタイプまたは位置に関する提言をユーザに与えるステップと、
　指定した機器タイプまたは位置についてのユーザの選択を受けるステップと
を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４７】
改良型血管類似性演算子を用いて、管状器官参照画像を生成する、請求項１に記載の方法
。
【請求項４８】
カテーテル処置中に使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項４９】
両心室ペーシング法中に使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項５０】
血管形成術中に使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項５１】
患者の管状器官内の機器の少なくとも１つの撮影画像を、管状器官を含む患者の身体部位
を提示する参照源に自動的にレジストレーションを行うことで検出し、管状器官内の機器
を追跡する装置であって、
　患者の管状器官内の機器を検出するための少なくとも１つの検出コンポーネントと、
　少なくとも１つの撮影画像を、管状器官を含む身体部位のモデルにレジストレーション
を行うための少なくとも１つのレジストレーションコンポーネントと
を備える装置。
【請求項５２】
撮影画像がＸ線画像である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
管状器官が血管である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５４】
機器がガイドワイヤである、請求項５１に記載の装置。
【請求項５５】
機器が治療用機器である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５６】
検出コンポーネントが少なくとも１つのガイドワイヤ検出コンポーネントを含んでなる、
請求項５１に記載の装置。
【請求項５７】
検出コンポーネントが少なくとも１つの治療用機器検出コンポーネントを含んでなる、請
求項５１に記載の装置。
【請求項５８】
ガイドワイヤ検出コンポーネントが少なくとも１つの二値化コンポーネントを含んでなる
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、請求項５６に記載の装置。
【請求項５９】
ガイドワイヤ検出コンポーネントが少なくとも１つのパラメータ化コンポーネントを含ん
でなる、請求項５６に記載の装置。
【請求項６０】
ガイドワイヤ検出コンポーネントが少なくとも１つのセグメント化コンポーネントを含ん
でなる、請求項５６に記載の装置。
【請求項６１】
ガイドワイヤ検出コンポーネントが少なくとも１つのベクトル提示コンポーネントを含ん
でなる、請求項５６に記載の装置。
【請求項６２】
機器検出コンポーネントが少なくとも１つの識別コンポーネントを含んでなる、請求項５
７に記載の装置。
【請求項６３】
機器検出コンポーネントが少なくとも１つの追跡コンポーネントを含んでなる、請求項５
７に記載の装置。
【請求項６４】
３次元モデルビルダーを備えた診断コンポーネントをさらに含んでなる、請求項５１に記
載の装置。
【請求項６５】
診断コンポーネントがさらにパースペクティブ選択コンポーネントを含んでなる、請求項
６４に記載の装置。
【請求項６６】
診断コンポーネントがさらに機器選択コンポーネントを含んでなる、請求項６４に記載の
装置。
【請求項６７】
汎用コンピュータ用インストラクションセットを含むコンピュータ可読記憶媒体であって
、インストラクションセットが、
　患者の管状器官内の機器を検出するための少なくとも１つの検出コンポーネントと、
　少なくとも１つの撮影画像を管状器官を含む身体部位モデルにレジストレーションを行
うための少なくとも１つのレジストレーションコンポーネントと
を含んでなる、コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療システム全般、特に、管状器官内の機器を位置決めかつ提示する方法お
よび装置に関する。
関連出願
　本発明は、２００１年１０月１５日に出願された国際特許出願番号ＰＣＴ／ＩＬ０１／
００９５５号に関連している。
【背景技術】
【０００２】
　例えば管腔狭窄または動脈瘤などの生理学的異常の治療においては、インターベンショ
ナルカーディオロジー処置がますます重要になっている。例えば、狭窄冠動脈を治療する
ためには、多くの場合、病変動脈部位でバルーンを膨らませ、組織切除（ａｒｔｈｅｒｃ
ｔｏｍｙ）または血栓切除用機器を用い、ステント（プロテーゼ）を留置する必要がある
。この場合、機器は、ガイドワイヤまたは例えばバルーン、ステント、組織切除もしくは
血栓切除用機器などの治療用血管内機器である。カテーテル処置の治療ステージでは、医
師がガイドワイヤを挿入し、ガイドワイヤを狭窄血管の遠位側に配置し、次いで、治療用
機器（バルーンまたはステント）を狭窄位置に送達する。血管が厄介な形態を有する場合
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、ガイドワイヤの挿入は熟練した医師にとっても手腕を問われる仕事となる。さらに、例
えば分岐部や枝部などの生体構造内でのガイドワイヤナビゲーションは常に困難な仕事で
ある。動脈内で機器を正確に配置するために、ガイドワイヤを所定位置にナビゲイトして
いる最中にＸ線透視画像を撮影する。さらに、多くの場合、画像内の動脈を見やすくする
造影剤を患者に注入する。ガイドワイヤのナビゲーションおよび位置測定をリアルタイム
で支援することは、そのような場合に非常に役立つであろうし、造影剤の注入を減少させ
ることにもなり得る。治療用機器の正確な拡張配置は治療を成功させる別の重要な要因で
ある。例えばステントなどの治療用機器の拡張配置が最適でない場合、それに対する指示
は、狭窄部分をカバーする追加ステントを送達する必要性であることは知られている。薬
剤溶出ステントを検討している場合には、機器位置の問題がさらに重要になる。造影剤を
追加することなく機器を自動的に正確に配置する能力には確実な利点がある。提案するナ
ビゲーションシステムの新規性は、既に使用されているガイドワイヤおよび機器以上の追
加装置を必要としないことである。必要なタスクはすべて、カテーテル処置の標準的な流
れを変えることなく自動的に行われる。
【０００３】
　良好な品質結果を得るために機器の正確な位置決めが不可欠であるさらに別のインター
ベンショナルラジオロジー処置は、両心室ペーシング処置である。医師は、冠静脈樹内の
異なる位置にペーシングリードを配置し、電気的刺激に対する心応答をチェックして最適
な位置を選択し、選択した位置にリードを拡張配置する。問題は、チェックしたそれぞれ
の位置を識別し、選択した位置まで自動的にナビゲーションする方法を提供することであ
る。
【０００４】
　本明細書において、用語「機器」は、ガイドワイヤチップおよび治療用機器と置換可能
に用いられる。管状器官が動脈の場合、治療用機器は、例えばステントまたはバルーンな
どの血管内治療用機器である。カテーテルチップ、ガイドワイヤチップまたは血管内治療
用機器の周囲動脈構造に関する位置は、Ｘ線透視法でモニターする。必要に応じ、血管造
影術者が、カテーテルチップからヨード液などの造影剤を放出する。造影剤はカテーテル
チップから血流によって運ばれ、動脈とカテーテルチップとを示すカテーテルチップ近く
の動脈構造のＸ線画像が得られる。得られたＸ線画像に基づいて、目的とする動脈構造に
到達するまでガイドワイヤを進める。通常、動脈を治療するためには、ガイドワイヤチッ
プは、病変部位を越えて、病変部位の遠位端まで通過する必要がある。次いで、ガイドワ
イヤを伝って血管内機器を動脈の病変部位に運ぶ。治療用機器の動脈内位置のモニタリン
グは、機器の側面に位置し、ガイドワイヤに沿って滑動する放射線不透過性マーカーの移
動を追跡して実施する。マーカーはガイドワイヤに関する機器の位置を示す。
【０００５】
　ほとんどの既知ナビゲーション法は治療用機器の位置測定に適した特殊装置を使用する
。そのような装置は、なんらかの参照座標系で機器の位置を測定するセンサーやトランス
デューサを用いた光学または電磁トラッキング原理に基づき得る。許容範囲の結果を達成
するためには、撮像システムおよび追跡システムが共通座標系で機器の画像および位置を
提示するように十分に較正されていなければならない。装置が増えると処置のコストも増
大するし、処置もより複雑になり、正確な較正が必要になる。別のタイプの機器位置決め
法は、機器の正確な位置決めを限定する機械用具を使用する。これらの方法は、特定タイ
プの治療に役立つものであり、したがって、汎用ではない。例えば、１９９６年８月２９
日に公開された特許文献１は、用具の幾何学的位置測定と取得した超音波画像とを組み合
わせる方法を記載している。しかし、超音波モダリティーは、例えば冠動脈などのいくつ
かの器官には適用できない。特許文献１はさらに、用具をある器官に到達させるために他
の器官を横切らずにガイドする方法を記載している。特許文献１は、ある管状器官内に位
置する用具をその器官内のあらかじめ設定された位置に向けてナビゲートする方法に関す
るものではない。ターゲットと周囲器官は、挿入中に取得した画像で見えている必要があ
る。したがって、データ融合における必須ステップであるレジストレーションの主要問題
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は、追加装置を用いること、すなわち、挿入中、超音波で器官を撮像することによって解
決する。この最後の解決策は、例えばＸ線血管造影法の場合には有効ではない。
【０００６】
　機器をリアルタイムで撮像するための超音波技術の使用法を示す別の刊行物は、例えば
２００１年８月１６日に公開された特許文献２である。特許文献２は、ボリューメトリッ
ク超音波データ、および外部センサーから得られるようなカテーテルなどのインターベン
ション機器の位置データから生成された断面図を重ね合わせる超音波撮像システムを開示
している。インターベンション医療用機器の位置は、１つ以上の画像で、インターベンシ
ョン機器が移動するにつれて、体内の器官や組織に関して示され得る。インターベンショ
ン機器の位置データは、連続更新され、位置データに比べて更新回数が少ない可能性があ
る組織画像に重ね合わされ、結果として、組織に関するインターベンショナン機器のリア
ルタイムまたは近リアルタイム画像が得られる。重ね合わされた画像によって、医療者は
、患者をＸ線や造影剤染料にほとんど暴露することなく、血管造影などの処置を実施する
ことができる。カテーテルの外観がバイブレーション機構または増光技術により強調され
た現超音波画像が参照画像と整合されることになっている。２つの画像の組み合わせは、
