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曲率情報の統合によるMR Angiogramからの脳動脈瘤候補の検出
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あらまし 非侵襲的な検査法である magnetic resonance angiography (MRA) は，脳動脈瘤の検出を目的と
したスクリーニング検査で広く用いられているが，直径 5mm 以下の小さな動脈瘤を見落しなく検出することは
専門の読影医にとっても容易ではない．従来の研究では，動脈瘤の候補として球形状の高輝度な領域を，局所的
な幾何形状を表す三次元曲率やヘッセ行列を用いて検出する方法が提案されている．しかし，いずれも微分処理
を必要とするため，雑音の多い MRAの場合，動脈瘤候補とともに数多くの偽陽性が検出される．そのため，後
処理として多様な特徴量を用いて偽陽性を削除する必要があった．本論文では，局所情報である曲率の情報を統
合することで雑音の影響を低減し，比較的少ない偽陽性の中から，効果的に動脈瘤を検出する方法を提案する．
本手法を直径 2 mm 以上 20mm 未満の動脈瘤 14 個を含む 13 症例，及び動脈瘤なし 15 症例の計 28 症例に適
用した結果，検出感度が 100%のときの平均偽陽性数は 2.0 個であった．
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1. ま え が き

造影剤を使用しない Magnetic resonance angiog-

raphy (MRA)は，非侵襲的な検査方法として脳動脈

瘤のスクリーニング検査で広く用いられている．しか

し，血流を画像化しているため，血流速度の個人差や

乱流の影響を受けやすく，動脈瘤の信号強度が低く描

出される場合がある [1]．そのため，小さな動脈瘤を見

落しなく検出することは専門の読影医にとっても容易

ではなく，直径 5 mm未満の動脈瘤の検出感度は平均

56%にとどまるという報告もある [2], [3]．このような

背景から，脳動脈瘤の検出を目的としたコンピュータ

支援診断に関する研究が行われてきた [4]～[11]．また，
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動脈瘤候補を医師に提示することで医師の診断の正確

度が向上するという結果も報告されている [12]．

従来の研究では，動脈瘤の初期候補の検出法として，

血管領域を三次元細線化して短枝を検出する方法 [4]～

[6]と，動脈瘤を球形の凸領域としてモデル化し，その

形状特徴を利用して検出する方法 [6]～[11]の大まかに

2種類の方法が用いられている．細線化して短枝を検

出する方法は，血管形状や雑音，血管抽出結果に依存

して発生するひげが偽陽性となる点が問題となる．球

形の形状特徴を利用する方法については，Arimuraら

がヘッセ行列の固有値によって球に近い形状を強調す

る dot enhancement filter（以下，DE フィルタ）を

用いた動脈瘤の検出方法 [7]～[9]を提案している．ヘッ

セ行列の固有値を用いて動脈瘤を検出する場合，検出

感度は非常に高いが，微分処理を必要とするため，雑

音や血流による輝度値の変動が多いMRAの場合，計

算が不安定となり，初期候補として動脈瘤とともに正

常の血管領域内で多くの偽陽性陰影も検出してしま

う．また，Hayashiらは三次元曲率を求めて頂点状の

ボクセルを動脈瘤候補として色分け表示する方法 [10]

について報告している．そのほか，病変部の形状を表

す尺度として三次元曲率を用いた研究には，B. Maら
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による脳動脈瘤の破裂の可能性予測に関する研究 [13]

