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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を照射するＸ線源と、
　照射されたＸ線に応じて電気信号を生成する変換素子が配置され、前記変換素子により
生成された電気信号を画像信号として読み取るＸ線検出器と、
　被写体の関節部を撮影するために被写体を保持する被写体台と、
　撮影された被写体の画像信号に基づいて生成される各種の再構成画像のうち、少なくと
も微分位相画像を再構成して生成するコントローラーと、
を備えるＸ線タルボ撮影装置と、
　前記Ｘ線タルボ撮影装置の前記コントローラーが生成した前記再構成画像中または前記
再構成画像を用いて生成された画像中に特定しまたは特定された前記関節部の骨部の端部
、および前記微分位相画像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中に特定し
または特定された前記関節部の軟骨の端部の少なくとも一方に基づいて、前記微分位相画
像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中の前記関節部の軟骨の厚みを測定
する画像処理装置と、
を備え、
　前記画像処理装置は、
　前記微分位相画像または前記微分位相画像を用いて生成された画像に写った前記軟骨の
端部上に指定された位置から、画像における縦方向および横方向で最も近い前記関節部の
骨部の端部上の点をそれぞれ割り出し、
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　割り出した各点の間の前記関節部の骨部の端部を対象として、前記軟骨の端部上に指定
された位置から前記関節部の骨部の端部までの最短距離を算出し、
　算出した前記最短距離を、当該指定された位置における前記関節部の軟骨の厚みとして
測定することを特徴とする医療用画像撮影システム。
【請求項２】
　Ｘ線を照射するＸ線源と、
　照射されたＸ線に応じて電気信号を生成する変換素子が配置され、前記変換素子により
生成された電気信号を画像信号として読み取るＸ線検出器と、
　被写体の関節部を撮影するために被写体を保持する被写体台と、
　撮影された被写体の画像信号に基づいて生成される各種の再構成画像のうち、少なくと
も微分位相画像を再構成して生成するコントローラーと、
を備えるＸ線タルボ撮影装置と、
　前記Ｘ線タルボ撮影装置の前記コントローラーが生成した前記再構成画像中または前記
再構成画像を用いて生成された画像中に特定しまたは特定された前記関節部の骨部の端部
、および前記微分位相画像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中に特定し
または特定された前記関節部の軟骨の端部の少なくとも一方に基づいて、前記微分位相画
像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中の前記関節部の軟骨の厚みを測定
する画像処理装置と、
を備え、
　前記画像処理装置は、前記再構成画像または前記再構成画像を用いて生成された画像に
写った前記骨部の端部上に指定された位置から前記特定しまたは特定された前記関節部の
軟骨の端部までの最短距離を算出し、算出した前記最短距離を、当該指定された位置にお
ける前記関節部の軟骨の厚みとして測定することを特徴とする医療用画像撮影システム。
【請求項３】
　前記画像処理装置は、前記骨部の端部上に指定された位置から、画像における縦方向お
よび横方向で最も近い前記関節部の軟骨の端部上の点をそれぞれ割り出し、割り出した各
点の間の前記関節部の軟骨の端部を対象として、前記骨部の端部上に指定された位置から
前記関節部の軟骨の端部までの最短距離を算出することを特徴とする請求項２に記載の医
療用画像撮影システム。
【請求項４】
　Ｘ線を照射するＸ線源と、
　照射されたＸ線に応じて電気信号を生成する変換素子が配置され、前記変換素子により
生成された電気信号を画像信号として読み取るＸ線検出器と、
　被写体の関節部を撮影するために被写体を保持する被写体台と、
　撮影された被写体の画像信号に基づいて生成される各種の再構成画像のうち、少なくと
も微分位相画像を再構成して生成するコントローラーと、
を備えるＸ線タルボ撮影装置と、
　前記Ｘ線タルボ撮影装置の前記コントローラーが生成した前記再構成画像中または前記
再構成画像を用いて生成された画像中に特定しまたは特定された前記関節部の骨部の端部
、および前記微分位相画像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中に特定し
または特定された前記関節部の軟骨の端部の少なくとも一方に基づいて、前記微分位相画
像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中の前記関節部の軟骨の厚みを測定
する画像処理装置と、
を備え、
　前記画像処理装置は、前記関節部の軟骨の端部または前記骨部の端部を円弧で近似した
場合の当該円弧の中心周りの角度と当該中心からの距離とを成分とする極座標に極座標変
換し、極座標変換した前記微分位相画像上または前記微分位相画像を用いて生成された画
像上で前記関節部の軟骨の厚みを測定することを特徴とする医療用画像撮影システム。
【請求項５】
　Ｘ線を照射するＸ線源と、
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　照射されたＸ線に応じて電気信号を生成する変換素子が配置され、前記変換素子により
生成された電気信号を画像信号として読み取るＸ線検出器と、
　被写体の関節部を撮影するために被写体を保持する被写体台と、
　撮影された被写体の画像信号に基づいて生成される各種の再構成画像のうち、少なくと
も微分位相画像を再構成して生成するコントローラーと、
を備えるＸ線タルボ撮影装置と、
　前記Ｘ線タルボ撮影装置の前記コントローラーが生成した前記再構成画像中または前記
再構成画像を用いて生成された画像中に特定しまたは特定された前記関節部の骨部の端部
、および前記微分位相画像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中に特定し
または特定された前記関節部の軟骨の端部の少なくとも一方に基づいて、前記微分位相画
像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中の前記関節部の軟骨の厚みを測定
する画像処理装置と、
を備え、
　前記画像処理装置は、
　前記特定しまたは特定された前記関節部の骨部の端部上に設定しまたは設定された少な
くとも３個の点に基づいて前記骨部の端部を円弧で近似し、
　近似した円弧の中心を算出し、前記骨部の端部上に指定された位置と前記円弧の中心と
を通る直線上にて前記関節部の軟骨の厚みを測定し、
　近似した円弧の半径を拡大して生成される新たな円弧を、当該関節部の軟骨の変形前の
形状として推定することを特徴とする医療用画像撮影システム。
【請求項６】
　前記画像処理装置は、前記極座標変換された前記関節部の骨部の端部を平行移動させて
、極座標変換された当該関節部の軟骨の変形前の形状として推定することを特徴とする請
求項４に記載の医療用画像撮影システム。
【請求項７】
　前記画像処理装置は、推定した前記関節部の軟骨の変形前の形状を、当該軟骨が写って
いる前記微分位相画像または前記微分位相画像を用いて生成された画像、または極座標変
換された前記微分位相画像または前記微分位相画像を用いて生成された画像に重ね合わせ
て表示することを特徴とする請求項５または請求項６に記載の医療用画像撮影システム。
【請求項８】
　前記画像処理装置は、前記微分位相画像または前記微分位相画像を用いて生成された画
像、または極座標変換された前記微分位相画像または前記微分位相画像を用いて生成され
た画像を用いて推定された前記関節部の軟骨の変形前の形状と、特定したまたは特定され
た前記関節部の軟骨の端部の形状とに基づいて、前記関節部の軟骨の形状に関する特徴量
を算出することを特徴とする請求項５から請求項７のいずれか一項に記載の医療用画像撮
影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用画像撮影システムに係り、Ｘ線タルボ撮影装置を備える医療用画像撮
影システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の関節部の軟骨は、通常、従来の銀塩フィルム等を用いて撮影される単純Ｘ線画像
（すなわち吸収画像）には写らない。また、ＭＲＩ（magnetic resonance imaging：核磁
気共鳴画像法）を用いれば、関節部の軟骨を画像中に写すことが可能であるが、画像解像
度がさほど高くなく、関節炎や関節リウマチ等による軟骨の欠損や破壊、すり減り具合等
を必ずしも定量的に測定することができなかった。そのため、従来は、膝の関節リウマチ
等の診断においては、患者の膝にＸ線を照射して単純Ｘ線画像を撮影し、膝の関節部を構
成する骨同士の隙間の間隔から、その部分には写っていないが存在するはずの軟骨の厚み
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やすり減り具合等の軟骨の状態を推定する等して診断が行われていた。
【０００３】
　一方、Ｘ線が物体を透過するときに生じるＸ線の位相シフトを捉えて画像化する、タル
ボ効果を利用するタルボ干渉計を用いたＸ線撮影装置や、それを応用したタルボ・ロー干
渉計を用いたＸ線撮影装置が知られている（例えば特許文献１～３参照）。なお、以下で
