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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略Ｃ形アームと、
　前記略Ｃ形アームを回転自在に支持する支持機構と、
　前記略Ｃ形アームの回転を駆動する回転駆動部と、
　前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線管と、
　前記Ｘ線管に対向する向きで前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線検出器と、
　造影後の複数のコントラスト画像の角度間隔が、造影前の複数のマスク画像の角度間隔
の２倍又はそれを越えるように、前記回転駆動部を制御する回転制御部と、
　前記コントラスト画像と前記マスク画像との差分画像に基づいて第１の３次元画像を再
構成するとともに、前記マスク画像に対して感度補正をして感度補正されたマスク画像に
基づいて３次元の非血管画像を表す第２の３次元画像を再構成する再構成部とを具備し
　前記再構成部は、前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との
少なくとも一方を行う手段と、前記補正を受けたマスク画像に基づいて第３の３次元画像
を再構成する手段とを有し、
　前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を
行う手段は、前記マスク画像の一部のデータを用いて第４の３次元画像を再構成する手段
と、前記第４の３次元画像から閾値処理により骨領域と軟部組織の領域の厚さをそれぞれ
同定する手段と、前記同定した骨領域の厚さと軟部組織の領域の厚さとに基づいて、前記
マスク画像に対してビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を行う手段
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とを有することを特徴とするＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項２】
　略Ｃ形アームと、
　前記略Ｃ形アームを回転自在に支持する支持機構と、
　前記略Ｃ形アームの回転を駆動する回転駆動部と、
　前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線管と、
　前記Ｘ線管に対向する向きで前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線検出器と、
　造影後の複数のコントラスト画像の角度間隔が、造影前の複数のマスク画像の角度間隔
の２倍又はそれを越えるように、前記Ｘ線検出器の収集レートを制御する収集制御部と、
　前記コントラスト画像と前記マスク画像との差分画像に基づいて第１の３次元画像を再
構成するとともに、前記マスク画像に対して感度補正をして感度補正されたマスク画像に
基づいて３次元の非血管画像を表す第２の３次元画像を再構成する再構成部とを具備し、
　前記再構成部は、前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との
少なくとも一方を行う手段と、前記補正を受けたマスク画像に基づいて第３の３次元画像
を再構成する手段とを有し、
　前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を
行う手段は、前記マスク画像の一部のデータを用いて第４の３次元画像を再構成する手段
と、前記第４の３次元画像から閾値処理により骨領域と軟部組織の領域の厚さをそれぞれ
同定する手段と、前記同定した骨領域の厚さと軟部組織の領域の厚さとに基づいて、前記
マスク画像に対してビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を行う手段
とを有することを特徴とするＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項３】
　略Ｃ形アームと、
　前記略Ｃ形アームを回転自在に支持する支持機構と、
