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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像を表示する表示部と、
　複数回の撮影によって得られた複数の医用画像に関するデータを組み合わせることによ
り、前記表示部に表示される複数フレーム分の医用画像に関するデータからなる組み合わ
せデータを作成する組み合わせデータ作成部と、
　前記組み合わせデータを再生して前記表示部に前記医用画像を表示させる再生制御部と
、
　前記組み合わせデータに一又は複数の再生中断フレームを設定することにより、前記組
み合わせデータを、前記再生中断フレームで区切られた複数の区切データに分けて記憶す
る再生中断フレーム設定部と、を備え、
　前記再生制御部は、記憶された前記組み合わせデータの再生の際に、前記再生中断フレ
ームにおいて再生を中断する
　ことを特徴とする医用画像装置。
【請求項２】
　操作者が、前記組み合わせデータにおける前記複数の医用画像に関するデータの再生順
を指定するための再生順指定部を備えることを特徴とする請求項１に記載の医用画像装置
。
【請求項３】
　前記複数の医用画像に関するデータの中から、操作者が前記組み合わせデータとして用



(2) JP 5541478 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

いるデータを選択するための選択部を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の医
用画像装置。
【請求項４】
　前記再生制御部は、前記再生中断フレームにおいて再生を中断して、該再生中断フレー
ムにおいて再生を一時停止の状態にすることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に
記載の医用画像装置。
【請求項５】
　前記再生制御部は、前記再生中断フレームにおいて再生を中断して、再生を中断した再
生中断フレームを含む複数フレーム分の区切データを繰り返し再生させることを特徴とす
る請求項１～３のいずれか一項に記載の医用画像装置。
【請求項６】
　前記再生中断フレームにおける再生の中断後に、前記組み合わせデータにおける前記再
生中断フレームの次のフレームから再生を再開する指示を操作者が入力するための再開指
示部を備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の医用画像装置。
【請求項７】
　前記複数の医用画像に関するデータは、静止画又は動画のデータであることを特徴とす
る請求項１～６のいずれか一項に記載の医用画像装置。
【請求項８】
　前記医用画像は、超音波画像、Ｘ線ＣＴ画像又はＭＲＩ画像のいずれかであることを特
徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の医用画像装置。
【請求項９】
　コンピュータに、
　複数回の撮影によって得られた複数の医用画像に関するデータを組み合わせることによ
り、表示部に表示される複数フレーム分の医用画像に関するデータからなる組み合わせデ
ータを作成する組み合わせデータ作成機能と、
　前記組み合わせデータを再生して前記表示部に前記医用画像を表示する再生制御機能と
、
　前記組み合わせデータに一又は複数の再生中断フレームを設定することにより、前記組
み合わせデータを、前記再生中断フレームで区切られた複数の区切データに分けて記憶す
る再生中断フレーム設定機能と、を実行させ、
　前記再生制御機能にあっては、記憶された前記組み合わせデータの再生の際に、前記再
生中断フレームにおいて再生を中断する
　ことを特徴とする医用画像装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体に関する医用画像を撮影する医用画像装置及びその制御プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像装置としては、例えば超音波診断装置、Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｕｐｕｔｅｄ　Ｔｏ
ｍｏｇｒａｐｈｙ）装置、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉ
ｎｇ）装置などが知られている。このうち、例えば超音波診断装置において、超音波プロ
ーブによって超音波の走査を行ない、同一の被検体に対して複数回にわたって撮影を行な
う場合がある。具体的には、被検体のある部位について前記超音波プローブの角度を変え
て静止画の撮影を複数回行なったり、ある被検体についての一連の検査において、複数回
にわたって複数の部位を撮影（静止画又は動画）したりする場合がある。
【０００３】
　このように複数回の撮影で得られた超音波画像に関するデータは、それぞれが一つのフ
ァイルとして順次記憶される。従って、記憶されたデータに基づく超音波画像を表示させ
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る際には、表示させたい超音波画像を操作者が選択し、各超音波画像を一つずつ表示させ
る必要があった。このため、複数のファイルを連続して再生させたい場合であっても、再
生させたいファイルを一つずつ選択してその都度再生していくという煩雑な操作が必要に
なり、作業効率が低下していた。
【０００４】
　そこで、煩雑な操作を軽減して作業効率を向上させるため、複数の超音波画像に関する
データを組み合わせることにより、複数フレーム分の超音波画像に関するデータからなる
組み合わせデータを作成する超音波診断装置が提案されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１４７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、例えば治療前と治療後の超音波画像を比較するために、治療前の超音波画像と
して、上記特許文献１のように複数フレーム分の超音波画像に関するデータからなる組み
合わせデータを再生して超音波画像を表示するとともに、その超音波画像と並べて治療後
の超音波画像をリアルタイムで表示させたい場合がある。この場合、前記組み合わせデー
タが一気に再生されてしまうと、リアルタイムの超音波画像を得るための前記超音波プロ
ーブの操作が追いつかず、比較ができないおそれがある。従って、前記組み合わせデータ
の再生の際に、所定のタイミングで再生を中断したい場合がある。この場合、操作者が操
作部において再生を中断する操作を行なうことにすると、超音波プローブによる走査を行
ないながらの操作になるために非常に煩雑である。また、再生を中断するタイミングを見
定めるのは容易ではなく、止めるタイミングが過ぎてしまった場合には巻き戻して再度タ
イミングを図る必要があるなど、非常に煩雑である。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、複数の医用画像を一連の画像として再生させる場合
において、煩雑な操作を行なうことなく画像の再生を中断させることができる医用画像装
置及びその制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、前記課題を解決するためになされたもので、第１の観点の発明は、医用画
像を表示する表示部と、複数回の撮影によって複数の医用画像に関するデータが記憶され
た記憶部と、該記憶部に記憶された前記複数の医用画像に関するデータを組み合わせるこ
とにより、前記表示部に表示される複数フレーム分の医用画像に関するデータからなる組
み合わせデータを作成する組み合わせデータ作成部と、前記組み合わせデータを再生して
前記表示部に前記医用画像を表示させる再生制御部と、前記組み合わせデータに一又は複
数の再生中断フレームを設定することにより、前記組み合わせデータを、前記再生中断フ
レームで区切られた複数の区切データに分ける再生中断フレーム設定部と、を備え、前記
再生制御部は、前記組み合わせデータの再生の際に、前記再生中断フレームにおいて再生
を中断することを特徴とする医用画像装置である。
【０００９】
　第２の観点の発明は、第１の観点の発明において、操作者が、前記組み合わせデータに
おける前記複数の医用画像に関するデータの再生順を指定するための再生順指定部を備え
ることを特徴とする医用画像装置である。
【００１０】
　第３の観点の発明は、第１又は２の観点の発明において、前記記憶部に記憶された複数
の医用画像に関するデータの中から、操作者が前記組み合わせデータとして用いるデータ
を選択するための選択部を備えることを特徴とする医用画像装置である。
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【００１１】