簡単な重ね合わせによって行われる。しかし、上述のように、超音波技術は、撮像条件の
変化や器官の運動を補償しないので、すべての器官には、特に冠動脈には適用できない。
【０００７】
　例えば、特許文献３は、移動するカテーテルを低品質の蛍光透視画像で検出し、カテー
テルを高品質の３Ｄ再構成血管構造と共に提示する方法を開示している。示唆されている
方法は、回転式血管造影法で撮影した画像を用いて３Ｄモデルを生成する診断ステージと
、カテーテルのナビゲーションを蛍光透視法でガイドする治療ステージの両方で、撮像パ
ースペクティブ幾何学の完全な情報を推測する。そのような制限的で実質的に問題の多い
推測の下では、画像レジストレーションの中心問題の１つは、実質的に既知変換を実施す
ることに帰する。さらに、示唆されている方法は、例えば形状が心拍サイクルに従って変
化する動脈などの運動器官には使用できない。この方法のさらに別の欠陥は、特殊な強度
変調カテーテルを使用してカテーテルを低品質蛍光透視画像で識別することである。故に
、この方法は、撮像条件、静止シーンおよび特殊カテーテルについての完全な情報を必要
とするので、標準的な冠動脈血管形成術には適用できない。
【０００８】
　したがって、当技術分野においては、診断ステージで管状器官を含めた身体部位のモデ
ルを作出し、作出したモデルを、治療ステージで管状器官内に位置する機器を自動的に識
別・追跡するために用いるシステムが求められている。このシステムは、治療ステージで
Ｘ線撮像を用いるが、例えば血管などのほとんどの管状器官はＸ線画像では見えないのが
望ましい。このシステムは、関連タイプの処置に現在必要とされている装置以上の追加装
置を必要としないはずである。また、このシステムは、幾何学的変形やコンテンツの違い
を克服する、診断ステップ中に撮影した画像と治療ステージ中に撮影した画像との自動レ
ジストレーションを実施するのが望ましい。このシステムは、自動的に画像をレジストレ
ーションし、機器の位置を測定し、機器を、関連測定データに加えて、身体部位またはそ
の再構成モデルの参照画像と一緒に表示するであろう。このシステムは、患者に対する有
害な造影剤の注入や放射線の必要性を最小限にするはずである。
【特許文献１】国際特許出願公開番号ＷＯ９６／２５８８１号明細書
【特許文献２】国際特許出願公開番号ＷＯ０１／５８３５９号明細書
【特許文献３】米国特許第６，３８９，１０４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、患者の管状器官内の機器の１つ以上の撮影画像を、管状器官を含む患
者の身体部位を提示する参照源に自動レジストレーションを行う新規方法を提供すること
にある。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この方法は、参照源の２次元参照画像を生成するステップと、撮影画像の１つ以上の第
１背景画像および参照画像の１つ以上の第２背景画像を生成するステップと、参照画像か
ら管状器官参照画像を生成するステップと、撮影画像から機器画像を生成するステップと
、拘束条件付き相関に基づいて、機器画像と血管参照画像とのレジストレーションを実施
するステップと、撮影画像由来情報と参照源由来情報を融合させるステップとを含む。管
状器官は撮影画像では見えない。拘束条件付き相関は最終注入後画像を使用し、拘束条件
付き相関ステップは、撮影画像と最終注入後画像との拘束条件付き相関を実施するステッ
プと、参照画像と最終注入後画像との拘束条件付き相関を実施するステップとを含む。管
状器官参照画像または第１背景画像もしくは第２背景画像は、改良型血管類似性演算子を
用いて生成する。参照源は、１つ以上の２次元もしくは３次元モデル、または１つ以上の
２次元もしくは３次元画像を含む。融合情報は、１つ以上の撮影画像由来要素と１つ以上
の参照源由来要素とを含む融合画像を構成する。機器はガイドワイヤまたは治療用機器で
ある。画像はＸ線画像である。管状器官は血管である。参照画像は、身体部位モデルの構
成に関与する画像、または参照源から生成された合成画像である。合成画像は、参照源の
平面上への投影像である。機器画像生成ステップは、管状器官内の機器を検出するステッ
プと、機器を表す二値画像を計算するステップとを含む。機器検出ステップは、機器を識
別するステップと、機器を追跡するステップとを含む。本方法はさらに、１つ以上の画像
内で検出した機器を１つ以上の参照源画像で位置測定するステップを含む。本方法はさら
に、疾患を評価するステップと、機器のタイプと位置についてユーザに提言を与えるステ
ップと、指定した機器のタイプと位置についてユーザの選択を受けるステップとを含む。
組合せ情報は数値データを含む。数値データは、撮影画像内の機器位置と指定機器位置と
の間の距離である。組合せ情報はフィードバック制御システムへの入力を含む。本方法は
さらに、１つ以上の撮影画像内で検出された機器を１つ以上のモデル画像と一緒に表示装
置上に表示するステップを含む。本方法はさらに、検出された機器の座標をフィードバッ
ク制御装置に送信するステップを含む。被検出機器はガイドワイヤである。撮影画像内ガ
イドワイヤ検出ステップは、撮影画像の二値化を実施するステップと、二値化画像を参照
画像または最終注入後画像に粗くレジストレーションするステップとを含む。撮影画像内
のガイドワイヤを追跡するステップは、パラメータセットにより、管状器官を示す参照画
像の画素のパラメータ化を実施するステップと、少なくとも１つの撮影画像の画素にパラ
メータ化を適用し、それによって画素を含むパラメータ化画像を生成するステップと、パ
ラメータ化画像内の画素をソートするステップと、ソートしたパラメータ化画像の画素を
解析してガイドワイヤチップをセグメント化するステップとを含む。パラメータセットは
、参照画像の画素と参照画像に写っている管状器官の中心線との間の最短距離と、参照画
像の画素に最も近い中心線の画素のインデックスとを含む。画像内機器追跡ステップは、
撮影画像上での最適経路検索ステップを含む。画像内機器は治療用機器またはペーシング
リードである。識別ステップは、撮影画像のほとんどの画素をしきい値化して少なくとも
１つのクラスタを得るステップと、少なくとも１つのクラスタそれぞれにスコアを割り当
てるステップと、各クラスタペアにスコアを割り当てるステップとを含む。ステップｃで
クラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そのクラスタペアをマ
ーカーとして選択する。本方法はさらに、上記ステップを第２撮影画像に関して繰り返す
ステップと、第１クラスタペアは撮影画像から得たクラスタから選択し、第２クラスタペ
アは第２撮影画像から選択する４つ組クラスタを生成するステップと、各４つ組クラスタ
に、各ペアのスコアとペア間の類似性要素とを含むスコアを割り当てるステップと、クラ
スタペアが関与する全４つ組のスコアに基づいて、撮影画像内の各クラスタペアに第２ス
コアを割り当てるステップと、クラスタペアが関与する全４つ組のスコアに基づいて、第
２撮影画像内の各クラスタペアに第２スコアを割り当てるステップと、最後のステップで
クラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そのクラスタペアを撮
影画像または第２撮影画像のマーカーとして選択するステップとを含む。これらのステッ
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プは、クラスタペアが選択されるまで追加撮影画像に適合させて実施する。追跡ステップ
は、２つの連続撮影画像間の相関曲面および１つ以上の移動整合性基準を用いるステップ
を含む。本方法はさらに、画像シーケンスの取得およびパラメータをモニターするステッ
プを含む。本方法はさらに、患者に造影剤を注入するステップを含む。本方法はさらに、
最終注入後画像を自動的に決定するステップを含む。本方法はさらに、参照源を得るステ
ップ、または参照源を生成するステップを含む。本方法はさらに、フィードバック制御を
計画するステップを含む。モデルは、少なくとも２つの異なるパースペクティブから得た
患者の１つ以上の画像から構成する。本方法はさらに、管状器官内の機器をナビゲートす
るための画像の撮影に最適なパースペクティブを決定するステップを含む。本方法はさら
に、疾患を評価するステップと、機器のタイプまたは位置に関する提言をユーザに与える
ステップと、指定した機器のタイプまたは位置についてユーザの選択を受けるステップと
を含む。管状器官参照画像は改良型血管類似性演算子を用いて生成する。本方法は、カテ
ーテル処置、または心室ペーシングもしくは血管形成処置時に使用する。
【００１１】
　本発明の別の態様は、患者の管状器官内の機器の１つ以上の撮影画像を、管状器官を含
む患者の身体部位を提示する参照源に自動レジストレーションを行うことで検出し、管状
器官内の機器を追跡する装置に関し、この装置は、患者の管状器官内の機器を検出するた
めの１つ以上の検出コンポーネントと、撮影画像を管状器官を含む身体部位モデルに対し
てレジストレーションを行うための１つ以上のレジストレーションコンポーネントとを有
する。撮影画像はＸ線画像である。管状器官は血管である。機器はガイドワイヤまたは治
療用機器である。検出コンポーネントは、１つ以上のガイドワイヤ検出コンポーネントま
たは１つ以上の治療用機器検出コンポーネントを含む。ガイドワイヤ検出コンポーネント
は、１つ以上の二値化コンポーネント、１つ以上のパラメータ化コンポーネント、１つ以
上のセグメント化コンポーネント、または１つ以上のベクトル提示コンポーネントを含む
。機器検出コンポーネントは、１つ以上の識別コンポーネント、または１つ以上の追跡コ
ンポーネントを含む。この装置はさらに、３次元モデルビルダー、パースペクティブ選択
コンポーネント、または機器選択コンポーネントを含めた診断コンポーネントを有する。
【００１２】
　開示する発明のさらに別の態様は、汎用コンピュータ用のインストラクションセットを
含むコンピュータ可読記憶媒体に関し、このインストラクションセットは、患者の管状器
官内の機器を検出するための１つ以上の検出コンポーネントと、撮影画像を管状器官を含
む身体部位モデルに合わせ込むための１つ以上のレジストレーションコンポーネントとを
有する。
【００１３】
　本発明は、図面に関連して記載する以下の詳細な説明を読めばさらに十分に理解かつ評
価されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　開示する発明は、例えば、患者の動脈、血管、または尿道などの管状器官内の機器を自
動的に検出、追跡する装置および方法を提示する。開示する発明の文脈において、「機器
」（デバイス）は、ガイドワイヤチップ、カテーテルチップ、または治療用機器に関する
。当該管状器官が動脈の場合、治療用機器は、通常、例えば、ステント、バルーン、ペー
シングリードなどの血管内治療用機器である。