は、このタルボ干渉計やタルボ・ロー干渉計を用いたＸ線撮影装置を、Ｘ線タルボ撮影装
置という。すなわち、Ｘ線タルボ撮影装置という場合、タルボ干渉計を用いたＸ線撮影装
置だけでなく、タルボ・ロー干渉計を用いたＸ線撮影装置も含まれる。
【０００４】
　Ｘ線タルボ撮影装置で撮影を行うと、単数または複数のモアレ画像が撮影されるが、複
数のモアレ画像を縞走査法の原理に基づく方法で撮影して解析したり、或いは１枚のモア
レ画像をフーリエ変換法を用いて解析したりすることで、Ｘ線の吸収に基づくコントラス
トが写し出された吸収画像（上記のＸ線の吸収画像と同じ）と、位相情報に基づくコント
ラストが写し出された微分位相画像と、小角散乱に基づくコントラストが写し出された小
角散乱画像の少なくとも３種類の画像を再構成して生成することができることが知られて
いる。
【０００５】
　そして、本願発明者らは、このＸ線タルボ撮影装置を関節部の軟骨の撮影に適用し、解
剖した関節部をＸ線タルボ撮影装置で撮影したところ、非特許文献１に示されているよう
に、少なくとも微分位相画像中に関節部の軟骨を写すことが可能であることを見出した。
そして、さらに、上記のような解剖された状態の関節部ではなく、解剖されていない生体
においても、関節部のモアレ画像を撮影して上記のように再構成することで、少なくとも
微分位相画像中に関節部の軟骨を写すことが可能であることが見出された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５８１２６２９号明細書
【特許文献２】特開２００８－２００３５９号公報
【特許文献３】国際公開第２０１１／０３３７９８号パンフレット
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】永島雅文、外７名，「関節軟骨の描出－微分干渉の原理を応用したＸ線
撮影技術の可能性（第１４回臨床解剖研究会記録　２０１０．９．１１）」，臨床解剖研
究会記録，２０１１年２月，Ｎｏ１１，ｐ．５６－５７、［平成２５年１１月２１日検索
］、インターネット＜URL : http://www.jrsca.jp/contents/records/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、従来のＸ線撮影装置では、上記のように患者の関節部を撮影しても軟骨を写
すことができなかったため、例えば膝の関節部のように、関節部を構成する骨同士の隙間
の間隔から軟骨の厚みやすり減り具合等の軟骨の状態を推定するしかなかった。そのため
、軟骨の厚み等を必ずしも定量的に測定することができなかった。そして、その推定は読
影医等の経験や技量等に依存するものになるため、読影医が代わると、推定される軟骨の
厚み等が変わる可能性があり、必ずしも推定を安定的に行うことができなかった。
【０００９】
　しかし、上記のように、Ｘ線タルボ撮影装置を用いて撮影したモアレ画像から再構成さ
れた微分位相画像中に患者の関節部の軟骨を写すことが可能となれば、軟骨が写った画像
に基づいて軟骨の厚み等を定量的に測定することが可能となることが期待される。また、
微分位相画像中に写し出された軟骨に基づいてその厚み等を測定することで、軟骨の状態
を、読影医の経験や技量等に依存せずに安定的に測定することが可能となることも期待さ
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れる。そして、Ｘ線タルボ撮影装置を備える医療用画像撮影システムにおいて、Ｘ線タル
ボ撮影装置により撮影されたモアレ画像から再構成された微分位相画像中の患者の関節部
の軟骨の厚み等の軟骨の状態を定量的かつ安定的に測定することができる手法が確立され
ることが望まれている。
【００１０】
　本発明は、上記の点を鑑みてなされたものであり、Ｘ線タルボ撮影装置により撮影され
たモアレ画像から再構成された微分位相画像中に写し出された関節部の軟骨に基づいて軟
骨の厚み等の軟骨の状態を定量的かつ安定的に測定することが可能な医療用画像撮影シス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の問題を解決するために、本発明の医療用画像撮影システムは、
　Ｘ線を照射するＸ線源と、
　照射されたＸ線に応じて電気信号を生成する変換素子が配置され、前記変換素子により
生成された電気信号を画像信号として読み取るＸ線検出器と、
　被写体の関節部を撮影するために被写体を保持する被写体台と、
　撮影された被写体の画像信号に基づいて生成される各種の再構成画像のうち、少なくと
も微分位相画像を再構成して生成するコントローラーと、
を備えるＸ線タルボ撮影装置と、
　前記Ｘ線タルボ撮影装置の前記コントローラーが生成した前記再構成画像中または前記
再構成画像を用いて生成された画像中に特定しまたは特定された前記関節部の骨部の端部
、および前記微分位相画像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中に特定し
または特定された前記関節部の軟骨の端部の少なくとも一方に基づいて、前記微分位相画
像中または前記微分位相画像を用いて生成された画像中の前記関節部の軟骨の厚みを測定
する画像処理装置と、
を備え、
　前記画像処理装置は、
　前記微分位相画像または前記微分位相画像を用いて生成された画像に写った前記軟骨の
端部上に指定された位置から、画像における縦方向および横方向で最も近い前記関節部の
骨部の端部上の点をそれぞれ割り出し、
　割り出した各点の間の前記関節部の骨部の端部を対象として、前記軟骨の端部上に指定
された位置から前記関節部の骨部の端部までの最短距離を算出し、
　算出した前記最短距離を、当該指定された位置における前記関節部の軟骨の厚みとして
測定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のような方式の医療用画像撮影システムによれば、画像処理装置で、Ｘ線タルボ
撮影装置のコントローラーが生成した微分位相画像中や微分位相画像を用いて生成された
画像中に特定された関節部の骨部の端部や軟骨の端部に基づいて関節部の軟骨の厚みや形
状等を定量的に測定することが可能となる。そして、関節部の軟骨の厚みや形状等の測定
処理が、従来のように読影医等の経験や技量等に依存せず、画像処理装置において自動的
に定量的に行われるため、軟骨の厚みや形状等の軟骨の状態を安定的に測定することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る医療用画像撮影システムの全体構成を表す概略図である。
【図２】（Ａ）関節部が撮影された吸収画像の例を示す写真であり、（Ｂ）関節部が写っ
た微分位相画像の例および画像中に写っている関節部の軟骨の端部を示す写真である。
【図３】特定された関節部の骨部の端部が表示された微分位相画像や指定点における軟骨
の厚み等が表示された画面の例を表す図である。
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【図４】構成例１において特定された関節部の軟骨の端部や軟骨の端部上に指定された位
置Ｐ、位置Ｐにおける関節部の軟骨の厚みＲ等を表す写真である。
【図５】微分位相画像上の１画素幅の画素行を左から右にシフトさせながら検出される画
素値のプロファイルの例を表すグラフである。
【図６】構成例２において特定された関節部の骨部の端部や骨部の端部上に指定された位
置ｐ、位置ｐにおける関節部の軟骨の厚みＲ等を表す写真である。
【図７】構成例４において特定された関節部の骨部の端部上に設定された３個の点等を説
明する写真である。
【図８】設定された３個の点に基づいて算出される円弧やその中心Ｏ、位置ｐにおける法
線や軟骨の厚みＲ等を説明する図である。
【図９】図２（Ｂ）に示した関節部が写った微分位相画像を極座標変換して得られる画像
の写真を表す。
【図１０】軟骨に生じた欠損、および欠損が生じた軟骨を欠損がない状態に復元すること
で関節部の軟骨の変形前の形状を推定することを説明する図である。
【図１１】推定した関節部の軟骨の変形前の端部の形状を（Ａ）微分位相画像や（Ｂ）極
座標変換された微分位相画像に重ね合わせて表示した状態を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る医療用画像撮影システムの実施の形態について、図面を参照して説
明する。
【００１５】
　なお、本実施形態では、医療用画像撮影システムのＸ線タルボ撮影装置１が、後述する
線源格子（マルチ格子やマルチスリット等ともいう。）１２を備えるタルボ・ロー干渉計
を用いたＸ線タルボ撮影装置である場合について説明するが、Ｘ線タルボ撮影装置１が、
線源格子１２を備えず、第１格子（Ｇ１格子ともいう。）１４と第２格子（Ｇ２格子とも
いう。）１５のみを備えるタルボ干渉計を用いたＸ線タルボ撮影装置である場合にも本発
明を適用することができる。
【００１６】
［医療用画像撮影システムの構成について］
　本実施形態に係る医療用画像撮影システムの構成について説明する。図１は、本実施形
態に係る医療用画像撮影システムの全体構成を表す概略図である。本実施形態では、医療
用画像撮影システム１００は、Ｘ線タルボ撮影装置１と画像処理装置５０とを備えている
。
【００１７】
［Ｘ線タルボ撮影装置１の構成等について］
　Ｘ線タルボ撮影装置１は、前述したように、タルボ干渉計やタルボ・ロー干渉計を用い
たＸ線撮影装置であるが、タルボ干渉計等を構築する基本となるタルボ効果とは、一定の
周期でスリットが設けられた第１格子（Ｇ１格子）を可干渉性（コヒーレント）のＸ線が
透過すると、Ｘ線の進行方向に一定周期でその格子像を結ぶ現象をいう（例えば前述した
特許文献２参照）。この格子像は自己像と呼ばれ、タルボ干渉計等では、自己像を結ぶ位
