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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体の３次元の画像データを取得する取得手段と、
前記３次元の画像データに基づいてボリュームレンダリング画像、任意断面での平面リフ
ォーマット画像、及びＭＩＰ（最大値投影）画像のうちの少なくとも１つの画像を生成す
る画像生成手段と、
前記３次元の画像データに基づいて曲面リフォーマット画像を生成する曲面リフォーマッ
ト画像生成手段と、
前記３次元の画像データに基づいて管腔状構造体の芯線の３次元的な位置情報を生成する
芯線生成手段と、
前記ボリュームレンダリング画像、前記平面リフォーマット画像、及び前記ＭＩＰ画像の
うち１つの画像から成る参照画像上に前記芯線の位置情報を重畳して表示する参照画像表
示手段と、
前記曲面リフォーマット画像上に前記芯線の位置情報を重畳して表示する曲面リフォーマ
ット画像表示手段と、
前記参照画像表示手段によって表示された前記参照画像上に重畳される前記芯線の形状を
修正可能な芯線修正手段と、
前記芯線修正手段による前記参照画像上の前記芯線の形状修正に連動して前記芯線の形状
修正に対してほぼ同時に、前記３次元の画像データを基に前記曲面リフォーマット画像表
示手段によって表示される前記曲面リフォーマット画像を再生成し、前記芯線との重畳表
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示を更新する曲面リフォーマット画像更新手段と、
前記管腔状構造体の形態に関する解析を行う解析手段と、
前記参照画像及び前記曲面リフォーマット画像上に表示される前記芯線の位置情報が妥当
か否かを表す信号を受け付ける受付手段と、
前記受付手段によって受け付けた前記信号が、前記芯線の位置情報が妥当であることを表
す場合に、前記解析手段が前記管腔状構造体の形態に関して解析することを許可する分析
許可手段と、
を備えたことを特徴とする管腔状構造体の解析処理装置。
【請求項２】
被検体の３次元の画像データを取得する取得手段と、
前記３次元の画像データに基づいてボリュームレンダリング画像、任意断面での平面リフ
ォーマット画像、及びＭＩＰ画像のうちの少なくとも１つの画像を生成する画像生成手段
と、
前記３次元の画像データに基づいて曲面リフォーマット画像を生成する曲面リフォーマッ
ト画像生成手段と、
前記３次元の画像データに基づいて管腔状構造体の芯線の３次元的な位置情報を生成する
芯線生成手段と、
前記ボリュームレンダリング画像、前記平面リフォーマット画像、及び前記ＭＩＰ画像の
うち１つの画像から成る参照画像上に前記芯線の位置情報を重畳して表示する参照画像表
示手段と、
前記曲面リフォーマット画像上に前記芯線の位置情報を重畳して表示する曲面リフォーマ
ット画像表示手段と、
前記参照画像表示手段によって表示された前記参照画像上に重畳される前記芯線の形状を
修正可能な芯線修正手段と、
前記芯線修正手段による前記参照画像上の前記芯線の形状修正に連動して前記芯線の形状
修正に対してほぼ同時に、前記３次元の画像データを基に前記曲面リフォーマット画像表
示手段によって表示される前記曲面リフォーマット画像を再生成し、前記芯線との重畳表
示を更新する曲面リフォーマット画像更新手段と、
前記参照画像上で、前記管腔状構造体の所望の両端位置と、それら両端位置の間に位置す
る所望の０個以上の通過位置とを示す複数のマーカを指定する指定手段と、
前記複数のマーカの順序を前記指定の順序に基づいて決め且つ複数のマーカ対に分ける手
段と、
前記各マーカ対を成すマーカ同士を繋ぐ線を前記参照画像上に表示する手段と、
前記参照画像上で前記通過位置を追加のマーカとして追加指定可能な追加指定手段と、
前記追加指定手段を介してマーカが追加指定された場合、追加されたマーカが、それまで
に指定されていた複数のマーカ対のうちのどのマーカ対間に挿入されるべきかを決定して
前記マーカ対の順序を再決定する手段と、
前記管腔状構造体の芯線を、前記再決定されたマーカ対に基づいて再生成する手段と、
を備えたことを特徴とする管腔状構造体の解析処理装置。
【請求項３】
前記追加指定したマーカを前記参照画像上で移動可能な手段と、
前記追加指定したマーカの移動に呼応して前記曲面リフォーマット画像を前記３次元の画
像データに基づいて更新して再表示する手段と、を備え、
前記追加指定マーカの移動と前記曲面リフォーマット画像の更新は、前記追加指定マーカ
の移動に連動してほぼ同時に実行されることを特徴とする請求項２に記載の管腔状構造体
の解析処理装置。
【請求項４】
被検体の３次元の画像データを取得する取得手段と、
前記３次元の画像データに基づいてボリュームレンダリング画像、任意断面での平面リフ
ォーマット画像、及びＭＩＰ画像のうちの少なくとも１つの画像を生成する画像生成手段
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と、
前記３次元の画像データに基づいて管腔状構造体の３次元位置情報を有する芯線のデータ
を生成する芯線生成手段と、
前記芯線のデータに基づいて前記管腔状構造体の伸展画像又は直交断面画像のデータを生
成する手段と、
前記芯線を含む前記参照画像と前記芯線を含む前記伸展画像又は前記直交断面画像とを並
べて表示する手段と、
前記参照画像及び前記伸展画像それぞれの前記芯線上に、前記構造体に対する視線情報及
び着目点情報を示す位置変更が可能なマーカを指定する手段と、
前記伸展画像上のマーカの位置変更に応じて前記位置変更を反映させた前記参照画像を再
表示する手段と、
前記直交断面画像上に前記視線情報を表す方向変更が可能な視線情報マーカを表示する手
段と、
前記視線情報マーカの方向が変更されたときに、当該変更に応じて前記参照画像を再表示
する手段と、
を備えたことを特徴とする管腔状構造体の解析処理装置。
【請求項５】
前記参照画像上に前記伸展画像の断面の向きを示す表示体を表示する手段を備えることを
特徴とする請求項４に記載の管腔状構造体の解析処理装置。
【請求項６】
前記表示体は、前記伸展画像上の前記管腔状構造体の両壁部の任意の位置に各別に付す２
つのマーカと、この両壁部の位置にそれぞれ対応する前記参照画像上の前記管腔状構造体
の両壁部に各別に付す２つのマーカとを有し、前記伸展画像上の２つのマーカと前記参照
画像上の２つのマーカとは相当する壁部同士で位置的に同じであることを特徴とする請求
項５に記載の管腔状構造体の解析処理装置。
【請求項７】
前記表示体は、前記参照画像上の２つのマーカを通って前記参照画像に重畳し、かつ、前
記管腔状構造体の輪郭形状を示すマーカを更に有することを特徴とする請求項６に記載の
管腔状構造体の解析処理装置。
【請求項８】
前記表示体は、前記伸展画像上の任意に位置に付すカーソルバーと、前記カーソルバーの
位置に対応する前記参照画像上の前記管腔状構造体の両壁部に各別に付す２つのマーカと
を有することを特徴とする請求項５に記載の管腔状構造体の解析処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、管腔状構造体の解析処理装置に係り、とくに、医用画像診断装置（医用モダリ
ティ）により撮影された被検体の３次元画像データに基づいて血管、腸、気管、食道など
の管腔状構造体（組織）を診断的に有用な態様で３次元的に観察できるとともに、その管
腔状構造体の太さ（狭窄や瘤などの局所的変化を含む）や長さなど、診断に有用な指標を
定量的に解析できるようにした管腔状構造体の解析処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の血管の診断は、主に、被検体に血管造影剤を投与した状態でＸ線像を撮影し、その
画像値に基づいて形態的な異常を見つけるという手法で行われていた。
【０００３】
このような中で、近年のＸ線ＣＴ（コンピュータ断層法）スキャナ、ＭＲＩ（磁気共鳴イ
メージング）などの撮影技術の進歩により、被検体内の診断したい血管を含む領域の３次
元画像を容易に得ることができるようになってきている。このため、そのような３次元画
像を用いた血管の形態診断が可能になりつつある。
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【０００４】
Ｘ線血管造影検査が造影剤の動脈注入を必要とするのに対して、Ｘ線ＣＴ、ＭＲＩを用い
た血管の３次元撮影は静脈注入により血管を造影することができるという特徴がある。静
脈注入は、動脈注入に比べて侵襲度が低く患者の負担を著しく低減できる。
【０００５】
また、造影剤を全く用いない血管撮影法も検討されている。とくに、ＭＲＩによる造影剤
を用いない検査は、非侵襲であるため、短期間に検査を繰り返した場合でも、患者の負担
を小さく抑えることができる。
【０００６】
また、診断に用いる画像の次元による得失もある。Ｘ線画像は２次元画像であるため、こ
の画像に基づく形態異常の評価には限界がある。例えば１方向から撮影したＸ線画像を用
いる場合、血管の狭窄の程度を実際よりも過小評価した診断になる傾向がある。３次元画
像を用いれば３次元的な形態を観察することができ、狭窄の診断精度が向上すると考えら
れる。そのほか、血管走行や動脈瘤の３次元的な形態を把握するのに３次元画像は効果的
である。現在、Ｘ線血管造影検査はまた、細い血管の描出能が低いといわれているが、今
後、３次元画像の画質が向上すれば、３次元画像を用いた診断の適応領域は広がっていく
と考えられる。
【０００７】
このような環境のもとで、血管の３次元的な形態を観察する方法として、現在、以下のよ
うな方法が提案されている。
【０００８】
例えば、特許文献１には、Ｘ線ＣＴ、ＭＲＩ、超音波診断装置などにより得られた３次元
画像データに写り込んだ管腔状組織の長手方向ベクトルを「ベクトル検出装置」により算
出し、得られた長手方向ベクトルから管腔状組織に垂直な断面を演算し、この断面で切断
した画像を作成して表示する方法が示されている。
【０００９】
また、特許文献２には、撮影された３次元画像に含まれる管腔状組織の画像から管腔状組
織の芯線を抽出し、この芯線に沿って管腔状組織をその長手方向に伸展させて真直ぐに伸
びた状態にした、いわゆる伸展画像を表示するとともに、その画像に対応するボリューム
レンダリング画像と平面リフォーマット画像を表示する例が示されている。
【００１０】
さらに、特許文献３は、抽出した血管の芯線（例えば中心線）に直交する断面のＭＰＲ画
像を血管の芯線に沿った方向の順序で作成し、その順序に従って動画として表示する手法
を示している。この表示法により、複雑な血管の３次元構造の把握を容易にしようとして
いる。
【００１１】
一方、血管の芯線を抽出するための様々な技術も既に提案されている。例えば、非特許文
献１は、血管の芯線を３次元座標で表される点の列として求め、この芯線の点列の各点に
て芯線に直交する断面での血管の輪郭を抽出する方法を提示している。これにより、血管
芯線と血管の輪郭（血管表面）の３次元的抽出を可能にしている。このように、血管の芯
線と輪郭を抽出すれば、血管芯線に沿う各位置に対して血管の面積や血管の径を求めるこ
とができる。この非特許文献１には、血管の直径を縦軸にとり、血管芯線に沿った距離を
横軸にとったグラフも示されている。
【００１２】
血管の狭窄率は、狭窄がないとした場合の仮想的な血管径Ａと実際の狭窄部の血管径Ｂと
を用い、「１００×（１－（Ｂ／Ａ））」（％）で算出される。従って、狭窄率を求める
には、仮想的な正常時の血管径を求めることが必要になる。この算出法の一例が非特許文
献４に示されており、２次元のＸ線画像に写り込んだ血管造影像からその正常時の血管径
を推定し、狭窄率を計算するというものである。
【００１３】
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【特許文献１】
特公平３－１０９８５号公報
【００１４】
【特許文献２】
米国特許５，８９１，０３０号公報
【００１５】
【特許文献３】
特開２００１－１７５８４７号公報
【００１６】
【特許文献４】
特開平５－２６４２３２号公報
【００１７】
【非特許文献１】
“Onno Wink et al., “Fast delineation and visualization of vessels in 3-D angio
graphic images”, IEEE Trans. Med. Imag., vol. 19, no. 4, 337-346, 2000”
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、血管などの管腔状構造体は一般に３次元的に複雑に走行するなど、複雑な
形態をしていることから、擬似３次元表示像（ボリュームレンダリング像など）を観察し
たとしても、狭窄や瘤などの病変部の位置や状態を見つけ難く、一方、任意断面の２次元
画像を観察する場合には、その断面位置を的確に設定することは相当に難しく、医師など
の操作者に操作上の負担を強いていた。
【００１９】
かかる状況を詳述すれば、従来の血管や大腸などの管腔状組織を３次元的に観察する手法
には、以下に記載するような様々な未解決の問題があった。
【００２０】
第１に、曲面リフォーマット画像を用いる場合、曲面リフォーマット画像内の点が３次元
的にどの位置にあって、どの向きを向いているのかということを、容易には把握し難いと
いう問題がある。
【００２１】
また、第２に、フライスルー表示において視点位置を通る断面を表示する手法の場合、フ
ライスルー画面上で観察できる位置の断面の位置が血管上のどの位置にあるのかについて
の情報が得られない。
【００２２】
さらに、第３に、血管探索を行って、血管の芯線と輪郭を３次元的に描出する手法の場合
、芯線に垂直な断面上での輪郭線で３次元的なサーフェースを表していることから、芯線
がスムーズでないと、輪郭線同士が交差することがある。そのような事態が招来されると
、輪郭の凹凸が大きくなるなど、その描出が不自然になり、したがって、血管の断面積や
太さなどの定量解析の精度が低下するという問題がある。
【００２３】
また、そのような血管の芯線や輪郭は多数の制御点で表されているので、そのマニュアル
編集に余計な手間が掛かる。
【００２４】
ところで、血管疾患には血管が瘤状化する動脈瘤という疾患があるが、その最大径の大き
さが例えば５ｃｍ程度以上、あるいは最大径の経時変化が例えば３ｍｍ／年程度以上の病
状の場合、動脈瘤が破裂する恐れがあるため、外科手術を行う必要があるとされている。
しかしながら、現状では、動脈瘤の最大径をアキシャル像を用いて観察・計測しているた
め、動脈瘤の３次元的な形態や径の経時変化の把握が難しく、医師の診断能力や経験など
に依存するところが大きかった。
【００２５】
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本発明は、上述した従来の管腔状構造体（管腔状組織）の観察及び解析の手法に係る様々
な問題に鑑みてなされたもので、被検体内の血管などの管腔状構造体の３次元的形状の全
体及び部分をより容易に把握でき、これにより、狭窄や瘤などの病変部の如く、観察した
い部位の位置や状態を容易に発見・観察可能にするとともに、診断及び観察を行う操作者
の操作上の負担を著しく軽減でき、これにより、操作能率を向上可能な管腔状構造体の解
析処理装置を提供することを、その主要な目的とする。
【００２６】
また、本発明は、上述した主目的に加え、管腔状構造体と他の組織との位置関係をより容
易に把握できるようにすることを、別の目的とする。
【００２７】
また、本発明は、上述した主目的に加え、管腔状構造体を自然な輪郭で描出できるととも
に、その管腔状構造体の形態をより安定して且つ高精度に解析できるようにすることを、
更に別の目的とする。
【００２８】
さらに、本発明は、上述した主目的に加え、管腔状構造体の芯線や輪郭を設定するときの
制御点のマニュアル編集に要する労力を大幅に軽減できるようにすることを、更に別の目
的とする。
【００２９】
さらに、本発明は、上述した主目的に加え、管状構造体の瘤などの局所的な病変部の３次
元構造の経時変化に関わる情報を的確に提供でき、これにより、病変部の過去との比較観
察及び今後の予測を容易にすることを、更に別の目的とする。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明に係る管腔状構造体の解析処理装置は、その一態様と
して、被検体の３次元の画像データを取得する取得手段と、前記３次元の画像データに基
づいてボリュームレンダリング画像、任意断面での平面リフォーマット画像、及びＭＩＰ
（最大値投影）画像のうちの少なくとも１つの画像を生成する画像生成手段と、前記３次
元の画像データに基づいて曲面リフォーマット画像を生成する曲面リフォーマット画像生
成手段と、前記３次元の画像データに基づいて管腔状構造体の芯線の３次元的な位置情報
を生成する芯線生成手段と、前記ボリュームレンダリング画像、前記平面リフォーマット
画像、及び前記ＭＩＰ画像のうち１つの画像から成る参照画像上に前記芯線の位置情報を
重畳して表示する参照画像表示手段と、前記曲面リフォーマット画像上に前記芯線の位置
情報を重畳して表示する曲面リフォーマット画像表示手段と、前記参照画像表示手段によ
って表示された前記参照画像上に重畳される前記芯線の形状を修正可能な芯線修正手段と
、前記芯線修正手段による前記参照画像上の前記芯線の形状修正に連動して前記芯線の形
状修正に対してほぼ同時に、前記３次元の画像データを基に前記曲面リフォーマット画像
表示手段によって表示される前記曲面リフォーマット画像を再生成し、前記芯線との重畳
表示を更新する曲面リフォーマット画像更新手段と、前記管腔状構造体の形態に関する解
析を行う解析手段と、前記参照画像及び前記曲面リフォーマット画像上に表示される前記
芯線の位置情報が妥当か否かを表す信号を受け付ける受付手段と、前記受付手段によって
受け付けた前記信号が、前記芯線の位置情報が妥当であることを表す場合に、前記解析手
段が前記管腔状構造体の形態に関して解析することを許可する分析許可手段と、を備えた
ことを特徴とする。
【００３４】
　また、本発明に係る管腔状構造体の解析処理装置は、別の態様として、被検体の３次元
の画像データを取得する取得手段と、前記３次元の画像データに基づいてボリュームレン
ダリング画像、任意断面での平面リフォーマット画像、及びＭＩＰ画像のうちの少なくと
も１つの画像を生成する画像生成手段と、前記３次元の画像データに基づいて曲面リフォ
ーマット画像を生成する曲面リフォーマット画像生成手段と、前記３次元の画像データに
基づいて管腔状構造体の芯線の３次元的な位置情報を生成する芯線生成手段と、前記ボリ
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ュームレンダリング画像、前記平面リフォーマット画像、及び前記ＭＩＰ画像のうち１つ
の画像から成る参照画像上に前記芯線の位置情報を重畳して表示する参照画像表示手段と
、前記曲面リフォーマット画像上に前記芯線の位置情報を重畳して表示する曲面リフォー
マット画像表示手段と、前記参照画像表示手段によって表示された前記参照画像上に重畳
される前記芯線の形状を修正可能な芯線修正手段と、前記芯線修正手段による前記参照画
像上の前記芯線の形状修正に連動して前記芯線の形状修正に対してほぼ同時に、前記３次
元の画像データを基に前記曲面リフォーマット画像表示手段によって表示される前記曲面
リフォーマット画像を再生成し、前記芯線との重畳表示を更新する曲面リフォーマット画
像更新手段と、前記参照画像上で、前記管腔状構造体の所望の両端位置と、それら両端位
置の間に位置する所望の０個以上の通過位置とを示す複数のマーカを指定する指定手段と
、前記複数のマーカの順序を前記指定の順序に基づいて決め且つ複数のマーカ対に分ける
手段と、前記各マーカ対を成すマーカ同士を繋ぐ線を前記参照画像上に表示する手段と、
前記参照画像上で前記通過位置を追加のマーカとして追加指定可能な追加指定手段と、前
記追加指定手段を介してマーカが追加指定された場合、追加されたマーカが、それまでに
指定されていた複数のマーカ対のうちのどのマーカ対間に挿入されるべきかを決定して前
記マーカ対の順序を再決定する手段と、前記管腔状構造体の芯線を、前記再決定されたマ
ーカ対に基づいて再生成する手段と、を備えたことを特徴とする。
【００３６】
　さらに、本発明に係る管腔状構造体の解析処理装置は、さらに別の態様として、被検体
の３次元の画像データを取得する取得手段と、前記３次元の画像データに基づいてボリュ
ームレンダリング画像、任意断面での平面リフォーマット画像、及びＭＩＰ画像のうちの
少なくとも１つの画像を生成する画像生成手段と、前記３次元の画像データに基づいて管
腔状構造体の３次元位置情報を有する芯線のデータを生成する芯線生成手段と、前記芯線
のデータに基づいて前記管腔状構造体の伸展画像又は直交断面画像のデータを生成する手
段と、前記芯線を含む前記参照画像と前記芯線を含む前記伸展画像又は前記直交断面画像
とを並べて表示する手段と、前記参照画像及び前記伸展画像それぞれの前記芯線上に、前
記構造体に対する視線情報及び着目点情報を示す位置変更が可能なマーカを指定する手段
と、前記伸展画像上のマーカの位置変更に応じて前記位置変更を反映させた前記参照画像
を再表示する手段と、前記直交断面画像上に前記視線情報を表す方向変更が可能な視線情
報マーカを表示する手段と、前記視線情報マーカの方向が変更されたときに、当該変更に
応じて前記参照画像を再表示する手段と、を備えたことを特徴とする。
【００３８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る管腔状構造体の画像処理装置の好ましい実施の形態について図面を参
照しながら詳細に説明する。
【００３９】
（第１の実施の形態）
第１の実施形態について説明する。
【００４０】
本実施形態に係る画像処理装置は、図１に示すように、医用モダリティと一体に組みこま
れたコンピュータ装置として、医用モダリティに通信ラインを介してオンライン接続され
たコンピュータ装置として、又は、医用モダリティとはオフラインのコンピュータ装置と
して提供される。
【００４１】
このコンピュータ装置は、図１に示すように、ＣＰＵ及びメモリを搭載した画像処理プロ
セッサ１１、プログラムや処理データを記憶する記憶装置１２、表示器１３、及び入力器
１４を備える。上述したように、このコンピュータ装置は必要に応じて外部とのデータ通
信を行うための機能をも有する。
【００４２】
記憶装置１２には、Ｘ線ＣＴスキャナやＭＲＩ装置などの画像診断装置（医用モダリティ
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られてくる。この３次元画像データは、この記憶装置に設けられた光磁気ディスク等の大
容量の記録媒体に格納されている。
【００４３】
また、記憶装置１２のハードディスクなどの記録媒体には、本実施形態に係る３次元表示
・解析法を実施するためのプログラムが予め記録されている。これにより、画像処理プロ
セッサ１１は、ＣＰＵ１１１を搭載しており、その起動時にかかるプログラムを読み出し
て、プログラムに記載されている手順にしたがって３次元表示・解析法のための処理を順
次実行する。この実行途中において、３次元表示・解析法に関わる画像を表示器１３に表
示するとともに、入力器１４を介して操作者からの３次元表示・解析法に関わる操作情報
を受け付けるようになっている。このため、画像処理プロセッサ１１、表示器１３、及び
入力器１４は、操作者にとって血管自動抽出の処理を実行するためのインターフェースと
しても機能することができる。
【００４４】
このようなハードウエア構成により、上述した３次元表示・解析法のプログラムを実行す
ることで、図２に示す機能が得られる。
【００４５】
本実施形態では、本提案書には、造影ＣＴ／ＭＲＩを用いて撮影した血管の３次元画像を
もとに、血管の形態を効果的に観察する方法と定量解析するソフトウエアに必要ないくつ
かの技術が含まれる。主要な技術は以下の３つである。
（１）：参照用ＶＲ／ＭＩＰ／ＭＰＲ画面の画面垂直と、血管の芯線（中心線など）の直
交断面画像の画面上下方向を連動させ、直交断面画像のカーソルバーと血管芯線に沿った
curved ＭＰＲ画像（straight view）を連動させて３つの画面を表示する。
（２）：抽出した血管芯線を少ない代表点で表現される滑らかな曲線に当てはめ、さらに
あてはめた血管芯線を元に血管表面を抽出し、その結果を少ない輪郭点であらわされる滑
らかな曲面に当てはめ、それら滑らかな血管芯線と、滑らかな曲面をリサンプリングして
straight viewを表示する。
（３）：血管芯線を滑らかに当てはめる際に、血管の半径より血管芯線の曲率半径が大き
くなるように血管芯線の曲率に対してペナルティーを課す。
【００４６】
次いで、図２を参照して、画像プロセッサ１１により実行される、本実施形態に係る血管
解析の処理を説明する。なお、ここでは、管腔状組織は血管である場合について説明する
。
【００４７】
（画像データの読み込み）
まず、医用画像診断装置による解析対象の血管が写り込んだ画像データの収集、又は、そ
の収集済みの３次元画像データの読み込みが行われ、この３次元画像データから３次元又
は２次元の参照用画像を作成してプライマリ画面として表示する（ステップＳ１）。この
参照用画像は、ボリュームレンダリング画像、任意断面での平面リフォーマット画像、Ｍ
ＩＰ（最大値投影）画像などのうち、少なくとも１種類の画像である。画像データは、こ
こではヘリカルＣＴを用いて体軸方向のある距離にわたって撮影した３次元の画像データ
である。解析対象と血管を含んでいる３次元の画像データであれば、ＭＲＩ装置や超音波
診断装置で撮影した画像データなど、他の種類の画像データであってもよい。画像データ
は、典型的には５１２×５１２の画素から構成された体軸断面の画像（スライス画像）を
２ｍｍ程度の間隔で２００枚程度撮影した画像データである。
【００４８】
【外１】
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【００４９】
【外２】