【００１５】
　本発明は、以下の処置、すなわち、カテーテル処置、両心室ペーシング、冠動脈造影、
冠動脈血管形成、末梢血管造影、末梢血管形成、頚動脈造影、頚動脈血管形成、脳血管造
影／血管形成、胆管イメージングまたはインターベンションなどで実装し得るが、それら
には限定されない。
【００１６】
　１つの好ましい実施形態において、本発明の方法は、診断ステージと治療ステージを用
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いる。診断ステージでは、患者の画像から、管状器官を含めた関連身体部位の２次元また
は３次元モデルを構成する。２次元または３次元画像は、Ｘ線装置、コンピュータ断層撮
影（ＣＴ）、または任意の他の同様なモダリティーによって取得する。開示発明の１つの
好ましい実施形態においては、診断ステージで、身体部位モデル構成に加えて、適切な治
療用機器と治療用機器の管状器官内位置とを決定し、マークする。病変部位の形状および
寸法を考慮に入れて、患者に適切な治療を施すために、治療用機器のタイプと位置を決定
する。さらに、本システムは、機器挿入時に用いるのに好ましいＣアームパースペクティ
ブをマークする。１つの代替実施形態において、本システムは、モデルを生成するのでは
なく外部源から得たモデルを使用する。別の好ましい実施形態において、本システムは、
治療ステージにおける機器の前進および形状を自動的に制御するシステム用のフィードバ
ック制御を決定する。
【００１７】
　別の好ましい実施形態において、本方法は治療ステージのみを用い、治療ステージにお
いて、本システムは、管状器官内の機器を検出、追跡かつ表示するために診断ステージで
得るか生成したモデルと治療ステージ中に撮影した現Ｘ線画像とを併せて用いる。典型的
な治療ステージでは、チップを有するガイドワイヤを身体の目的部位までナビゲートする
。次いで、治療用機器をガイドワイヤ上に装着し、ガイドワイヤに沿って滑動させて目的
位置までナビゲートする。一連の現Ｘ線画像内で機器を突き止め、機器上の放射線不透過
性マーカーの動きを追って追跡する。１つの代替実施形態では、マーカーは不透明ではな
いが、代替手段またはモダリティーを用いて別の方法で見ることができる。次いで、現画
像と、現画像と実質的に同じ投影角およびパラメータを用いたモデルの２次元投影像とを
重ね合わせて、機器と動脈領域とを同時に示す。動脈内の機器の現在位置とマークしてあ
る場合には目的位置との比較に基づいて、機器を動脈内で目的領域方向に進める。オペレ
ータが機器を配置すると決めた画像内の動脈内領域に機器が現われるまでこのプロセスを
繰り返す。必要に応じ、カテーテルチップから造影剤を放出して、動脈と機器を示す現画
像を得る。
【００１８】
　現画像内に取り込んだ機器をモデルに関連して位置測定して表示する際の主要問題は、
２つの情報源、すなわち、モデルと現画像がコンテンツと形状の両方で異なることである
。１つの画像上で多重源由来のコンテンツを融合して提示するためには、情報源を相互に
合わせ込む、すなわち、共通の座標系に変換する必要がある。共通座標系は、一方の情報
源の座標系に他方の情報源の座標系または異なる座標系を変換するものであってもよいが
、その場合、すべての情報源を共通の座標系に変換する必要がある。
【００１９】
　コンテンツの違いは、参照モデルは、その生成時には機器が存在しなかったので、器官
のみを含み、現画像は、ほとんど機器のみを含むことに由来する。管状器官は患者に造影
剤を注入した後に撮影した画像上でのみ示されるので、現画像にはほとんど機器のみしか
示されていない。形状の違いは、例えばＣアームポジション、強度などの撮像特性の違い
と、内部の機器の存在に起因する管状器官の形状の違いとから生じる。１つの好ましい実
施形態において、この二重ギャップは、治療ステージで造影剤を注入して撮影し、本明細
書では最終注入後画像と称される媒介画像を使うことによって埋められる。この媒介画像
は、管状器官を示すので、モデルと共通のコンテンツを有する。具体的に言えば、媒介画
像は、モデルの構成に関与する画像、またはモデルの適切な２次元投影像と共通のコンテ
ンツを有する。一方、媒介画像は現画像と類似した撮像条件を有するが、現画像には管状
器官が存在しないために、媒介画像のコンテンツは、ほとんどの場合現画像と異なる。し
たがって、本方法は、現画像から媒介画像へ、および媒介画像からモデルまたはその投影
像に関与する参照画像へという２段階レジストレーションプロセスを含むのが好ましい。
【００２０】
　先ず、図１を見ると、全体として１００と参照番号が付された、本発明を用いる１つの
好ましい実施形態が示されている。システム１００は、本発明の１つの例示的実施形態に
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従って、カテーテルまたは血管内機器を動脈内の目的位置に配置するために用いられる。
このシステムは、患者１０３が横たわるテーブル１０２を含む。Ｘ線源１０４はテーブル
１０２の下方に配置されており、Ｘ線は、患者１０３を通過してＸ線源１０４と反対側の
テーブル１０２の上方に位置するＸ線カメラ１０５に向けてＸ線を投射する。Ｘ線カメラ
１０５は、例えば、患者の１つ以上のＸ線画像を表すＤＩＣＯＭフォーマットでビデオ信
号またはデジタル画像１０８を生成する。ビデオ信号またはデジタル画像１０８は、プロ
セッサ１１５のメモリ１１０に格納される。Ｘ線カメラで撮影された画像は、リアルタイ
ムまたはメモリ１１０から読み出された後で、表示装置１２０、例えばモニターまたは任
意の他の表示装置で見ることができる。画像は、診断ステージもしくは治療ステージ、ま
たは両ステージで撮影し得る。１つの代替実施形態において、Ｘ線源およびＸ線カメラは
他の位置に配置し得る。さらに別の代替実施形態において、撮像装置は、例えばコンピュ
ータトモグラフィー、磁気共鳴などの別のモダリティーであり得る。プロセッサ１１５は
、例えば、パーソナルコンピュータ、メインフレームコンピュータなどのコンピューティ
ングプラットフォーム、または、メモリデバイス１１０、ＣＰＵまたはマイクロプロセッ
サデバイスや、いくつかのＩ／Ｏポート（図示せず）がセットアップされた任意の他のタ
イプのコンピューティングプラットフォームであるのが好ましい。あるいは、プロセッサ
１１５は、ＤＳＰチップ、または本発明の方法の実施に必要なコマンドやデータを保存す
るＡＳＩＣデバイスなどであり得る。プロセッサ１１５はさらに、デバイスガイダンスア
プリケーションを保存する記憶装置（図示せず）を具備し得る。機器案内アプリケーショ
ンは、Ｘ線系列で機器を検出、追跡するように相互作用し、フレームを前もって取得した
関連身体部位の３次元モデルにレジストレーションする一連の論理相関コンピュータプロ
グラムおよび関連データ構造である。機器案内アプリケーションは以下で図４に関連して
詳しく説明する。提案する方法のコンピュータ制御ステップは、プロセッサ１１５で実施
し、その出力は表示装置１２０で表示し得る。あるいは、提案する方法のコンピュータ制
御ステップは、Ｘ線カメラ１０５からビデオ信号またはデジタルデータ１４８を受信し、
メモリ装置１４５を備えた専用プロセッサ１４０で実装し得る。この方法の出力は専用表
示装置１５０で表示し得る。
【００２１】
　図２を見ると、患者１０３の動脈樹２１５の一部である動脈２１０の開口部２１２に配
置されたチップ２０５を有するカテーテル２００が示されている。カテーテル２００は、
ガイドワイヤ２１６上に装着された血管内機器２１８を動脈２１０内の目的位置２１９に
運ぶのに用い得る。カテーテル２００は、例えばヨード液などの放射線不透過性液２２１
を入れたレザーバ２２０に接続されており、放射線不透過性液２２１は、必要に応じ、ピ
ストン２２２を押して、レザーバ２２０からカテーテルチップ２０５に送り、そこから放
出する。カテーテルチップ２０５から造影剤２２１を放出すると、Ｘ線カメラ１０５によ
り、カテーテルチップ２０５の周辺領域２３５の動脈樹の画像が得られる。得られた画像
に基づいて、カテーテルチップ２０５を治療すべき動脈２１０を含む動脈系２１５に導く
。次いで、カテーテルチップ２０５からガイドワイヤ２１６を伸ばし、Ｘ線透視を用い、
造影剤を少量ずつ注入して、ガイドワイヤ２１６を動脈２１９内の病変部位に導く。ガイ
ドワイヤ２１６を動脈２１９内に配置した後、機器２１８をガイドワイヤ２１６に沿って
動脈２１０の治療部位に向けて挿入する。
【００２２】
　本発明の方法は２つのステップ群、すなわち、診断ステップ群と治療ステップ群とを含
む。図３を参照すると、本発明の方法に従って、全体として２５０と参照番号が付された
診断ステップ群のフローチャートが示されている。ステップ群２５０は、ＣアームＸ線血
管造影装置で血管を異なるパースペクティブから撮像し、２つ以上の２次元画像を用いて
管状器官の３次元再構成を行うステップ２５４を含む。再構成プロセスには、狭窄周囲の
血管樹の分析と、関連情報、例えば、血管の中心線、境界、直径などの計算が含まれる。
このステップはさらに、２００１年１１月１５日に公開された本出願人の国際特許出願公
開第０１／８５０３０号にも開示されている。次いで、ステップ２５８で、カテーテル法
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中に動脈を見るのに最適なパースペクティブを決定する。パースペクティブは、動脈を最
適に表示するＣアームポジションを含む。ステップ２６２では、再構成および関連測定デ
ータに基づいて、医師が疾患の重篤度を判断し、最適な治療用機器タイプを選択する。本
システムは、所定の十分な機器情報、機器拡張配置用デフォルト位置を提供し得るが、医
師は機器に関する好ましい位置を対話形式で選択することもできる。ステップ２６５では
、動脈に沿った機器のナビゲーションに有用な追加情報、例えば、分岐点もしくは最も湾
曲の大きい個所などのランドマーク、または機器の前進および拡張配置に関するフィード
バック制御を決定するルールも提供される。この情報には、局所曲率、屈曲度、および局
所的に好ましいＣアームナビゲーション配向、すなわち、奥行きの短縮描出を最小限にす
る投影を含む複雑さの指標も含まれる。好ましいＣアーム配向は、３Ｄ再構成時に用いる
パースペクティブから、または全般的な最適配向として選択し得る。先ずステップ２５４
を実施し、ステップ２５４の後に、ステップ２５８、２６２、２６５を、任意の必要な順
序で、または同時に実施する。
【００２３】
　１つの代替実施形態では、モデル構築ステップをスキップし、外部源から動脈の３次元
モデルを取得し、パースペクティブ決定ステップおよび機器選択ステップをスキップする
。さらに別の代替実施形態では、外部源から得た動脈の３次元モデルに対してパースペク
ティブ決定ステップと機器選択ステップを実施する。
【００２４】
