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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 コンピュータ断層撮影システムにおいて、
透視検査走査により取得された、連続した複数の画像を記憶するメモリ・バッファと、
表示装置と、
患者に対する透視検査走査手順中に、前記表示装置上の前記患者の画像を制御することを
可能にするコントローラと、
前記メモリ・バッファ、前記表示装置及び、前記コントローラに結合したプロセッサと、
を備えており、
前記コントローラは、「ページ戻る／進む」コマンドを入力可能であり、前記プロセッサ
は、前記「ページ戻る／進む」コマンドに従って、前記連続した複数の画像の少なくとも
１つの画像を前記表示装置に表示させることを特徴とするコンピュータ断層撮影システム
。
【請求項２】
 当該システムは更に患者テーブルを含んでおり、前記コントローラは、オペレータが手
で持てる手元式であり、該オペレータが走査パラメータの選択及び患者テーブルの移動を
制御することを可能にする走査及び移動制御を含んでいる請求項１に記載のコンピュータ
断層撮影システム。
【請求項３】
 前記コントローラは、前記オペレータが当該システムをタップ・モードで及び連続走査
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モードで選択的に動作させることを特徴とする請求項１または２に記載のコンピュータ断
層撮影システム。
【請求項４】
 前記コントローラは、フット・ペダル、ハンド・スイッチ及び音声始動式制御のうちの
少なくとも１つを含んでいる請求項３に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項５】
 当該システムはＸ線源を含んでおり、前記タップ・モードの際に、前記Ｘ線源は、前記
コントローラが始動される各回ごとに少なくとも１つの画像用のデータを収集するのに十
分な時間にわたってエネルギ供給される請求項３に記載のコンピュータ断層撮影システム
。
【請求項６】
 当該システムはＸ線源を含んでおり、前記連続モードの際には、完全な１つの画像を再
構成するのに十分なデータが収集された後で、前記Ｘ線源は、前記コントローラが停止さ
れた後の所定の時間内にエネルギ供給停止される請求項３に記載のコンピュータ断層撮影
システム。
【請求項７】
 前記コントローラが、オペレータが走査パラメータ、前記患者テーブルの移動及び前記
表示装置上での画像の表示を制御することを可能にする第１のコントローラと、オペレー
タが当該システムをタップ・モードで及び連続走査モードで選択的に動作させることを可
能にする第２のコントローラとを含んでいることを特徴とする請求項２に記載のコンピュ
ータ断層撮影システム。
【請求項８】
 前記コントローラは、「保存」コマンドと、「格子」コマンドと、「プリセット・ウィ
ンドウ／レベル」コマンドを入力可能である請求項１乃至７のいずれかに記載のコンピュ
ータ断層撮影システム。
【請求項９】
 前記コントローラは、「プレップ」コマンドと、「整列補助灯」コマンドとを入力可能
である請求項１又は７に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項１０】
 前記移動制御は、「テーブル送入」コマンドと、「テーブル送出」コマンドと、「段階
送入」コマンドと、「段階送出」コマンドとを含んでいる請求項２又は７に記載のコンピ
ュータ断層撮影システム。
【請求項１１】
 前記移動制御は更に、走査用移動コマンドと、自動移動コマンドと、架台自由移動コマ
ンドとを含んでいる請求項１０に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項１２】
 前記第１のコントローラは更に、前記表示装置上で距離を測定するためのトラック・ボ
ールと、Ｘ線走査開始制御と、ビュー角度制御と、「揺動」制御と、ガントリ・ティルト
制御とを含んでいる請求項７に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項１３】
 前記第１のコントローラは更に、手順中にスライス厚さを修正することを可能にする制
御を含んでいる請求項７に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項１４】
 更に、高速画像更新用のデータを形成するために画像補外を実行するように構成されて
いるプロセッサを含んでいる請求項７に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項１５】
 前記コンピュータ断層撮影システムは、Ｘ線源と、該Ｘ線源に整列していて、複数の検
出器セルを含んでいる前記プロセッサに結合されたＸ線検出器とを含んでおり、前記コン
トローラは、走査及び移動制御と、画像操作制御とを含んでおり、
前記プロセッサは、多数のビューを１つのビューとして結合することにより第１のセット
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のデータを圧縮すると共に、圧縮されたビュー相互間で一定のビュー角度増分を維持し、
線形補間を用いて前記第１のセットのデータから第２のセットのデータを形成し、少なく
とも２つの隣接した検出器セルからの投影データを連結し、分解能の低下を少なくとも部
分的に補償し、前記データをオーバースキャン重み付けし、それぞれの画像の各々が形成
されるべきそれぞれのビューを選択し、該ビューは、完全な１つの画像を形成するのに要
求されるビューの数Ｎと、並行処理パイプの数Ｘと、Ｎビュー回転につき形成される画像
の数Ｙとに基づいて選択されており、且つ逆投影に用いられる諸量がビュー相互間の線形
化に基づいているような逆投影を実行するように構成されていること、を特徴とする請求
項１に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項１６】
 前記システムは更にガントリを含んでおり、少なくとも１つの整列補助モジュールが、
走査平面についての基準を形成するように前記ガントリに装着されている請求項１５に記
載のコンピュータ断層撮影システム。
【請求項１７】
 前記システムは更にガントリを含んでおり、前記コントローラは更にガントリ・ティル
ト制御を含んでいる請求項１５に記載のコンピュータ断層撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は一般的には、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）のイメージングに関し、より具体的
には、ＣＴ透視検査法システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
少なくとも１つの公知のＣＴシステム構成においては、Ｘ線源がファン（扇形）形状のビ
ームを投射し、このビームは、一般的に「イメージング（作像）平面」と呼ばれるデカル
ト座標系のＸ－Ｙ平面内に位置するようにコリメートされる。Ｘ線ビームは、患者等のイ
メージング対象物体を通過する。ビームは、物体によって減衰された後に、放射線検出器
の配列（ａｒｒａｙ）に入射する。検出器配列の所で受け取られる減衰したビーム放射線
の強度は、物体によるＸ線ビームの減衰量に依存している。配列内の各々の検出器素子は
、検出器の位置におけるビーム減衰の測定値である個別の電気信号を発生する。すべての
検出器からの減衰測定値が個別に収集されて、透過プロファイルを形成する。
【０００３】
公知の第３世代ＣＴシステムでは、Ｘ線源及び検出器配列は、Ｘ線ビームが物体と交差す
る角度が定常的に変化するように、イメージング平面内でイメージング対象物体の周りを
ガントリと共に回転する。１つのガントリ角度における検出器配列からの一群のＸ線減衰
測定値、即ち投影データは「ビュー」と呼ばれる。物体の「走査（スキャン）」は、Ｘ線
源及び検出器が１回転する間に様々なガントリ角度、即ちビュー角度で形成される１セッ
トのビューで構成されている。軸方向（アキシャル）走査の場合には、投影データを処理
して、物体から切り取られた２次元スライスに対応する画像を構成する。投影データの１
つのセットから画像を再構成する１つの方法は、当業界でフィルタ補正逆投影法と呼ばれ
ている。この手法は、走査からの減衰測定値を、「ＣＴ数」または「ハンスフィールド（
Ｈｏｕｎｓｆｉｅｌｄ）単位」と呼ばれる整数に変換し、これらの整数を用いて、陰極線
管表示装置上の対応するピクセル（画素）の輝度を制御するものである。
【０００４】
全走査時間を短縮するために、「螺旋（ヘリカル）」走査を実行することができる。「螺
旋」走査を実行するためには、患者を移動させながら、所定の数のスライスについてのデ
ータを収集する。このようなシステムは、１回のファン・ビーム螺旋走査から単一の螺旋
を形成する。ファン・ビームによって精密に撮像された螺旋から投影データが得られ、投
影データから各々の所定のスライスにおける画像を再構成することができる。
【０００５】
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ＣＴ透視検査（ＣＴフルオロ ）システムでは、螺旋走査から収集されたデータを利用し
て連続した画像のフレームを形成することができ、例えば、患者内部の所望の位置に針を
ガイドするのを助ける。フレームは、ビューと同様に、イメージング対象物体から切り取
られた２次元スライスに対応している。具体的には、投影データは、あるフレーム・レー
トで処理されて、物体の画像フレームを構成する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
公知のＣＴフルオロ・システムの場合、その一般的な目的は、画像の劣化を最小限に抑え
ながらフレーム・レートを増大させることにある。フレーム・レートを増大させると、例
えば、操作者である医師が生検針の位置に関するより多くの情報を得られることを含め、
多くの利点が得られる。しかしながら、典型的には、フレーム・レートの増大は、画像の
劣化を最小限に抑えることと衝突する。加えて、手順をガイドするために画像を表示する
ばかりでなく、オペレータに走査処理の制御を与えることが望ましい。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
これらの目的及びその他の目的は、一実施態様において、一体型コントローラと、画像表
示の速度を増大させる画像再構成アルゴリズムと、強化された画像表示とを含んでいるＣ
Ｔフルオロ・システムによって達成することができる。一体型コントローラは、放射線取
扱者がフルオロ走査全体にわたってシステムの制御を保持することを可能にする。画像再
構成アルゴリズムは一般的には、ＣＴフルオロ走査において画像フレーム・レートを向上
させる、若しくは画像アーティファクトを減少させる、またはその両方を行うことに向け
られている。画像表示は一般的には、走査手順中に、放射線取扱者に対して、強化された
画像及び制御を提供する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１及び図２を参照すると、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）イメージング・システム１０
が、「第３世代」ＣＴスキャナにおいて典型的なガントリ１２を含んでいるものとして示
されている。ガントリ１２はＸ線源１４を有しており、Ｘ線源１４はＸ線ビーム１６をガ
ントリ１２の対向する側に設けられている検出器配列１８に向かって投射する。検出器配
列１８は複数の検出器素子２０によって形成されており、これらの検出器素子２０は患者
２２を通過する投射されたＸ線を感知する。各々の検出器素子２０は、入射するＸ線ビー
ムの強度を表す電気信号、従って患者２２を通過する間でのビームの減衰を表す電気信号
を発生する。Ｘ線投影データを収集するための１回の走査の間に、ガントリ１２及びガン
トリ１２に装着された構成部品は、回転中心２４の周りを回転する。
【０００９】
ガントリ１２の回転及びＸ線源１４の動作は、ＣＴシステム１０の制御機構２６によって
制御されている。制御機構２６は、Ｘ線制御装置２８とガントリ・モータ制御装置３０と
を含んでいる。Ｘ線制御装置２８はＸ線源１４に対して電力信号及びタイミング信号を供
給し、ガントリ・モータ制御装置３０はガントリ１２の回転速度及び位置を制御する。制
御機構２６内に設けられているデータ収集システム（ＤＡＳ）３２が、検出器素子２０か
らのアナログ・データをサンプリングし、後続の処理のためにこのデータをディジタル信
号に変換する。画像再構成装置３４が、サンプリングされてディジタル化されたＸ線デー
タをＤＡＳ３２から受け取って、高速画像再構成を実行する。再構成された画像はコンピ
ュータ３６への入力として印加され、コンピュータ３６は大容量記憶装置３８に画像を記
憶させる。
【００１０】
コンピュータ３６はまた、キーボードを有しているコンソール４０を介して、オペレータ
から命令（コマンド）及び走査パラメータを受け取る。付設された表示装置４２によって
、オペレータは、再構成された画像、及びコンピュータ３６からのその他のデータを観測
することができる。オペレータが供給した命令及びパラメータは、コンピュータ３６によ