　前記略Ｃ形アームの回転を駆動する回転駆動部と、
　前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線管と、
　前記Ｘ線管に対向する向きで前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線検出器と、
　前記Ｘ線検出器の収集レートが一定のもとで造影後のコントラスト画像撮影時の回転速
度が造影前のマスク画像撮影時の回転速度の２倍又はそれを越えるように前記回転駆動部
を制御する回転制御部と、
　前記コントラスト画像と前記マスク画像との差分画像に基づいて第１の３次元画像を再
構成するとともに、前記マスク画像に対して感度補正をして感度補正されたマスク画像に
基づいて３次元の非血管画像を表す第２の３次元画像を再構成する再構成部とを具備し、
　前記再構成部は、前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との
少なくとも一方を行う手段と、前記補正を受けたマスク画像に基づいて第３の３次元画像
を再構成する手段とを有し、
　前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を
行う手段は、前記マスク画像の一部のデータを用いて第４の３次元画像を再構成する手段
と、前記第４の３次元画像から閾値処理により骨領域と軟部組織の領域の厚さをそれぞれ
同定する手段と、前記同定した骨領域の厚さと軟部組織の領域の厚さとに基づいて、前記
マスク画像に対してビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を行う手段
とを有することを特徴とするＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項４】
　略Ｃ形アームと、
　前記略Ｃ形アームを回転自在に支持する支持機構と、
　前記略Ｃ形アームの回転を駆動する回転駆動部と、
　前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線管と、
　前記Ｘ線管に対向する向きで前記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線検出器と、
　造影前のマスク画像の撮影枚数が造影後のコントラスト画像の撮影枚数の２倍又はそれ
を越えるように、前記回転駆動部を制御する回転制御部と、
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　前記コントラスト画像と前記マスク画像との差分画像に基づいて第１の３次元画像を再
構成するとともに、前記マスク画像に対して感度補正をして感度補正されたマスク画像に
基づいて３次元の非血管画像を表す第２の３次元画像を再構成する再構成部とを具備し、
　前記再構成部は、前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との
少なくとも一方を行う手段と、前記補正を受けたマスク画像に基づいて第３の３次元画像
を再構成する手段とを有し、
　前記マスク画像に基づいてビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を
行う手段は、前記マスク画像の一部のデータを用いて第４の３次元画像を再構成する手段
と、前記第４の３次元画像から閾値処理により骨領域と軟部組織の領域の厚さをそれぞれ
同定する手段と、前記同定した骨領域の厚さと軟部組織の領域の厚さとに基づいて、前記
マスク画像に対してビームハードニング補正と散乱線補正との少なくとも一方を行う手段
とを有することを特徴とするＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項５】
　前記第１、第２の３次元画像の合成画像を表示する第一の表示部を備え、前記第１、第
２の３次元画像の断層面における合成画像を表示する第二の表示部をさらに備えることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項記載のＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項６】