　図４を見ると、本発明の方法に基づく、全体として２６６と参照符号が付された治療ス
テップ群のフローチャートが示されている。治療ステップ群２６６は、カテーテル法また
は例えば血管内手術などの別の手術時に用いる。ステップ群２６６は、ガイドワイヤを、
そのチップが病変血管部位の遠位側に配置されるように動脈に挿入するステップ２７０を
含む。治療用機器は、ガイドワイヤ上に装着し、ガイドワイヤに沿って目的位置まで進め
るのが好ましい。治療用機器は、通常、ガイドワイヤに沿って滑動するバルーンまたはバ
ルーンとステントである。バルーンかステントまたはその両方は、目的位置に到達したら
、膨らませるか、拡張配置する。ステップ２７１では、ガイドワイヤまたは医療用機器を
目的位置に向って管状器官内に進める。ステップ２７２で、システムは、Ｘ線透視動画シ
ーケンスの取得、ＣアームパラメータおよびＥＣＧ信号をリアルタイムでモニターする。
ＥＣＧ信号は、ゲーティング用ツール、すなわち、参照画像と同じ心拍サイクル位相内に
あるビデオストリームから画像フレームを選択するためのツールとして役立つ。ゲートフ
レームは参照画像と最も相関性が高いフレームである。必要な更新速度が心拍毎に１回よ
り多い場合、関連画像に同期タグが与えられる。ＥＣＧ信号が得られない場合、撮影画像
と参照画像との相関基準に基づいて同期パラメータを推定し得る。ステップ２７４では、
参照画像を選択または生成する。現Ｃアーム配向が３次元モデル再構成に関与する画像の
１つの配向に近い場合、システムはこの画像を参照画像として選択する。そのような画像
が存在しなければ、３次元モデルを現Ｃアーム配向の撮像平面上に投影して合成参照画像
を構成する。任意選択ステップであり、医師の裁量に従って実施されるステップ２７６で
は、患者に造影剤を注入し、ステップ２７８で、造影剤注入後画像を決定するが、取得し
たシーケンスはすべて好ましくはヨード注入の解析を経ることを必要とする。例えば、各
シーケンスの各フレームは、血管を強調する前処理を経て、血管様特徴の存在を示すスコ
アを受ける。本方法では、スコアを時間の関数として解析することにより、ヨード注入シ
ーケンスを識別する。ステップ２７２でモニターしたＥＣＧ信号を用いて、参照フレーム
と同期するフレームを選択する。選択されたフレームは現Ｃアーム配向の最終注入後画像
としての役割を果たす。ＥＣＧ信号が得られない場合、最終注入後フレームは、例えば、
各フレームと参照画像との相関基準を用いて決定する。ナビゲーションプロセスに用いた
各Ｃアーム配向の最終注入後画像はメモリに保存され、Ｃアームがナビゲーションプロセ
スで前に用いた配向に戻るときに読み出される。ステップ２７８は、シーケンスを取り込
むステップ２７２に従って実施する。ステップ２８２では、最終注入後画像を参照画像に
合わせ込む。これは、動脈を示す造影剤を用いると容易になる。ステップ２７８と２８２
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は、リアルタイムで実装する必要はない。むしろ、これらのステップは、近リアルタイム
で実施し得る。ステップ２８２が完了した時点で、前の最終注入後画像を新しいものに取
り替える。
【００２５】
　ナビゲーション開始時には、最終注入後画像は未だ存在していない。最終注入後画像は
処置中に利用できないことがある。したがって、現画像をそのまま参照画像に合わせ込む
。ステップ２８６では、機器、すなわち、ガイドワイヤチップまたは治療用機器上のマー
カーを検出し、現画像上でリアルタイム追跡を行う。検出および追跡は、ガイドワイヤチ
ップの場合と治療用機器の場合とでは異なる。検出プロセスおよび追跡プロセスは以下で
詳細に説明する。ステップ２９０では、現画像を、最終注入後画像に合わせ込むか、その
まま参照画像に合わせ込む。このステップも以下でさらに詳細に説明する。ステップ２９
４では、ステップ２８６で位置を検出したガイドワイヤチップまたは医療用機器を、組み
合わせ画像上で参照画像と融合させて提示し、動脈、その周辺環境およびその環境内の機
器の融合画像を得る。ステップ２９０および２９４も各撮影画像に関してリアルタイムで
実施する。融合提示することにより、造影剤注入の必要性が低下し、正確な機器拡張配置
に対する支援が得られる。ステップ２９８で、システムは、機器と診断ステージ中にマー
クしたその指定位置との間の距離、または、機器と、診断ステージで指定した、例えば分
岐点、最大湾曲点などの既知ランドマークとの間の距離を決定して提示する。１つの好ま
しい実施形態において、決定した機器位置は、機器の前進および形状を自動制御するフィ
ードバック制御システムへの入力として送信される。ステップ２７１、２７２、２７４、
２８６、２９０、２９４および２９８は、機器が適性に位置決定されたと医師が判断する
まで、医師の裁量に従って実施されるステップ２７６、２７８および２８２より高頻度に
繰り返す。
【００２６】
　場合により、３次元モデル構築ステップをスキップする場合、治療ステップ群は外部源
から得た３次元モデルを用いる必要がある。例えば、最適パースペクティブおよび機器選
択ステップをスキップする場合、機器の位置とその指定位置との間の距離の測定もスキッ
プする。
【００２７】
　図５を見ると、本方法と装置の識別および追跡タスクとも一体化されたレジストレーシ
ョンタスクが詳細に記載されている。図５に提示するレジストレーションは、現画像を、
参照現を表す参照画像にそのまま合わせ込む場合、または最終注入後画像を媒介画像とし
て組み込む場合に適用できる。後者の場合、２回のレジストレーションは、最終注入後画
像と現画像との間、および参照画像と最終注入後画像との間で実施する。各レジストレー
ションは図５に従って実施するのが好ましい。レジストレーションスキームは拘束条件付
き相関の原理を利用する。２つの画像Ｉ１とＩ２の拘束条件付き相関とは、現画像内で検
出されたマーカーが参照画像内または最終注入後画像内の血管に変換されるという条件を
適用することを意味するが、これは、マーカーが、血管内にあることが分っている機器に
付けられているからである。同様に、参照画像を最終注入後画像に合わせ込む場合、さら
なる拘束条件は、参照画像内のトレースした動脈セグメントが最終注入後画像内の血管に
変換されることを要求する。一般に、拘束条件付き相関は、２つの相関曲面から１つの組
合わせ相関曲面を構築すること：
　　　　ＣＣ（Ｉ１，Ｉ２）＝ｆ（Ｃ（Ｆ１，Ｆ２），Ｃ（Ｄ１，Ｖ２））
を含む。この定義は、画像Ｉ１とＩ２との組合せ相関曲面ＣＣ（Ｉ１，Ｉ２）が２つの相
関曲面：Ｃ（Ｆ１，Ｆ２）およびＣ（Ｄ１，Ｖ２）（ここで、Ｆ１およびＦ２は画像Ｉ１
およびＩ２の背景に存在する共通の特徴であり、したがって、Ｃ（Ｆ１，Ｆ２）は背景特
徴間の相関関係を表し、Ｄ１は機器強調画像、Ｖ２は血管強調画像である）の組み合わせ
の結果であることを意味する。非限定的例として、相関曲面の組み合わせは２つの相関マ
トリックスの成分積算であり得る：ＣＣ（Ｉ１，Ｉ２）＝Ｃ（Ｆ１，Ｆ２）・Ｃ（Ｄ１，
Ｖ２）。２つの相関曲面を組み合わせる関数ｆの別の例は、第１相関マトリックスＣ（Ｆ
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１，Ｆ２）と第２相関曲面の二値化したものとの積：
　　　ＣＣ（Ｉ１，Ｉ２）＝Ｃ（Ｆ１，Ｆ２）・（Ｃ（Ｄ１，Ｖ２）＞Ｔ）
である。明確を期すと、２つの画像Ｉ１とＩ２の間の拘束条件付き相関マトリックスは、
両画像内に存在する背景特徴間の相関マトリックス内の画素の値に等しく、その場合、Ｄ
１とＶ２の間の相関マトリックスの対応画素は一定のしきい値を超える。Ｄ１とＶ２の間
の相関がしきい値を下回る拘束条件付き相関スコアマトリックス内の画素はゼロになる。
ナビゲーションプロセスに関連を有するさまざまなレジストレーションタスクに合わせて
、拘束条件付き相関の計算に関与する画像は、特定の特徴を強調する特定の形態を得るこ
とができる。
【００２８】
　図５は、単一現画像の参照源へのレジストレーションというスタンドアロンタスクとし
て実施する典型的なレジストレーションタスクを示している。参照源は、身体部位の２次
元または３次元モデルと、モデル構築に用いた画像とを含む。特に断りのない限り、本方
法は、ガイドワイヤと治療用機器の両方に関連する。ステップ４００では、例えばモデル
などの参照源から参照画像を生成する。参照画像Ｉ２は、例えば、参照モデルの構築に用
いた画像の１つ、または現画像と同じ平面上へのモデルの投影像である。次いで、ステッ
プ４０４で、現画像と参照画像から背景強調画像を生成する。背景強調画像Ｆ１、Ｆ２は
、２つの画像に取り込んだ骨または血管などの共通の背景要素を含む（これは、レジスト
レーションが参照画像と最終注入後画像の間である場合であり、現在の例には当てはまら
ないが、説明を補完するために言及する）。背景の要素は、勾配強度演算子を用いて強調
するのが好ましい。あるいは、特徴強調画像は、勾配ベクトル場画像、またはラプラス－
ガウスフィルターを用いた画像である。ステップ４０８で、参照画像から血管強調参照画
像Ｖ２を生成する。血管強調参照画像は血管類似性演算子を用いて生成する。改良型血管
類似性演算子は以下でさらに詳細に説明する。ステップ４１２で、現画像Ｉ１から特定機
器強調現画像Ｄ１を生成する。ガイドワイヤナビゲーションの場合、細い暗線を強調する
ための特殊フィルターを用いるのが好ましい。機器ナビゲーションの場合には、ドット強
調フィルターを用いて機器強調画像を得ることができる。ガイドワイヤまたは機器マーカ
ーを検出したら、検出した機器を表示する二値画像として画像Ｄ１を構築することができ
る。二値画像の生成については、以下に図６に関連してさらに詳細に説明する。ステップ
４１６で、拘束条件付き相関原理の実装を用いて、現画像Ｉ１と参照Ｉ２とのレジストレ
ーション自体を実施する。現画像を参照画像にそのまま合わせ込む場合、現画像に血管モ
デルを明示的に組み込んで現画像を強調するのが好ましい。
【００２９】
　現画像と最終注入後画像とのレジストレーションは、現画像と参照画像とのレジストレ
ーションに本質的に類似している。このステップでは、参照画像と最終注入後画像とのレ
ジストレーションは既に実施されているので、最終注入後画像は、参照画像から変換した
血管モデルを組み込んで強化するのが好ましい。
【００３０】
　参照画像と最終注入後画像とのレジストレーションの場合、参照画像はＩ１の役割を果
たし、最終注入後画像はＩ２の役割を果たす。特徴画像Ｆ１、Ｆ２と画像Ｖ２は（例えば
、血管類似性演算子による）血管強調画像である。画像Ｄ１は、２Ｄモデルまたは３Ｄモ
デルの投影像を表す二値画像であり得る。
【００３１】
　（例えばバルーンまたはステントなどの）治療用機器ナビゲーション用の最終注入後画
像と参照画像とのレジストレーションはいくつかの特定の態様を有する。最終注入後画像
と参照画像とのレジストレーションの難しさは、撮像条件の変化や、ガイドワイヤ挿入に