置に第２格子（Ｇ２格子）を配置することでモアレ縞を生じさせることができる。そして
、照射されるＸ線内に被写体を配置すると、被写体によりモアレ縞に歪みが生じる。Ｘ線
タルボ撮影装置１では、このようにして被写体によりモアレ縞に歪みが生じたモアレ画像
を撮影するように構成される。以下、本実施形態に係るＸ線タルボ撮影装置１の構成等に
ついて説明する。
【００１８】
　本実施形態では、Ｘ線タルボ撮影装置１は、放射線発生装置１１と、線源格子１２と、
被写体台１３と、第１格子１４と、第２格子１５と、放射線検出器１６と、支柱１７と、
基台部１８と、コントローラー１９とを備えている。なお、以下では、図１に示すように
、Ｘ線タルボ撮影装置１が、上側に設けられた放射線発生装置１１から下方の被写体に向
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けて放射線を照射するように構成されている場合について説明するが、放射線の照射方向
はこれに限らず、水平方向や任意の方向に照射されるように構成することも可能であり、
そのように構成されている場合にも本発明を適用することができる。
【００１９】
　放射線発生装置１１は、Ｘ線源１１ａとして、例えば医療現場で広く一般に用いられて
いるクーリッジＸ線源や回転陽極Ｘ線源等を備えている。また、それ以外のＸ線源を用い
ることも可能である。そして、図１の状態では、放射線発生装置１１の下方に線源格子１
２が設けられている。本実施形態では、Ｘ線源１１ａの陽極の回転等により生じる放射線
発生装置１１の振動が線源格子１２に伝わらないようにするために、線源格子１２は、放
射線発生装置１１には取り付けられず、支柱１７に設けられた基台部１８に取り付けられ
た固定部材１２ａに取り付けられている。なお、本実施形態では、放射線発生装置１１の
振動が支柱１７等のＸ線タルボ撮影装置１の他の部分に伝播しないようにし、或いは伝播
する振動をより小さくするために、放射線発生装置１１と支柱１７との間に緩衝部材１７
ａが設けられている。
【００２０】
　また、本実施形態では、線源格子１２や第１格子１４、第２格子１５には、放射線の照
射方向であるｚ方向と直交するｙ方向に所定の周期で図示しない複数のスリットが配列さ
れて形成されている。なお、この場合、上記のスリットの延在方向はｘ方向になる。そし
て、本実施形態では、上記の固定部材１２ａには、線源格子１２のほか、線源格子１２を
透過した放射線の線質を変えるためのろ過フィルター（付加フィルターともいう。）１１
２や、照射される放射線の照射野を絞るための照射野絞り１１３、放射線を照射する前に
放射線の代わりに可視光を被写体に照射して位置合わせを行うための照射野ランプ１１４
等が取り付けられている。なお、線源格子１２とろ過フィルター１１２と照射野絞り１１
３とは、必ずしもこの順番に設けられる必要はない。また、本実施形態では、線源格子１
２等の周囲には、それらを保護するための第１のカバーユニット１２０が配置されている
。
【００２１】
　放射線発生装置１１と第１格子１４との間には、被写体である患者の関節部を撮影する
ために被写体を保持する被写体台１３が配置されており、図１の状態では、被写体台１３
の下方に、第１格子１４および第２格子１５が配置されており、第２格子１５の直下に、
Ｘ線検出器１６が配置されている。Ｘ線検出器１６は、照射されたＸ線に応じて電気信号
を生成する図示しない変換素子が配置され、前記変換素子により生成された電気信号を画
像信号として読み取る装置であり、第２格子１５上に生じる前述したモアレ画像を撮影す
るようになっている。そして、第１格子１４や第２格子１５、Ｘ線検出器１６の周囲には
、それらを患者の脚等から保護するための第２のカバーユニット１３０が配置されている
。なお、Ｘ線タルボ撮影装置１で、いわゆる縞走査法を用いてモアレ画像を複数枚撮影す
るように構成する場合には、線源格子１２、第１格子１４、第２格子１５のうちのいずれ
か１つ、或いは第１格子１４と第２格子１５の両方をｙ方向に移動させるための図示しな
い移動装置等が設けられる。なお、縞走査法を用いずにＸ線タルボ撮影装置１でモアレ画
像を１枚だけ撮影し、コントローラー１９でこの１枚のモアレ画像に対してフーリエ変換
法等を用いて解析する等して吸収画像や微分位相画像等を再構成して生成する場合にも本
発明を適用することができる。
【００２２】
　コントローラー１９は、本実施形態では、図示しないＣＰＵ（Central Processing Uni
t）やＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、入出力インター
フェース等がバスに接続されたコンピューターで構成されているが、専用の制御装置とし
て構成することも可能である。また、図示を省略するが、コントローラー１９には、入力
手段や表示手段等の適宜の手段や装置が設けられている。そして、コントローラー１９は
、Ｘ線タルボ撮影装置１に対する全般的な制御を行うようになっている。すなわち、例え
ば、放射線発生装置１１に管電圧や照射時間等を設定したり、また、Ｘ線タルボ撮影装置
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１が上記のように縞走査法を用いて複数枚のモアレ画像を撮影するものである場合には、
移動装置による第１格子１４等の移動量や移動速度等を制御するとともに、格子の移動と
放射線発生装置１１からの放射線の照射とのタイミングを調整する等の処理を行うことが
できるようになっている。
【００２３】
　また、コントローラー１９は、撮影された単数または複数のモアレ画像に基づいて、Ｘ
線の吸収画像や微分位相画像、小角散乱画像等を再構成して生成するようになっている。
なお、本実施形態では、コントローラー１９は、Ｘ線検出器１６により撮影された被写体
の画像信号すなわちモアレ画像に基づいて、被写体の吸収画像や微分位相画像、小角散乱
画像（およびそれらの画像を合成する等して得られる種々の画像）を再構成して生成する
ようになっているが、コントローラー１９は、これらの画像のうち、少なくとも微分位相
画像を再構成して生成することができるものであればよい。
【００２４】
　なお、放射線発生装置１１を制御する図示しないジェネレーターを、コントローラー１
９とは別に設けるように構成することも可能である。また、本実施形態では、コントロー
ラー１９と下記の画像処理装置５０とは別の装置として構成されているが、両者を同じ装
置として構成することも可能である。このように、コントローラー１９、画像処理装置５
０および放射線発生装置１１のジェネレーター等のうちのいずれか或いは全てを１つの装
装置として構成し、或いはそれぞれを別体の装置として構成するかは適宜決められる。
【００２５】
［画像処理装置５０における構成や処理等について］
　一方、本実施形態に係る医療用画像撮影システム１００では、図１に示すように、Ｘ線
タルボ撮影装置１のコントローラー１９には、ＬＡＮ（Local Area Network）等のネット
ワークを介して画像処理装置５０が接続されている。本実施形態では、画像処理装置５０
は、Ｘ線タルボ撮影装置１のコントローラー１９と同様に汎用コンピューターで構成され
ているが、専用の処理装置として構成することも可能である。また、本実施形態では、画
像処理装置５０は、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等
で構成される表示部５１や、キーボードやマウス等で構成される入力手段５２を備えてい
る。
【００２６】
　例えば、被写体である患者の関節部として手指の関節部を撮影したモアレ画像に基づい
てＸ線タルボ撮影装置１のコントローラー１９が再構成すると、例えば図２（Ａ）に示す
ような吸収画像や、図２（Ｂ）に示すような微分位相画像が生成される。なお、小角散乱
画像の図示は省略する。そして、関節部の軟骨を吸収画像等に写すことは難しいが、図２
（Ｂ）や後述する図３等に矢印で示すように、微分位相画像中に関節部の軟骨の表面に対
応する端部（以下、簡単に軟骨の端部という。）を写すことができることが分かっている
。
【００２７】
　そこで、本実施形態では、画像処理装置５０は、上記のように生成された吸収画像や微
分位相画像、小角散乱画像のいずれかに基づいて微分位相画像中に特定された被写体であ
る患者の関節部の骨部の端部の位置に基づいて、或いは、微分位相画像中に特定された関
節部の軟骨の端部の位置に基づいて、関節部の軟骨の厚み等を定量的に測定するように構
成されている。以下、このようにして関節部の軟骨の厚み等を定量的に測定する画像処理
装置５０の構成等について、いくつかの具体例を挙げて説明する。また、画像処理装置５
０を含む本実施形態に係る医療用画像撮影システム１００の作用についてもあわせて説明
する。
【００２８】
　なお、前述したように、Ｘ線タルボ撮影装置１のコントローラー１９は少なくとも微分
位相画像を再構成して生成することができるものであればよく、必ずしも他の吸収画像や
小角散乱画像を生成するとは限らない。そのため、以下の説明において、Ｘ線タルボ撮影
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装置１のコントローラー１９で再構成して生成される吸収画像や微分位相画像、小角散乱
画像等をまとめて表す場合には、再構成画像と言う。また、Ｘ線タルボ撮影装置１のコン
トローラー１９が吸収画像や微分位相画像、小角散乱画像等をさらに再構成されて新たな
画像も生成するように構成されている場合には、再構成画像にはそれらの新たな画像も含
まれる。
【００２９】
　また、後述するように、本実施形態では、画像処理装置５０は、関節部の軟骨やその端
