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あらまし 近年ますます高解像度化している CT や MRI の医用画像の 3D 画像化による可視化や，病態変化
の正確な把握が可能な診療指標の定量化のために，セグメンテーションは必須のプロセスである．その代表的な
手法にエネルギー最小化があり近年広く応用されているが，最近の発展により三つ以上の任意の変数群（クリー
ク）に依存する高階エネルギーを最小化することが可能になった．本論文では特に，高階エネルギーの中でも高
速に最小化可能なサブモジュラ関数に注目し，クリークの選び方によってセグメンテーション結果をコントロー
ルすることを考える．具体的には，肺動静脈セグメンテーション，心臓 CT 画像からの冠動脈内腔・プラークセ
グメンテーション，大腰筋セグメンテーションを取り上げ，セグメンテーション対象の形状に関する事前知識を
活用してクリークを選択することにより，高階エネルギーを設計する枠組みを確立する．この枠組みに基づいた
手法は，従来自動化が難しかったセグメンテーションを実用化し，臨床現場にこれまでない可視化や定量化を提
供し，手術などをより安全かつ確実に行うことを可能にすることで医療の質を向上することに貢献した．
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近年，膨大な医療データが蓄積され，それらビッグ

1. ま え が き

データの有効な活用が模索されている．しかし画像情

画像診断，特に近年分解能が飛躍的に向上した CT

報は構造化されていないから，そこから意味を取り出

や MRI は現代医学に必須となっている．しかしそれ

すには画像認識のプロセスが必須である．更に膨大な

らの与えるボリューム情報があっても人が一度に視認

データを扱うにはデータ解析の自動化も欠かせない．

できるのは 2 次元の画像であり，画像情報の全容を把

したがって画像認識技術の高度化によってデータ解析

握するのは情報量が増えるほど難しくなる．その負担

を自動化することが，近い将来ビッグデータ解析を支

を減らす効果的なアプローチの一つが 3 次元画像化で

える基礎になる．データから有用な診断指標を抽出し

ある．一方，医療費抑制のため過去の実績に基づいた

蓄積することで新たな臨床知見が発見され，診断治療

診断標準を規定することが推進されている．客観的な

方法の発展が期待される．

診断標準を規定するために，診療指標を定量化するこ

本論文では特に医用 3 次元画像処理の基礎であるセ

とが重要視されている．例えばがん診断において腫瘍

グメンテーションの問題を取り扱う．上述のように画

のサイズを測ることは治療法を決定するための基本で

像がもつ 3 次元情報を可視化，定量化することが医療

ある．3 次元的な情報（体積や形状，臓器間の関係性）

の質と効率を向上することに貢献できる．これら 3 次

を定量化し活用することが，病態変化の正確な把握や

元情報を抽出するために，セグメンテーションは必須

疾患の細分類を反映した確度の高い診療を可能にする．

のプロセスである．セグメンテーションの代表的な手
法にグラフカットなどのエネルギー最小化法がある．
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エネルギーはセグメンテーションにおける複雑な関係

E(X) =

を表現でき，従来の性能限界の突破を期待できるが，
その有効な活用方法は研究途上である．そこで本論
文の主題は，セグメンテーションに有効な高階グラフ
カットの活用手法を確立することであり，同時に臨床
利用に耐えうる計算の高速性を両立させることである．
本論文では，直接関係を評価すべき変数・画素の組
（クリーク）を形状についての事前知識に従って選択す
ることで高精度なセグメンテーションを可能にし，サ
ブモジュラなエネルギーをグラフカットで高速に最小
化することで高階の有効性と高速性を両立させる枠組
みを確立する．まず 2. では，枠組みの前提となる高階
エネルギー最小化と，それによるセグメンテーション
について説明する．次に 3. 以下では，この枠組みの
有効性を，具体的な問題に応用した例により実証する．
第 1 に肺動静脈抽出において，肺内の血管は原則とし
て直線的に走行することから，直線状のクリークを探
索する手法を紹介する（3.）．この手法ではクリーク選
択のためのパラメータ及び高階エネルギーの重みは正
解データセットから学習させる．第 2 に，血管が円筒





θa (xa ) +

a∈V

θab (xa , xb ). (1)

a∈V,b∈Na

ここで Na は画素 a の依存関係を表す集合である．画
像のセグメンテーションにおいては，一般に Na は画
素の隣接関係を与え，2 次元で 4，8 近傍，3 次元で 6，

18，26 近傍などが考慮されるが，遠く離れた 2 画素
など，どのような依存関係を考慮してもよい．
エネルギーを構成する各項はポテンシャルと呼ばれ，

θa と θab は，それぞれ各画素のラベル xa と隣接画素
におけるラベルの組み合わせ (xa , xb ) へのコストを与
える．ポテンシャル及びエネルギーは，セグメンテー
ションすべき画像が与えられてから，固定されたそれ
に応じて定義される．ポテンシャルは，データ項，平
滑化項等がよく用いられる [5]．
データ項
式 (1) における 0 階項 θa は単一の変数 xa の関数
で，しばしば元のデータが直接的に影響することから
データ項と呼ばれる．例えば CT 画像において，画素

a がラベル xa をとる確率 P (xa ) はその画素における
信号値によるが，データ項は

形状をなすという事前知識に基づき円形のクリークを
選択する，冠動脈内腔・プラークセグメンテーションへ
のアプローチを紹介する（4.）．第 3 の応用として，大
腰筋セグメンテーションをテーマに取り上げ，高階エ
ネルギーとクリーク選択のアイデアに基づいて個人差
をモデル化する手法を紹介する（5.）．なお，ここに紹
介する 3 手法の詳細については [1]〜[4] を参照された
い．またおのおのの手法は，富士フイルム株式会社製
画像診断ワークステーション SYNAPSE VINCENT
に搭載されており，現在商用利用されている．

2. エネルギー最小化
セグメンテーションは画像を構成する各画素に前景
（オブジェクト）と背景のラベルを付与するラベリン
グ問題として定式化できる．画素の集合を V とする
と，ベクトル X = (xa )a∈V がセグメンテーションを
与える．例えばラベルが背景 (0) と前景 (1) の 2 値な
ら，画素 a は xa = 0 なら背景，xa = 1 なら前景と解

θa (xa ) = − log P (xa )

(2)

と定義することができる．
ユーザ入力や何らかの前処理によりオブジェクトの
大まかな位置が既知の場合，特定の画素があるラベル
をとる確率を 1 とし，変数の数を減らして問題をより
簡単にできる．ラベルが固定された画素をシードと呼
び，前景に属するものは前景シード，背景に属するも
のは背景シードと呼ばれる．
平滑化項
一般に，画像において同一ラベルの領域は連続的に
存在するから，(1) の 1 階項 θab を構成する画素 a, b
が隣接するときは同じラベルをとる確率が高い．この
場合 θab は平滑化項と呼ばれ，

⎧
⎨0,
θab (xa , xb ) =
⎩f (xa , xb ),

(xa = xb )
(xa = xb )

(3)

釈できる．エネルギーとはセグメンテーション X に

と表現される．ただし f はラベル xa , xb の差が大き

実数値を与える関数 E(X) で，値が小さいほど良いセ

いほど大きな値をとる非負値関数である．また，隣接

グメンテーションであると解釈できるように設計する．

する画素の信号値が近い値をもっていれば同じラベル

2. 1 ポテンシャル

をとり，逆に差が大きいと異なるラベルである可能性

従来の一階エネルギーは 0 階（unary）及び 1 階

が高い．この関係を組み込んで，信号値の違いに依存

（pairwise）項で構成される．
4

して f の値を変えることもできる．
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高階項

域最小解が多項式時間で得られる．

三つ以上の変数に依存するポテンシャルを高階ポテ

このアルゴリズムを基本とした，グラフカットとい

ンシャルまたは高階項，それをもつエネルギーを高階

う一連の手法がある．サブモジュラ条件を満たさない

エネルギーと呼ぶ．V の部分集合 c について，変数の

ときでも，同じ最小切断アルゴリズムに基づく roof

部分集合 {xa |a ∈ c} を Xc で表すことにする．エネル

dual あるいは QPBO アルゴリズムによって大域解の

ギー (1) は次式の特殊なケースにあたる．

E(X) =



一部を得ることができる [6]．またラベルが多値の場
合を扱う際には α 拡張，αβ 交換 [7]，融合移動 [8] と

θc (Xc ).

(4)

c∈C

いった手法が知られており，いずれも多値を 2 値の問
題に分解して繰り返し計算することにより近似解を得

θc (Xc ) は Xc に依存する関数である．個々のポテン

る方法である．ラベルが線形順序をもつ場合は例外的

シャルが依存する部分集合 c をクリークと呼び，C は

に，多値を多値のまま扱うことができる [9], [10]．線

クリークの集合である．C 中の |c| − 1 の最大値がエ

形順序のケースは下に詳述するが，効率的に最適化が

ネルギーの階数（order）と呼ばれる．したがって 1 階

可能なことから実用性が高い．

エネルギーは最大二つに依存するクリークを含み，式

2. 3 擬ブール関数
2 値 {0, 1} のみをとる変数の実数値関数は擬ブール

(1) の形式で表記される．
2. 2 グラフ表現

関数と呼ばれる．擬ブール関数は必ず多項式に書き換

図 1 (a) に示すように，2 ラベル 1 階エネルギー (1)

えることができる．例えば 1 変数ならば

の変数それぞれに対応してノードを作り，特別なノー
ド s, t を加え，エネルギーに対応して重み付きエッジ
を加えた有向グラフを構成する．変数ノードが切断の

s 側にあるか t 側にあるかと，その変数に 0 か 1 を付

θa (xa ) = θa (0)(1 − xa ) + θa (1)xa ,
2 変数ならば

与することを対応させることで，そのグラフの s-t 切

θab (xa , xb )

断と変数へのラベリングを 1 対 1 対応させ，切断のコ

= θab (0, 0)(1 − xa )(1 − xb ) + θab (0, 1)(1 − xa )xb

ストがエネルギーの値と等しくなるようにできる．こ
れをエネルギーのグラフ表現と呼ぶ．詳細は [5] に譲

+θab (1, 0)xa (1 − xb ) + θab (1, 1)xa xb ,

るが，縦方向のエッジが 0 階項を，横方向のエッジが

以下同様である．このように階数に応じて高い次数の

1 階項を表す．エネルギーがサブモジュラ条件

項が表れる．2 値変数の 1 階エネルギーは多項式表現

θab (0, 0) + θab (1, 1) ≤ θab (0, 1) + θab (1, 0)

(5)

を満たせば，グラフの重みを全て非負にすることがで
き，最小切断アルゴリズムに基づいてエネルギーの大

が 2 次式だが，全ての 2 次の項の係数が負であること
がサブモジュラ条件 (5) と同値である．

2. 4 高階関数の低階化
最近，任意の擬ブール関数に補助変数を追加するこ
とで等価な 1 階（2 次）の多項式に変換する方法が与
えられた [11], [12] ことにより，高階エネルギーを 1 階
化し，グラフカットや QPBO アルゴリズムにより効
率良く最小化することが可能になった．
変換後の 1 階関数はサブモジュラとは限らないが，
サブモジュラ関数に変換可能な特殊な形として，P n -

Potts モデルと呼ばれる次の二つが知られている [13]．
1 − x1 x2 · · · xn
= 1 + min −z(x1 + · · · + xn − n + 1),

(6)

z∈{0,1}

図 1 擬ブール関数のグラフ表現．(a) 2 ラベル 1 階エネ
ルギー (1)．(b) 高階ポテンシャル (8)．(c) 高階ポ
テンシャル (9)
Fig. 1 Graphical representation of PBF.

