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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ相関器を有するシステムの作動方法において、前記データ相関器が、造影剤ベー
スの撮像手順に対する注入器からリアルタイムで伝達される物質供給情報及び前記手順に
対して使用される撮像システムにより各時間に取得された各画像データを有する撮像デー
タを共通の時間基準系にマッピングするステップと、
　前記造影剤ベースの撮像手順から前記撮像データを用いて生成された画像の画質及び前
記撮像データと共通の時間基準系にマッピングされた物質供給情報に基づいてスキャンプ
ロトコル又は注入器プロトコルの少なくとも一方の手順後妥当性確認を実行するステップ
と、
を有する方法。
【請求項２】
　前記マッピングするステップが、前記注入器の第１のクロック及び前記撮像システムの
第２のクロックを同期するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記撮像データと共通の時間基準系にマッピングされた前記物質供給情報のグラフを示
すステップを含む、請求項１ないし２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　前記マッピングに基づいて前記撮像データ内の特定の画像データが取得された時間の前
記物質供給情報を表示するステップを含む、請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方
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法。
【請求項５】
　前記手順後妥当性確認に基づいて経過観察手順に対して他のスキャンプロトコル及び／
又は注入器プロトコルを選択するステップを含む、請求項１ないし４のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項６】
　前記物質供給情報が、供給順序、供給レート、供給体積、又は供給圧力の１以上を含む
、請求項１ないし５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記注入器が、前記物質供給情報に加えて解剖学的注入場所を前記データ相関器に伝達
する、請求項１ないし６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記データ相関器が、選択された撮像システムスキャンプロトコルが前記注入器により
達成可能なパラメータに基づくことを確認する手順前妥当性確認を実行するステップと、
　前記手順前妥当性確認に基づいて、前記注入器が選択された撮像システムスキャンプロ
トコルによって動作するかどうかを示す信号を生成するステップと、
を含む、請求項１ないし７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記注入器により達成可能なパラメータは、前記注入器が供給することができる造影剤
を示す、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スキャンプロトコルが、造影剤供給レート、供給体積又は供給圧力の少なくとも１
つを指定する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記データ相関器が、選択された注入器プロトコルが前記撮像システムにより達成可能
なパラメータに基づくことを確認する手順前妥当性確認を実行するステップと、
　前記手順前妥当性確認に基づいて、前記撮像システムが選択された注入器プロトコルパ
ラメータによって動作するかどうかを示す信号を生成するステップと、
を含む、請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記手順前妥当性確認は、前記撮像システムが前記注記プロトコルにより指定された注
入からのスキャン起動時間内にスキャンすることができるかどうかを決定する、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記データ相関器が、患者情報に基づいて、
　選択された撮像システムスキャンプロトコルが前記注入器により達成可能なパラメータ
に基づくこと、又は選択された注入器プロトコルが前記撮像システムにより達成可能なパ
ラメータに基づくことの少なくとも一方を確認する手順前妥当性確認を実行するステップ