部が画像中に写されている微分位相画像に基づいて軟骨の厚みＲを定量的に測定するよう
に構成することができる。しかし、例えば、上記のようにしてモアレ画像に基づいて生成
された吸収画像から生成される微分吸収画像の各画素の値を、微分位相画像の各画素の画
素値から減算するようにして新たな画像を生成すると、その新たな画像は、関節部の骨部
が明確には見えなくなり関節部の軟骨の部分がより明確に見えるような画像になる。その
ため、このようなその新たな画像を用いても、軟骨の厚みＲを的確に測定することができ
る。なお、微分吸収画像は、吸収画像の各画素ごとに算出したその画素の画素値とそれに
隣接する画素の画素値との差分に所定の係数をかけたものを各画素の値とする画像として
算出されるが、差分の取り方は、例えば両隣の画素値の差分を該当画素の画素値としても
よく、また、Sobelフィルターなどの差分フィルターを用いて画素値を計算してもよい。
【００３０】
　以下では、画像処理装置５０における関節部の軟骨の厚みＲの測定処理において、微分
位相画像に基づいて軟骨の厚みＲを定量的に測定する場合について説明するが、上記のよ
うに微分位相画像から微分吸収画像を減算して生成される新たな画像等のように、微分位
相画像を用いて生成される画像に基づいて軟骨の厚みＲを測定する場合も全く同様に説明
することができる。このように、微分位相画像だけでなく、微分位相画像を用いて生成さ
れる画像に基づいて軟骨の厚みＲを測定するように構成することも可能であり、そのよう
な場合にも本発明が適用される。
【００３１】
［構成例１］
　被写体である患者の関節部の骨部の端部は、図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、吸収画
像中や微分位相画像中、或いは図示を省略した小角散乱画像中に明確に写るため、それら
の再構成画像を用いることで、関節部の骨部の端部の画像中の位置を特定することができ
る。そこで、この構成例１では、画像処理装置５０は、まず、再構成画像に基づいて関節
部の骨部の端部の位置を特定する。
【００３２】
　この場合、再構成画像が例えば図２（Ａ）に示したような吸収画像である場合、吸収画
像中の１画素幅の画素行を例えば左から右に向かって１画素分ごとシフトさせながら画素
値を見ていくと、関節部の骨部の端部の部分で画素値が急激に小さくなる（暗くなる）。
また、再構成画像が例えば図２（Ｂ）に示すような微分位相画像である場合、微分位相画
像中の１画素幅の画素行を左から右にシフトさせながら画素値を見ていくと、関節部の骨
部の端部の部分で画素値が急激に小さくなる。そのため、画素値の変動幅に対して閾値を
設定しておき、再構成画像上の１画素幅の画素行を例えば左から右に向かって１画素分ご
とシフトさせながら検出していき、各画素値の平均値を算出していく。その際、画素値の
平均値ではなく、例えば５０画素分や１００画素分等の移動平均を算出してもよい。そし
て、ある画素の画素値と、算出した平均値や移動平均（この場合は当該画素を含まない移
動平均）との差分の絶対値が上記の閾値以上に大きくなり、画素値が閾値以上に大きく変
動した画素を当該画素行における関節部の骨部の端部の位置として特定する。そして、画
素行を再構成画像の上下方向にシフトさせながら上記の処理を行うことで、再構成画像に
おける関節部の骨部の端部の位置を特定するように構成することが可能である。
【００３３】
　なお、上記のように、再構成画像のある画素行上の各画素の画素値の平均値や移動平均
を算出し、それと当該画素の画素値との差分（或いはその絶対値）をとる理由は、再構成



(10) JP 6291812 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

画像すなわち吸収画像や微分位相画像等が、画像ごとに全体的に明るかったり暗かったり
する場合があるためである。そして、上記のように差分に閾値を設ける代わりに、差分を
平均値や移動平均で割った値（すなわちいわゆる変動率）に対して閾値を設けておき、算
出した変動率（の絶対値）が閾値以上になった画素を関節部の骨部の端部の位置として特
定するように構成することが可能であり、画像処理装置５０における関節部の骨部の端部
の特定処理は、特定の手法に限定されない。なお、関節部の骨部の端部の特定を、上記の
ように画像処理装置５０が自動的に行うように構成する代わりに、ユーザーが画像処理装
置５０の表示部５１上に表示された再構成画像を見ながら手動で行うように構成すること
も可能である。
【００３４】
　また、吸収画像の場合（図２（Ａ）参照）には、画像における手指の左右方向の向きを
逆にして撮影しても、骨部の画素値が大きく（すなわち明るく）、その周囲の部分の画素
値が小さくなるという特徴に変わりはないが、微分位相画像の場合（図２（Ｂ）参照）に
画像における手指の左右方向の向きを逆にして撮影すると、関節部の骨部の端部における
明暗が逆になるという特徴がある。すなわち、微分位相画像の場合には、図２（Ｂ）から
分かるように、例えば、画像の左側に写っている骨部で関節部の骨部の端部の画素値が小
さくなる（すなわち暗くなる）場合には、反対側の左側に写っている骨部では、関節部の
骨部の端部の画素値が大きくなる（すなわち明るくなる）という特徴がある。そのため、
図２（Ｂ）のように、関節面が凸面である側の骨部（すなわち関節頭を有する骨部）が微
分位相画像における左側に写っている状態では、微分位相画像上の１画素幅の画素行を左
から右に向かって１画素分ごとシフトさせながら画素値を見ていった場合に画素値が急激
に小さくなる画素が、関節部の骨部の端部に対応する画素ということになる。そして、図
示を省略するが、関節面が凸面である側の骨部が、逆に微分位相画像における右側に写っ
ている状態では、微分位相画像上の１画素幅の画素行を右から左に向かって１画素分ごと
シフトさせながら画素値を見ていった場合に画素値が急激に大きくなる画素分が関節部の
骨部の端部に対応する画素ということになる。このように、画像処理装置５０における上
記の関節部の骨部の端部の特定処理においては、各再構成画像の特徴を考慮して具体的な
処理の仕方が構成される。
【００３５】
　さらに、上記の関節部の骨部の端部の特定処理においては、関節面が凸面である側の骨
部（すなわち図２（Ａ）、（Ｂ）では左側の骨部）の端部だけでなく、関節面が凹面であ
る側の骨部（すなわち関節窩を有する骨部。図２（Ａ）、（Ｂ）の右側の骨部参照）の端
部も検出される場合があり得る。そのため、このように再構成画像中に関節部の骨部の端
部を複数特定する可能性がある場合には、特定した骨部の端部の形状が凸面状であるか凹
面状であるかを判断し、凸面状である骨部の端部を選択するように構成する等して、関節
部の骨部の端部として特定するように構成することが可能である。このように構成するこ
とで、関節部の複数の骨部のうち、対象となる軟骨に覆われている骨部の端部を的確に選
択することが可能となり、関節部の骨部の端部を的確に選択して軟骨の厚み等を適切に測
定することが可能となる。
【００３６】
　一方、再構成画像すなわち吸収画像や微分位相画像、小角散乱画像等はいずれもＸ線タ
ルボ撮影装置１で撮影された同じモアレ画像から再構成されて生成されるため、関節部の
骨部の端部は、いずれの再構成画像においても画像中の同じ位置に写っている状態になる
。そのため、上記のようにして特定した関節部の骨部の端部の位置の情報（すなわち再構
成画像中における画素の座標等）をそのまま微分位相画像に当てはめることで、微分位相
画像中の関節部の骨部の端部の位置を特定することができる。そのため、この構成例１の
場合には、画像処理装置５０は、上記のようにして再構成画像中に関節部の骨部の端部の
位置を特定すると、それを微分位相画像に当てはめて、微分位相画像中の関節部の骨部の
端部の位置を特定するように構成される。
【００３７】
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　そして、画像処理装置５０は、微分位相画像中の関節部の骨部の端部の位置を特定する
と、例えば図３に示すように、表示部５１の画面５１ａ上に、特定した関節部の骨部の端
部を表示する。なお、図３では、特定した関節部の骨部の端部が白の破線状に示されてい
るが、表示の仕方は、ユーザーが画面５１ａを見て特定された関節部の骨部の端部の位置
が視認される形態であればよく、関節部の骨部の端部を表示する仕方は図３の場合に限定
されない。
【００３８】
　そして、画像処理装置５０は、この状態で、ユーザーにより表示部５１上に表示されて
いる微分位相画像中の関節部の軟骨の端部上の位置が指定されると（図３の「１」、「２
」、「３」参照）、指定された位置から関節部の骨部の端部までの最短距離を算出し、算
出した最短距離を、当該指定された位置における関節部の軟骨の厚みとして算出する。具
体的には、図４に示すように、指定された位置Ｐと微分位相画像中に特定された関節部の
軟骨の端部上の各位置との間の各距離ｒをそれぞれ算出し、その中の最も短い距離を当該
指定された位置Ｐにおける関節部の軟骨の厚みＲ（例えば図３の「軟骨厚み」参照）とし
て定量的に測定するように構成される。
【００３９】
　なお、微分位相画像中に特定した関節部の骨部の端部の位置の全てに対して上記の距離
の算出処理を行うと、余分な距離の算出が多くなり、最短距離すなわち指定された位置Ｐ
における軟骨の厚みＲの測定処理に要する時間が長くなる。そのため、例えば図４に示す
ように、画像処理装置５０は、微分位相画像中に指定された位置Ｐから、微分位相画像に
おける縦方向および横方向で最も近い関節部の骨部の端部上の点Ｑ１、Ｑ２をそれぞれ割
り出し、割り出した各点Ｑ１、Ｑ２の間の関節部の骨部の端部を対象として上記の最短距