1 − (1 − x1 )(1 − x2 ) · · · (1 − xn )
= 1 + min (1 − z)(x1 + · · · + xn − 1).

(7)

z∈{0,1}
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ここで z は補助変数である．これらそれぞれの左辺は

n 次，右辺は 2 次であり，右辺は 2 次の項の係数が負
であるからサブモジュラである．左辺の高階項を最小
化問題に加えることは，補助変数 z を含む右辺を最小
化することと等価である．これらは全ての変数が同じ
値（(6) では 1，(7) では 0）をとるときにだけ値 0 を
とり，それ以外の場合は 1 をとる．

P n -Potts モデルは全ての変数が同じ値をとるときに
だけ小さな値をとるが，Robust P n -Potts モデル [14]

図2

を用いることで，条件に反する変数が増えるにつれて
徐々に大きな値をとるようにできる．



n

xi
min 1,
N
i=1


min 1,





n


= min

z∈{0,1}



n

xi
z + (1 − z)
N
i=1



n



,
(8)


1−xi
1−xi
= 1+ min z −1+
.
z∈{0,1}
N
N
i=1
i=1
(9)

これらの関数は変数が全て同じ値（(8): 0，(9): 1）の

(a) 順序付き多ラベルを 2 値変数に変換した場合の
グラフ表現．縦方向のエッジが 0 階項を，横方向の
エッジが 1 階項を表す．(b) 多ラベル高階関数のグ
ラフ表現．z は補助変数である．点線より上方でど
のようなラベルをとる場合にもコストが高くなる．
縦に並んだ 2 値変数ノードが一つの多ラベル変数を
コード化している．
Fig. 2 Ordered multi-label functions.

θc (Xc ) =

⎧
⎨0

if ∀i ∈ c : xi < li ,

⎩α

otherwise

(11)

ここで α は正の重みであり，ラベルのしきい値 li は

場合に最小値 0 をとる．しかし条件に反する変数が増

画素 i ごとに変化させられる．このポテンシャルはク

えるに従って増加し，N 個以上が反すると 1 の値で飽

リーク中の全ての変数が条件（(10) では xi ≥ li ，(11)

和し一定値をとる．P n -Potts モデルに比べて柔軟性

では xi < li ）を満たしやすくする．

をもっているが，付加変数は変わらず一つだけでよい．

P n -Potts モデルと同様，これにも robust なバー

2 ラベル 1 階である右辺はグラフ表現できる．(8),(9)

ジョンがあり，条件に反する変数が増えるにつれて

のグラフ表現を図 1 (b), (c) に示す．これらは高階の

徐々に大きな値をとる柔軟な関数に変えることがで

項だけなので，実際は図 1 (a) のような 1 階のグラフ

きる：

⎛

と重ね合わせることになる．

2. 5 多クラスの場合
ここまで変数が取り得るラベルが 2 値の場合に

θc (Xc ) = min ⎝α,


i∈c,xi ≥li

⎞
α⎠
N

(12)

ついて述べてきたが，線形順序をもつ多数のラベ
ル L = 1, 2, · · · , l の場合に (4) のエネルギーを最小

この関数は条件を満たさない画素が増えるほど大きな

化することを考える．この場合 1 階ポテンシャルが

値を与え，N 個に達するところで飽和し一定値をと

θab (xa , xb ) = θ̃ab (xa − xb ) と表され θ̃ が凸関数のと

る．この右辺のグラフ表現を図 2 (b) に示す．

き，大域的に最小化できる [9]．これは多ラベル変数を

線形順序付き多クラスのラベリングと Robust P n -

2 ラベル変数の組み合わせでコード化し，サブモジュ

Potts ポテンシャルを組み合わせたエネルギーは，Ra-

ラな擬ブール関数とすることで可能になる．そのグラ

malingam ら [15] が [16] との組み合わせが可能である

フ表現を図 2 (a) に示す．

ことを示唆している．しかし上述のように明確に定式

次に，特殊な形として，次の形の多ラベルの高階関

化したのは，著者らが知る限り初めてである．また 4.

数もサブモジュラな 2 次擬ブール関数に変換すること

でこのエネルギーを利用した世界初のアプリケーショ

ができる [15]：

ンを紹介する．

⎧
⎨0
θc (Xc ) =
⎩α

if ∀i ∈ c : xi ≥ li ,
otherwise

2. 6 高階エネルギーを活用するアプローチ
(10)

高階エネルギーの応用は研究途上で，[17] にまとめ
られているように少しずつ活用例が増えている段階
である．2 画素までの関係をモデル化する 1 階ポテン

6
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シャルに比べ，高階ポテンシャルは三つ以上の画素か

高階エネルギーのうち，高速に最適化が可能な 1 階

らなる複雑な関係をモデル化可能であり，様々なセグ

サブモジュラに変換可能なものに注目する．高階サブ

メンテーションにおける従来手法の限界を突破するこ

モジュラ関数は，関連する変数群（クリーク）の全て

とが期待される．

が同一のラベルをとる場合にだけエネルギーが小さく，

医用画像セグメンテーションにおいて，従来の 1 階

それ以外は一定の値をとる．したがって，そのようなエ

エネルギーが解けない問題の多くは，オブジェクトの

ネルギーを効率良く最小化問題に寄与させるには，条

輪郭が不明瞭なことに起因する．これを解決するた

件に一致するラベルをとる可能性が高いクリークを事

めに，形状はほとんど唯一の手がかりである．形状は

前に選択することが問題になる．例えば矩形のような

多数の画素で表現されるパターンであり，特定の形状

正規形のクリークを想定すると，そのクリーク内の変

を構成する画素群を高階ポテンシャルによってコント

数が全て同じクラスをとるケースは限られる．しかし，

ロールすることが重要である．

例えば直線を構成する画素群がまとまって同じラベル

高階エネルギーを扱う上での問題は，階数が増える

をとるときにエネルギーを小さくすると（図 3 右下の

ほど表現力が増すが，表現力が高すぎて設計が困難に

黒い画素群），セグメンテーション結果が直線を形成

なることである．利用にあたっては，指数的に増加す

するように導くことができる．また，正規形のクリー

るラベルの組み合わせの中からどのパターンがどの程

クでは，意図する形状とは直接関係しない変数（図 3

度好ましいかをポテンシャルとして定義しなければな

で点線に囲まれた画素）が含まれると冗長性が高くな

らない．このように複雑なポテンシャルを設計するに

り，符号化の効率が悪くなる．以上の考察から，セグ

は，トレーニングデータから学習することが考えられ

メンテーション対象の形状に応じて柔軟にクリークを

る．例えば図 3 のように，4 × 4 の変数群（クリーク）

選択することを考える．Kohli ら [14] は Mean Shift

16

を考える．あらゆる組み合わせを考えると 2

通りと

のような教師なしセグメンテーションアルゴリズムに

なり，組み合わせの数に応じて最適化にかかる計算コ

よって任意の形状を生成し，これをスーパーピクセル

ストも増す．しかし現実のアプリケーションでは，ほ

のようにクリークとして扱っている．Kadoury ら [20]

とんどのランダムなパターンは意味をもたない．そこ

も同様に，あらかじめ求めた領域内の画素の類似性を

で意味のあるパターンのエネルギーのみが異なるコス

高階サブモジュラポテンシャルで表現しセグメンテー

トをもった “疎な” エネルギーを考えると，その異なる

ションに用いている．これらの方法はクリークの選択

コストに対応する数しか計算コストは増加せず，実用

が汎用なアルゴリズムであるから，特定のアプリケー

上の性能が下がることもない．データから疎で有意な

ションにとって最適なクリークが選択されるとは限ら

パターンのエネルギーを近似する試みは [18] や [19] で

ない．すなわちクリークも事前知識と学習を利用して

されており，比較的モデル化が容易な周期的パターン

選択するという改善の余地が残されている．

でその有効性が検証されている．より複雑なオブジェ

本論文は以上のアイデアを出発点とし，高階エネル

クトのパターンを扱うには，多数の変数から有意なパ

ギーの有効性と高速性を両立させた，実用性の高い高

ターンを学習する仕組みが必要になるが，有効な方法

階エネルギーの活用手法の開発を主題とする．

は知られていない．

高階エネルギーの利用において，その重みをデータ
から学習することはもう一つの重要な要素である．1
階エネルギーであっても学習は結果を大きく改善する
ことが知られている [21]〜[23]．高階ポテンシャルは

1 階ポテンシャルより大幅に多い変数をもつので，試
行錯誤によって設計することは現実的に不可能であり，
学習の重要度は更に増す．そこで本論文では学習を取
り入れることはもちろん，データに応じてクリークを
選択するパラメータについても学習させる．
最後に高階エネルギーを利用する従来技術と本論文
図 3 高階関数で表現可能なパターンのうち，有意のもの
Fig. 3 Patterns representable by higher-order functions.

のアプローチの違いを比較する．図 4 は階数，画素
（変数）あたりの高階項の数の 2 軸で見たときの本論文
7

電子情報通信学会論文誌 2018/1 Vol. J101–D No. 1

図5
図4

高階ポテンシャルの高階項の数と階数で見た本論文
のポジション
Fig. 4 Positioning of this paper.

肺動脈と肺静脈の接触部のアキシャル及びサジタル
断面像
Fig. 5 Pulmonary artery and vein.