、
を含む、請求項１ないし１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記患者情報が、ローカル又はネットワーク患者データリポジトリから得られる、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　注入器からリアルタイムで伝達される物質供給情報及び撮像システムにより各時間に取
得された各画像データを有する撮像データを共通の時間基準系にマッピングするデータ相
関器、
を有するシステムにおいて、
　スキャン後妥当性確認が、前記造影剤ベースの撮像手順から前記撮像データを用いて生
成された画像の画質及び前記撮像データと共通の時間基準系にマッピングされた物質供給
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情報に基づいて注入器プロトコル又は撮像プロトコルの少なくとも一方に対して実行され
る、
システム。
【請求項１６】
　前記物質供給情報が、造影剤供給開始時間、レート、体積又は圧力の１以上を含む、請
求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記マッピングが、前記注入器の第１のクロック及び前記撮像システムの第２のクロッ
クを同期することを含む、請求項１５ないし１６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記物質供給情報と関連して前記撮像データを分析するデータ分析器であって、前記デ
ータ分析器が、前記撮像データの特定の画像データと前記特定の画像データが取得された
時間の前記物質供給情報とを表示手段に表示させる、データ分析器、
を含む、請求項１５ないし１７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記データ分析器は、前記共通の時間基準系に対する前記物質供給情報のグラフ及びセ
レクタを前記表示手段に表示させ、前記セレクタは、前記特定の画像データに基づいて前
記共通の時間基準系に対して配置される、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　選択された撮像システムスキャンプロトコルが前記注入器により達成可能なパラメータ
に基づくことを確認するスキャン前妥当性確認が、前記注入器に対して実行される、及び
／又は
　注入器プロトコルが前記撮像システムにより達成可能なパラメータに基づくことを確認
するスキャン前妥当性確認が、前記撮像システムに対して実行される、
請求項１５ないし１９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記注入器プロトコル又はスキャンプロトコルの少なくとも１つのパラメータが、前記
撮像システム又は前記注入器により達成可能なパラメータに基づくように前記スキャン前
妥当性確認に基づいて修正される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　コンピュータにより実行される場合に、データ相関器により、造影剤ベースの撮像手順
に対する注入器からリアルタイムで伝達される物質供給情報及び前記手順により使用され
る撮像システムにより各時間に取得された各画像データを有する撮像データを共通の時間
基準系にマッピングする動作と、前記造影剤ベースの撮像手順から前記撮像データを用い
て生成された画像の画質及び前記撮像データと共通の時間基準系にマッピングされた物質
供給情報に基づいてスキャンプロトコル又は注入器プロトコルの少なくとも一方の手順後
妥当性確認を実行する動作とを前記コンピュータに実行させる命令を含むコンピュータ可
読記憶媒体。
【請求項２３】
　前記コンピュータにより実行される場合に、
　前記注入器又は前記撮像システムの少なくとも一方において、選択された撮像システム
スキャンプロトコルが前記注入器により達成可能なパラメータに基づく又は選択された注
入器プロトコルが前記撮像システムにより達成可能なパラメータに基づくことの少なくと
も一方を確認する手順前妥当性確認を実行する動作、
を前記コンピュータに実行させる命令を含む、請求項２２に記載の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】
　下記の事項は、広くは、造影剤ベースの撮像（agent-based imaging）に関し、コンピ