離の算出処理を行うように構成することが可能である。
【００４０】
　その際、点Ｑ１、Ｑ２は位置Ｐが指定された軟骨に対応する骨部の端部上に割り出され
る必要があるが、骨部の端部として図４の左側の骨部（関節面が凸面である側の骨部）の
端部だけでなく図４の右側の骨部（関節面が凹面である側の骨部）の端部も検出されてい
る場合があり、その場合、点Ｑ１、Ｑ２が図４の右側の骨部の端部上に割り出されてしま
う可能性がある。そこで、例えば、以下のように構成することで、点Ｑ１、Ｑ２を的確に
割り出すことが可能となる。
【００４１】
　すなわち、例えば、後述するように、指定された位置Ｐを含む微分位相画像上の１画素
幅の画素行の各画素の画素値をグラフに表すと、例えば後述する図５のようなグラフにな
る。そして、後述するように、軟骨の端部上に指定された位置Ｐの画素値は図５のグラフ
中にＡ２で表される極小値の画素値になり、この軟骨に対応する図４の左側の骨部の端部
における画素値もグラフ中にＡ１で表される極小値の画素値になる。なお、図４の右側の
骨部（すなわち軟骨に対応しない側の骨部）の端部は、グラフ中にＡ３で表される極大値
になる。また、撮影される手指の左右方向の向きを逆にすると、軟骨の端部とそれに対応
する骨部の端部における画素値が極大値になり、軟骨に対応しない側の骨部の端部におけ
る画素値が極小値になる場合もある。
【００４２】
　そこで、例えば、位置Ｐが指定されると、指定された位置Ｐを含む微分位相画像上の１
画素幅の画素行上の各画素の画素値を検出する（後述する図５のグラフ参照）。そして、
位置Ｐすなわち軟骨の端部における画素値が極小値になっているか極大値になっているか
を判別する。そして、既に特定されている図４の左側の骨部（関節面が凸面である側の骨
部）の端部と図４の右側の骨部（関節面が凹面である側の骨部）の端部にそれぞれ対応す
る当該画素行上の各画素の画素値のうち、位置Ｐにおける画素値の傾向になっている方の
端部を選択する。すなわち、位置Ｐすなわち軟骨の端部における画素値が極小値になって
いれば、極小値になっている方の骨部の端部を選択し、位置Ｐにおける画素値が極大値に
なっていれば、極大値になっている方の骨部の端部を選択する。このようにして上記の点
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Ｑ２（図４参照）を的確に割り出すことができる。
【００４３】
　また、点Ｑ１も同様にして、指定された位置Ｐを含む微分位相画像上の１画素幅の画素
列上の各画素の画素値を検出して同様の処理を行うことで、図４の右側の骨部（関節面が
凹面である側の骨部）の端部ではなく、図４の左側の骨部（関節面が凸面である側の骨部
）の端部上に的確に点Ｑ１、Ｑ２を割り出すことが可能となる。なお、点Ｑ１、Ｑ２をユ
ーザーが関節部の骨部の端部上に定めるように構成することも可能である。
【００４４】
　そして、上記のように構成し、割り出された点Ｑ１と点Ｑ２との間の関節部の骨部の端
部を対象として上記の最短距離の算出処理を行うことで、指定された位置Ｐにおける軟骨
の厚みＲの測定処理に要する時間を短縮することが可能となるとともに、画像処理装置５
０における処理の負荷を軽減することが可能となる。また、位置Ｐから微分位相画像の縦
方向や横方向に引いた直線と関節部の骨部の端部とが交わらないため、点Ｑ１や点Ｑ２を
割り出すことができない場合もあり得る。そこで、縦方向または横方向の骨部の端部上の
点Ｑ１、Ｑ２の何れかかのみが割り出された場合は、点Ｑ１、Ｑ２の何れかと位置Ｐの座
標を用いて、例えば、位置Ｐと割り出された点Ｑ１、Ｑ２の何れかとを辺上に含む長方形
を微分位相画像中に定め、その長方形で区切られる骨部の端部の範囲内を対象として上記
の最短距離の算出処理を行うように構成することも可能である。すなわち、点Ｑ１のみが
割り出された場合には、位置Ｐを含む微分位相画像上の画素行を上下の一方の辺とし、割
り出された点Ｑ１を含む画素行をもう一方の辺とする長方形、点Ｑ２のみが割り出された
場合には、位置Ｐを含む微分位相画像上の画素列を左右の一方の辺とし、割り出された点
Ｑ２を含む画素列をもう一方の辺とする長方形を、微分位相画像中に定めるように構成す
ることが可能である。また、上記のように定めた横長の長方形（点Ｑ１のみが割り出され
た場合）や縦長の長方形（点Ｑ２のみが割り出された場合）の全ての範囲を対象とする代
わりに、それらの長方形のうちの所定の範囲を対象として最短距離の算出処理を行うよう
に構成することも可能である。
【００４５】
　また、図３に示すように、関節部の軟骨の厚みＲの測定処理は、通常、軟骨の端部にお
ける複数の位置Ｐ（図３では「１」、「２」、「３」と記載されている。）について行わ
れる。そこで、例えば、画像処理装置５０は、ユーザーにより微分位相画像中の軟骨の端
部上に最初の位置Ｐ１（例えば図３における「１」参照）が指定されると、上記のように
その位置Ｐ１における軟骨の厚みＲを測定するが、次の位置Ｐ２（例えば図３における「
２」参照）の指定のために、微分位相画像中で最初に指定された位置Ｐ１の近傍にあり、
かつ、当該指定された位置１における画素値と所定の誤差範囲内の画素値を有する画素を
、次に指定する位置Ｐ２の候補点として微分位相画像上に表示するように構成することが
可能である。このように構成することで、ユーザーは表示された候補点の中から次の位置
Ｐ２を選択して指定すればよくなるため、軟骨の厚みＲの計測処理におけるユーザーの手
間を軽減することが可能となる。また、その際、画像処理装置５０は、次に指定する位置
Ｐ２を微分位相画像上に表示すると同時に、表示した各候補点について、ユーザーが位置
Ｐ２を指定する前に予め最短距離を算出しておけば、ユーザーが位置Ｐ２を指定した時点
で直ぐに指定された位置Ｐ２における軟骨の厚みＲを画面５１ａ上に表示することが可能
となる。
【００４６】
［構成例２］
　上記の構成例１では、微分位相画像中に関節部の骨部の端部の位置を特定し、特定した
関節部の骨部の端部の位置と、ユーザーにより指定された関節部の軟骨の端部上の位置Ｐ
との最短距離を算出し、その最短距離をその指定された位置Ｐにおける軟骨の厚みＲとし
て定量的に測定する場合について説明した。
【００４７】
　構成例２ではそれとは逆に、微分位相画像中に関節部の軟骨の端部の位置を特定し、特
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定した関節部の軟骨の端部の位置と、ユーザーにより指定された関節部の骨部の端部上の
位置との最短距離を算出し、その最短距離をその指定された位置における軟骨の厚みＲと
して定量的に測定するように構成される。
【００４８】
　上記の構成例１で説明したように、例えば図２（Ｂ）に示した微分位相画像上の１画素
幅の画素行を左から右に向かって１画素分ごとシフトさせながら画素値を見ていくと、例
えば図５に示すように、画素値は、関節部の骨部のうち関節頭を有する骨部の端部の部分
（図５のＡ１参照）で急激に小さくなった後、一旦上昇し、再度僅かに減少して極小値（
図５のＡ２参照）を経た後、今度は急激に上昇するように推移する（図５のＡ３参照）。
最後に画素値が急激に上昇した点Ａ３は、関節部の骨部のうちの関節面が凹面である側の
骨部（すなわち関節窩を有する骨部。すなわち図２（Ｂ）の右側の骨部）の端部に相当す
る部分であり、点Ａ１と点Ａ３との間の、画素値が極小値になる点Ａ２が関節部の軟骨の
端部に相当する部分である。
【００４９】
　そこで、この構成例２の場合、例えば画像処理装置５０で、微分位相画像上の１画素幅
の画素行を左から右に１画素分ごとシフトさせながら画素値を見ていき、検出した点Ａ１
と点Ａ３との間に点Ａ２を検出する。そして、この処理を、画素行を微分位相画像の上下
方向にシフトさせながら行うことで、微分位相画像上に関節部の軟骨の端部の位置を特定
するように構成することが可能となる。
【００５０】
　そして、上記の構成例１の場合とは逆に、画像処理装置５０は、このように関節部の軟
骨の端部を特定した状態で、図６に示すように、ユーザーにより表示部５１上に表示され
ている微分位相画像中の関節部の骨部の端部上の位置ｐが指定される、指定された位置ｐ
から特定した関節部の軟骨の端部までの最短距離を算出し、算出した最短距離を、当該指
定された位置ｐにおける関節部の軟骨の厚みＲとして算出する。このようにして、構成例
２においても、指定された位置ｐにおける関節部の軟骨の厚みＲを定量的に測定すること
が可能となる。
【００５１】
　なお、この構成例２においても、微分位相画像中の関節部の骨部の端部上の複数の位置
で軟骨の厚みを測定するように構成することが可能である。また、構成例１の場合と同様
に、微分位相画像中に指定された位置ｐから、微分位相画像における縦方向および横方向
で最も近い関節部の骨部の端部上の点をそれぞれ割り出し、割り出した各点の間の関節部
の骨部の端部を対象とし、対象を絞って上記の最短距離の算出処理すなわち軟骨の厚みＲ
の測定処理を行うように構成することも可能である。さらに、ユーザーが画像処理装置５
０の表示部５１上に表示された微分位相画像を見ながら手動で関節部の軟骨の端部を特定
するように構成することも可能である。
【００５２】
　また、他の構成例においても同様であるが、関節部の骨部の端部上に位置ｐを指定する
場合、吸収画像や小角散乱画像等の微分位相画像以外の再構成画像上で行うように構成す
ることも可能である。この場合、画像処理装置５０は、微分位相画像以外の再構成画像上
で点ｐが指定されると、それに対応する点ｐを微分位相画像上で指定して上記の処理を行
うように構成される。
【００５３】
［構成例３］
　また、上記の構成例１では、微分位相画像中に関節部の骨部の端部のみを特定し、構成
例２では、微分位相画像中に関節部の軟骨の端部のみを特定する場合について説明した。
