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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出装置であって、
単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段と、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得手段と、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算手段と、を有し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
前記演算手段は、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤の回
旋角度を算出するものであって、
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前記演算手段が、
左右の涙痕間距離を算出する手段と、
涙痕間の中点と恥骨結合との間の水平距離を算出する手段と、を有し、
前記涙痕間距離と前記水平距離の比に基づいて骨盤の回旋角度を算出する、
骨盤回旋角度算出装置。
【請求項２】
複数の患者から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記涙痕間距離と前
記水平距離の比と、骨盤の回旋角度との関係を蓄積したデータベース、又は、複数の患者
から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記涙痕間距離と前記水平距離の
比と、骨盤の回旋角度との関係を示す回帰式を含み、
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前記演算手段は、前記データベース又は前記回帰式を参照することにより、前記単純Ｘ
線正面像の前記涙痕間距離と前記水平距離の比から骨盤の回旋角度を算出する、
請求項１記載の骨盤回旋角度算出装置。
【請求項３】
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出装置であって、
単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段と、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得手段と、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算手段と、を有し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
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前記演算手段は、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤の回
旋角度を算出するものであって、
前記演算手段が、
左右の閉鎖孔横径を算出する手段、を有し
前記閉鎖孔横径の左右比に基づいて骨盤の回旋角度を算出する、
骨盤回旋角度算出装置。
【請求項４】
複数の患者から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記閉鎖孔横径の左
右比と、骨盤の回旋角度との関係を蓄積したデータベース、又は、複数の患者から取得し
た骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記閉鎖孔横径の左右比と、骨盤の回旋角度
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との関係を示す回帰式を含み、
前記演算手段は、前記データベース又は前記回帰式を参照することにより、前記単純Ｘ
線正面像の前記閉鎖孔横径の左右比から骨盤の回旋角度を算出する、
請求項３記載の骨盤回旋角度算出装置。
【請求項５】
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の臼蓋被覆の３次元的形状を推定する装置であって、
単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段と、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された骨盤の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークを
取得する臼蓋ランドマーク取得手段と、
前記単純Ｘ線正面像と前記臼蓋ランドマークとから、臼蓋被覆の３次元形状を推定する
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演算手段と、を有し、
前記演算手段は、前記請求項１乃至４のいずれか一項に記載の骨盤回旋角度算出装置で
算出された骨盤の回旋角度を用いて、前記臼蓋被覆の３次元形状を補正する、
臼蓋被覆３次元形状推定装置。
【請求項６】
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出方法であって、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得ステップと、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算ステップと、を有
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し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
前記演算ステップは、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤
の回旋角度を算出するステップであって、前記演算ステップが、
左右の涙痕間距離を算出するステップと、
涙痕間の中点と恥骨結合との間の水平距離を算出するステップと、を有し、
前記涙痕間距離と前記水平距離の比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、
又は、
左右の閉鎖孔横径を算出するステップ、を有し
前記閉鎖孔横径の左右比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、

50

(3)

JP 6057305 B2 2017.1.11

を含む、
骨盤回旋角度算出方法。
【請求項７】
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の臼蓋被覆の３次元的形状を推定する方法であって、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された骨盤の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークを
取得する臼蓋ランドマーク取得ステップと、
前記単純Ｘ線正面像と前記臼蓋ランドマークとから、臼蓋被覆の３次元形状を推定する
演算ステップと、を有し、
前記演算ステップは、請求項６の骨盤回旋角度算出方法で算出された骨盤の回旋角度を
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用いて、前記臼蓋被覆の３次元形状を補正する、
臼蓋被覆３次元形状推定方法。
【請求項８】
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出装置の演算手段
を実行するためのプログラムであって、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得ステップと、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算ステップと、を有
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し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
前記演算ステップは、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤
の回旋角度を算出するステップであって、前記演算ステップが、
左右の涙痕間距離を算出するステップと、
涙痕間の中点と恥骨結合との間の水平距離を算出するステップと、を有し、
前記涙痕間距離と前記水平距離の比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、
又は、
左右の閉鎖孔横径を算出するステップ、を有し
前記閉鎖孔横径の左右比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、
を含む、

