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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経時的に収集された複数の３次元医用画像データそれぞれから関心部位及び治療対象と
なる臓器をそれぞれ抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された前記複数の３次元医用画像データそれぞれの関心部位
のうち、指定された複数の位相の関心部位それぞれを、前記位相を識別可能に特徴付けて
、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する生成手段と、
　治療時の位相に対する前記治療対象となる臓器を示す画像上に前記治療時の可動範囲画
像を座標が対応するように重畳させた表示画像を所定の表示部にて表示させる表示制御手
段と、
　を備えたことを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記複数の３次元医用画像データそれぞれの関心部位から、前記治療
時の呼吸状態に対応する位相の関心部位それぞれを、前記位相を識別可能に特徴付けて、
３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成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】
　前記呼吸状態を指定するための操作を受付ける受付手段をさらに備え、
　前記抽出手段は、前記受付手段によって受付けられた所定の呼吸状態に対応する位相の
３次元医用画像データを抽出して、抽出した３次元医用画像データそれぞれから対応する
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関心部位及び治療対象となる臓器をそれぞれ抽出し、
　前記生成手段は、前記抽出手段によって抽出された関心部位それぞれを、前記位相を識
別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する
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】
　前記表示制御手段は、前記抽出された関心部位について呼吸周期情報を用いて存在確率
が高い領域を算出し、可動範囲画像として合わせて表示す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】
　前記抽出手段は、呼吸周期内の複数位相で収集された複数の３次元医用画像データそれ
ぞれから関心部位として腫瘍を抽出し、
　前記生成手段は、前記抽出手段によって抽出された腫瘍それぞれを、前記位相を識別可
能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成し、
　前記表示制御手段は、治療時の位相に対する前記治療対象となる臓器を示すＭＰＲ画像
、オブリーク画像又はＶＲ画像上に前記治療時の可動範囲画像を座標が対応するように重
畳させた表示画像を所定の表示部にて表示させることを特徴とする請求項１又は２に記載
の医用画像処理装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記複数の３次元医用画像データそれぞれの関心部位のうち、呼期及
び吸期にそれぞれ対応する位相の関心部位それぞれを、前記位相を識別可能に特徴付けて
、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成することを特徴とする請
求項２又は３に記載の医用画像処理装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、前記指定された複数位相の関心部位それぞれに対して異なる色を配色
することで、前記位相を識別可能に特徴付けることを特徴とする請求項１～５のいずれか
一つに記載の医用画像処理装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、治療時の位相に対する前記治療対象となる臓器を示す画像を前記
治療時の可動範囲画像の位相に切り替えた表示画像を所定の表示部にて表示させることを
特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の医用画像処理装置。
【請求項９】
　前記抽出手段は、前記治療対象となる臓器として肺を抽出し、
　前記生成手段は、前記抽出手段によって抽出された前記複数の３次元医用画像データそ
れぞれの肺の容積変化に基づいて、最大呼期及び最大吸期に対応する位相の腫瘍を、前記
位相を識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を
生成し、
　前記表示制御手段は、前記肺を示す画像を前記治療時の可動範囲画像の位相に切り替え
た表示画像を所定の表示部にて表示させることを特徴とする請求項４～７のいずれか一つ
に記載の医用画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の医用画像処理装置と、
　前記医用画像処理装置によって算出された腫瘍の可動範囲に基づいて、放射線の照射領
域を決定する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする放射線治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用画像処理装置及び放射線治療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】



(3) JP 6207936 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