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ュータ断層撮影（ＣＴ）に対する特定の応用を用いて記載されるが、しかしながら、他の
撮像モダリティにも受け入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　造影剤ベースのコンピュータ断層撮影（ＣＴ）撮像手順のような撮像手順は、しばしば
、対象又は被写体をスキャンする前の前記対象又は被写体に対するヨード造影剤又は他の
造影剤の静脈内投与を伴う。造影剤を投与する場合、前記造影剤は、前記スキャンからの
データを用いて生成された画像において他の構造（例えば、周囲の組織）に対して前記対
象の特定の解剖学的構造（例えば、血管等）を視覚的に強化する。
【０００３】
　造影剤は、電子注入器により又は臨床医により注射器及び針を介して手動で前記対象に
静脈内投与される。電子注入器を用いて、前記臨床医は、前記造影剤で満たされた注射器
を前記注入器に搭載し、前記造影剤を供給するように前記注入器をプログラムする。プロ
グラミングは、供給レート、供給体積、供給順序（１より多い物質又は物質の組み合わせ
が供給される場合）等のようなパラメータの設定を含む。前記注入器は、この場合、前記
プログラムに基づいて前記造影剤を供給するようにトリガされる。
【０００４】
　前記対象に対する前記造影剤の投与から所定の遅延の後に、前記対象はスキャンされる
。前記所定の遅延は、供給点、スキャンされる対象の領域、関心領域におけるピークコン
トラスト強化（peak constrast enhancement）までの推定時間、スキャンを開始する時間
とスキャンが始まる時間との間の時間遅延等のような様々な因子に依存しうる。１以上の
画像が、前記スキャンデータから生成される。上記のとおり、造影剤が投与される場合、
前記造影剤は、結果画像において前記対象の特定の解剖学的構造を視覚的に強化する。
【０００５】
　不幸なことに、上記のことは、しばしば、前記造影剤の投与後にいつ前記対象をスキャ
ンするかを決定するのにオペレータの経験及び／又はガイドラインに依存する。このよう
に、スキャンされる領域に対する予期されるピーク強化時間は、実際のピーク強化時間に
対応しないかもしれない。結果として、前記スキャンは、望ましい時間より早く又は遅く
実行されるかもしれず、前記オペレータは、スキャンタイミングが外れたことを知らず、
結果として低画質の画像を生じ、これは、診断に影響を及ぼす可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本出願の態様は、上記の問題及び他の問題に対処する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様によると、方法は、データ相関器により、造影剤ベースの撮像手順に対する注入
器からの造影剤供給情報を前記手順に対して使用される撮像システムにより取得される撮
像データと相関させるステップを含む。
【０００８】
　他の実施例において、方法は、それぞれ撮像システム又は注入器の少なくとも１つのプ
ロトコルパラメータに基づいて注入器又は撮像システムの少なくとも１つに対する手順前
妥当性確認を実行するステップと、前記注入器又は前記撮像システムを用いて、前記妥当
性確認を示す値を生成するステップを含む。
【０００９】
　他の実施例において、システムは、注入器からの造影剤供給情報を撮像システムにより
取得された撮像データと相関させるデータ相関器を含む。
【００１０】
　他の実施例において、コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータにより実行される場
合に、データ相関器により、造影剤ベースの撮像手順に対する注入器からの造影剤供給情



(5) JP 6164842 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

報を前記手順に対して使用される撮像システムにより取得された撮像データと相関させる
動作を前記コンピュータに実行させる命令を含む。
【００１１】
　他の実施例において、方法は、造影剤の時間相関された注入からの情報を含む画像を生
成するステップを含む。
【００１２】
　本発明は、様々な要素及び要素の構成、並びに様々なステップ及びステップの構成の形
を取ることができる。図面は、好適な実施例を図示する目的のみであり、本発明を限定す
ると解釈されるべきでない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】注入器と接続した例示的撮像システムを示す。