【００５０】
また、“Onno Wink, Wiro J. Niessen, "Fast Delineation and Visualization of Vesse
ls in 3-D Angiographic Images", IEEE Trans. Med. Imag., Vol. 19, No. 4, 2000”に
は、指定した点から血管内を自動的にトラッキングして、血管の芯線とサーフェースを抽
出する方法が記載されている（ベッセルトラッキング法）。
【００５１】
（血管芯線の表示と修正）
次いで、抽出した血管芯線の点列が画面上に表示され、操作者の判断により、必要に応じ
て、この点列の修正が行われる（ステップＳ４）。図３に、この画面表示の例を示す。
【００５２】
平面リフォーマット画像（図３（ａ）参照）は任意の向きを向く平面での３次元画像の断
面図をグレースケールで表示したものである。図３（ａ）では簡単のため血管内腔ＩＢを
灰色で示している。血管以外の部分もグレースケールとして表示されるが、同図ではすべ
て白で示されている。太い実線ＳＬは抽出した血管芯線を表している。血管芯線ＳＬは３
次元的な曲線として表現されているため、一般的に平面リフォーマット画像と同一の断面
にないが、この平面に投影した曲線として重畳表示される。太い実線ＳＬの上に示される
四角のマークＭＫは曲線を手動修正するための制御点であり、この点を、操作者がマウス
などを操作して移動させることにより、曲線の形状を修正することができる。
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【００５３】
曲面リフォーマット画像（図３（ａ）参照）は、平面リフォーマット画像の芯線（太い実
線ＭＫ）の上の各点を通り、平面リフォーマット画像の平面に垂直な直線の集合として表
される曲面で３次元画像を切断したグレースケール画像を２次元平面に引き伸ばした画像
である。平面リフォーマット画像と同様に、図３（ｂ）上では血管内腔ＩＢが灰色で表さ
れている。平面リフォーマット画像では、血管が３次元的に屈曲していると画像には血管
の全範囲が表示されるとは限らないが、血管芯線ＳＬが血管内部を通る線であるため、曲
面リフォーマット画像では芯線ＳＬが定義されている全範囲にわたって血管が描画されて
いる。このため、曲面リフォーマット画像を観察することで、血管の全範囲にわたって太
さなどの情報を得ることができる。
【００５４】
このように、曲面リフォーマット画像は血管の形態情報を観察するために有効である。曲
面リフォーマット画像にも血管芯線（太い実線）ＳＬと手動修正のための制御点ＭＫが表
示されている。平面リフォーマット画像の制御点ＭＫと曲面リフォーマット画像の制御点
ＭＫの位置を修正することにより、芯線を３次元的に修正することができる。
【００５５】
本実施形態では、平面リフォーマット画像の芯線を修正したとき、修正された新しい芯線
に対応する曲面リフォーマット画像を再作成して表示される。これにより、曲面リフォー
マット画像において、芯線が定義されている全範囲にわたって血管が描画されることが保
証され、血管の形態を正しく把握しながら芯線を修正することができる。
【００５６】
修正が終わり、血管芯線が的確であることを操作者が確認すると、画面上の「確認」ボタ
ンをクリックする。これにより、血管芯線が確定される。このボタンは表示された血管芯
線を操作者が了解する旨を処理ソフトウエアに対して知らせる手段として機能する。この
「確認」ボタンがクリックされると、ソフトウエアは、血管芯線が正しいものとして次に
処理に移行する。「確認」ボタンが押されなければ、表示された血管芯線は未だ確定して
いないか、又は、信頼できないものとみなされ、再度、修正を促す旨の表示を行ったり、
かかる事態をオペレータに告知したり、処理の中止などが実行される。このような判定手
段が具備されたので、画像処理プロセッサは、信頼性の高い結果のみを出力することがで
きる。
【００５７】
（血管輪郭の抽出）
このように血管芯線が確定されると、次いで、血管輪郭の抽出処理が行われる（ステップ
Ｓ５）。この抽出処理は、例えば、従来技術の項で参照した文献“Onno Wink et al., “
Fast delineation and visualization of vessels in 3-D angiographic images”, IEEE
 Trans. Med. Imag., vol. 19, no. 4, 337-346, 2000”に記載の手法を用いて実行され
る。この結果、血管芯上の有限個の点に対応する血管断面（血管芯線に略直交する断面）
での血管の輪郭の形状が、輪郭上の有限個の点の位置情報として得られる。この情報を用
いて、３次元的な曲面を規定することができる。このように規定された曲面は血管表面の
３次元的な形態を表している。
【００５８】
（血管輪郭の抽出の表示と修正）
次いで、上述のようにして得られた血管の輪郭の形状がモニタに表示され、その輪郭上の
有限個の位置情報が、必要に応じて、操作者からの操作に応答して修正される（ステップ
Ｓ６）。
【００５９】
（抽出血管壁の表示）
次いで、上述の血管輪郭抽出により求められた血管表面形状は、図４に示すように、先に
示した平面リフォーマット画像と曲面リフォーマット画像に輪郭線として重畳表示される
（ステップＳ７）。
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【００６０】
この処理を実行するには、輪郭線を求める手段が必要になる。輪郭線は、３次元的な血管
表面と平面リフォーマット画像の平面と曲面リフォーマット画像の曲面との交わりをあら
わす線であり、それの演算及び表示は、制御点で表される血管表面の局所的な曲面とリフ
ォーマット画像の面との局所的な交線を求め表示する処理を、曲面全体にわたって反復す
ることでなされる。血管壁が平面リフォーマット画像と曲面リフォーマット画像に表示さ
れた例を図４（ａ）～（ｃ）に示す。
【００６１】
平面リフォーマット画像と曲面リフォーマット画像Ｂの作成方法は芯線を表示した場合と
同一である。一方、曲面リフォーマット画像Ａは、平面リフォーマット画像の平面に平行
で芯線の各点を通る直線の集合として表される曲面と３次元画像の断面のグレースケール
画像を平面に引き伸ばして表示したものであり、これに、血管芯線（細い実線）ＳＬと輪
郭線（血管壁と曲面の交線）ＣＴが重畳表示されている。曲面リフォーマット画像Ａ，Ｂ
の輪郭線上には曲面形状修正のための制御点（四角）ＭＫが表示されており、マウスなど
のポインティングデバイスを用いて、この制御点ＭＫの位置を動かすことで曲面形状（血
管表面形状）を修正することができる。この修正の一例を図５（ａ），（ｂ）にそれぞれ
示す。
【００６２】
表示された曲面形状は操作者により確認され、適切であると判断されると操作者は「確認
」ボタンをクリックする。「確認」ボタンを押すと表示されている輪郭形状が確定され、
以降の解析処理に利用される。「確認」ボタンがクリックされない場合、輪郭形状は以降
の処理に利用されることはない。これにより、高精度な解析結果を確実に出力できる。
【００６３】
　（抽出血管の表示）
　次いで、抽出した血管が表示される（ステップＳ７）。この血管の表示は、垂直断面画
像を表示するとともに、血管伸展画像を表示することで行われる。
【００６４】
＜垂直断面画像の表示＞
血管の芯線が抽出されると、芯線上の各点において芯線に直交する断面を規定できるので
、これにより、この面における平面リフォーマット画像を垂直断面画像として表示するこ
とができる（図６（ａ）参照）。とくに、画像処理プロセッサ１１は、表示する断面を芯
線に沿って変更する度に、対応する垂直断面画像をリアルタイムに作成して表示すること
ができるようになっている。これは、狭窄など血管の３次元構造の把握する上で有用であ
る。
【００６５】
＜血管伸展画像の表示＞
画像処理プロセッサ１１により、上述の垂直断面画像を芯線上の細かい間隔で作成され、
これを積み重ねることで３次元のボリューム画像が作成される。この作成する垂直断面画
像の特定の位置（中心など）に血管芯線が対応するようにボリューム画像（伸展ボリュー
ム画像）が作成される。このボリューム画像内では、血管芯線は直線となる。この直線に
ほぼ平行な伸展ボリューム画像内の平面が設定され、この平面にて平面リフォーマット画
像が作成される。これにより、血管の芯線を真っ直ぐに伸ばした血管伸展画像が作成され
て、表示される（図６（ａ）参照）。
【００６６】
血管伸展画像は血管の軸方向に沿って太さなどの形状がどのように変化するかを分かりや
すく示しているので、垂直断面画像とは異なる観点での血管の3次元形態を観察する上で
有効である。したがって、垂直断面画像と血管伸展画像とを図６（ａ），（ｂ）のように
組み合わせて表示すると、とくに、その有用性は大となる。
【００６７】
図６（ａ），（ｂ）の領域ＢＶは、作成したリフォーマット画像の血管の領域を表す。太
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い破線ＶＷは、抽出した血管壁の形状を、リフォーマット画像を作成した平面と血管壁が
交わる曲線にて表したものである。血管伸展画像上の縦線Ｌ１は、垂直断面表示画面に表
示される断面の位置を表すカーソルであり、ユーザの操作により画面上で左右に動かすこ
とができる。画像処理プロセッサ１１は、この移動指令に伴って、垂直断面表示画面に、
対応する垂直断面画像をリアルタイムに再描画する。
【００６８】
垂直断面画像上の斜めの線Ｌ２は、血管伸展表示画面の断面を表すカーソルで、同様にユ
ーザの操作により回転させることができる。画像処理プロセッサ１１は、かかる回転操作
に伴って、血管伸展表示画面に、対応する断面をリアルタイムに再描画する。カーソルＬ
１，Ｌ２の両端はクリックポイントになっており、同カーソルを移動させるには、マウス
でここをドラッグさせればよい。カーソルＬ１，Ｌ２それぞれの脇に付した三角形は、断
面をどちらの方向から見た画像を表示させているかを示す記号である。
【００６９】
なお、画像処理プロセッサ１１において実際に血管伸展画像及び垂直断面画像を作成する
場合、上記のように伸展ボリュームを中間的に作成し、平面リフォーマットの手法を用い
て血管伸展画像を作成する方法に限らず、抽出した血管芯線から直接、血管伸展画像を作
成することもできる。かかる血管伸展画像の具体的な作成方法については後述する。
【００７０】
一方、画像処理プロセッサ１１は、必要に応じて、血管伸展の表示状態から、平面リフォ
ーマット画像に基づくＭＩＰ画像に切り替えることもできるように構成されている。これ
により、ＭＰＲ法による血管伸展画像の場合、血管芯線が抽出血管壁からはみ出すと、抽
出血管が途切れる可能性があるが、ＭＩＰ画像に切り替えることで途切れの無い像を提供
することができる。
【００７１】
（解析範囲指定・計測点指定／狭窄率解析）
次いで、上述の描出血管の表示が完了すると、画像処理プロセッサ１１では、狭窄率の解
析範囲及び計測点の指定が可能になり、この指定に応じた狭窄率の解析が可能になる（ス
テップＳ８，Ｓ９）。
【００７２】
狭窄率解析を行うためにはまず、計測点を指定する必要がある。この計測点の指定は、画
像処理プロセッサ１１により、以下のように行われる。
【００７３】
図７は計測点を指定するための画面の例である。この画面には血管伸展画像と垂直断面画
像が表示され、さらに“Ｏ”，“Ｒ”とラベル付けされたボタンが表示されている。血管
伸展表示画面（図７（ａ）参照）においてカーソルＬ１を移動して垂直断面画像上で血管
が最も細くなっていると観察される位置にカーソルＬ１を合わせ、ここで“Ｏ”ボタンを
選択すると、そのときのカーソルＬ１の位置に縦線が表示され、その縦線に“Ｏ”とラベ
ルが打たれる。さらに、正常の太さであると観察される位置にカーソルＬ１を合わせて、
“Ｒ”ボタンを押すと、同様に縦線が表示され、“Ｒ”とラベルが打たれる。“Ｏ”また
は“Ｒ”のラベルが打たれた付近には、その断面レベルでの血管太さが表示される。
【００７４】
このように、“Ｏ”または“Ｒ”のラベル付けされた計測点を指定した後も、カーソルを
移動させた後に再度“Ｒ”ボタンなどを押すことで、再指定が可能である。また、指定し
た点を表す線をドラッグすることにより、計測点の位置を修正できるように構成してもよ
い。
【００７５】
血管の太さの計測には、抽出された血管壁の情報が利用される。３次元的に撮影された血
管では血管の太さを表すには断面積の他に、平均直径や最小径を用いることができる。例
えば、Ｒ部（正常部）の計測点については平均直径を表示し、Ｏ部（最狭窄部）の計測点
については最小直径を表示するように構成してもよい。
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【００７６】
画像処理プロセッサ１１は、狭窄率を「｛（正常部直径－狭窄部直径）／正常部直径｝×
１００（％）」の演算式で算出するとともに、この算出結果値をＯ部（最狭窄部）の計測
点の位置に表示する縦線付近に表示する。Ｒ部（正常部）の計測点の数は１つに限定され
ず、２以上を指定することもできる。Ｒ部（正常部）の計測点が一つだけの場合、正常部
直径としてＲ部の直径を用い、一方、複数指定された場合、正常部直径として複数のＲ部
の直径の平均値を正常部直径とすればよい。
【００７７】
平均直径や最小直径を求めるには次のようにする。血管壁抽出の結果として血管のある断
面像での血管輪郭の形状が得られている。この輪郭は、図８に示すように、領域ＲＣの周
囲の線で表されている。この領域ＲＣを含む平面内で、角度θの方向を向く直線を考えと
、この直線の片側のみに全ての血管領域が収まるような直線ＬＮ１，ＬＮ２が２つ存在す
る。２つの直線ＬＮ１，ＬＮ２は平行であり、その距離ｄ（θ）は角度θの方向に投影し
た血管の太さを表す。平均直径はこのｄ（θ）の平均値であり、最小直径はｄ（θ）の最
小値である。平均直径及び最小直径は角度θの基準方向（どの向きをθ＝０とするか）に
は依存しないので、基準方向は断面毎に任意に決定すればよい。その他にも、実効直径（
＝面積の平方根）を用いることもできる。
【００７８】
（断面積カーブ／直径カーブ）
なお、画像処理プロセッサ１１は、上述した狭窄率の解析（ステップＳ９）の一部の処理
として、血管に関わる各種の要素のデータ列を演算して、それをグラフとして表示するよ
うに構成してもよい。
【００７９】
血管芯線上の点を血管芯線に沿って移動させながら、血管腔面積、平均直径、実行直径、
最小直径、及び最大直径を計算すれば、血管の走行に沿って血管の太さがどう変化するか
という情報を示す曲線を描くことができる。同様にO点を変化させて狭窄率を算出すると
、狭窄率が血管に沿ってどう変化するかという曲線を描くことができる。
【００８０】
図９は、血管伸展画像と共に表示した断面積カーブの例を示す。この他にも、これと同様
に、血管腔面積、平均直径、実行直径、最小直径、最大直径、及び／又は、狭窄率に関す
るグラフを適宜作成して表示することができる。操作者は、これらのグラフを観察するこ
とにより、血管のどの部位がどの程度狭窄しているのかについて直感的に把握できるよう
になる。この結果、血管の異常部位を早期に発見できるのみならず、その異常部位の周囲
で血管の太さがどのように変化し、どの程度の長さに渡って異常が進んでいるかというこ
とを、容易に把握できるようになる。
【００８１】
（計測点指定／血管長さの解析）
前述した描出血管の表示が完了すると（ステップＳ７）、画像処理プロセッサ１１は、計
測点を指定して、この指定点に応じた血管長さの解析も可能になる（ステップＳ１０，Ｓ
１１）。
【００８２】
血管芯線を抽出することの他のメリットとして、血管芯線に沿った血管長さの解析が容易
に行えるという点がある。図１０は血管長さの解析画面の例である。
【００８３】
血管伸展表示においてカーソルＬ１を横方向に移動して“Ｐ”ボタンを押すと、１つの計
測点であるＰ点が設定される。並行して表示されるカーブ（例えば断面積カーブ）上には
“Ｐ”の記号が付され、Ｐ点の抽出した血管範囲の先頭からの距離がｍｍ単位で表示され
る。さらにカーソルＬ１を移動させて“Ｄ”ボタンを押すと、別の計測点であるＤ点が設
定され、グラフ上に“Ｄ”の記号が付されるとともに、Ｄ点の血管範囲の先頭からの距離
がｍｍで表示される。
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一旦、計測点を指定した後も、カーソルを移動させた後に、再度“Ｐ”または“Ｄ”ボタ
ンを押すことにより、指定し直すことができるようになっている。また、指定した計測点
を表す線をドラッグすることにより、その位置を修正できるようにしてもよい。
【００８５】
【外３】