　第４の観点の発明は、第１～３のいずれか一の観点の発明において、前記再生制御部は
、前記再生中断フレームにおいて再生を中断して、該再生中断フレームにおいて再生を一
時停止の状態にすることを特徴とする医用画像装置である。
【００１２】
　第５の観点の発明は、第１～３の何れか一の観点の発明において、前記再生制御部は、
前記再生中断フレームにおいて再生を中断して、再生を中断した再生中断フレームを含む
複数フレーム分の区切データを繰り返し再生させることを特徴とする医用画像装置である
。
【００１３】
　第６の観点の発明は、第１～５のいずれか一の観点の発明において、前記再生中断フレ
ームにおける再生の中断後に、前記組み合わせデータにおける前記再生中断フレームの次
のフレームから再生を再開する指示を操作者が入力するための再開指示部を備えることを
特徴とする医用画像装置である。
【００１４】
　第７の観点の発明は、第１～６のいずれか一の観点の発明において、前記複数の医用画
像に関するデータは、静止画又は動画のデータであることを特徴とする医用画像装置であ
る。
【００１５】
　第８の観点の発明は、第１～７のいずれか一の観点の発明において、前記医用画像は、
超音波画像、Ｘ線ＣＴ画像又はＭＲＩ画像のいずれかであることを特徴とする医用画像装
置である。
【００１６】
　第９の観点の発明は、コンピュータに、複数回の撮影によって記憶部に記憶された複数
の医用画像に関するデータを組み合わせることにより、表示部に表示される複数フレーム
分の医用画像に関するデータからなる組み合わせデータを作成する組み合わせデータ作成
機能と、前記組み合わせデータを再生して前記表示部に前記医用画像を表示させる再生制
御機能と、前記組み合わせデータに一又は複数の再生中断フレームを設定することにより
、前記組み合わせデータを、前記再生中断フレームで区切られた複数の区切データに分け
る再生中断フレーム設定機能と、を実行させ、前記再生制御機能にあっては、前記組み合
わせデータの再生の際に、前記再生中断フレームにおいて再生を中断することを特徴とす
る医用画像装置の制御プログラムである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、前記表示部に再生される複数フレーム分の医用画像に関するデータか
らなる組み合わせデータに、前記再生中断フレーム設定部によって再生中断フレームを設
定し、この再生中断フレームで再生が中断されるので、複数の医用画像を一連の画像とし
て再生させる場合において、煩雑な操作を行なうことなく画像の再生を中断させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る医用画像装置の一実施形態である超音波診断装置の概略構成を示す
ブロック図である。
【図２】図１に示す超音波診断装置の編集部の構成を示すブロック図である。
【図３】表示部のグラフィックディスプレイに表示された治療前Ｂモード画像と治療後Ｂ
モード画像を示す図である。
【図４】図１に示す超音波診断装置における作用の実施の形態の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】表示部のグラフィックディスプレイに表示されたリアルタイムの治療前Ｂモード
画像を示す図である。
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【図６】図４に示す組み合わせＢモードデータの作成の処理の詳細を示すフローチャート
である。
【図７】表示部のグラフィックディスプレイに表示されたサムネイル画像を示す図である
。
【図８】組み合わせＢモードデータの作成の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。以下の実施形態では
本発明に係る医用画像装置の一例として超音波診断装置を例にして説明する。
【００２０】
　図１に示す超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、エコー処理部４、メ
モリ５、ハードディスクドライブ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）６、編集部７、表
示部８を備え、さらに制御部９及び操作部１０を備える。
【００２１】
　前記超音波プローブ２は、生体組織に対して超音波を送信し、そのエコーを受信する。