【図２】相関された注入供給情報及び撮像データをグラフで示す。
【図３】様々な方法を示す。
【図４】様々な方法を示す。
【図５】様々な方法を示す。
【図６】様々な方法を示す。
【図７】様々な方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　下記の事項は、広くは、撮像データ及び撮像手順に対する物質（例えば造影剤）供給情
報を相関させることに関する。前記供給情報は、この場合、例えば、前記撮像手順から生
成された画像（又は投影若しくは画像データ）を評価する、経過観察又は未来の同様の撮
像手順を計画する、スキャン及び／又は注入器パラメータを最適化する、選択されたプロ
トコルを後評価する等の場合に使用されることができる情報を提供することにより、前記
撮像データを補足するのに使用されることができる。加えて、前記物質を供給するのに使
用される注入器と前記撮像システムとの間の通信が、前記注入器又は撮像システムの一方
又は両方に対するセットアップパラメータ及び／又はプロトコルのスキャン前妥当性確認
、及び／又は前記手順のスキャン後妥当性確認に対して使用されることができる。ここに
記載された実施例及びその変形例は、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴（ＭＲ）
、陽電子放出断層撮影（ＰＥＴ）、コンビネーションスキャナ等のような様々な撮像モダ
リティとともに使用されることができるが、説明目的で、下記の事項は、ＣＴスキャナに
関連して記載される。
【００１５】
　最初に図１を参照すると、ＣＴスキャナのような撮像システム１００は、静止ガントリ
１０２及び静止ガントリ１０２により回転可能に支持され、ｚ軸について検査領域１０６
の周りを回転する回転ガントリ１０４を含む。放射線源１０８は、検査領域１０６を横切
る放射線を発する。放射線感知検出器アレイ１１０は、検査領域１０６を横切った放射線
源１０８の反対側の角度円弧（angular arc）に内在する。放射線感知検出器アレイ１１
０は、検査領域１０６を横切る放射線を検出し、それを示す投影データ又は信号を生成す
る。
【００１６】
　再構成器１１２は、前記信号を再構成し、前記信号を示す体積画像データを生成する。
カウチのような患者支持器１１４は、検査領域１０６において対象又は被写体を支持する
。汎用コンピューティングシステムは、オペレータコンソール１１６として機能する。コ
ンソール１１６に内在するソフトウェアは、前記オペレータが、造影剤ベースの撮像プロ
トコルのような撮像プロトコルを選択する、システム１００に接続された装置のプロトコ
ルパラメータを設定する、スキャンを開始する等のようにシステム１００の動作を制御す
ることを可能にする。コンソール１１６は、スキャンに関連して使用されることができる
１以上の装置と通信する通信インタフェースを含み、装置から情報を受信する及び／又は
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装置に情報を送信することを含む。
【００１７】
　図示された実施例において、注入器１１８は、スキャンに対して前記対象又は被写体に
１以上の物質を投与するように構成される。投与に適切な物質は、造影剤、食塩水、これ
らの組み合わせ、標的剤、非標的剤、治療薬、及び／又は他の化学物質等を含む。図示さ
れた注入器１１８は、事前充填及び／又は充填可能コンテナ又は注射器を受けるように構
成された１以上のベイを持つシングル又はマルチヘッド注入器でありうる。前記注入器は
、前記注入器（例えば、供給レート、供給体積、供給順序等）をプログラムし、物質の投
与等を開始／停止するユーザインタフェースと、供給圧力を決定する圧力センサとをも含
むことができる。図示された注入器１１８は、１以上の装置と通信する通信インタフェー
スをも含む。このような通信は、物質供給開始時間、レート及び／又は体積、物質、圧力
、停止時間等のような情報を送信することを含むことができる。
【００１８】
　上記のとおり、システム１００のコンソール１１６及び注入器１１８の両方が、通信イ
ンタフェースを含む。図示された実施例において、システム１００及び注入器１１８は、
これらのインタフェースを介して通信している。より詳細に以下に記載されるように、こ
のようなインタラクションは、注入器１１８が選択されたスキャンプロトコルによって動
作することができるか及び／又はスキャナ１００が選択された注入器プロトコルによって