【００８６】
このような血管長さの解析及びその表示法によれば、操作者は、血管伸展画像上で左右方
向にカーソルＬ１を動かすことのみで、血管芯線上の２点を指定することができる。この
とき、操作者は、血管の太さの変化を血管伸展画像と断面積カーブで観察しながら、かか
る計測点を決定することができる。従来のように、ボリュームレンダリング画面で３次元
空間上の計測点を指定する場合には、このような対比を行いながら計測点を決定すること
は困難であり、指定した計測点が操作者の意図した点であるか否かを判断することも画面
上からは困難であった。それに比べると、本実施形態に係る血管伸展画面上での計測点の
指定法は、指定した計測点が血管のどの部分であるかということを容易に把握できる上に
、必要に応じて、一度指定した計測点の位置を簡単に修正できることから、長さの解析結
果の信頼性も高くなる。
【００８７】
（計測点指定／血管屈曲角度の解析）
前述した描出血管の表示が完了すると（ステップＳ７）、画像処理プロセッサ１１は、計
測点を指定して、この指定点に応じた血管屈曲角度の解析も可能になる（ステップＳ１２
，Ｓ１３）。
【００８８】
【外４】
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【００８９】
［第１の実施形態に適用可能な種々の追加の形態］
続いて、上述した第１の実施形態に係る管腔状構造体の画像処理装置の基本的な構成に追
加的に適用可能な種々の追加の形態を、図面を参照して説明する。
【００９０】
（第１の追加の形態）
この第１の追加の形態は、画像処理プロセッサ１１により実行される、オリエンテーショ
ン（空間的な位置関係）の把握を容易化するために処理に関する。
【００９１】
（１．１）血管伸展表示におけるオリエンテーション（マーカ表示）
オリエンテーションの把握を容易化させる１つの処理として、血管伸展表示におけるオリ
エンテーション指示機能がある。具体的には、マーカ表示である。
【００９２】
図１１（ａ）～（ｃ）に示す如く、血管伸展画像上の血管壁Ａ（左），Ｂ（右）に対応し
て、プライマリ画面の対応する血管壁に○、×などのマーカが表示される。これにより、
血管の左右方向の関係を示す。
【００９３】
捩れ量の補正を行なう場合と行わない場合の両方とも可能な表示である。血管伸展画像に
見かけ上の血管のねじれが存在すると、位置関係の把握がしにくくなるという問題を解決
するため、血管伸展画像上の血管壁上に例えば○または×などのマーカを表示すると、プ
ライマリ画面では血管壁の対応する位置に同じ種類のマーカが表示される。同様のマーカ
表示は、直交断面画像でも行われる（図１１（ａ）参照）。
【００９４】
図１１（ｂ）は、血管伸展表示のカーソルバーに対応する血管の位置に、プライマリ画面
上の血管の両側にマーカを表示する例である。直交断面ではマーカの対応する位置は血管
壁の左右の２点であり、ここに対応するマーカが表示される。
【００９５】
図１１（ｃ）は、直交断面像上の同図（ａ）と同じ位置にマーカを表示し、プライマリ画
面にも同図（ａ）と同じ位置にマーカを表示し、さらにプライマリ画面に血管輪郭の形状
を重畳表示する例である。血管伸展画像には、プライマリ画面にて２つのマーカ（○と×
）による２つの左右の位置関係に対応して、カーソルバーの右側および左側に対応するマ
ーカが表示される。
【００９６】
（１．２）血管伸展表示におけるオリエンテーション（曲がったクリップ面）オリエンテ
ーションの把握を容易化させる別の処理として、血管伸展表示における、曲がったクリッ
プ面を用いたオリエンテーション指示機能がある。
【００９７】
例えば、図１２（ａ）に示すように、血管伸展画像の断面に対応する曲がったクリッピン
グ面をプライマリ画面に表示して、血管伸展表示の面のオリエンテーションが把握できる
ようにする。また、同図（ｂ）に示すように、血管伸展画像の法線方向をプライマリ画面
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【００９８】
（ａ）：具体的には、ボリュームレンダリング画像を表示する範囲を示すクリッピング用
のボリュームデータを用意し、このボリュームデータの各々のボクセル位置が血管芯線か
らの距離がある一定値より近く、かつ、血管伸展表示にて断面より手前側に存在する領域
の内部であるかどうかを判定し、その判定結果をクリッピング用ボリュームデータに反映
させる。プライマリ画面にボリュームレンダリング画像を表示する際は、クリッピング用
ボリュームデータを参照し、判定結果が偽だった領域のみを表示する。クリッピング用ボ
リュームデータは、ボリュームの全ボクセルに対応して真または偽の判定結果を記録する
ようなボクセルデータとして記憶してもよいし、そのようなデータ全部を保存するのと等
価な情報圧縮した形態で記憶してもよい。
【００９９】
（ｂ）：血管伸展画面上のカーソルバーの位置に対応する線Ａを、プライマリ画面のボリ
ュームレンダリング画像、ＭＩＰ画像、または平面リフォーマット画像に表示し、血管伸
展表示画面に垂直で画面手前側を向くベクトルを求め、このベクトルの向きを向く矢印を
プライマリ画面の線Ａの血管芯線に相当する位置に表示させる。
【０１００】
（１．３）プライマリ画面から血管伸展表示へ連動
オリエンテーションの把握を容易化させる更に別の処理として、プライマリ画面から血管
伸展表示へ連動処理が提供される。
【０１０１】
血管伸展表示及び直交断面表示は、血管の太さの変化や断面形状を観察するには便利な表
示方法であるが、観察対象の血管と他の組織との位置関係を把握するのが難しいという面
が指摘されている。これは、それら断面に表示されている画像だけでは、断面自体が周囲
の組織の中でどこを切断した断面なのかについて、位置関係を容易に把握することができ
ないためである。
【０１０２】
そこで、この例では、血管伸展画像と直交断面画像の他に、これら断面像の位置と関連す
る視線方向を持つプライマリ画像を一緒に提供すると、この問題を解決することができる
。
【０１０３】
図１３は、血管伸展画像、直交断面画像、及びプライマリ画像の３つの画面が一つの画面
内に表示された例である。
【０１０４】
プライマリ画面には、ある視線方向にて観察対象の部分のＭＩＰ画像が表示されている。
ここでは１例としてＭＩＰ画像としたが、ボリュームレンダリング画像や平面リフォーマ
ット画像が表示されるようになっていてもよい。視線方向はマウスやキーボードの操作に
より変更が可能に構成されている。
【０１０５】
具体的には、この画面を初めて表示する場合、或いは、操作者の操作により視線方向が変
更された場合には、画像プロセッサ１１により、これでの操作者の操作によって決められ
る初期視線方向を表す座標変換行列または変更された新しい視線方向を表す座標変換行列
を用いて、プライマリ画面が描画される。
【０１０６】
次に、プライマリ画面の視線方向ベクトルに垂直で、血管芯線を通り、血管芯線に垂直な
直線を横軸にとった曲面リフォーマット画像が作成され、この画像が血管伸展表示画面に
表示される。
【０１０７】
【外５】
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【０１０８】
【外６】

【０１０９】
【外７】

【０１１０】
これにより、プライマリ画面の奥方向が直交断面表示画面のおよそ下方向を向く用に対応
付けられるため、直交断面画像の向きを容易に把握できる。また、プライマリ画面におよ
そ平行な断面が血管伸展画像になるため、血管伸展画像がどの断面であるのかについて、
容易に把握することができる。
【０１１１】
（第２の追加の形態）
この第２の追加の形態は、画像処理プロセッサ１１により実行される、血管伸展表示から
プライマリ画面への連動（タンジェンシャルビューモード）に関する。
【０１１２】
上述した第１の追加の形態にあっては、プライマリ画面の奥行き方向と直交断面表示画面
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の画面縦方向がおよそ一致し、血管伸展表示画面の断面がプライマリ画面の画面に平行な
面におよそ一致するように、３つの画面を連動させることにより断面の位置を容易に把握
できるようにしている。この連動表示は、プライマリ画面の向きが勝手に変更されること
がないため、プライマリ画面において周囲の組織と画面の向きとの関係を操作者が見失う
ことが無いことから、通常の大雑把な位置関係の把握に有効な方法である。
【０１１３】
しかし、血管伸展表示画面にて血管周辺に表示されている細かい構造物が３次元空間上の
どこに位置するのかについて確認したい場合など、断面の位置を正確に把握する必要があ
る場合には、上述した第１の追加の形態に係る手法は必ずしも十分ではない。つまり、お
よその位置関係しか把握することができないため、作業が手間取ってしまう場合がある。
本追加の形態では、そのような場合に有用な画面の連動方法（タンジェンシャルビューモ
ード）が提供される。具体的には、以下のような手順で、画像処理プロセッサ１１により
実行される。
【０１１４】
（１）：上述の第１の追加の形態に係る表示状態から本追加の形態に係る表示状態に変更
するモード変更の操作を操作者が行うと、画像処理プロセッサ１１は、これに応答して以
下の処理を順次行う。
【０１１５】
【外８】

【０１１６】
（３）：プライマリ画面内に、血管伸展表示のカーソルバーに対応した位置にマーカを表
示する。
【０１１７】
【外９】

【外１０】
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【０１１８】
このため、プライマリ画面として平面リフォーマット画像を選択した場合、血管伸展表示
のカーソルバー上の画像は、プライマリ画面にてマーカから横方向に伸びる直線の画像と
断面が完全に一致している。従って、血管伸展表示画面に表示されている血管の周囲の細
かい構造物にカーソルバーを合わせることにより、同一の構造物をプライマリ画面に表示
させることが可能になる。従って、このプライマリ画像を観察することにより、この構造
物がどのようなものであるかを正確にかつ容易に確認できるようになる。また、プライマ
リ画面を平面リフォーマット画像からＭＩＰ画像やボリュームレンダリング画像に切り替
えることは、この確認作業を補助してより正確に画像を理解する上で有用である。
【０１１９】
上述した連動表示は、直交断面画像の回転からプライマリ画面へ連動にも適用することが
できる。
【０１２０】
【外１１】

