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あらまし 従来の脳動脈瘤検出支援に関する研究では，動脈瘤を球状の領域とモデル化し，形状特徴を利用す
るものがほとんどであったが，実際には様々な形状のものが見られるため，多様な形状の動脈瘤を検出できる手
法が必要である．そこで本論文では，脳血管の輝度分布から計算した方向ベクトル情報を用いて，動脈瘤が血管
から瘤状に突出した終端をもつという構造特徴を用いた脳動脈瘤の検出手法を提案する．2 mm以上の動脈瘤 32

個を含む 24 症例と動脈瘤なし 26 症例の計 50 症例に本手法を適用した結果，動脈瘤の検出感度 100%のとき症
例当りの平均偽陽性数 4.5 個，3 特徴を用いた線形判別法による偽陽性除去の結果，97%のとき 1.5 個という結
果が得られた．
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1. ま え が き

脳動脈瘤は血管の一部が膨れてできた瘤状のものを

いい，破裂してくも膜下出血を呈するまで無症状に経

過することが多く，最近まで外科治療の対象は，くも

膜下出血を生じた破裂脳動脈瘤または巨大化し周囲脳

を圧迫するようになった巨大脳動脈瘤であった．しか

し，くも膜下出血は，病院に収容され治療が開始され

る前に死亡するいわゆる突然死や重症に至る症例が多

く，その 50%近くは医療技術が進んだ現在でも不良の

転帰をとっている．このため，未破裂脳動脈瘤の早期

発見は非常に重要な課題とされている [1]．

本論文では，MRA画像の輝度分布から求められる
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ヘッセ行列の固有値及び固有ベクトルのうち，特に曲

率強度に応じた方向ベクトルである固有ベクトルに着

目して，動脈瘤が突出方向に終端をもつという大局的

な構造特徴を用いた動脈瘤検出手法を提案する．

2. 関 連 研 究

脳動脈瘤検出に関する従来研究としては，動脈瘤を

球状の領域としてモデル化し，形状特徴を利用して検

出を行う手法が多く報告されている [2]～[7]．Arimura

らの球に近い形状を強調する dot enhancement filter

を用いた手法 [2], [3]では，dot enhancement filterに

より強調された領域を動脈瘤の初期候補とし，候補領

域の特徴により候補を分類した後，各グループで画像

特徴による偽陽性除去を行い，最後に線形判別法によ

る更なる偽陽性除去を行っている．このとき，Arimura

らは提案手法の有効性を示すために様々な画像データ

ベースに対して手法を適用しており，動脈瘤の検出率

97～100%で 1症例当りの平均偽陽性数が 2.4～3.8個

となることを報告している [2], [3]．形状特徴を利用し

たその他の検出手法として，球状構造を強調する輝度
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こう配フィルタを用いた手法 [4], [5]，三次元曲率情報