30

骨盤回旋角度算出プログラム。
【請求項９】
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の臼蓋被覆の３次元的形状を推定する臼蓋被覆３次元形
状推定装置の演算手段を実行するためのプログラムであって、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された骨盤の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークを
取得する臼蓋ランドマーク取得ステップと、
前記単純Ｘ線正面像と前記臼蓋ランドマークとから、臼蓋被覆の３次元形状を推定する
演算ステップと、を有し、
前記演算ステップは、請求項８の骨盤回旋角度算出プログラムで算出された骨盤の回旋
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角度を用いて、前記臼蓋被覆の３次元形状を補正する、
臼蓋被覆３次元形状推定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、骨盤回旋角度算出装置及び骨盤回旋角度算出方法、臼蓋被覆３次元形状推定
装置及び臼蓋被覆３次元形状推定方法、骨盤回旋角度算出プログラム、並びに臼蓋被覆３
次元形状推定プログラムに関する発明である。具体的には、（１）骨盤腔より尾側の少な
くとも涙痕又は閉鎖孔を解剖学的ランドマークに用いて、骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤
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の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出装置、（２）骨盤回旋角度算出装置で算出された
骨盤の回旋角度を用いて、臼蓋被覆の３次元形状を推定する臼蓋被覆３次元形状推定装置
、（３）骨盤腔より尾側の少なくとも涙痕又は閉鎖孔を解剖学的ランドマークに用いて、
骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出方法、（４）骨盤
回旋角度算出方法により算出された骨盤の回旋角度を用いて、臼蓋被覆の３次元形状を推
定する臼蓋被覆３次元形状推定方法、（５）骨盤回旋角度算出装置の演算手段を実行する
ための骨盤回旋角度算出プログラム、及び（６）臼蓋被覆３次元形状推定装置の演算手段
を実行するための臼蓋被覆３次元形状推定プログラム、に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
股関節は荷重関節であり、歩行に直接かかわる重要な関節である。変形性股関節症（関
節軟骨の変形・損傷に起因し股関節痛の原因となる病態）などの原因により股関節が障害
されると歩行困難が生じ、介護が必要な患者の増加が予想され、医療費の増加が懸念され
る。また、日本人の変形性股関節症の８０％以上は、骨盤の形態異常である臼蓋形成不全
（骨盤寛骨臼の被覆不足）により生じた２次性股関節症であり、診断や治療にあたり股関
節の形態、動態評価は必須である。
【０００３】
股関節の形態を正確に評価するため、３次元評価が可能なＣＴ撮影（コンピュータ断層
撮影）が行われるが、荷重関節である股関節の病態を探るのに必要な立位での撮影ができ
ないことが問題である。また、放射線被爆も医療コストも大きいため、症状の軽い患者や
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検診、経過観察にまでＣＴ撮影を実施することは現実的ではない。更に、単純Ｘ線写真は
大学病院から診療所まで、どの規模の施設でも撮影できるのに対し、ＣＴ撮影装置は中規
模以上の病院にしかない。世界ではＣＴ撮影装置が無い国もあり、単純Ｘ線写真から簡便
に股関節変形の３次元形態、動態評価が可能なシステムが求められている。
【０００４】
単純Ｘ線正面像のみを用い、股関節の３次元形態、動態評価をする方法としては、単純
Ｘ線像上の骨盤寛骨臼（寛骨臼の縁部分）の形状から、幾何学計算を用いて股関節の３次
元評価を簡易的に行う方法が知られている（非特許文献１参照）。
【０００５】
また、上記方法は、ＰＣモニター上で解剖学的ランドマークを医師が手入力し、臼蓋被
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覆を幾何学計算しているが、臼蓋被覆はＸ線撮影時の骨盤位置（傾斜・回旋）の影響を受
けやすいため、被覆量を計算する際には骨盤位置を算出する必要がある。単純Ｘ線正面像
における骨盤回旋の補正に関しては、骨盤腔内にみられる仙尾関節中央と恥骨結合上縁の
水平距離を用いて骨盤回旋を補正する方法が知られている（非特許文献２参照）。しかし
ながら、前記方法に用いられている指標は、図１に示すように、仙尾関節中央と恥骨結合
上縁の距離の絶対値（図中の⇔）であり、人種や画像の縮尺の影響を受けるという問題が
ある。また、図２に示すように、Ｘ線撮影時に被験者（特に生殖可能年齢者）が装着する
性腺防護（写真中央上部の白い部分）、及び／又は腸管ガスなどにより、単純Ｘ線正面像
で骨盤腔内にみられる仙尾関節を視認できない画像が多いという問題もある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明者らは、鋭意研究を行ったところ、骨盤腔より尾側の解剖学的ランドマークであ
る少なくとも涙痕又は閉鎖孔を用いることで、Ｘ線撮影時の性腺防護の装着や腸管ガス等
の影響を受けずに単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出できること、それら解剖学的
ランドマークの距離の比から骨盤の回旋角度を算出することで、人種や画像の縮尺等の影
響を受けることなく、骨盤の回旋角度を算出できること、更に、算出した骨盤の回旋角度
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を用いて、骨盤位置を推定し臼蓋被覆の３次元形状をあらわすことができることを見出し
、本発明を完成した。