【０１２１】
なお、このように、視線ベクトルを回転させる操作は、前述した第１の追加の形態の表示
モードのときにも有用である。
【０１２２】
（第３の追加の形態）
この第３の追加の形態は、画像処理プロセッサ１１により実行される、血管芯線に沿った
フライスルーに関する。
【０１２３】
（３．１）血管芯線に沿ったナビゲーション（視点の表示と芯線回りの回転）前述した第
２の追加の形態に係るタンジェンシャルビューモードでは、血管伸展表示画面のカーソル
バーの位置を中心にボリュームレンダリング画像を表示し、カーソルバーの移動に応じて
ボリュームレンダリング画像を変更することができる。これにより、血管芯線上の１点を
ボリュームレンダリング画面の中心に保ったまま、画面中心を血管芯線に沿って動かすこ
とで、観察対象領域を血管芯線に沿って容易にナビゲーションすることが可能になってい
る。さらに、その観察対象領域での血管断面を、血管伸展表示と直交断面表示で観察する
ことができるため、異常領域を血管芯線に沿って観察していくことが、ボリュームレンダ
リング画像と血管断面画像とを併用することで、より確実に行えるようになる。
【０１２４】
このような用途では、ボリュームレンダリング画像をパースペクティブレンダリングで作
成することが有用である。図１５は、前述した第２の追加の形態における操作・観察方法
（タンジェンシャルビュー）をパースペクティブレンダリングで行う際に、どこからどこ
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を見ているかということの把握を容易にするため、観察対象点と視点を直交断面画像に表
示した例である。
【０１２５】
図１５に示す表示画面において、直交断面表示画面の右わきにあるスライドバーは、画像
処理プロセッサ１１のソフトウエア処理によって、観察対象点と視点の距離を調節する機
能を有する。このスライドバーを「近」側に動かすと、視点を近くに変更してボリューム
レンダリング（ＶＲ）画像を再描画し、これに応じて、直交断面表示画面の視点マーカが
観察対象点の近くに移動する。同時に、ボリュームレンダリング（ＶＲ）画像の観察対象
点にもマーカが表示される。スライドバーを反対側に動かすと逆の動作をする。さらに無
限遠まで動かすと、平行投影でボリュームレンダリングを作成し、視点マーカは表示され
なくなる。
【０１２６】
本追加の形態により、タンジェンシャルビューモードにて視点の距離を調整してパースペ
クティブレンダリングで表示する機能が得られる。加えて、視点がどこにあるのかを示す
情報が表示されるため、パースペクティブボリュームレンダリング画像がどこから見た画
像であるかについて、容易に把握できるようになる。本追加の形態では、プライマリ画面
にボリュームレンダリング画像を表示する例を説明したが、ＭＩＰ画像やサーフェースレ
ンダリング画像を用いても同様の効果が得られる。
【０１２７】
（３．２）血管芯線に沿ったフライスルー（視点が血管内外にあるときのオパシティー切
り替え）
ここまで説明した状態ではプライマリ画面の視線方向は血管芯線の接線ベクトルに直交し
ている。図１５のプライマリ画面の右側にあるスライドバーを用いると、この視点の向き
をＳ点側（近位部側）またはＥ点側（遠位部側）に倒すことができる。例えばスライドバ
ーを逆行（０°）の位置に移動させると、視点が血管芯線の接線ベクトルにより指される
向きに移動する。このとき観察対象点と視点との距離は変わらない。この状態を図１６に
示す。
【０１２８】
この図１６の場合、血管伸展画像と直交断面画像に観察対象点と視点が表示されている。
プライマリ画面には、かかる視点から観察対象点の方向を見たボリュームレンダリング画
像が透視投影法にて表示される。ボリュームレンダリング画像を作成する際、血管内部が
観察できるような表示条件が選択されている。
【０１２９】
例えば、図１７に示すように、予め２つのオパシティーカーブを設定され、それらを切り
替えて表示される。オパシティーカーブ１は血管内が不透明で表示されるオパシティーカ
ーブで、視点が血管外にあるときに適用される。オパシティーカーブ２は血管外が不透明
で表示されるオパシティーカーブで、視点が血管内にあるとき適用される。
【０１３０】
２つのオパシティーカーブの切り替えは、画像処理プロセッサ１１により、次のように行
われる。視点周辺の画素値の加重平均をとり、その平均画素値での不透明度が低い方のオ
パシティーカーブを用いる。この場合、用いるオパシティーカーブは３つ以上であっても
よい。さらに、これら複数のオパシティーカーブは単一の、オパシティーカーブから反転
などの操作で生成したものであってよい。オパシティーカーブが２つの場合と実質的に同
じことであるが、２つのオパシティーカーブが交差する画素値を予め求めておき、その値
と視点周辺の平均画素値とを比べてオパシティーカーブを切り替えてもよい。画素値が一
番大きい（小さい）点でのオパシティーカーブの値の大小関係を予め求めておき、視点周
辺の画素値が、オパシティーカーブが交差する画素値より大きいときは、予め求めておい
た大小関係を用いてオパシティーカーブ１を選択する。オパシティーカーブの交差点より
視点周辺の平均画素値が小さいときは、大小関係を反転させる。オパシティーカーブの交
差点が複数存在する場合は、始点周辺の画素値より大きい範囲でオパシティーカーブの交
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差する回数を求め、その回数が奇数の場合のみ大小関係を判定させる。
【０１３１】
さらに、血管の内側又は外側が表示されたボリュームレンダリング画像を操作者が観察し
ている際に、オパシティーカーブが交差する画素値を、容易に調整できるようになってい
ることが望ましい。具体的な方法としては、オパシティーカーブ１をｆ１（ｉ）、オパシ
ティーカーブ２をｆ２（ｉ）としたとき、調整後のオパシティーカーブをｆ１（ｉ－αｇ
（ｉ－ｘ）），ｆ２（ｉ－αｇ（ｉ－ｘ））とする。ｘは２つのオパシティーカーブが交
差する画素値あり、ｇ（ｉ）はｇ（０）＝１、ｇ（－∞）＝ｇ（∞）＝０となる単峰性の
関数であり、この関数は係数αの値を変えることにより調整することができる。係数αを
０より大きくすると、オパシティーカーブの交差点が大きくなり、反対に、係数αを０よ
り小さくすると、交差点が小さい方に移動する。血管の観察部位（太さの違いや起始部か
らの距離）により造影強度が若干異なるために、オパシティーカーブ自体や血管内外の切
り替え点を微調整する必要があるが、このように、切り替え点の微調整機能を設けること
により、複数のオパシティーカーブを各々独立に修正するよりも大幅に少ない手数で、切
り替えポイントを変更でき、観察部位毎に微調整の操作が大幅に簡単になる。
【０１３２】
他の切り替え方法として、オパシティーカーブは一つだけ用い、視点周辺の平均画素値で
のオパシティーがある値を超えていたら、自動的にオパシティーカーブを反転させるよう
に構成してもよい。この手法の場合、オパシティーカーブを２つ設定する必要がなく、簡
単な構成で血管内部の観察と外部の観察を切り替えることができる。また、視点が抽出し
た血管壁の内部又外部の何れにあるのかについて、抽出した血管壁のデータから判定して
表示条件を切り替えるようにしてもよい。この手法によれば、オパシティーカーブを変え
ることで、血管の内部観察と外部観察のオパシティーカーブの切り替え条件が変更される
ことが無いため、２つのオパシティーカーブを自由に変更することができ、操作者が血管
内部観察用と外部観察用のオパシティーカーブをそれぞれの目的に合致するように最適な
条件に設定することができる。
【０１３３】
（第４の追加の形態）
この第４の追加の形態は、画像処理プロセッサ１１により実行される、通過点を指定した
血管芯線抽出方法に関する。
【０１３４】
血管の芯線を抽出する際、始点Ｓと終点Ｅを指定するのみでＳ－Ｅ間の芯線を抽出できれ
ば良いが、その間に血管の閉塞部が存在する場合など、自動的にはＳ－Ｅ間を接続できな
い場合がある。
【０１３５】
本追加の形態は、そのような不都合に着目したもので、閉塞部が存在する場合など、多く
の場合に、通過点を追加で指定することによって、Ｓ－Ｅ間を接続できるようにするもの
である。図１８（ａ）に示す例は、血管の閉塞と分岐が存在しているために、Ｓ－Ｅ間の
芯線の抽出を間違えている状態を示している。
【０１３６】
この場合、図１８（ｂ）に示すように通過点Ｍを指定し、Ｓ－Ｍ間とＭ－Ｅ間の芯線を別
々に抽出すればよい。太線はＳ－Ｍ間の芯線で正しい芯線が抽出されているが、Ｍ－Ｅ間
（太い破線）は、その間に完全閉塞があるために、各々途中までしか抽出されておらず、
Ｍ－Ｅ間が連結していない。この場合、画像処理プロセッサ１１は、点Ｍから抽出した芯
線と点Ｅから抽出した芯線を接続する最も短い線（細い破線）で２つの分断した芯線を接
続する。こうして得られたＳ－Ｍ間の芯線とＭ－Ｅ間の芯線を連結して最終的にＳ－Ｅ間
の芯線が求められる。
【０１３７】
このような血管抽出法は、画像処理プロセッサ１１により、次のような手順で実行される
。つまり、画像処理プロセッサ１１は、
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（１）：血管の抽出する範囲を指定するＳ点とＥ点の指定を受け付ける。
（２）：Ｓ，Ｅ点の範囲の血管芯線を抽出する。
（３）：抽出した血管芯線を、プライマリ画面のＭＩＰ画像，ＶＲ（ボリュームレンダリ
ング）画像、又は平面リフォーマット画像に重畳表示する。
（４）：操作者の操作に応答して会話的に重畳表示したプライマリ画面の断面位置や断面
向き、視線方向などを変更する。このインターフェース機能を用いて操作者は抽出された
血管芯線が正しいか判定する。
（５）：操作者から正しいと判定した旨の情報を受けた場合、画像処理プロセッサ１１は
、抽出された血管芯線に基づいて血管伸展表示を行なう。このステップによって、操作者
が判定した結果を、ソフトウエアに拠る次の処理に指示を与えることができ、また、正し
く抽出された結果のみを用いて血管伸展表示を行うことができる。さらに、これ以降に実
行される、血管芯線を用いた血管壁の抽出や、血管狭窄率の解析などの処理を的確に行え
るようになる。
（６）：一方、操作者から正しくないと判定した旨の情報を受けた場合、前述した第１の
実施形態で説明したように、操作者に、画面上で手動修正を実行させるか、血管芯線の通
過点を加えさせて血管芯線の抽出を再実行させるかを選択させることができる。後者の再
実行が選択された場合、プライマリ画面上で操作者がマウスなどを用いて指定した点が通
過点Ｍ１として追加登録される。
（７）：通過点が一つ登録されると、Ｓ－Ｍ１－Ｅのという順序関係が設定され、順序関
係を操作者が確認できるようにＳ－Ｍ１とＭ１－Ｅの２本の点線が表示される（図１９（
ａ）参照）。
（８）：通過点がもう一つ設定されると（Ｍ２）、２つの線分から点Ｍ２までの最短距離
ｌ１，ｌ２を算出が算出され、距離の短い方の線分の間に、新たな通過点Ｍ２が追加され
る（図１９（ｂ）参照）。図１９（ｂ）の場合、Ｍ１－Ｅ間の線分の方が近いため、点の
順序関係はＳ－Ｍ１－Ｍ２－Ｅとなる。操作者の意図しない方に追加された場合は、追加
された点を削除し、正しい順序関係となるような線分（この場合Ｍ１－Ｍ２間の線分）の
近くに点を追加し、この点を所望の位置に移動させるという操作を行えばよい。
（９）：点の追加が終了したら、操作者が「再抽出ボタン」を押すと、血管芯線の再抽出
が実行される。
（１０）：この再抽出は、具体的には、まず、設定されている順序関係から全ての２点間
の組を抜き出す。この例の場合、Ｓ－Ｍ１，Ｍ１－Ｍ２，Ｍ２－Ｅの３つである。
（１１）：次いで、これら３つの点の組の間で、各々血管芯線の抽出を行う。この際、両
端点から伸びる２つの線が連結していない場合、それらの線の最近点同士を結んで、１本
の線に連結させる。
（１２）：抽出された３つの血管芯線を連結してＳ－Ｅ間の１本の血管芯線を作成する。
（１３）：再びステップ（４）に戻って血管芯線を表示し、操作者に正しく抽出されてい
るかの確認を行わせる。この処理は、血管芯線が正しく抽出されるか、血管芯線を手動修
正して正しい芯線に直すか、または血管芯線の抽出操作自体をキャンセルするまで反復さ
れる。
【０１３８】
このような処理機構を設けることにより、通過点を数点（典型的には１点）追加指定する
のみで、高精度に且つ安定して血管芯線を抽出できる。この結果、血管芯線の修正を手作
業で行うのに比べて、手間が大幅に低減される。
【０１３９】
（第５の追加の形態）
この第の追加の形態は、画像処理プロセッサ１１により実行される、血管芯線とサーフェ
ースのスムーシングに関する。
【０１４０】
（５．１）概要
前述した第１の実施形態に記載では、ベッセルトラッキング法やスケルトナイゼーション
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法などを用いて、抽出した芯線からそのまま血管伸展表示や直交断面表示を行うように構
成されている。しかし、一般に抽出した芯線そのものには細かい蛇行がある。血管伸展画
像や直交断面画像は、血管芯線に垂直な面で画像をリサンプリングして生成するので、血
管に蛇行があると、それが細かい蛇行であっても、芯線に垂直な面の向きは不揃いになっ
てしまい、結果として血管伸展画像や直交断面画像が非常に不自然なものになってしまう
ことがある。このため、抽出した血管内腔表面のデータにも同様に細かい起伏が存在する
ことになるので、血管太さの解析や狭窄率の解析の精度を向上させるためには、スムージ
ングを実行して滑らかな血管芯線とサーフェースにすることが望ましい。
【０１４１】
また、抽出した芯線は多くの点を用いた点列として表現され、典型的にはその点の間隔は
およそ１ｍｍ程度である。抽出した芯線はそれが常に正しいという絶対の保証があるわけ
ではない。このため、操作者の確認を受けて、必要ならば、修正できることが望ましい。
しかし、細かい間隔の点で構成された点列で表される血管芯線を修正するために、全ての
点を画面に表示して一つ一つの点を３次元的に移動させて修正することは、手数が多くな
り、現実的な方法ではない。実用的なスムージング処理を提供するためには、より簡単に
血管芯線の形状を修正できる操作方法を実現する必要がある。血管内腔表面の形状の修正
に関しても同様のことが言える。
【０１４２】
そこで、本追加の形態は、スムージング処理を前述した基本処理の中に追加的に組み込ん
で簡単に実行できるようにしたものである。
【０１４３】
具体的には、本追加の形態では、血管芯線や血管内腔表面の抽出の結果として得られた血
管中心線や血管内腔表面のデータを、滑らかな血管中心線や血管内腔表面にし、かつ、少
ない制御点で表されるように変換する方法を提供する。
【０１４４】
（５．２）処理手順
図２１に示す処理の流れ図を参照して、スムージングの詳細な手順を説明する。この処理
は、画像処理プロセッサ１１により実行される。
【０１４５】
【外１２】

【０１４６】
【外１３】
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【０１４７】
【外１４】

【０１４８】
【外１５】

【０１４９】
【外１６】

【０１５０】
（５）：サーフェースの当てはめ
次いで、画像処理プロセッサ１１は、サーフェース抽出で求められた距離Ｒ´ijに対して
、血管長手方向にＭ個、周方向にＮ個のＭ×Ｎ個の代表点を通る滑らかな曲面Ｒ（Ｕ，Θ
）をあてはめ、Ｒ（ｉ－１，Θｊ）＝Ｒij（ｉ＝１，…，Ｍ，ｊ＝１．．Ｎ）を求める（
ステップＳ２６）。Θｊは等間隔にとった周方向の角度である。
【０１５１】
このようにして得られた血管表面は、Ｍ×Ｎ個の少数の代表点で表されているので、これ
らの点を画面に表示し、必要に応じて、点をマウスでドラッグすることにより、点の位置
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【０１５２】
（６）：サーフェースのリサンプリング
最後に、画像処理プロセッサ１１は、当てはめた曲面上のｍ×ｎ個の点ｒij（ｉ＝１，…
，ｍ，ｊ＝１，…，ｎ）を補間により求める〔ステップＳ２７：図２０（ａ）～（ｃ）参
照〕。
【０１５３】
ここで、上述した処理に用いる演算を詳述する。
【外１７】

【０１５４】
【数１】
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【０１５５】
【数２】

【０１５６】
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【数３】

【０１５７】
【数４】

【０１５８】
同じことであるが、次のようにも表せる。
【数５】

【０１５９】
補間公式は以下のようなベクトル形式で書き表すこともできる。
【数６】

【０１６０】
【外１８】
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【０１６１】
【外１９】

【０１６２】
【数７】
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【０１６３】
【外２０】

【０１６４】
【外２１】
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＜周期関数の当てはめと補間＞
血管サーフェースを表現する関数Ｒ(U,Θ)は円周方向に対して1周３６０度を周期とする
周期関数になっている。周期関数の当てはめと補間は、Ｒij (i=1..m, j=1..n) のjに関
する両端の処理を工夫することによって通常の非周期関数と同じように行うことができる
。すなわち、ｊ=1のときはＲi,j-1 =Ｒinとし、ｊ=nのときはＲi,j+1=Ｒi1と考える。
【０１６６】
【外２２】

【０１６７】
【数８】
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【０１６８】
解析積分を行えば、曲線上の点を表す媒介変数から曲線に沿った距離を求める関数を得る
ことができ、この関数を演算することにより高速に距離を求めることができる。
【０１６９】
＜始点から指定された距離にある点の座標＞
血管伸展表示は、抽出した血管の始点から血管芯線に沿った距離を，例えば縦軸にとって
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表示している。従って、血管伸展表示画面を作成するには，血管芯線に沿って指定された
距離にある血管芯線上の点を特定する処理が必要になる。最も単純な方法は、血管芯線を
区間ごとに分け、それぞれの区間では芯線が直線であると仮定する方法である。しかし、
実際には芯線は曲線であるため、このような方法で決定した点は正確でないという問題が
ある。
【０１７０】
これを解決するには、それぞれの区間毎に曲線に沿った距離を算出し、その値を元に点を
求めるという方法をとることが望ましい。また点の決定には、血管芯線を区間ごとに分け
、それぞれの区間ごとの距離を算出する処理が必要になるため、血管伸展表示を更新する
たびに、このような処理を行うと、処理に時間がかかってしまう。その結果、血管伸展表
示の更新がすばやく行われず、操作者にとって使いにくいという問題が生じる。この問題
は、区間ごとの曲線に沿った距離を予め算出し、区間毎に記憶しておくことにより回避す
ることができる。
【０１７１】
具体的には、次のステップにより血管芯線に沿って指定された距離にある血管芯線上の点
を、高速にかつ高精度に求めることができる。
（１）：当てはめた曲線を複数の区間に分割し、それぞれの区間の距離を予め算出してお
く。代わりに、曲線の始点からの累積距離を予め算出しておく方法でもよい。この方法の
方が高速に演算できる。
（２）：算出した点間距離を元に、点Ａからある距離にある点が存在する区間を決定する
。
（３）：点Ａとその区間の間にある全区間の距離から、点が存在する区間内の残余距離を
求める。
（４）：決定された区間の距離と残余距離の比から、区間内の曲線を表す媒介変数を求め
る。
（５）：求めた媒介変数から、点の座標を算出する。
【０１７２】
この一連のステップの中で、ステップ（４）の変わりに、解析積分で得られた媒介変数か
ら距離を求める関数の逆関数を演算する方法を用いるのもよい。この手法によれば、より
正確に点を求めることができる。
【０１７３】
（第６の追加の形態）
この第６の追加の形態は、輪郭の交差を回避するための血管芯線曲率の調節方法に係り、
この方法は画像処理プロセッサ１１のソフトウエア処理により実行される。
【０１７４】
上述の第５の追加の形態では、血管の表面を表現するために血管芯線に垂直な断面での血
管内腔の輪郭を求め、血管芯線上の多数の点に対応する血管輪郭をもって血管表面の３次
元的な構造を表現している。しかしながら、一般には、血管芯線には細かい蛇行が存在し
、その場合、隣り合う輪郭（＝隣り合う血管芯線上の点に対応する輪郭同士）が交差する
ことがある。交差が存在するような血管芯線を用いて血管伸展表示を行うと、表示がきわ
めて不自然になってしまう。また、交差が存在する輪郭を用いて狭窄率などの定量解析を
行うと、その結果が不正確になるという問題がある。
【０１７５】
本追加の形態では、血管芯線の曲率を自動調整する仕組みを備えることで、輪郭の交差を
回避する手法が提供される。具体的には、血管芯線の曲率を調整するには、抽出した血管
芯線上の点に対して滑らかな曲線を当てはめる際に、曲線の曲率半径（曲率の逆数）を求
め、その値が血管の半径を基準として、それよりも大きくなるように、曲率の大きさに応
じてペナルティーを課すという手法を用いる。この結果、当てはめた曲線は抽出した血管
芯線上の点の近くを通り（２乗誤差が小さく）、かつ曲率半径が概ね血管半径より大きい
（ペナルティーが小さい）ものとなる。
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【０１７６】
（６．１）曲率の計算
【数９】

【０１７７】
（６．２）曲率に対するペナルティーを課した血管芯線の当てはめ方法
曲線の当てはめに先立って、各断面位置での輪郭線から最小半径の逆数αiを求めておく
。これより曲率が大きいときにペナルティーをかけたいのだから、断面iの位置での曲率k
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iがαiに比べて大きいときに、ペナルティーが大きな値になるようにする。このようなペ
ナルティー関数の一例はPenalty = fΣi (ki/αi)

2である。fは調整可能な正則化パラメ
ータで、その初期値はspline関数当てはめの誤差の２乗和から予め求めておくことができ
る。Penaltyは次のような２次形式で書くことができる。
【０１７８】
【数１０】