起因する動脈形状の変化および診断ステージとナビゲーションステージの間の他の変化に
由来する。好ましいレジストレーションスキームは、画像間の厳しい変形条件下において
も正確な結果を達成する拘束条件付き相関法を含めた、粗密、大域局所レジストレーショ
ンというマルチレベル型反復法を用いる。このレジストレーションプロセスは、参照画像
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と最終注入後画像の多重解像度ピラミッド階層表現および、例えば異なる解像度レベル用
の血管類似性マップ生成などの特徴強調フィルタリングアプリケーションを利用する。レ
ジストレーションは、大域をカバーする粗いピラミッドレベルでの拘束条件付き相関で始
まる。次いで、より高い解像度レベルおよびより小さい相関窓を得るために、狭窄領域の
より狭い周辺区域における反復相関を用いて微細レジストレーションを実施する。このプ
ロセスは、狭窄個所を中心とする相関窓、または参照動脈中心線に沿って集中する複数の
連続相関窓を使用するのが好ましい。微細レジストレーションの別の変形態様は、粗いレ
ジストレーションおよび既知参照血管セグメントを用いて最終注入後画像内の血管セグメ
ントを自動的に識別するプロセスを使用する方法である。このプロセスでは、最終注入後
画像上の中心線と中心線に沿った血管の直径を計算する。次いで、一方は最終注入後画像
に関する関数で、他方は参照画像に関する関数である直径の２つの１次元関数を決定する
。次いで、中心線を整合させ、画像間の局所的変換を確立するために相関を用い得る。ス
テップ４２０で、両画像由来の要素を融合させて１つの画像とする。
【００３２】
　図６を見ると、本発明の１つの好ましい実施形態であるガイドワイヤおよび機器案内ア
プリケーションの操作コンポーネントが示されている。診断ステージコンポーネント５０
０は、診断ステージおよび疾患評価ステージで得た画像の処理に関与する。
【００３３】
　診断ステージコンポーネント５００は、３次元モデルビルダー５０４と、最適パースペ
クティブ選択コンポーネント５０６と、機器選択コンポーネント５０６と、フィードバッ
ク制御計画コンポーネント５０９とを含む。コンポーネント５００およびそのサブコンポ
ーネントのタスクは、図３に関連して上記に提示した方法のステップ２５４、２５８で達
成される。あるいは、３次元モデルを外部源から得た場合、コンポーネント５０４は省い
てもよい。治療ステージコンポーネント５５０は、検出コンポーネント５５２とレジスト
レーションコンポーネント５７８とを含む。レジストレーションコンポーネント５７８の
操作は、図５に関連して上記に詳細に説明されている。検出コンポーネント５５２は、ガ
イドワイヤ検出に関連するガイドワイヤ検出コンポーネント５５６と、治療用機器検出に
関連するタスクを担う機器検出コンポーネント５８０とを含む。機器検出コンポーネント
５８０はさらに、識別コンポーネント５８４および追跡コンポーネント５８８を含む。検
出コンポーネントは、使用装置に応じて起動されるようになっている。ガイドワイヤ検出
コンポーネント５５６およびレジストレーションコンポーネント５７８はハイブリッドプ
ロセスとして実装するのが好ましく、ハイブリッドプロセスにおいて、レジストレーショ
ンコンポーネント５７８は、検出コンポーネント５５６のさまざまなコンポーネントが起
動されている間に起動されるようになっているが、明確にするために、それらのコンポー
ネントは別々に記載されている。ガイドワイヤを検出しているときには、ガイドワイヤ検
出コンポーネント５５６が起動されている。ガイドワイヤ検出コンポーネント５５６は二
値化コンポーネント５６６を含み、二値化コンポーネント５６６は、現画像全体の二値化
の実施に関与する。二値化は、所定のしきい値を超える値を有する画像内のすべての画素
に１の値を割り当て、他のすべての画素に０の値を割り当てる。二値化は、ガイドワイヤ
チップを強調するための高速前処理後に現画像上で実施するのが好ましい。通常、二値化
の結果として、ガイドワイヤチップに関する１個または数個のクラスタが目につくが、そ
の他に画像一面に散らばる複数の小さいクラスタが見られる。得られた二値画像を用い、
レジストレーションコンポーネント５７８を使って、最終注入後画像または参照画像への
粗いレジストレーションを実施する。ガイドワイヤは例えば血管などの管状器官内に位置
することが分っているので、そのレジストレーションは、例えば、ガイドワイヤチップセ
グメントを、血管強調最終注入後画像もしくは参照画像または血管関連セグメントを提示
する対応二値画像と相関させて実施し得る。粗いレジストレーションの結果として、現画
像の参照画像への変換が得られる。
【００３４】
　パラメータ化およびセグメント化コンポーネント５７０は、動脈セグメントの中心線に
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関する画素のパラメータ化を実施する。動脈セグメントの中心線は診断ステップ中に構築
されるか、外部源から得た身体部位モデルの一部である。具体的に言えば、参照画像内の
各画素には２つのパラメータが割り当てられる：第１のパラメータは動脈の画素と中心線
との間の最短距離である。第２のパラメータは、当該画素に最も近い中心線内の画素のイ
ンデックスである。動脈の中心線は実際には線であるから、その画素は順序付けおよびイ
ンデックス付けすることができる。パラメータ化計算は、診断ステージ中または合成参照
画像が生成された時点で実施し得る。粗いレジストレーションにより求められる参照画像
と現画像との変換を用いて、二値化現画像内の１の値を有する画素にパラメータを割り当
てる。次いで、現画像内の画素を中心線内の一番近い画素のインデックスに従ってソート
し、中心線点インデックスのＸ軸上での中心線からの距離の１次元関数として提示、処理
し得る。ガイドワイヤチップのセグメント化は、２次元画像処理の代わりにこの関数を解
析することにより効率的に実施される。セグメント化結果を用いて、当該領域を決定し、
再度レジストレーションコンポーネント５７８を呼び出して、局所的精密レジストレーシ
ョンを実施する。ガイドワイヤチップの中心点と共に、中心点に最も近い中心線内のイン
デックスを得る。次いで、ベクトル表示コンポーネント５７４が、指定パラメータ化を利
用する高速アルゴリズムを用いるか、画像平面上の最適経路検索技術を用いて、ガイドワ
イヤチップのベクトル表示を行う。検出が完了した時点で、ガイドワイヤチップを、参照
画像、３次元モデルまたは他の画像上に表示することができる。例えば、ガイドワイヤ終
点位置での動脈の方向や曲率、分岐部までの距離などの数値データも得ることができる。
ガイドワイヤが検出された時点で、ガイドワイヤチップのおおまかな位置が分かるので、
画像の小セグメント局所レジストレーションを用いて、その後のフレームでガイドワイヤ
の追跡を実施する。
【００３５】
　治療用機器検出コンポーネント５８０は、機器上に配置された、Ｘ線画像内で類似した
暗点を示す１つ以上、好ましくは２つのマーカーを用いて機器を検出する。医療用機器は
、識別コンポーネント５８４により現画像内で識別される。先ず、暗点を強調するフィル
タリングを用い、次いで、画像内の画素すべてに対してしきい値化を実施する。フィルタ
ーは、例えば、ヘッシアン行列のアイゲンバリューの解析に基づくラプラス－ガウスフィ
ルターなどである。この結果、所定しきい値を超えた画素クラスタができる。通常、マー
カークラスタと小数の「コンフユーザ」クラスタが存在する。クラスタをラベルし、クラ
スタ内の画素の全スコアを考慮に入れたスコアを割り当て、各クラスタの代表画素を選択
する。他のクラスタに比べて小さいクラスタは廃棄する。クラスタ検出パラメータは、マ
ーカークラスタを保存する一方で、検出クラスタの数を最小限にするように調整する。次
に、Ｘ線画像内では医療用機器を２つのマーカーで表すのが好ましいので、クラスタペア
を考慮する。したがって、各ペアは、ペアを組む２つのクラスタが実際に２つのマーカー
を表す可能性を示す。各ペアに割り当てられるスコアは、２つのクラスタスコアの積であ
る。通常、最高スコアを有するペアがマーカーを表すと想定される。しかし、予測マーカ
ー間距離に推定値が存在する場合、スコアに、クラスタ間の実距離と予測距離との比率の
関数をかける。さらなるステップとして、これらの値を、すべてのペア推定値の合計が１
に等しくなるように正規化する。しかし、１つのフレームに基づくマーカー検出では不十
分な可能性がある。したがって、その代わりに、２つ以上の連続フレームを用いる。本発
明の１つの非限定的実施例においては、Ｍが第１フレームで利用可能なペアの数を示し、
Ｎが第２フレームで利用可能なペアの数を示すようにする。ペア１．．Ｍが第１フレーム
内の機器を表す確率は、ｐ１，．．．，ｐＭで示され、ペア１．．Ｎが第２フレーム内の
機器を表す確率はｑ１，．．．，ｐＮで示される。両フレーム上で機器マーカーは２組の
ペアに相当するので、１対のポイントペア、すなわち４つ組が必要である。第１および第
２フレーム内で正しいペアを見つけるために、ＭｘＮ行列Ｒ〔ここで、（ｉ，ｊ）要素は
ｒ（ｉ，ｊ）＝ｐｉ

＊ｑｉ
＊ｆ（ｉ，ｊ）であり、ｆ（ｉ，ｊ）は第１フレーム上の第ｉ

ペアと第２フレーム上の第ｊペアとの類似性を表現するある関数である〕を構成する。具
体的に言えば、ｆ（ｉ，ｊ）はペアのポイント間距離がどのように保存されているかを示



(18) JP 2008-534109 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

す。ｒ（ｉ，ｊ）基準は正しくないペアを除去する。ｒ（ｉ，ｊ）関数の他の成分には、
クラスタサイズや参照スケルトンとの距離が含まれ得る。
【００３６】
　行列Ｒの要素の合計が所定しきい値を下回る場合、フレームペアは不整合であるとして
、破棄される。２つのフレームが明確な終末のない長いプロセスの一部を構成する場合、
そのプロセスはリセットされる。行列Ｒの要素の合計が所定しきい値を上回る場合、一方
のフレーム内のペアｉがマーカーを表す確率は：
【００３７】
【数１】

すなわち、第１フレーム内のクラスタペアｉがマーカーを表す確率は、このペアが次のフ
レーム内の他のすべてのペアと一致する確率の合計に等しい。
【００３８】
　第２フレーム内のペアｊの場合も同様に、第１フレームとの関連で：
【００３９】

【数２】

である。したがって、シーケンスの中間の各フレーム上には、各クラスタペアについて、
次のフレームとの比較により得た「前方」（“ｆｏｗａｒｄ”）マークが付いたものと、
最も近い前のフレームとの比較により得た「後方」（“ｂａｃｋ”）マークが付いたもの
という２つの追加推定値が存在する。各フレームを第２フレームから開始するＸ線透視フ
レームシーケンスを有する場合には、ｑｊの代わりにｑｊ（後方）ペア推定値を使用して