前記送受信部３は、前記超音波プローブ２を所定のスキャンパラメータで駆動させてスキ
ャン面を走査させ、また前記超音波プローブ２で得られたエコー信号について、整相加算
処理等の信号処理を行なう。
【００２２】
　前記エコー処理部４は、前記送受信部３から出力された音線毎のエコー信号に対し、対
数圧縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を行い、Ｂモードデータを作成する。
【００２３】
　前記メモリ５は、バッファメモリであり、前記エコー処理部４から出力されたＢモード
データが記憶される。そして、前記メモリ５に記憶されたＢモードデータのうち、後述す
るように前記操作部１０において指示されたフレームのＢモードデータが、前記ハードデ
ィスクドライブ６に記憶される。前記ハードディスクドライブ６に記憶されるＢモードデ
ータは、静止画又は動画のデータである。前記ハードディスクドライブ６は、本発明にお
ける記憶部の実施の形態の一例である。前記Ｂモードデータは、本発明における医用画像
に関するデータの実施の形態の一例である
【００２４】
　ちなみに、前記メモリ５に、所定量のＢモードデータが記憶されると、新たなＢモード
データを古いデータから順に上書きして記憶するようになっている。また、前記メモリ５
及び前記ハードディスクドライブ６に記憶されるＢモードデータは、後述するＤＳＣによ
って画像データに変換される前のローデータ（Ｒａｗ　Ｄａｔａ）である。
【００２５】
　前記表示部８は、例えばグラフィックディスプレイ（ｇｒａｐｈｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ
）８ａ（図３、図５、図７参照）と、図示しないＤＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃ
ｏｎｖｅｒｔｅｒ）とを有している。前記表示部８においては、前記メモリ５から出力さ
れたＢモードデータが、前記ＤＳＣによって前記グラフィックディスプレイ８ａに表示す
る画像データに変換され、この画像データに基づくＢモード画像が前記グラフィックディ
スプレイ８ａに表示されるようになっている。前記表示部８は、本発明における表示部の
実施の形態の一例であり、また前記Ｂモード画像は本発明における医用画像の実施の形態
の一例である。
【００２６】
　前記編集部７は、図２に示すように組み合わせＢモードデータ作成部７１と再生中断フ
レーム設定部７２とを有している。前記組み合わせＢモードデータ作成部７１は、前記ハ
ードディスクドライブ６に記憶されたＢモードデータを複数組み合わせることにより、一
連の画像として前記表示部８に再生される組み合わせＢモードデータを作成する（組み合
わせＢモードデータ作成機能）。また、前記再生中断フレーム設定部７２は、前記組み合
わせＢモードデータに一または複数の再生中断フレームを設定する（再生中断フレーム設
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定機能）。詳細は後述する。前記組み合わせＢモードデータ作成部７１及び前記再生中断
フレーム設定部７２は、それぞれ本発明における組み合わせデータ作成部及び再生中断フ
レーム設定部の実施の形態の一例であり、前記組み合わせＢモードデータ作成機能及び前
記再生中断フレーム設定機能は、それぞれ本発明における組み合わせデータ作成機能及び
再生中断フレーム設定機能の実施の形態の一例である。また、前記組み合わせＢモードデ
ータは、本発明における組み合わせデータの実施の形態の一例である。
【００２７】
　前記制御部９は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）で構成
され、前記ハードディスクドライブ６に記憶された制御プログラムを読み出し、前記組み
合わせデータ作成機能及び再生中断フレーム設定機能など、前記超音波診断装置１の各部
における機能を実行させる。また、前記制御部９によって実行される機能として、前記組
み合わせＢモードデータを再生する再生制御機能があり、この再生制御機能は、本発明に
おける再生制御部の実施の形態の一例である。
【００２８】
　前記操作部１０は、操作者が指示や情報を入力するためのキーボード及びポインティン
グデバイス（図示省略）などを含んで構成されている。この操作部１０においては、例え