【０１７９】
【外２３】

【０１８０】
【数１１】

により求める。これにより、曲率が相対的に大きな芯線を回避することができる。どの程
度曲率が小さくなるかは、fの大きさにより調節することができる。前述した第５の追加
の形態では、点の移動距離(=２乗誤差)が小さくなるように最小２乗法を用いたが、fを大
きくすることにより、移動距離が大きくても曲率が小さい曲線が選ばれるようになる。あ
るfを初期値として与えて上記のように曲線を推定したとき、k>αとなるような芯線上の
点が存在した場合、断面の交差が存在する可能性がある。そのような場合は、fを一定割
合だけ小さくして曲線を推定し直す。この演算を反復することにより、断面交差が無い芯
線を求めることができる。
【０１８１】
（６．３）芯線の血管輪郭からのはみ出しの対策
はみ出しをなくすには上記と逆のことを行えばよい。すなわち、一旦推定した曲線の輪郭
からのはみ出しがあった場合はfを一定割合だけ小さくし、再び推定を行う。これを、は
み出しがなくなるまで反復すれば、はみ出しのない曲線を求めることができる。
【０１８２】
（第７の追加の形態）
この第７の追加の形態は、仮想正常血管壁推定と狭窄率の算出に係り、具体的な演算は画
像処理プロセッサ１１のソフトウエア処理により実行される。
【０１８３】
（７．１）仮想正常血管推定
前述した第１の実施形態では、血管の狭窄率を解析するために、血管の正常部と狭窄部の
位置を操作者が指定し、それぞれの直径、断面積などを自動計算して、それらの値を基に
狭窄率を算出していた。この方法の場合、正常部と狭窄部を操作者が指定することから、
操作者の操作の仕方によっては、算出される値が変化してしまうこともあった。
【０１８４】
本追加の形態では、仮想的に狭窄が無かったときの血管壁の形状を推定し、その血管壁に
対して、抽出した血管壁がどの程度狭窄しているのかということを示す情報を求める。こ
の手法にあっては、仮想正常血管の太さは血管の1点のみでなく、ある範囲にわたる抽出
血管の太さから決定されるため、操作者の操作の仕方の違いによる狭窄情報の差は小さく
、さらに、最も狭窄した部位が自動的に算出されるため、操作者の操作の違いによる結果
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のばらつきが小さいという特徴がある。
【０１８５】
具体的な処理法として、画像処理プロセッサ１１は、最初に、血管芯線と血管表面を抽出
する。この抽出には、上述した第１の実施形態から、それに適用可能な第１～第６の追加
の形態で説明した各種の手法を用いることができる。抽出された血管芯線と血管表面は、
第５の追加の形態に示したデータで表現されている。ただし、複数の輪郭の代表点の数は
同一になっている。
【０１８６】
【外２４】

【０１８７】
今、j番目の点のみに着目し、Ｒijを血管芯線方向に並べた数値の組Ｒ1j, Ｒ2j, ..., Ｒ

mjを考える。図２３には、この数値それぞれをプロットしたグラフを示す。同図において
横軸には距離ｌiをとっている。
【０１８８】
図２３において、太線は、プロットした点を近似する回帰直線である。回帰直線が求めら
れたら、Ｒijとの差のＥij を求めて記録しておく。このような操作を全てのjに対して実
行する。
【０１８９】
【外２５】

【０１９０】
【外２６】

【０１９１】
反復を終了した時点での回帰直線yj(l)を図２４に示す。同図において、黒丸はＲijに対
応する回帰直線上の値Ｒ'jj=yj(li)であり、これをＲijの代わりに用いた血管表面が、仮
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想正常血管の血管内腔を表す。
【０１９２】
（７．２）狭窄率算出法と狭窄率カーブ
スプライン補間などの補間手法を用いれば、血管芯線の先頭からの全ての距離ｌに対する
血管輪郭の形状を求めることができる。同様に、回帰直線からは全ての距離ｌに対する仮
想正常血管の輪郭の形状を求めることができる。これら抽出した輪郭形状と仮想正常血管
の輪郭形状の各々に対して、それぞれ断面積Ａ（ｌ）およびＡｒ（ｌ）を求め、さらに、
狭窄率曲線ｓ（ｌ）＝１００×（１－Ａ（ｌ）／Ａｒ（ｌ））を求める。これらをグラフ
化した一例を図２４に示す。
【０１９３】
この例によれば、前述した第１の実施形態のときと同様に、狭窄率の算出には断面積のほ
か、最大径、最小径、平均径、実効径などを用いることができる。最終的な解析結果とし
て、狭窄率カーブの最大値が、この血管の狭窄率として表示される。
【０１９４】
なお、仮想正常血管壁を求める別の手法として、全てのjに対して回帰直線を求める代わ
りに、前述した第５の追加の形態で説明した滑らかな曲線を当てはめる手法を適用するこ
ともできる。この手法を採用する場合、芯線方向に対して直線近似するほか、滑らかな曲
線で近似することもできる。これにより、血管の長い範囲に対して仮想正常血管を求める
ことができる。
【０１９５】
（７．３）異常血管の範囲を除外した仮想正常血管推定
血管抽出にて得られた輪郭の形状は、細かい分岐などに因り、血管の太さよりも局部的に
太い輪郭が抽出されることがある。そのような部分は仮想正常血管の推定に悪影響を及ぼ
すので、仮想正常血管の推定の際にｍその異常部分がデータから除外されるようになって
いる方が望ましい。本追加の形態では、これを実現する２つの手法が提供される。
【０１９６】
　（ａ）：１つの手法は、断面における抽出血管の輪郭の最大径が隣接する断面の輪郭よ
りも一定割合以上大きい場合には、その断面の輪郭は輪郭抽出のミスであると判断して仮
想正常血管の推定の際に、その輪郭のデータを用いないで推定処理を行うようにする。具
体的には、画像処理プロセッサ１１は、Ｎ個の輪郭に対して各々、対象内か対象外かを保
持する記憶領域を設け、輪郭の最大径が隣接する断面の輪郭より、一定割合以上大きい場
合には、対象外と記録する。仮想正常血管推定の際は、対象外と記録したデータのみを用
いて（すなわち、最初からそれだけの輪郭しか存在しないものとして）、推定処理を行う
。これにより、仮想正常血管表面を推定するときの安定性を向上させることができる。除
外された範囲は、血管伸展表示の際、範囲の外と異なる色調で表示することで、その範囲
が除外されていることを操作者が告知することができる。
【０１９７】
（ｂ）：もう１つの手法は、操作者が指定した範囲の断面をフィッティングの対象外にす
るものである。
【０１９８】
同様に、操作者が不適当と考える断面の範囲をフィッティングの対象外に設定する機能が
あれば、推定の安定性を向上させることができる。範囲指定には血管伸展表示のカーソル
バーを用いて、狭窄率解析の対象範囲を指定するのと同様の方法で範囲の先頭と末尾を指
定することで除外範囲を指定することができる。除外範囲は複数設定することもできる。
また、狭窄率解析の範囲を複数指定できるようにし、対象範囲を選択できるようにしても
同じ効果を得ることができる。
【０１９９】
（ａ）、（ｂ）どちらの手法であっても、対象外として指定された範囲に対しては、抽出
血管表面と断面積カーブを非表示にする。
【０２００】
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（第８の追加の形態）
この第８の追加の形態は、仮想正常血管芯線とそれを用いた血管伸展表示に係り、そのた
めの具体的な演算は画像処理プロセッサ１１のソフトウエア処理により実行される。
【０２０１】
（８．１）仮想芯線の算出
芯線に垂直な血管断面を用いる限り、断面の交差と曲線のはみ出しの両方を除くことがで
きない場合がある。また、芯線に垂直な面の交差が無い場合、この芯線は血管からもはみ
でる場合がある。図２６に示すように、このような垂直断面の交差のない芯線を血管走行
線と呼ぶとともに、血管内腔からのはみ出しのない芯線を管腔内走行線と呼ぶことにする
。
【０２０２】
血管走行線は断面の交差がないため、血管伸展表示や直交断面表示を行うのに有用である
。しかし、血管からのはみ出しが存在する可能性があるため、これを用いて血管伸展表示
を行うと、血管内腔を観察できない領域が存在する可能性がある。これを解決するため、
血管伸展表示に次のような手法が適用される。
【０２０３】
画像処理装置１１は、前述した第５、６の追加の形態で説明した手法を用いて、血管走行
線を予め求めておく。次に、血管走行線に垂直な断面での血管輪郭から輪郭内の点を求め
、これらの点の列として管腔内走行線を求める（図２７参照）。輪郭内の点としては輪郭
内部の重心位置や、輪郭内部にあり且つ全ての輪郭線から最も遠い箇所にある点などを用
いることができる。
【０２０４】
血管伸展表示や直交断面表示を行うには、管腔内走行線を用いるが、その処理の過程で管
腔内走行線に直交する面又は線を求める際、その代替の面及び線として、血管走行線に直
交する面又は線を求めて採用する。このようにすれば、血管伸展画像の中央には必ず血管
の内部が表示され、かつ、断面の交差のない自然な血管伸展表示を行うことができる（図
２８（ａ）～（ｃ）参照）。なお、この手法で表示した直交断面画像は血管伸展表示で中
心になる管腔内走行線に直交していないが、便宜上、直交断面画像（又は直交断面表示）
と呼ぶことにする。
【０２０５】
血管走行線を用いた血管伸展表示と本追加の形態に拠る血管伸展表示とは次のような関係
にある。血管走行線を用いた直交断面画像は、血管輪郭の中心が画面中心から外れている
ことがある（図２８（ｂ）参照）。本追加の形態に拠り作成した直交断面画像もこれと同
一の断面を表示させることができ、輪郭の中心が画面中心になるように平行移動されてい
ることが特徴である（図２８（ｃ）参照）。血管伸展表示は直交断面画像の中央の1ライ
ンを、断面位置を変えながら集めて縦に並べたものとみなせる。従って、血管伸展画像に
は大きな血管の蛇行はなく、血管の幅の中央の線がほぼ画面の中央に配置される。
【０２０６】
管腔内走行線を求める際に用いる血管表面データは、抽出した血管表面そのものを用いる
こともできるし、滑らかな表面で当てはめたスムージング結果を用いることもできる。さ
らには、第７の追加の形態で説明した手法により作成した仮想血管壁の輪郭を用いてもよ
い。特に、仮想血管壁を用いると、血管の狭窄などが取り除かれているため、輪郭の代表
点が血管の狭窄などに左右されることが無く、より蛇行の少ない自然な血管伸展画像を表
示させることができ、一層効果的である。
【０２０７】
（８．２）仮想芯線を用いた血管伸展表示
抽出された血管には適当なスムーシングが施され、血管芯線とその周囲の血管表面（抽出
血管表面）で表されて、MPR画像、 Curved MPR画像、血管伸展画像、血管断面画像、 MIP
画像、又は、ボリュームレンダリング画像に作成される。その後、抽出血管表面に対して
狭窄などの異常領域が無いとしたときの仮想的な血管表面（仮想正常血管表面）が推定さ
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れ、仮想正常血管表面で表される血管の太さと抽出血管表面で表される血管の太さに基づ
いて狭窄率などの定量解析がなされる。仮想正常血管表面は抽出血管表面と同様に様々な
画面に表示される。
【０２０８】
血管芯線は、血管のどこを通る線であるかが定義されているものではなく、ある場合には
血管内の造影剤の領域の中心付近を通るとされる。この場合には、血管芯線に垂直な断面
に基づいた血管伸展画像（straight view）や血管断面画像（perpendicular view）は断
面同士が交差する可能性がある。また、狭窄部位では狭窄内の中心を通るように芯線が選
ばれるので、芯線は屈曲することになり、この屈曲した芯線に基づいた血管伸展画像は血
管本来の３次元的な形態と大きく異なってしまうことがある。
【０２０９】
一方で、血管芯線は垂直断面の血管壁内での交差を避けるために、強いスムーシングが施
され、一部、血管壁の外側を通る可能性もある。このような血管芯線に基づいて垂直な断
面を使って作成した血管伸展画像や血管断面画像は断面の交差を避けることができるが、
血管の強い屈曲部にて芯線が血管壁の外側を通る可能性があり、この強い屈曲部にて血管
壁が血管伸展画像の基準線に対して左右に大きく蛇行してしまうことがある。本来ならば
、このような血管の蛇行は望ましくなく、血管伸展画像には血管壁の局所的な形状変化だ
けが表現されるのが望ましい。
【０２１０】
本手法では、上記２つの芯線と異なるもう一つの定義を導入する。この定義によれば、芯
線は推定された仮想血管表面の中心を通ると決められる。他の定義と区別するために、以
下の説明では、この芯線を仮想芯線と呼ぶ。仮想芯線を用いて血管伸展画像を表示させる
と、その血管伸展画像における血管の蛇行を抑えることができる。仮想芯線は狭窄があっ
てもそれを無視した正常血管の中心を通るので、これに基づいて表現された抽出血管は、
狭窄による血管径の変化を表現することができる。ただし、仮想芯線に直交する断面は、
場合によっては、断面交差が起こる可能性があるため、不自然な血管伸展画像が表示され
る可能性がある。これを回避するために、血管芯線と必ずしも直交しない断面を用いて血
管伸展画像を作成し、断面交差を回避することによる不自然な表示を避けることが望まし
い。
【０２１１】
求めた仮想芯線は、MIP画像又はCurved MPR画像に表示するとともに、血管伸展画像と直
交断面画像の作成に用いる。血管伸展表示と直交断面表示は、血管芯線（従来の芯線）を
元にした表示と仮想芯線を元にした表示とをできるようになっており、両者を切り替える
ことができる。血管芯線を元に表示した場合、その血管伸展画像に仮想芯線をグラフィッ
クで重畳表示させることができる。
【０２１２】
（第９の追加の形態）
この第９の追加の形態は、血管の輪郭点の対応付けに係り、そのための具体的な演算は画
像処理プロセッサ１１のソフトウエア処理により実行される。
【０２１３】
（９．１）トロイダルグラフを用いた輪郭点対応付け
従来技術の項で示したベッセルトラッキング法は血管の断面の輪郭形状に大きな凹の部分
がある場合、血管壁を適切に描出できないことがある。図２９（ａ）は、そのように適切
に抽出できない血管壁の例である。ベッセルトラッキング法では輪郭の内部の１点から放
射状に輪郭を検出していくので、同図のように、飛び出した血管壁部分が描出されないこ
とが起こり得る。
【０２１４】
このような描出洩れを生じさせないようにするには、図２９（ｂ）に示すように、血管内
部の出発点の周辺に小さな円状に点を配置し、この円の直交方向に点を移動させながら血
管壁を検出するという方法がある。円周状の点が血管壁に到達すると、それ以上、点が動
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かないように処理することで、飛び出た血管壁の部分の輪郭も抽出することができるよう
になる。
【０２１５】
本追加の形態では、ある点から放射方向にのびる半直線上に輪郭が２以上存在する可能性
がある場合に、追加的に必要になる手法について説明する。
【０２１６】
【外２７】