【０００８】
すなわち、本発明の目的は、骨盤回旋角度算出装置及び骨盤回旋角度算出方法、臼蓋被
覆３次元形状推定装置及び臼蓋被覆３次元形状推定方法、骨盤回旋角度算出プログラム、
並びに臼蓋被覆３次元形状推定プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、以下に示す、骨盤回旋角度算出装置及び骨盤回旋角度算出方法、臼蓋被覆３
次元形状推定装置及び臼蓋被覆３次元形状推定方法、骨盤回旋角度算出プログラム、並び
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に臼蓋被覆３次元形状推定プログラムである。
【００１０】
（１）骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出装置であっ
て、
単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段と、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得手段と、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算手段と、を有し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
前記演算手段は、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤の回
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旋角度を算出するものであって、
前記演算手段が、
左右の涙痕間距離を算出する手段と、
涙痕間の中点と恥骨結合との間の水平距離を算出する手段と、を有し、
前記涙痕間距離と前記水平距離の比に基づいて骨盤の回旋角度を算出する、
骨盤回旋角度算出装置。
（２）複数の患者から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記涙痕間距離
と前記水平距離の比と、骨盤の回旋角度との関係を蓄積したデータベース、又は、複数の
患者から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記涙痕間距離と前記水平距
離の比と、骨盤の回旋角度との関係を示す回帰式を含み、
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前記演算手段は、前記データベース又は前記回帰式を参照することにより、前記単純Ｘ
線正面像の前記涙痕間距離と前記水平距離の比から骨盤の回旋角度を算出する、
前記（１）記載の骨盤回旋角度算出装置。
（３）骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出装置であっ
て、
単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段と、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得手段と、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算手段と、を有し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
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前記演算手段は、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤の回
旋角度を算出するものであって、
前記演算手段が、
左右の閉鎖孔横径を算出する手段、を有し
前記閉鎖孔横径の左右比に基づいて骨盤の回旋角度を算出する、
骨盤回旋角度算出装置。
（４）複数の患者から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記閉鎖孔横径
の左右比と、骨盤の回旋角度との関係を蓄積したデータベース、又は、複数の患者から取
得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づいて作成した、前記閉鎖孔横径の左右比と、骨盤の回旋
角度との関係を示す回帰式を含み、
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前記演算手段は、前記データベース又は前記回帰式を参照することにより、前記単純Ｘ
線正面像の前記閉鎖孔横径の左右比から骨盤の回旋角度を算出する、
前記（３）記載の骨盤回旋角度算出装置。
（５）骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の臼蓋被覆の３次元的形状を推定する装置であって
、
単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段と、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された骨盤の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークを
取得する臼蓋ランドマーク取得手段と、
前記単純Ｘ線正面像と前記臼蓋ランドマークとから、臼蓋被覆の３次元形状を推定する
演算手段と、を有し、
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前記演算手段は、前記（１）乃至（４）のいずれか一に記載の骨盤回旋角度算出装置で
算出された骨盤の回旋角度を用いて、前記臼蓋被覆の３次元形状を補正する、
臼蓋被覆３次元形状推定装置。
（６）骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出方法であっ
て、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得ステップと、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算ステップと、を有
30