動作することができるかを確認するスキャン前妥当性確認を開始及び実行することを含み
うる。加えて又は代わりに、システム１００と注入器１１８との間のインタラクションは
、システム１００又は注入器１１８の一方又は両方が、プロトコルを選択する及び／又は
注入器１１８又はシステム１００の他方の１以上のプロトコルパラメータを設定すること
を含みうる。前記スキャン前妥当性確認は、これらのパラメータ及びプロトコルをも確認
する。
【００１９】
　非限定的な例として、選択されたスキャナプロトコルは、特定の注入器供給レート、体
積又は圧力に基づくことができ、前記スキャン前確認は、注入器１１８が前記特定のレー
ト、体積又は圧力で供給することができることを確認することができる。注入器１１８が
前記特定の供給レート、体積又は圧力を満たすことができないと決定される場合、前記プ
ロトコル及び／又は１以上のパラメータは、自動的に又は手動で変更されることができる
か、又は前記手順は、終了されること等ができる。そうでなければ、前記手順は、計画通
りに実行されることができる。他の例において、選択された注入器プロトコルは、特定の
スキャナ起動時間（スキャンを開始してからＸ線が生成及び放射されるまでの時間）に基
づいてもよく、前記スキャン前確認は、撮像システム１００が前記起動時間を満たすこと
ができるかどうか確認することができる。満たすことができない場合、上と同じように、
前記プロトコル及び／又は１以上のパラメータは、変更されることができるか、又は前記
手順は、終了されること等ができる。再び、前記手順は、セットアップが前記スキャン前
確認により認証される場合に計画通りに実行されることができる。
【００２０】
　他の実施例において、スキャナ及び／又は注入器プロトコル妥当性確認は、指定された
及び／又は推薦されたプロトコルが、スキャンされるべき特定の患者に対して使用される
ことができるかどうかを決定することを含むこともできる。患者情報、プロトコル及び／
又はこのような妥当性確認に使用される他の情報は、画像アーカイブ通信システム（ＰＡ
ＣＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、病院情報システム（ＨＩＳ）、及び／又は記憶
装置、データベース及び／又はアーカイブシステムのような他のローカル又はネットワー
クデータリポジトリから得られることができる。他の場合には、前記情報は、前記システ
ムのユーザにより入力される又は他の形で提供されることができる。前記プロトコルが使
用されることができない場合、前記プロトコル及び／又は１以上のパラメータは、変更さ
れることができる。前記患者情報は、特定の患者に対するスキャナ及び／又は注入器プロ
トコルを選択するのに使用されることもできる。
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【００２１】
　データ相関器１２０は、注入器供給情報及びスキャン情報を相関させる。データ相関器
１２０は、別の構成要素として図示されているが、コンソール１１６の一部又はシステム
１００の他の部分のようなシステム１００の一部であることができ、又は遠隔ワークステ
ーション等の一部のようにシステム１００から離れていることができる。一例において、
データ相関器１２０は、時間に基づいて注入器供給情報及びスキャン情報を相関させる。
例えば、前記注入器供給情報及びスキャン情報は、共通の時間基準系に基づいて相関され
ることができる。
【００２２】
　様々なアプローチが、時間に基づいて前記情報を相関させるためのデータを提供するの
に使用されることができる。例えば、１つのアプローチにおいて、スキャナ１００及び注
入器１１８のシステムクロックは、最初に互いと同期される。注入器１１８は、物質供給
情報（例えば、レート、体積、圧力等）をタイムスタンプし、前記タイムスタンプされた
データをデータ相関器１２０に送信する。データ相関器１２０は、前記注入情報の前記タ
イムスタンプからの時間をスキャナ１００からの投影及び／又は画像データの取得時間と
相関させることにより前記注入情報を前記撮像情報と相関させる。もちろん、注入器１１
８は、供給開始及び停止時間、供給点（例えば、腕、脚等）を示す情報、及び／又は他の
情報のような他の情報をもデータ相関器１２０に送信する。
【００２３】
　上記のアプローチは、ネットワーク時間プロトコル（ＮＴＰ）又は他のプロトコルを使
用して実施されることができ、前記注入供給情報の送信は、近リアルタイム若しくはリア
ルタイムである（例えば、前記情報が送信される状態を示す）ことができ、又は遅延され