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って用いられて、ＤＡＳ３２、Ｘ線制御装置２８及びガントリ・モータ制御装置３０に制
御信号及び情報を供給する。加えて、コンピュータ３６はテーブル・モータ制御装置４４
を動作させ、テーブル・モータ制御装置４４はモータ式テーブル４６を制御して、ガント
リ１２内で患者２２を位置決めする。具体的には、テーブル４６は、患者２２の部分をガ
ントリ開口４８を通して移動させる。
【００１１】
図３乃至５は、本発明のシステムを用いてフルオロ走査を実行することに関連してオペレ
ータによって実行されるステップを示す流れ図５０である。このオペレータによって実行
されるステップの記載は、本発明のＣＴフルオロ・システム及びこれにより提供される多
くの利点を理解する助けとするために提示されている。本発明は、これらのようなオペレ
ータによって実行されるステップに向けられたものではないことを理解されたい。寧ろ、
本発明は、ＣＴフルオロ・システム自体に向けられている。従って、フルオロ走査手順に
ついての以下の記載は、システムのユーザによって実行される動作を含め、ＣＴフルオロ
走査手順の目的の少なくとも一般的な理解を容易にするために提示されている。
【００１２】
具体的に、ここで図３乃至５について説明する。目標の画像を局限する（ステップ５２）
ために、患者を走査して（例えば、約５スライス～１５スライス）、画像生検の目標位置
を決定する。目標を局限する際には、標準走査モードを利用することができる。次いで、
ガントリ上に設けられている整列補助灯（ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｌｉｇｈｔ）を用いなが
ら患者を走査平面内へ移動させることにより、患者上で目標画像の位置を決定する（ステ
ップ５４）。アキシャル線を患者の上にマークしてもよいし、軸平面に垂直に金属板を配
置してもよい。そして、目標スライスが走査される。次いで、皮膚から目標位置への生検
経路を決定する（ステップ５６）。具体的には、針の経路を視覚化することができるよう
に表示中の画像上に所望の挿入口と目標点とをカーソルでマークする。挿入口点はまた、
患者の上にもマークされ、患者は処置に向けて準備が為された状態になる。
【００１３】
次いで、システム制御は、走査室内の放射線取扱者に移る（ステップ５８）。具体的には
、この時点までは、システム制御は、オペレータによって制御コンソールの所に保持され
ていた。放射線取扱者はここで、フット・ペダル（Ｘ線のオン／オフ）と、患者テーブル
に配置されているコントローラとを用いて、フルオロ走査を制御する。これらの制御を用
いて、放射線取扱者は、患者テーブル、ガントリ、Ｘ線源及び画像の精査を制御する。次
いで、フルオロ手順が実行される（ステップ６０）。詳しく述べると、放射線取扱者は、
様々な針及びワイヤを目標位置にガイドし、組織サンプルを切除し、生検位置を洗浄及び
曝気して、患者から体液を排出する。後に詳述する本発明のシステムを用いると、放射線
取扱者は、リアル・タイム（実時間）画像を精査することができ、これにより、付近の構
造に対する外傷を防止することが容易になるばかりでなく、難しい局限（ｌｏｃａｌｉｚ
ａｔｉｏｎ）についての安全性を高めることができる。放射線取扱者に制御を与えると、
放射線取扱者は、リアル・タイム・フルオロ連続モードでまたはタップ・モードで施術す
ることができるようになる（ステップ６２）。具体的には、針をその目的地に合わせてガ
イドしている間に、必要に応じてＸ線をオン及びオフにすることができる。更に、所望の
画像データが表示されるように、画像は、放射線取扱者によって操作されることが可能に
なる。長い生検針に起因する画像アーティファクトは、針の経路に沿った影を投げかける
ので、このアーティファクトをガイドのために用いることができる。
【００１４】
一旦、この処置が完了したら、制御は、システム・コンソールの所にいる技術者に戻る（
ステップ６４）。次いで、システムは、フルオロ・モードを出て通常の走査モードに切り
換わる。次いで、様々な走査手法の任意の１つを用いて生検関心領域を走査し（ステップ
６６）、処置が成功したか否かを決定することができる。次いで、放射線取扱者は、画像
を精査して、生検が成功したことを確認する（ステップ６８）。
【００１５】
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ＣＴフルオロ走査についての以上の記述から、表示のために画像を形成する際に、フレー
ム・レートを増大させると、放射線取扱者が生検針の位置に関するより多くの情報を得ら
れることを含め、多くの利点が得られることが理解されよう。加えて、システムの制御を
放射線取扱者に与えることにより、放射線取扱者は、患者に施されている処置をよりよく
制御することができるようになり、また処置をより効率的に完了することが可能になる。
【００１６】
図６は、フルオロ走査の実行に関連してこのＣＴシステムによって実行されるステップを
示す流れ図７０である。具体的には、一旦、目標が局限されたら（ステップ７２）、走査
の手順が決定され（ステップ７４）、上述のようにオペレータによってフルオロ走査モー
ドが設定されて（ステップ７６）、システムはプレップ（処置準備）モードに入り、ここ
で、ガントリ・プレップ・シーケンスが開始される。ガントリ・プレップ・シーケンスは
、当業界で周知である。フルオロ・モードでは、「プレップ」は、コントロール装置を用
いて患者テーブルの傍から介在する放射線取扱者によって制御される。プレップ・シーケ
ンスが完了したら、システムは、走査の準備が為された状態になり、患者テーブルの所に
設けられているフット・ペダルが始動される（ステップ８０）。
【００１７】
フット・ペダルは、ガントリの患者の傍の床に配置されている。Ｘ線源フィラメント・タ
イマが満了していないならば（ステップ８２）、放射線取扱者は、フルオロ走査を実行す
ることができる（ステップ８４）。具体的には、一旦、プレップ・シーケンスが完了した
ら、フィラメント・タイマ（例えば、約９０秒）が始動する。放射線取扱者は、許された
最長のＸ線オンの全時間を使い切るまでは、フルオロ手順によって必要とされる任意の長
さの経過時間にわたって、９０秒のＸ線オン時間を費やすことができる。オペレータがフ
ット・ペダルを解放したならば、解放後の約２秒～３秒以内に走査を再び開始することが
できる。更に詳しく述べると、第１の完全な再構成された画像が表示される前の任意の時
刻にフット・ペダルを解放すると、Ｘ線源は、エネルギ供給停止されないで、完全な１つ
の画像分のデータが収集されてこの画像を表示するのに十分な長さにわたってエネルギ供
給され続ける。このような動作モードを「タップ・モード」と呼ぶ。完全な画像を再構成
するのに十分なデータが収集された後の任意の時刻にフット・ペダルを解放すると、Ｘ線
源は、フット・ペダルの解放から約３００ミリ秒以内にエネルギ供給停止される。この動
作モードを一般的には「連続モード」と呼ぶ。オペレータが走査を続行しないことを選択
すると（ステップ８６）、システムは、標準の走査モードに戻る（ステップ８８）。
【００１８】
Ｘ線源フィラメント・タイマが満了していたら（ステップ８２）、Ｘ線源は停止させられ
る（ステップ９０）。また、ガントリ／ロータ・タイマが満了していたら（ステップ９２
）、ガントリ／ロータは停止して（ステップ９４）、動作はプレップ・シーケンス・モー
ドに戻る（ステップ７８）。ガントリ／ロータ・タイマが満了していなければ（ステップ
９２）、動作は直接、プレップ・シーケンス・モードに戻る（ステップ７０）。
以下の記載では、一体型コントローラ、画像再構成及び画像表示について提供される様々
なオペレータ制御について詳細に述べる。一体型コントローラは、放射線取扱者がフルオ
ロ走査時の全体にわたってシステムの制御を保持することを可能にする。画像再構成アル
ゴリズムは一般的にはＣＴフルオロ走査において画像フレーム・レートを向上させ、若し
くは画像アーティファクトを減少させ、またはその両方を行うことに向けられている。画
像表示は一般的には、走査手順中に、放射線取扱者に対して、強化された画像及び制御を
提供する。
【００１９】
オペレータ制御
以下は、頻繁に実行されるオペレータ業務を容易に且つ簡便に行うために走査中にオペレ
ータによって用いられることのできる一体型コントローラに関する詳細な記載である。よ
り具体的には、図７は、イメージング・システム１０と共に用いることのできる手元式（
ｈａｎｄｈｅｌｄ）一体型コントローラ１００の概略図である。具体的には、コントロー
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ラ１００は、テーブル４６と制御装置４４との間のインタフェイスを介してコンピュータ
３６と電気的に結合され得る。代替的には、コントローラ１００は、コンピュータ３６に
直接接続されていてもよい。いずれにせよ、コントローラ１００に入力されたコマンドは
、コンピュータ３６に送信されて、次いで、コンピュータ３６は、コマンドが実行される
ようにする。
【００２０】
コントローラ１００は、手で持てるように（手元式に）構成されており、押しボタンとそ
れぞれの電気的接点パッドとの間の電気的な接点を確立する、即ち接続を行う構造は、当
業界で周知であり、また選択されたコマンド情報をコンピュータ３６に送信する構造も同
様に周知である。具体的には、後述する特定のコマンドに対応している選択された押しボ
タンを押すことにより、電気パルスまたは電気信号が、コントローラ１００からコンピュ
ータ３６へ供給される。コンピュータ３６は、この信号を受け取って、特定のコマンドを
実行するようにこの信号を処理する。
【００２１】
一般的に述べると、コントローラ１００を介して実行可能なコマンドは、走査及び移動制
御、並びに画像操作制御として記述され得る。走査及び移動制御は、走査パラメータを選
択し、また患者テーブルの動きを制御するために利用される。画像操作制御は、オペレー
タが、表示のための様々な画像及びパラメータを選択することを可能にする。
【００２２】
ここで、図７について詳細に説明する。コントローラ１００上の様々なコマンド・ボタン
の位置は変更可能であり、本発明は、コマンド・ボタンのいかなる特定の構成にも限定さ
れていない。但し、制御ボタンを図示の構成として配置することにより、オペレータは、
正しいコマンド・ボタンの位置を容易に且つ迅速に見出して、所望のコマンドを実行させ
ることができるものと考えられる。
【００２３】
走査及び移動制御に関して述べると、「プレップ（ｐｒｅｐ）」用のコマンド・ボタン１
０８と、「整列補助灯」用のコマンド・ボタン１１０とが設けられている。プレップ・コ
マンドは、瞬間押し式または１回押し式の押しボタンであり、ＬＥＤ１１２インジケータ
が設けられていて、以下のように作用する。具体的には、プロトコルがロードされ、シス
テム制御がフルオロ・モードに切り換わると、プレップ・ボタン１０８は、「バック・ラ
イト」点灯し、ボタン１０８を押してプレップ・シーケンスを開始するようにユーザに促
すプロンプトとして０．５秒のサイクルでフラッシュ点滅する。プレップ・ボタン１０８
が押されると、ガントリ・プレップ・シーケンスが開始される。ＬＥＤ１１２に関して述
べると、ＬＥＤ１１２が消えているときには、システムは停止しているか又は始動準備が
為されていない（ｕｎａｒｍ）かであるので、ユーザはプレップ・ボタン１０８を押さな
ければならない。プレップ・ボタン１０８が押されたら、ＬＥＤ１１２は０．５Ｈｚで点
滅して、ウォーム・アップ・シーケンスまたは始動準備（ａｒｍｉｎｇ）シーケンスが開
始されたことを示す。ＬＥＤ１１２は、ウォーム・アップ・シーケンスまたは始動準備シ
ーケンスが完了するまで点滅し続ける。ＬＥＤ１１２は、ウォーム・アップ・シーケンス
または始動準備シーケンスの最中には黄色で光ってもよい。完全に処置準備ができたら、
ＬＥＤ１１２は連続的に点灯したままになり、システムの準備ができたことを示すために
緑色で光ってもよい。システムが中断して、システム・プレップが停止したら、ＬＥＤ１
１２はエネルギ供給停止される。
【００２４】
整列補助灯コマンド・ボタン１１０は、瞬間押し式または１回押し式の押しボタンである
。ガントリが回転し、Ｘ線源がオンになっている間に整列補助灯コマンド・ボタン１１０
が押されると、整列補助灯がエネルギ供給される。整列補助灯コマンド・ボタン１１０が
再び押されると、整列補助灯はエネルギ供給停止される。
【００２５】
整列補助灯に関して述べると、一実施態様では、線を形成する（ファン・ビーム型の）３
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つのレーザ・モジュールがガントリに固定されており、ガントリが回転または走査してい
る間にレーザ光が患者上に走査平面の位置を指示する。レーザ・モジュールは、ガントリ
の回転構造の周りに隔設されており、走査平面と整列している。ガントリは、ボア内周を
巡る３６０°に透明な窓を有しており、整列補助レーザがオンになっている状態でガント
リが回転すると、レーザ光はすべての位置で透明な窓を透過する。これにより、１つのみ
又は２つのレーザを用いる場合に生ずるストロボ効果が除去される。放射線取扱者は、患
者及び針ホルダ上に１つの連続した（空間的且つ時間的な）線を見ることになる。この線
は、走査平面の基準として有用である。