を投票操作により統合することで雑音の影響を低減し

た手法 [6]，三次元曲率を計算して頂点状のボクセルを

動脈瘤候補として色分け表示する手法 [7] がある．そ

のほかにも画像特徴を用いた機械学習による動脈瘤検

出の手法 [8], [9]や球形フィルタとのマッチングと画像

特徴量を用いた動脈瘤検出のための検討 [10] がある．

また，Hirai らは，Arimura らの手法 [2] で検出した

動脈瘤候補を医師に提示した場合としない場合の診断

能を評価し，候補を医師に提示した方が診断能が上が

ることを報告している [11]．

また文献 [3] では，形状特徴に加えてスケルトンを

使った構造特徴の利用についても検討されているもの

の，紡錘状の動脈瘤と正常血管との区別には向かない

という問題点がある．

3. 提 案 手 法

これまで開発された手法は動脈瘤の形状特徴を利用

して動脈瘤を検出するものがほとんどであるが，近年

のMRA撮像機器の空間分解能の向上などによって脳

動脈瘤の形状には様々なものが見られるようになって

きた．

一方，MRAは脳血管の血流部分を高信号に描出し，

血流部分が強調された画像が得られるという特徴があ

る．脳動脈瘤も血管の一部であるため，内部の血流の

乱れによって信号強度が弱くなることはあるものの，

ある程度の信号強度は得られる．このとき，脳血管は

断面方向の輝度変化は大きく，走行方向の輝度変化は

小さいという特徴があり，動脈瘤においても突出方向

を走行方向と考えると，ほぼ同様のことがいえる．ま

た，脳血管は走行方向について連続した領域であるの

に対し，動脈瘤は血管の一部が膨れたものであるため，

走行（突出）方向について終端がある不連続な領域で

ある．このことから，動脈瘤を含む脳血管の走行方向

と構造特徴の関係は動脈瘤検出に利用できると考えら

れる．提案手法は，この関係を用いて動脈瘤候補を検

出しようとするものである．

3. 1 血管領域の抽出

動脈瘤が存在する脳血管周辺を分析するために，図 1

に示すようなMRA画像から血管領域を抽出する．本

研究では，ノイズ除去のためにガウスフィルタによる

平滑化処理を適用した画像から領域拡張法を用いて血

管領域を抽出する．このとき，検出対象とする 2 mm

以上の動脈瘤がもつ輝度分布が平滑化の影響でつぶれ

図 1 MRA 画像
Fig. 1 MRA image.

図 2 血 管 領 域
Fig. 2 Blood vessel region.

てしまわないようにガウスフィルタの標準偏差 σ のパ

ラメータを 1ボクセルに設定し（注1），画像中で最もボ

クセル値が高いボクセルを種として領域拡張法を適用

する．具体的には，画像中央部分の体積 1
4
の領域に

対する輝度ヒストグラムを輝度値が高い方から見たと

き，接線の傾きがあるしきい値 tより小さくなるとき

のボクセル値以上のボクセルがなくなるまで領域拡張

法を繰り返し適用し，得られた領域を血管領域とする

（図 2）．

3. 2 ヘッセ行列を用いた固有値，固有ベクトルの

計算

求めた血管領域とその外側 10 mm の脳組織を計算

領域として，各ボクセル値を関数 I(x, y, z) とみなし

たとき，ヘッセ行列は各方向の二次偏導関数を要素と

してもつ次式で表される．

H =

⎛
⎜⎝

Ixx Ixy Ixz

Iyx Iyy Iyz

Izx Izy Izz

⎞
⎟⎠ (1)

ここで，Ixx = ∂2I
∂x2 , Ixy = ∂2I

∂x∂y
, · · ·とし，これらの偏

導関数は，画像データと三次元ガウス関数の偏導関数

との畳込みによって計算する．ガウス関数の標準偏差

を表すパラメータ σH は，脳血管の太さと対象とする

動脈瘤の大きさに応じて適切な値を設定する必要があ

る．本研究では原画像に対して σH = 1.0, 2.0, ..., 5.0

の 5段階に設定し，計算を行った．

ヘッセ行列からは三つの固有値 λ1，λ2，λ3 が得ら

れる．ここで |λ3| ≤ |λ2| ≤ |λ1|とすると，固有値に
対応する固有ベクトル e1，e2，e3 は互いに直交し，

その方向は各固有値から得られる曲率に対応する輝度

変化の方向と一致する．脳血管は，走行方向の輝度変

（注1）：対象画像のボクセルサイズは 0.31mm の等方ボクセルである．
4. 1 参照．
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図 3 固有ベクトル
Fig. 3 Eigen vector.