ることができ、前記情報は、前記タイムスタンプを運ぶ。他のアプローチにおいて、撮像
システム１００及び注入器１１８のクロックは、同期されていない。このアプローチに対
して、注入器１１８からの前記注入供給情報の送信は、近リアルタイム又はリアルタイム
である。例えば、一例において、注入器１１８は、実際の時間から１０分の１秒より小さ
い待ち時間で前記物質供給情報を送信する。他のアプローチも考えられる。
【００２４】
　データ分析器１２２は、投影データ及び／又は画像データを含む前記撮像データを分析
するのに使用される。一例において、これは、前記注入供給情報と関連して前記撮像デー
タを分析することを含む。一実施例において、これは、前記物質供給情報と前記撮像デー
タとの間のマッピングをグラフで表示することを含む。
【００２５】
　非限定的な例として、図２は、時間の関数として供給体積２０２とデータ取得２０４と
の間のマッピングを示し、ｙ軸が供給体積を表し、ｘ軸が時間を表す。前記物質の供給の
開始と前記スキャンの開始との間の遅延は、２０６において示される。供給体積２０２は
、釣鐘プロファイルを使用して表されるが、図示されたプロファイルは、説明目的であり
、限定的ではないと理解されるべきである。加えて、２以上の物質が前記対象に投与され
る場合、前記マッピングは、複数のプロファイルを含みうる。同様のマッピングは、供給
レート、圧力等に対して生成されることができる。
【００２６】
　図２に示されたマッピングは、前記撮像データ内の特定の画像又はデータ点に対する前
記物質の体積を示す値を決定することを可能にする。例えば、前記図示された実施例にお
いて、前記オペレータは、前記撮像データ内の関心領域上にセレクタ２０８を配置し、こ
れは、前記オペレータが、スキャン前及び中の前記物質の分布とともに、当該領域に対応
する前記物質の体積を見ることを可能にする。加えて又は代わりに、前記体積の値は、前
記オペレータ及び／又はシステム１００に表示される及び／又は他の形で伝えられること
ができる。前記物質の供給点のような他の情報は、前記体積情報とともに提供されること
もできる。
【００２７】
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　このようなマッピングが、撮像データ観察窓とともに表示されることができ、セレクタ
２０８が、前記オペレータにより観察されているデータに基づいてｘ軸に沿って自動的に
配置されると理解されるべきである。このように、対応する供給体積情報は、前記オペレ
ータが前記撮像データを通してスクロールする又は他の形でナビゲートすると、前記オペ
レータ又はシステム１００に動的に提供される。代替的には、前記マッピングは、図２を
表示することなしに、単一の又は複数の値のような前記体積情報を提供するのに使用され
る。セレクタ２０８を含まない他のアプローチも考えられる。
【００２８】
　データ分析器１２２は、前記スキャナ及び／又は注入器プロトコルのスキャン後妥当正
確認を実行することもできる。前記スキャン後妥当性確認は、前記選択されたスキャナ及
び／又は注入器プロトコルが満足できるかどうかを決定するのに使用されることができる
。これは、識別された関心領域に対する平均グレイスケール値のような画像からの画質情
報を決定すること、及び前記値を予測される値と比較することを伴う。造影剤供給と前記
撮像データとの間の相関は、前記画像に対する造影剤供給情報を抽出するのに使用される
ことができる。このようなデータは、予測されるグレイスケール値を決定し、及び／又は
前記値と前記予測される値との間の差を説明するのに使用されることができる。前記値が
所定の受容基準を満たす場合、前記プロトコルは、記憶され、再び前記患者に対して使用
されることができ、及び／又は他の患者に対してスキャナ及び／又は注入器プロトコルを
選択する場合に使用されることができる。前記値が不満足であると見なされる場合、前記
スキャナ及び／又は注入器プロトコルは、修正されることができるか、又は他のプロトコ
ルが、経過観察スキャン又は他の患者に対するスキャンを計画するのに選択されることが
できる。
【００２９】
　データパッケージャ１２４は、前記物質供給情報及び前記スキャン情報をパッケージン
グする。一例において、これは、前記情報を、医療におけるデジタル画像と通信（ＤＩＣ
ＯＭ）又は他のフォーマットに入れることを含む。前記パッケージングされた情報は、注
入からの時間、ピークコントラスト強調までの時間、供給レート及び／又は体積、血圧、