【００２６】
走査及び移動制御はまた、「テーブル送入（ｍｏｖｅ　ｔａｂｌｅ　ｉｎ）」用のコマン
ド・ボタン１１４と、「テーブル送出（ｍｏｖｅ　ｔａｂｌｅ　ｏｕｔ）」用のコマンド
・ボタン１１６と、「段階送入（ｂｕｍｐ　ｉｎ）」用のコマンド・ボタン１１８と、「
段階送出（ｂｕｍｐ　ｏｕｔ）」用のコマンド・ボタン１２０とを含んでいる。走査用移
動（ｍｏｖｅ　ｔｏ　ｓｃａｎ）１２２、及び走査用移動を示す関連するＬＥＤ１２４も
また、設けられている。走査及び移動制御はまた、自動移動（ａｕｔｏ　ｍｏｖｅ）コマ
ンド・ボタン１２６及びＬＥＤ１２８、並びに架台自由移動（ｃｒａｄｌｅ　ｆｌｏａｔ
）コマンド・ボタン１３０を含んでいる。
【００２７】
テーブル送入コマンド・ボタン１１４は、デッドマン制御式（押し続けている間のみ作動
する方式のボタン）であり、ボタン１１４を押すと、一定の速度、例えば約５０ｍｍ／秒
で、ガントリの背面に向かってテーブルを移動させる。テーブル送出コマンド・ボタン１
１６もまた、デッドマン制御式であり、一定の速度、例えば約５０ｍｍ／秒で、ガントリ
の前面に向かってテーブルを移動させる。テーブル送入コマンド・ボタン１１４も、テー
ブル送出コマンド・ボタン１１６も、解放されると（即ち、もはや押されていないときに
は）、テーブルの移動は停止する。
【００２８】
段階送入コマンド・ボタン１１８及び段階送出コマンド・ボタン１２０は、瞬間押し式ま
たは１回押し式の押しボタンである。ボタン１１８及び１２０の一方を押すと、それぞれ
送入方向へ又は送出方向へ、一定の速度でプリセットされた距離または所定の距離だけ、
例えば５ｍｍ／秒の速度で５ｍｍまたは１０ｍｍだけ、患者を移動させる。
【００２９】
走査用移動コマンド・ボタン１２２（走査用前進ボタンとも呼ぶ）は、押し続け式または
デッドマン式のボタンである。コマンド・ボタン１２２を押すと、一定の速度、例えば約
５０ｍｍ／秒で、所定の又は指示された走査平面の位置まで患者の解剖学的構造を移動さ
せる。明確に述べると、第１回の収集の後のフルオロ手順中にコマンド・ボタン１２２が
押されると、患者テーブルは、最後に収集された画像／走査の位置まで移動する。テーブ
ルは、コマンドを実行する結果として、前方にも後方にも移動する可能性がある。一旦、
テーブルが最後に収集された画像／走査の位置にまで移動したら、更なる走査を実行する
ことができる。ＬＥＤ１２４は、走査用移動コマンドを実行することができるようになっ
たときに、即ち患者テーブルが最後に収集された画像／走査の位置から移動しているとき
に、０．５Ｈｚで点滅する。一旦、走査用移動ボタンが押されると、ＬＥＤ１２４は、テ
ーブルが最後に収集された画像／走査の位置に到達するまで点灯したままになり、ＬＥＤ
が消えると、テーブルがこの時点で走査のための位置に就いたことを示す。
【００３０】
自動移動コマンド・ボタン１２６及びＬＥＤ１２８は、放射線取扱者が走査平面に対して
斜めの角度で針を挿入するときに患者テーブルを定常的に移動させたい場合に利用される
。針の挿入の動きとテーブルの動きとを同期させることにより、針の先端が、走査平面内
に維持される。より明確に述べると、Ｘ線源がオンになっているときに、オペレータは、
自動移動ボタン１２６を押す。そして、Ｘ線／収集スイッチを作動させ続けながら、放射
線取扱者は、テーブル送入コマンド・ボタン１１４またはテーブル送出コマンド・ボタン
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１１６のいずれかを押して、それぞれの方向での一定の速度（例えば、３ｍｍ／秒～５ｍ
ｍ／秒）でのテーブルの移動を開始する。テーブルの移動を、所定の距離、例えば、２０
０ｍｍに制限して、所望の距離を越えたテーブルの移動を防止することもできる。自動移
動を停止させるためには、オペレータが自動移動ボタン１２６を押し、或いは、Ｘ線スイ
ッチが停止されたとき、自動移動が不可（ｄｉｓａｂｌｅ）になる。自動移動に戻るには
、オペレータは、もう一度ボタン１２６を押さなければならない。自動移動モードにある
ときにはＬＥＤ１２８はオンになっており、システムが自動移動モードにないときにはＬ
ＥＤ１２８はオフになっている。
【００３１】
架台自由移動コマンド・ボタン１３０は、瞬間押し式または１回押し式の押しボタンであ
る。ボタン１３０が押されると、患者テーブルはラッチを解除されて、自由に浮動（フロ
ート）する。すると、オペレータは、所望の位置までテーブルを容易に移動させることが
できる。テーブルから延びているハンドルを設けて、患者に干渉せずにテーブルを容易に
移動させることもできる。ボタン１３０が再び押されると、テーブルは選択された位置に
ラッチ留めされる。
【００３２】
画像操作制御に関して述べると、「ページ戻る／進む（ｐａｇｅ　ｒｅｖｅｒｓｅ／ｆｏ
ｒｗａｒｄ）」コマンド・ボタン１３２、「保存（ｓａｖｅ）」（または捕捉（ｃａｐｔ
ｕｒｅ　））コマンド・ボタン１３４、「格子（ｇｒｉｄ）」コマンド・ボタン１３６及
び「プリセット・ウィンドウ／レベル（ｐｒｅｓｅｔ　ｗｉｎｄｏｗ／ｌｅｖｅｌｓ）」
コマンド・ボタン１３８が設けられている。オペレータがコントローラ１００を用いてこ
れらの作用を実行し得るようにすることにより、システムは、より使い易くなるものと考
えられ、また、わかりやすい形式でオペレータに対して有用な情報を表示することができ
る。
【００３３】
具体的には、戻る／進むボタン１３２は、デッドマン制御式（押し続け式ボタン）と瞬間
押し式または１回押し式の押しボタンによる二重動作性制御になっている。明確に述べる
と、ボタン１３２が瞬間的動作として押されてから解放されると、ボタンの一押しについ
て１つの画像を進める又は戻すコマンドが表示装置に送信される。ボタン１３２が２秒を
越えて押され続けると、進む方向または戻る方向に（押されるボタンによる）、リアル・
タイムで画像を表示する、例えば、１秒当たり６つの画像を表示するコマンドが表示装置
に送信される。このような動作を可能にするために、画像は、メモリ・バッファに記憶さ
れている（例えば、最新の１２０の画像がバッファに記憶されている）。ボタン１３２が
解放されると、再生動作は停止する。
【００３４】
保存ボタン１３４は、瞬間押し式または１回押し式の押しボタンであり、保存ボタン１３
４を押すことにより、その時点でスクリーン上に表示されている画像が表示メモリ・バッ
ファまたはデータベースに捕捉または保存されるように、表示装置にコマンドが送信され
る。捕捉された画像は、表示、分析、フィルム撮影、アーカイブ化（記録保管）及びネッ
トワーク化のために呼び出すことができる。
【００３５】
格子ボタン１３６は、瞬間押し式または１回押し式の押しボタンである。格子表示ボタン
１３６が押されると、平方センチメートル単位でスケーリングされた格子パターンが画像
上に重ね表示（スーパーインポーズ）されるように、表示装置にコマンドが送信される。
連続してボタンを押すと、格子の表示が作動したり消去したりする。
【００３６】
プリセット・ウィンドウ／レベル・ボタン１３８は、瞬間押し式または１回押し式の押し
ボタンである。プリセット・ウィンドウ／レベル・ボタン１３８が押されるごとに、所定
のウィンドウ／レベル設定を１つずつ前進させるように、表示装置にコマンドが送信され
る。代替的には、１回ボタンを押すと、ウィンドウ／レベル設定が、オペレータによって
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選択されている事前プログラムされた又は定義された設定に従って変化し得るようにする
ことも考えられる。定義される設定を最大５つまでに制限することにより、混乱が避けら
れるものと考えられる。設定名及び／又は設定値は、画像と共に表示スクリーン上に表示
され、このコマンドにより、表示装置は、ボタンが押されるごとに１つずつ設定を前進さ
せながら、連続したループ内でウィンドウ／レベル・パラメータを順次通過する。この順
次通過は典型的には、決められた一方向にのみ起こる。
【００３７】
以上に述べた作用に加えて、コントローラ１００はまた、表示装置上で距離を測定するた
めのトラック・ボールと、Ｘ線走査開始制御と、３次元画像表示装置のビュー角度をリア
ル・タイムで制御するためのビュー角度制御と、３次元画像を所定の速度で前後に揺動さ
せる「揺動（ｒｏｃｋ）」制御と、ガントリ・ティルト角度を制御するガントリ・ティル
ト制御と、患者テーブルの高さを調節するテーブル高さ制御とを含んでいてもよい。例え
ば、ガントリ・ティルト用の制御ボタンはコントローラ１００上には図示されていないが
、前述したものに加えて、コントローラ１００上にガントリ・ティルト制御ボタンを含め
てもよいと考えられる。オペレータがコントローラ１００の所でガントリ・ティルトを制
御し得るようにすると、フルオロ手順を制御する能力が強化され、オペレータが、針の先
端をビュー内に含めて、針の先端を追跡することが可能になる。ガントリ・ティルト機構
は、公知であり、典型的には、ガントリに電気的に接続されたステッパ・モータを含んで
いる。このようなティルト制御は、フルオロ走査が進行している間に実行可能にすること
ができる。
【００３８】
言うまでもなく、以上に述べた制御のすべてをコントローラに組み入れる必要はなく、こ
れらの制御またはコマンドのうちの任意のもの又は任意の組み合わせを（他のコマンドと
共に）このようなコントローラによって実行可能にすることができる。オペレータが上述
のような一体型コントローラによってコマンド実行を開始し得るようにすることにより、
ＣＴフルオロ手順が、公知のシステムを用いた場合よりも効率的に且つ迅速に実行され得
ると考えられる。このコントローラはまた、非常に使い易いものと思われるので、従って
、オペレータがその利点を活用するようになる見込みが高くなる。
【００３９】
画像再構成
前述のように、画質を大幅に損なわないようにしてフレーム・レートを増大させると、オ
ペレータに対してＣＴフルオロ走査時の情報がより多く与えられる。以下に記載するのは
、この目的を達成するのに利用することのできる様々なアルゴリズムである。これらのア
ルゴリズムは、どのような結果を望むかに応じて、単独で、または任意の組み合わせでシ
ステム内で用いることができる。
【００４０】
Ａ．動的コリメーション
公知のシステムでは、ＣＴフルオロ手順中にスライス厚さは変化しない。例えば、手順中
一貫して１０ｍｍのスライス厚さが用いられる。コリメータのスライス厚さは典型的には
、分解能と空間網羅範囲との間の兼ね合いで決まる。しかしながら、コリメーションが過
度に薄ければ、極く小さな空間しかカバーされないので、針が走査スライスよりも外側に
移動する確率が高くなる。また、スライス厚さが過度に大きければ、ｚ軸分解能が極めて
低くなるので、誤配置が起こるおそれがある。例えば、対象物体が直径５ｍｍである場合
、生検針を物体の内部に確実に配置するには１０ｍｍのスライス厚さでは十分ではない。
【００４１】
本発明の一側面によれば、プリ－ペイシェント（ｐｒｅ－ｐａｔｉｅｎｔ）コリメータは
最初、厚いコリメーション（例えば、１０ｍｍ）を有するように選択される。針が目標物
体の近傍に配置された後に、コリメータは、より薄いスライス（例えば、５ｍｍ）に動的
に変更される。
より具体的に、一実施例について述べると、コントローラ（例えば、図７に示したコント
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ローラ１００）は、コリメータ開口を変更するための制御ボタンを含むことができる。コ
リメータ開口を変更するのに要求される装置は、当業界で公知である。コリメータ開口の
変更は、Ｘ線オフ時間中に行われる。例えば、開口サイズを増大させる及び減少させるた
めに、コントローラ上にコリメータ用の「大きく（up）」及び「小さく（down）」ボタン
を設けることができる。
【００４２】
上述の動的コリメーションを用いると、領域のより詳細な検査が可能になる。針は目標の
近傍に配置されるので、走査空間よりも外側に針が位置する確率は低くなる。
以上に述べた動的コリメーションは、シングル・スライス式検出器でもマルチスライス式
検出器でも実行可能である。マルチスライス・スキャナの場合には、例えば、マルチスラ
イス検出器は最初、４つの５ｍｍスライスを形成するように構成される。針が配置された
後には、検出器を、４つの２．５ｍｍスライスを形成するように動的に構成することがで
きる。
【００４３】
Ｂ．高速画像更新
公知のシステム・アーキテクチャ（設計）は、再構成速度を１秒当たり６フレームまたは
それ以下に制限している。フレーム・レートを増大させるためには、ハードウェア及び／
又はソフトウェアに対する大幅な変更が必要であるものと考えられている。具体的には、
逆投影装置には６つの２５６×２５６のメモリしか利用可能でない。再構成速度を更に向
上させるためには、２つの追加の画像メモリが必要であり、この場合にはソフトウェアの
変更が要求され、それよりも多いメモリはハードウェアの改変によって追加することがで
きる。
【００４４】
しかしながら、ハードウェアまたはソフトウェアの改変を行うのではなく、再構成された
画像と画像との間の間隙を埋めるように画像の補間／補外を実行することができる。画像
の補外は、過去に収集されたいくつかの画像に基づいて画像ＰN を推定するのに利用する
ことができる。例えば、Ｎ番目の画像を以下の式に従って決定することができる。
【００４５】
【数１】