　前記合成画像表示部は、合成画像表示状態、第１の画像表示状態、第２の画像表示状態
を切り替える制御部を第一、第二の表示部それぞれ別々に有することを特徴とする請求項
５記載のＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項７】
　前記合成画像表示状態において第１、第２の３次元画像の合成の割合を制御する制御部
を有することを特徴とする請求項６記載のＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記合成画像において第１、第２の３次元画像を異なる色系統で表示す
ることを特徴とする請求項５記載のＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項９】
　前記第４の３次元画像は、前記第２の３次元画像よりも解像度が低い画像であることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項記載のＸ線アンギオ撮影装置。
【請求項１０】
　前記マスク画像の一部のデータを用いて第４の３次元画像を再構成する手段は、マスク
画像の一部のフレーム、もしくはマスク画像の縮小した画像のどちらか一方、もしくは両
方を用いて再構成する手段であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項記載の
Ｘ線アンギオ撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、造影前後の画像から血管の３次元画像を発生するＸ線アンギオ撮影装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　頭部の血管走行は非常に複雑であり、特に動脈瘤のある症例では動脈瘤のネックが確認
できる最適観察角度を決定するため、またネックとドームの関係や動脈瘤と親血管／近く
の細かい血管などとの関係を把握するため、３Ｄ－ＤＳＡ（３次元のディジタル・サブト
ラクション・アンギオグラフィ）を撮影することが多い。
【０００３】
　３Ｄ－ＤＳＡでは、Ｘ線管等を患者の回りを回転しながら撮影を繰り返すことで撮影方
向の異なる複数の画像を造影剤注入の前と後とでそれぞれ収集する。一般的に、造影剤注
入前に収集した血管が造影されていない２次元の投影画像をマスク画像と称し、造影剤注
入後に収集した血管が造影されている２次元の投影画像をコントラスト画像と称する。撮
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影方向をそろえて注入前後の画像を引き算することで、造影された血管部分を主に抽出す
る。そして血管部分が抽出された画像を３次元再構成処理により血管の精細な３次元画像
を生成する方法である。この３次元画像を３Ｄ－ＤＳＡ像と呼ぶ。３Ｄ－ＤＳＡ収集やそ
の元となった技術である回転ＤＳＡは、同じ角度同士をサブトラクションして観察したり
、再構成したりする技術であるが故に、必ずマスク画像とコントラスト画像とは同じ角度
間隔で収集される。
【０００４】
Ｘ線アンギオ撮影装置を用いて、４００～５００フレーム等の多数の投影画像を収集し、
その多数の投影画像から３次元画像を再構成することにより軟部組織の視認性を向上させ
る方法が提案されている。しかし４００フレーム以上の投影画像を収集するには、Ｘ線検
出器側の収集レートの制限のもとでアームをゆっくり回す必要がある。
【０００５】
　しかしゆっくり回すと、必然的に使用造影剤量が増加する。そこで血管系の疾患の診断
時は、臨床上は投影画像数を少なくして撮影しており、必然的に軟部組織の視認性が劣化
してしまう。
【特許文献１】特開２００４－１７１２８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、造影前後の画像から血管の３次元画像を生成するＸ線アンギオ撮影装
置において、３次元の血管画像とともに高精細の組織の３次元画像を発生することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１局面に係るＸ線アンギオ撮影装置は、略Ｃ形アームと、前記略Ｃ形アーム