、前のフレームからの情報を蓄積し得る。最終フレームから出発する類似法では、ｐｉの
代わりにｐｉ（前方）を使用し得る。
【００４０】
　次いで、各フレームの各ペアに関し、２つの推定値を１つに組み合わせる：
【００４１】
【数３】

　次いで、あるペアｌに関し、ｐｌが所定の信頼性しきい値を超える場合、マーカーはペ
アｌで表されるとの判断が下される。
【００４２】
　好ましいプロセスは、２つの隣接Ｘ線透視フレームの解析から始まる。マーカーが識別
されたら（一方のフレーム内の１つのペアｌに関して、ｐｌが所定しきい値を超える場合
）、プロセスは終了する。さもなければ、シーケンスに追加のＸ線透視フレームを検討す
るよう適応させてプロセスを一般化し、記載プロセスを用いて、３つのフレームについて
ｐｌ値を計算し直す。マーカーが識別されない場合、別のフレームを追加する。所定数の
フレームを加えてもマーカーが識別されない場合、そのシーケンスを廃棄し、新規プレー
ムペアを用いてプロセスを初期化する。
【００４３】
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　治療用機器が確認できた時点で治療用機器追跡コンポーネント５８８を起動させる。シ
ステムは機器追跡ステップに切り替わるが、このステップは、処理能力をさして必要とし
ないので、リアルタイムで実施されるタスクである。効果的であるためには、機器追跡ス
テップは、２つの連続画像を取得する間の時間より短い時間で行う必要がある。追跡ステ
ップは、連続フレームを解析し、識別されたマーカーを追跡して行う。追跡段階で、治療
用機器追跡コンポーネントは、２つのマーカーが検出される現フレームＦｃと、既知マー
カー座標Ｍ１およびＭ２を有する前フレームＦｐとを受信する。画像Ｆｐ上でＭ１および
Ｍ２位置の周囲の小区域Ｗｐ１およびＳｐ２を選択し、画像Ｆｃ上でＭ１、Ｍ２位置の周
囲の大区域Ｗｃ１およびＷｃ２を選択する。大区域の半径からフレームＦｐとＦｃの間の
可能な最大マーカー移動を推定する。Ｗｐ１、Ｗｐ２、Ｗｃ１およびＷｃ２区域は、ドッ
ト様特徴を強調する前処理フィルタリング、例えば、ヘッシアン行列のアイゲンバリュー
解析に基づくフィルターであるラプラス－ガウスフィルターなどに通すのが好ましい。次
いで、Ｗｐ１とＷｃ２との相関およびＷｐ２とＷｃ２との相関を実施する。正規化相関、
位相相関または勾配ベクトル場相関を用いるのが好ましいが、相関は特定タイプには限定
されない。結果として、２つの相関曲面Ｃ１およびＣ２を得る。相関曲面上のピークは、
マーカーの現位置となる候補であるＷｃ１およびＷｃ２内の区域を表す。Ｔ＝（ｔ１，ｔ
２，．．．，ｔｎ）をＣ１上で検出された顕著な極大値セットを示すものとし、Ｓ＝（ｓ
１，ｓ２，．．．，ｓｍ）をＣ２上で検出された顕著な極大値セットを示すものとする。
各ピークは、対応相関値Ｃ１（ｔｉ）およびＣ２（ｓｊ）に等しいスコアを有する。前の
画像から現画像への２つのマーカーのどの可能なシフトペア（ｔｉ，ｓｊ）も、ペアスコ
アＶ（ｔｉ，ｓｊ）を与える移動整合性基準テストに合格する。具体的に言えば、Ｖ（ｔ

ｉ，ｓｊ）は、ベクトルＭ２－Ｍ１およびｓｊ－ｔｉの差の測度であり得る、すなわち、
マーカー位置の間隔と方向はフレーム間で保存されるはずである。どのペアも、Ｃ１（ｔ

ｉ）、Ｃ２（ｓｊ）およびＶ（ｔｉ，ｓｊ）を合わせた集合スコア、例えば、ｐｌ＝（Ｃ
１（ｔｉ）＋Ｃ２（ｓｊ））＊Ｖ（ｔｉ，ｓｊ）を得る。最大集合スコアを得たペアは、
マーカーのシフトと見なされ、現フレーム上のマーカー位置は前の位置およびシフトを用
いて計算する。上述のように、追跡機器を示す二値画像は、図５に関連して上記に説明し
た機器強調画像（Ｄ１）としてレジストレーションプロセスに用いられる。
【００４４】
　上述のように、本発明は改良型血管類似性演算子ＩＶＲ（ｐ）を使用する。従来型血管
類似性演算子ＶＲ（ｐ）は、画素ｐを強調するのに、グレイレベルが１方向に大きい正の
二次導関数を有し、その直交方向に小さい二次導関数を有するヘッシアン行列のアイゲン
バリューを用いる。（例えば、隔壁の境界線などの）階段様特徴から血管のような管状特
徴を識別しやすくするために、上記で詳述したように、二次導関数の特性に加えて小勾配
を必要とする改良型血管類似性演算子を用いる。改良型血管類似性ＩＶＲ（ｐ）に関する
式中の追加勾配項は、例えば、以下の形態：ＩＶＲ（ｐ）＝ＶＲ（ｐ）・Ｆ（│ｇ│）〔
ここで、Ｆ（│ｇ│）は、勾配の大きさ│ｇ│が０の場合には１に等しく、勾配の大きさ
が増大するにつれ減少する〕を有し得る。
【００４５】
　提案する発明は、管状器官内に機器を配置する方法および装置を開示する。本発明は、
管状器官のモデルを構成し、治療用機器およびその位置を医師に提言する任意選択診断ス
テージを開示する。あるいは、ユーザは、外部源からモデルを得てもよい。次いで、治療
ステージで、本装置は、治療ステージで撮影した画像をモデルに自動レジストレーション
を行い、管状器官内の機器の検出、追跡、ナビゲーションを支援する方法を用いる。本シ
ステムはさらに、管状器官内の機器を関連測定データと共に表示することができる。提案
する方法は、診断ステージで撮影した画像と治療ステージで撮影した画像の間の幾何学的
変形およびコンテンツの違いによるレジストレーション上の問題を克服する。本装置は、
治療ステージではＸ線または別のイメージングモダリティーを使用するが、例えば血管な
どのほとんどの管状器官はＸ線画像では見えない。本システムは、関連タイプの処置に現
在必要とされている装置以上の追加装置を必要としない。さらに、本システムは、患者に
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とって有害な造影剤注入や放射線の必要性を最小限にする。
【００４６】
　提案するシステムは、治療ステージで管状器官が見えないＸ線画像を使用する。しかし
、他のモダリティーも使用可能である。管状器官を示すモダリティーを用いれば、プロセ
スは大きく簡易化されるであろう。上記に提示したコンポーネントの説明は実行可能な実
装を示唆している。本システムを、本方法の異なる部分を実施しかつ異なる態様で協働す
る他の多くのコンポーネントに分割して用い得ることは明らかである。本発明が、上記に
具体的に示し、説明したものに限定されないことは、当業者には分るであろう。さらに正
確に言えば、本発明の範囲は以下の特許請求の範囲によってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】提案する発明が使用される典型的な環境の図。
【図２】本発明の１つの好ましい実施形態に従って動脈系内をナビゲートされている機器
の図。
【図３】本発明の１つの好ましい実施形態による、診断ステップに関連する操作ステップ
を説明するブロック図。
【図４】本発明の１つの好ましい実施形態による、治療ステップに関連する操作ステップ
を説明するブロック図。
【図５】本発明の１つの好ましい実施形態によるレジストレーション法を示すフローチャ
ート。
【図６】本発明の１つの好ましい実施形態によるアプリケーションコンポーネントのブロ
ック図。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(22) JP 2008-534109 A 2008.8.28

【手続補正書】
【提出日】平成19年1月31日(2007.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者の管状器官の内部にある機器の少なくとも１つの撮影画像の、管状器官を含む患者の
身体部位を提示する参照画像に対する自動レジストレーション方法であって、
　撮影画像から第１背景強調画像を、参照画像から第２背景強調画像を、前記第１および
第２の背景強調画像は撮影画像と参照画像の両方に存在する背景素子からなるように、生
成するステップと、
　参照画像から管状器官強調画像を生成するステップと、
　撮影画像から機器強調画像を生成するステップと、
　前記第１および第２の背景強調画像の間にて第１の相関曲面を算出するステップと、
　前記管状器官強調画像と前記機器強調画像の間にて第２の相関曲面を算出するステップ
と、
　前記第１および第２の相関曲面の関数として組み合わせ相関曲面を算出するステップと
、
　前記組み合わせ相関曲面に従って、撮影画像と参照画像とのレジストレーションを実施
することによって管状器官中の機器の位置を知得するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
機器がガイドワイヤまたは治療用機器である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
管状器官が血管である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
撮影画像では管状器官が視認されない、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
撮影画像がＸ線画像である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
参照画像は血管造影図である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
撮影画像と参照画像はほぼ同一の投影角度から取得される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
参照画像は、機器が管状器官内部に配置される前の診断ステージで取得する、請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
前記管状器官を含む身体部位について予め取得した３次元モデルから、前記モデルを前記
撮影画像とほぼ同一の投影角度をもって投影することによって、参照画像を生成するステ
ップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記モデルは前記管状器官の分析によって得られる情報を含み、前記情報は、血管のセン
ターライン、血管の境界、および血管の直径のうちの１つ以上を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
前記予め取得した３次元モデルは２つの異なる投影角度から取得された少なくとも２つの
血管造影図から構成される、請求項９に記載の方法。
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【請求項１２】
前記参照画像は前記少なくとも２つの血管造影図のうちの１つであり、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１３】
前記予め取得した３次元モデルはコンピュータトモグラフィ（ＣＴ）容積データから構成