【００４６】
ここで、αi は補外の係数である。上述の補外を用いると、表示プロセッサの能力に応じ
て、フレーム・レートを容易に２倍、３倍または４倍にすることができる。上述のような
線形補外ではなく、補外は、非線形（高次）であっても、再帰的であっても、または非再
帰的であってもよい。
Ｃ．ビューの圧縮及び拡張
処理されるべきデータの量を減少させるために、選択的ビュー圧縮アルゴリズムを利用す
ることができる。言うまでもなく、処理されるべきデータの量を減少させると、フルオロ
走査中に画像を形成するのに要求される時間量が減少するという利点が得られる。例えば
、公知のＣＴシステムの１つは、エイリアシング・アーティファクトを回避した画像形成
を行うために９８４のビューを用いる。断層像再構成に掛かる時間は、用いられるビュー
の数に正比例するので、画像形成に用いられるビューの数を減少させることにより、再構
成を高速化することができる。画質は、許容可能な水準に保たれていなければならないこ
とは言うまでもない。
【００４７】



(12) JP 4236315 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

より具体的に、一実施態様について述べると、目的は、可能な限り短時間で多数の画像を
形成することにある。この目的を達成するために、画像は、２５６×２５６のマトリクス
内で標準的なアルゴリズムによるだけで再構成され（即ち、特殊な処理は行われない）、
特に、画像を表示する主たる目的が生検針の挿入をガイドすることにあるので、僅かな画
質の劣化は許容可能である。
【００４８】
一般的には、ビュー圧縮の場合、新たなデータ・セットのビュー角度増分は好ましくは、
一定に維持されている。即ち、圧縮されたビューとビューとの間の角度は、データ・セッ
ト全体にわたって同一となる。ビュー角度増分を一定に維持することにより、再構成処理
は、より単純になり、また、ビューのエイリアシングが平均ではなくビューとビューとの
間の最大の角度間隔によって決定されることから、エイリアシング・アーティファクトを
減少させるのに最適なものになると考えられる。従って、圧縮アルゴリズムは好ましくは
、ビュー角度増分を一定に維持する。
【００４９】
以下のアルゴリズムは、上述の特性、即ち、ビュー角度増分を一定に維持するという特性
を満足させるものである。より明確に、一実施態様について述べると、圧縮されたデータ
内の各々の偶数ビューは、元のデータ・セット内の修正されていない投影データを含んで
おり、圧縮されたデータ・セット内の各々の奇数ビューは、元のデータ・セット内の２つ
のビューの平均から成っている。新たな投影データ・セットは、以下の式に従って形成さ
れる。
【００５０】