や，Kawataらによる腹部大動脈の動脈瘤と狭窄の検

出 [14]，胸部 CT画像の腫瘤の良悪性鑑別 [15]などが

ある．以上のように病変部の形状特徴を表す尺度とし

て三次元曲率を用いる場合，背景の正常な領域にも局

所的に病変部と同様な曲率分布となる部分が存在する

ため，ヘッセ行列の固有値と同様に多くの偽陽性陰影

を検出することが問題となる．更に，Oguraらはベク

トル集中度フィルタ（以下，GCフィルタ）を用いる

方法 [11]について提案している．この方法は雑音の影

響を受けにくく検出感度も高いが，血管の中心部でも

ベクトル集中度が高くなる傾向があり，血管の芯線付

近に偽陽性陰影を数多く検出してしまう．そのため，

後処理として多くの特徴量を用いた識別器で偽陽性を

削除する必要がある．一般に，特徴量数が増えると雑

音に対する頑健性や，異なる画像データに対する汎化

性の低下を招く要因となる．

このような問題に対して，初期の動脈瘤候補に含ま

れる偽陽性の数を大幅に削減し，その後の偽陽性の削

除処理を数少ない特徴量を用いた簡便なものにするた

めに，本論文では，局所情報である三次元曲率の情報

を投票操作により統合することで，雑音の影響を低減

し，動脈瘤を効果的に検出する方法を提案する．以下，

2. で血管構造と脳動脈瘤について述べ，3. で提案手

法について説明する．最後に 4. で臨床画像に対して

動脈瘤の検出実験を行い，提案手法の性能を評価する．

2. MRAにおける血管と脳動脈瘤モデル

2. 1 血管モデル

頭部の非造影MRA検査では，主に動脈瘤や狭窄の

有無が診断される．3D-TOF 法を用いた MRA 画像

の画素値は，撮像面内に流入する血液量を反映させた

ものであり，流速の速い動脈血管内腔は高い信号強度

となる．このとき静脈は流速が遅いため描出されない．

したがって本文中において血管領域とは動脈領域を指

すものとする．血管領域は，図 1 (a)のような円柱状

の本幹部分と，(b)のように血管が分岐する部分，(c)

のように血管が屈曲する部分に分類できる．血管の分

岐部分は高信号になりやすく，医師による診断でも偽

陽性となることが多い [1]．また，血管の屈曲部では，

乱流の影響で輝度分布が不均一となり屈曲部周辺で極

端に信号強度が低下する場合がある．

MRA データにおいて三次元曲率を求めると，(a)

は尾根状，(b) の分岐部中央は頂点状となり，その他

(a) (b) (c)

図 1 血管構造 (a) 本幹部，(b) 分岐部，(c) 屈曲部
Fig. 1 Blood vessel structures. (a) trunk,

(b) divergence, (c) curve.

(a) (b)

図 2 脳動脈瘤の種類 (a) 嚢状，(b) 紡錘状
Fig. 2 Aneurysm types. (a) saccular, (b) fusiform.

の血管領域は尾根状となる．(c) の屈曲部では，凸部

は頂点状となり，凹部は鞍状となる．

2. 2 脳動脈瘤モデル

脳動脈瘤は，図 2 (a)，(b)のように血管の一部が球

形状に突出した嚢状動脈瘤と血管径の一部が増大した

紡錘状動脈瘤の 2種類に大別される．嚢状動脈瘤は紡

錘状に比べて発生頻度と破裂のリスクがともに高いこ

とから [1], [16]，本研究では嚢状動脈瘤を検出対象と

する．

動脈瘤の大きさは，一般的に直径 2，3 mm の微小

なものから 40 mm程度の巨大なものまで様々である．

頭部のMRAは，通常 0.62から 0.83 mmの画素サイ

ズで撮像されることが多く，直径 2 mm未満の微小な

動脈瘤は 2，3 画素程度の大きさであるため，その検

出は困難といえる．一方直径 20 mm を超える巨大動

脈瘤は，瘤内の流速が遅く乱流も生じるため全体像が

描出されないことは多いが，瘤内の一部は高信号な部

分があるため，大きさも助けて検出はそれほど困難で

はない．そのため，本研究では直径 2 mmから 20 mm

の動脈瘤を検出の対象とする．

MRA データにおいて描出される動脈瘤の陰影は，

動脈瘤内腔の形態を反映している．動脈瘤の内部には

血流速度や乱流の影響により信号強度が低下する部分

が発生する場合がある．しかしながら，動脈瘤内部の

ボクセルによって構成される等濃度曲面は，大局的に

は同心球の面の一部を構成すると考えられる．これら

のボクセルの三次元曲率は頂点状の曲率に分類され，

この曲率半径と法線ベクトルは動脈瘤の中心座標まで
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の距離と方向を表している．そこで本手法では，これ