化は小さく，断面方向の輝度変化は大きいため，血管

内部での固有ベクトルは図 3 に示す方向となる．この

ため本研究では，最小曲率に対応する |λ3|の固有ベク
トル e3 を血管の走行方向と考える．

また，脳血管は位置によって太さが異なるため，固

有値の正規化に基づく多重スケールの概念 [12]を導入

し，最適なスケールでの固有ベクトルを選択する．本

研究では，N2(σH) = σH
2|λ2(σH)|で正規化された第

2固有値 N2(σH)が σH = 1.0, 2.0, ..., 5.0において最

大値をとるときの σH で計算された e3 を多重スケー

ルにおける走行方向 ef とする．

3. 3 方向ベクトル情報を用いた動脈瘤候補の検出

3. 3. 1 ベクトル場における脳血管と脳動脈瘤

正常部でのef のベクトル場を図 4 に示す．このと

き，図 4 (a)～(c)それぞれについて，左図のMIP画

像の白枠内で最も血管が太く描出されているスライス

画像にベクトル場を重ねた画像が右図である．図 4 よ

り，脳血管の基本構造である本幹部，分岐部，彎曲部

では，彎曲部の凸部の一部で走行方向とは異なる方向

を向いている部分が見られるものの基本的にはそれぞ

れ血管の走行方向に沿った幅をもつ同一方向の分布が

確認できる．また，血管周辺の脳組織部分のef が走行

方向に沿う方向となっている．これはヘッセ行列を計

算する際の計算範囲内に血管領域が含まれると，血管

に向かう方向の曲率が大きくなるためにe1 が血管に向

かう方向となり，この方向に直交する方向がe3 となる

ためである．

次に，動脈瘤部でのef のベクトル場を図 4 と同じ

ように配置したものを図 5 に示す．図 5 より，動脈瘤

内部では突出方向に沿った幅をもつ同一方向の分布が

確認できる．これは，動脈瘤内部では乱流の影響によ

り正常部よりも信号強度が低下するが，正常部と同様

に走行（突出）方向の輝度変化が少なく，断面方向の

輝度変化が大きくなっているからである．しかし，動

図 4 正常部のef のベクトル場
Fig. 4 Vector field of ef in normal parts. (left: MIP

image, right: slice image and vector field)

図 5 動脈瘤のef のベクトル場
Fig. 5 Vector field of ef in aneurysm. (left: MIP

image, right: slice image and vector field)
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図 6 各部位における同一方向ベクトル領域
Fig. 6 Same directional vector regions (black dotted

line circle) in each parts. (left: normal part,

right: aneurysm)

脈瘤は突出方向において終端があるため，突出方向に

沿った分布が瘤の先端で途切れている．脳血管は走行

方向について途中で途切れることなく続いている連続

領域と考えることができるため，このように走行方向

について終端がある不連続な領域は病変した異常部分

であると考えることができる．また，動脈瘤周辺の脳

組織部分のef の分布は，正常部の血管周辺の脳組織

部分の分布と同様の理由により，動脈瘤の形状に沿う

方向となっていることが確認できる．

3. 3. 2 血管領域内における動脈瘤候補点の探索

3. 3. 1で述べた特徴に基づいて構築した動脈瘤候補

点の探索処理手順を以下に示す．

step 1（輝度分布の変化点の抽出） 血管領域とその

外側 10 mm の計算範囲内の全ボクセルについて，各

ボクセルの方向ベクトルef とその終点にあるボクセ

ルのef（隣接ベクトル）との角度 αを計算し，αがし

きい値以上であればそのボクセルを輝度分布の変化点

とする．

step 2（同一方向ベクトル領域の計算） 求めた変化

点を用いて，血管領域の各ボクセルについて図 6に示

すように輝度分布の変化点を含まない領域を球単位で

求める．これらの各ボクセルとそのボクセルごとに求

められる球領域内に含まれるボクセルの方向ベクトル

は同一方向とみなす．そして，この領域を同一方向ベ

クトル領域と呼び，領域の大きさを球の半径 rで表す．

この時点で血管領域の各ボクセルは，この半径 r も保

持している．

step 3（非極大点の抑制を用いた血管中心位置の決定）

求めた半径 r の分布に対して非極大点の抑制を行う．

非極大点の抑制とは，血管領域の各ボクセルにおいて，

注目ボクセルに対する抑制範囲内で注目ボクセル自身

が極大点でなければ，その値を 0に抑制する処理であ

図 7 絞込みの対象とする部位の例（細い血管）
Fig. 7 Thinning vessel area. (left: extracted blood

vessel region, right: slice image and vector

field)

る．ここでの抑制範囲は注目ボクセルのef を法線ベ

クトルとする直径 2 mmの円とする．この処理により

ef に対して，半径 r が極大となる同一方向ベクトル

領域の中心ボクセルが残る．このボクセルは血管領域

におけるef 方向の最大球の中心（血管中心位置）に相

当する．

step 4（終端の探索による動脈瘤の候補点検出）

step 3で求めたすべての極大点について，そのボクセ

ルにおける同一方向ベクトル領域を考える．そして，

領域内部のef から計算した平均ベクトルの方向に，領

域の半径 r だけ領域を移動させたとき，移動後の領域

と他の同一方向ベクトル領域が重ならなければその極

大点を含む領域は終端であると判断して動脈瘤の候補

点とする．また，本研究では以下の条件をすべて満た

す候補点のみを動脈瘤候補と考え，検出対象とする．
• 片側が血管を表す他の同一方向ベクトル領域と

連結しており，孤立点でない候補
• 同一方向ベクトル領域内において N3(σH) =

σ2
H |λ3(σH)| で正規化された第 3 固有値 N3(σH) が

σH = 1.0, 2.0, ..., 5.0において最大値をとるときの σH

で計算された多重スケールにおける固有値M3(x)の

平均がしきい値以上の候補
• 同一方向ベクトル領域の大きさが 2 mm以上の

部分の周辺 3.5 mmに存在する候補
• 血管領域の境界と輝度分布の変化点の間の領域

にない候補

3. 3. 3 脳組織部分の情報を利用した候補点の絞

込み

3. 3. 2で述べた候補点探索の処理は血管領域のみを

探索しているため，図 7 左図に示すように領域拡張法

による血管領域の抽出が途切れた血管や細い血管が動
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図 8 絞込みの対象とする部位の例（分岐部）
Fig. 8 Bifurcation area. (left: MIP image, right:

slice image and vectr field)