　従来、放射線治療計画などにおいては、放射線を照射する範囲を決定するうえで、呼吸
周期中に例えば腫瘍などの関心領域（ＣＴＶ：Clinical　Target　Volume）が動きうる範
囲（ＩＴＶ：Internal　Target　Volume）が重要な情報となっている。かかるＩＴＶは、
患者の負担を少なくするためにできるだけ小さくすることが望まれている。
【０００３】
　ここで、ＩＴＶを推定する方法としては、例えば、ＡＤＣＴ（Area　Detector　CT）や
、Ｍｕｌｔｉ　Ｒｏｗ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　ＣＴなどのＸ線ＣＴ装置によるＤｙｎａｍｉ
ｃＶｏｌｕｍｅ撮影や呼吸同期撮影が知られている。かかる撮影では、呼吸周期内の複数
の時点での腫瘍の移動状態が腫瘍周辺の構造物の動きとともに観察することが可能である
。しかしながら、上述した従来技術においては、ＩＴＶを推定するための範囲と呼吸状態
との関係を明確にすることができない場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－０８５９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、ＩＴＶを推定するための範囲と呼吸状態との関係を
明確にすることを可能にする医用画像処理装置及び放射線治療装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の医用画像処理装置は、抽出手段と、生成手段と、表示制御手段とを備える。
抽出手段は、経時的に収集された複数の３次元医用画像データそれぞれから関心部位及び
治療対象となる臓器をそれぞれ抽出する。生成手段は、前記抽出手段によって抽出された
前記複数の３次元医用画像データそれぞれの関心部位のうち、指定された複数の位相の関
心部位それぞれを、前記位相を識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に
配置した可動範囲画像を生成する。表示制御手段は、治療時の位相に対する前記治療対象
となる臓器を示す画像上に前記治療時の可動範囲画像を座標が対応するように重畳させた
表示画像を所定の表示部にて表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る医用画像処理装置の構成の一例を示す図である。
【図２Ａ】図２Ａは、第１の実施形態に係る抽出部によって抽出される関心部位の一例を
説明するための図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第１の実施形態に係る抽出部によって抽出される治療対象の臓器の
一例を説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る画像生成部による処理の一例を模式的に示す図で
ある。
【図４Ａ】図４Ａは、第１の実施形態に係る表示制御部によって表示される表示画像の例
を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御部によって表示される表示画像の例
を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る抽出部による位相の選択の一例を説明するための
図である。
【図６Ａ】図６Ａは、第１の実施形態に係る表示制御部によって表示される呼期及び吸期
それぞれの表示画像を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御部によって表示される呼期及び吸期
それぞれの表示画像を示す図である。
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【図７】図７は、第１の実施形態に係る医用画像処理装置による処理の手順を示すフロー
チャートである。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る放射線治療装置の構成の一例を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、第３の実施形態に係るシミュレーションの一例を説明するための図
である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、第３の実施形態に係るシミュレーションの一例を説明するための図
である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、第３の実施形態に係るシミュレーションの一例を説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る医用画像処理装置１００の構成の一例を示す図である。
図１に示すように、医用画像処理装置１００は、入力部１１０と、表示部１２０と、通信
部１３０と、記憶部１４０と、制御部１５０とを有する。例えば、医用画像処理装置１０
０は、ワークステーションや、任意のパーソナルコンピュータなどであり、図示しない医
用画像診断装置や、画像保管装置などとネットワークを介して接続される。医用画像診断
装置は、例えば、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomography）装置、ＭＲＩ（Magnetic　Resonanc
e　Imaging）装置などである。また、医用画像診断装置は、３次元の医用画像データ（例
えば、経時的に撮像された肺の３次元医用画像データなど）を生成可能である。画像保管
装置は、医用画像を保管するデータベースである。具体的には、画像保管装置は、医用画
像診断装置から送信された３次元医用画像データを記憶部に格納し、これを保管する。な