し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
前記演算ステップは、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤
の回旋角度を算出するステップであって、前記演算ステップが、
左右の涙痕間距離を算出するステップと、
涙痕間の中点と恥骨結合との間の水平距離を算出するステップと、を有し、
前記涙痕間距離と前記水平距離の比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、
又は、
左右の閉鎖孔横径を算出するステップ、を有し
前記閉鎖孔横径の左右比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、
を含む、
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骨盤回旋角度算出方法。
（７）骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の臼蓋被覆の３次元的形状を推定する方法であって
、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された骨盤の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークを
取得する臼蓋ランドマーク取得ステップと、
前記単純Ｘ線正面像と前記臼蓋ランドマークとから、臼蓋被覆の３次元形状を推定する
演算ステップと、を有し、
前記演算ステップは、前記（６）の骨盤回旋角度算出方法で算出された骨盤の回旋角度
を用いて、前記臼蓋被覆の３次元形状を補正する、

50

(7)

JP 6057305 B2 2017.1.11

臼蓋被覆３次元形状推定方法。
（８）骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出装置の演算
手段を実行するためのプログラムであって、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ラン
ドマーク取得ステップと、
前記解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算ステップと、を有
し、
前記解剖学的ランドマークは、少なくとも涙痕又は閉鎖孔を含むものであり、
前記演算ステップは、前記解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤
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の回旋角度を算出するステップであって、前記演算ステップが、
左右の涙痕間距離を算出するステップと、
涙痕間の中点と恥骨結合との間の水平距離を算出するステップと、を有し、
前記涙痕間距離と前記水平距離の比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、
又は、
左右の閉鎖孔横径を算出するステップ、を有し
前記閉鎖孔横径の左右比に基づいて骨盤の回旋角度を算出するステップ、
を含む、
骨盤回旋角度算出プログラム。
（９）骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の臼蓋被覆の３次元的形状を推定する臼蓋被覆３次
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元形状推定装置の演算手段を実行するためのプログラムであって、
撮像済みの単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力ステップと、
前記単純Ｘ線正面像に関して設定された骨盤の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークを
取得する臼蓋ランドマーク取得ステップと、
前記単純Ｘ線正面像と前記臼蓋ランドマークとから、臼蓋被覆の３次元形状を推定する
演算ステップと、を有し、
前記演算ステップは、前記（８）の骨盤回旋角度算出プログラムで算出された骨盤の回
旋角度を用いて、前記臼蓋被覆の３次元形状を補正する、
臼蓋被覆３次元形状推定プログラム。
【発明の効果】

30

【００１１】
本発明においては、被爆量の多いＣＴを使用してなくても、単純Ｘ線正面像から精度よ
く骨盤の回旋角度を算出できる。また、本発明では、骨盤腔より尾側の解剖学的ランドマ
ークであって、単純Ｘ線撮影時に装着する性腺防護や腸管ガス等の影響を受けない涙痕又
は閉鎖孔を少なくとも使用して骨盤の回旋角度を算出しているので、骨盤位置を考慮せず
撮影した単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出できる。更に、骨盤の回旋角度は前記
解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤の回旋角度を算出しているこ
とから、人種や画像の縮尺等の影響を受けることがない。
【００１２】
本発明においては、単純Ｘ線撮影は従来から一般的に用いられている方法であることか

40

ら、過去に撮影した単純Ｘ線正面像がある場合は新たに撮影する必要はなく、また、同一
患者の過去の単純Ｘ線正面像が複数ある場合は、本発明を用いた評価により、股関節形態
の経年変化、関節症進行の経過等を評価することができる。
【００１３】
本発明の骨盤回旋角度は、性腺防護や腸管ガス等の影響、人種や画像の縮尺の影響を受
けることなく算出することができる。したがって、従来は算出が困難な場合があった骨盤
の臼蓋被覆の３次元形状を計推定する際の補正値として、本発明により算出した骨盤の回
旋角度を使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】図１は、従来の骨盤回旋の補正方法において、補正値を算出する際の指標を示し
ている。
【図２】図２は、図面代用写真で、性腺防護を装着した際の単純Ｘ線正面像を示している
。
【図３】図３は、本発明の、単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する装置の構成の
概略を示すブロック図である。
【図４】図４は、本発明に用いられるＸ線画像の概略を示す図である。
【図５】図５は、本発明の解剖学的ランドマークである、涙痕、恥骨結合及び閉鎖孔の位
置を示している。
【図６】図６は、涙痕及び恥骨結合を解剖学的ランドマークとして骨盤の回旋角度を算出
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する場合の指標の一例を示している。
【図７】図７は、閉鎖孔を解剖学的ランドマークとして骨盤の回旋角度を算出する場合の
指標の一例を示している。
【図８】図８は、涙痕及び恥骨結合を解剖学的ランドマークとして骨盤の回旋角度を算出
する場合の算出ステップの一例を示している。
【図９】図９は、女性の涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比と回旋の関係
を表すグラフである。
【図１０】図１０は、女性の閉鎖孔横径の左右比と回旋の関係を表すグラフである。
【図１１】図１１は、男性の涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比と回旋の
関係を表すグラフである。
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【図１２】図１２は、男性の閉鎖孔横径の左右比と回旋の関係を表すグラフである。
【図１３】図１３は、図面代用写真で、表示部に表示された単純Ｘ線正面像に、臼蓋ラン
ドマーク及び閉鎖孔の周辺部の位置を設定した画像である。
【図１４】図１４は、骨盤の回旋角度θを示す。
【図１５】図１５は、臼蓋被覆の３次元形状を推定する際の回旋角度θを用いた補正方法
を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明を実施するための形態について、図面を用いて説明する。
【００１６】
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本発明に係る骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を算出する骨盤回旋角度算出方
法は、例えば、図３に示すような装置により実施される。
【００１７】
すなわち、図３は、コンピュータを用いた骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角度を
算出する骨盤回旋角度算出装置１（以下、単に「装置１」と記載することもある。）の一
例を示す図である。装置１は、（１）被験者の骨盤付近を撮影した単純Ｘ線正面像を入力
するためのＸ線画像入力手段１０、（２）入力された単純Ｘ線正面像を表示することがで
き、表示された単純Ｘ線正面像に基づき、設定した解剖学的ランドマークを表示すること
ができる表示部１１、（３）解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて骨盤
の回旋角度を算出する回旋角度算出部１２、（４）Ｘ線画像入力手段１０、表示部１１及
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び回旋角度算出部１２を制御する制御部１３、（５）制御部１３からアクセスされるプロ
グラムメモリ１４を含んでいる。なお、本発明において、単純Ｘ線正面像とは、図４に示
すようにＸ線照射管球から人体の骨盤付近を透過したＸ線の量を白黒で表した像を意味し
、以下においては、単に「Ｘ線画像」と記載することもある。
【００１８】
Ｘ線画像入力手段１０は、患者の骨盤付近のＸ線画像データを入力するものであって、
Ｘ線画像入力手段１０を用いたＸ線画像データの入力は、医師等の操作者が装置１を操作
してＤＢや記録メディア等からＸ線画像を入力してもよいし、装置１が有する送受信手段
によりインターネット等の通信ネットワークを介して入力してもよい。また、Ｘ線画像デ
ータは、後述する解剖学的ランドマークの位置が確認でき、その位置情報を入力できるも