【０２１７】
３次元的な血管表面の形状は、血管芯線方向の多数の輪郭で構成されている。第５の追加
の形態で説明した血管壁の滑らかな曲面への当てはめや補間の手法、及び、第７の追加の
形態で説明した仮想正常血管壁の推定を実行するには、輪郭点の数が各輪郭毎に同一であ
る必要があり、かつ、輪郭内のどの点が他の輪郭のどの点が対応するかという点対応が取
れている必要がある。ところが、血管抽出の手法によっては、輪郭毎に点が異なってしま
ったり、点対応が取れていないことがあるため、以下に説明するように、点対応付けを行
う必要がある。
【０２１８】
ここでは、２つの輪郭の間で点対応をとる手法について説明する。まず、２つの輪郭ので
最近点対を求め、トロイダルグラフを作成する（図３０参照）。最近点対とは２つの輪郭
のどちらから見ても互いに最も近い点となるような点のペアである。輪郭状の点は輪郭に
沿った媒介変数によって表すことができるので、最近点対は輪郭Ａの媒介変数と輪郭Ｂの
媒介変数の２つの数値により表すことができる。最近点対は一般に複数存在する。トロイ
ダルグラフは、図３０に示すように、横軸に輪郭Ａの媒介変数を、縦軸に輪郭Bの媒介変
数をそれぞれとり、これら複数の最近点対を表す媒介変数の組をプロットしたものである
。図３０には、たくさんの最近点対が×印で示されている。
【０２１９】
　次に、トロイダルグラフを傾き１の１本の直線で近似する。この際、輪郭Ｂの媒介変数
が０より小さいか又は１より大きい場合には、この範囲の直線に１を足すか又は１を引く
かして媒介変数は０から１の範囲になるように処理する。例えば、輪郭を１０等分したい
場合を考えると、媒介変数Ａを０から１まで１０等分した０．１間隔で刻む。これにより
、輪郭Ａ上に１０個の点が取り直されたことになる。これら媒介変数Ａの１０個の値に対
応する媒介変数Ｂの値を直線から求める。これにより、輪郭Ｂ上に輪郭Ａの１０個の点に
対応する１０個の点が取り直されたことになる。図３１に示すように、これら対応付けら
れた１０個の点はトロイダルグラフ上に丸印で示されている。
【０２２０】
次に、輪郭Ｂと輪郭Ｃの点対応付けを取るには、トロイダルグラフを作成し最近点対を直
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線近似し、先ほど求められた輪郭Ｂの１０個の媒介変数に対応する輪郭Ｃの媒介変数を求
める。このような操作を続けていくことにより、全ての輪郭の点対応付けを行うことがで
きる。
【０２２１】
媒介変数としては、第５の追加の形態で説明した媒介変数Ｕを０から１の範囲になるよう
にした変数を用いるのが最も簡単だが、輪郭の曲線に沿った長さを０から１の範囲になる
ように変換したものを用いると、点の対応付けにより発生する輪郭形状の変形を小さくす
ることができる。また、最近点対を用いたトロイダルグラフを直線近似する代わりに、よ
り簡便な方法として、片方の輪郭Ａを媒介変数で等分する点から最も近い輪郭Ｂ上の点を
用いることもできる。
【０２２２】
（９．２）輪郭点対応付けによる血管壁修正
上述の点対応付け手法を組み込むことにより、一旦、抽出した血管壁を画面に表示して、
その形状をインターラクティブに修正することができる。図３２（ａ）は修正する前の輪
郭形状の例である。既に滑らかな曲面を当てはめた後の状態を示しており、少数の制御点
で滑らかな輪郭が表されている。これらの制御点は、画面中央の点（血管芯線の代表点）
からの角度を等間隔にとることによって既に輪郭間の点対応が取れているものとする。
【０２２３】
まず、本追加の形態に係る輪郭点対応付けを行わない場合を考える。その場合、白丸で表
された制御点を移動させて輪郭形状を修正するのであるが、修正した輪郭が仮想正常血管
壁の推定に利用されることを考えると、修正には制約があることがわかる。まず、制御点
の数を変えてはならず、しかも、血管芯線の代表点から見た角度を等間隔に取ることによ
り異なる断面間の輪郭間の点対応付けが取れているので、血管芯線の代表点から見た点の
角度を大きく変えることはできない。これらの制約のため、実際上、輪郭の制御点を移動
させることはできない。
【０２２４】
次に、本追加の形態に係る輪郭の点対応付けを行う場合を考える。この場合には、輪郭形
状の修正を行った後、輪郭の点の対応を取り直す処理が行われるため、自由に輪郭を修正
することが可能になる。図３２（ｂ）は修正した輪郭の例である。丸印１の制御点はその
位置を移動させており、丸印２は新しく追加した制御点である。小さい白い丸印で表す制
御点はその位置を全く修正させていない。また、図３２の例のように、飛び出た部分が存
在するような輪郭でも、新たに点を追加することにより、輪郭をより正確に表すことがで
きる。これは、輪郭に沿う媒介変数を用いて対応をとっていることで、可能になる。つま
り、血管芯線の代表点から見た角度に対する条件から、同一の角度方向に２点以上の輪郭
が存在する場合を表現できないからである。
【０２２５】
このように輪郭点の対応付け処理は、輪郭をマニュアルで修正するための中心的な役割を
果たすとともに、任意の形状の輪郭を表現するためにも重要である。
【０２２６】
（第１０の追加の形態）
この第１０の追加の形態は、ねじれ問題の回避方法に係り、そのための具体的な演算は画
像処理プロセッサ１１のソフトウエア処理により実行される。
【０２２７】
上述した第９の追加の形態に係る輪郭点の対応付け処理を使わない場合、血管芯線の代表
点から見た角度を用いて点対応をとることを余儀無くされる。そこで、この第１０の追加
の形態は、上述した第９の追加の形態に係る輪郭点の対応付け処理を使わない場合に（す
なわち、血管芯線の代表点から見た角度を用いて点対応をとる場合に）生じる血管の捩れ
による問題点を解決する手法を提供する。
【０２２８】
プライマリ画面には、図３３（ａ）に示すように、血管Ｂが表示されているとする。この
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血管Ｂの丸印ＣＬで囲んだ湾曲部が血管伸展表示にどのように表示されるかについて考察
する。なお、図３３（ｂ）は、同図（ａ）に示す矢印方向からみた、血管Ｂの湾曲部を示
している（但し、この湾曲部にプライマリ画面の奥行き方向のねじれがある場合を示す）
。
【０２２９】
いま、図３３（ｂ）の場合とは異なり、血管Ｂの湾曲部はプライマリ画面のほぼ面に沿っ
て湾曲しているものとする。この場合、図３４（ａ）は、図３３（ａ）の画面がプライマ
リ画面となっている場合に表示された血管伸展画像を示す。プライマリ画面に表示された
血管Ｂの血管壁には、便宜上仮想的な２本の線Ｌ１０，Ｌ１１が示されている。太い線Ｌ
１０は血管壁の手前側に描かれており、細い線Ｌ１１は血管壁の湾曲の外側に沿って描か
れている。
【０２３０】
図３４（ｂ）は、この血管Ｂの芯線に沿って曲面リフォーマット画像を作成した様子を表
している。プライマリ画面の手前が曲面リフォーマット画像の左側になるように作成され
るので、太い線Ｌ１０が血管Ｂの左側に表示されている。この図は断面図として示してい
るので、本来は断面の手前や奥に存在するものは表示されないが、断面の位置関係を示す
ため、空間的に手前側に存在する細い線Ｌ１１を重ねて表示している。
【０２３１】
さらに、図３４（ｃ）は、血管伸展表示の（直交断面表示で断面を回転していない場合の
）画像の例を示し、同図（ｂ）を再び血管Ｂの芯線に沿って曲面リフォーマット画像を作
成したものである（double curved ＭＰＲと呼ぶ）。同図（ｂ）で手前側となっている細
い線Ｌ１１が、同図（ｃ）では左側には位置されている。
【０２３２】
図３４（ｄ）に示す３つの断面画像は、血管芯線に直交する断面における画像を、同図（
ｃ）の３つの位置Ｐ１～Ｐ３の断面に対応して示したものである。同図（ｄ）における下
側に存在する線は、プライマリ画面（同図（ａ））にて手前側に存在することを示す。こ
のように血管Ｂがプライマリ画面のほぼ面内方向に屈曲している場合には、同図（ｃ）に
示す血管伸展表示において、太い線Ｌ１０や細い線Ｌ１１はほぼ真っ直ぐに伸びており、
自然な状態で表示されていることがわかる。
【０２３３】
次に、血管伸展表示が不自然に捩れる例を示す。図３５は、プライマリ画面のほぼ前後方
向に血管が屈曲している場合である。太い線Ｌ１０と細い線Ｌ１１は、図３４の例と同じ
位置に走っているが、観察する方向が異なっているために、太い線Ｌ１０は血管Ｂのほぼ
左側に沿っており、細い線Ｌ１１は、血管Ｂの屈曲の外側を走っている。図３４の例と同
じようにして、同図（ｃ）に示す画像（double curved ＭＰＲ）を作成すると、２本の線
Ｌ１０，Ｌ１１が血管Ｂの屈曲部付近で急激にほぼ１８０°捩れていることがわかる。同
図（ｄ）に示す血管断面も、屈曲部を境にして血管Ｂが１８０°回転していることを示し
ている。このように、プライマリ画面の奥行き方向に血管Ｂが屈曲している場合（図３３
（ｂ）の状態参照）、血管伸展表示や直交断面表示に付された血管が不自然に捩れるとい
う現象が発生する。これにより、血管の形状を把握することが困難になってしまうという
更なる未解決の問題が指摘されている。
【０２３４】
さらに、この捩れ現象に伴い、血管の狭窄率の解析結果に及ぼす影響について考える。前
述した第９の追加の形態で説明した輪郭点の対応付け処理を実施しない場合、輪郭点の対
応は、輪郭点の血管芯線からみた角度に基づいて決定される。この角度は、血管直交断面
画像上のある方向を基準にした角度である。一例としては、角度の基準は図３６に示すよ
うに画面下方向に採り、そこから時計方向に測る方法がある。
【０２３５】
輪郭の周方向に８点の制御点をとることにすると、４５度の間隔で８つの制御点が設けら
れることになる。仮想正常血管壁の推定の際は、異なる複数の断面の輪郭にて同様に８つ
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の制御点を設け、それぞれ同じ番号の点が対応するものとし、同じ番号を持つ輪郭点の芯
線からの距離をプロットして回帰直線で近似する処理が行われる。
【０２３６】
このとき、図３７（ａ）に示すように、血管伸展表示したときに、血管に見かけのねじれ
が存在すると、同一の番号（図では４番）をとった輪郭の制御点の列は、実際の血管では
捩れた位置を通ることになる（図の黒い太線を参照）。このように捩れた位置を通るよう
に輪郭の点対応をとり、血管芯線の距離（動径距離）をプロットすると、血管本来の太さ
の変化がないとしても、捩れによっても動径距離の変動が生じてしまう。このため、回帰
直線で近似したものは、元の血管の形状と異なったものになってしまい、正常の血管の表
面とはみなせなくなってしまう。このように、仮想正常血管の推定精度が劣化してしまう
ために、狭窄率の推定結果に誤差が生じてしまうという問題が生じる。
【０２３７】
（１０．１）血管伸展表示と直交断面表示の再計算を手動実行
そこで、本追加の形態は、上述した不都合を回避するために、操作者がプライマリ画面（
ＭＩＰ画像、ＶＲ画像、又はＭＰＲ画像）の向きを血管の観察したい領域が画面に平行に
なるように修正して再計算ボタンを押すと、血管伸展画像及び直交断面画像を作り直す手
法を提供する（図３８（ａ），（ｂ）参照）。
【０２３８】
操作者が再計算ボタンを押すと、画像処理プロセッサ１１は、そのときのプライマリ画面
の視線方向を使って輪郭点を再描出する。抽出した輪郭の形状に対して、直交断面表示の
下方向を基準とした角度を用いて等間隔に制御点を取り直す。振りなおした周方向の点番
号を元に、同じ点番号どうしが対応するように断面間の点対点の対応を取る。仮想正常血
管壁は、この点対点の対応関係を元に推定される。
【０２３９】
また、操作者の再計算ボタンの押し操作に応答して、画像処理プロセッサ１１は、血管伸
展画像と直交断面画像をも、そのときのプライマリ画面の視線方向に応じて再作成して表
示する。
【０２４０】
操作者が再計算ボタンを押したときの画面の向きは、「初期プライマリ画面座標系」とし
て保存される。プライマリ画面の向きは「プライマリ画面座標系」で表されて自由に方向
を変えることができる。ただし、操作者が「original view」ボタンを押すと「初期プラ
イマリ画面座標系」の値が「プライマリ画面座標系」にコピーされ、再計算ボタンを押し
た時点のプライマリ画面の向きに戻されるようになっている。
【０２４１】
（１０．２）捩率法による捩れ補正方法
その他の捩れ体策法を説明する。
【０２４２】
【外２８】
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【０２４３】
【外２９】