データに依存してクリークを選択し，高階関数で形状
をモデル化する手法を紹介する．
の位置を示している．本論文は，データからの学習に

肺血管は原則として直線的に走行することが知られ

よって高階ポテンシャルを設計する．Field of Expert

ている．そこで本手法は，血管の特性に合わせて滑ら

のように密なエネルギーを学習する手法 [12] は階数を

かな曲線上の画素が全て同一のラベルをとるように働

上げることが難しい．疎なエネルギーを扱うことで階

くポテンシャルを導入し，セグメンテーション性能を

数を高くすることができる [18], [19]．本論文は特定の

向上させる．著者らが知る限り，本手法は臨床上許容

アプリケーションに関するドメイン知識を利用するこ

可能な精度に達した世界初の全自動肺動静脈抽出アル

とで高階項の数をより減らすことができる．学習に基

ゴリズムである．

づいて高階ポテンシャルを設計しているので教師なし

肺動静脈を分離する問題は少数しか研究例がない．

クリーク選択 [14], [20] に比べると多くの高階項を利用

非造影画像を対象にインタラクティブな操作でセグ

する．一方で階数は教師なし並みに大きく，従来の教

メンテーションを行うものとして [24]〜[28] がある．

師ありを大きく上回る．デメリットはアプリケーショ

ユーザは複数の血管枝に対して多数のシード点を入

ンに依存する事前知識を用いるため汎用性を損なうこ

力することが要求される．一方，ユーザ介入を前提と

とである．しかし，いち早く実用性の高いアプリケー

しない全自動の肺動静脈セグメンテーションに関して

ションを提供することを目指す．

は，肺の解剖学的知見を利用したアプローチが提案さ

3. 肺動静脈セグメンテーション

れている [29], [30]．造影画像を対象にした場合は，肺

本節では，既存手法では可視化が難しい問題の例と

になるため，セグメンテーションの難易度が少し下が

して，造影 CT 画像からの肺動静脈セグメンテーショ

る [31], [32] が，肺動脈のみのセグメンテーションが目

ンをテーマに取り上げ，高階ポテンシャルの活用が効

的であり，動脈と静脈の双方を対象とした研究は十分

率的な可視化に貢献できることを示す．

に行われていなかった．本手法はこの全自動セグメン

血管の木構造の根にあたる部分が画像上で判別可能

肺動脈 (Pulmonary Arteries: PA) と肺静脈 (Pul-

テーションを実現するものである．最近の研究 [33] も

monary Veins: PV) はそれぞれ右心室と左心房を根

同様の精度を達成しているが，後述するように本手法

とし，肺の中を放射状に伸びる木構造をしている．CT

の方が遙かに高速である．

画像中では両者はほとんど等しい信号値と管状形状を

3. 1 データ依存クリークポテンシャル

しており局所的には見分けられない上，いたるところ

セグメンテーションにおける高階エネルギーの新し

でお互いに絡み合っており，接触部の境界は曖昧であ

い設計方法であるデータ依存クリークポテンシャル

る (図 5)．更に肺血管全体の構造は患者による個人差

（Data-Dependent Clique Potentials: DDCP）[1] を

が大きいこともあり，セグメンテーション技術の進歩

紹介する．基本となるアイデアは (6)，(7)，(8)，(9)

にもかかわらず，肺動脈と肺静脈のセグメンテーショ

などの 1 階サブモジュラ関数に変換可能な高階関数

ンは未だ難しい問題である．この問題を解決するため，

の変数を，特定の形状をなす画素群からデータに応じ
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て選択することである．数式として見ると DDCP は

形成する画素群よりも強く同一ラベルをとるように設

P n -Potts モデルと同じであるが，違いはそのポテン

計する．

シャルが含む変数（画素）にある．オブジェクトの形

本手法の重要な特徴は，曲線が互いに重複していて

状に関する先験情報を用いて変数を選択することで，

も，エネルギー最小化の原理に従って最も好ましい組

所望の形状を形成するときのエネルギーを小さくし，

み合わせを選択できることである．図 6 (b) はセグメ

セグメンテーションをコントロールする．

ンテーションに成功した場合で，“選択された” 曲線，

具体的に，本手法は低い曲率をもつ曲線を構成する

すなわち対応する高階ポテンシャルの値が小さくなっ

画素群を選択し，それらが同一のラベルをとりやすく

た曲線を実線で示している．一方で，点線で示す選択

する．例として，図 6 (a) に図示するような動脈（ラ

されなかった曲線が最終的にエネルギーに全く寄与し

ベル 0）と静脈（ラベル 1）を分割する問題を考える．

ないようにできる点も重要である．(6) や (7) の高階

図 6 は二つの血管が中央で接触しており，1 階エネル

項は全ての変数が同一のラベルをとったときのみ値が

ギー (1) では接触部を見分けて分離することが困難な

変化し影響を及ぼすから，これが可能となる．上述し

例である．DDCP を導入するために，図中の黒線の

た選択はセグメンテーションの過程で起こり，選択さ

ような血管の中で直進性の高い曲線を見つけ，各曲線

れなかった高階項は副作用を及ぼさない．これに対し

上の全ての画素を変数として (6) や (7)，あるいはそ

て，低階のポテンシャルを使うと，異なる曲線に属す

の両方のポテンシャルを生成しエネルギーに追加する．

る項がそれぞれ独立に寄与し，予想外の結果をもたら

(6) を追加することは，曲線上の全ての変数（画素）が

す恐れがある．実際のセグメンテーションにおいては

ラベル 1 すなわち動脈のラベルを同時にとりやすくす

画像全体で多数の接触点があり，上述の選択の組み合

る．同様に (7) を追加することは静脈のラベルをとり

わせ数は極めて多くなる．しかしグラフカットはそれ

やすくすることを意味する．両方を追加した場合は，

らの組み合わせの中からエネルギー最小となる最適な

曲線全体が同時に動脈または静脈になりやすく，言い

解を見つけることができる．

換えるとその曲線上でラベルが変化し境界が生じるこ
とを防ぐことになる．
エネルギーに DDCP を付加するために，本来は全
て同一のラベルをとる曲線を見つけたい．しかし図で

DDCP を効果的に使うために重要なことはデータに
合わせて適切な方法でポテンシャルに属する変数群を
選択することである．以下では肺動静脈セグメンテー
ションにおける選択プロセスの詳細を説明する．

幾つかの曲線が異なる血管に広がっているように，全

3. 2 全自動肺動静脈セグメンテーション

ての曲線についてあらかじめそうすることができない．

本手法は造影 CT データを対象とする．造影 CT

そこで曲率に応じて同一クラスをとりやすくする程度

データは被験者の血管に造影剤を注入しながら撮像さ

を変化させることを考える．より直線的な曲線ほど大

れたもので，肺動脈及び肺静脈の起始部（根）から末

きな重みをポテンシャルに乗算し，相対的に直線的な

梢の血管までコントラストが強調され，全体にわたっ

曲線が同一のラベルをとることを優先させる．例えば

て血管の走行を追うことができる．

図 6 (a) においては (a)-1 を形成する画素群は (a)-2 を

アルゴリズムは 1) 起始部ランドマーク検出，2) 血
管領域抽出，3) 動静脈分離の 3 ステップで構成される．

1) では肺動脈と静脈の起始部である肺動脈幹部と心
臓の左心室を Wang ら [34] の検出器で検出する．

2) では，1 階ポテンシャルを用いる一般的なグラフ
カット手法によって血管領域をセグメンテーションす
る．肺血管は縦隔部と肺野内で異なる特徴をもってい
るから，まず縦隔部の太い血管は，検出した起始部か
ら連続的につながっている領域を抽出する．一方，管
図 6 (a) 動脈と静脈のモデルで両者が中央で接触してい
る．各黒線は一つの高階項のクリークを表している．
(b) 分離に成功した場合．(c) 画像の解像度が血管
の直径よりも小さい場合．右に断面像を合わせて表
示している．
Fig. 6 Model of artery and vein.

状の画像パターンをもつ肺野内の血管は，血管検出
器 [35] を多重スケールで走査して検出する．最終的に，
縦隔部と肺野の血管領域の和をとって血管全体の 2 値
セグメンテーション結果を得る．
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3) の動静脈分離を以下に詳しく説明する．
3. 2. 1 高階エネルギー
血管領域を動脈と静脈にラベリングするために次の
高階エネルギーを用いる．

E(X) =


a∈V

+



θa (xa ) +



θab (xa , xb )

a∈V,b∈Na

θc (Xc ).

(13)

c∈C

ここで xa は 2 値のラベル {Artery, Vein} をとる変

Fig. 7

図 7 選択された経路の例
An example of chosen path.

数である．C はクリーク c の集合で，DDCP を表す．

θc (Xc ) は (8) または (9) の高階ポテンシャルに正の係

いて問題にはならない．

数 wc が掛かった関数である．0 階項は検出した起始

3. 2. 3 重みの決定

部座標の周辺領域がそれぞれ動脈または静脈ラベルを

次に，求めたクリーク（経路）c それぞれに，どの

必ずとるように設定し，1 階項は 3 次元画像において

程度その全体が同一クラス（動脈または静脈）となる

各画素の 18 近傍に隣接する画素との間でラベルを平

べきかを考慮して，高階ポテンシャルの重み wc を与

滑化する．

える．

3. 2. 2 DDCP の選択

そのために，経路 c について複数の特徴を算出する．

クリークの集合 C と DDCP θc (Xc ) の重み wc を肺

ここで使った経路の特徴は，経路全体の長さと経路の

動静脈セグメンテーションにおいてどのように決定す

二つの端点の直線距離との比率，経路の曲率の総和と

るかが本手法の最も重要な点である．肺血管は原則と

最大値，経路上の信号値の 2 階微分の最大値，経路上

して直線的に走行するが，実際には完全な直線をなし

の信号値の標準偏差，血管境界からの距離の微分値の

ているわけではなく，カーブしたり分岐したりしてい

平均，及び血管境界からの距離画像値の最大値と最小

る．本手法では，そのようなパターンに柔軟に対応す

値の差である．図 7 は選択された経路の例である．図

るために，血管がもつ曲率に沿った画素の集合を，最

中の経路 (a) と (b) を比べると，全体の長さと端点の

短経路アルゴリズムを利用して選択する．

直線距離との比率は (b) においてより大きな値をとる．

まず，画素 i ごとに，i を中心とする半径 S/2 の球

曲率の総和も同様である．信号値の最大微分値は経路

の内部に位置する画素をノードとし，26 近傍の画素

が異なる構造の間の境界を通っているときに大きな値

にエッジを張った無向グラフを生成する．それぞれの

をとる．

エッジは隣接する画素の組み合わせ a と b を接続し，
重みを次式で与える．

L(a, b)(|Va − Vb | + α)(|Da − Db | + β)