しかし、微分位相画像中に両者をともに特定するように構成することも可能である。この
ように構成すれば、画像処理装置５０は、ユーザーが微分位相画像中の関節部の軟骨の端
部上に位置Ｐを指定した場合には上記の構成例１を用い（図４等参照）、また、ユーザー
が微分位相画像中の関節部の骨部の端部上に位置ｐを指定した場合には上記の構成例２を
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用いて（図６等参照）、指定した位置Ｐ、ｐにおける軟骨の厚みＲを定量的に測定するこ
とが可能となる。
【００５４】
　また、上記の場合において、例えば、ユーザーが微分位相画像中に指定した位置が、微
分位相画像中に特定した関節部の軟骨の端部上や骨部の端部上からずれている場合に、画
像処理装置５０は、指定された位置に最も近い関節部の軟骨の端部の位置Ｐ或いは骨部の
端部の位置ｐを割り出し、上記の構成例１或いは構成例２で説明したように処理を行って
指定された位置における軟骨の厚みＲを測定するように構成することが可能である。この
ように構成すれば、ユーザーが指定する位置が関節部の軟骨の端部や骨部の端部の本来の
位置からずれてしまった場合でも、ユーザーが指定した位置を的確に関節部の軟骨の端部
や骨部の端部の本来の位置に修正して軟骨の厚みＲを測定することが可能となる。そのた
め、軟骨の厚みＲをより正確に測定することが可能となる。
【００５５】
［構成例４］
　上記の構成例１～３では、ユーザーが微分位相画像中に指定した位置Ｐ、ｐと、特定さ
れた関節部の骨部の端部や軟骨の端部との最短距離を算出し、算出した最短距離を、指定
された位置Ｐ、ｐにおける軟骨の厚みＲとして定量的に測定することについて説明した。
【００５６】
　一方、関節部の骨部等における下記の知見に基づいて、上記以外の手法で軟骨の厚みＲ
を測定するように構成することが可能である。関節部を構成する各骨部が互いに対してス
ムーズに移動することにより関節部がスムーズに曲げ伸ばしされる。そのため、図２（Ａ
）、（Ｂ）等の各図に示したように、関節部を構成する各骨部のうち、関節面が凸面であ
る側の骨部の端部（すなわち関節頭の部分）と関節面が凹面である側の骨部の端部（すな
わち関節窩の部分）は比較的きれいな円弧状になっている場合が少なくない。また、膝の
関節等では、それを見る方向（すなわち微分位相画像等に写し出される方向）によっては
関節部を構成する骨部の端部が直線状に見える場合もある。
【００５７】
　そこで、微分位相画像中に写った関節部の骨部の端部を直線や曲線で近似し、それに基
づいて軟骨の厚みＲを定量的に測定するように構成することが可能となる。構成例４では
、画像処理装置５０は、微分位相画像中の関節部の骨部の端部（例えば図４に示した白の
破線参照）上に設定した複数の点に基づいて、或いはユーザーにより設定された複数の点
に基づいて、関節部の骨部の端部を直線または曲線で近似する。そして、ユーザーが軟骨
の厚みＲを測定したい関節部の骨部の端部上の任意の位置を指定すると、指定された位置
における直線または曲線の法線上で軟骨の厚みＲを定量的に測定するように構成すること
が可能である。
【００５８】
　以下、構成例４について具体的に説明する。なお、この構成例４や後述する構成例５で
は、関節部の骨部の端部を円弧で近似する場合について説明するが、関節部の骨部の端部
を直線で近似したり、或いは楕円等の曲線で近似する場合についても同様に説明される。
また、関節部の骨部の端部上に３個の点を設定すれば、それらの点に基づいてそれらを近
似する円弧を１つ確定することができるが、直線で近似する場合には２個の点を、また、
楕円で近似する場合には５個の点を設定すれば、それらの点に基づいてそれらを近似する
直線や楕円を１つ確定することができる。なお、直線や円弧以外の曲線で近似する場合も
同様であるが、例えば関節部の骨部の端部を円弧で近似する場合、骨部の端部上に４個以
上の点を設定し、それらの中の３点に基づいて円弧を近似する処理を、３点の組み合わせ
を変えて行い、算出された複数の近似円に基づいて関節部の骨部の端部の形状をより良く
近似する円弧を算出するように構成することも可能である。また、微分位相画像中の関節
部の骨部の端部上の点を多数設定し、例えば最小二乗法やハフ変換等を用いて骨部の端部
を近似する円弧を導出するように構成することも可能である。
【００５９】
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　画像処理装置５０は、微分位相画像中に関節部の骨部の端部が特定されると、例えば図
７に示すように、関節部の骨部の端部上に３個の点ｐ１、ｐ２、ｐ３を設定する。或いは
、ユーザーが関節部の骨部の端部上に３個の点ｐ１、ｐ２、ｐ３を設定する。そして、画
像処理装置５０は、自らが３個の点ｐ１、ｐ２、ｐ３を設定し或いはユーザーにより３個
の点ｐ１、ｐ２、ｐ３が設定されると、図８に示すように、設定された３個の点ｐ１、ｐ
２、ｐ３に基づく円弧を算出する。そして、図７や図８に示すように、ユーザーにより、
関節部の骨部の端部上に位置ｐが指定されると、当該指定された位置ｐにおける円弧の法
線を算出し、その法線上で軟骨の端部を検出してその距離を測定することにより、当該指
定された位置ｐにおける軟骨の厚みＲを定量的に測定するように構成される。
【００６０】
　その際、算出した法線上で軟骨の端部を検出する手法としては、例えば、関節部の骨部
の端部上に指定された位置ｐからスタートして法線上の各画素の画素値を見ていく。する
と、前述したように図５は微分位相画像上の画素行上の各画素の画素値のプロファイルで
あるから法線上の各画素の画素値のプロファイルではないが、法線上の各画素の画素値を
見ていった場合も図５と同様に各画素の画素値が推移する。そのため、図５におけるＡ２
に相当する画素、すなわち当該指定された位置ｐでは大きく低下していた画素値が一旦上
昇し、再度僅かに減少して極小値になった所の画素を検出することで、関節部の軟骨の端
部を検出することができる。そして、指定された位置ｐと検出した軟骨の端部の位置との
距離を測定することで、当該指定された位置ｐにおける軟骨の厚みＲを定量的にかつ的確
に測定することが可能となる。
【００６１】
　なお、上記のように関節部の骨部の端部を、設定された３点ｐ１、ｐ２、ｐ３に基づい
て円弧で近似する場合、指定された位置ｐにおける円弧の法線は、近似された円弧の中心
Ｏ（図８参照）と指定された位置ｐとを通る直線で表すことができる。そのため、この場
合は、画像処理装置５０は、関節部の骨部の端部上に位置ｐが指定されると、当該指定さ
れた位置ｐと、関節部の軟骨の端部を近似する円弧を算出する際に算出した円弧の中心Ｏ
とを通る直線を算出する。そして、指定された位置ｐからスタートして算出した直線（す
なわち法線）上の各画素の画素値を見ていくことで、関節部の軟骨の端部を検出するよう
に構成することが可能である。このように構成すれば、指定された位置ｐにおける軟骨の
厚みＲを容易かつ的確に測定することが可能となる。
【００６２】
　また、この構成例４においても、微分位相画像中での関節部の骨部の端部の特定は、上
記の構成例１で説明したように、微分位相画像の代わりに、吸収画像や小角散乱画像等の
他の再構成画像中に関節部の骨部の端部を特定し、それを微分位相画像に当てはめること
で、微分位相画像中に関節部の骨部の端部を特定するように構成することも可能である。
また、ユーザーが関節部の骨部の端部上に複数の点を設定する場合、微分位相画像を用い
る代わりに、他の再構成画像中の関節部の骨部の端部上に複数の点を設定し、それを微分
位相画像に当てはめることで、微分位相画像中の関節部の骨部の端部上に複数の点を設定
するように構成することも可能である。
【００６３】
　さらに、上記のようにユーザーが関節部の骨部の端部上に複数の点を設定するように構
成する場合、画像処理装置５０やユーザーが微分位相画像中に関節部の骨部の端部を特定
する処理を経ずに、ユーザーが微分位相画像や他の再構成画像中に写っている関節部の骨
部の端部上に複数の点を設定するように構成することも可能である。そこで、このように
構成する場合には、上記のように画像処理装置５０が設定された複数の点に基づいて関節
部の骨部の端部を近似した直線または曲線を、微分位相画像中に特定した関節部の骨部の
端部とみなす。なお、これは、下記の構成例５において、画像処理装置５０が設定された
複数の点に基づいて関節部の軟骨の端部を直線または曲線で近似する処理を行う場合も同
様である。
【００６４】
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［構成例５］
　一方、上記の構成例４において、微分位相画像に特定した関節部の骨部の端部上に複数
の点を設定する代わりに、微分位相画像に特定した関節部の軟骨の端部上に複数の点を設
定するように構成することも可能である。すなわち、画像処理装置５０は、微分位相画像
中の関節部の軟骨の端部上に設定した複数の点に基づいて、またはユーザーにより設定さ
れた複数の点に基づいて、軟骨の端部を直線または曲線で近似し、関節部の軟骨の端部上
に指定された位置Ｐにおける直線または曲線の法線上にて軟骨の厚みＲを定量的に測定す
るように構成することが可能である。
【００６５】
　なお、この構成例５は、上記の構成例４と同様にして構成することができるため、詳し
い説明を省略するが、上記の構成例４では、関節部の骨部の端部上に指定された位置ｐか
らスタートしていわば外向きに（すなわち骨部の端部を円弧で近似する場合には円弧の中
心Ｏから離れる方向に）法線上の各画素の画素値を見ていきながら軟骨の端部を検出する
のに対し、この構成例５では、関節部の軟骨の端部上に指定された位置Ｐからスタートし