ば操作者が前記組み合わせデータにおける前記複数のＢモードデータの再生順を指定した
り、前記ハードディスクドライブ６に記憶された複数のＢモードデータの中から、操作者
が前記組み合わせＢモードデータとして用いるデータを選択したりする操作を行なうよう
になっている。また、前記操作部１０においては、前記再生中断フレームにおける再生の
中断後に、前記組み合わせＢモードデータにおける前記再生中断フレームの次のフレーム
から再生を再開する指示を入力するようになっている。前記操作部１０は、本発明におけ
る再生順指定部、選択部及び再開指示部の実施の形態の一例である。
【００２９】
　さて、本例の超音波診断装置１の作用について説明する。本例では、ある被検体Ｐにつ
いてＢモードの超音波撮影を複数箇所行ない、各撮影箇所について図３に示すように治療
前Ｂモード画像Ｘと治療後Ｂモード画像Ｙとを表示して比較する際の作用を説明する。
【００３０】
　図４に示すフローにおいて、先ずステップＳ１では、治療前のＢモード画像Ｘの撮影を
行なう。具体的には、前記超音波プローブ２を被検体Ｐにおいて撮影したい箇所に当接し
て超音波の走査を行ない、図５に示すように前記表示部８のグラフィックディスプレイ８
ａにＢモード画像Ｘをリアルタイムで表示させる。そして、操作者は、前記ハードディス
クドライブ６に記憶させたい画像が表示された時点で、前記操作部１０におけるボタン（
図示省略）を押すなどして、記憶の指示を入力する（記憶操作）。操作者は、静止画又は
動画のいずれかを選択して記憶させることができる。記憶させたい画像が静止画である場
合、前記操作部１０において一フレーム分の画像の記憶の指示を入力する。また、記憶さ
せたい画像が動画である場合、前記操作部１０において複数フレーム分の画像の記憶の指
示を入力する。ちなみに、超音波プローブ２による走査を行なってＢモード画像をリアル
タイムで表示させ、前記ハードディスクドライブ６に記憶させる一連の動作を撮影と云う
ことにする。
【００３１】
　操作者は、前記超音波プローブ２の角度や位置などを変えることによって走査面を変え
ながら、前記記憶操作を複数回行なう（すなわち、Ｂモード画像の撮影を複数回行なう）
。これにより、前記ハードディスクドライブ６に複数のＢモードデータが記憶される。本
例では、前記ハードディスクドライブ６に、ＢモードデータＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ
，Ｈが記憶されるものとする。ＢモードデータＡ～Ｈは、それぞれが一つのファイルとし
て記憶される。
【００３２】
　次に、ステップＳ２では、前記ハードディスクドライブ６に記憶されたＢモードデータ
Ａ～Ｈの編集を行ない、組み合わせＢモードデータＭＤを作成する。具体的に図６のフロ
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ーに基づいて説明すると、先ずステップＳ２１では、操作者は前記操作部１０の操作を行
なって、図７に示すように、被検体Ｐについて前記ハードディスクドライブ６に記憶され
たＢモードデータＡ～Ｈのサムネイル画像ＡＳ，ＢＳ，ＣＳ，ＤＳ，ＥＳ，ＦＳ，ＧＳ，
ＨＳを前記グラフィックディスプレイ８ａに表示させる。このとき、前記ハードディスク
ドライブ６に記憶されたＢモードデータＡ～Ｈは、前記メモリ５に書き込まれる。
【００３３】
　次に、ステップＳ２２では、前記操作者は前記操作部１０のポインティングデバイス（
図示省略）を用いて、前記サムネイル画像ＡＳ～ＨＳの中から、組み合わせＢモードデー
タＭＤとして用いたい画像を指定する。これにより、組み合わせＢモードデータＭＤとし
て用いるＢモードデータが選択される。本例では、ＢモードデータＡ，Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈが
選択されたものとする。
【００３４】
　ちなみに、図８に示すように、前記ＢモードデータＡ，Ｃは静止画のデータであり、前
記ＢモードデータＢ，Ｆ，Ｈは動画のデータである。すなわち、前記ＢモードデータＡは
、一フレーム分のデータＡ１からなり、前記ＢモードデータＣは、一フレーム分のデータ
Ｃ１からなる。また、前記ＢモードデータＢは、三フレーム分のデータＢ１，Ｂ２，Ｂ３
からなり、前記ＢモードデータＦは、五フレーム分のデータＦ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４，Ｆ