お、以下では、３次元医用画像データを、ボリュームデータと記す場合がある。
【０００９】
　上述した医用画像処理装置１００と、医用画像診断装置と、画像保管装置とは、例えば
、病院内に設置された院内ＬＡＮ（Local　Area　Network）により、直接的、又は間接的
に相互に通信可能な状態となっている。例えば、ＰＡＣＳ（Picture　Archiving　and　C
ommunication　System）が導入されている場合、各装置は、ＤＩＣＯＭ（Digital　Imagi
ng　and　Communications　in　Medicine）規格に則って、医用画像等を相互に送受信す
る。
【００１０】
　入力部１１０は、マウス、キーボード、トラックボール等であり、医用画像処理装置１
００に対する各種操作の入力を操作者から受け付ける。具体的には、入力部１１０は、Ｉ
ＴＶの推定に用いられる複数位相のボリュームデータを画像保管装置から取得するための
情報の入力などを受け付ける。例えば、入力部１１０は、ＩＴＶの推定に用いるためにＸ
線ＣＴ装置のダイナミックスキャンによって経時的に撮像された肺のボリュームデータを
取得するための入力を受け付ける。また、入力部１１０は、ＩＴＶを推定する複数位相を
指定するための入力操作を受付ける。
【００１１】
　表示部１２０は、立体表示モニタとしての液晶パネル等であり、各種情報を表示する。
具体的には、表示部１２０は、操作者から各種操作を受け付けるためのＧＵＩ（Graphica
l　User　Interface）や、後述する制御部１５０による処理によって生成された表示画像
等を表示する。なお、制御部１５０によって生成される表示画像については、後述する。
通信部１３０は、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等であり、他の装置との間で通信
を行う。
【００１２】
　記憶部１４０は、図１に示すように、画像データ記憶部１４１と、画像記憶部１４２と
を有する。例えば、記憶部１４０は、ハードディスク、半導体メモリ素子等であり、各種
情報を記憶する。画像データ記憶部１４１は、通信部１３０を介して画像保管装置から取
得された複数位相のボリュームデータを記憶する。画像記憶部１４２は、後述する制御部
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１５０の処理中の画像データや、処理によって生成された可動範囲画像等を記憶する。な
お、可動範囲画像については後述する。
【００１３】
　制御部１５０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Pr
ocessing　Unit）等の電子回路、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circu
it）やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等の集積回路であり、医用画像処
理装置１００の全体制御を行なう。
【００１４】
　また、制御部１５０は、図１に示すように、例えば、画像取得部１５１と、抽出部１５
２と、画像生成部１５３と、表示制御部１５４とを有する。そして、制御部１５０は、Ｉ
ＴＶの推定に用いられる複数位相のボリュームデータそれぞれに含まれる関心部位を抽出
して、指定された複数位相の関心部位を治療対象となる臓器を示す１枚の画像の対応する
座標にそれぞれ重畳して表示する。以下、ＩＴＶの推定に用いられる複数位相のボリュー
ムデータとして、Ｘ線ＣＴ装置によって肺野における腫瘍を経時的に撮像したボリューム
データを用いる場合を一例に挙げて説明する。
【００１５】
　画像取得部１５１は、通信部１３０を介して、図示しない画像保管装置からＩＴＶの推
定に用いられる複数位相のボリュームデータを取得して、画像データ記憶部１４１に格納
する。例えば、画像取得部１５１は、入力部１１０を介して操作者から入力された情報に
基づいて、Ｘ線ＣＴ装置によって肺野における腫瘍を経時的に撮像したボリュームデータ
を取得して、画像データ記憶部１４１に格納する。
【００１６】
　抽出部１５２は、経時的に収集された複数のボリュームデータそれぞれから関心部位及
び治療対象となる臓器をそれぞれ抽出する。例えば、抽出部１５２は、呼吸周期内の複数
位相で収集された複数のボリュームデータそれぞれから関心部位として腫瘍を抽出する。
また、例えば、抽出部１５２は、治療対象となる臓器として肺を抽出する。
【００１７】
　図２Ａは、第１の実施形態に係る抽出部１５２によって抽出される関心部位の一例を説
明するための図である。ここで、図２Ａにおいては、複数位相のボリュームデータから生
成されたコロナル（Coronal）面のＣＴ画像を示しているが、実際には、抽出部１５２は
、図２Ａの（ｔ１）～（ｔ７）が生成されたボリュームデータから関心部位をそれぞれ抽
出する。また、図２Ａにおける各位相の（ｔ１）～（ｔ７）は、（ｔ１）から（ｔ７）ま
で順に撮影された時系列順のデータを示す。また、図２Ａにおける（ｔ２）～（ｔ７）は
、各ＣＴ画像における右側の領域のみを示す。
【００１８】
　また、図２Ａにおいては、各ボリュームデータに対して定点観察した場合の画像を示す
。すなわち、図２Ａにおいては、ボリュームデータにおける所定の座標のＣＴ画像を示す
。例えば、複数位相のボリュームデータにおいては、患者の呼吸により、図２Ａに示すよ
うに、腫瘍２０が画像の縦方向に移動している。
【００１９】
　例えば、抽出部１５２は、図２Ａに示すように、（ｔ１）～（ｔ７）までの各位相のボ
リュームデータから腫瘍２０をそれぞれ抽出する。換言すると、抽出部１５２は、ボリュ
ームデータの座標における（ｔ１）～（ｔ７）までの各位相の腫瘍２０に対応するボクセ
ルの座標をそれぞれ抽出する。
【００２０】