経路 c から得られた特徴ベクトルから，経路の全て
の画素でラベルが同一かそうではないかのゆう度比を

(14)

計算して，DDCP の重み wc として用いる．
特徴ベクトルからゆう度比を求める関数は，正解

ここで L(a, b) は a と b の物理的な距離，Va と Vb は

データに基づいて学習する．正解データ中に上記の方

a と b の信号値，Da と Db は血管領域の最も近い境

法で経路を見つけ，見つけた経路をその全ての画素が

界面からの距離，α と β は所定の係数である．続いて

同じラベルであるか否かの二つのケースに分けて，そ

上記球の表面上の 2 点を端点とし画素 i を通る経路の

れぞれ特徴量値に対する頻度ヒストグラムを生成し，

うちコスト最小のものを求める．得られる経路は信号

確率の対数ゆう度比を学習する．限りある数のサンプ

値の大きな変化をまたぐことを避け，また血管領域の

ルからゆう度比を学習するために，学習の前に特徴ベ

境界面から一定の距離を保ち，可能な限り直線状のパ

クトルを線形判別分析によって 1 次元に射影し圧縮す

ターンを形成する．経路は直接 (13) の c を構成し，そ

る．実験では無作為に選んだ正解データつきの 10 症

の高階ポテンシャル θc (Xc ) の階数は経路に含まれる

例からゆう度比を学習した．

画素の数である．この手続きでは画素の数が必ずしも

図 8 は DDCP を可視化したものである．一つ一つ

同じにならないが，それ自体はエネルギー最適化にお

の DDCP を構成する画素集合が緑の線分で描かれて

10
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図 8

データ依存クリークポテンシャルに含まれる画素
群の可視化．緑の線分は高階クリークを表し，対応
するポテンシャルの重み wc は形状に応じて決めら
れる．ここでは曲率が高いほど明るい色で表示して
いる．
Fig. 8 Visualization of DDCP.

いる．線分の明るさはゆう度を表し，ゆう度が高いほ
ど明るい色で描かれている．異なる血管をまたぎ，曲
率が高い線分はその色が暗くなっている．
解剖学的に動脈が気管支と併走することが多いこ
とが知られている．後述の実験が示すように，目加田

図9

ら [29] のアプローチに基づき，気管支と血管セグメン
トの距離と葉間と血管との距離の二つの解剖学的情報

四つの手法による正解が PA∪PV のときの体積ベー
ス (a) と長さベース (b) の正解率の箱ひげ図．左か
ら右に向かって SAF，GC，DDCP，DDCP&SAF
の結果を示す．
Fig. 9 Box plots of the results.

によって血管を分類し，DDCP に異なる重みを与える
ことも症例によっては有効である．

3. 3 検 証 実 験
ここでは定量的及び定性的の二つの観点から評価し
て本手法の有効性を示す．

3. 3. 1 定量的評価実験
定量的評価のため，以下の 4 通りの手法を比較した．

SAF 目加田らの空間的配置特徴を用いた判別手法．
GC （DDCP を用いない）1 階グラフカット手法．
DDCP DDCP を用いた高階グラフカット．
DDCP&SAF DDCP 及び空間的配置特徴を用い

図 10

動脈（赤）と静脈（青）のセグメンテーション結
果．(a) と (b) はそれぞれ DDCP 及び GC によ
る結果．(c) は肺門部付近のコロナル画像である．
Fig. 10 Segmentation results.

た高階グラフカット．
このうち DDCP と DDCP&SAF が本手法である．評

用いていないため接触部の広くて曖昧な境界面を分離

価は正しく分類された比率を体積ベース及び血管の長

できていない（図 10 (c)）．

さベースで測った正解率で行う．Robust P n -Potts モ

DDCP&SAF は，比較した手法の中で最高の平均判

デル (8) と (9) で N = 3 を使用した．全てのプロセ

別率 91.0%を達成した一方で，少数の症例では DDCP

スはユーザの介入なしに全自動で実行された．

よりも悪い判別率を示した．抽出された気管支樹が肺

結果を図 9 に示す．長さベースの正解率 PA∪PV

の辺縁まで伸びていない場合に判別性能が極端に低

の 平 均 は SAF で 73.6%，GC で 77.6%，DDCP

かった．気管支抽出の頑健性を向上することが更なる

で 90.8%，DDCP&SAF で 91.0%であった．GC と

性能向上に重要である．

DDCP の平均処理時間は 4 core CPU の 2.8GHz PC
において 52.5 秒と 93.2 秒であった．

3. 3. 2 臨床現場における主観テスト
次に，臨床現場で行った主観テストについて述べる．

図 10 は二つの手法で顕著な違いが見られた症例で

これらの評価は，提案手法が商用ソフトウェアを通し

ある．基準となる GC は大きな誤判別領域が生じてい

て設置された病院にて行われた．テストを主導した医

る．一般的な従来手法と同様に 1 階ポテンシャルしか

師らと本論文の著者らの間に利益相反はない．3 人の
11
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図 11

主観テストにおいて判別した，3 段階の誤分類グ
レード
Fig. 11 Examples of grades of misclassiﬁcation.

表1

主観テスト-I 結果．GC と DDCP がそれぞれ誤分
類した枝の総数．評価対象は合計 24 症例．
Table 1 Results of subjective test I.

GC
DDCP

Grade-III
33
11

Grade-II
58
41

Grade-I
63
22

Total
154
74

図 12

主観テスト-I で評価した症例．(a) と (c) は GC
による結果，(b) と (d) は DDCP による結果
Fig. 12 Example cases in subjective test I.

表 2

専門家が誤判別された分枝を目視検出し，3 人合意の
もとで 3 グレードに分類する．3 グレードは誤判別さ
れた分枝の最も近位（幹側）の位置によって決定する．
木構造のため，誤分類領域は誤分類位置が近位側にな
るほど大きくなる．図 11 に示すように，グレード II
は誤分類した枝が肺区域（人の片肺は解剖学的に約 10

異なる造影コントラストのデータに対して DDCP
が誤分類した枝の総数．評価対象は高コントラスト
16，低コントラスト 13，混合グループ 11 で合計
40 症例．
Table 2 Results of subjective test II.