供給場所、及び／又は画像ベースで画像上に含む前記撮像データに対する他の情報を含む
ことができる。前記パッケージングされたデータは、他のスキャナ、遠隔ワークステーシ
ョン、画像アーカイブ及び通信システム（ＰＡＣＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、
病院情報システム（ＨＩＳ）、及び／又は他の記憶及び／又はアーカイブシステムのよう
な記憶部に送信されることができる。
【００３０】
　図３ないし７は、様々な方法を示す。前記方法の１以上における動作の順序は、説明目
的であり、限定的ではないと理解されるべきである。他の実施例において、１以上の動作
は、異なる順序で実行されることができる。更に、前記動作の１以上は、省略されてもよ
く、及び／又は１以上の追加の動作が、含まれてもよい。
【００３１】
　図３を参照すると、３０２において、注入器１１８は、撮像システム１００とインタフ
ェース接続される。３０４において、撮像システム１００は、患者をスキャンするように
セットアップされる。これは、スキャンプロトコルを選択すること及び／又は前記患者及
び／又は前記手順等に基づいてスキャンプロトコルパラメータをセットすることを伴うこ
とができる。３０６において、注入器１１８は、スキャンに対して患者に物質を投与する
ようにセットアップされる。これは、前記選択されたスキャンプロトコルに基づいて、供
給順序、供給レート、供給体積等のような注入器１１８のパラメータをプログラムするこ
とを含むことができる。このようなプログラミングは、注入器１１８において又はコンソ
ール１１６を介して実行されることができる。
【００３２】
　３０８において、スキャン前妥当性確認が、注入器１１８に対して実行される。一例に
おいて、これは、注入器１１８が前記選択されたスキャンプロトコルに基づいて動作する
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ように構成されているかどうかを決定することを含みうる。例えば、前記スキャンプロト
コルは、特定の注入器１１８により達成可能であることができる又はできない物質供給レ
ートに基づくことができる。３１０において、前記スキャン前妥当性確認が満たされる場
合、注入器１１８及び撮像システム１００は、計画通りに前記対象又は被写体をスキャン
するのに採用されることができる。そうでなければ、撮像システム１００及び／又は注入
器１１８セットアップは、調節されることができるか、前記手順がキャンセルされること
等ができる。一例において、撮像システム１００及び／又は注入器１１８は、調節を提案
する。
【００３３】
　図４を参照すると、４０２において、注入器１１８は、ここに記載されるようにシステ
ム１００とインタフェース接続される。４０４において、注入器１１８は、スキャンに対
して患者に１以上の物質を同時に及び／又は個別に投与するようにセットアップされる。
非限定的な例として、注入器１１８は、まず造影剤を投与し、次いで、造影剤及び食塩水
の混合物を投与し、次いで食塩水だけを投与するようにセットアップされることができる
。４０６において、撮像システム１００は、前記患者をスキャンするようにセットアップ
される。これは、スキャンプロトコルを選択すること及び／又は前記注入器プロトコルに
基づいて１以上のスキャンプロトコルパラメータを設定することを含むことができる。
【００３４】
　４０８において、スキャン前妥当性確認が、スキャナ１００に対して実行される。一例
において、これは、撮像システム１００が前記選択された注入器プロトコルに基づいて動
作することができるかどうかを決定することを含みうる。例えば、前記注入器プロトコル
は、撮像システム１００により達成可能であることができる又はできないスキャン起動時
間に基づきうる。４１０において、前記スキャン前妥当性確認が満たされる場合、注入器
１１８及び撮像システム１００は、計画通りに前記対象又は被写体をスキャンするのに採
用されることができる。そうでなければ、撮像システム１００及び／又は注入器１１８セ
ットアップは、調節されることができるか、前記手順がキャンセルされること等ができる
。同様に、一例において、撮像システム１００及び／又は注入器１１８は、調節を提案す
る。
【００３５】
　他の実施例において、スキャン前妥当性確認は、図３及び４に関連して記載されるよう
に及び／又は他の形で注入器１１８及び撮像システム１００の両方に対して実行されるこ
とができる。
【００３６】
　図５を参照すると、５０２において、撮像データは、造影剤ベースの撮像手順に対して