らの局所特徴を投票操作によって統合することで，部

分的な信号高度の低下や，動脈瘤の局所的な凹凸形状

のばらつきを吸収して動脈瘤を検出する．

3. 提 案 手 法

3. 1 概 要

本手法は，まずMRAのスライス画像を，線形補間

によって等方ボクセル化した三次元MRAデータに変

換する．次に処理時間の短縮と偽陽性数低減のために

前処理として計算領域を絞り込む目的で三次元領域拡

張法により血管領域を抽出し，動脈瘤の探索領域とす

る．続いて血管領域内の全ボクセルに対して三次元曲

率を計算する．このとき各ボクセルの三次元曲率が頂

点状に分類された場合，曲率半径と法線ベクトルから

動脈瘤の中心座標を推定して，パラメータ空間のその

座標のセルに投票操作を行う．更に非極大点の抑制処

理によって動脈瘤の初期候補を検出する．初期候補に

は血管の分岐部や屈曲部分の偽陽性も含まれるため，

候補周辺の血管芯線を検出し，その本数が 3本以上の

場合，分岐部と判断して候補から除外する．続いて，

芯線の本数が 2本の場合，屈曲による偽陽性の可能性

があるので，屈曲部特有の曲率分布となる場合につい

ても候補から削除する．以下，各処理の詳細について

述べる．

3. 2 血管領域の抽出

本手法では，主要な血管領域が含まれる画像の中央

4 分の 1 の関心領域（図 3 (a) の白枠）中で，最大輝

度をもつボクセルを種として与え，26近傍の関係で連

結するしきい値以上のボクセルを血管領域として抽出

図 3 血管領域の抽出例 (a) 原画像の MIP 表示，(b) 領
域抽出結果

Fig. 3 Example of blood vessel segmentation.

(a) MIP of original image, (b) result of blood

vessel segmentation.

する．

この関心領域の輝度ヒストグラムは，脳組織に相当

するピークから輝度値が増加するにつれて急激に単調

減少して輝度値が高い血管領域に移行する．このこと

から血管領域抽出のしきい値 tは，移行部分周辺のヒ

ストグラムに対する一次微分値が実験的に決定した値

t (−3000)を超えるときの輝度値に設定した．

一つの種から領域拡張が終わった後，抽出した血管

領域の平均輝度値を計算し，血管領域以外でこの平均

値以上のボクセルが存在する場合，そのボクセルを種

として，再度領域拡張を行う．この手続きを繰り返す

ことにより，雑音などの影響で連結性が途切れた血管

領域も抽出することができる．最後に抽出した領域に

クロージングを行い血管領域とする．図 3 (a)のデー

タに対して，この方法で血管領域を抽出した結果の一

例を図 3 (b)に示す．本研究の場合，ここで抽出した

血管領域に未抽出領域があると動脈瘤の検出感度が

低下するため大きな問題となる．一方，過抽出領域が

あっても検出感度には影響はなく，偽陽性候補数が増

加する可能性は高くなるが，後の処理によって偽陽性

数が抑えられるため重大な問題にはならない．動脈瘤

の好発部位とその部位の発生率については，内頸動脈

38%（そのうち後交通動脈分岐部 25%），前大脳動脈

36%（前交通動脈 30%），中大脳動脈 21%という報告

がある [1]．実験で使用するすべての画像データに対し

てこの方法で血管領域を抽出した結果，一部過抽出と

なる症例は含まれていたが，症例図 3 (b)のように上

記の好発部位がすべて抽出されていることを主観的に

確認している．

3. 3 曲率の計算

抽出した血管領域内の各ボクセルに対して，ガウス

曲率K と平均曲率 H [17]を計算する．このとき，曲

率の計算で必要となる偏導関数は，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．

x方向の一次偏導関数は式 (1)で与えられる．

fx =
∂G(x, y, z)

∂x
∗ f(x, y, z)

= − x√
2π

3
σ5

exp

{
−x2 + y2 + z2

2σ2

}
∗ f(x, y, z)

(1)