される、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
前記参照画像は前記機器がすでに前記管状器官の中にあるときに管状器官に造影剤を注入
することによって得られる媒介画像であり、前記方法は、前記媒介画像と前記管状器官を
含む身体部位について予め取得した参照画像のレジストレーションを行うステップをさら
に備え、前記予め取得した参照画像は前記機器が管状器官の内部に配備される前の診断ス
テージに取得される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
前記レジストレーションから得られた情報を表示するステップをさらに備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項１６】
前記情報は前記撮影画像からの少なくとも１つの素子と前記参照画像からの少なくとも１
つとを含む融合画像からなる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記融合画像は前記機器と管状器官とを共通の座標系で表示している、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
前記情報は前記機器の現在の位置と所定の位置との間の距離に関するデータを含む、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１９】
前記所定の位置は前記機器の目的位置または診断ステージで指定されたランドマークであ
る、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
前記情報は前記機器の現在の位置における、前記管状器官が伸びる方向と湾曲の態様との
うちの少なくとも一方を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
前記機器を前記予め取得したモデル中にて表示するステップをさらに備える、請求項９に
記載の方法。
【請求項２２】
前記機器の進行状況または形状を自動制御するために、機器の現在の位置をフィードバッ
ク制御システムに送信するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
前記管状器官強調画像は血管類似性演算子を用いて前記参照画像から生成される、請求項
１に記載の方法。
【請求項２４】
前記血管類似性演算子は小勾配を要する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
機器強調画像生成ステップが、
　前記撮影画像内にて機器を検出するステップと、
　機器を表す二値化画像を生成するステップとを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
機器を検出するステップが、
　機器を識別するステップと、
　機器を追跡するステップとを含んでなる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
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前記機器はガイドワイヤであり、前記撮影画像内でガイドワイヤを検出するステップは、
　前記ガイドワイヤの二値化画像を入手すべく、前記撮影画像の二値化を行うステップと
、
　管状器官の中心性に相対して前記参照画像のパラメータ化を実施することによって、前
記参照画像の各画素にパラメータセットを割り当てるステップと、
　前記二値化画像の前記参照画像に対する第１のレジストレーションを実施するステップ
と、
　前記二値化画像中にて検出された画素に、前記参照画像中にて対応付けられる画素から
、前記パラメータセットを割り当てるステップと、
　割り当てられた前記パラメータセットに従って画素をソートするステップと、
　ソートされたパラメータ化画像の画素を解析してガイドワイヤチップをセグメント化す
るステップとを含んでなる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
前記パラメータセットが、
　参照画像内の画素と管状器官の中心線との間の最短距離と、
　参照画像内の画素に最も近い中心線内画素のインデックスとを含んでなる、請求項２７
に記載の方法。
【請求項２９】
前記ガイドワイヤのベクトル表示を行うステップをさらに備える、請求項２７に記載の方
法。
【請求項３０】
前記ベクトル表示は最適経路検索を使用することによって行われる、請求項２９に記載の
方法。
【請求項３１】
前記機器は少なくとも２つのＸ線透視マーカーを有する治療用機器であり、識別ステップ
が、
ａ．　撮影画像内の実質的にすべての画素をしきい値化して、少なくとも１つのクラスタ
を得るステップと、
ｂ．　少なくとも１つのクラスタそれぞれにスコアを割り当てるステップと、
ｃ．　各クラスタペアにスコアを割り当てるステップと、
ｄ．　ステップｃでクラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そ
のクラスタペアを前記機器のマーカーとして選択するステップとを含んでなる、請求項２
６に記載の方法。
【請求項３２】
さらに、
ｅ．　第２撮影画像にステップａからｄを実施するステップと、
ｆ．　第１クラスタペアは撮影画像から得たクラスタから取り、第２クラスタペアは第２
撮影画像から取る４つ組クラスタを生成するステップと、
ｇ．　各４つ組クラスタに、各ペアのスコアとペア間の類似性要素とを含んでなるスコア
を割り当てるステップと、
ｈ．　撮影画像内の各クラスタペアに、そのクラスタペアが関与する全４つ組のスコアに
基づいて第２スコアを割り当てるステップと、
ｉ．　第２撮影画像内の各クラスタペアに、そのクラスタペアが関与する全４つ組のスコ
アに基づいて第２スコアを割り当てるステップと、
ｊ．　ステップｉでクラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そ
のクラスタペアを撮影画像または第２撮影画像内のマーカーとして選択するステップと
を含んでなる、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
クラスタペアが選択されるまで、撮影画像を追加して（ｅ）～（ｊ）のステップを適合さ
せて実行する、請求項３２に記載の方法。
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【請求項３４】
前記機器は治療用機器であり、前記追跡ステップが、２つの連続撮影画像間の相関局面と
少なくとも１つの移動整合性基準とを使用するステップを含んでなる、請求項２６に記載
の方法。
【請求項３５】
前記機器はペーシングリードである、請求項１に記載の方法。
【請求項３６】
前記背景強調画像は勾配強度演算子によって生成され、または前記背景強調画像は勾配ベ
クトル場画像またはラプラス－ガウスフィルターを用いた画像である、請求項１に記載の
方法。
【請求項３７】
画像シーケンスの取得およびパラメータを監視するステップをさらに備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項３８】
カテーテル処置中に使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項３９】
両心室ペーシング法中に使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項４０】
血管形成術中に使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項４１】
患者の管状器官内部に配備された機器による少なくとも１つの撮影画像のうちの１つを、
管状器官を含む患者の身体部位を提示する参照画像に対して自動的にレジストレーション
を行い、および検出するための装置であって、
　管状器官の内部に配備された機器による少なくとも１つの撮影画像のうちの１つを受信
するための画像取得コンポーネントと、
　前記機器を前記少なくとも１つの撮影画像中から検出し、および機器強調画像を生成す
るための少なくとも１つの検出コンポーネントと、
　前記管状器官の強調画像を前記参照画像から生成するための血管類似性演算子と、
　前記撮影画像と参照画像から背景強調画像を生成するための背景画像強調コンポーネン
トと、
　前記撮影画像および参照画像それぞれの背景強調画像の間における第１相関曲面と、前
記機器強調画像および前記管状器官の強調画像の間における第２相関曲面との関数として
組み合わせ相関曲面を算出するための組み合わせ相関計算コンポーネントとを備える装置
。
【請求項４２】
前記少なくとも１つの検出コンポーネントが少なくとも１つのガイドワイヤ検出コンポー
ネントを含んでなる、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
前記少なくとも１つの検出コンポーネントが少なくとも１つの治療用機器検出コンポーネ
ントを含んでなる、請求項４１に記載の装置。
【請求項４４】
連続して撮影した画像のシーケンスの中で前記機器を追跡するための追跡コンポーネント
をさらに備える請求項４１に記載の装置。
【請求項４５】
前記身体部位の３次元モデルから参照画像を生成するための参照画像生成コンポーネント
をさらに備える、請求項４１に記載の装置。
【請求項４６】
撮影画像がＸ線画像である、請求項４１に記載の装置。
【請求項４７】
管状器官が血管である、請求項４１に記載の装置。
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【請求項４８】
前記ガイドワイヤ検出コンポーネントは二値化ツール、パラメータ化およびセグメント化
コンポーネント、およびベクトル表示コンポーネントを備える、請求項４２に記載の装置
。
【請求項４９】
前記医療用機器検出コンポーネントが識別コンポーネントおよび追跡コンポーネントを含
んでなる、請求項４３に記載の装置。
【請求項５０】
管状器官の内部にある機器をナビゲーションし、および前記機器を目的位置に配備するた
めのナビゲーションシステムであって、前記システムは、治療ステージおよび診断ステー
ジの間に前記機器を検出し、および追跡するための、請求項４１～４９のいずれか一項に
記載の装置におけるコンポーネントを備え、前記治療ステージのコンポーネントは医師に
医療用機器を選択させ、および前記聞きの目的位置を選択させることを可能とさせるため
の聞き選択コンポーネントと、前記治療ステージのＣ－アームの最適位置を選択するため
の最適パースペクティブ選択コンポーネントとを備える、ナビゲーションシステム。
【請求項５１】
前記管状器官を含む身体部位を、２つ以上の２次元画像から再構築し、および前記管状器
官に関する情報を入手すべく前記管状器官を分析するための、３次元モデルビルダーをさ