　図２Ｂは、第１の実施形態に係る抽出部１５２によって抽出される治療対象の臓器の一
例を説明するための図である。ここで、図２Ｂにおいては、図２Ａに示す（ｔ１）～（ｔ
７）のボリュームデータからそれぞれ生成されたＶＲ（Volume　Rendering）画像を示し
ているが、実際には、抽出部１５２は、図２Ｂの（ｔ１）～（ｔ７）が生成されたボリュ
ームデータから治療対象となる臓器をそれぞれ抽出する。また、図２Ｂにおける（ｔ２）
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～（ｔ７）は、各ＶＲ画像における右側の領域のみを示す。また、図２Ｂの（ｔ１）～（
ｔ７）において、それぞれハッチングされた領域は、関心部位２０を示す。
【００２１】
　例えば、抽出部１５２は、図２Ｂに示すように、（ｔ１）～（ｔ７）までの各位相のボ
リュームデータから治療対象となる肺野２１をそれぞれ抽出する。換言すると、抽出部１
５２は、ボリュームデータの座標における（ｔ１）～（ｔ７）までの各位相の肺野２１に
対応するボクセルの座標をそれぞれ抽出する。
【００２２】
　抽出部１５２は、上述した腫瘍などの関心部位や、肺野などの治療対象となる臓器を、
例えば、ボリュームデータの画素値（ボクセル値）に基づく領域拡張法などを適用するこ
とで、腫瘍などの関心部位や、治療対象となる臓器（例えば、肺野など）を抽出する。な
お、関心部位及び治療対象となる臓器は、操作者によって指定される。
【００２３】
　図１に戻って、画像生成部１５３は、抽出部１５２によって抽出された複数のボリュー
ムデータそれぞれの関心部位のうち、指定された複数位相の関心部位それぞれを、位相を
識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成す
る。具体的には、画像生成部１５３は、複数のボリュームデータそれぞれの関心部位のう
ち、所定の呼吸状態に対応する位相の関心部位それぞれを、位相を識別可能に特徴付けて
、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する。
【００２４】
　例えば、画像生成部１５３は、抽出部１５２によって抽出された腫瘍それぞれを、位相
を識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成
する。ここで、画像生成部１５３は、指定された複数位相の関心部位それぞれに対して異
なる色を配色することで、位相を識別可能に特徴付ける。図３は、第１の実施形態に係る
画像生成部１５３による処理の一例を模式的に示す図である。ここで、図３に示す立方体
は、ボリュームデータと同一の座標系を有する仮想ボリュームデータである。
【００２５】
　例えば、画像生成部１５３は、図３に示すように、各位相のボリュームデータから抽出
された腫瘍２０のうち、操作者によって指定された位相の腫瘍２０を、仮想ボリュームデ
ータの座標において対応する位置にそれぞれ配置した仮想ボリュームデータを生成する。
そして、画像生成部１５３は、生成した仮想ボリュームデータに対して、各種処理を実行
することにより、指定された位相において腫瘍２０がどのように動くかを示す可動範囲画
像を生成する。ここで、画像生成部１５３は、可動範囲画像をＭＰＲ画像や、オブリーク
画像、ＶＲ画像などで生成することができる。また、画像生成部１５３は、上述した仮想
ボリュームデータだけではなく、画像取得部１５１によって取得された複数位相のボリュ
ームデータに対しても各種処理を実行して治療対象となる臓器が描出されたＭＰＲ画像や
、オブリーク画像、ＶＲ画像などを生成することができる。
【００２６】
　図１に戻って、表示制御部１５４は、治療時の位相に対する治療対象となる臓器を示す
画像上に治療時の可動範囲画像を座標が対応するように重畳させた表示画像を表示部１２
０にて表示させる。具体的には、表示制御部１５４は、抽出部１５２によって抽出された
治療対象となる臓器を示すＭＰＲ画像、オブリーク画像又はＶＲ画像上に可動範囲画像を
座標が対応するように重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示させる。
【００２７】
　図４Ａ及び図４Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御部１５４によって表示される表示
画像の例を示す図である。ここで、図４Ａが、ＭＰＲ画像を示し、図４ＢがＶＲ画像を示
す。例えば、表示制御部１５４は、図４Ａに示すように、腫瘍を位相ごとに色分けし、肺
野のＭＰＲ画像（２Ｄ画像）に重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示させる。また
、表示制御部１５４は、図４Ｂに示すように、腫瘍を位相ごとに色分けし、肺野のＶＲ画
像（３Ｄ画像）に重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示させる。このように、位相
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ごとに色分けされた関心部位（腫瘍）の可動範囲が治療対象の臓器（肺野）に重畳されて
表示されることで、観察者は、どの肺の肺野がどのような大きさのときに腫瘍がどの位置
にあるのかを一目で確認することができる。
【００２８】
　ここで、表示制御部１５４は、操作者によって指定された所定の位相に対応する関心部
位を色分けして表示させることができる。すなわち、観察者は、所望する呼吸状態での関
心部位の動きを推測し観察することが可能である。例えば、観察者は、呼吸が浅い場合や
、呼吸が深い場合の関心部位の可動範囲を観察することが可能である。かかる場合には、
例えば、抽出部１５２は、治療対象となる肺の大きさ（容積）の変化から、呼吸が浅い状