50

(9)

JP 6057305 B2 2017.1.11

のであればデータ形式については特に限定されるものではない。例えば、Ｘ線画像データ
は、ＣＲ（コンピューテッド・ラジオグラフィック）システムを用いて骨盤付近の画像を
含む放射線画像（ＣＲ画像）として得るようにしてもよい。すなわち、撮影装置において
、Ｘ線照射管球から発せられたＸ線を、被写体としての患者に向けて照射し、被写体を透
過したＸ線を、蓄積性蛍光体を有するイメージングプレートに入射させて透過放射線画像
をエネルギー情報として蓄積記録し、この透過放射線画像が蓄積記録されたイメージング
プレートから透過放射線画像を読み取ってＸ線画像入力手段１０に入力するようにしても
よい。また、Ｘ線画像入力手段１０は、ＦＰＤ（Ｆｌａｔ−Ｐａｎｅｌ

Ｄｅｔｅｃｔｏ

ｒ）が搭載されたデジタルＸ線撮影装置からＸ線画像データを入力するようにしてもよい
し、ネットワークを介して画像サーバからＸ線画像データを入力してもよいし、あるいは
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ＣＤ−ＲＯＭ等の記録メディアからＸ線画像データを入力するようにしてもよい。
【００１９】
表示部１１は、ＬＣＤ等の表示画面を有し、Ｘ線画像入力手段１０を用いて入力された
Ｘ線画像を表示する。この表示部１１は、表示されたＸ線画像に医師が解剖学的ランドマ
ークの位置を設定できるようにタッチ入力機能を有していることが望ましいが、装置１が
有するキーボード又はマウスを医師が操作して表示部１１に矢印等を表示し、解剖学的ラ
ンドマークの位置を設定してもよい。また、解剖学的ランドマークは、装置１が有する画
像のエッジ検出手段を用いて、Ｘ線画像の輪郭からエッジ検出をして自動設定を行っても
よい。また、表示部１１には、後述する回旋角度算出部１２により算出された結果、例え
ば、医師等が設定した解剖学的ランドマークの距離、距離の比、距離の比から算出された
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骨盤の回旋角度等の少なくとも１以上の結果を表示できるようにしてもよい。勿論、表示
部１１には回旋角度算出部１２により算出された結果以外にも、患者情報等、診断等に必
要な情報を表示してもよい。医師等のユーザは、この表示部１１に表示された回旋角度等
の結果をみて診断を行ってもよいし、算出された結果に基づいて補正を行った３次元画像
を表示部１１に表示して、診断を行ってもよい。図示を省略したが、表示部１１に表示さ
れた画像等をプリントアウトするプリンタや、各種データを保存する記憶装置あるいはこ
れらのデータを各種記録媒体に記録する記録手段を備えていてもよい。
【００２０】
回旋角度算出部１２は、設定された解剖学的ランドマークを取得する解剖学的ランドマ
ーク取得手段、（２）解剖学的ランドマークに基づいて骨盤の回旋角度を算出する演算手
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段を含む。また、回旋角度算出部１２は、複数の患者から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに
基づいて作成した、前記涙痕間距離と前記水平距離の比と、骨盤の回旋角度との関係を蓄
積したデータベース、及び／又は、複数の患者から取得した骨盤Ｘ線ＣＴデータに基づい
て作成した、前記閉鎖孔横径の左右比と、骨盤の回旋角度との関係を蓄積したデータベー
スを含む。前記演算手段は、解剖学的ランドマークの位置関係又は大きさに基づいて、上
記データベースを参照しながら骨盤の回旋角度を算出する。なお、後述するとおり、本発
明の解剖学的ランドマークを用いて算出した距離の比と骨盤の回旋角度は非常に相関関係
が高い。したがって、個別データをデータベースに蓄積することに代えて、既存のデータ
から求めた回帰式を演算手段に記憶させておき、演算手段で算出された距離の比を回帰式
に当てはめることで、直接骨盤の回旋角度を求めるようにしてもよい。