を回転自在に支持する支持機構と、前記略Ｃ形アームの回転を駆動する回転駆動部と、前
記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線管と、前記Ｘ線管に対向する向きで前記略Ｃ形アームに
搭載されるＸ線検出器と、造影後の複数のコントラスト画像の角度間隔が、造影前の複数
のマスク画像の角度間隔よりも広くなるように、前記回転駆動部を制御する回転制御部と
を具備する。　
　本発明の第２局面に係るＸ線アンギオ撮影装置は、略Ｃ形アームと、前記略Ｃ形アーム
を回転自在に支持する支持機構と、前記略Ｃ形アームの回転を駆動する回転駆動部と、前
記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線管と、前記Ｘ線管に対向する向きで前記略Ｃ形アームに
搭載されるＸ線検出器と、造影後のコントラスト画像撮影時の回転速度が、造影前のマス
ク画像撮影時の回転速度よりも速くなるように、前記回転駆動部を制御する回転制御部と
を具備する。　
　本発明の第３局面に係るＸ線アンギオ撮影装置は、略Ｃ形アームと、前記略Ｃ形アーム
を回転自在に支持する支持機構と、前記略Ｃ形アームの回転を駆動する回転駆動部と、前
記略Ｃ形アームに搭載されるＸ線管と、前記Ｘ線管に対向する向きで前記略Ｃ形アームに
搭載されるＸ線検出器と、造影後のコントラスト画像の撮影枚数が、造影前のマスク画像
の撮影枚数よりも少なくなるように、前記回転駆動部を制御する回転制御部とを具備する
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、造影前後の画像から血管の３次元画像を生成するＸ線アンギオ撮影装
置において、３次元の血管画像とともに高精細の組織の３次元画像を発生することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面を参照して本発明に係るＸ線アンギオ撮影装置を好ましい実施形態により説明
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する。　
　図１に示すように、Ｘ線アンギオ撮影装置は、Ｘ線撮影機構１０を有する。Ｘ線撮影機
構１０は、図２に示すように、Ｘ線管１２とＸ線検出器１４とを有する。Ｘ線検出器１４
は、イメージインテンシファイア１５とＴＶカメラ１６とから構成される。または、検出
器１４は、マトリクス状に配列された半導体検出素子を有するフラットパネルディテクタ
（ＦＰＤ：平面型Ｘ線検出器）で構成される。Ｘ線管１２は、検出器１４とともに、互い
に対向する向きでＣ形アーム６０に搭載される。寝台の天板５０上の被検体Ｐは、Ｘ線管
１２と検出器１４との間に配置される。Ｃ形アーム６０は、天井ベース６３から吊り下げ
られる支柱６４に支持される。Ｃ形アーム６０は、直交３軸Ａ，Ｂ，Ｃに関して回転可能
である。回転駆動部２２は支柱６４の内部に収容される。回転駆動部２２は、Ｃ形アーム
６０を矢印Ａ，Ｂに個別に回転するための２つの動力源を有する。
【００１０】
　Ｘ線アンギオ撮影装置は、Ｘ線撮影機構１０とともに、システムコントローラ２０、カ
メラコントローラ２１、回転コントローラ２３、第１画像メモリ２４、第２画像メモリ２
５、感度補正部２６、対応画像選択部１９、サブトラクション部２７、体厚同定部２８、
散乱線補正部２９、ビームハードニング補正部３０、高周波強調フィルタリングなどを行
うフィルタリング部３１、画像拡大移動などを行うアフィン変換部３２、画像合成部３３
、３次元再構成部３４、３次元画像処理部３５、Ｄ／Ａ変換部３６、表示部３７を有する
。第１の画像メモリ２４は、造影前に撮影された複数のマスク画像に関するデータを記憶
するために設けられている。第２の画像メモリ２５は、造影後に撮影された複数のコント
ラスト画像に関するデータを記憶するために設けられている。対応画像選択部２６は、造
影後に撮影された撮影方向の異なる複数のコントラスト画像各々に対して同じ又は最も近
い撮影方向で撮影された造影前のマスク画像を選択する。サブトラクション部２７は、複
数のコントラスト画像と、対応画像選択部２６で選択された複数のマスク画像とを同じ又