得られる。５０４において、同時に取得された造影剤供給データが、前記撮像手順に対し
て得られる。５０６において、前記撮像データ及び前記造影剤供給データは、共通の基準
に基づいて相関される。ここに記載されるように、前記共通の基準は、注入器１１８及び
システム１００の同期されたクロック、システム１００のクロック及び／又は他の基準で
あることができる。
【００３７】
　５０８において、前記相関された造影剤供給データは、前記撮像データを補足するのに
使用される。ここに記載されるように、これは、前記画像データを評価するのを容易化す
るのに前記造影剤供給データを使用することを含みうる。例えば、特定の画像内のハウン
スフィールド数が、予測される範囲の外である場合、前記相関は、造影剤供給特性又は前
記画像に対する他の画質情報を決定するのに使用されることができ、これは、前記画像を
再構成するのに使用されるデータが、予測されたピークコントラスト強調において取得さ
れなかったことを示すような指示を提供しうる。
【００３８】
　解剖学的注入点も、考慮に入れられることができる。更に、前記相関された情報は、前
記スキャナ又は注入器プロトコルの一方又は両方を後で確認するのに使用されることがで
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、前記スキャナ及び／又は注入器プロトコルは、修正されることができるか、又は他のプ
ロトコルが、経過観察スキャンに対して又は他の患者に対するスキャンを計画するのに選
択されることができる。
【００３９】
　図６を参照すると、６０２において、撮像データが、造影剤ベースの撮像手順に対して
得られる。６０４において、同時に取得された造影剤供給データが、共通の基準に基づい
て相関される。ここに記載されるように、前記共通の基準は、注入器１１８及びシステム
１００の同期されたクロック、システム１００のクロック、及び／又は他の基準であるこ
とができる。
【００４０】
　６０８において、前記相関を表すマッピングが、生成され、グラフで表示される。一例
において、これは、共通時間基準の関数として前記造影剤供給情報のグラフ分布及び前記
撮像データを重畳することを含む。これは、全ての又は特定の画像に対する造影剤供給情
報、画像データ及び／又は投影データを得ることを可能にする。代替的には、特定の画像
及び／又は時点に対する供給情報が、得られることができる。
【００４１】
　図７を参照すると、７０２において、撮像データが、造影剤ベースの撮像手順に対して
得られる。７０４において、同時に取得された造影剤供給データは、前記撮像手順に対し
て得られる。７０６において、前記撮像データ及び前記造影剤供給データは、共通基準に
基づいて相関される。ここに記載されるように、前記共通基準は、注入器１１８及びシス
テム１００の同期されたクロック、システム１００のクロック及び／又は他の基準である
ことができる。
【００４２】
　７０８において、前記画像データ及び前記造影剤供給データの組み合わせが、経過観察
及び／又は未来の同様の手順を計画するのに使用される。例えば、前記データの組み合わ
せは、前記造影剤供給時間より早く又は後に前記スキャンを開始することが、スキャンさ
れる関心領域のピークコントラスト強調を得やすくするかどうかを決定するのに使用され
ることができる。この場合、前記造影剤供給情報の１以上の個別の値及び／又は分布が、
使用されることができる。前記造影剤供給点のような他の情報も、前記経過観察及び／又
は未来の手順を計画する場合に採用されることができる。
【００４３】
　上記のことは、画像処理又は計画ワークステーション及び／又はスキャナのコンソール
アプリケーションとして実施されることができる。例として、上記のことは、コンピュー
タプロセッサ（前記コンソール又はワークステーションのプロセッサ）により実行される
場合に、前記プロセッサに上記の動作を実行させるコンピュータ可読命令を用いて実施さ
れることができる。このような場合、前記命令は、関連するコンピュータに関連した又は
他の形でアクセス可能なコンピュータ可読記憶媒体に記憶される。
【００４４】
　本発明は、様々な実施例を参照してここに記載されている。修正及び変更は、ここで記
載を読むと他者が思い付きうる。本発明は、添付の請求項又はその同等物の範囲内に入る
限り全てのこのような修正及び変更を含むと解釈されることが意図される。
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