図 9 終端の判定
Fig. 9 Determination of end point. (a) VOI,

(b) decision method.

脈瘤候補として検出される．これらの部分は図 7 右図

に示すようにベクトル場で確認すると走行方向に終端

とはなっていない．このことから，脳組織部分の情報

を用いた走行方向における終端判定処理を行う．

また一方で，図 8 に示すような分岐部から分岐した

血管では，分岐点が輝度分布の変化点として抽出され

るために，脳組織部分の情報を用いた終端判定を行っ

ても終端であると判断されてしまう．図 8 に示すよう

に，分岐部の血管では基本的には本幹部のように脳組

織のef は走行方向となる．しかし，動脈瘤のような突

出部での脳組織のベクトルは，形状に沿う方向となる

ため走行方向とはならない．このことから，脳組織部

分の情報を用いた走行方向の法線方向における突出判

定処理を行う．

具体的には，それぞれ図 9 (a)に示すように候補点の

e1，e2，e3 の方向に 2 r × 2 r × 4 rの直方体を底面の

中心が候補点になるように配置した領域，図 10 (a)に

ついては候補点の e1，e2，e3 の方向に 8 r × 2 r× 2 r

の直方体を重心が候補点になるように配置した領域で

図 10 突出の判定
Fig. 10 Determination of bump. (a) VOI,

(b) decision method.

ある関心領域内で，候補点を種（注目ボクセル）とす

る領域拡張法を行う．ここで行う領域拡張は，1）注

目ボクセルが関心領域内かつ輝度分布の変化点ではな

いとき，そのボクセルを候補点から滑らかに変化して

いる領域としてマークし，そのボクセルの隣接 26 近

傍のいずれの点にも変化点がなければ，隣接する 26

近傍すべてを次の注目ボクセルとしてマークする．2）

注目ボクセルが変化点であれば，そのボクセルは領域

外としてマークする．というものである．そして抽出

された領域が，終端判定では候補点からの距離が 3 r

の面上のボクセルに存在する場合，突出判定では候補

点からの距離が 3 r の面上のボクセル数の 10%以上に

存在する場合（図 9 (b)，図 10 (b)）は偽陽性として

候補点から除去する．

3. 4 画像特徴を用いた偽陽性の除去

ここまで構造特徴を用いて動脈瘤候補の検出を行っ

てきた．本手法では，画像特徴を用いた線形判別法 [13]

による偽陽性除去を加えることで，症例当りの偽陽性

数を削減し，性能向上を図る．

偽陽性除去に有効な特徴量を選択するために候補点

から動脈瘤候補領域を抽出する．この領域は，候補点

を中心とする半径 3 r の球領域と血管領域の共通領域

Aと，候補点と候補点を−ref，−2 ref 移動した 3点

のそれぞれを中心とする半径 2 r の球の和集合 B の

共通部分 (A ∩ B) として求められるものとする．こ

の領域を対象に 29 種類の特徴量を計算する．それら

は，候補領域の特徴量として，体積，表面積，球形度，

円錐度の 4種類，領域の内部領域と周囲 2 mmの外部

領域の輝度ヒストグラムに関する特徴量として，ピー

ク度数，ピーク輝度値，半値幅，輝度平均，輝度標準

偏差，輝度の相対標準偏差，最大輝度値，最小輝度値
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（8種類 ×2）に内部領域の最小輝度値とピーク輝度値