40

【００２１】
図５は、本発明の解剖学的ランドマークである涙痕又は閉鎖孔と、前記涙痕と組み合わ
せて用いられる恥骨結合の位置を示している。図６は、涙痕及び恥骨結合を解剖学的ラン
ドマークとして回旋角度を算出する場合の指標の一例を示しており、涙痕間距離の中点と
恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比を指標としている。なお、指標は、涙痕及び恥骨
結合の距離を比で表せればとくに制限はなく、（右側涙痕と恥骨結合の距離−左側涙痕と
恥骨結合との距離）と涙痕間距離の比等、適宜設定すればよい。
【００２２】
図７は、閉鎖孔を解剖学的ランドマークとして回旋角度を算出する場合の指標の例を示
しており、涙痕間を結んだ線と平行になるように閉鎖孔に横線（横径）を引き、該横線の
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最長となる線の長さの左右比を指標としている。
【００２３】
プログラムメモリ１４には、例えば、コンピュータを単純Ｘ線正面像から骨盤の回旋角
度を算出する装置１として機能させるためのプログラムが予め格納されており、このプロ
グラムが制御部１３により読み出され実行されることで、本装置の動作制御が行われる。
プログラムは、記録媒体に記録され、インストール手段を用いて、プログラムメモリ１４
に格納されるようにしてもよい。
【００２４】
以下に、本発明の装置１を用いた骨盤回旋角度算出方法の手順及び骨盤回旋角度算出プ
ログラムについて説明する。
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【００２５】
図８は、涙痕及び恥骨結合を解剖学的ランドマークとして骨盤の回旋角度を算出する場
合の算出ステップの一例を示している。
【００２６】
先ず、ステップＳ１００において、Ｘ線画像がＸ線画像入力手段１０により入力される
。このＸ線画像は、上記のとおり、医師等の操作者により入力されてもよいし、装置１が
有する送受信手段により通信ネットワークを介して入力されてもよい。入力されたＸ線画
像は、ステップＳ１１０において、表示部１１の表示画面に表示される。
【００２７】
次に、ステップＳ１２０において、表示部１１に表示されたＸ線画像に、医師が左右の
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涙痕の最も下方に位置する部分、及び恥骨結合の上縁部分を入力する。なお、上記のとお
り、解剖学的ランドマークは、人力での入力に換え、装置１が有するエッジ検出手段によ
り上記左右の涙痕の最も下方に位置する部分、及び恥骨結合の上縁部分を自動的に決定し
てもよい。
【００２８】
次に、ステップＳ１３０において、ステップＳ１２０で設定された涙痕及び恥骨結合の
位置情報を、解剖学的ランドマーク取得手段が取得して回旋角度算出部１２の演算手段に
送り、演算手段の左右の涙痕間距離を算出する手段が涙痕間距離を算出し、涙痕間の中点
と恥骨結合との間の水平距離を算出する手段が水平距離を算出する。そして、演算手段は
、算出した前記涙痕間距離と前記水平距離の比を求める。そして、ステップＳ１４０で、
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演算手段は涙痕間距離と水平距離の比と骨盤の回旋角度との関係を蓄積したデータベース
又は回帰式を参照することで、骨盤の回旋角度が求められる。最後に、ステップＳ１５０
で、涙痕間距離、距離の比、骨盤の回旋角度等、回旋角度算出部１２で算出された所望の
データが表示部１１に表示され手順が終了する。
【００２９】
解剖学的ランドマークとして閉鎖孔横径の左右比を用いる場合は、上記ステップＳ１２
０において、涙痕及び恥骨結合に代え、表示部１１に表示されたＸ線画像の閉鎖孔の周辺
部を複数個所、及び左右の涙痕の最も下方に位置する部分を入力する。そして、ステップ
Ｓ１３０において、演算手段の左右の閉鎖孔横径を算出する手段が、左右の涙痕を結んだ
線に平行であって閉鎖孔の最長となる横径である閉鎖孔横径を算出し、算出された左右の