【０２４４】
【外３０】

【０２４５】
（１０．４）捩れの大きいところを警告
さらに別の対策は、過度な捩れに対する警告に関する。面内捩れ率τ[degree/cm, radian
/cm]がある閾値（例えば９０ degree/cm）以上であるか否を判断し、その範囲を血管伸展
画像上で、例えば色を付けて警告することができる（図４０の直交断面画像の範囲Ｒ参照
）。血管伸展画像のデータを最初に作成するときに、ダイアログボックスを表示して、色
を付けた部分の意味を説明して操作者の注意を喚起すればよい。
【０２４６】
（第２の実施の形態）
図４０～５０を参照して、本発明に係る管腔状構造体の解析処理装置の第２の実施形態を
説明する。
【０２４７】
この実施形態は、血管像の３次元表示における断面形態の把握、とくに狭窄部の周辺部分
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置を提供するものである。具体的には、かかる解析処理装置に、血管伸展画像(straight 
view)及び直交断面画像(perpendicular view)における抽出領域の輪郭を修正可能な機能
、血管伸展画像に狭窄率カーブを並列表示する機能、対象領域を切り出して３次元表示す
る機能、画像表示位置のジャンプ機能、及びパラメトリック表示機能などを持たせること
を特徴とする。
【０２４８】
本実施形態における管腔状構造体の解析処理装置は、そのハードウエア構成としては、前
述した図１に記載のものと同様に構成される。
【０２４９】
図４１を用いて、本実施形態における処理に関わる各種の構成要素（機能部も含む）を説
明する。
【０２５０】
表示器１３はモニタ表示画面を提供するもので、この画面にはGraphical User Interface
（GUI)部１３Ａと画像表示部１３Ｂが表示される。これにより、表示器１３Ｂは、画像処
理プロセッサ１１に設けたビデオメモリ１１Ａに保持させた画像データを表示することが
できる。GUI部１３Ａは、この解析処理装置を操作するための種々のボタンが配置されて
おり、入力器１４の一部として設けたマウス１４Ａにより操作する。
【０２５１】
これに対し、画像処理プロセッサ１１は、ＣＰＵ１１１、メモリ１１Ｒ、ビデオメモリ１
１Ａなどのハードウエアを備える。このうち、ＣＰＵ１１１が予め記憶装置１２に格納し
てある処理プログラムを読み出すとともに、この処理プログラムに基づいて３次元画像デ
ータを処理することにより、図４１に示す各種の機能部を画像処理プロセッサ１１に与え
るようになっている。
【０２５２】
【外３１】
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【０２５３】
このうち、マウス操作入力処理部１１Ｂは、操作者がマウス１４Ａを介して行ったモニタ
表示画面上の操作に関わるデータ処理を行う。
【０２５４】
画像データ保存部１１Ｃは、記憶装置１２から読み出した３次元画像データを保存する。
この３次元画像データ（以下、ボリューム画像データという）は、体軸方向に垂直な断面
画像が体軸に沿った位置順に管理されており、ボリューム画像データにおける人体方向を
示す情報と共に管理される。
【０２５５】
また、管腔状構造体抽出部１１Ｄは、ボリューム画像データから血管などの管腔状構造体
の画像データを所望の領域抽出法により抽出する。この領域抽出法には、例えば、Marko 
Subasicらの開発したX線CT血管造影像から３次元的に血管および血栓領域を自動抽出する
手法（論文「３-D Image analysis of abdominal aortic aneurysm」 Medical Imaging 2
001：Image Processing、Proceedings of SPIE vol.4322(2001）p388-394参照）を用いる
。抽出した血管領域は管腔状構造体輪郭モデル（輪郭上のサンプル点を頂点とするサーフ
ェイスモデル）としてメモリ１１Ｒに保存する。なお、上述の抽出方法の代わりに、別の
手法を用いてもよい。
【０２５６】
芯線抽出部１１Ｅは、抽出された３次元血管領域の芯線を抽出する。この芯線の抽出方法
には、例えば、Onn Winkらの開発したX線CT血管造影像から三次元的に血管の芯線を自動
抽出する手法（論文「Fast Delineation and Visualization of vessel in 3-D Angiogra
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phy Images」IEEE TRANSACTION ON MEDICAL IMAGING　Vol.19　No.4　April 2000参照）
を用いることができる。なお、この芯線の抽出方法の代わりに、別の手法を用いてもよい
。
【０２５７】
ストレートボリューム作成部１１Ｆは、図４２に示すように、管芯線ＣＬを直線状になる
ようにして、管芯線ＣＬに垂直な断面画像を積み上げてボリュームデータを再構築する。
このとき、画像データ保存部１１Ｃに保存されている画像データの人体方向情報を基に、
人体の胸から背中の向きが断面画像の上方向に向くようにして積み上げる。このようにし
て作成されたデータを「ストレートボリュームデータ」と呼ぶ。
【０２５８】
血管伸展画像（Straight View）作成部１１Ｇは、ストレートボリュームデータにおける
管芯線を含む断面像（ストレートビューともいう：図４２（ｃ）参照）を作成する。とく
に、断面位置変更部１１Ｉにより指定された位置の断面像を作成する。
【０２５９】
また、直交断面画像（Perpendicular View）作成部１１Ｈは、ストレートボリュームデー
タにおける管芯線に垂直な断面像（Perpendicular（直交）ビューともいう：図４２（ｃ
）参照）を作成する。とくに、断面位置変更部１１Ｉにより指定された位置の断面像を作
成する。
【０２６０】
さらに断面位置変更部１１Ｉは、図４３に示す如く、血管伸展画像／直交断面画像を生成
する断面位置を、操作者の操作に応じて決定することができるようになっている。具体的
には、ステップ断面移動モードを有し、この移動モードの元では、設定されたステップ値
（ストレートビューの場合：管芯線を回転軸とした角度／Perpendicularビューの場合：
管芯線に沿った距離もしくはvoxel数）で断面位置を変更できるようになっている。
【０２６１】
また、断面位置変更部１１Ｉは、狭窄率算出部１１Ｍで算出された狭窄率カーブの極大位
置へのジャンプモードを有する。このジャンプモードの元では、操作者がジャンプ指示操
作を行うと、狭窄率の極大値位置をストレートビューの中心に表示するようにし、かつ、
極大値から両側に向かって狭窄率がある値以上の範囲をストレートビューの表示範囲とし
て表示の拡大率を自動設定するようになっている。また、ストレートビューは、狭窄率の
極大値を持つ断面であって最小径を通る断面に設定される。このとき、Perpendicularビ
ューである直交断面画像には、狭窄率の極大値を持つ位置の断面像が表示される。
【０２６２】
なお、ストレートビューの中心位置およびPerpendicularビューの断面位置は、狭窄率カ
ーブの代わりに血管の断面積または径のカーブを用いても設定してもよい。ただし、断面
積または径の場合には、カーブの極小値又は極大値の位置をジャンプ位置とする。動脈瘤
などの場合は、極大値を選択し、狭窄などの場合は極小値を選択する。
【０２６３】
さらに、断面位置変更部１１Ｉは、ＧＵＩ部１３Ａに設定した特定画素値を指定するウィ
ンドウから特定画素値を設定すると、その画素値を持つ領域（例えば、石灰化領域あるい
はsoft plaqueの領域）を含む断面へジャンプするモードを持つ。操作者がかかるジャン
プ指示操作を行うと、現在、ステップ移動モードで設定されているステップ値にて、管芯
線を回転軸にして回転方向および管芯線に沿った方向のそれぞれに、指定された画素値を
含む領域を持つストレートビュー／Perpendicularビューの断面を探索し、その断面を表
示断面に生成する。ジャンプの基準位置は、特定画素値を持つ領域の重心位置とする。探
索の優先順位は、例えば、血管の中枢側から末梢側の方向に、次いで芯線を軸に右回りの
方向である。
【０２６４】
また、構造体輪郭修正部１１Ｊは、図４４に示すように、構造体抽出部１１Ｄで抽出した
管腔状構造体輪郭モデルの輪郭を血管伸展画像（ストレートビュー）および直交断面画像
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（Perpendicularビュー）のそれぞれに重畳表示し、ビデオメモリ１１Ａに書き込むとと
もに、その輪郭を操作者の操作に応じて変更する。管腔状構造体輪郭モデルは輪郭上のサ
ンプル点を頂点に持つモデルであり、その頂点をマウス１４Ａでドラッグすると、頂点は
その操作に応じて断面上で移動する。このとき、移動した頂点の３次元空間において近隣
の頂点も、近隣の頂点を結ぶ近似曲線上に移動し、管腔状構造体輪郭モデルが修正される
。構造体輪郭修正部１１Ｊは、修正結果が血管伸展画像及び直交断面画像のそれぞれに重
畳表示された管腔状構造体輪郭モデルにも反映されるように、ビデオメモリ１１Ａのデー
タを書き換える。
【０２６５】
断面積・径算出部１１Ｌは、管腔状構造体輪郭モデルを基にして、管芯線に垂直な断面の
断面積および管芯線を通る直径および半径を算出する機能を有する。
【０２６６】
また、仮想正常構造体モデル作成部１１Ｋは、管腔状構造体の仮想的な正常時のモデル（
仮想正常構造体モデル）のデータを作成する機能を有する。具体的には、この作成部１１
Ｋは、図４９に示すように、管腔状構造体輪郭モデルの頂点（輪郭上のサンプル点）の管
芯線からの距離（半径）を管芯線の方向にプロットしたグラフを回帰直線で近似する。次
いで、その回帰直線を下回るサンプル点を消去する。この結果、残ったサンプル点におけ
る半径と回帰直線との相対自乗誤差（サンプル点の径－回帰直線の値）^2／（サンプル点
の径）^2の総和があるしきい値以下になるまで、かかる処理を繰り返した場合の回帰直線
から半径を求め直す。次いで、この求め直した半径に応じて、頂点位置を半径方向に移動
させることで、仮想正常管腔状構造体モデルを作成する。なお、回帰直線は回帰曲線であ
ってもよい。
【０２６７】
狭窄率算出部１１Ｍは、構造体輪郭モデルと仮想正常構造体モデルの断面形状に基づいて
管腔状構造体の狭窄率を算出する。
【０２６８】
Perpendicularビューにおける構造体輪郭モデルの断面aの面積Aａと、同じPerpendicular
ビューにおける仮想正常管腔状構造体モデルの断面ｂの面積Abを求める。狭窄率算出部１
１Ｍは、これらの面積値を用いて、狭窄率を、（Ab-Aa）/Ab×100（％）の演算から求め
る。なお、断面Aの最小径（Da）と、断面ｂにおいて対応する位置の径あるいは平均径（D
b）を求め、（Db-Da）/Db×１００（％）値を狭窄率として算出するようにしてもよい。
【０２６９】
狭窄率カーブ作成部１１Ｎは、狭窄率算出部１１Ｍで算出した狭窄率を血管芯線に沿う方
向にプロットした狭窄率カーブを作成する。狭窄率カーブはストレートビューと対応させ
て表示するようにビデオメモリ１１Ａに書き込まれる（図４８参照）。
【０２７０】
さらに、パラメトリック画像作成部１１Ｏの機能を図４５を参照して説明する。このパラ
メトリック画像作成部１１Ｏは、ストレートボリュームにおける構造体輪郭モデルの頂点
をオリジナルの画像データの座標系に変換したポイントを節点とするワイヤーフレームモ
デルを構築し、その節点には、構造体モデルのPerpendicularビューにおける半径、直径
、断面積、又は狭窄率を割り当てる。
【０２７１】
ワイヤーフレームの節点間の距離があるしきい値以下になるまで、隣接４節点の平均座標
位置に節点を追加する。追加した節点に対して、隣接する節点に割り当てられている値（
半径、直径、断面積、又は狭窄率）を節点距離に応じて補間し、かかる値を割り当てる（
これをパラメトリックモデルと呼ぶ）。
【０２７２】
パラメトリック画像作成部１１Ｏは、このように作成されたパラメトリックモデルを用い
て管腔状構造体の３次元表示を行うように構成する。この表示の際、作成部１１Ｏは、節
点に割り当てられている値に応じて表面色を変えるように表示画像データを作成する。こ
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のとき、例えば、あるしきい値以上の節点を持つ表面を赤色で表示するようにデータ作成
してもよいし、節点の値が大きくなるにつれて、例えば連続的に青から赤にグラデーショ
ンさせた色で表示画像を作成するようにしてもよい。作成した画像をパラメトリック画像
と呼ぶ。グラデーション表示する場合には、色と値を視覚的に対応させるために、表示画
像上に表示するカラーバーも作成することが望ましい。
【０２７３】
これら各種の表示態様は、後述する特定領域３次元表示およびボリュームデータ表示の管
腔状構造体の表示にも適応される。また、ボリュームデータ表示においては、パラメータ
の値をアノテーション表示するとよい。
【０２７４】
さらに、特定領域３次元作成部１１Ｐの機能を図４７により説明する。この特定領域３次
元作成部１１Ｐは、ストレートビューで表示されている範囲に対応するオリジナルのボリ
ューム画像データを対象として３次元表示する機能を有する。この３次元表示には、従来
周知の任意断面像および擬似三次元表示（ボリュームレンダリング又はサーフェースレン
ダリング）をフュージョンしてもよい（図４７（ａ），（ｂ）参照）。これにより、３次
元表示におけるopacity設定、画像回転、拡大率の変更、Panningなどの一般的な操作が行
えるようになる。
【０２７５】
このときの任意断面像は、操作者の選択操作に応じて、ストレートビューの断面位置（血
管が屈曲している場合は通常曲面になる）、Perpendicularビューの断面位置、または管
芯線の接線方向の断面として作成される。すなわち、ストレートビューと、Perpendicula
rビューの断面位置を変更すると、任意断面像位置も変更される。
【０２７６】
なお、逆に、この特定領域３次元表示において、任意断面の位置を変更すると、ストレー
トビューとPerpendicularビューの断面位置が連動して変わるように設定してもよい。
【０２７７】
また、任意断面をクリップ面とした、フロントクリップ表示が可能なように設定してもよ
い（図４７（ｅ）参照）。さらに、操作者の選択操作に応じて、仮想正常構造体モデル作
成部１１Ｋで作成した仮想正常構造体モデルをフュージョン表示するように構成してもよ
い（図４７（ｃ）参照）。また、マウス操作による始点および視線方向の変更に応じた画
像を作成するフライスルー表示が可能なように設定してもよい（図４７（ｄ）参照）。な
お、対象領域の範囲はストレートビューの表示範囲とは無関係に任意に指定するようにし
てもよい。
【０２７８】
さらに、ボリュームデータ表示作成部１１Ｑは、ボリューム画像データのMPR像、MIPなど
の投影像、又はボリュームレンダリング像を作成し、その画像上に現在表示されているPe
rpendicularビューの断面位置を示すグラフィックを重畳して画像データを作成し、この
画像データをビデオメモリ１１Ａに書き込むようになっている。
【０２７９】
なお、画像処理プロセッサ１１に設けられるメモリ１１Ｒは、このプロセッサ１１で処理
されるデータを一時的に保持する。また、ビデオメモリ１１Ａは、GUI部１３Ａ及び画像
処理部１３Ｂで作成した画像データを保持する。ビデオメモリの内容がモニタ画面に表示
される。ユーザはマウス１４Ａを用いて、GUI部１３Ａのボタンの操作および画像表示部
１３Ｂに表示された画像の操作を指令することができる。
【０２８０】
次に、図４６、４８、及び５０を参照して、本実施形態に係る管腔状の解析処理装置で実
行される、基本的な画像表示・解析処理の一例を説明する。
【０２８１】
図５０に示すように、画像処理プロセッサ１１は、かかる画像表示・解析処理を、画像デ
ータ選択（ステップＳ４１）、管腔状構造体抽出（ステップＳ４２）、管腔状構造体芯線
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抽出（ステップＳ４３）、デフォルト画像表示（ステップＳ４４／血管伸展表示（ストレ
ートビュー）、直交断面表示（Perpendicularビュー）、ボリュームデータ表示、特定領
域３次元表示のデフォルト条件での表示を含む）、管腔状構造体輪郭モデル修正（ステッ
プＳ４５）、狭窄率算出、狭窄率カーブ表示、パラメトリック画像作成（ステップＳ４６
）、及び画像操作（ステップＳ４７）の順に処理する。画面操作には、ストレートビュー
およびPerpendicularビューの断面位置の移動操作、断面ジャンプ操作、特定領域３次元
画像操作（クリッピングON/OFF）、パラメトリック表示ON/OFF・パラメータ切り替え、及
び、ボリュームデータ表示操作（MPR／投影／ボリュームレンダリング表示切替、表示条
件変更）が含まれる。
【０２８２】
これを更に順に詳述する。
【０２８３】
まず、画像処理プロセッサ１１は、図示しない画像選択GUIを起動させて、画像データ保
存部１１Ｃに保存されているデータの一覧を表示する。操作者が、その一覧の中から所望
の画像データを選択すると、その画像データを例えば記憶装置１２からメモリ１１Ｒに読
み込む（ステップＳ４１）。
【０２８４】
次いで、画像処理プロセッサ１１は、その構造体抽出部１１Ｄにより、メモリ１１Ｒに書
き込まれている画像データに管腔状構造体抽出処理を施し、実際の管腔状構造体輪郭モデ
ルを作成する（ステップＳ４２）。
【０２８５】
次いで、画像処理プロセッサ１１は、その芯線抽出部１１Ｅにより、抽出された管腔状構
造体の管芯線を抽出する（ステップＳ４３）。
【０２８６】
このように準備が整うと、画像処理プロセッサ１１により、図４６に例示するデフォルト
画像がモニタ１３の画像表示部１３Ｂに表示される。具体的には、ストレートボリューム
作成部１１Ｆが、管芯線および画像データを基にストレートボリュームデータを作成する
。この作成に応答して血管伸展画像作成部１１Ｇ及び直交断面画像作成部１１Ｆが起動す
る。すなわち、デフォルトの断面位置・表示条件の元で、ストレートボリュームデータか
ら、血管伸展画像作成部１１Ｇがストレートビューである血管伸展画像を作成し、直交断
面画像作成部１１ＦがPerpendicularビューである直交断面画像を作成し、それらの画像
データをビデオメモリ１１Ａに書き込む。
【０２８７】
また、ボリュームデータ表示作成部１１Ｑにより、デフォルトの表示条件で画像データの
ボリュームデータ表示用の画像が作成され、この画像データがビデオメモリ１１Ａに書き
込まれる。
【０２８８】
さらに、特定領域３次元作成部１１Ｐにより、ストレートビューの表示範囲に対応したオ
リジナルの画像データについて、３次元表示画像が作成され、そのＧ像データがビデオメ
モリ１１Ａに書き込まれる。
【０２８９】
このため、モニタ１３は、ビデオメモリ１１Ａに書き込まれた画像データをデフォルト画
像として例えば図４６に示すように表示する。
【０２９０】
さらに、画像処理プロセッサ１１は、その構造体輪郭修正部１１Ｊを介して、操作者に現
在表示されている血管などの管腔状構造体の輪郭を手動で修正する機械を与える（ステッ
プＳ４５）。
【０２９１】
具体的には、構造体輪郭修正部１１Ｊはその機能により、最初に、構造体抽出部１１Ｄに
より抽出された管腔状構造体の輪郭モデルの輪郭データをビデオメモリ１１Ａに書き込み
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、かかる輪郭モデルを血管伸展画像および直交断面画像それぞれに重畳表示する。この重
畳表示された輪郭モデルを観察した操作者は、その修正を欲する場合、マウス１４Ａなど
を介して輪郭修正の指令を画像処理プロセッサ１１（構造体輪郭修正部１１Ｊ）に与える
。
【０２９２】
管腔状構造体の輪郭モデルは輪郭上のサンプル点を頂点に持つモデルであり、その頂点を
マウス１４Ａでドラッグすると、そのドラッグ操作に応じて頂点を断面上で移動させるこ
とができる。このとき、構造体輪郭修正部１１Ｊの機能により、移動した頂点の３次元空
間における近隣の頂点も、近隣の頂点を結ぶ近似曲線上の適宜な位置に自動的に連動して
移動し、管腔状構造体輪郭モデルが修正される。この修正結果は、ビデオメモリ１１Ａに
おける画像データの書き換え処理を通して、ストレートビューである血管伸展画像および
Perpendicularビューである直交断面画像それぞれに重畳表示された輪郭像にも反映され
る。
【０２９３】
ストレートビュー及びPerpendicularビューの断面位置はそれぞれの断面位置バーＢ１，
Ｂ２をドラッグして個別に移動可能になっている（図４６参照）。また、ステップ移動操
作ボタンＢ３をクリックすると、断面位置変更部１１Ｉにより設定されているステップ量
で断面位置が移動される。この断面位置の画像が血管伸展画像作成部１１Ｇ及び直交断面
画像作成部１１Ｈによりそれぞれ作成され、さらに、構造体輪郭修正部１１Ｊにより、ビ
デオメモリ１１Ａにおける出画像データ書換処理を介して、作成された構造体輪郭モデル
の輪郭がモニタ１３上の血管伸展画像および直交断面画像それぞれに重畳される。
【０２９４】
次いで、画像処理プロセッサ１１により、狭窄率算出、狭窄率カーブ表示、及びパラメト
リック画像作成の処理が実行される（ステップＳ４６：図４８参照）。
【０２９５】
具体的には、操作者が「狭窄率算出ボタンＢ４」をクリックすると、仮想正常構造体モデ
ル作成部１１Ｋはその機能により、既に実際に得られている血管などの構造体輪郭モデル
を基に、その仮想正常構造体モデルを作成する。
【０２９６】
これにより、狭窄率算出部１１Ｍはその機能により、実際の構造体輪郭モデルと仮想正常
構造体モデルとの断面形状から管腔状構造体の狭窄率を算出する。また、ビデオメモリ１
１Ａへのデータ書込みを介して、現在表示されているPerpendicularビューの断面におけ
る狭窄率をPerpendicularビューに重畳表示する。
【０２９７】
また、狭窄率カーブ作成部１１Ｎは、その機能に拠り、狭窄率算出部１１Ｍで算出した狭
窄率を血管芯線に沿う方向にプロットした狭窄率カーブデータを作成する。この狭窄率カ
ーブのデータは、血管伸展画像と対応させて表示するようにビデオメモリ１１Ａに書き込
まれ、図４８に示す如く、モニタ１３に表示される。
【０２９８】
さらに、パラメトリック画像作成部１１Ｏはその機能により、前述のパラメトリックモデ
ルを作成し、メモリ１１Ｒに格納する。
【０２９９】
続いて、画像処理プロセッサ１１は、操作者に種々の画像操作を許す（ステップＳ４７）
。この操作をその種類別に説明する。
【０３００】
＜Ａ：ストレートビュー及びPerpendicularビューの断面位置の移動操作＞
操作者は、ストレートビュー及びPerpendicularビューの断面位置を表す「断面位置バー
」Ｂ２，Ｂ１を画像上でドラッグして移動させることができる。これに応答して、断面位
置変更部１１Ｉにより断面位置が変更され、この変更に応答して、血管伸展画像作成部１
１Ｇ及び直交断面画像作成部１１により、その変更された断面位置の画像データがそれぞ
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れ作成されてビデオメモリ１１Ａに書き込まれる。また、特定領域３次元画像作成部１１
Ｐにより、上記断面位置の変更に対応して、任意断面位置が変更され、その断面位置での
画像データが作成され。この画像データもビデオメモリ１１Ａに書き込まれる。ビデオメ
モリ１１Ａに書き込まれた画像データは一定時間毎に読み出されて、モニタ１３に表示さ
れる。さらに、Perpendicularビューの断面位置が変更された場合には、ボリュームデー
タ表示作成部１１Ｑにより、Perpendicularビューの更新された断面位置を示すグラフィ
ックを画像に重畳させたデータが作成され、ビデオメモリ１１Ａへのデータ書換処理を介
して、かかる画像データがモニタ１３に表示される。
【０３０１】
また、この断面位置操作にあっては、狭窄率の極大位置への断面のジャンプ動作又は特定
画素値を持つ断面へのジャンプ動作がなされる。具体的には、「狭窄率極大ジャンプ」キ
ーＢ５、又は、「特定画素値ジャンプ」キーＢ６がクリックされると、前述したように断
面位置を一気にジャンプさせることができる。この断面位置のジャンプ動作に伴い、上述
と同様に画像表示の更新が自動的に連動して行われる。キーＢ５又はＢ６をクリックする
度に、次の位置にジャンプさせることができる。
【０３０２】
＜Ｂ：特定領域３次元画像操作＞
この特定領域３次元画像操作では、以下のように複数種の操作が可能になっている。
【０３０３】
（Ｂ１）任意断面表示のモード選択
操作者は、GUI部１３Ａを介して、特定領域３次元表示の任意断面位置をストレートビュ
ー断面位置、Perpendicularビュー断面位置、または管芯線の接線方向の断面のうち、何
れかを選択することができる。特定領域３次元作成部１１Ｐは、かかる選択に応じた画像
を作成し、これをビデオメモリ１１Ａに転送するので、このビデオメモリ１１Ａの保持内
容がモニタ１３に表示される。管芯線の接線方向の断面が選択された場合、Perpendicula
rビュー断面に対して垂直であり、且つ、Perpendicularビューとの交線がストレートビュ
ーと同じ交線を持つ断面が設定される。
【０３０４】
（Ｂ２）仮想正常構造体モデルのフュージョン表示
操作者は、GUI部１３Ａを介して、仮想正常構造体モデル表示モードを選択することがで
きる。この選択に応答して、特定領域３次元作成部１１Ｐにより、仮想正常構造体モデル
をフージョンした画像が作成され、この画像データがビデオメモリに転送されて、モニタ
１３に表示される。
【０３０５】
（Ｂ３）フライスルー表示
また、操作者は、GUI部１３Ａを介して、フライスルー表示モードを選択することができ
る。この選択に応じて、特定領域３次元作成部１１Ｐは、マウス操作による始点および視
線方向の変更に基づく画像を作成する。この作成された画像データはビデオメモリ１１Ａ
に書き込まれ、モニタ１３に表示される。
【０３０６】
（Ｂ４）フロントクリップ表示
さらに、操作者がGUI部１３Ａを用いてフロントクリップ表示モードを選択することがで
きる。この選択がなされると、特定領域３次元作成部１１Ｐは、任意断面をクリップ面と
するフロントクリップ画像を作成する。この作成された画像データは、ビデオメモリ１１
Ａへの書込みを通じて、モニタ１３に表示される。
【０３０７】