の差を加えた 17 種類，内部領域と外部領域の輝度平

均の差，輝度標準偏差の差，最大輝度値の差，最小輝

度値の差の二つの差に基づくもの 4種類，同一方向ベ

クトル領域の半径 r に関する特徴として平均，標準偏

差，相対標準偏差，最大値の 4種類からなる．これら

の特徴量からラウンドロビンテスト (Leave-One-Out

Method) [14] を用いて偽陽性除去に有効な組合せを

探索し，得られた特徴量の組合せを用いて偽陽性除去

を行い，性能を評価する．

4. 実験と考察

4. 1 対 象 画 像

対象画像は 2.0 mmから 13.2 mmの脳動脈瘤を含む

臨床画像 24症例（脳動脈瘤の個数は 32個）と脳動脈

瘤が存在しない 26症例の合計 50症例である．脳動脈

瘤のほとんどは手術で確認されており，手術で確認さ

れていない脳動脈瘤と動脈瘤が存在しない症例は，2

名の放射線科医師の合議で決定されたものである．ま

た，対象画像は 1.5 TのMRI装置において 3D TOF

法（TR：33～43 ms，TE：3.4か 6.8 ms）で撮影され

た画像であり，マトリクスサイズ，ボクセルサイズ，

スライス数，輝度範囲といった撮影パラメータは症例

ごとに異なっている．そのため本研究では，線形補間

法を用いて，最もスライスのピクセルサイズが細かい

0.31 mm×0.31 mmに合わせて等方ボクセル化処理を

行った．このとき輝度範囲も 0から 10000に正規化し

た．対象画像中の動脈瘤は，嚢状動脈瘤が 31 例で紡

図 11 適 用 結 果
Fig. 11 Experimental result of proposed method. (a) MIP image (aneurysm: cir-

cle), (b) at section 3.3 (5 candidates), (c) final result (1 true positive and

1 false positive).

錘状動脈瘤が 1例である．

4. 2 方向ベクトル情報を用いた動脈瘤候補の検出

まず対象画像から血管領域を抽出した．このときの

しきい値 tは，動脈瘤が血管領域内に含まれるように

経験的に t = −5000とした．続いて，血管領域を抽出

した画像に対し，方向ベクトル情報を用いた動脈瘤候

補の検出 (3. 3) を適用した．検出には 3. 3. 2 step 1

における αに加えて，同一方向ベクトル領域（半径 r）

のうち，小領域として削除するためのしきい値と点形

状としてある程度の強度をもつものを選択するための

多重スケールにおける第 3固有値M3(x)の平均であ

るしきい値の二つのパラメータがある．本実験では，

α のしきい値を実験的に 0.25π とし，残りの 2 パラ

メータは，すべての対象画像を用いて感度が 100%と

なるように決定した（小領域として削除するしきい値

を r2 = 5，M3(x)の平均であるしきい値を計算領域

全体のM3(x)を 0–1024で正規化したときの 100）．

処理結果の一例を図 11 (a)，(b) に示す．この例で

は，3. 3の処理で検出された動脈瘤の候補数は 5個で

あった．

4. 3 画像特徴を用いた偽陽性の除去

3. 4で求めた候補領域から 29種類の特徴量を計算

した．このとき各特徴量は平均 0，分散 1に標準化し，

1特徴量から 6特徴量までラウンドロビンテストを用

いてすべての組合せを評価した．特徴量数ごとに整理

すると，1特徴量のときは偽陰性数 6個，2特徴量の

ときは 3個，3特徴量から 6特徴量のときは 1個，と

なる組合せが存在したが偽陰性数が 0個となる組合せ
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表 1 提案手法の適用結果
Table 1 Experimantal result of proposed method.

検出された動脈瘤候補の数
3. 3 まで 3. 4 まで

症例数 動脈瘤数 真陽性 偽陽性 真陽性 偽陽性
陽性 24 32 32 117 31 43

陰性 26 0 — 109 — 30

感度，偽陽性数/症例 100%，4.5 個 97%，1.5 個

図 12 本手法で検出できなかった動脈瘤
Fig. 12 False negative case. (left: MIP image, right:

slice image)