は最も近い撮影角度どうしで差分（引き算）することにより、撮影角度の相違する複数の
差分画像を発生する。３次元再構成部３４は、複数の差分画像に基づいて血管の３次元画
像を再構成する。また、３次元再構成部３４は、複数のマスク画像に基づいて骨及び軟部
組織を有する非血管の３次元画像を再構成する。体厚同定部２８は、３次元再構成部３４
で再構成された骨及び軟部組織等の非血管の３次元画像に基づいて、マスク画像各々の画
素ごとに、そのＸ線軌跡上の骨領域の厚さと軟部組織の領域の厚さとをそれぞれ同定する
。
【００１１】
　ビームハードニング補正部３０は推定した軟部組織の厚さ、もしくは軟部組織の厚さ及
び骨領域の厚さに基づいて、マスク画像に対しビームハードニング補正を行う。散乱線補
正部２９は、軟部組織の厚さ、もしくは軟部組織の厚さ及び骨領域の厚さに基づいて、元
の又はビームハードニング補正を受けたマスク画像に対して散乱線補正を行う。３次元再
構成部３４は、ビームハードニング補正及び散乱線補正を受けた複数のマスク画像に基づ
いて高精細の非血管３次元画像を再構成する。画像合成部３３は、３次元再構成部３４で
発生された血管の３次元画像と非血管の３次元画像とを合成する。合成した３次元画像に
は血管の画像情報と、非血管の画像情報が区別して管理されている。合成された３次元画
像は３次元画像処理部３５に送られ、陰面消去を考慮したサーフェイスレンダリングプロ
セッシング等により、表示のための２Ｄ合成画像を発生する。合成画像は、それ単独で、
もしくは合成画像の断面画像と一緒にＤ／Ａ変換機３６を介して表示部３７に表示される
。
【００１２】
次に本実施形態の動作を図３を参照して説明する。Ｃ形アーム６０は駆動部２２のモータ
ーで高速にプロペラのように回転することができる。この回転により被検体の周り１８０
度以上の角度を短時間で回転することができる。撮影工程Ｓ１１において、造影剤注入前
に、図４に例示するように、Ｃ形アーム６０が基準位置から回転され、撮影方向がＬＡＯ
からＲＡＯに変化されながら、一定時間間隔で撮影が繰り返される。カメラコントローラ
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２１により一定の周期でＸ線検出器１４からマスク画像信号が繰り返し読み出される。連
続する対のマスク画像の撮影角度間隔が、例えば０．５度になるように、回転コントロー
ラ２３は回転駆動部２２を制御して、Ｃ形アーム６０の回転速度を調整する。典型的には
、２００度の範囲で４００枚（フレーム）のマスク画像（ＩＭｎ、ｎ＝１、２、…４００
）のデータが０．５度間隔で収集されるように、Ｃ型アーム６０の回転速度を１５度／秒
に、検出器の画像読み出しレートを３０フレーム／秒に調整される。なお検出器の読み出
しがさらに高速にできるのであれば、Ｃ型アーム６０の回転速度を３０度／秒に、検出器
の画像読み出しレートを６０フレーム／秒に調整しても良い。４００枚（フレーム）のマ
スク画像のデータは、それぞれの撮影角度のデータを関連付けられて第１画像メモリ２４
に記憶される。また、マスク画像の撮影終了後に、Ｃ形アーム６０が基準位置まで最高速
度でリターンされる。
【００１３】
　造影剤注入後、適当な待機時間経過後に、Ｃ形アーム６０が基準位置から回転され、撮
影方向がＬＡＯからＲＡＯに変化されながら、一定時間間隔で撮影が繰り返され、カメラ
コントローラ２１により一定の周期でＸ線検出器１４からコントラスト画像信号が繰り返
し読み出される。連続する対のコントラスト画像の撮影角度間隔が、マスク撮影時の撮影
角度間隔の２倍又はそれを超えるように、例えば１度になるように、回転コントローラ２
３は回転駆動部２２を制御して、Ｃ形アーム６０の回転速度を調整する。典型的には、２
００度の範囲で２００枚（フレーム）のコントラスト画像（ＩＣＮ、Ｎ＝１、２、…２０
０）のデータが１度間隔で収集されるように、例えばＣ形アーム６０の回転速度は３０度
／秒に、検出器の画像読み出しレートは３０フレーム／秒に調整される。なお検出器の読
み出しがさらに高速にできるのであれば、Ｃ型アーム６０の回転速度を６０度／秒に、検
出器の画像読み出しレートを６０フレーム／秒に調整しても良い。２００枚（フレーム）