言うまでもなく、圧縮処理において他のカーネルを用いることもできる。上述した単純平
均は、説明を容易にするためのものに過ぎない。加えて、式の偶数ビューまたは奇数ビュ
ーは交換可能であり、即ち、奇数ビューが修正されておらず、且つ偶数ビューが平均され
たものであってもよい。
【００５１】
元のデータ・セットにおける角度増分をΔθと表すと、新たなデータ・セットにおける角
度増分は３Δθ／２となる。従って、上述のアルゴリズムを用いると、再構成に用いられ
るビューの数は、元のビューの数の僅か３分の２となる。例えば、元のデータが２πの回
転について９８４のビューを含んでいるならば、新たなデータ・セットは、２πの回転当
たり６５６のビューを有していることとなり、３３．３％の減少に相当する。
【００５２】
以下の議論は、ビューを拡張することによりエイリアシング・アーティファクトを減少さ
せることに関する。具体的には、再構成処理で用いられるビューの数を減少させると、再
構成される画像にビュー・エイリアシング・アーティファクトが生ずる。このエイリアシ
ング・アーティファクトを減少させるために、本発明のアルゴリズムを利用して付加的な
ビュー・データを形成すれば、この付加的なビュー・データを逆投影処理で利用してエイ
リアシング・アーティファクトを減少させることができる。
【００５３】
より具体的には、本発明の再構成アルゴリズムは、逆投影ステップにおいてのみ、標準的
なフィルタ補正逆投影アルゴリズムと異なっている。この差が図８にグラフで示されてお
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り、同図では、実線は、投影データの１つのセットが物理的に収集されるガントリ角度β
のセットを表している。以下の議論の目的のために、ｐβ （γ）は、フィルタリング後
の投影データ・セットを表すものとする。標準的なフィルタ補正逆投影アルゴリズムは、
ガントリ角度βからのｐβ （γ）を逆投影する。
【００５４】
本発明の再構成アルゴリズムによれば、図８の破線で示されているような第１のセットの
ガントリ角度βを二分する第２のセットのガントリ角度について、第２のセットのフィル
タリングされた投影データが形成される。第１のセットのデータｐβ β（γ）から第２
のセットのフィルタリングされた投影データを算出するためには、例えば、単純線形補間
を用いることができる。
【００５５】
次いで、対応するガントリ角度における両セットのデータとも、即ち実際のデータも形成
されたデータも、逆投影され、これらのデータを用いて画像が再構成される。逆投影は、
例えば、画像形成（ＩＧ）ボード上でパイプ・ライン方式で実現されて、再構成速度を増
大させることができる。言うまでもなく、より高次の補間を行うためにより多くのビュー
を用いることもできる。また、ビューとビューとの間に２つよりも多いビューを形成する
こともできる。
【００５６】
以上に述べたアルゴリズムは、画像の方位角方向の分解能を劣化させる。しかしながら、
方位角方向の分解能を限定するその他の因子、例えば、検出器の１次速度等を考慮すると
、この付加的な劣化は目立たないものであるか又は許容可能なものであろう。
Ｄ．フィルタ・カーネル・ブーストを伴うチャンネル圧縮
計算の高速化のために、各々の投影チャンネルを２つの検出器チャンネルまたは検出器セ
ルによって形成することができる。具体的には、これらのセルは、１つの出力、即ち１つ
の投影チャンネルを形成するように連結（ｇａｎｇ）され、例えば二重連結される。以下
に述べる実施例では、セルは二重連結されているものと仮定されている。しかしながら、
より高い圧縮比を用いることもできる。連結は、以下の式で記述される。
【００５７】
ξk ′＝ξ2k＋ξ2k+1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
チャンネル連結は、例えば、空気較正（Ａｉｒ－ｃａｌ）補正の直後に行うことができる
。当業界で公知のように、Ａｉｒ－ｃａｌ補正は、正規化、チャンネル拡張、Ｑｃａｌ（
即ち、画像較正）、シータ・フィクス及びクロス・トークの各補正を含んでいる。代替的
には、チャンネル連結を検出器１次速度／残光補正の直後に実行して、速度についての最
大の利益を得ることもできる。上述の処理は好ましくは、Ａｉｒ－ｃａｌ補正の前（即ち
、正規化、チャンネル拡張、Ｑｃａｌ、シータ・フィクス及びクロス・トークの各補正の
前）に実行される。
【００５８】
チャンネル連結により、Ａｉｒ－ｃａｌ補正の後に適用される較正ベクトルの多くは、各
々の新たなチャンネルが今や以前のチャンネルの２つを表しているという事実を反映する
ように修正される必要がある。影響を受けるベクトルは、例えばビーム・ハードニング・
ベクトルである。３つのビーム・ハードニング・ベクトルＢ1 、Ｂ2 及びＢ3 については
、以下の関係式を用いて新たなベクトルを形成する。
【００５９】
Ｂ′1

k＝０．５（Ｂ1
2k ＋Ｂ1

2k+1 ）
Ｂ′2

k＝０．５（Ｂ2
2k ＋Ｂ2

2k+1 ）
Ｂ′3

k＝０．５（Ｂ3
2k ＋Ｂ3

2k+1 ）　　　　　　　　　　　　　（４）
これらのベクトルは、「レコン・ループ（ｒｅｃｏｎ－ｌｏｏｐ）」の前に形成されるの
で、ベクトル形成処理に対する修正が速度の面で再構成のパフォーマンスに影響を与える
ようなことがあってはならない。
【００６０】
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二重チャンネル連結が画質に及ぼす１つの直接的な影響は、空間分解能の低下である。例
えば、ＣＴフルオロ・システムが分解する（見分ける）必要のある最小の物体は、５ｍｍ
である。この分解能の低下を少なくとも部分的に補償するために、再構成フィルタ・カー
ネル・ブーストを利用することができる。具体的には、（周波数領域での）再構成フィル
タに、中周波数域及び高周波数域により大きな大きさを有している窓関数、例えば、以下
の窓関数のようなものを乗算する。
【００６１】
ｗ＝１＋α1 ｆ＋α2 ｆ

2 ＋α3 ｆ
3 ＋α4 ｆ

4 　　　　　　　　（５）
ここで、α1 乃至α4 は、パラメータである。特定的な一実施例では、α1 ＝０．０、α

2 ＝０．６、α3 ＝０．２及びα4 ＝０．０というパラメータ・セットが利用される。
上述のフィルタ・カーネル・ブーストはまた、他の因子が原因でシステムの分解能を向上
させる必要が出てきたようなその他の場合にも適用することができる。例えば、再構成カ
ーネル・ブーストを利用して、周波数領域の補間処理を省くことに起因する分解能の劣化
を補償することができる。具体的には、フーリエ変換後の投影データが、フィルタ・カー
ネルを乗算される前に複製される。この処理は、周波数空間における補間を実行すること
と同等である。なぜなら、この処理を受けた後のフィルタリングされた投影は、サンプリ
ング点の数が２倍になっているからである。補間は周波数空間で実行されるので、投影の
周波数成分を保存する。しかしながら、この処理は、フーリエ変換のサイズを２倍に増大
させるので、計算経費が高い。再構成速度を考慮するならば、空間領域での補間を行う方
が望ましいであろう。例えば、４点ラグランジュ補間装置を用いることができる。但し、
システムの分解能は僅かに劣化する。この劣化は、フィルタ・カーネルに窓関数（式（３
））を予め乗算しておくことにより補償することができる。標準的な再構成カーネル及び
ソフト再構成カーネルについては、α1 ＝０．０、α2 ＝０．１、α3 ＝０．３及びα4 
＝０．０というパラメータ・セットを利用することができる。
【００６２】
Ｅ．フィルタリング
患者のモーション・アーティファクトを減少させるために、以下に述べる重み付け方式を
利用して、各々のビューに対して実行されるフィルタリングの量を最小化することができ
る。具体的には、ＣＴ透視検査法の用途では、実現例として、ガントリを１秒当たり１回
転で患者の周りを回転させながら、１秒当たり６フレームの速度で画像が形成される。従
って、大きな重なりのある再構成が実行される。換言すれば、各々の投影が、多数の画像
の形成に利用される。フィルタリング・ステップは、再構成の中で最も時間の掛かる部分
であるので、各々の再構成される画像について各々の投影を繰り返しフィルタリングする
ようなことは避けた方が望ましい。
【００６３】
従って、オーバースキャン重み付けアルゴリズムを利用することができる。オーバースキ
ャン重み付けは、チャンネルの方向に沿って一定であるので、フィルタリング演算び重み
付け演算を反転させることができ、１投影当たり１回のフィルタリングしか必要でない。
次いで、逆投影の前に、各々のフィルタリングされた投影に異なる重みを乗算することが
できる。オーバースキャン重み付けアルゴリズムは、以下の式に従って実行される。
【００６４】
ｗ（γ，β）＝３θ2 （γ，β）－２θ3 （γ，β）　　　　　　（６）
ここで、
０≦β＜β0 のとき、
θ（γ，β）＝β／β0