40

閉鎖孔横径の比を算出し、ステップＳ１４０で、閉鎖孔横径の左右比と骨盤の回旋角度と
の関係等を蓄積したデータベース又は回帰式を参照する以外は、図８に示される手順に従
って処理すればよい。なお、上記の方法では、Ｘ線画像の閉鎖孔の周辺部を複数個所入力
し、コンピュータで閉鎖孔の輪郭の近似線を作成し、該近似線から閉鎖孔横径を算出して
いるが、定規等の補助手段を用いて閉鎖孔の最長となる横径を予め決定し、決定した横径
部分のみを医師等が入力してもよい。また、人力で入力することに換え、装置１が有する
エッジ検出手段を用いたエッジ検出により閉鎖孔の最長となる横径を自動的に決定しても
よい。こうして求められた骨盤の回旋角度は、骨盤の単純Ｘ線正面像から骨盤の臼蓋被覆
の３次元的形状を推定する際の補正値として使用することができる。
【００３０】
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次に、本発明に用いた解剖学的ランドマークが骨盤の回旋角度を決定する指標として優
れているか、検証を行った。
【００３１】
外傷や疾患により骨盤部のＣＴ像を撮影した症例のうち、骨盤の変形性変化が著明でな
い４０例（男性２０例、女性２０例）を対象とした。ＴＨＡ３Ｄ術前計画ソフトＺｅｄ
Ｈｉｐを用いてＣＴデータから３次元画像の再構築を行い、ａｎｔｅｒｉｏｒ