High contrast
Mixture
Low contrast

Grade-III
3
5
10

Grade-II
19
14
29

Grade-I
16
12
16

Total
38
31
55

の区域に分割される）の大きさに匹敵する場合を表す．
同様にグレード I とグレード III はそれぞれ誤分類さ

べて，DDCP (b), (d) は上大静脈付近の肺尖動脈部分

れた分枝が肺区域より小さい，または大きい領域に広

や上肺底動脈抽出でより正しく分類していることがわ

がっていることを表す．

かる．

テストデータは低コントラスト（肺動脈と肺静脈の

b ) 主観テスト-II

，高コントラスト（200HU よ
幹部が 200HU より低い）

造影条件の本手法への影響を評価した．高コントラ

り高い），混合（肺動脈と肺静脈のどちらかが 200HU

スト，低コントラスト，混合グループの症例数はそれ

より高い）の三つのグループに分類された．

a ) 主観テスト-I

ぞれ 16，13，11 で合計 40 である．このテストでは

DDCP のみを評価した．

DDCP の有効性を評価するため，前述した定量評

評価結果を表 2 に示す．本手法はより強く造影され

価の GC と DDCP の二つを比較した．高コントラス

ているグループほど高い判別率を示した．特に高コン

ト，低コントラスト，混合グループそれぞれの症例数

トラストグループにおいて，グレード III は平均 0.19，

は 10，9，5 で計 24 症例を用いた．結果を表 1 に示す．

グレード II は平均 1.19 の極めて低い誤判別率を示し

DDCP の誤分類の総数は GC に比べて 52%減少した．

た．本手法は適切な造影がされていればほとんど大き

特にグレード III の誤分類が 2/3 減少し，DDCP が分

な失敗をしないこと，造影剤を注入するタイミングに

類性能に大きく寄与した．これは定量評価とよく一致

厳しい調整が必要ないことが確認された．

しており，本手法の頑健性がより多くの症例で確認さ

3. 4 考

れた．図 12 にセグメンテーション結果を比較して示

手法によって入力情報やユーザ介入などの前提条件

す．GC によるセグメンテーション結果 (a), (c) に比

が異なるため，先行研究と直接比較はできないが，参

12
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考のため，先行研究と本手法の同一の評価基準による

困難な例として，冠動脈内腔・プラークセグメンテー

評価結果を比較すると，Saha ら [27] は非造影画像 2

ションの問題に取り組んだ例を紹介する．

症例に 25-40 のシード点をユーザが入力したとき長さ

冠動脈の疾患は動脈にプラークが沈着し血流が阻害

ベースで 95%の判別率を達成した．目加田ら [29] は肺

（狭窄）されることによって起きる．そのため血管内

動脈と気管支の空間配置特徴に基づいて，事前に用意

腔の正確なセグメンテーションは，狭窄の程度を測る

された（完全な）気管支情報を利用したとき 3 症例で

重要なステップである．これまでに多数の研究が行わ

87%の判別率（長さベース）を報告している．最新の

れたが，冠動脈狭窄の自動検出や自動定量化は難しく，

研究では，Payer ら [33] が造影画像 10 症例について，

十分解決されていない．

体積ベースで 94.1%を全自動で達成した．それぞれ画

血 管 の セ グ メ ン テ ー ション 手 法 に 関 す る サ ー ベ

像データと前提条件が異なるため一概には比較できな

イ [39], [40] によると，冠動脈狭窄検出アルゴリズム

いが，本手法はユーザ介入なしに長さベースで 90.7%，

には，抽出した特徴量から直接プラークや狭窄部位を

体積ベースで 95.7%を達成したので高い競争力を有し

検出する手法 [41] と，内腔を正確にセグメンテーショ

ていると考えられる．更に計算時間は [33] の 5 時間に

ンすると同時に健康な血管の径を推定することで狭窄

対して本手法は 2 分未満で，実用に耐える．

部を検出する手法 [42]〜[44] とがある．しかし一方で，

主観テストに関して，テストを実施した専門家らは

冠動脈にプラークが堆積する初期段階では，血流量を

本手法が臨床上十分な精度をもち，肺動静脈の 3D 画

補償するため血管壁が拡大（ポジティブリモデリング）

像化にかかる負荷を減らすことに有効であると結論付

することが知られているため，内腔とともに血管壁を

けている [36]．また本手法は 1 フェーズしか必要ない

セグメンテーションすることは，狭窄の程度をより正

ので，従来の 2 フェーズ撮像技術に比して患者の被曝

確に判断するために重要である．血管壁を含めたセグ

を半減できるという大きな利点がある．本手法と GUI

メンテーション手法には，例えば 2 重輪郭モデルを利

によるユーザ修正機能を備えた手術シミュレーション

用した Level-Sets 手法 [45] などがある．

システムを使用した胸部外科医は，患者ごとの臓器形

本節では，3 ラベル高階ポテンシャルを用いた新し

状の違いを考慮しながら適宜修正を加えることを含め，

いセグメンテーション手法を紹介する．造影 CT 画

シミュレーションの実施に症例あたり 5-10 分程度し

像においてプラークと周辺組織は非常に近い信号値

かかからないと報告しており，現在このシステムは該

をもっており，1 階ポテンシャルでは両者を区別する

当施設においてルーチン的に活用されている [37]．ま

ことが難しいため，より複雑な構造をモデル化可能

た，同システムは胸部外科手術の幅広い用途に対して，

な高階ポテンシャルを利用する．Kohli ら [46] は高階

手術を安全かつ確実に行うことに役立つことが認めら

関数によって複数の教師なしセグメンテーション結果

れており，胸部外科医が日常的に利用するツールとし

を統合するフレームワークを提案しており，最近では

て世界に広がりつつある [38]．

Kadoury ら [20] が領域の同一性を補償する高階ポテ

本節では肺動静脈へのアプリケーションをとりあげ

ンシャルの利用法を提案しているが，本節で紹介する

て実証実験を行ったが，このアプローチは頭部や腹部

手法は血管壁と石灰化プラークの形状に関する解剖学

など他の部位の血管へ即座に応用できると考えられる．

的知見を利用できる利点がある．

また基本となるアイデアは一般的であるので，面状ま

プラークには，カルシウム成分が沈着して高信号を

たは円状のパターンに関する画素選択手法を組み合わ

示す石灰化プラークと，脂質または繊維質が主成分で

せることで他の種類のセグメンテーション精度を向上

低信号を示すソフトプラークがある．どちらであって

できる．次節では血管断面をモデル化するために円状

も，プラークは血管の内側に堆積するため血管壁は円

の画素選択を検討する．

筒形状を保持する傾向がある．また，石灰化プラーク

4. 冠動脈内腔・プラークセグメンテーション

は，それ自体が基本的に球形をしている．本節で紹介
するアルゴリズムは，これらの形状をもつ候補をヘッ

画像診断において疾患の重症度や治療効果を定量化

セ行列解析を用いて検出し，その位置の画素の大多数

することは，最適な診療行為を選択するために重要で

が目的の形状に一致する場合にのみ低い値をとる性質

ある．しかし疾患は多種多様な画像パターンをもつか

を，高階ポテンシャルで符号化してエネルギーに組み

ら，それは未だ困難な課題である．本節では定量化が

込む．そのエネルギーが最小化されることで，セグメ
13
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図 14

血管の MPR 画像．(a) ソフトプラークが堆積し
た部位，(b) 石灰化プラークが堆積した部位．血管
壁と内腔の輪郭がそれぞれシアンとマゼンタの線
で示されている．
Fig. 14 Coronary MPR image.

スのラベリング問題として解く．
エネルギーは前節と同じく

E(X) =


a∈V

図 13

冠動脈中心線抽出．(a) 心臓 CT 画像のボリュー
ムレンダリング画像．緑線は抽出した中心線を示
す．(b) 一つの中心線に沿って画像を展開したスト
レート CPR 画像．
Fig. 13 Coronary Centerline extraction.

+



きる．一つ一つの高階項は，特別な条件が成立した場
合にのみエネルギーへ影響を及ぼすので，候補となる
位置や大きさに高階項を複数追加することができ，そ

θab (xa , xb )

a∈V,b∈Na

θc (Xc ).

(15)

c∈C

の形をしている．ただし，ここではラベルが

1: 背景，
ンテーションを所望の形状をもつ結果へ導くことがで



θa (xa ) +

2: プラーク，

3: 内腔

の 3 値をもち，線形順序をもつ．
以下では，それぞれのポテンシャルについて説明
する．

4. 1. 1 高階ポテンシャルを用いた形状制約
本手法でも前節と同じく高階関数をセグメンテー

のことで副作用を生じることがない．
本手法は，冠動脈の内腔とプラーク領域を，多クラ

ションにおける形状制約として用いるが，ラベルが三

スラベリングのフレームワークを利用して同時にセグ

つあることと，それらの順序関係と制約に関係がある

メンテーションする．類似の研究例では Delong ら [47]

こととが事情をより複雑にしている．プラーク・内腔

が，複数のクラスが互いに内包したり排他的に存在し

セグメンテーションの問題では，血管壁はプラークが

たりする関係を高階関数を用いて定式化しているが，

沈着した場合であっても円筒形状をしており，石灰化

本手法はこれを高階関数を用いて形状の制約条件とし

プラークは球形をしているという解剖学的知識を利用

て用いる点が異なる．特に本手法は 2. 5 で述べた線形

する．石灰化プラークは重度に堆積すると多様な形状

n

順序付き多クラスのラベリングと Robust P -Potts

をもつようになり球形とは限らないが，その場合は周

ポテンシャルを組み合わせたエネルギーを扱っており，

辺よりも非常に高い信号値を示すので，信号値に基づ

この種のエネルギーに基づくアプリケーションは，著

いて容易に区別することができる（例えば 0 階ポテン

者らが知る限り最初である．

シャルで判別できる）．

4. 1 冠動脈プラーク・内腔セグメンテーション

形状項が動作する様子を，単純化した問題で示す．

前提条件として，CT 画像から冠動脈の中心線が抽

図 15 (a) は血管の断層画像を模したものである．(a)

出されているものとする（図 13）．中心線の方向と直

に信号値とその勾配に基づいてデータ項及び平滑化項

交する断層画像を積み重ねて生成したボリューム画像

を与えセグメンテーションすると (b) が得られる．1

（3D-MPR 画像）を再構成し，それから血管壁と血管

階ポテンシャルの効果で，ノイズに起因する強いエッ

内腔の 2 重の輪郭を検出する．図 14 に示すように，

ジをもつ位置でセグメンテーションされ，血管の円形

内腔の輪郭は常に血管壁の輪郭の内側に位置し，順序

から大きく逸脱している．次に (c) に示す形状項を与

構造をもっている．そこでこの問題を線形順序 3 クラ

えると，白い画素が全て前景で灰色の画素が全て背景

14
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図 15

形状項の動作原理．(a) 対象画像，(b) 通常のセグ
メンテーション結果，(c) 設定した形状項，(d) 形
状項を含めたときの結果．
Fig. 15 Segmentation model.

のとき小さなエネルギーを与える．この形状項を含む
エネルギーを最小化すると，(d) のセグメンテーショ
ン結果が得られる．全体として円形を保ちながら，局
所的には 1 階ポテンシャルの効果で細かな輪郭に追随
したセグメンテーション結果が得られる．
本手法での形状制約は，前節のものより複雑で，2. 5

図 16

形状制約を高階関数と 1 階関数に変換した場合の
比較．○は前景をとるべきノードを，●は背景を
とるべきノードを表す．線で結ばれたノードは同
じクリークに属する．
Fig. 16 Higher- and ﬁrst-order shape terms.

で説明したように，ラベルの順序による大小関係で表
される．血管壁内は内腔領域（ラベル 2）とプラーク

リークに選択される．

領域（ラベル 3）の和の領域で表されるので，円筒の

高階関数で実現される形状項は，クリークに含まれ

内側の画素に対して (12) のソフトな形状制約 xi < 2

る画素が特定の条件を満たさない限りエネルギーに影

を加え，円筒の外側には制約 xi ≥ 2 を与えて結果が

響しないため，多数の候補をエネルギーに加えても副

円筒を形成しやすくする．同様に，球形の内側の画素

作用を起しにくい．仮に，高階関数ではなく 1 階項

には制約 xi < 2 と xi ≥ 3 を与える．

によって似た形状の制約条件を与えた場合を，図 16

セグメンテーションを行う前にはオブジェクトの

に例示して考える．図において，○は前景をとるべき

位置と大きさは不明なので，様々な位置と大きさに

ノード，●は背景をとるべきノードを表す．線で結ば

形状項を設定する．そこで Optimally Oriented Flux

れたノードは同じクリークに属するものとする．二つ

(OOF) [48] を用いて形状制約を与えるべき候補を選

の円が重なりあったオブジェクトがあるとき，それぞ

択する．OOF は半径 r の球面上で画像のヘッセ行列

れの円について高階項を加えると（全体で二つ），二

を計算する．ヘッセ行列の固有値によってオブジェク

つが同時に条件を満たすことはありえないから排他的

トが管状構造や球状構造であることを推定できる．オ

にどちらかの円がセグメンテーション結果として選ば

ブジェクトが管状構造である場合，三つの固有値のう

れる．一方，輪郭に沿って互いに独立した複数の 1 階

ち一つはゼロに近く，残りの二つは大きな値をとる．

ポテンシャルを与えると，それぞれのポテンシャルが

最もゼロに近い固有値に対応する固有ベクトルが管状

独立して作用する．解として選ばれる候補が無数に存

構造の主軸に対応する．

在し，制御することが難しくなる．

実装では，0.5 から 4.0mm まで 1.26 倍刻みで変化

形状項として Robust P n -Potts モデルを利用すれ

させた半径 r からなる複数のフィルタカーネルで OOF

ば，指定する形状に柔軟性が得られる．Robust P n -

を計算した．推定した主軸と直交する面において，フィ

Potts モデルは，設計した形状をとるラベルの組み合

ルタカーネルの円の内側に位置する画素からクリーク

わせから，一部のラベルが異なっても相応に低いエネ

を生成し，また円の外側の画素からもう一つのクリー

ルギーを与える．それによって，候補形状に完全に一

クを生成した．MPR 画像を解像度 0.25mm で再構成

致する場合だけではなく少し逸脱した類似の形状も好

したとき，小さくて数画素，大きくて数百の画素がク

ましいセグメンテーション結果と設計できる．この効
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図 17

形状項の異なるラベル間を離間させるとその間を
通るどのような曲線（赤線）も形状項の成立条件
を満たす．
Fig. 17 Spacing in shape term.

図 18 形状項の重みの学習方法
Fig. 18 Learning term weight.