５からなり、前記ＢモードデータＨは、四フレーム分のデータＨ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ４か
らなる。
【００３５】
　次に、ステップＳ２３では、前記ＢモードデータＡ，Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈの再生順を前記操
作部１０において入力する。本例では、前記ＢモードデータＡ，Ｂ，Ｆ，Ｈ，Ｃの順に再
生させるものとする。そして、ステップＳ２３において再生順の入力が終了すると、ステ
ップＳ２４において、前記組み合わせＢモードデータ作成部７１は、図８に示すように、
ＢモードデータＡ，Ｂ，Ｆ，Ｈ，Ｃの順に再生が行なわれるように、ＢモードデータＡ，
Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈを組み合わせ、組み合わせＢモードデータＭＤを作成する。
【００３６】
　なお、ＢモードデータＭＤはローデータの状態であり、再生時には前記ＤＳＣで画像デ
ータに変換され表示される。
【００３７】
　前記組み合わせＢモードデータＭＤにおいては、後述するように、図８において左から
データＡ１，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｆ１，・・・，Ｃ１の順に再生が行なわれるようになっ
ている。
【００３８】
　次に、ステップＳ２５では、前記組み合わせＢモードデータＭＤにおいて再生中断フレ
ームの設定を行ない、前記組み合わせＢモードデータＭＤを複数の区切データに分ける。
具体的には、前記再生中断フレーム設定部７２が前記ＢモードデータＡ，Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈ
における最終フレームのデータ（静止画のデータについてはそのデータ）、すなわちデー
タＡ１、データＢ３、データＣ１、データＦ５、データＨ４、データＣ１を再生中断フレ
ームとする。これにより、前記組み合わせＢモードデータＭＤは、データＡ１についての
区切データｍｄ１、データＢ１～Ｂ３までの区切データｍｄ２、データＦ１～Ｆ５につい
ての区切データｍｄ３、データＨ１～Ｈ４についての区切データｍｄ４、データＣ１につ
いての区切データｍｄ５に分けられる。
【００３９】
　以上のようにして前記再生中断フレームが設定されたＢモードデータＭＤは前記メモリ
５に記憶されるとともに、前記ハードディスクドライブ６に記憶されてもよい。
【００４０】
　なお、前記再生中断フレームの設定は、操作者が操作部１０を用いて手動で行ってもよ
い。具体的には、前記グラフィックディスプレイ８ａに前記組み合わせＢモードデータＭ
Ｄを再生させながら、この組み合わせＢモードデータＭＤにおいて再生を中断させたい箇
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所を前記操作部１０において入力する。これにより、前記再生中断フレーム設定部７２は
、前記操作部１０における中断箇所の入力に対応するフレームのデータを再生中断フレー
ムとする。
【００４１】
　ステップＳ２において前記組み合わせＢモードデータＭＤが作成されると、ステップＳ
３へ移行する。このステップＳ３では、図３に示すように、前記グラフィックディスプレ
イ８ａに、治療前Ｂモード画像Ｘと治療後Ｂモード画像Ｙとを並べて表示する。具体的に
は、治療後の被検体Ｐにおいて前記超音波プローブ２による走査を行なって、治療後Ｂモ
ード画像Ｙをリアルタイムで表示させながら、前記制御部９が前記組み合わせＢモードデ
ータＭＤを再生させて治療前Ｂモード画像Ｘを表示させる。
【００４２】
　前記制御部９は、前記組み合わせＢモードデータＭＤを再生させる際に、前記再生中断
フレームにおいて再生を中断する。そして、操作者は、再生を再開させる場合には、前記
操作部１０において再生を再開させる指示を入力する。これにより、前記制御部９は、再
生を中断した再生中断フレームの次のフレームから再生を再開する。
【００４３】
　ここで、再生の中断について説明すると、前記制御部９は、前記再生中断フレームにお
いて再生を中断して、前記再生中断フレームにおいて再生を一時停止の状態、すなわち前
記治療前Ｂモード画像Ｘとして、前記再生中断フレームの静止画を表示させたままの状態
にしてもよい。また、前記制御部９は、前記再生中断フレームにおいて再生を中断した時