態の容積変化に相当する肺が撮像された位相を選択して、選択した位相の関心部位を抽出
する。そして、画像生成部１５３は、抽出した関心部位を用いて可動範囲画像を生成する
。
【００２９】
　図５は、第１の実施形態に係る抽出部１５２による位相の選択の一例を説明するための
図である。例えば、図５に示すように、抽出部１５２は、複数位相のボリュームデータか
ら、呼吸が浅い状態（肺の容積変化が少ない）に相当する位相として、（ｔ４）～（ｔ７
）を選択し、選択した（ｔ４）～（ｔ７）からそれぞれ抽出された関心部位（腫瘍）を用
いて可動範囲画像を生成する。これにより、観察者は、呼吸状態ごとに腫瘍がどのように
移動するかを一目で観察することができる。
【００３０】
　ここで、本実施形態に係る医用画像処理装置１００においては、経時的に取得された複
数位相のボリュームデータそれぞれを呼吸状態に応じて分類して、指定された呼吸状態に
対応するボリュームデータの画像のみを表示させることも可能である。例えば、呼吸状態
を「深い」、「普通」及び「浅い」などに分類して、それらの分類に基づいて、画像を表
示することが可能である。かかる場合には、まず、入力部１１０が、所定の呼吸状態を指
定するための操作を受付ける。例えば、入力部１１０は、３つの呼吸状態「深い」、「普
通」及び「浅い」のうちユーザが所望する呼吸状態の選択操作を受付ける。
【００３１】
　そして、抽出部１５２は、入力部１１０によって受付けられた所定の呼吸状態に対応す
る位相の３次元医用画像データを抽出して、抽出した３次元医用画像データそれぞれから
関心部位及び治療対象となる臓器をそれぞれ抽出する。例えば、入力部１１０によって「
浅い」呼吸状態の選択が受付けられた場合には、抽出部１５２は、１呼吸周期分のボリュ
ームデータの中から、「浅い」呼吸状態に対応する位相のボリュームデータを抽出して、
抽出したボリュームデータそれぞれから関心領域及び治療対象となる臓器をそれぞれ抽出
する。一例を挙げると、入力部１１０によって「浅い」呼吸状態の選択が受付けられた場
合には、抽出部１５２は、図５に示す（ｔ４）～（ｔ７）のボリュームデータそれぞれを
抽出することとなる。なお、各呼吸状態に対応する位相のボリュームデータは、肺の容積
から判定される場合であってもよく、或いは、予め対応付けられている場合であってもよ
い。
【００３２】
　肺の容積から判定される場合には、例えば、各呼吸状態に対して肺の容積変化量の範囲
を設定しておく。抽出部１５２は、入力部１１０から受付けた呼吸状態に設定された肺の
容積変化量の範囲を読み出す。そして、抽出部１５２は、肺の容積変化が読み出した範囲
内となるボリュームデータを、入力部１１０が受付けた呼吸状態に対応するボリュームと
して抽出する。その後、抽出部１５２は、抽出したボリュームデータそれぞれから腫瘍な
どの関心部位及び治療対象となる臓器をそれぞれ抽出する。そして、画像生成部１５３は
、抽出部１５２によって抽出された関心部位それぞれを、位相を識別可能に特徴付けて、
３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する。
【００３３】
　また、表示制御部１５４は、呼期及び吸期それぞれに対応する位相の腫瘍の可動範囲を
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表示画像として表示させることも可能である。かかる場合には、画像生成部１５３は、抽
出部１５２によって抽出された複数のボリュームデータそれぞれの肺の容積変化に基づい
て、呼期及び吸期に対応する位相の腫瘍を、位相を識別可能に特徴付けて、３次元座標上
の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する。
【００３４】
　具体的には、画像生成部１５３は、まず、複数のボリュームデータそれぞれの肺の容積
から容積変化曲線を生成する。そして、画像生成部１５３は、生成した容積変化曲線にお
いて、容積が減少している期間に対応する位相を呼期に相当する位相として判定し、それ
らの位相から抽出された腫瘍を用いて、可動範囲画像を生成する。また、画像生成部１５
３は、生成した容積変化曲線において、容積が上昇している期間に対応する位相を吸期に
相当する位相として判定し、それらの位相から抽出された腫瘍を用いて、可動範囲画像を
生成する。表示制御部１５４は、呼期又は吸期として生成された可動範囲画像を肺野の画
像に重畳させることで、呼期及び吸期それぞれで腫瘍がどのように移動するかを示す表示
画像を観察者に提供することができる。
【００３５】
　図６Ａ及び図６Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御部１５４によって表示される呼期
及び吸期それぞれの表示画像を示す図である。ここで、図６Ａが、吸期における腫瘍の可
動範囲を示した表示画像を示し、図６Ｂが、呼期における腫瘍の可動範囲を示した表示画
像を示す。
【００３６】
　例えば、表示制御部１５４は、図６Ａに示すように、吸期に相当する位相の腫瘍を位相
ごとに色分けして、肺野のＶＲ画像に重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示させる
。また、例えば、表示制御部１５４は、図６Ｂに示すように、呼期に相当する位相の腫瘍
を位相ごとに色分けして、肺野のＶＲ画像に重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示
させる。
【００３７】
　このように、表示制御部１５４は、呼期及び吸期に対応する位相の可動範囲をそれぞれ
表示することが可能である。これにより、表示制御部１５４は、さらに最大呼期及び最大
吸期の位相の腫瘍の位置を反映させた表示画像を表示させることも可能である。
【００３８】
　また、表示制御部１５４は、治療対象となる臓器を示す画像を可動範囲画像の位相に切