ていわば内向きに（すなわち軟骨の端部を円弧で近似する場合には円弧の中心Ｏに向かう
方向に）法線上の各画素の画素値を見ていきながら骨部の端部を検出するように構成され
る。
【００６６】
　また、上記の構成例４では、吸収画像や小角散乱画像等の微分位相画像以外の再構成画
像中に関節部の骨部の端部を特定し、それを微分位相画像に当てはめることで、微分位相
画像中に関節部の骨部の端部を特定することが可能であったが、この構成例５では、前述
したように、現状では、微分位相画像や微分位相画像を用いて生成された画像中にしか関
節部の軟骨の端部が写らないため、関節部の軟骨の端部の特定は微分位相画像やそれを用
いて生成された再構成画像において行われる。
【００６７】
　なお、構成例４や構成例５では、画像中の関節部の骨部の端部や軟骨の端部を、直線の
ほか円（円弧）や楕円等の曲線で近似する場合について説明したが、この他にも、例えば
放物線や双曲線等の曲線で近似するように構成することも可能である。
【００６８】
［構成例６］
　上記の構成例４や構成例５で、微分位相画像を含む再構成画像中に写っている関節部の
骨部の端部や、微分位相画像中に写っている関節部の軟骨の端部を、円弧で近似する場合
について説明した。そして、それをさらに敷衍して、微分位相画像やそれを含む再構成画
像を極座標変換し、極座標変換した画像上で関節部の軟骨の厚みＲを定量的に測定するよ
うに構成することが可能である。
【００６９】
　具体的には、上記の構成例１～５（図３～図８参照）では、例えば微分位相画像等にお
ける画素行の番号をｉ、画素列の番号をｊと表した場合に、各画素を座標（ｉ，ｊ）とし
て表す、いわゆる直交座標系で処理することを前提として説明した。そして、この直交座
標系を、上記のように微分位相画像上で関節部の骨部の端部上（図８参照）や軟骨の端部
上に少なくとも３個の点ｐ１、ｐ２、ｐ３等を設定して関節部の骨部の端部や軟骨の端部
を円弧で近似した場合に算出される円弧の中心Ｏ周りの角度θと中心Ｏからの距離ｒとを
各成分として各画素の座標を（θ，ｒ）で表す極座標系に座標変換（すなわちこの場合は
極座標変換）して軟骨の厚みＲを定量的に測定するように構成することが可能である。図
９は、図２（Ｂ）に示した関節部が写っている微分位相画像を極座標変換した画像を表し
ている。なお、図９では、図２（Ｂ）の状態から９０°回転した状態で極座標変換後の画
像が表現されている。
【００７０】
　図９を見て分かるように、極座標変換した画像上では、直交座標上（すなわち図２（Ｂ
）上で関節面が凸面である側の骨部の端部（正確にはそのうちの円弧で良好に近似できる
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部分）がほぼ直線状に表示される状態になる。そして、軟骨の端部もそれに平行したほぼ
直線状に表示される状態になる（なお、図９では関節リウマチ等の疾病を有しない健常者
の軟骨が示されている。）。
【００７１】
　そして、上記の構成例４、５における位置Ｐ、ｐにおける円弧の法線は、図９の極座標
変換後の画像ではｒ軸方向（すなわち図９では縦軸方向）に延在する直線になる。そのた
め、画像処理装置５０は、このような極座標変換後の画像を用い、例えば、関節部の軟骨
の端部上に設定された位置Ｐや、関節部の骨部の端部上に設定された位置ｐを通るｒ軸に
平行な直線上で図５に示したような画素値のプロファイルを見ていき、プロファイル中の
点Ａ１と点Ａ２（図５参照）との距離を算出することで、指定された位置Ｐや位置ｐにお
ける軟骨の厚みＲを定量的に測定するように構成することが可能となる。そして、このよ
うに構成することで、軟骨の厚みＲを容易かつ的確に測定することが可能となる。また、
法線に対応するｒ軸に平行な直線をθ軸方向（図９では左右方向）に連続的に或いは所定
の角度ごとにスキャンさせながら各θにおける軟骨の厚みＲを容易かつ的確に測定するこ
とが可能となるといったメリットもある。
【００７２】
　なお、上記の構成例１～５の場合も、指定する位置Ｐ、ｐを軟骨の端部上や骨部の端部
上で連続的或いは所定の間隔ごとに移動させながら測定すれば、各位置における軟骨の厚
みＲを的確に測定することが可能であることは言うまでもない。また、図９に示したよう
な極座標変換された画像に対して上記の構成例１や構成例２等を適用して、関節部の軟骨
の端部上に設定された位置Ｐから最短距離となる関節部の骨部の端部上の点までの距離や
、その逆の、関節部の骨部の端部上に設定された位置ｐから最短距離となる関節部の軟骨
の端部上の点までの距離を、指定された位置Ｐや位置ｐにおける軟骨の厚みＲとして定量
的に測定するように構成することも可能である。
【００７３】
［効果１］
　以上のように、上記のＸ線タルボ撮影装置１や画像処理装置５０を有する本実施形態に
係る医療用画像撮影システム１００によれば、例えば上記の構成例１～６に示したように
、画像処理装置５０で、Ｘ線タルボ撮影装置１のコントローラー１９が生成した微分位相
画像中（または微分位相画像を用いて生成された画像中。以下同じ。）に特定された関節
部の骨部の端部や軟骨の端部に基づいて関節部の軟骨の厚みＲを定量的に測定することが
可能となる。そして、関節部の軟骨の厚みＲの測定処理が、従来のように読影医等の経験
や技量等に依存せず、画像処理装置５０において自動的に定量的に行われるため、軟骨の
厚みＲを安定的に測定することが可能となる。
【００７４】
［軟骨の厚みに関する特徴量の算出等について］
　なお、以上の説明では、指定された位置Ｐ、ｐにおける関節部の軟骨の厚みＲを定量的
に測定することについて説明したが、この他にも、例えば、軟骨の厚みＲを複数の位置Ｐ
、ｐで測定し、指定された複数の位置Ｐ、ｐにおいてそれぞれ測定した関節部の軟骨の厚
みＲの最大値や最小値、平均値、最大値や平均値と最小値との差分、最小値の最大値や平
均値に対する比等の特徴量を算出するように構成することも可能である。
【００７５】
　また、軟骨の厚みＲを測定した関節部の部位（例えば人差し指の第３関節（ＭＰ関節）
や中指の第２関節（ＰＩＰ関節）、膝の関節等）における指定された位置における軟骨の
標準的な厚みと測定した軟骨の厚みＲとの差や比等を特徴量として算出するように構成す
ることも可能である。その際、例えば、軟骨の標準的な厚みとして、年齢や性別、関節部
の部位等に応じて予め健常者のサンプル等から標準的な厚みの数値やモデル等を用意して
おき、それらの数値やモデル等の中から患者の年齢や性別、撮影した関節部の部位等に適
合する軟骨の標準的な厚みの数値やモデル等を用いるように構成することが可能である。
また、例えば、特徴量を算出する対象となる患者の関節部のほかに、同じ患者のこの関節
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部とは別の、例えばその近傍の疾病等を有しない関節部（すなわち疾病等による変形を生
じていない関節部）における軟骨の厚みＲanotherも測定する。そして、測定した別の関
節部における軟骨の厚みＲanotherから、特徴量を算出する対象となる患者の関節部の軟
骨の変形する前の本来の厚みＲ＊を推定し、推定した変形前の厚みＲ＊を上記の標準的な
厚みとして用いることも可能である。
【００７６】
　さらに、上記のように、指定する位置Ｐ、ｐを軟骨の端部上や骨部の端部上で連続的に
移動させながら軟骨の厚みＲを測定する場合には、位置Ｐ、ｐを連続的に移動させた関節
部の軟骨の端部上や骨部の端部上の範囲内でそれぞれ測定した軟骨の厚みＲに関する特徴
量を算出するように構成することも可能である。
【００７７】
　このように構成することで、関節部の軟骨に欠損等の変形が生じているような場合に（
例えば後述する図１０におけるＤ参照）、欠損等による変形の程度がどの程度であるかを
特徴量として定量的に的確に認識することが可能となる。また、上記のように構成し、例
えば過去の特徴量と比較することで、特徴量の経時的変化に基づいて関節部の軟骨の形状
の変化を定量的に的確に認識することが可能となる。そして、医師等が当該特徴量の経時
的変化を見ることで、患者の関節部の軟骨のすり減り具合（例えば後述する図１１（Ａ）
、（Ｂ）参照）等が時間的にどの程度進んだか、或いは進んでいないか等を的確に診断す
ることが可能となる。
【００７８】
［関節部の軟骨の変形前の端部の形状の推定等について］
　ところで、上記の軟骨の厚みに関する特徴量の算出等の説明の中で、疾病等を有してい
る患者の関節部における軟骨の変形前の本来の厚みＲ＊を推定することについて説明した
。そして、この軟骨の変形前の厚みＲ＊や形状等の推定は、上記のように、当該関節部と
は別の疾病等により変形を生じていない関節部における軟骨の厚みＲanotherに基づいて
推定するほか、例えば以下のようにして推定するように構成することが可能である。
【００７９】
［推定手法１］
　例えば、画像処理装置５０は、微分位相画像中に特定された関節部の骨部の端部に基づ
いて、当該関節部の軟骨の変形前の形状を推定するように構成することが可能である。具
体的には、例えば上記の構成例１のようにして微分位相画像中に関節部の骨部の端部を特
定する（図３や図４等参照）。そして、図７や図８に示したように、特定した関節部の骨
部の端部上に少なくとも３個の点を設定し、或いは設定された少なくとも３個の点に基づ
いて骨部の端部を円弧で近似し、近似した円弧の中心Ｏ（図８参照）の位置を特定する。
そして、中心Ｏと特定された関節部の骨部の端部上の各位置との距離を所定倍に拡大する
ことで、当該関節部の軟骨の変形前の形状を推定することができる。
【００８０】
　その際、中心Ｏと特定された関節部の骨部の端部上の各位置との距離をどのような倍率