β0 ≦β＜２πのとき、
θ（γ，β）＝１
２π≦β＜２π＋β0 のとき、
θ（γ，β）＝（２π＋β0 －β）／β0

であり、ここで、β0 は、オーバースキャン角度を設定するパラメータである。パラメー
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タβ0 は、画質と再構成速度との間の最良の兼ね合いに基づいて決定される。
【００６５】
上述の重み付けは、走査の開始時及び終了時からの寄与を強調しないようにする。各々の
ビューについて、先ず、断層像再構成フィルタが適用され、引き続いて、ビューに対して
少なくとも２つの異なる重みを乗算し、次いで、重み付けされたビューを少なくとも２つ
の異なる画像位置に逆投影する。次いで、各々の画像メモリの内容は、所定の数のビュー
が蓄積された後に、転送され初期化される。
【００６６】
加えて、多重のフィルタリングを実行する多重プロセッサによるハーフスキャン重み付け
も利用することができる。具体的には、所与の画像フレーム・レートにおいて各々の投影
が最大Ｎ個の画像に寄与するものと仮定する。例えば、３フレーム／回転の場合について
はＮ＝２とし、５フレーム／回転の場合についてはＮ＝４とする。多数の画像の再構成を
同時に行うためには、図９に示すデータ処理アーキテクチャを用いることができる。時間
分解能を最高にするためには、セグメント化再構成が利用される。また、３フレーム／回
転の場合には、２つの枝しか必要でない。この設計のボトルネック（隘路）は、フィルタ
リング・ステップであるが、フーリエ領域補間を省き、チャンネル圧縮を２：１にするこ
とにより高速化することができる。
【００６７】
第２の画像形成ボードを加えることにより、より高速のフレーム・レートを達成すること
ができる。また、データ処理を更に高速化するために、いくつかの前処理ステップ及び後
処理ステップをバイパスすることができる。
Ｆ．逆投影
ＣＴフルオロ・モードでは、６つの異なる画像が任意の時刻に再構成を受けており、これ
らの画像に必要とされる多数の重み付けされた投影が逆投影装置メモリに一度にロードさ
れている。選択されたオーバースキャン角度に基づいて、重み付けされた投影の数を減少
させて、逆投影装置メモリへのデータ転送を高速化することができる。より具体的に、例
示的なシステムについて述べると、オーバースキャン回転の６分の１回転ごとに、１つの
位置における完全な画像が形成される。従って、逆投影装置メモリは、６つの副領域に分
割されている。各々の瞬間に、フィルタリングされた投影が、異なるオーバースキャン重
み付けで重み付けされ、６つの副領域のすべてに逆投影される。特定的な一実施態様では
、例えば、完全な１つの画像を形成するのに６９６のビューが要求される。従って、６９
６番目の投影が逆投影された後に、第１の完全な画像が副領域番号１から取得される。１
１６ビューの後、第２の完全な画像が副領域番号２から取得される。この過程は、６番目
の画像が完了した後にも繰り返される。
【００６８】
この例示的なシステムでは、再構成ボードは８つの並行したパイプに分割されており、オ
ーバースキャンの１回転当たり６つの画像が形成されるので、各々の画像形成に用いられ
るビューの数は、４８（即ち、８の６倍）で割り切れる必要がある。上述の選択は、４８
では割り切れない（即ち、６９６は４８で割り切れない）。言うまでもなく、オーバース
キャン角度を大幅に増大させる（例えば、６９６よりも大きく４８で割り切れる最小の数
は７２０であり、これは、３５．１°のオーバースキャン角度に対応している）ことは望
ましくない。なぜなら、遅れ（ｌａｇ）が大幅に増大するからである。また、オーバース
キャン角度を大幅に減少させる（例えば、６９６よりも小さく４８で割り切れる最大の数
は６７２であり、これは、８．８°のオーバースキャン角度に対応している）ことも望ま
しくない。なぜなら、患者のモーション・アーティファクトが著しく増大するからである
。
【００６９】
このために、また、逆投影の速度を増大させるためにも、各々の画像を１１６ビューの倍
数の所で開始するのではなく、第２の画像はビュー１２０で開始される。第３の画像は第
２の画像の１１２ビュー後に開始する。第４の画像は再び１２０ビュー後に開始する。第
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【００７０】
より一般的に述べると、完全な１つの画像を形成するのに要求されるビューの数をＮと表
す。また、並行処理パイプの数をＸと表し、Ｎビュー回転につき形成される画像の数をＹ
と表す。ＮがＹで割り切れ且つ（ＸＹ）で割り切れないときには、連続した画像について
の開始ビュー番号を、交互に、直前の画像の開始ビューの（Ｎ／Ｙ）＋Ｘ／２ビュー後、
及び（Ｎ／Ｙ）－Ｘ／２ビュー後とすることができる。この順序は交換可能である。
【００７１】
上述の逆投影アルゴリズムは、システム遅延及び画像アーティファクトについての重大な
不利益を回避するものとなっている。言うまでもなく、画像と画像との間には、数ミリ秒
だけ変化する極く僅かな非一様な時間間隔が存在している。更に、逆投影装置が十分な速
度を有しているならば、各々の投影は、ある回数、例えば６回、逆投影されることもでき
る。次いで、この逆投影されたビューは、スケーリングされて、異なる画像メモリに追加
される。
【００７２】
加えて、逆投影が再構成処理のボトルネックとなっているような条件の下では、単純化さ
れた逆投影手法を用いることができる。より具体的には、基本的な画像逆投影操作は次の
通りである。即ち、各々のフィルタリングされた投影が、再構成格子ピクセルの全体にわ
たるループを介して画像上に逆投影される。患者の座標系（ｘ，ｙ）及びカレント・ビュ
ーに関連した回転した座標系（ｘ′，ｙ′）を考えると（図１０）、逆投影は、妥当な投
影データの補間を実行するために、ファン角度η（ビュー及びピクセルに依存）の計算に
頼る。また、逆投影は、（１／Ｌ）2 の計算も要求する。ここで、Ｌ＝Ｌ（β，ｘ，ｙ）
は、ピクセル（画素）からファン頂点までの距離（ビュー及びピクセルに依存）である。
β0 及び（ｘ0 ，ｙ0 ）の周りでη及び（１／Ｌ）2 を線形化することにより、以下の式
が得られる。
【００７３】
η（β0 ＋ｄβ）≒η（β0 ）＋Ａ×ｄβ　　　　　　　　　　　（７）
【００７４】
【数２】

【００７５】
ビュー間のみでの線形化の応用では、量η及び（１／Ｌ）2 の完全な計算はＭ個のビュー
ごとに行われる。ここで、Ｍはパラメータである。その他のビューの各々については、こ
れらの量は、線形補間を用いて推定される。実際上は、完全に処理されるべき次のビュー
の事前算出に頼ることにより、線形近似を算出するとより簡単である。ビュー間及びビュ
ー内の線形化においては、上述と同じ方法を用いることができるが、但し、以前に完全に
処理されたビューについては、η及び（１／Ｌ）2 についての計算は、Ｐ個のピクセルご
とに１回しか発生せず、間の値は線形補間される点が異なる。
【００７６】
逆投影方程式は、
【００７７】
【数３】
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これらの関係式は、ファン角度、及びファン頂点からピクセルへの距離の逆二乗を決定す
る基本的な関係式として有用である。これらの関係式を単純化すると、計算上の大幅な節
減になる。具体的には、ビュー間線形化の方法において、以下の関係式を適用することが
できる。
【００７９】
【数４】