り替えた表示画像を表示部１２０にて表示させることができる。例えば、表示制御部１５
４は、肺を示す画像を可動範囲画像の位相に切り替えた表示画像を表示部１２０にて表示
させる。例えば、表示制御部１５４は、最大呼期に相当する肺野の画像に最大呼期の位相
の腫瘍の重畳させた表示画像を表示する。また、表示制御部１５４は、最大吸期に相当す
る肺野の画像に最大吸期の位相の腫瘍の重畳させた表示画像を表示する。
【００３９】
　図７は、第１の実施形態に係る医用画像処理装置１００による処理の手順を示すフロー
チャートである。図７に示すように、第１の実施形態に係る医用画像処理装置１００にお
いては、画像取得部１５１は、ＩＴＶの推定に用いられる複数位相のボリュームデータを
取得する（ステップＳ１０１）。そして、抽出部１５２は、各位相のボリュームデータか
ら関心部位及び治療対象となる臓器を抽出する（ステップＳ１０２）。
【００４０】
　続いて、画像生成部１５３は、操作者によって指定された位相の関心部位を用いて可動
範囲画像を生成する（ステップＳ１０３）。そして、表示制御部１５４は、抽出部１５２
によって抽出された治療対象となる臓器に可動範囲画像を重畳させ、関心部位を位相ごと
に色分けした表示画像を表示部１２０にて表示させる（ステップＳ１０４）。
【００４１】
　その後、画像生成部１５３は、表示画像に表示させる関心部位の位相変更を受付けたか
否かを判定する（ステップＳ１０５）。ここで、位相変更を受付けた場合には（ステップ
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Ｓ１０５、Ｙｅｓ）、画像生成部１５３は、ステップＳ１０３に戻って、新たに指定され
た位相の関心部位を用いて可動範囲画像を生成する。一方、位相変更を受付けていない場
合には（ステップＳ１０５、Ｎｏ）、表示制御部１５４は、表示画像の表示処理の終了指
示を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１０６）。
【００４２】
　ここで、終了指示を受け付けていない場合には（ステップＳ１０６、Ｎｏ）、表示制御
部１５４は、ステップＳ１０４に戻って、表示画像を継続して表示部１２０に表示させる
。一方、終了指示を受け付けた場合には（ステップＳ１０６、Ｙｅｓ）、表示制御部１５
４は、表示画像の表示を終了する。
【００４３】
　上述したように、第１の実施形態によれば、抽出部１５２は、経時的に収集された複数
のボリュームデータそれぞれから関心部位（腫瘍）及び治療対象となる臓器（肺野）をそ
れぞれ抽出する。そして、画像生成部１５３は、抽出部１５２によって抽出された複数の
ボリュームデータそれぞれの腫瘍のうち、指定された複数位相の腫瘍それぞれを、位相を
識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成す
る。そして、表示制御部１５４は、抽出部１５２によって抽出された肺野を示す画像上に
可動範囲画像を座標が対応するように重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示させる
。従って、第１の実施形態に係る医用画像処理装置１００は、ＩＴＶを推定するための範
囲（可動範囲）と呼吸状態（位相）との関係を明確にすることを可能にする。
【００４４】
　画像生成部１５３は、複数のボリュームデータそれぞれの腫瘍のうち、所定の呼吸状態
に対応する位相の腫瘍それぞれを、位相を識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出さ
れた位置に配置した可動範囲画像を生成する。従って、第１の実施形態に係る医用画像処
理装置１００は、種々の呼吸状態と、腫瘍の可動範囲との関係を明確にすることを可能に
する。
【００４５】
　また、第１の実施形態によれば、入力部１１０は、所定の呼吸状態を指定するための操
作を受付ける。そして、抽出部１５２は、入力部１１０によって受付けられた所定の呼吸
状態に対応する位相のボリュームデータを抽出して、抽出したボリュームデータそれぞれ
から関心部位及び治療対象となる臓器をそれぞれ抽出する。そして、画像生成部１５３は
、抽出部１５２によって抽出された関心部位それぞれを、位相を識別可能に特徴付けて、
３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する。従って、第１の実施
形態に係る医用画像処理装置１００は、ユーザが所望する呼吸状態に対応する位相のボリ
ュームデータをすべて読み出し、それらの画像を表示させることができ、種々の呼吸状態
と、腫瘍の可動範囲との関係の解析を容易にすることを可能にする。
【００４６】
　また、第１の実施形態によれば、抽出部１５２は、呼吸周期内の複数位相で収集された
複数のボリュームデータそれぞれから腫瘍を抽出する。そして、画像生成部１５３は、抽
出部１５２によって抽出された腫瘍それぞれを、位相を識別可能に特徴付けて、３次元座
標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する。そして、表示制御部１５４は
、治療対象となる肺野を示すＭＰＲ画像、オブリーク画像又はＶＲ画像上に可動範囲画像
を座標が対応するように重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示させる。従って、第
１の実施形態に係る医用画像処理装置１００は、表示画像を２Ｄ及び３Ｄで観察させるこ
とを可能にする。
【００４７】
　また、第１の実施形態によれば、画像生成部１５３は、複数のボリュームデータそれぞ
れの腫瘍のうち、呼期及び吸期にそれぞれ対応する位相の腫瘍それぞれを、位相を識別可
能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画像を生成する。従