ｐｅｌｖ

ｉｃ

ｐｌａｎｅ（ＡＰＰ）を基準面とした疑似Ｘ線画像（ＤＲＲ画像）を作成した。Ａ

ＰＰ

ｃｏｒｏｎａｌ像にて、（１）涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比

、（２）閉鎖孔横径の左右比、を計測した。Ｚｅｄ

Ｈｉｐ上で骨盤を３°ずつ左右に１

２°まで回旋させ、各々の骨盤位置でのＤＲＲ画像で（１）、（２）を計測し、骨盤回旋
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角度との相関を調べた。なお、閉鎖孔横径の左右比については、より近似精度を上げるた
め、縦軸を対数で表した。
【００３２】
図９は、女性の涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比と回旋の関係を表す
グラフであり、横軸は回旋角度、縦軸は涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の
比を表す。相関係数は、０．９７２であった。また、グラフから明らかなように、涙痕中
点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比と回旋の関係を表すグラフはほぼ直線となり
、グラフの傾き（（恥骨結合−涙痕中点）／涙痕間距離÷骨盤の回旋角度）は−０．００
６３７であった。したがって、涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比をＢと
した場合、骨盤の回旋角度θは、回帰式：θ＝Ｂ／−０．００６３７から算出することが
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できる。なお、図９に示す傾きは、上記女性２０名から算出したデータであり、データを
取得する人数等により傾きは変化するので、上記傾きは他の数値であってもよい。以下の
図１０〜１２に示す傾きも同様である。
【００３３】
図１０は、女性の閉鎖孔横径の左右比と回旋の関係を表すグラフであり、横軸は回旋角
度、縦軸は閉鎖孔横径の左右比のｌｏｇを表す。相関係数は、０．９５０であった。また
、グラフの傾きは０．０７３２であった。
【００３４】
図１１は、男性の涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離の比と回旋の関係を表
すグラフであり、横軸は回旋角度、縦軸は涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕間距離
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の比を表す。相関係数は、０．９６７であった。また、グラフの傾きは−０．００６７６
であった。
【００３５】
図１２は、男性の閉鎖孔横径の左右比と回旋の関係を表すグラフであり、横軸は回旋角
度、縦軸は閉鎖孔横径の左右比のｌｏｇを表す。相関係数は、０．９５９であった。また
、グラフの傾きは０．０９１８であった。
【００３６】
上記の結果が示すように、男女両群において，涙痕中点と恥骨結合との水平距離と涙痕
間距離の比（相関係数＝０．９７２（女）、０．９６７（男））、閉鎖孔横径の左右比（
相関係数＝０．９５０（女）、０．９５９（男））はいずれも骨盤の回旋角度と強い相関
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がみられた。
【００３７】
本発明の骨盤回旋角度算出装置により算出した骨盤の回旋角度は、臼蓋被覆３次元形状
推定装置、臼蓋被覆３次元形状推定方法、及び臼蓋被覆３次元形状推定プログラムにおい
て、骨盤回旋の補正値として用いることができる。臼蓋被覆３次元形状推定装置は、単純
Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段と、前記単純Ｘ線正面像に関して設定された骨盤
の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークを取得する臼蓋ランドマーク取得手段と、前記単
純Ｘ線正面像と前記臼蓋ランドマークとから、臼蓋被覆の３次元形状を推定する演算手段
とを含んでいる。
【００３８】
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単純Ｘ線正面像を入力するＸ線画像入力手段は、骨盤回旋角度算出装置と同様のＸ線画
像入力手段を用いることができる。臼蓋被覆３次元形状推定装置のＸ線画像入力手段は、
骨盤回旋角度算出装置のＸ線画像入力手段と共通化してもよいし、別体として設けてもよ
い。
【００３９】
また、骨盤の臼蓋に関する複数の臼蓋ランドマークは、骨盤回旋角度算出装置と同様の
表示部を設け、タッチ機能やマウス等を用いて、表示されたＸ線画像に臼蓋ランドマーク
の位置を設定すればよい。臼蓋ランドマークは、臼蓋関節面、大腿骨頭、臼蓋前縁、臼蓋
後縁等、公知の臼蓋ランドマークを用いればよい。臼蓋被覆３次元形状推定装置の表示部
は、骨盤回旋角度算出装置の表示部と共通化してもよいし、別体として設けてもよい。図
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１３は、臼蓋被覆３次元形状推定装置と骨盤回旋角度算出装置の表示部を共通化し、表示
部に表示されたＸ線画像に、臼蓋ランドマーク及び閉鎖孔の周辺部の位置を設定した画像
である。
【００４０】
設定された臼蓋ランドマークは、臼蓋ランドマーク取得手段により位置情報が取得され
、臼蓋被覆の３次元形状を推定する演算手段に送られ、演算手段は臼蓋被覆の３次元形状
を推定する。その際、非特許文献２に記載されている方法では、図１４に示す骨盤の回旋
角度θは、仙尾関節中央と恥骨結合上縁の水平距離を用いて補正しているが、本発明の臼
蓋被覆３次元形状推定装置では、骨盤回旋角度算出装置により算出した骨盤の回旋角度θ
を用いて補正している。
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【００４１】
図１５は、本発明の臼蓋被覆の３次元形状を推定する際の回旋角度θを用いた補正方法
を説明する図である。非特許文献１に記載されている方法では、左右の仮想骨頭中心位置
がＸ線フィルムから等距離にあると仮定して、仮想骨頭上に臼蓋縁を描くことで臼蓋被覆
を算出している。一方、本発明の臼蓋被覆３次元形状推定装置、臼蓋被覆３次元形状推定
方法、及び臼蓋被覆３次元形状推定プログラムにおいては、図１５に示すように骨盤回旋
θ（図１５ではθ＝２．５°）の分だけ、左右の仮想頭骨球中心がＸ線フィルムからずれ
ている、つまり、左右の仮想骨頭中心位置がＸ線フィルムから等距離ではないと推定し、
ずらした仮想骨頭上に臼蓋縁を描くことで被覆面積を計算している。
【００４２】
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上記のとおり、本発明の骨盤回旋角度算出装置を用いると、性腺防護や腸管ガス等の影
響、年齢、そして、人種や画像の縮尺の影響を受けることなく骨盤の回旋角度θを算出す
ることができるので、従来は算出が困難な場合があった骨盤の臼蓋被覆の３次元形状を推
定する際の補正値として使用することができる。
【００４３】
臼蓋被覆３次元形状推定装置は、骨盤の臼蓋被覆の形状の推定の他、単純Ｘ線正面像か
ら人工股関節カップの設置状況（位置、角度）の推定にも使用することができ、人工股関
節を体内に設置する手術をした後の設置位置の確認や経過確認の際に、算出した骨盤回旋
角度を用いて骨盤位置を補正することで、カップ設置位置を正確に評価することができる
40

。
【００４４】
なお、骨盤の臼蓋被覆の３次元的形状を推定する装置としては、上記の回旋角度の補正
に加え、骨盤傾斜補正をすることもできる。骨盤傾斜に関しては、必要に応じて、非特許
文献１に記載されている閉鎖孔縦径／涙痕間距離、又は、非特許文献２に記載されている
恥骨結合上縁−仙尾関節垂直距離を用いて、補正をすればよい。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
本発明の解剖学的ランドマークを用いることで、Ｘ線画像から骨盤の回旋角度を精度よ
く且つ簡単に決定することができる。したがって、単純Ｘ線正面像１枚を用い、股関節に
おける臼蓋被覆の３次元評価を行うことができるソフトを開発する際の骨盤位置の補正デ
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ータとして使用することができるので、医療機関等において患者の診断に有用である。
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