らに備える、請求項５０に記載のナビゲーションシステム。
【請求項５２】
前記装置から受信した情報に従って前記機器の進行状況または形状を自動制御するための
フィードバック制御システムをさらに備える、請求項５０に記載のナビゲーションシステ
ム。
【手続補正書】
【提出日】平成19年11月30日(2007.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者の管状器官の内部にある機器の少なくとも１つの撮影画像の、管状器官を含む患者の
身体部位を提示する参照画像に対する自動レジストレーション方法であって、
　撮影画像から第１背景強調画像を、参照画像から第２背景強調画像を、前記第１および
第２の背景強調画像は撮影画像と参照画像の両方に存在する背景素子からなるように、生
成するステップと、
　参照画像から管状器官強調画像を生成するステップと、
　撮影画像から機器強調画像を生成するステップと、
　前記第１および第２の背景強調画像の間にて第１の相関曲面を算出するステップと、
　前記管状器官強調画像と前記機器強調画像の間にて第２の相関曲面を算出するステップ
と、
　前記第１および第２の相関曲面の関数として組み合わせ相関曲面を算出するステップと
、
　前記組み合わせ相関曲面に従って、撮影画像と参照画像とのレジストレーションを実施
することによって管状器官中の機器の位置を知得するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
機器がガイドワイヤまたは治療用機器である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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管状器官が血管である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
撮影画像では管状器官が視認されない、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
撮影画像がＸ線画像である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
参照画像は血管造影図である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
撮影画像と参照画像はほぼ同一の投影角度から取得される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
参照画像は、機器が管状器官内部に配置される前の診断ステージで取得する、請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
前記管状器官を含む身体部位について予め取得した３次元モデルから、前記モデルを前記
撮影画像とほぼ同一の投影角度をもって投影することによって、参照画像を生成するステ
ップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記予め取得した３次元モデルは２つの異なる投影角度から取得さ
れた少なくとも２つの血管造影図から構成される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記参照画像は前記少なくとも２つの血管造影図のうちの１つであり、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１２】
前記予め取得した３次元モデルはコンピュータトモグラフィ（ＣＴ）容積データから構成
される、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
前記参照画像は前記機器がすでに前記管状器官の中にあるときに管状器官に造影剤を注入
することによって得られる媒介画像であり、前記方法は、前記媒介画像と前記管状器官を
含む身体部位について予め取得した参照画像のレジストレーションを行うステップをさら
に備え、前記予め取得した参照画像は前記機器が管状器官の内部に配備される前の診断ス
テージに取得される、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
前記レジストレーションから得られた情報を表示するステップをさらに備え、
　前記情報は、前記撮影画像からの少なくとも１つの素子、前記参照画像、共通の座標系
にある前記機器および管状器官、前記機器の現在の位置と所定の位置との間の距離に関す
るデータ、ならびに、前記機器の現在の位置における前記管状器官が伸びる方向または湾
曲の態様からなる群から選択された少なくとも１つを含む融合画像からなり、
　前記所定の位置は前記機器の目的位置または診断ステージで指定されたランドマークで
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
前記管状器官強調画像は血管類似性演算子を用いて前記参照画像から生成され、前記血管
類似性演算子は小勾配を要する、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
機器強調画像生成ステップが、
　前記撮影画像内にて機器を検出するステップをさらに備え、機器を検出するステップが
、
　機器を識別するステップと、
　機器を追跡するステップとを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
前記機器はガイドワイヤであり、前記撮影画像内でガイドワイヤを検出するステップは、
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　前記ガイドワイヤの二値化画像を入手すべく、前記撮影画像の二値化を行うステップと
、
　管状器官の中心性に相対して前記参照画像のパラメータ化を実施することによって、前
記参照画像の各画素にパラメータセットを割り当てるステップと、
　前記二値化画像の前記参照画像に対する第１のレジストレーションを実施するステップ
と、
　前記二値化画像中にて検出された画素に、前記参照画像中にて対応付けられる画素から
、前記パラメータセットを割り当てるステップと、
　割り当てられた前記パラメータセットに従って画素をソートするステップと、
　ソートされたパラメータ化画像の画素を解析してガイドワイヤチップをセグメント化す
るステップとを含んでなる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記ガイドワイヤのベクトル表示を行うステップをさらに備える、請求項１７に記載の方
法。
【請求項１９】
前記機器は少なくとも２つのＸ線透視マーカーを有する治療用機器であり、識別ステップ
が、
ａ．　撮影画像内の実質的にすべての画素をしきい値化して、少なくとも１つのクラスタ
を得るステップと、
ｂ．　少なくとも１つのクラスタそれぞれにスコアを割り当てるステップと、
ｃ．　各クラスタペアにスコアを割り当てるステップと、
ｄ．　ステップｃでクラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そ
のクラスタペアを前記機器のマーカーとして選択するステップとを含んでなる、請求項１
６に記載の方法。
【請求項２０】
さらに、
ｅ．　第２撮影画像にステップａからｄを実施するステップと、
ｆ．　第１クラスタペアは撮影画像から得たクラスタから取り、第２クラスタペアは第２
撮影画像から取る４つ組クラスタを生成するステップと、
ｇ．　各４つ組クラスタに、各ペアのスコアとペア間の類似性要素とを含んでなるスコア
を割り当てるステップと、
ｈ．　撮影画像内の各クラスタペアに、そのクラスタペアが関与する全４つ組のスコアに
基づいて第２スコアを割り当てるステップと、
ｉ．　第２撮影画像内の各クラスタペアに、そのクラスタペアが関与する全４つ組のスコ
アに基づいて第２スコアを割り当てるステップと、
ｊ．　ステップｉでクラスタペアに割り当てた最高スコアが所定しきい値を超えたら、そ
のクラスタペアを撮影画像または第２撮影画像内のマーカーとして選択するステップと
を含んでなる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記機器は治療用機器であり、前記追跡ステップが、２つの連続撮影画像間の少なくとも
２つの相関局面と少なくとも１つの移動整合性基準とを使用するステップを含んでなる、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
患者の管状器官内部に配備された機器による少なくとも１つの撮影画像のうちの１つを、
管状器官を含む患者の身体部位を提示する参照画像に対して自動的にレジストレーション
を行い、および検出するための装置であって、
　管状器官の内部に配備された機器による少なくとも１つの撮影画像のうちの１つを受信
するための画像取得コンポーネントと、
　前記機器を前記少なくとも１つの撮影画像中から検出し、および機器強調画像を生成す
るための少なくとも１つの検出コンポーネントと、
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　前記管状器官の強調画像を前記参照画像から生成するための血管類似性演算子と、
　前記撮影画像と参照画像から背景強調画像を生成するための背景画像強調コンポーネン
トと、
　前記撮影画像および参照画像それぞれの背景強調画像の間における第１相関曲面と、前
記機器強調画像および前記管状器官の強調画像の間における第２相関曲面との関数として
組み合わせ相関曲面を算出するための組み合わせ相関計算コンポーネントとを備える装置
。
【請求項２３】
管状器官の内部にある機器をナビゲーションし、および前記機器を目的位置に配備するた
めのナビゲーションシステムであって、前記システムは、治療ステージおよび診断ステー
ジの間に前記機器を検出し、および追跡するための、請求項２２に記載の装置におけるコ
ンポーネントを備え、前記治療ステージのコンポーネントは医師に医療用機器を選択させ
、および前記聞きの目的位置を選択させることを可能とさせるための聞き選択コンポーネ
ントと、前記治療ステージのＣ－アームの最適位置を選択するための最適パースペクティ
ブ選択コンポーネントとを備える、ナビゲーションシステム。
【請求項２４】
前記管状器官を含む身体部位を、２つ以上の２次元画像から再構築し、および前記管状器
官に関する情報を入手すべく前記管状器官を分析するための、３次元モデルビルダーをさ
らに備える、請求項２３に記載のナビゲーションシステム。
【請求項２５】
前記装置から受信した情報に従って前記機器の進行状況または形状を自動制御するための
フィードバック制御システムをさらに備える、請求項２３に記載のナビゲーションシステ
ム。
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