って、第１の実施形態に係る医用画像処理装置１００は、呼吸状態のうち、呼期及び吸期
のそれぞれについて腫瘍の可動範囲を示すことを可能にする。
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【００４８】
　また、第１の実施形態によれば、画像生成部は、指定された複数位相の腫瘍それぞれに
対して異なる色を配色することで、位相を識別可能に特徴付ける。従って、第１の実施形
態に係る医用画像処理装置１００は、観察者に対して、可動範囲と呼吸状態との関係が一
目で分かる表示画像を提供することを可能にする。
【００４９】
　また、第１の実施形態によれば、表示制御部１５４は、治療対象となる肺野を示す画像
を可動範囲画像の位相に切り替えた表示画像を表示部１２０にて表示させる。従って、第
１の実施形態に係る医用画像処理装置１００は、肺野のどのような状態のときに可動範囲
がどのようになるかを明確に識別させることを可能にする。
【００５０】
　また、第１の実施形態によれば、抽出部１５２は、治療対象となる臓器として肺を抽出
する。そして、画像生成部１５３は、抽出部１５２によって抽出された複数のボリューム
データそれぞれの肺の容積変化に基づいて、最大呼期及び最大吸期に対応する位相の腫瘍
を、位相を識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出された位置に配置した可動範囲画
像を生成する。そして、表示制御部１５４は、肺を示す画像を可動範囲画像の位相に切り
替えた表示画像を表示部１２０にて表示させる。従って、第１の実施形態に係る医用画像
処理装置１００は、肺が最大になる時点と最小になる時点との腫瘍の位置を表示すること
ができ、腫瘍が最大でどの程度移動するかを明示することを可能にする。
【００５１】
（第２の実施形態）
　上述した第１の実施形態においては、医用画像処理装置が腫瘍の可動範囲を表示する場
合について説明する。第２の実施形態では、図１に示す医用画像処理装置１００を備えた
放射線治療装置について説明する。
【００５２】
　図８は、第２の実施形態に係る放射線治療装置２００の構成の一例を説明するための図
である。図８に示すように、第２の実施形態にかかる放射線治療装置２００は、天板１、
スタンド２、ガントリ３、治療ヘッド４、放射線透視部５および制御装置６を有する。　
【００５３】
　天板１は、放射線治療の対象となる被検体Ｈが載置される寝台である。スタンド２は、
ガントリ３を支持し、ガントリ３を回転させるための駆動装置を内部に備えている。ガン
トリ３は、天板１を挟んで対向するように治療ヘッド４と放射線透視部５とを支持してお
り、被検体Ｈが位置する水平方向の軸Ｇを中心に治療ヘッド４および放射線透視部５を移
動させる。また、ガントリ３は、図示していない電子銃や導波ガイド等を内部に備えてい
る。　
【００５４】
　治療ヘッド４は、被検体Ｈの治療に用いられる治療用放射線を発生する。具体的には、
治療ヘッド４は、導波ガイド４ａ、ベンディングマグネット４ｂ、ターゲット４ｃおよび
コリメータ４ｄを内部に備えている。そして、ガントリ３の電子銃によって発生した電子
線Ｌは、導波ガイド４ａによって加速されたうえで、ベンディングマグネット４ｂに入射
する。ベンディングマグネット４ｂは、入射した電子線Ｌの方向を下方に向けることで、
電子線Ｌをターゲット４ｃに衝突させる。これにより、治療用放射線Ｎが発生する。発生
した治療用放射線Ｎは、コリメータ４ｄによって照射形状や線量分布が調整されたうえで
、被検体Ｈに照射される。　
【００５５】
　放射線透視部５は、被検体Ｈを透過した放射線を検出して、被検体Ｈの位置合せや患部
領域の再確認を容易に行うための透視画像を撮影する。制御装置６は、放射線治療装置２
００全体を制御する。例えば、制御装置６は、操作者による指示に応じて、スタンド２が
有する駆動装置を駆動することでガントリ３を回転させる。また、例えば、制御装置６は
、放射線透視部５が有するカメラによって撮影された画像に対して所定の画像処理を施し
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、画像処理を施した画像を表示する。
【００５６】
　このような構成のもと、第２の実施形態に係る放射線治療装置２００は、図１に示す医
用画像処理装置１００によって算出された腫瘍の可動範囲に基づいて、放射線の照射領域
を決定する。例えば、制御装置６が、図１に示す制御部１５０を備え、制御部１５０によ
って導出された関心部位の可動範囲に基づいてＩＴＶを設定する。そして、制御装置６は
、設定したＩＴＶに治療用放射線を照射する。
【００５７】
　上述したように、第２の実施形態に係る放射線治療装置２００は、医用画像処理装置１
００によって算出された腫瘍の可動範囲に基づいて、ＩＴＶを決定し、決定したＩＴＶに
治療用放射線を照射する。従って、第２の実施形態に係る放射線治療装置２００は、ＩＴ
Ｖを小さくして、治療用放射線の照射領域を狭くすることができ、患者に対する負担を軽
減することを可能にする。
【００５８】
（第３の実施形態）
　さて、これまで第１及び第２の実施形態について説明したが、上述した第１及び第２の
実施形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００５９】
　上述した第１の実施形態では、位相を識別可能に特徴付けて、３次元座標上の抽出され
た位置に配置した可動範囲画像を生成して、肺野を示す画像上に可動範囲画像を座標が対
応するように重畳させた表示画像を表示部１２０にて表示させる場合について説明した。
しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、本願の技術を用いてシミュレ
ーションを行なう場合であってもよい。
【００６０】