【００８０】
及び
【００８１】
【数５】
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【００８２】
パラメータＡ及びＤは、式（１１）及び式（１３）を用いて決定しなければならないわけ
ではない。その代わりに、Ａ及びＤは、ビューＮ及びビューＮ＋Ｍの「見込み（ｌｏｏｋ
－ａｈｅａｄ）　」的な完全な計算から推定することができる。間隔　］Ｎ，Ｎ＋Ｍ［　
のビューについては、式（９）の計算はスキップ（飛び越し）されて、ビューＮ及びビュ
ーＮ＋ＭからＡ及びＤを推定することに基づく線形近似によって置き換えられる。
【００８３】
Ｇ．並行処理
再構成処理を更に高速化するために、多くの処理を異なるプロセッサで並行して実行する
ことが企図される。例えば、前処理、フィルタリング、逆投影及び後処理をそれぞれ異な
るプロセッサで実行することができる。このような構成によれば、１つのプロセッサがビ
ューｉを処理している間に、別のプロセッサがビューｉ＋１を処理することができる。更
に、逆投影装置が画像番号ｉを処理している間に、後処理ユニットが画像番号ｉ－１を処
理することができる。
【００８４】
画像表示
以下に記載するのは、強化されたイメージングを行うためにＣＴフルオロ・システム内で
実現することのできる画像表示用装置及びアルゴリズムである。これらの装置及びアルゴ
リズムは、どのような結果を望むかに応じて、単独で、または任意の組み合わせでシステ
ム内で用いることができる。
【００８５】
Ａ．部分画像表示
上述のように、ＣＴフルオロ・システムのための重要な１つの性能パラメータは、第１の
画像までの時間である。第１の画像をより迅速に形成することにより、オペレータに、よ
り多くの情報が与えられ、また、オペレータは、時宜に適ったフィードバックを与えられ
るのでよりよい制御感覚を有するようになる。従って、第１の画像までの時間を短縮する
ために、部分的に再構成された画像を表示することができる。例えば、完全なビュー及び
完全なオーバースキャン重み付けの６分の１乃至６分の５を用いて１つのセットの画像を
形成することができる。ビューは、概略で１秒当たり６フレームの速度で表示され得る。
１つの特定的なシステムでは、部分的に再構成された画像は、第１の画像形成メモリ・バ
ッファ内に１２０、２３２、３５２、４６４及び５８４のビューが蓄積された段階で表示
され得る。オーバースキャン・アルゴリズムは、例えば、１９９７年１１月２６日出願の
米国特許出願第０８／９７８８０２号、「コンピュータ断層撮影透視検査システムにおけ
る画像再構成」に記載されているオーバースキャン・アルゴリズムであってもよい。この
特許出願は、本出願と共通の譲受人に譲渡されており、その全体としてここに参照される
べきものである。オーバースキャン角度は、例えば２２．０°であり得る。
【００８６】
一般的には、部分的に再構成された画像は、この重み付け方式によって得られている。モ
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ーション・アーティファクト抑制型重み付けの殆ど（例えば、オーバースキャン重み付け
）は、最終の画像に対して、走査の開始時からの寄与を抑制すると共にビューの寄与を徐
々に増大させるものであるので、オーバースキャン重み付けは、重み付けがない場合と比
較して、部分的に再構成された画像が表示されるにつれて画像から画像へより滑らかな移
行を示すようになる。言うまでもなく、他の重み付け方式を用いることもできる。
【００８７】
Ｂ．動的画像再編成
様々な配向、即ちビューから、針の位置を精査することが望ましい場合がある。この需要
に応えるために、動的な画像の再編成（ｒｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を行うことができる。
具体的には、アキシャル画像は極めて高速に表示されるので、オペレータは、このアキシ
ャル画像を再編成して再編成された画像をリアル・タイムで表示することができる。従っ
て、オペレータは、様々な角度から針を眺めることができ、また、深さの情報を得ること
ができる。
【００８８】
画像の再編成は、画像補間によって行われ得る。具体的には、画像の再編成は、物体の切
断面を眺めることに関連している。即ち、従来のＣＴ表示装置では、ｚ軸に垂直な一連の
画像が形成され表示されている。同じ物体を、ｘ－ｙ軸と４５°の角度をなしてｚ軸と整
列している平面に沿って眺めたいならば、ＣＴ画像を表す平面の組によって新たな平面の
断面が決定される。一旦、断面が決定されたならば、この決定された断面に沿って元のＣ
Ｔ画像を線形補間することにより、再編成された画像を形成することができる。画像再編
成アルゴリズムは公知である。
【００８９】
Ｃ．フラット・パネル型表示装置
向上した表示を行うために、フラット・パネル型表示装置を利用してもよい。このような
表示装置は、市販されており、ＣＴフルオロ・システムに用いるのに適した表示装置の１
つは、米国テキサス州ヒューストン所在のアラス・テクノロジイ社（Ａｌｌｕｓ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐ．）の製品型番ＡＴＣ１２４５Ｂである。表示装置は、一実施
例では、１２８０×１０２４ピクセルの構成を有しており、良好な画像分解能を有し、対
角線サイズは約１５インチ～１７インチのものである。言うまでもなく、表示装置は、よ
り小さいものであっても、またはより大きいものであってもよい。
【００９０】
表示装置は、天井吊りされる。このような天井吊りシステムは、市販されており、ＣＴフ
ルオロ・システムに用いるのに適した吊り下げシステムの１つは、米国ニューヨーク州ピ
ッツフィールド所在のマビグ社（Ｍａｖｉｇ）の製品型番６２６２である。吊り下げシス
テムは、表示装置に前方側または後方側から、及び右側または左側から近付くことができ
るようにしてガントリ周辺に配置されている。吊り下げシステムは、４つの軸についての
配置可能性を許しており、ガントリ・ボア区域の近傍に配置することができる。吊り下げ
システムはまた、オペレータによって容易に配置／調節することができるように、均衡配
置されており、患者に近付くためには速やかに移動させることができる。表示装置はまた
、２つのビューアを収容するためには広い視角を有しているべきであり、また、強化され
たユーザ・インタフェイスを提供するためにはカラー表示装置であるべきである。
【００９１】
Ｄ．室内表示装置
ＣＴフルオロ・システムの表示装置と共に用いられるユーザ・インタフェイスを図１１に
示す。表示は、ＣＴ／ｉ介入的制御と、３つのメッセージ区域（階層になっており、メッ
セージ区域＃１、メッセージ区域＃２及びメッセージ区域＃３として示されている）と、
画像制御とを含んでいる。介入的制御は、オペレータが表示装置上の画像をビューについ
て分析すると共に操作することを可能にするものである。例えば、制御は、画像の渡り歩
き（ローム、ｒｏａｍｉｎｇ）及びズーム、拡大、並びにフリップ／回転を行うコマンド
を含んでいる。制御はまた、角度、距離及び曲線を測定するコマンドも含んでいる。表示
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を通常の動作表示モードに復帰させるための制御コマンドも提供されている。
【００９２】
制御は更に、画像にユーザ注釈を追加することを可能にするコマンドと、注釈を削除する
コマンドとを含んでいる。また、ユーザが、表示されている画像上に、平方センチメート
ル単位にスケーリングされた格子パターンを重ね表示することを可能にする格子オン／オ
フ・コマンドも提供されている。
メッセージは、それぞれのメッセージ区域に表示される。最も緊急度の高いメッセージは
、区域＃１に表示され、緊急度のやや低いメッセージは、区域＃２に表示され、最も緊急
度の低いメッセージは、区域＃３に表示される。
【００９３】
画像制御は、ページ進む及びページ戻るコマンドを含んでいる。ページ進む及びページ戻
るコマンドは、オペレータが、所望のメッセージを見出すために区域＃１、区域＃２及び
区域＃３に表示されているメッセージを通してページ切り換えを行うことを可能にしてい
る。１画像進む及び１画像戻るコマンドは、オペレータが、表示される画像を選択するこ
とを可能にする。捕捉コマンドは、オペレータが、スクリーン上にその時点で表示されて
いる画像を表示メモリ・バッファまたはデータベースに保存することを可能にするもので
ある。捕捉された画像は、表示、分析、フィルム撮影、アーカイブ化及びネットワーク化
のために呼び出すことができる。
【００９４】
表示はまた、Ｘ線照射時間を示す２つのクロックを含んでいてもよい。具体的には、第１
のクロックは、１回の動作中の照射量を示す。フット・ペダルが始動するごとに、クロッ
クは患者がＸ線に照射される秒数を数え始める。明確に述べると、各々の手順はここでは
、９０秒の照射に制限されており、この第１のクロックは、オペレータが患者の照射量及
びそのタイミングをよりよく制御するのを助ける。第２のクロックは、患者に対する累積
照射時間を示す。例えば、各々の生検施術中に、多数のＸ線「バースト（ｂｕｒｓｔ）」
が開始され得る。バーストとバーストとの間に、オペレータには、次のバーストについて
の最良のアプローチを考察する時間がある。第２のクロックは、現在時刻までに行われた
照射の合計量を記録している。これらのクロックは指標として利用され、この指標は、時
間（照射の長さ）、全ｍＡｓ（管電流と時間との積）、または患者への全照射量を表す何
らかの形式の測定（例えば、器官照射量または皮膚照射量）のいずれに基づいていてもよ
い。
【００９５】
Ｅ．拡大
多くの分野において、ディジタル画像のリアル・タイムの拡大（ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ）が必要とされる。最近接（ｎｅａｒｅｓｔ　ｎｅｉｇｈｂｏｒ）法及び双１次（ｂ
ｉｌｉｎｅａｒ）補間のような幾つかの拡大方法は、汎用グラフィック・パッケージに含
まれており、実行速度及び専用のハードウェアについて最適化される。しかしながら、双
３次（ｂｉｃｕｂｉｃ）補間等のより質の高い拡大アルゴリズムは含まれていない。従っ
て、双３次補間を近似するが加速されたルーチンを用いているような方法に対する需要が
生じる。
【００９６】
以下により詳細に記載するように、このような拡大のために、ディジタル画像の空間的特
性を変化させるアルゴリズムを利用することができる。一般的に述べると、１つのアルゴ
リズムは、２回パス方式を用いており、この方法では、パスの各々は、それぞれｘ方向及
びｙ方向における補間に相当している。各々の方向における双３次補間は、線形補間を用
い、その後に１次元のコンボリューション（畳み込み）フィルタを用いることにより近似
されている。他のアルゴリズムは、双１次補間を最初に適用し、その後に２次元のコンボ
リューション・フィルタを用いる。これらの方法は、当業界で周知のＯｐｅｎＧＬグラフ
ィック・パッケージを用いて実行され得る。また、線形補間、双１次補間、３次（ｃｕｂ
ｉｃ）補間及び双３次補間は、線形最小自乗推定法と共に、周知の手順である。線形補間
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及び双１次補間とディジタル・コンボリューション・フィルタとを併用して双３次補間を
近似することにより、迅速に実行されるルーチンといった利点を得ることが可能になる。
一般的に述べると、これらのアルゴリズムは、線形補間及びディジタル・コンボリューシ
ョン・フィルタという各関数を用いており、これらの関数は、ＯｐｅｎＧＬにおいて加速
されて、双３次補間を近似している。線形補間または双１次補間は、周知定義の関数であ
る。以下に、これらのアルゴリズムに用いられるべきコンボリューション・フィルタの係
数について述べる。
【００９７】
より具体的には、第１のアルゴリズムでは、２回パスの線形補間及び１次元フィルタリン
グが利用される。１回目のパスは、ｘ方向での補間を行い、２回目のパスは、ｙ方向での
補間を行うために同じ手順を繰り返す。ｘ方向及びｙ方向における補間は、同一の手順を
用いて実現されており、両者の補間が２段階で行われる。線形補間が先ず実行され、次い
で、補間されたデータに対して１次元コンボリューション・フィルタが適用される。この
アルゴリズムは、任意の整数ズーム・ファクタｎ、及び任意の１次元コンボリューション
・フィルタ・サイズｍについて適用することができる。
【００９８】
１次元コンボリューション・フィルタの係数を決定するために、以下の手順が用いられる
。この手順の第１のステップは、線形補間である。新たなピクセルの値Ｂi は、ソース画
像のピクセル値Ｉi に関して、以下の式によって与えられる。
ｉ＝１，…，ｎ（ｎは奇数）の場合、
Ｂi ＝［（ｎ－ｉ＋１）／ｎ］Ｉi

＋［（ｉ－１）／ｎ］Ｉ2 　　　　　　　　　　　　（１４）
ｉ＝１，…，ｎ（ｎは偶数）の場合、
Ｂi ＝［（ｎ－ｉ＋０．５）／ｎ］Ｉi

 ＋［（ｉ－０．５）／ｎ］Ｉ2 　　　　　　　　　　（１５）
線形補間されたピクセルｂi （Ｂi の例；ｉ＝１，２，…，ｍ）を用いて、ｍ×１のコン
ボリューション・フィルタが適用され、出力ピクセルＯk が得られる。従って、出力ピク
セルＯk についての以下の式が得られる。
【００９９】
【数６】

【０１００】
ここで、ａi （ｉ＝１，…，ｍ）は、コンボリューション・フィルタの係数である。ｂi 
（ｉ＝１，…，ｍ）についての式、即ち、式（１４）または式（１５）からの対応するＢ

opの値を式（１６）に代入すると、以下の式が得られる。
【０１０１】
【数７】

【０１０２】
ここで、ｋijは、式（１４）または式（１５）を適用することにより得られる定数の係数
である。
双３次補間についての公知の式を用いて、ピクセル値Ｏk についての代替的な式を得るこ
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とができる。
【０１０３】
【数８】