のコントラスト画像のデータは、それぞれの撮影角度のデータを関連付けられて第２画像
メモリ２５に記憶される。マスク画像の撮影時間は例えば１４秒であり、それに対しコン
トラスト画像の撮影時間はその１／２の短縮される。
【００１４】
　撮影終了後、対応画像選択部１９において、２００枚のコントラスト画像（ＩＣＮ）の
各々に対して撮影角度が同じ２００枚のマスク画像（ＩＭｎ）が４００枚の中から選択さ
れる（Ｓ１２）。２００枚のコントラスト画像（ＩＣＮ）と、選択された２００枚のマス
ク画像（ＩＭｎ）とは同じ撮影角度どうしで引き算される（Ｓ１３）。Ｓ１３で発生され
た２００枚の差分画像に基づいて３次元再構成部３４で３次元画像が再構成される（Ｓ１
４）。この３次元画像は、造影されていない骨や軟部組織等の主に非血管部位が除去され
、造影部位として主に血管形態を表しているので血管３次元画像と称し、後述する骨や軟
部組織の形態を主に表す非血管３次元画像と区別する。
【００１５】
　なお、再構成方法の一例としては、ここではFeldkamp等によって提案されたフィルター
ドバックプロジェクション法の場合を示すと、２００枚のＤＳＡ画像に対して例えばShep
p & LoganやRamachandranのような適当なコンボリューションフィルターをかける。次に
逆投影演算を行うことにより再構成データが得られる。ここで再構成領域は、Ｘ線管１２
の全方向へのＸ線束に内接する円筒として定義される。この円筒内は、例えば検出器１４
の一検出素子の幅に投影される再構成領域中心部での長さｄで３次元的に離散化され、離
散点のデータの再構成像を得る必要がある。但しここでは離散間隔の一例を示したが、こ
れは装置等によって違うこともあるので、基本的には装置によって定義された離散間隔を
用いれば良い。
【００１６】
　再構成された画像は、３次元画像表示部に転送され、例えばボリュームレンダリングな
どの方法により３次元的に表示される（Ｓ１５）。
【００１７】
　この３次元血管像の生成及び表示処理Ｓ１２乃至Ｓ１５の処理と並行して、又は当該処
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理に前後して、高精細の３次元非血管像の生成及び表示処理Ｓ１６乃至Ｓ１８が行われる
。３次元非血管像の生成は、収集した全ての４００枚のマスク画像（ＩＭｎ）により行わ
れる。まず、４００枚のマスク画像（ＩＭｎ）に対して感度補正部２６において感度補正
が行われる（Ｓ１６）。感度補正処理は、予め均一ファントムを撮影することにより取得
され感度補正部２６内の記憶部に保持されている検出器１４に関する検出面内における感
度の空間分布を表す投影画像をマスク画像（ＩＭｎ）各々からサブトラクションすること
により行われる。なお、感度補正された４００枚のマスク画像を、便宜上、Ｐ(θ,i,j)と
表す。θは撮影時の回転角を表し、(i,j)は２次元位置を表す。この感度補正された４０
０枚のマスク画像Ｐ(θ,i,j)に基づいて３次元の非血管画像が再構成される（Ｓ１７）。
この高精細の３次元の非血管画像の再構成にあたっては、ビームハードニング補正及び散
乱線補正が行われる。
【００１８】
　図５に高精細の３次元の非血管画像の再構成処理Ｓ１７の詳細な処理手順を示している
。まず、感度補正された全４００枚又はそれらから回転角度に関して一定間隔で離散的に
抽出した例えば２００枚又は１００枚程度のマスク画像Ｐ(θ,i,j)から、予備的な３次元
の非血管画像が３次元再構成部３４において再構成される（Ｓ１７－１）。この予備的な
３次元非血管画像は、その画像自体を読影等のために観察する目的を有するものではなく
、後述の体厚同定のための画像であるので、上述のように全４００枚の一部分を用いて再
構成しても良いし、後述のＳ１７－５の再構成処理よりも再構成マトリクスを少なくて良
い。
【００１９】
　次に体厚同定部２８において、予備的な３次元非血管画像に対し閾値処理が施され、骨
部と軟組織部、背景領域が分離され、そしてマスク画像ごと、さらに各マスク画像の画素
ごとに、Ｘ線軌跡上の骨部の厚みＢ（θ,i,j）と軟部組織の厚みＴ（θ,i,j）とが計算さ
れる（Ｓ１７－２）。
【００２０】
　続いて、厚みデータＢ（θ,i,j）、Ｔ（θ,i,j）、マスク画像Ｐ(θ,i,j)は、ビームハ