は本実験では存在しなかった．そこで偽陰性が 1個と

なった 3 から 6 特徴量の組合せにおいて対象画像全

体の偽陽性数を確認したところ，73個か 74個であっ

た．偽陽性数が少ない方の 73 個で判別に用いる特徴

量数が最も少なかった 3特徴量（球形度，領域内部の

輝度ヒストグラムのピーク輝度値，内部領域と外部領

域の輝度平均の差）を用いたものを最終結果とする．

図 11 (b)を処理した結果を図 11 (c)に示す．

以上 3. 3と 3. 4を段階的に適用したときの感度，症

例当りの平均偽陽性数をまとめたものを表 1 に示す．

4. 4 考 察

まず検出できなかった動脈瘤について述べる．図 12

に示す動脈瘤が本実験で検出できなかった動脈瘤であ

る．この動脈瘤は，母血管から瘤先端までの長さは

2 mm以上あるものの，その形状は細く，瘤の断面方

向の幅は 5ボクセル (1.6 mm)程度しかないことを確

認している．このため，候補領域としては瘤全体を抽

出できているが，他の瘤に比べて領域が小さくなって

しまうため十分な画像特徴量が得られず，他の動脈瘤

と画像特徴が大きく異なるといった理由から偽陽性と

して除去されてしまったものと考えられる．

次に偽陽性として検出された動脈瘤候補（偽陽性候

補）について述べる．偽陽性候補を確認したところ，

大きく三つのタイプに分類できることが分かった．一

つ目は，図 13 (a) に示すような主要な太い血管から

分岐する細い血管である．このような細い血管部分の

図 13 残った偽陽性
Fig. 13 Example of false positives. (a) Thinning

blood vessel, (b) curve, (c) over estimated

blood vessel region.

ef は，多重スケールの概念を導入しても局所的にベク

トルの方向が乱れてしまうため，輝度分布の変化点を

求めると動脈瘤のように終端を表す分布となってしま

うからである．これは二次偏導関数を要素にもつヘッ

セ行列から方向ベクトルを求めているため，ガウス関

数による平滑化を適用しても雑音の影響が残ってしま

い，細い構造物は安定した情報が得られないことに起

因する．二つ目の図 13 (b)に示す彎曲部では，彎曲の

凸部のef が脳組織に向かう方向となるため，本手法

では，動脈瘤と同様に終端とみなされてしまう．また，

画像特徴も動脈瘤と似てしまうため，偽陽性候補とし

て残っている．三つ目の図 13 (c)に示す領域は，血管

領域抽出の際に過剰抽出された領域である．過剰抽出

領域は，周囲の脳組織よりも輝度値が高いために終端

の分布となって偽陽性候補として残っている．本手法

では，領域拡張法により単一のしきい値で抽出した血

管領域内を探索しているため，過剰抽出されてしまう

脳組織部分に偽陽性候補が存在する場合があるが，血

管領域抽出法を改良することで，このような過剰抽出

領域の偽陽性候補は削減できると考えられる．

更に，本研究の対象画像中に一例含まれていて，提

案手法で検出できている紡錘状の動脈瘤について述べ

る．文献 [3] の手法では，紡錘状の動脈瘤はスケルト

ンとして残りにくいため，検出が困難な対象であると

考えられるのに対して，提案手法では，紡錘状であっ

ても，膨れている部分に同一方向ベクトル領域が存在

するので，この場合でも終点として検出できている．

ただし，特に紡錘状において，検出対象とする 2 mm

以上であっても，紡錘状部分の膨らみが小さいために

検出できなくなる可能性はあるため，しきい値の設定

について，今後も慎重に検討していく必要があると考

えられる．

最後に提案手法の一症例当りの処理時間について

述べる．提案手法を Linux PC（CentOS5.3，CPU：

145



電子情報通信学会論文誌 2010/2 Vol. J93–D No. 2

Intel Core2Duo 2.66 GHz，メモリ：2GByte）上で実

行すると画像入力から候補検出まで約 110分の時間を

要したが，このうち多重スケールで固有値，固有ベク

トルを計算する部分が約 93分 (約 85%)と大部分を占

めている．今後GPU (Graphics Processing Unit)の

利用など高速化の検討が不可欠であると考えられる．

5. む す び

本論文では，MRA画像の輝度分布から求められる

方向ベクトル情報を用いた脳動脈瘤の検出手法を提案

した．動脈瘤の検出に方向ベクトル情報を用いること

で，従来の手法では検出が困難であった球状からひず

んだ動脈瘤を含めた対象画像中の全動脈瘤を検出した

ときの症例当りの平均偽陽性数が 4.5個となることを

示した．これは，動脈瘤が血管の終端であるという構

造特徴を用いる本手法の考え方が有効であることを示

している．更に画像特徴を用いた線形判別分析では約

68%の偽陽性を除去することができ，最終結果として

は，動脈瘤の検出感度 97%のとき平均偽陽性数は 1.5

個となり，本手法は検出能からみても従来手法と同等

以上の手法であるといえる．

今後の課題としては，本手法の更なる有効性の検証

のために，他データベースへの適用と医師による評価

を行うことや処理の高速化が挙げられる．
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