【０１０４】
ここでｃi は、ｎ倍の拡大の場合での３次補間についての式から導き出された係数である
。式（１７）と式（１８）とを対比し、対応する入力ピクセル値ｉj に関して係数同士を
等しいと置くと、このフィルタの係数ａm についての４つまでの線形方程式のセットが得
られる。
【０１０５】
【数９】

【０１０６】
双１次補間によって得られ、コンボリューション・フィルタによって用いられるピクセル
が、いくつかの入力ピクセルｉj からは寄与を受けていないならば、等式を４つよりも少
なくすることができる。この場合には、等式の数は、このようなピクセルの数だけ減少す
る。
同じ手順が、入力ピクセルに対して異なる位置を有しているｎ個の連続した出力ピクセル
Ｏi （ｉ＝１，…，ｎ）のセットについて繰り返され、コンボリューション・フィルタ係
数用の線形方程式の系が得られる。
【０１０７】
この系は、行列形態で以下のように表すことができる。
Ｃ＝ＫＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０）
ここで、Ｃは、式（１８）の右辺に由来した対応する係数ｃi から成るベクトルであり、
またＫは、上述の線形方程式の係数ｋijから成る行列であり、またＡは、ｍ個のフィルタ
係数ａi （ｉ＝１，…，ｍ）から成るベクトルである。ズーム・ファクタｎ及びフィルタ
・サイズｍの実際的な値については、この行列は、線形方程式の過剰決定（ｏｖｅｒｄｅ
ｔｅｒｍｉｎｅｄ）系に相当する。この場合には、解は、線形最小自乗法を用いることに
より決定され、この解は、以下の形態を有している。
【０１０８】
Ａ＝（ＫT Ｋ）-1ＫT Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１）
適用されるべきコンボリューション・フィルタの係数Ａを決定すると、ディジタル画像の
空間特性を変化させる手順全体が定義されたことになる。
第２のアルゴリズムは、双１次補間及びその後に２次元コンボリューション・フィルタを
適用することを含んでいる２段階の手順を利用したものである。この第２のアルゴリズム
は、任意の整数ズーム・ファクタｎ、及び任意の２次元コンボリューション・フィルタ・
サイズｍについて適用することができる。
【０１０９】
上述のように、第１のステップは、双１次補間である。ファクタｎ（ｎ倍）の拡大の場合
には、新たなズームされた画像においてはｎ2 個のピクセルが存在し、これらのピクセル
は、ソース画像のピクセルに関して根本的に異なる位置を有している。新たなピクセルの
値Ｂijは、ソース画像のピクセル値Ｉijに関して、以下の式によって与えられる。
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【０１１０】
ｉ，ｊ＝１，…，ｎ（ｎは奇数）の場合、
Ｂij＝［（ｎ－ｉ＋１）（ｎ－ｊ＋１）／ｎ2 ］Ｉ11

＋［（ｎ－ｉ＋１）（ｊ－１）／ｎ2 ］Ｉ12

＋［（ｉ－１）（ｎ－ｊ＋１）／ｎ2 ］Ｉ21

＋［（ｉ－１）（ｊ－１）／ｎ2 ］Ｉ22　　　　　　　（２２）
ｉ，ｊ＝１，…，ｎ（ｎは偶数）の場合、
Ｂij＝［（ｎ－ｉ＋０．５）（ｎ－ｊ＋０．５）／ｎ2 ］Ｉ11

＋［（ｎ－ｉ＋０．５）（ｊ－０．５）／ｎ2 ］Ｉ12

＋［（ｉ－０．５）（ｎ－ｊ＋０．５）／ｎ2 ］Ｉ21

＋［（ｉ－０．５）（ｊ－０．５）／ｎ2 ］Ｉ22　　　（２３）
ｂij（Ｂijの例）についての値は、式（２２）または式（２３）における表現を用い、入
力画像でのｂijの位置に応じてＩij、ｉ及びｊに適当な値を代入することにより算出する
ことができる。双１次補間されたピクセルｂij（ｉ，ｊ＝１，２，…，ｍ）を用いて、ｍ
×ｍのコンボリューション・フィルタが適用され、出力ピクセルが得られる。出力ピクセ
ルＯkiについて、以下の式が得られる。
【０１１１】
【数１０】

【０１１２】
ここで、ａij（ｉ，ｊ＝１，…，ｍ）は、コンボリューション・フィルタの係数である。
ｂij（ｉ，ｊ＝１，…，ｍ）についての式、即ち、式（２２）または式（２３）からの対
応するＢopの値を、式（２４）に代入すると、以下の式が得られる。
【０１１３】
【数１１】

【０１１４】
ここで、ｋijklは、式（２２）または式（２３）を適用することにより得られる定数の係
数である。
双３次補間についての公知の式を用いて、ピクセル値Ｏkiについての代替的な式を得るこ
とができる。
【０１１５】
【数１２】

【０１１６】
ここでｃijは、ｎ倍の拡大の場合での双３次補間についての式から導き出された係数であ
る。式（２５）と式（２６）とを対比し、対応する入力ピクセル値Ｉijに関して係数同士
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を等しいと置くと、このフィルタの係数ａmnについての１６までの線形方程式のセットが
得られる。
【０１１７】
【数１３】

【０１１８】
双１次補間によって得られ、コンボリューション・フィルタによって用いられるピクセル
が、いくつかの入力ピクセルＩijからは寄与を受けていないならば、式を１６よりも少な
くすることができる。この場合には、式の数は、このようなピクセルの数だけ減少する。
この手順を出力ピクセルＯij（ｉ，ｊ＝１，…，ｎ）のすべてについて繰り返すとコンボ
リューション・フィルタ係数用の線形方程式の系が得られる。
【０１１９】
この系は、行列形態で以下のように表すことができる。
Ｃ＝ＫＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８）
ここで、Ｃは、式（２６）の右辺に由来した対応する係数ｃijから成るベクトルであり、
Ｋは、上述の線形方程式の係数ｋijklから成る行列であり、Ａは、フィルタ係数ａij（ｉ
，ｊ＝１，…，ｍ）から成るベクトルである。ズーム・ファクタｎ及びフィルタ・サイズ
ｍの実際的な値については、この行列は、線形方程式の過剰決定系に相当する。この場合
には、解は、線形最小自乗法を用いて決定され、この解は、以下の形態を有している。
【０１２０】
Ａ＝（ＫT Ｋ）-1ＫT Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９）
適用されるべきコンボリューション・フィルタの係数Ａを決定すると、ディジタル画像の
空間特性を変化させる手順全体が定義されたことになる。
以上に述べたＣＴフルオロ・システムは、許容可能な画質を提供しながら、公知のフルオ
ロ・システムよりも増大したフレーム・レートを有している。言うまでもなく、このシス
テムは、上述のアルゴリズムからいくつかのみを選択したもの、及びこれらのアルゴリズ
ムの選択された組み合わせを実現していればよいのであって、必ずしもすべてのアルゴリ
ズムを実現していなければならないわけではない。
【０１２１】
本発明の様々な実施例に関する以上の記述から、本発明の目的が達成されたことは明らか
である。本発明を詳細にわたって記述すると共に図解したが、これらは説明及び例示のみ
を意図したものであり、限定のためのものであると解釈してはならないことを明瞭に理解
されたい。従って、本発明の要旨は、特許請求の範囲によって限定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＣＴイメージング・システムの見取り図である。
【図２】図１に示すシステムのブロック概略図である。
【図３】本発明のシステムを用いて、標準的な走査モードからフルオロ・モードへ転換す
ることに関連してオペレータにより実行される複数のステップを示す流れ図の一部である
。
【図４】本発明のシステムを用いて、標準的な走査モードからフルオロ・モードへ転換す
ることに関連してオペレータにより実行される複数のステップを示す流れ図の別の一部で
ある。
【図５】本発明のシステムを用いて、標準的な走査モードからフルオロ・モードへ転換す
ることに関連してオペレータにより実行される複数のステップを示す流れ図の別の一部で
ある。
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【図６】フルオロ走査の実行に関連してＣＴシステムによって実行される複数のステップ
を示す流れ図である。
【図７】本発明の一実施例による一体型コントローラの概略図である。
【図８】エイリアシング・アーティファクトを減少させることに関連して用いられる実際
の投影データ及び形成される投影データのグラフ図である。
【図９】画像形成ボードの一例の概略図である。
【図１０】ビュー角度βについてのファン・ビーム投影を示す図である。
【図１１】ＣＴフルオロ・システム表示装置と共に用いられるユーザ・インタフェイスを
示す図である。
【符号の説明】
１０　　ＣＴシステム
１２　　ガントリ
１４　　Ｘ線源
１６　　Ｘ線ビーム
１８　　検出器配列
２０　　検出器素子
２２　　患者
２４　　回転中心
２６　　制御機構
２８　　Ｘ線制御装置
３０　　ガントリ・モータ制御装置
３２　　データ収集システム（ＤＡＳ）
３４　　画像再構成装置
３６　　コンピュータ
３８　　大容量記憶装置
４０　　コンソール
４２　　表示装置
４４　　テーブル・モータ制御装置
４６　　患者テーブル
４８　　ガントリ開口
１００　　手元式一体型コントローラ
１０８　　「プレップ」コマンド・ボタン
１１０　　「整列補助灯」コマンド・ボタン
１１２、１２４、１２８　　ＬＥＤ
１１４　　「テーブル送入」コマンド・ボタン
１１６　　「テーブル送出」コマンド・ボタン
１１８　　「段階送入」コマンド・ボタン
１２０　　「段階送出」コマンド・ボタン
１２２　　走査用移動コマンド・ボタン
１２６　　自動移動コマンド・ボタン
１３０　　架台自由移動コマンド・ボタン
１３２　　「ページ戻る／進む」コマンド・ボタン
１３４　　「保存」コマンド・ボタン
１３６　　「格子」コマンド・ボタン
１３８　　「プリセット・ウィンドウ／レベル」コマンド・ボタン
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