果は補助変数を更に追加することなく，すなわち最小
化にかかる計算コストを増加させずに実現できる．も
し Robust モデルを用いなければ，想定する形状と 1
画素異なる形状に対しても追加の高階項を加える必要
が生じ，補助変数を更に加えなければならない．類似

図 19

する形状は様々に考えられるから，計算コストは簡単

Fig. 19

に数十倍に増加してしまう．
また，実用上の工夫として，背景をとるノードと前
景をとるノードの間は離間させ，その間の変数はク
リークに含まないようにすると良い（図 17）．離間さ
せた間はどのようなラベルをとっても高階項の成立に
影響しないから，その間で自由に輪郭を選択させるこ
とができる．つまり高階項で大まかな形状拘束を与え
ると同時に，1 階ポテンシャルに依存した，画像の局
所的な情報を反映したセグメンテーション結果を得る
ことができる．

学習されたヒストグラム（左）とその対数ゆう度比
Learned histogram and its log likelihood ratio.

は最大 20%の画素が設計した形状から逸脱することを
許容する．ラベルの 80%が所定の条件を満たすか満た
さないかの二つのケースそれぞれについて，対応する
特徴量からヒストグラムを生成し，次式で表される確
率の対数ゆう度比を学習する．

−log

Prc∈C ({i ∈ c|xi < li } ≥ Nc )
Prc∈C ({i ∈ c|xi < li } < Nc )

(16)

限られた数のサンプルからゆう度比を学習するため，

4. 1. 2 高階ポテンシャルの重みの学習

学習の前に特徴ベクトルを線形判別分析によって 1 次

次に，形状項の重み α の設定の仕方を述べる．高

元に射影し次元圧縮する．図 19 は，射影後の特徴量

階ポテンシャルは関係する変数の数が多いため，重み

について学習された対数ゆう度比のグラフである．学

の設計の自由度が非常に高い．試行錯誤に基づいて設

習の結果，特徴ベクトルが管状または球状のパターン

計することは現実的に困難であるから，正解のセグメ

を示すときにゆう度比が有意に偏り，血管壁と石灰化

ンテーションデータから学習によって獲得する．正解

プラークの形状項が予測可能であることを確認した．

データは MICCAI Segmentation Challenge [40] に

具体的に，血管壁を対象に学習された射影ベクトルは，

おいて，トレーニング画像セットとして提供されてい

その係数が λ1 = 0, λ2 , λ3 >> 0 を示し，図 19 の軸

る．図 18 に示す処理フローのように，正解データが

の左方向に向かって線らしさが高かった．一方，球の

用意されている画像について OOF を計算し，異なる

内側の画素群に対して xi < 2 以外の条件も調べてみ

位置とスケールで目標ラベル xi : i ∈ c と特徴ベクト

たが，有意差が生じるケースはなかった．したがって，

ルを得る．ヘッセ行列解析は複雑な構造を判別できな

そのような高階項を追加しても意味をなさない．

いので，同一の位置で異なる四つのスケールからサン

実際のセグメンテーションにあたっては，入力デー

プリングした合計 12 の固有値を特徴ベクトルとして

タから抽出した特徴ベクトルからゆう度を算出し，そ

用い，推定精度を向上させる．Robust P n -Potts モデ

のまま形状項の重みに利用する．なお，エネルギーの

ルのパラメータ N は，クリークに含まれる画素の総

サブモジュラ性を保つために，負値をとる場合はゼロ

数の 20%に設定した．これによって高階ポテンシャル

でクリップする．
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以上の手順に従い，形状候補が検出された位置とス

Quantitative Coronary Angiography (QCA) と CT

ケールごとに形状項を設定する．図 20 は，3D-MPR

Angiography (CTA) の 2 通りの診断手法による結果

に対して設定された形状項の全体像を可視化したもの

と比較される．QCA とは 2 次元の X 線透視撮影に

である．図中の円は OOF が検出した円筒の輪郭を示

よって得た画像から，狭窄部の内腔の径と正常な血管

す．そのうち赤線は最終エネルギーに寄与しているも

径の推定値との比を評価する診断である．一方，CTA

の，すなわち最適化後に円内の画素の 80%以上がプ

は CT 画像の画像所見から診断するもので，狭窄部の

ラークまたは内腔とラベリングされたものを示す．緑

断層像から狭窄率が判断される．カテゴリー 3 は内

線は逆に寄与しなかったものである．青線は最適化後

腔セグメンテーションである．ベンチマークでは正解

に得られた血管壁の輪郭を示す．

データつきトレーニング画像セットとテスト画像セッ

4. 1. 3 0 階及び 1 階ポテンシャル

トが与えられ，テスト画像セットに対するアルゴリズ

式 (15) における 0 階と 1 階ポテンシャルの実装に

ムの処理結果を評価する．

ついて述べる．まず 0 階ポテンシャル（データ項）は，

4. 2. 1 実 験 詳 細

3D-MPR 画像にのスライス位置 z ごとに信号値分布

冠動脈の中心線を [35] の手法で検出し，本節の手法

から推定した背景，
（ソフトまたは石灰化）プラーク，

により内腔とプラークをセグメンテーションした後，

内腔の標準値にその画素の信号値が近いとき，それぞ

MPR 画像の断面ごとに内腔の短軸長 dlumen とプラー

れのラベルが小さな値をとるように定義する．また中

クの短軸長 dwall をそれぞれ計算し，CTA ベースの狭

心線からの距離を考慮し，背景ラベルでは近いときに

窄グレードを dlumen /dwall によって推定した．CTA

大きく，遠い場合に小さい値をとり，内腔ラベルでは

は CT の画像所見に従って診断されるため，画像情報

逆にする．1 階ポテンシャル（平滑化項）は画像の微

が忠実に反映されることを意図している．QCA ベー

分値が大きいときにラベルが変化しやすく，信号値が

スの狭窄グレードとしては，中心線に沿って評価対象

推定された各クラスの平均信号値の中央に位置すると

部位を中心とする前後 50mm の血管径の平均値とし

きにもラベルが変化しやすいように設定する．

て推定した正常な血管径と上述の dlumen との比を算

4. 2 検 証 実 験

出した．カテゴリー 3 には，本手法によって得られ

本手法に基づく狭窄位置検出と狭窄率定量化のアプ

た内腔領域の輪郭を直接評価した．なお，狭窄検出

リケーションを実装し，技術ベンチマーク “MICCAI

において誤検出を減らすために，入力された冠動脈

Segmentation Challenge” [40]）の 3 カテゴリーで評

樹の主要な枝を [35] のモデルマッチング手法によって

価した．カテゴリー 1（狭窄検出）と 2（狭窄率定量

ラベリングし，Society of Cardiovascular Computed

化）では，検出した狭窄の 3 次元座標とその狭窄の

Tomography (SCCT) の定義による臨床的に重要な

重症度で評価する．重症度とは内腔の直径の減少率

18 のセグメントのうち，冠動脈の起始部（大動脈か

を 0%（狭窄なし）から 100%（完全狭窄）で表した

ら分岐する位置）から末梢に向かって 100mm 以内で，

ものである．カテゴリー 1 は狭窄率が 50%以上の重

分岐点付近を除いた部分のみを評価対象とし，それ以

度の狭窄について，検出感度と陽性的中率（positive

外の部分に狭窄があっても検出しないこととした．

predictive value: PPV）を評価する．カテゴリー 2

4. 2. 2 結

は予測した狭窄率と正解との誤差を評価するもので，

ベンチマークの 2017 年 3 月時点における結果を

果

表 3, 4, 5 にまとめた．各表には参考として正解デー
タを作成した 3 人の医師と，その合議で決められた
「正解」を含め，上位から並べている．

a ) カテゴリー 1
冠動脈の中心線を抽出するアルゴリズムに全自動と
半自動の 2 通りあり，半自動は冠動脈枝の始点と終点
が与えられるが，全自動は一切の情報を用いない．本
手法は全自動タイプに属するが，CTA ベースの診断
図 20 3D-MPR 画像上の形状項
Fig. 20 Shape terms.

において感度 51.1%と陽性的中率 33.3%を実現し，半
自動タイプを含めてそれぞれの評価指標において参加
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表 3 カテゴリー 1（自動狭窄検出）
Table 3 Category 1 results.
手法

分類

CTA 正解
医師 2
医師 1
医師 3
本手法

人間
人間
人間
人間
自動

QCA
Sens.
%
rank
82.1 2.0
75.0 3.0
85.7 1.0
64.3 5.0
35.7 14.0

QCA
P.P.V.
%
rank
52.3 1.0
51.2 2.0
40.0 5.0
42.9 4.0
32.3 6.0

CTA
Sens.
%
rank
100.0 1.0
70.2
3.0
83.0
2.0
66.0
4.0
51.1
7.0

CTA
P.P.V
%
rank
100.0 1.0
80.5
2.0
60.9
3.0
59.6
4.0
33.3
5.0

Avg.rank
1.2
2.5
2.8
4.2
8.0

表 4 カテゴリー 2（狭窄率定量化）
Table 4 Category 2 results.
手法

分類

CTA 正解
医師 1
医師 2
医師 3
本手法

人間
人間
人間
人間
自動

QCA
Avg.Abs.diﬀ.
%
rank
28.8
2.0
30.1
3.0
31.1
7.0
30.6
4.0
30.8
5.0

表5

手法

分類

医師 3
Lugauer ら [49]
医師 1
Lugauer ら [44]
Mohr ら [42]
本手法
医師 2

人間
自動
人間
自動
自動
自動
人間

DICE
diseased
%
rank
0.79 2.0
0.76 3.3
0.76 3.0
0.74 4.5
0.70 5.8
0.71 6.1
0.65 7.6

QCA
R.M.S.diﬀ.
%
rank
34.4 2.0
35.2 3.0
36.5 4.0
36.9 6.0
36.6 5.0

CTA
Weighted Kappa
K
rank
1.00
1.0
0.74
3.0
0.77
2.0
0.73
4.0
0.32
5.0

Avg.rank
1.5
3.0
3.8
4.5
5.0

カテゴリー 3（内腔セグメンテーション）
Table 5 Category 3 results.

DICE
healthy
%
rank
0.81 1.9
0.75 3.9
0.77 4.6
0.73 5.1
0.73 5.2
0.75 5.2
0.72 7.1

MSD
diseased
%
rank
0.23 2.6
0.32 3.8
0.24 3.2
0.35 4.5
0.40 6.4
0.42 7.2
0.34 7.2

MSD
healthy
%
rank
0.21 2.1
0.51 4.6
0.24 3.9
0.55 5.3
0.39 5.3
0.41 6.0
0.27 5.5

MAXSD
diseased
%
rank
3.00 7.8
2.47 3.9
2.87 6.8
2.99 4.7
2.68 4.1
3.17 6.3
2.82 6.9

MAXSD
healthy
%
rank
3.45 7.0
3.67 4.3
3.47 7.0
3.73 4.7
2.75 3.0
3.69 5.0
3.26 6.5

Avg.rank
3.9
4.0
4.8
4.9
4.9
5.8
6.7

全 15 アルゴリズム中トップの成績であった．

b ) カテゴリー 2
CTA ベースの狭窄率定量化においても参加全 11 ア
ルゴリズム中トップのカッパ値（K 統計量）0.32 を実
現した．図 21 はトレーニング画像の正解データとセ
グメンテーション結果の比較を示している．本手法に
よって得られた内腔の輪郭が医師 1 のものと非常に近
いことがわかる．一方で，QCA 診断に対する狭窄率
定量化精度はあまり高くなかった．本手法は正常な血
管径をその周辺の血管径の平均値として推定したため，

図 21

トレーニング用データ#08 の LAD7 セグメント
のセグメンテーション結果の CPR 断面画像．(a)
医師 1 による正解データ．(b) 本手法によるセグメ
ンテーション結果
Fig. 21 Example segmentation results.