ここで f(x, y, z) は原画像，G(x, y, z) は三次元ガ

ウス関数，∗は畳込み演算子である．式 (1)中のパラ

メータ σ はガウス関数の標準偏差であり，検出の対象

2550



論文／曲率情報の統合による MR Angiogram からの脳動脈瘤候補の検出

となる動脈瘤の大きさとMRAデータの雑音の程度に

応じて変化させる必要がある．信号雑音比が低いデー

タの場合，σ の値が小さすぎると雑音の影響を受けて

正しく曲率を計算することができない．また，σ の値

が大きすぎると平滑化の効果が強すぎて，動脈瘤周辺

の輝度変化の影響を受けるため，小さな動脈瘤を検出

することができない．本研究では，正常MRAデータ

に画像の雑音レベルと同等なガウス雑音を付加した

模擬動脈瘤を加えて曲率計算を行った結果から，直径

2～20 mmの模擬動脈瘤の曲率を正しく計算できる σ

の値として，σ = 1, 2, · · · , 5の 5段階に設定して曲率

を計算した．図 4 に σ の値を変化させて求めた動脈

瘤の初期候補検出の FROC曲線を示す．図 4 からも

大きさの異なる動脈瘤を検出するために，この σ の設

定が有効であることが分かる．ただし，MRAデータ

の雑音は，MRI装置の静磁場強度や撮像条件によって

大きく変動するため，使用する画像データの信号雑音

比に応じて σ の値を調整する必要がある．

ガウス曲率 K と平均曲率 H の関係より，曲面の形

状分類を行うことができる [17]．動脈瘤を構成するボ

クセルの多くは図 5 の頂点状 (K > 0，H < 0) の

曲面形状に分類される．また，血管の本幹部分は尾

図 4 σ を変化させた FROC 曲線
Fig. 4 Each FROC curve by changing σ.

図 5 曲面の曲率分類
Fig. 5 Curvature classification of curved isosurface.

根状 (K = 0，H < 0)，分岐部分は頂点状 (K > 0，

H < 0)，屈曲部の凹部は鞍状 (K < 0)に分類される．

3. 4 投票とピーク検出による動脈瘤の検出

曲面の主曲率 k1，k2 (k1 ≥ k2) はガウス曲率と平

均曲率を用いて式 (2)，(3)のように表される．また，

このボクセルにおける x，y，z 方向の一次偏導関数を

g = [fx, fy, fz]
t とすると，このボクセルを含む等濃

度曲面の法線ベクトル n は式 (4)，曲率半径 ra は式

(5)となる．

k1 = H +
√

H2 − K (2)

k2 = H −
√

H2 − K (3)

n =
g

‖g‖ (4)

ra =
2√

k2
1 + k2

2

(5)

図 6 に示すように，三次元画像空間中で球を構成す

るボクセルに対して，球の中心は，そのボクセルから法

線ベクトル−nの方向に距離 raの座標となる．そこで，

次の手順に従って動脈瘤候補の中心座標を検出する．

まず，入力画像のサイズが (X ×Y ×Z)のとき，σの

一次元を追加したパラメータ空間PSa(X×Y ×Z×σ)

を設定し，投票度数を 0で初期化する．次に血管領域

内で頂点状の曲率に分類された全ボクセルに対して，

σ ごとに求めた動脈瘤の中心推定座標 (x, y, z)に対応

するセル (x, y, z, σ)の値を 1加算する投票操作を適用

する．その結果，動脈瘤候補の中心座標とそのときの

σ がパラメータ空間中に局所ピークとして現れる．

動脈瘤に対する投票処理の例を図 7 に示す．(a)は

動脈瘤のボリュームレンダリング（以下，VR）画像で，

(b)は曲率が頂点状の領域を高輝度で示したMIP画像，

図 6 頂点状ボクセルの投票
Fig. 6 Vote of peak curvature.
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図 7 動脈瘤の投票処理例 (a) 原画像の VR 表示，(b) 頂
点状曲率の領域，(c) 投票結果の MIP 画像

Fig. 7 Example of peak vote for aneurysm. (a) VR

image of original image, (b) regions of peak

curvature, (c) MIP image of peak vote.

(c)は投票結果のMIP画像である．ここで (c)のMIP

画像は，四次元のパラメータ空間 PSa(X×Y ×Z×σ)

に対して，Y × σ の空間の最大値を X × Z 平面に平

行投影した画像である．(b)は投票処理前の状態であ

り，関連研究 [10], [13]～[15]の手法と同等の結果とい

える．また関連研究 [7]～[9]の手法とも類似した結果

となり，動脈瘤以外にも頂点状の曲率分布となるボク

セルが数多くあることが分かる．この結果に対して投

票処理を行った (c)は，動脈瘤内の投票数が高くなり，

偽陽性になりやすい分岐部や屈曲部の投票数が抑えら

れていることからも本手法の有効性が確認できる．

更に，この局所ピークを効率的に検出するために非

極大点の抑制を適用する．非極大点の抑制とは，多次元

のパラメータ空間における各セルに対して，そのセル

を中心とした近傍の局所領域を設定し，中心のセルの

値が局所領域の最大値（極大値）でない場合は投票数を

0にする処理である．この近傍の局所領域は，大きな動

脈瘤の近傍に存在する小さな動脈瘤のピークが抑制さ

れない，かつ，一つの動脈瘤に対して複数のピークが検

出されないように設定する必要がある．本手法ではこ

の局所領域をパラメータ空間中のセル (x0, y0, z0, σ0)