ードニング補正部３０に送られる。ビームハードニング補正部３０では、先ずは計算結果
を元に２次元の補正テーブルを参照し、マスク画像ごと、さらに各マスク画像の画素ごと
にその画素値が以下のように補正される（Ｓ１７－３）。　
　　　ＰＣ(θ,i,j)＝Ｐ(θ,i,j)＋Ｃ(B,T)　（１）　
　ここでＰＣ(θ,i,j)はビームハードニング補正されたマスク画像、Ｃ(B,T)は骨部の厚
みと軟部組織の厚みとに応じた補正値である。Ｂ（θ,i,j）、Ｔ（θ,i,j）はそれぞれ骨
、軟部組織の厚みで、これらの厚み毎に補正値が決まる。この補正テーブルは、予め実験
的に求められ、ビームハードニング補正部３０の記憶部に保持される。図６に、軟部組織
の厚みＴと補正値Ｃとの対応を、骨部の厚みＢ（図６ではＢ０（骨厚ゼロ），Ｂ１（骨厚
１ｃｍ），Ｂ２（骨厚２ｃｍ）の３種類を例示している）ごとに例示している。このグラ
フの離散値が補正テーブルとして保持される。補正テーブルでは、骨部の厚みＢと軟部組
織の厚みＴとを入力として、補正値Ｃを出力とするよう構成される。実際には、計算され
た骨部の厚みＢと軟部組織の厚みＴとに近似する複数の補正値候補から補間により補正値
が計算される。
【００２１】
　次に、ビームハードニング補正を受けたマスク画像ＰＣ(θ,i,j)は、計算された厚みデ
ータＢ（θ,i,j）、Ｔ（θ,i,j）とともに、散乱線補正部２９に送られ、散乱線補正を受
ける（Ｓ１７－４）。散乱線の補正では、やはり骨と軟組織との厚みを利用し、２次元の
補正テーブルを参照してマスク画像ごと、さらに各マスク画像の画素ごとにその画素値が
以下のように補正される。　
　　　Ｐａ(θ,i,j)＝PＣ(θ,i,j)×Ｓ(B,T)　（２）　
　ここでＰａ(θ,i,j)は、ビームハードニング補正とともに散乱線補正を受けたマスク画
像、Ｓ(B,T)は、散乱線の含有率γによって決まる散乱線補正係数（１－γ）を示し、こ
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れは骨部の厚みＢ、軟部組織の厚みＴで決まる（周辺部の骨、軟組織の厚みはほぼ一定と
仮定した場合）。この補正テーブルも、実験的に求められ、散乱線補正部２９の記憶部に
保持される。図７に、軟部組織の厚みＴと補正値Ｓとの対応を、骨部の厚みＢ（Ｂ０（骨
厚ゼロ），Ｂ１（骨厚１ｃｍ），Ｂ２（骨厚２ｃｍ）の３種類を例示している）ごとに例
示している。このグラフの離散値が補正テーブルとして保持される。補正テーブルでは、
骨部の厚みＢと軟部組織の厚みＴとを入力として、散乱線補正係数Ｓを出力とするよう構
成される。実際には、計算された骨部の厚みＢと軟部組織の厚みＴとに近似する複数の散
乱線補正係数候補から補間により散乱線補正係数Ｓが計算される。なおここでは再構成画
像を用いたビームハードニング補正法、散乱線補正法の例を示した。しかし本発明はこれ
に限定されることなく、例えば一方もしくは両方を投影データのみから補正する方法を用
いても良い。このような方法では、一度非血管画像の再構成を行う必要はないため、計算
時間が短縮できると言うメリットがある。一方このような方法では投影データに寄与する
吸収物質を軟部組織として仮定して補正を行う方法が一般的であるが、頭部などの骨の寄
与が大きい部分では補正が適切に行われないと言うデメリットもある。
【００２２】
　ビームハードニング補正とともに散乱線補正を受けた４００枚のマスク画像Ｐａ(θ,i,
j)に基づいて３次元再構成部３４において高精細の３次元非血管画像が再構成される（Ｓ
１７－５）。再構成された高精細の３次元非血管画像は、画像合成部３３に転送される。
なお、転送画像は、画像合成を行う対象画像であることを付帯情報に明示しており、付帯
情報にこの情報がある場合は画像合成部３３において、Ｓ１７で再構成した３次元非血管
画像は、Ｓ１４で再構成した３次元血管画像と合成される（Ｓ１９）。合成された画像は
３次元画像処理部３５でボリュームレンダリングなどの方法で２次元画像に構成され、表
示部３７に表示される（Ｓ２０）。また合成された３次元画像の断面図（アキシャル、コ
ロナル、サジタル画像など）も同時に表示部３７に表示される（Ｓ２０）。非血管３次元