推定値が小さくなり狭窄度を低く見積もったと考えら
れる．正常な血管径の推定精度を改善させること，例

ルゴリズムと比較すると，正常な血管部位から算出し

えば [40] で考察されているように，ロバスト回帰を利

た DICE 係数（DICE Healthy）に比べて狭窄部位の

用することが QCA ベースの狭窄度推定精度を改善す

DICE 係数（DICE diseased）がより低かった．本手

ることに重要と考えられる．

法は石灰化を同時にラベリングするが，上位のアルゴ

c ) カテゴリー 3

リズムは内腔の推定とは別に石灰化領域を抽出するア

参加全 8 アルゴリズム中で 4 位であった．ただし

ルゴリズムを採用している．先に内腔をセグメンテー

オブザーバの一人（#2）よりは高かった．上位のア

ションし，その情報を反映させることで石灰化の信号
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図 22

狭窄した血管に対するセグメンテーション結果の
例 1．(a) 入力画像と比較断面における正解の輪郭
位置，(b) 形状項なしの場合，(c) 形状項ありの場
合．シアンとマゼンタの線はそれぞれ血管壁と内
腔を表す．
Fig. 22 Example segmentation results.

図 23

狭窄した血管に対するセグメンテーション結果の
例 2．(a) 入力画像と比較断面における正解の輪郭
位置，(b) 形状項なしの場合，(c) 形状項ありの場
合．シアンとマゼンタの線はそれぞれ血管壁と内
腔を表す．
Fig. 23 Example segmentation results.

値分布がより正確に推定でき，精度が向上すると考え

ルが形状項の間をつなげる作用を担っている．今後の

られる．

課題の一つは，形状項を 3 次元に拡張することである．

本手法の計算時間は中心線の長さに依存して長くな

形状項を 3 次元の球状に設定し，互いにオーバーラッ

り，4 core CPU 3.4GHz の PC で実行したとき中心

プさせることで，3 次元的な制約を組み込むことがで

線一つあたり最大で 10 秒未満であった．

4. 3 考

察

本手法が内腔セグメンテーション精度においてベス

きる．ただし 3 次元化は多大なメモリを消費するため，
メモリを削減するような実装上の問題を解決すること
が必要である．

トではないにもかかわらず狭窄部検出能でトップで

本節では，形状項をサブモジュラなエネルギーで実

あった理由は，プラーク領域を抽出し血管壁を検出す

現したが，今後，より複雑な形状を表現する際に，非

る能力のためと考えられる．図 22，23 は，形状項を

サブモジュラエネルギーの活用が重要になると予想さ

含む場合と含まない場合のセグメンテーション結果の

れる．本手法は冠動脈に限らず全身の血管全般に対し

比較だが，形状項によって血管壁が正しく捉えられ，

て適用できる．例えばプラークによる狭窄が致死的な

石灰化領域が正しくプラーク領域としてラベリングさ

問題となる頚動脈など，様々な用途へ拡大することが

れていることがわかる．他の手法は正常な血管径を推

将来の課題である．

定しているが，本手法では画像から計測しているため，
推定誤差が生じにくく，低く見積もられる問題が避け
られる．そのため，ポジティブリモデリングによって

5. 大腰筋セグメンテーション
ここまで，オブジェクトが局所的に共通してもつ形

肥大している場合にも，正しく狭窄率が計測できる．

状パターンを高階ポテンシャルでモデル化する手法を

高階エネルギーで実現された形状項は，このような血

検討した．本節ではそれを発展させ，形状パターンの

管壁を検出するために重要な役割を果たしている．

個人差をモデル化することを試みる．

検証実験では，3D-MPR 画像から 3 次元的なセグ

筋肉量は健康状態や手術の予後を予測する上で重要

メンテーションを行ったが，一つ一つの形状項はその

な指標として知られている [50]．臨床では大腰筋が，

うち一つの 2D 断面上の画素群に対して設定した．3

全身の筋肉量を表す指標値としてよく用いられるが，

次元的な形状を明示的に与えておらず，1 階ポテンシャ

その計測は病院によって解剖学的に異なる位置の CT
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断層画像に基づいて行われており，客観性がある計測

を紹介する．患者によって異なる形状をモデル化する

精度が得られていない．ここでは筋肉全体を 3 次元的

ため複数の候補形状を用意し，それぞれの候補形状の

に計測することでその計測精度の向上を目指す．

内側（前景側）と外側（背景側）の画素群からクリー

図 24 に大腰筋の全体像を示す．大腰筋は体の両側

クを選択し，エネルギーに高階関数を付加する．セグ

に一対あり，その一端は最下端の胸椎（T12 椎骨）と

メンテーション結果に一致する候補形状だけがエネル

その下の五つの腰椎（L1-L5）に始まり，大腿骨の突

ギーに寄与し，一致しない候補形状はエネルギーを変

起（小転子）につながる．ただし画像上は，主として

化させることがないため，複数の候補形状を副作用な

T12 から接続するように観察される．大腰筋の自動セ

く付加することができる．本手法の利点は，[51] がグ

グメンテーションが難しい原因は，それがほとんど同

ローバルな形状と，局所的な画素単位のラベリングを

じ信号値（HU 値）を有する臓器に囲まれており，周

別々に行っているのに対して，両者を統一したエネル

辺臓器との境界が曖昧なことである．

ギーで同時に最適化できることである．[54] と比較する

幾つか大腰筋セグメンテーション手法が提案されて

と，彼らはオブジェクトのノードとモデルのノードを

いる．例えば神谷らの手法 [51] は学習した近似関数に

一対一対応させる計算コストが高い制約条件を用いて

よる 3 次元形状モデルを用いて 2 次曲線でフィッティ

いるのに対し，本手法は高階サブモジュラエネルギー

ングし，Meesters ら [52] の手法はマルチアトラス画

を用いているため高速に最適化可能である．

像に基づく重み付き合成と非剛体位置あわせを行う．
グラフカットに形状制約を組み込むアプローチは，

5. 1 アルゴリズム
本手法の処理フローを図 25 に示す．まず三つの制

例えば [53] が，既知の概形の存在確率に応じて対応す

御点（始点，中点，終点）で定義される大腰筋の中心

る画素の 0 階または 1 階エネルギーをコントロール

線を抽出する．次に，中心線と直交する断面を積み上

する．しかし 1 階エネルギーで 2 画素までのラベル

げて再構成した 3D-MPR 画像に対して，高階グラフ

パターンを扱う限り，1 通りの形状に対応するエネル

カットによって大腰筋全体をセグメンテーションする．

ギーを与えることしかできない．すなわち異なる形状

まず椎骨の中心線を，椎骨のアキシャル断面上のパ

を 1 回の最適化で扱うことはできず，オブジェクトが

ターンを機械学習した椎骨検出器 [34] で抽出し，椎骨

取りうる形状（の一つ）を変えながら複数回の最適化
を行うことが必要になる．形状の個人差に対応可能な
手法としては，Komodakis ら [54] が，形状を表す離
散的なノードを解剖学的に一致する画像上の位置に一
意に対応させ，同時に形状内の画素に前景または背景
のラベルを付ける問題を線形緩和問題として解く手法
を提案している．
本節では，グラフカットに基づく新しいアプローチ

図 25
図 24
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大腰筋と周辺の骨の 3D 画像．大腰筋は主として
T12 椎骨と大腿骨の小転子を接続するように観察
される．
Fig. 24 Psoas Major.

大腰筋抽出アルゴリズムの処理フロー．大腰筋の
中心線抽出と 3D-MPR 画像のセグメンテーショ
ンの 2 ステップで構成される．セグメンテーショ
ンステップは，大腰筋の形状を複数のロジスティッ
ク曲線で表現したモデルを利用する．
Fig. 25 Process ﬂow chart.
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領域を領域分割する．次に T12 椎骨の位置を下端か
ら椎骨の番号を数えて同定し，T12 の椎骨の両端を始



fi,j (t) =
1 + exp

点とする．一方，大腿骨の骨頭も，骨頭の円形パター

h + τi


0.2g · (tj − t) + tj − 20
20 − tj

ンを学習した検出器によって検出する．大腿骨の骨頭

(17)

周辺の高 HU 領域を 2 値化処理によって求め，これを
寛骨臼領域とする．最後にアキシャル断面上で寛骨臼

で筋肉形状を表現する．ここで g は中心線の半分の長

の右上方の位置を終点とする（図 26）．また，中心線

さ，h はロジスティック中点位置の曲線の高さで，それ

の中央位置の直交断面上で 1 階グラフカットを使って

．
ぞれ事前セグメンテーション時に測定する（図 27 (b)）

大腰筋の事前セグメンテーションを行って，得られた

大腰筋の広いバリエーションをカバーするため，パラ

領域の重心を中心線の中点とする．

メータ τi と tj を変化させた複数の曲線を，分割した

5. 1. 1 大腰筋モデル

2D 断面ごとに用意する．式における定数及びパラメー

大腰筋はおおむね “たる型” をしているが，それで

タの値は，モデルが実際の大腰筋形状によくフィット

も 3 次元空間でその形状が取りうるバリエーションは

するように経験的に設定した．なお，評価実験では 2D

広い．本手法では広いバリエーションに対応しつつ，

断面は中心線のまわりに 15 度刻みで設定した．

それに付随して起きる計算コストの増加を抑えるため，

5. 1. 2 大腰筋セグメンテーション

2 次元に分解したモデルを用いる．図 27 (a) に示すよ

次の高階エネルギーを最小化して，3D-MPR 画像

うに，3D-MPR 画像中で大腰筋の中心線を通る複数

から大腰筋を抽出する．

の平面を考えると，各平面で大腰筋は半円形状をなす．
そこで二つのパラメータ (i, j) からなるロジスティッ

E(X) =


a∈V

ク関数

+



θa (xa ) +



θab (xa , xb )

a∈V,b∈Na

θc (Xc ).