＜Ｃ：パラメトリック表示＞
パラメトリック表示を説明する。操作者がＧＵＩ部１３Ａを介して「パラメトリック表示
」トグルキーをONにすると、パラメトリック画像作成部１１Ｏにより、前述したパラメト
リックモデルに基づいて、ボリュームデータ表示および特定領域３次元表示における管腔
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状構造体の表示をパラメトリック画像に切り替えた画像が作成される。この画像データは
、ビデオメモリ１１Ａを介してモニタ１３に転送され、表示に供される。
【０３０８】
このとき、操作者は、ＧＵＩ部１３Ａでパラメータ（半径／直径／断面積／狭窄率）の選
択を任意に選択できる（図４８参照）。この選択に応じて、パラメトリック画像作成部１
１Ｏにより、画像が作成・更新される。また、ＧＵＩ部１３Ａに対してなされる、しきい
値表示又はグラデーション表示のどちらかの選択に応じて、同様に、画像が作成及び更新
される（図４８参照）。グラデーション表示が選択された場合は、カラーバーも同時に作
成され、このカラーバーのデータも作成した画像とともにビデオメモリ１１Ａに転送され
、表示される。しきい値表示が選択された場合、しきい値設定スライダーバー（図４８参
照）を動かすことができ、このバーで指定されたしきい値以上の部分が赤色になるように
指令される。これに応じて表面色が変わるように、パラメトリック画像作成部１１Ｏが画
像データを作成し、ビデオメモリ１１Ａに転送されて、モニタ１３の表示に供される。
【０３０９】
＜Ｄ：ボリュームデータ表示操作＞
操作者の選択に応じて、ボリュームデータ表示作成部１１Ｑの機能が動作し、ボリューム
画像データのＭＰＲ像、ＭＩＰなどの投影像、又はボリュームレンダリング像が作成され
る。現在表示されているPerpendicularビューの断面位置を示すグラフィックを、かかる
作成した画像に重畳させたデータが作成され、ビデオメモリ１１Ａへの書込みを介して、
モニタ１３に表示される。
【０３１０】
以上のように、本実施形態によれば、操作者は、定量解析のために抽出した管腔状構造体
領域の輪郭の修正を容易に行うことができる。また、血管などの管腔状構造体の狭窄率を
対比させて画像表示位置を決定することができる。さらに、注目領域を切り出して３次元
画像表示するので、より高速なデータ処理になる。
【０３１１】
一方、管腔状構造体の狭窄率、断面積、又は径のカーブから自動的に目的とする位置の画
像表示を行うことができる。狭窄率、径、又は断面積に対応して管腔状構造体を色付けし
て表示するので、かかる構造体の３次元的構造をより簡単に且つ確実に把握することがで
きる。したがって、従来の手法に比べて、管腔状構造を３次元的により容易に把握できる
ようになり、これにより、診断精度の向上を期待できるとともに、医師等の操作者の負担
を確実に軽減させることができる。
【０３１２】
（第３の実施形態）
次に、図５１～５７を参照して、本発明に係る管腔状構造体の解析処理装置の第３の実施
形態を説明する。
【０３１３】
この実施形態は、血管像の３次元表示における断面形態の把握、とくに、血管の瘤の３次
元的な経時変化を容易に且つ精度良く把握し、手術適応判定などの精度を向上させようと
するものである。この実施形態に係る解析処理装置は、概略的には、現在及び過去の３次
元画像データそれぞれからから血管芯線及び血管領域の画像（血管内腔及び血栓部を含む
）抽出し、計測範囲を指定し、計測範囲の前後の基準となる分岐位置を指定して位置合わ
せをし、この状態で血管領域の画像に基づいて瘤に関わる定量的な解析及びその解析結果
の表示を行うことを特徴とする。
【０３１４】
本実施形態に係る管腔状構造体の解析処理装置は、第２の実施形態のときと同様に、その
ハードウエア構成としては、前述した図１に記載のものと同様に構成される。このため、
画像処理プロセッサ１１は、予め記憶装置１２に格納してある演算プログラムを読み出す
とともに、この演算プログラムに基づいて３次元画像データを処理することにより、図５
１に示す機能を発揮するようになっている。
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【０３１５】
図５１を用いて各機能ブロックを説明する。
【０３１６】
表示器１３はモニタ表示画面を提供するもので、この画面にはGraphical User Interface
（GUI)部１３Ａと画像表示部１３Ｂが表示される。これにより、表示器１３Ｂは、画像処
理プロセッサ１１に設けたビデオメモリ１１Ａに保持させた画像データ（経時変化画像デ
ータを含む）を表示することができる。GUI部１３Ａは、この解析処理装置を操作するた
めの種々のボタンが配置されており、入力器１４の一部として設けたマウス１４Ａにより
操作する。
【０３１７】
画像処理プロセッサ１１は、画像処理を担うもので、ＣＰＵ１１１、メモリ１１Ｒ、ビデ
オメモリ１１Ａなどのハードウエア構成を備える。このＣＰＵ１１１の所定の処理プログ
ラムの実行により、画像処理プロセッサ１１には、機能的には、マウス操作入力処理部１
１Ｂ、画像データ保存部１１Ｃ、画像作成部１１Ｓ、血管抽出処理部１１Ｔ、画像データ
位置合わせ処理部１１Ｕ、経時変化算出処理部１１Ｖ、及び経時変化画像作成部１１Ｗが
備えられる。
【０３１８】
このうち、マウス操作入力処理部１１Ｂは、計測範囲設定処理及びＧＵＩ部ボタン操作処
理を担う。計測範囲設定処理により、モニタ１３の画像表示部１３Ｂに表示された、比較
する２つの検査の画像上で、マウス１４Ａを介して指定された位置に基づいて計測範囲が
設定される。また、GUI部ボタン操作処理により、マウス１４を介して指令された情報に
基づいてGUI部１３Ａのボタン操作に関わるデータが処理される。
【０３１９】
画像作成部１１Ｓは、計測範囲設定の位置指定を行うための画像を作成するようになって
いる。画像データ保存部１１Ｃに格納された、比較する２つの検査の画像データをメモリ
１１Ｒに呼び出し、その各画像データに対してＭＰＲ画像を作成する。この作成されたＭ
ＰＲ画像のデータはビデオメモリ１１Ａに転送される。
【０３２０】
血管抽出処理部１１Ｔは、比較する２つの検査の画像データの指定された計測範囲におけ
る、血管領域および血管内壁に付着する血栓領域を、メモリ１１Ｒにある画像データを処
理して抽出する機能を有する。かかる領域抽出は、前述したように、例えば、Marko Suba
sic等が開発したＸ線ＣＴ血管造影像から３次元的に血管および血栓領域を自動抽出する
手法（論文「３-D Image analysis of abdominal aortic aneurysm」 Medical Imaging 2
001：Image Processing、Proceedings of SPIE vol.4322(2001）p388-394）を用いて行う
ことができる。また、この血管抽出処理部１１Ｔは、抽出された血管領域の芯線（又は血
栓部を含む領域の芯線）を抽出する機能をも有する。芯線の抽出は、例えば、Onn Wink等
が開発したＸ線ＣＴ血管造影像から３次元的に血管の芯線を自動抽出する手法（論文「Fa
st Delineation and Visualization of vessel in 3-D Angiography Images」IEEE TRANS
ACTION ON MEDICAL IMAGING　Vol.19　No.4　April 2000）を用いて行うことができる。
【０３２１】
画像データ位置合わせ処理部１１Ｕは、ストレートボリューム作成処理を位置合わせ処理
を担っている。
【０３２２】
このうち、ストレートボリューム作成処理は、前述したものと同様に行われる（図４２参
照）。すなわち、画像データ保存部１１Ｃに保存されている、比較する２つの検査の画像
データと当該画像データにおける人体方向データとに基づいて、人体の向きが同じになる
ように２つの検査の画像データの方向が合わせられる。そして、計測範囲の血管芯線が直
線状になるようにして、血管芯線に垂直な断面画像が積み上げられる。これにより、画像
データが再構築される。このとき、例えば、人体の胸から背中への向きが断面画像の上方
向になるようにしてデータ積上げがなされ、ストレートボリュームデータと呼ばれるデー
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タが作成される。
【０３２３】
位置合わせ処理は、図５２（ａ），（ｂ）に示すように、２つのストレートボリュームデ
ータについて、計測範囲の指定点を基準に位置合わせを行う処理である。対応する断面は
補間処理で作成される。
【０３２４】
経時変化算出処理部１１Ｖは、図５３（ａ），（ｂ）に示すように、比較する２つの検査
（検査時刻１と検査時刻２とし、検査時刻２の方が過去とする）のストレートボリューム
データで対応する血管芯線に垂直な面の径の長さを算出し、「（検査時刻１の径）－（検
査時刻２の径）」の演算を行って径変化量を求める機能を有する。この演算は、血管芯線
方向の一定間隔毎であって、その血管芯線に垂直な断面上で一定角度毎になされる（図５
３（ｃ）参照）。
【０３２５】
また、経時変化算出処理部１１Ｖは，検査時刻１と検査時刻２の期間の時間値で径変化量
を割り算し、その径変化速度を求めるようになっている。
【０３２６】
さらに、経時変化算出処理部１１Ｖは、比較する２つの検査（検査時刻１と検査時刻２と
し、検査時刻２の方が過去とする）のストレートボリュームデータそれぞれに対し、対応
する血管芯線に垂直な面の断面積を算出し、「（検査時刻１の断面積）－（検査時刻２の
断面積）」の演算により断面積変化量を求める機能をも有する。この演算は、血管径に対
する演算のときと同様に、血管芯線に沿った一定間隔毎になされる。
【０３２７】
これに加え、経時変化算出処理部１１Ｖは、検査時刻１と検査時刻２の期間の時間値で断
面積変化量を割り算し、その断面積変化速度をも求めるようになっている。
【０３２８】
経時変化画像作成部１１Ｗは、図５４（ａ），（ｂ）に示すように、ストレートボリュー
ムデータにおける血管径の端点を、オリジナル画像データの座標系に変換したポイントを
節点とするワイヤーフレームモデルを構築し、その節点には、経時変化算出処理部１１Ｖ
で算出した径変化量及び径変化速度を割り当てるという処理を行う。
【０３２９】
具体的には、ワイヤーフレームの節点間の距離があるしきい値以下になるように節点を追
加する（例えば、隣接４節点の平均座標位置に追加）。そして、隣接する節点に割り当て
られている径変化量および径変化速度を節点距離に応じて補間演算し、この補間値を追加
節点に割り当てる。
【０３３０】
更に、この経時変化画像作成部１１Ｗは、作成したワイヤーフレームモデルを基に表面表
示（サーフェースレンダリング）を行う。このとき、節点に割り当てられている径変化量
又は径変化速度に応じて表面色を設定し、表示すべき画像のデータを作成する。例えば、
あるしきい値以上の節点を持つ表面は赤色で描出されるように画像データを作成する。ま
た、径変化量又は径変化速度が大きくなるにつれて、連続的に青から赤にグラデーション
させた色で描出されるように画像データを作成してもよい。このとき、色と値の対応を目
視で容易に確認できるように、画像上に表示するカラーバーのデータを作成することが望
ましい。
【０３３１】
この経時変化画像作成部１１Ｗは、断面積の変化についても同様の処理を行う。つまり、
断面積変化量に関しても、血管芯線に垂直な同一断面上にあるワイヤーフレームモデルの
節点に同一の断面積変化量または同一の断面積変化速度を割り当てることで、径変化量の
場合と同様に画像データを作成するようになっている。
【０３３２】
画像データ保存部１１Ｃは、画像データを保存・管理する機能を有する。この医用画像デ
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ータは、通常、体軸方向に垂直な断面画像が体軸位置順になるように、かつ、画像データ
における人体方向を示すデータと共に管理される。画像データはメモリ１１Ｒに読み出さ
れて３次元画像データとして扱われる。また、患者毎に画像データが管理されており、そ
の患者の検査の画像データが容易に検索可能になっている。
【０３３３】
メモリ１１Ｒは、画像データ保存部１１Ｃに保存されている画像データを読み出して一時
的に保持する機能を有する。この画像データの各画素データは、３次元座標で指定できる
ように管理されている。ビデオメモリ１１Ａは、モニタ１３に画像を表示すべく、画像作
成部１１Ｓ及び経時変化画像作成部１１Ｗで作成した表示画像データを保持する。操作者
は、マウス１４を操作して、GUI部１３Ａのボタン操作のほか、画像表示部１３Ｂに表示
された画像上で計測範囲を設定するための操作を行うことができる。
【０３３４】
次に、図５５～５７を参照して、本実施形態に係る管腔状の解析処理装置で実行される、
基本的な画像表示・解析処理の一例を説明する。
【０３３５】
まず、画像処理プロセッサ１１は、図５５に例示する計測範囲設定画面をモニタ１３の画
像表示部１３Ｂに表示する（図５７、ステップＳ５１）。次いで、操作者からのインター
ラクティブな操作情報を受けて、GUI部１３Ａの患者名および検査リストから患者および
データが選択される（ステップＳ５２）。例えば「検査１」（又は「検査２」）キーがク
リックされると、画像処理プロセッサ１１１は、その画像作成部１１Ｓの機能により、指
定された画像のデータを作成し、画像表示部１３Ｂは、検査１（又は検査２）の画像をそ
の表示エリアに表示する。
【０３３６】
画像処理プロセッサ１１は、次いで、GUI部１３Ａの「計測範囲指定」キーがクリックさ
れたか否かを判断しながら待機している（ステップＳ５３）。
【０３３７】
この「計測範囲指定」キーがクリックされると、画像処理プロセッサ１１は、そのマウス
操作入力処理部１１Ｂの機能により、計測指定モードをONにする。これにより、マウス操
作入力処理部１１Ｂは、検査１及び検査２の画像上で操作者から指定された計測範囲の位
置を受け付け、その位置を基に計測範囲を設定し、その計測範囲を示すグラフィック表示
を、画像表示部１３Ｂに表示されている画像上に行う（ステップＳ５４）。
【０３３８】
次いで、画像処理プロセッサ１１は、GUI部１３Ａの「経時変化観察」キーに対する操作
者からのクリックを待って、経時変化解析の処理に移行する（ステップＳ５５）。この経
時変化解析は以下の手順で実行される。
【０３３９】
▲１▼：画像処理プロセッサ１１は、その血管抽出処理部１１Ｔの機能により、指定され
た計測範囲において血管および血栓の領域、並びに、血管芯線を自動抽出する。
【０３４０】
▲２▼：画像処理プロセッサ１１の画像データ位置合わせ処理部１１Ｕが動作し、前述し
たストレートボリューム作成処理および位置合わせ処理を実行される。これにより、検査
１及び検査２のデータの血管芯線を基準にした位置合わせが行われる。
【０３４１】
▲３▼：次いで、画像処理プロセッサ１１の経時変化算出処理部１１Ｖにより、前述した
ように径変化量および径変化速度が算出される。
【０３４２】
▲４▼：次いで、画像処理プロセッサ１１の経時変化画像作成部が動作し、経時変化画像
を作成して、そのデータをビデオメモリ１１Ａに転送する。
【０３４３】
▲５▼：この結果、画像表示部１３Ｂには経時変化を示す画像が、図５６に例示するよう
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に、表示される。これと並行して、GUI部１３Ａは図５６に示す画面に切り替わる。
【０３４４】
このように準備ができると、画像処理プロセッサ１１は、操作者との間でインターラクテ
ィブに経時変化画像に対する観察処理に応じる処理を行う（ステップＳ５６）。
【０３４５】
つまり、この経時変化観察画面では、血管の径の変化量若しくは変化速度、又は、血管の
断面積の変化量若しくは変化速度が選択可能になっている（図５６のＧＵＩ部１３Ａのボ
タン参照）。このため、画像処理プロセッサ１１の経時変化画像作成部１１Ｗの動作によ
り、操作者からのボタン選択に応答して、径又は断面積の別に、また変化量又は変化速度
の別に、画像データが作成され、ビデオメモリ１１Ａを介してモニタ１３に送られる。こ
れにより、操作者からの選択毎に、画像表示部１３に表示される血管の経時変化画像の種
別が切り換えられ、観察に供される。
【０３４６】
また、この経時変化観察画面において、そのＧＵＩ部１３Ａに対するクリック操作により
、サーフェースレンダリングの表面色を、「しきい値」又は「グラデーション」という基
準で選択できる。この選択に応じて、経時変化画像作成部１１Ｗが画像を作成し、モニタ
１３の画像表示部１３Ｂに表示される画像を切り替えさせる。「グラデーション」ボタン
が選択された場合は、経時変化画像作成部１１Ｗはカラーバーも同時に作成して、画像表
示部１３Ｂに表示させる（図５６の画像表示部１３Ｂを参照）。
【０３４７】
さらに、ＧＵＩ部１３Ａのしきい値設定スライダーバーを動かすと、経時変化画像作成部
１１Ｗはこれに応答し、そのしきい値以上の画素部分が赤色の表面色になるように画像デ
ータを作成し、画像表示部１３Ｂにおける表示を切り替えさせる。
【０３４８】
この観察の間においても、画像処理プロセッサ１１は、マウス操作入力処理部１１Ｂを介
して、ＧＵＩ部１３Ａに示す「計測範囲設定」キー（図５６参照）がクリックされたか否
かを判断しながら待機している（ステップＳ５７）。この「計測範囲設定」キーがクリッ
クされた場合、画像処理プロセッサ１１はその処理を、前述した再びステップＳ５１に戻
し、モニタ１３の表示を図５５に示した計測範囲設定画面に切り替えさせる。これにより
、操作者は、次の経時変化観察用のデータ選択及び計測範囲設定を行うことができる。
【０３４９】
以上のように、血管の経時変化観察に関わる検査データの選択、計測範囲の指定、経時変
化の解析、及び経時変化の観察をインターラクティブに繰り返して実行することができる
。
【０３５０】
したがって、３次元的な血管構造の把握と経時変化の観察を容易に行えるようなり、診断
精度を向上させることが画能になり、医師が的確な手術タイミングを知ることができるよ
うになる。
【０３５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る管腔状構造体の解析処理装置によれば、被検体内の血
管などの管腔状構造体の３次元的形状の全体及び部分をより容易に把握でき、これにより
、狭窄や瘤などの病変部の如く、観察したい部位の位置や状態を容易に発見・観察可能に
するとともに、診断及び観察を行う操作者の操作上の負担を著しく軽減でき、これにより
、操作能率を向上可能になる。
【０３５２】
また、これに加えて、管腔状構造体のオリエンテーションをより容易に把握できる。また
、管腔状構造体を自然な輪郭で描出できるとともに、その管腔状構造体の形態をより安定
して且つ高精度に解析できる。さらに、管腔状構造体の芯線や輪郭を設定するときの制御
点のマニュアル編集に要する労力を大幅に軽減できる。さらにまた、管状構造体の瘤など
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の局所的な病変部の３次元構造の経時変化に関わる情報を的確に提供でき、これにより、
病変部の過去との比較観察及び今後の予測を容易にする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る管腔状構造体の解析処理装置の各種の実施形態で採用されるハード
ウエア構成の一例を示すブロック図。
【図２】第１の実施形態で実行される血管などの管腔状構造体の表示・解析のための処理
の概略を説明する粗いフローチャート。
【図３】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する図。
【図４】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する別の図。
【図５】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図６】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図７】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図８】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図９】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１０】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１１】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１２】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１３】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１４】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１５】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１６】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１７】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１８】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図１９】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２０】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２１】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２２】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２３】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２４】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２５】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２６】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２７】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２８】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図２９】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３０】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３１】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３２】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３３】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３４】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３５】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３６】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３７】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３８】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図３９】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図４０】第１の実施形態で実行される処理の一部を説明する更に別の図。
【図４１】本発明の管腔状構造体の解析処理装置に係る第２の実施形態を説明する機能ブ
ロック図。
【図４２】第２の実施形態で実行されるストレーボリュームの作成処理を説明する図。
【図４３】第２の実施形態で実行されるストレートビュー及びperpendicularビューの断
面位置の変更を説明する図。
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【図４４】第２の実施形態で実行される管腔状構造体の抽出された輪郭の修正処理を説明
する図。
【図４５】第２の実施形態で実行されるパラメトリック画像の作成処理を説明する図。
【図４６】第２の実施形態で表示させるデフォルト画像（モニタ画面）を例示する図。
【図４７】第２の実施形態で実行される特定領域３次元画像の表示を説明する図。
【図４８】第２の実施形態で実行されるボリュームデータ表示及び特定領域３次元表示に
おけるパラメトリック表示を説明する図。
【図４９】第２の実施形態に係る正常時の仮想的な管腔状構造体モデルの作成を説明する
図。
【図５０】第２の実施形態で実行される血管などの管腔状構造体の表示及び定量解析の概
略を説明する粗いフローチャート。
【図５１】本発明の管腔状構造体の解析処理装置に係る第３の実施形態を説明する機能ブ
ロック図。
【図５２】第３の実施形態で実行される位置合わせ処理を説明する図。
【図５３】第３の実施形態で実行される経時変化の算出を説明する図。
【図５４】第３の実施形態で実行される経時変化画像の作成を説明する図。
【図５５】第３の実施形態で表示される計測範囲設定画面を例示する画面図。
【図５６】第３の実施形態で表示される経時変化観察画面を例示する画面図。
【図５７】第３の実施形態で実行される血管などの管腔状構造体の経時変化観察のための
処理の概略を説明する粗いフローチャート。
【符号の説明】
１１　ＣＰＵ（中央演算処理装置）を搭載した画像処理プロセッサ
１２　記憶装置
１３　表示器
１４　入力器
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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