で拡大するかは、例えば、上記のようにして測定された関節部の軟骨の厚みＲの最大値に
あわせるように拡大するように構成することが可能である。すなわち、測定された軟骨の
厚みＲが最大となる位置に対応する軟骨の端部の位置（すなわち例えば当該位置の法線上
の位置）を特定し、その位置と、上記のように中心Ｏと骨部の端部との距離を拡大させた
状態の骨部の端部とが一致するように拡大した場合の倍率で、中心Ｏと特定された関節部
の骨部の端部上の各位置との距離を一律に拡大するように構成することが可能である。
【００８１】
　変形を生じる前の状態の関節部では、骨部の端部の形状と軟骨の端部の形状が、上記の
中心Ｏを中心とした略相似形をなす場合が少なくない。そのため、このように骨部の端部
の形状と軟骨の端部の形状が略相似形をなすと見なすことができる関節部については、上
記のようにして中心Ｏと関節部の骨部の端部上の各位置との距離を拡大した骨部の端部の
形状を軟骨の端部の変形前の形状として推定することで、関節部の軟骨の変形前の端部の
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形状を良好に推定することが可能となる。
【００８２】
　なお、上記のように、中心Ｏと関節部の骨部の端部上の各位置との距離を、測定された
関節部の軟骨の厚みＲの最大値にあわせるように拡大した骨部の端部の形状を軟骨の端部
の変形前の形状として推定する代わりに、例えば、前述したように、当該関節部における
軟骨の標準的な厚みの数値やモデル等にあわせるように拡大した骨部の端部の形状を軟骨
の変形前の端部の形状として推定するように構成することも可能であり、その場合も、関
節部の軟骨の変形前の端部の形状を良好に推定することが可能となる。
【００８３】
［推定手法２］
　また、上記のように、特定された関節部の骨部の端部の形状をそのまま拡大して関節部
の軟骨の変形前の端部の形状として推定する代わりに、前述したように、特定された関節
部の骨部の端部を円弧で近似し、その近似した円弧を拡大して関節部の軟骨の変形前の端
部の形状として推定するように構成することも可能である。そして、この場合も、関節部
の骨部の端部を近似した円弧の半径すなわち中心Ｏからの距離ｒを、測定された関節部の
軟骨の厚みＲの最大値にあわせたり、当該関節部における軟骨の標準的な厚みの数値やモ
デル等にあわせるようにする等して拡大して、拡大した円弧を軟骨の変形前の端部の形状
として推定するように構成することも可能である。
【００８４】
　また、上記の構成例６で説明したように、微分位相画像を、関節部の骨部の端部を近似
する円弧の中心Ｏ周りの角度θと当該中心からの距離ｒとを成分とする極座標に極座標変
換し（図９参照）、極座標変換された関節部の骨部の端部を、距離ｒを増大させる方向（
すなわち図９の例では上側に向かう方向）に平行移動させて、極座標変換された当該関節
部の軟骨の変形前の形状として推定するように構成することも可能である。さらに、極座
標変換された関節部の骨部の端部を直線で近似し、その直線を距離ｒを増大させる方向（
すなわち図９の例では上側に向かう方向）に平行移動させた新たな直線を、極座標変換さ
れた当該関節部の軟骨の変形前の形状として推定するように構成することも可能である。
【００８５】
［推定手法３］
　一方、例えば図１０に示すように、微分位相画像中に関節部の軟骨の端部Ａを特定した
場合に、軟骨に欠損Ｄが生じている場合がある。なお、Ｂは関節部の骨部の端部を表す。
そこで、このような場合には、例えば、軟骨の端部の欠損を生じていない部分の形状に基
づいて凸包絡を求める等して軟骨の欠損Ｄがない状態に復元することにより、関節部の軟
骨の変形前の形状（図１０における破線参照）を推定するように構成することも可能であ
る。
【００８６】
　そして、上記の推定手法２、３においても、関節部の軟骨の変形前の端部の形状を良好
に推定することが可能となる。
【００８７】
［推定した軟骨の変形前の端部の形状を表示することについて］
　そして、画像処理装置５０は、上記の推定手法１～３等に基づいて推定した関節部の軟
骨の変形前の端部の形状を、当該軟骨が写っている微分位相画像（図１１（Ａ）参照）や
極座標変換された微分位相画像（図１１（Ｂ）参照）に重ね合わせて表示するように構成
することが可能である。なお、図１１（Ａ）、（Ｂ）においても、Ａは微分位相画像中や
極座標変換された微分位相画像中に特定された関節部の軟骨の端部を表し、Ｂは関節部の
骨部の端部を表す。また、一点鎖線で表されるＡ＊は推定された関節部の軟骨の変形前の
端部の形状を表す。
【００８８】
　このように構成すれば、医師等が画像処理装置５０の画面上に表示された関節部の軟骨
の端部の形状Ａと、推定された関節部の軟骨の変形前の端部の形状Ａ＊とを見比べること
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で、関節部の軟骨にどの程度の変形が生じているか、すなわち軟骨にどの程度の欠損が生
じたり軟骨がどの程度すり減ったか等を視覚的に容易かつ的確に認識して診断することが
可能となる。
【００８９】
［軟骨の形状に関する特徴量の算出等について］
　また、微分位相画像中に推定された関節部の軟骨の変形前の形状Ａ＊と画像中に特定し
たまたは特定された関節部の軟骨の端部の形状Ａ（図１１（Ａ）参照）、或いは、極座標
変換された微分位相画像中に推定された関節部の軟骨の変形前の形状Ａ＊と画像中に特定
したまたは特定された関節部の軟骨の端部の形状Ａ（図１１（Ｂ）参照）に基づいて、関
節部の軟骨のすり減り具合等を表す関節部の軟骨の形状に関する特徴量を算出するように
構成することも可能である。
【００９０】
　この場合、上記の関節部の軟骨の厚みＲに関する特徴量と同様に、例えば図中の二点鎖
線で囲まれた範囲内、或いはその範囲内に設定された所定の範囲内における、関節部の軟
骨の変形前の形状Ａ＊における厚みに対する実際の軟骨の厚みＲの比の最大値や最小値、
平均値、最大値や平均値と最小値との差分、最小値の最大値や平均値に対する比等を軟骨
の形状に関する特徴量として算出するように構成することが可能である。
【００９１】
　また、例えば図中の二点鎖線で囲まれた範囲内、或いはその範囲内に設定された所定の
範囲内における、軟骨の面積（すなわち軟骨の端部Ａと骨部の端部Ｂとの間の部分の面積
）や、変形により失われた軟骨の面積（すなわち軟骨の端部Ａと推定された軟骨の変形前
の端部Ａ＊との間の部分の面積）、或いは、変形する前の軟骨の面積（すなわち骨部の端
部Ｂと推定された軟骨の変形前の端部Ａ＊との間の部分の面積）に対する軟骨の面積の比
や変形により失われた軟骨の面積の比等を軟骨の形状に関する特徴量として算出するよう
に構成することも可能である。
【００９２】
　このように構成することで、関節部の軟骨に欠損等の変形が生じているような場合に（
例えば図１０におけるＤ参照）、欠損等による変形の程度がどの程度であるかを特徴量と
して定量的に的確に認識することが可能となる。また、上記のように構成し、例えば過去
の特徴量と比較することで、特徴量の経時的変化に基づいて関節部の軟骨の形状の変化を
定量的に的確に認識することが可能となる。そして、医師等が当該特徴量の経時的変化を
見ることで、患者の関節部の軟骨のすり減り具合（例えば図１１（Ａ）、（Ｂ）参照）等
が時間的にどの程度進んだか、或いは進んでいないか等を的確に診断することが可能とな
る。
【００９３】
［効果２］
　以上のように、上記のＸ線タルボ撮影装置１や画像処理装置５０を有する本実施形態に
係る医療用画像撮影システム１００によれば、例えば上記の推定手法１～３に示したよう
に、画像処理装置５０で、微分位相画像中や極座標変換された微分位相画像中に特定され
た関節部の骨部の端部や軟骨の端部に基づいて当該関節部の軟骨の変形前の形状を推定す
るように構成し、例えば、軟骨の端部と、推定した関節部の軟骨の変形前の端部の形状と
を画像中に重ね合わせて表示することで、医師等がそれらを見比べて、関節部の軟骨にど
の程度の変形が生じているかを視覚的に容易に認識して的確に診断することが可能となる
。
【００９４】
　また、推定した関節部の軟骨の変形前の端部の形状を用いて軟骨の形状に関する特徴量
を算出することで、医師等が、欠損等による変形の程度がどの程度であるかを特徴量とし
て定量的に的確に認識したり、患者の関節部の軟骨のすり減り具合等が時間的にどの程度
進んだか、或いは進んでいないか等を的確に診断することが可能となる。
【００９５】
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　なお、本発明が上記の実施形態等に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜
変更可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００９６】
１　Ｘ線タルボ撮影装置
１１ａ　Ｘ線源
１３　被写体台
１６　Ｘ線検出器
１９　コントローラー
５０　画像処理装置
１００　医療用画像撮影システム
Ａ　関節部の軟骨の端部
Ａ＊　関節部の軟骨の変形前の端部
Ｂ　関節部の骨部の端部
Ｏ　円弧の中心
Ｐ　軟骨の端部上に指定された位置
ｐ　骨部の端部上に指定された位置
ｐ１、ｐ２、ｐ３　点（複数の点、３個の点）
Ｑ１　位置Ｐから画像における縦方向に最も近い関節部の骨部の端部上の点
Ｑ２　位置Ｐから画像における横方向に最も近い関節部の骨部の端部上の点
Ｒ　関節部の軟骨の厚み
ｒ　中心からの距離
θ　中心周りの角度

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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