画像と血管３次元画像とを合成表示する際、それぞれの異なるボリュームを表示する色を
変化させて、非血管系と血管との位置関係を分かり易く表示すると同時に、切り替えスイ
ッチを押すことによりそれぞれを単独でも表示する。切り替えスイッチは合成表示、血管
表示、非血管表示の３モードを切り替えることができ、このスイッチは３次元画像処理像
用と断面図用のスイッチが独立に存在する。また合成表示時に血管像と非血管像との重み
付けを制御するスライダーも３次元画像処理像用と断面図用のスイッチが独立に存在する
。その作用は、例えばスライダーを中心では両方とも表示し、左側に動かすと非血管部の
重みが１～０まで変化して、段々非血管部の表示が薄くなる。逆に右側に動かすと血管部
の重みが１～０まで変化して、段々血管部の表示が薄くなる。なおそれぞれのボリューム
の表示条件（色、光学的パラメータ、ウインドウレベル／ウインドウ幅など）は個々に変
更することができる。さらにそれぞれのボリュームに対し、別々にカッティングなどの処
理ができる。
【００２３】
　このように、コントラスト画像収集期には粗い角度間隔でコントラスト画像を収集し、
マスク画像収集期には細かい角度間隔でマスク画像を収集する。これら２種の画像を用い
、２種類の再構成を別々に行う。一つはマスク画像だけを用いた非血管画像の再構成、も
う一つはマスク画像とコントラスト画像を用いたＤＳＡによる血管画像の再構成である。
これにより血管構造観察とともに、高精細の非血管画像を取得して軟部組織の視認性を上
げることができる。また従来の軟部組織の視認性を上げる方法では、血管情報と軟部組織
、骨組織などを同時に描出する方法であり、心臓のポンプ機能による造影剤の流量の変化
や、造影剤の注入タイミングなどに起因するアーチファクトの影響を大きく受けていたが
、本発明では血管情報と非血管情報を別々に再構成するため、非血管情報が血管に起因す
るアーチファクトの影響を受けず、その結果従来法に比較して血管部、非血管部ともに画
質が向上する。また検出器の画像読み出しレートがかなり制限される現状においては、従
来法では非血管情報を細かく描出するには長時間の撮影が必要となるが、現実的にはその
ような長時間造影剤を流し続けることは患者の大きな負担となってしまう。その結果血管
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ことができなかった。しかし本発明では撮影時、非血管情報撮影時はゆっくり時間をかけ
て、血管情報撮影時には速く短時間で画像を収集するため、血管構造観察とともに、高精
細め非血管画像を同時に取得することができる。最終的にこれらの画像を合成することに
より、双方の情報を融合してみることができる。
【００２４】
　なお、本発明は上記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化できる。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。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本実施形態に係るＸ線アンギオ撮影装置の構成図。
【図２】図１のＸ線撮影機構の外観図。
【図３】本実施形態の処理手順を示す図。
【図４】図３の撮影工程Ｓ１１の補足説明図。
【図５】図３の３次元非血管像の再構成工程Ｓ１７の詳細な処理手順を示す図。
【図６】図１のビームハードニング補正部の保持する補正値例を示す図。
【図７】図１の散乱線補正部の保持する補正値例を示す図。
【符号の説明】
【００２６】
　１０…Ｘ線撮影機構、１２…Ｘ線管、１４…Ｘ線検出器、２０…システムコントローラ
、２１…カメラコントーラ、２２…回転駆動部、２３…回転コントローラ、２４…第１画
像メモリ、２５…第２画像メモリ、２６…感度補正部、２７…サブトラクション部、２８
…体厚同定部、２９…散乱線補正部、３０…ビームハードニング補正部、３１…フィルタ
リング部、３２…アフィン変換部、３３…画像合成部、３４…３次元再構成部、３５…３
次元画像処理部、３６…Ｄ／Ａ変換部、３７…表示部、６０…Ｃ形アーム。
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