に、再生を中断した再生中断フレームを含む区切データが複数フレームのデータからなる
場合は、その区切データを繰り返し再生させてもよい。
【００４４】
　再生を一時停止の状態にする場合、具体的には先ずデータＡ１の画像が表示されて一時
停止の状態になる。そして、前記操作部１０において再生を再開する指示が入力されると
、データＢ１，Ｂ２，Ｂ３の順で動画が再生され、データＢ３の画像で一時停止の状態に
なる。以下、データＦ１からＣ１まで同様にして再生の再開と一時停止とを繰り返し、画
像を再生する。そして、データＣ１の画像まで表示されると、再びデータＡ１に戻る。
【００４５】
　一方で、前記区切データを繰り返し再生する場合、具体的には先ずデータＡ１の画像が
表示されて一時停止の状態になる。そして、前記操作部１０において再生を再開する指示
が入力されると、前記区切データｍｄ２の画像、すなわちデータＢ１，Ｂ２，Ｂ３の順で
画像が繰り返し再生される。次に前記操作部１０において再生を再開する指示を入力する
と、前記区切データｍｄ３の画像、すなわちデータＦ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４，Ｆ５の順で
画像が繰り返し再生される。以下、データＨ１からデータＣ１まで同様にして再生を行な
う。そして、データＣ１の画像まで表示されると、再びデータＡ１に戻る。
【００４６】
　操作者は、以上のようにして表示される治療前Ｂモード画像Ｘに合わせて、この治療前
Ｂモード画像Ｘと同じ走査面のＢモード画像が表示されるように、前記超音波プローブ２
の走査を行なって治療後Ｂモード画像Ｙを表示させる。
【００４７】
　以上説明した本例の超音波診断装置１によれば、治療前Ｂモード画像Ｘを、リアルタイ
ムの治療後Ｂモード画像Ｙと比較する場合において、治療前Ｂモード画像Ｘとして表示さ
れる組み合わせＢモードデータＭＤの再生を、煩雑な操作を行なうことなく前記再生中断
フレームにおいて中断させることができる。これにより、特に操作者が不慣れな場合であ
っても、表示されている治療前Ｂモード画像Ｘと同じ画像がリアルタイムの治療後Ｂモー
ド画像Ｙとして得られるように前記超音波プローブ２を所定の位置に合わせる操作が従来
よりも容易になる。従って、検査手順を把握する教育用に用いる場合においても非常に有
用である。
【００４８】
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　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、一旦作成された前記組み合わせＢ
モードデータＭＤに、新たにＢモードデータを追加できるようになっていてもよい。この
場合には、前記グラフィック部８ａにおいて新たに追加するＢモード画像データを前記再
生部１０を用いて選択するとともに、その再生順を前記操作部１０において入力する。ま
た、前記再生中断フレームを追加して設定できるようになっていてもよい。さらに、前記
組み合わせＢモードデータＭＤを構成するＢモードデータのうち、いずれかを削除できる
ようにしてもよい。
【００４９】
　また、前記ハードディスクドライブ６には、前記ＤＳＣによってローデータから変換さ
れた後の画像データを記憶するようになっていてもよく、この画像データを組み合わせて
前記組み合わせＢモードデータを作成してもよい。
【００５０】
　さらに、前記実施形態では、本発明における医用画像に関するデータの一例としてＢモ
ードデータを挙げて説明したが、これに限られるものではなく、例えばＢモードとカラー
ドプラモードとを重畳した超音波画像やＭモード画像など、他の超音波画像に関するデー
タであってもよい。また、医用画像は超音波画像に限られるものではなく、例えばＸ線Ｃ
Ｔ画像やＭＲＩ画像などであってもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　　１　超音波診断装置
　　６　ハードディスクドライブ（記憶部）
　　８　表示部
　　９　制御部（表示制御部）
　　１０　操作部（再生順指定部、選択部、再開指示部）
　　７１　組み合わせＢモードデータ作成部（組み合わせデータ作成部）
　　７２　再生中断フレーム設定部
　　ＭＤ　組み合わせＢモードデータ（組み合わせデータ）
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