　図９Ａ～図９Ｃは、第３の実施形態に係るシミュレーションの一例を説明するための図
である。ここで、図９Ａ～図９Ｃにおいては、異なる呼吸の状態での可動範囲のシミュレ
ーションを行なう場合について示す。なお、図９Ａ及び図９Ｂにおいては、異なる呼吸状
態における肺野の体積変化を示す。また、図９Ｃは、異なる呼吸状態における肺野の体積
変化を示すグラフであり、縦軸に体積を示し、横軸に時間を示す。
【００６１】
　例えば、治療中においては、患者は安静呼吸をしているため、図９Ａに示すように、患
者の肺野の体積の変化は小さい。一方、検査時においては、患者は息を深く吸って深く吐
くような呼吸をしているため、図９Ｂに示すように、患者の肺野の体積の変化は大きい。
すなわち、図９Ｃの曲線３１に示すように、安静呼吸をしている患者の肺野は、１呼吸す
る際の体積に大きな変化はない。しかしながら、深呼吸をしている患者の肺野は、図９Ｃ
の曲線３２に示すように、１呼吸する際の体積に大きな変化がある。
【００６２】
　したがって、安静呼吸をしている場合と、深呼吸をしている場合とで、１呼吸する際の
関心部位の動き方が異なる。例えば、安静呼吸の最大吸気時における３次元座標上の関心
部位の位置と、深呼吸の最大吸気時における３次元座標上の関心部位の位置とでは、大き
く異なっている。すなわち、検査時のデータ（安静呼吸時のデータ）を用いて腫瘍などの
関心部位の可動範囲画像を作成し、呼吸のタイミングで治療時の画像に重畳させた場合、
肺野がない部分に関心領域が重畳されてしまう場合がある。
【００６３】
　そこで、第３の実施形態に係る医用画像処理装置１００では、治療時の患者の呼吸状態
（１呼吸における肺野の大きさの変化がどの程度であるか）を画像から解析する。そして
、医用画像処理装置１００は、解析した呼吸状態に対応する関心領域の位置を、検査時の
データを用いてシミュレーションする。例えば、制御部１５０は、図９Ｃに示すように、
曲線３１のデータに基づいて、安静呼吸時における肺野の体積変化の範囲４０を解析する
。表示制御部１５４は、制御部１５０によって解析された範囲４０に含まれる体積に対応
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する関心領域の位置のデータを曲線３２のデータから取得する。
【００６４】
　すなわち、表示制御部１５４は、曲線３１で示される各体積における３次元座標上の関
心部位の位置それぞれを、曲線３２で示される対応する体積における関心部位の位置から
シミュレーションする。換言すると、第３の実施形態に係る医用画像処理装置１００は、
呼吸のタイミングで合わせるのではなく、治療対象となる臓器のサイズで合わせた表示画
像を生成して表示する。このように、第３の実施形態に係る医用画像処理装置１００は、
最初の画像（例えば、検査時の画像）から関心部位の位置と、臓器の大きさのシミュレー
ションを行なうことができる。
【００６５】
　また、上記したように関心部位の位置のシミュレーションを行なった場合に、治療対象
部位のなかで、関心部位が存在するであろう領域を表示させる場合であってもよい。例え
ば、表示制御部１５４は、抽出された関心部位について呼吸周期情報を用いて存在確率が
高い領域を算出して、可動範囲画像として合わせて表示させるように制御する。
【００６６】
　上述した第１及び第２の実施形態では、位相として呼吸の深さを用いる場合について説
明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、位相として
拍動の状態が用いられる場合であってもよい。
【００６７】
　上述した第１の実施形態では、ＣＴ画像を用いる場合について説明した。しかしながら
、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、ＭＲ画像などを用いる場合であっ
てもよい。
【００６８】
　また、上述した第１の実施形態では、画像取得部１５１が、画像保管装置又は医用画像
診断装置からボリュームデータを取得する場合について説明した。しかしながら、実施形
態はこれに限定されるものではなく、例えば、医師がフラッシュメモリや外付けハードデ
ィスクなどの可搬性の記憶媒体でボリュームデータを持ち運び、医用画像処理装置１００
の画像データ記憶部１４１に格納する場合であってもよい。かかる場合、画像取得部１５
１によるボリュームデータデータの取得は実行されなくてもよい。
【００６９】
　また、上述した第１の実施形態では、医用画像処理装置１００について説明したが、実
施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、図１に示す医用画像処理装置１００の
記憶部１４０と制御部１５０とが医用画像診断装置に組み込まれ、医用画像診断装置にて
上述した処理が実行される場合であってもよい。
【００７０】
　以上述べた少なくともひとつの実施形態の医用画像処理装置によれば、ＩＴＶを推定す
るための範囲と呼吸状態との関係を明確にすることを可能にする。
【００７１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７２】
　１００　医用画像処理装置
　１１０　入力部
　１５０　制御部
　１５１　画像取得部



(13) JP 6207936 B2 2017.10.4

　１５２　抽出部
　１５３　画像生成部
　１５４　表示制御部

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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【図７】 【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】
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