(18)

c∈C

高階ポテンシャルは Robust P n -Potts モデル [14],

[46](8), (9) を用いる．

θc (Xc ) = min α,


a∈c:xa =l

図 26

大腰筋中心線の始点と終点．T12 椎骨の両端を始
点，寛骨臼右上方の位置を終点とする．
Fig. 26 Endpoints.


α
N

(19)

この関数はクリーク c に含まれる変数 xa の全てが目
標ラベル l をとる場合に最小値をとる．目標ラベルを
とらない変数が増えるほど徐々に値が大きくなり，そ
の数が N 個以上になったとき飽和し一定値をとる．こ
の関数に従って形状制約を与えるために，候補形状の
内側または外側から変数（画素）を選択する．内側の
画素群は目標ラベルを前景（l = 1）とし，外側の画素
群は目標ラベルを背景（l = 0）とする．以降，このポ
テンシャルを形状項と呼ぶ．以上のように，一つの候
補形状あたり 2 通りの形状項をエネルギーに追加し，
更にパラメータ τi と tj を変えながら複数の候補形状
に対応した形状項を追加する（図 28）．

図 27

(a) 大腰筋モデルの構成．(b) 2D 断面におけるロ
ジスティック曲線の例．(a) においてオレンジの領
域は大腰筋である．(b) において青線は中心線，赤
線はロジスティック曲線，h と g は曲線の高さと
幅のパラメータである．
Fig. 27 Psoas Major model.

本アプローチの重要なポイントの一つは，候補形
状と入力画像に応じてどのように形状項の重み α を
設定するかである．実験では前景側と背景側の重み

αFG , αBG をそれぞれ次式で与えた．
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図 28

大腰筋モデルのバリエーション
Fig. 28 Model variation.

αFG = f (|μFG − IP |)
2
2
· g(max(σFG
− σP
, 0)),

αBG = f (|μBG − IP |)
2
2
2
2
· g(max(σBG
− σP
, σBG
− σFG
, 0)).

(20)

図 29

テスト画像 20 症例に対するジャカール指数の評価
結果．症例ごとに右大腰筋と左大腰筋に分けて指
数を算出している．
Fig. 29 Results of Psoas Major segmentation.

(21)

2
ここで μFG と σFG
は前景の高階項に含まれる画素の
2
は背景側の平均と
信号値の平均と分散，μBG と σBG

表6
Case

2
は事前セグメンテーション時の筋肉領
分散，IP と σP

域の平均信号値と分散である．重み関数 f と g は単調
減少関数で，画像に候補形状を当てはめたとき，形状
内の信号値が筋肉に近く，筋肉以外の構造が混在して
おらず信号値の分布が一様であるかを評価する尺度で
ある．実験では N を，候補形状に含まれる画素数の

10%に設定した．
5. 2 検 証 実 験
20 症例の腹部 CT 画像を用いて本手法の有効性を
評価した．症例データは 14 人の男性（年齢 28〜93
歳），と 6 人の女性（年齢 22〜87 歳）からなる．画
像のスライス間隔は 1.0 から 5.0mm，面内解像度は

0.625 × 0.625mm2 から 0.976 × 0.976mm2 である．正
解のセグメンテーションは一人の専門家がマニュアル
入力して作成した．
セグメンテーション性能をジャカール指数（Jaccard

similarity coeﬃcient: JSC）によって評価した．評価

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mean

大腰筋抽出結果の体積のジャカール指数 (%)
Table 6 Volumetric JSC.

右大腰筋
正解
抽出
スライス 体積
体積
厚 (mm) (ml) (ml)
1.0
148.9 145.6
1.0
319.0 332.8
1.0
108.3 114.5
1.0
85.2
62.1
1.0
145.5 138.0
1.0
203.7 212.5
1.0
154.0 199.5
1.0
103.8 107.4
1.0
50.6
45.4
1.0
115.2 179.3
1.0
94.0
86.0
1.0
160.1 160.6
1.0
141.2 145.0
1.0
97.0 101.5
1.5
139.6 150.2
2.0
111.9 99.8
2.0
68.5
79.3
5.0
315.3 324.3
5.0
319.1 343.9
5.0
244.3 339.2

JSC
86.3
81.8
82.2
59.2
80.4
77.4
69.8
74.9
69.9
62.5
76.5
82.8
71.8
69.8
77.9
84.0
62.5
83.1
84.2
69.7
75.4

左大腰筋
正解
抽出
体積
体積
(ml) (ml)
143.1 135.7
296.4 295.6
124.4 132.2
72.7
58.0
161.0 150.0
214.8 220.6
157.6 189.1
110.7 122.9
53.6
37.1
107.7 150.0
120.9 109.9
142.9 144.3
150.5 162.3
91.0
87.2
151.1 141.2
107.1 99.7
73.9
76.5
277.3 321.3
321.8 344.7
262.9 317.8

JSC
81.5
86.5
77.8
63.7
81.0
81.6
75.9
77.6
66.1
66.9
80.2
83.7
69.2
72.9
76.6
83.7
78.4
79.7
86.2
79.6
77.4

結果のまとめを図 29 と表 6 に示す．CT 画像のスラ
イス間隔が症例ごとに異なるにもかかわらず平均的

の重みを信号値の平均と分散で設定しているため，真

に良い結果が得られた．ジャカール指数の平均値は，

の境界を判別できなかったと考えられる．計算時間は

右大腰筋について 75.4%，左大腰筋について 77.4%で

4 core CPU 3.4GHz の PC で症例あたり最短 10.2，

あった．図 30 の症例では，ほとんど漏れなく大腰筋

最長 33.6 秒であった．

領域が抽出されるとともに，周辺臓器が誤って抽出さ

本節では，評価に用いることができる共通のデー

れていない．特に赤い円で囲んだ領域では，隣接する

タセットがなかったため，本手法を既存の手法と直

血管を筋肉と混同することなく正しく分離できてい

接比較することができなかったが，参考として，先

る．図 31 は，形状項のある場合とない場合の結果を

行研究 [51], [52] の結果と比較すると，[51] は 80 症例

比較した例である．形状項が周辺臓器の過抽出を防い

のデータセットに 72.3%を達成し，[52] は 20 症例に

でいることが確認できる．一方，図 32 に失敗例を示

63.4%（左大腰筋）と 68.6%（右大腰筋）を達成した

す．形状として与えた曲線に沿って腎臓や血管領域が

ことを報告している．これらと比較すると，77.4%（左

間違って筋肉領域に含まれている．高階ポテンシャル

大腰筋）と 75.4%（右大腰筋）を実現した本手法は同

22

招待論文／高階エネルギー最小化による医用画像セグメンテーション

する精度と計算の高速性を両立できる．
大腰筋の始点及び終点の位置は，それぞれの断面に
おいておおむね大腰筋の内部の位置を捉えていれば，
正確な中心位置からのずれはモデルを当てはめる過程
で吸収されることが期待される．実験では自動検出結
果が大腰筋領域から外れることはなかった．しかし最
終的な抽出精度に与える影響は今後の検討課題である．
本節で扱った形状モデルは二つのパラメータをもち，
図 30

大腰筋セグメンテーションの成功例．(a) 抽出結果
の 3D ボリュームレンダリング画像．(b)，(c) 抽
出結果の 2D 断面．正しく抽出した領域は紫，抽
出漏れ及び過剰に抽出した領域はそれぞれ青と赤
で示している．
Fig. 30 Successful segmentation example.

最適化においては量子化した値の組み合わせで複数の
候補形状を表現した．今後，より正確で柔軟性が高い
形状モデルを設計するには，より多数のパラメータと，
更に細かな量子化が必要になる．しかし最適化に必要
となる計算コストも増加するため，精度とトレードオ
フの問題を解消することが重要である．現時点で利用
可能な計算リソースを考慮すると，3D モデルを利用
することは容易ではなく，複数の 2D に分解するアプ
ローチが必要であった．

図 31

形状制約を用いた場合と用いていない場合のセグ
メンテーション結果の比較．黄色は両方の手法が
ともに筋肉とした領域，赤は形状制約ありの場合
のみ，緑は形状制約なしの場合のみ筋肉として抽
出された領域を示す．
Fig. 31 Successful segmentation example.

本節では，CT 画像から大腰筋を全自動セグメン
テーションする手法を紹介した．高階ポテンシャルに
よって実現される形状モデルは個人差を表現可能であ
り，個人差に対応するパラメータを変化させて候補形
状を複数設定することができる．これにより，形状の
個人差を含めたセグメンテーションをグラフカットの
フレームワークにおいて 1 回の最適化で実現した．

6. む す び
本論文では，医用画像中の臓器形状を高階エネル
ギーでモデル化し，臓器のセグメンテーション性能を
向上する手法を紹介した．セグメンテーション問題を
図 32

セグメンテーション失敗例．(a) 抽出結果の 3D ボ
リュームレンダリング画像．(b)，(c) 抽出結果を
2D 断面に表示したもの．正しく抽出した領域は
紫，抽出漏れ及び過剰に抽出した領域はそれぞれ
青と赤で示している．
Fig. 32 Unsuccessful segmentation example.

解く代表的な手法であるグラフカットについて，セグ
メンテーション対象の形状に関する事前知識を利用し，
クリークをデータ依存で選択する概念を示した．高階
エネルギーの効果を得ながら最適化の高速性も両立さ
せた手法を実現するため，主として高階サブモラジュ
ラ関数を利用した．この手法の，造影 CT 画像からの

等以上の性能を有していると考えられる．
本手法のメリットは，画像の局所的な画像特徴と，

肺動静脈抽出，冠動脈内腔・プラークセグメンテーショ
ン，大腰筋セグメンテーションの各問題への適用を論

グローバルな特徴（形状）を一つのフレームワークで

じた．これらは従来手法を上回る性能と実用性を兼ね

同時最適化できることである．局所特徴は 1 階ポテン

備え，臨床現場に従来不可能であった肺動静脈可視化

シャルとして，グローバル特徴は高階ポテンシャルと

や狭窄自動検出アプリケーションを提供し，手術など

して表現され，単一のエネルギーを最小化する問題と

をより安全かつ確実に行うことを可能にすることで医

して扱うことができる．また高階ポテンシャルはサブ

療の質を向上することに貢献した．

モジュラ 1 階関数に変換できるため，効率良くグロー

今後の研究の方向性を述べる．本論文で紹介した枠

バル最適化が可能である．その結果，先行手法に匹敵

組みでは，汎用性を損ないながらもアプリケーション
23
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