に対して，式 (6)を満たす範囲に設定した．

(x − x0)
2 + (y − y0)

2 + (z − z0)
2 ≤ 5(σ0 + δ)2

δ =

⎧⎪⎨
⎪⎩

0, 1 (σ0 = 1)

−1, 0, 1 (σ0 = 2, 3, 4)

−1, 0 (σ0 = 5)

(6)

式 (6) はパラメータ空間内の x–y–z 軸方向に σ の値

に応じて半径が変化する球形の局所領域を設定するこ

とを意味する．σの値が 2，3，4の場合は前後の σを

含めた三つ，σ の値が 1，5 の場合は二つの局所領域

を設定し，それぞれの局所領域内で非極大点の抑制に

より，0以外の値をもつ極大点として残った局所ピー

図 8 偽陽性削除のアルゴリズム
Fig. 8 Algorithm for false positive removal.

クを初期動脈瘤候補とする．

3. 5 偽陽性の削除

3. 5. 1 処理の概要

図 8 に従い，初期候補に含まれる分岐部と屈曲部分

の偽陽性を削除する．脳動脈の場合，分岐部から延び

る血管の本数は一般に 3～5 本である．そこで動脈瘤

の初期候補の座標を中心に ROI を設定して血管芯線

を計数し，その数が 3本以上の場合，分岐部として動

脈瘤の候補から除外する．屈曲部は候補の座標を挟ん

で血管の凸部側と凹部側に半球形のROIを設定し，凹

部側 ROI内の鞍状ボクセル数が凸部側 ROI内の頂点

状ボクセル数の 1/10以上の場合に候補から除外する．

3. 5. 2 血管分岐部の識別

三次元画像空間中で円柱を構成するボクセルは尾根

状の曲率となるが，尾根線方向に対して垂直な断面の

芯線の座標は，法線ベクトル −n の方向に距離 rb の

座標となる（図 9）．rb は，主曲率 k1 の曲率半径で式

(7)で表される．

rb =
1

|k1| (7)

次の手順に従って血管分岐本数を求める．まず各候

補のピークに対して，投票時の最大曲率半径 ramax を

求め，画像データにおいてピークを中心とする半径

ramax と 2ramax の二重の球で囲まれる中空の関心領

域を設定する．図 10 に血管分岐モデルに対する ROI

の設定法を示す．このROI内で血管を構成するボクセ

ルに対して，動脈瘤の検出方法と同様に σの値を 1～5
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図 9 尾根状ボクセルの投票
Fig. 9 Vote of ridge curvature.

図 10 血管分岐部の識別
Fig. 10 Classification of blood vessel divergence.

まで変化させて曲率の計算を行う．尾根状の曲率の場

合，パラメータ空間 PSb(X ×Y ×Z)の芯線推定座標

のセルに 1を加算する投票操作を行う．続いて，投票

数の最大値 vmax の 1/10の値で 2値化してラベル付

けを行う．最後に，関心領域内側の半径 ramax の球と

外側の半径 2ramax の球の両方に接したラベル領域の

数を血管芯線の本数とした．脳動脈の場合，血管分岐

部における分岐数が最も多い部位は，脳底動脈の先端

部で 4本の血管に分岐する．分岐部からは 5本の血管

が延びている状態となる．したがって分岐部から延び

る血管の本数は一般に 3～5本である．そこで，この値

を動脈瘤候補から延びる血管の本数とし，それが 3本

以上の場合，血管分岐による偽陽性であると判断する．

このとき，図 2 (a) のように分岐部に発生した

動脈瘤については，動脈瘤の中心から分岐部まで

の距離を d，動脈瘤の最大曲率半径を ramaxANE，

分岐部分の最大曲率半径を ramaxDIV としたとき，

d ≥ ramaxANE + ramaxDIV であれば，誤って削除さ

れることはない．これは動脈瘤の中心である初期候

補の座標は瘤状という形状特徴により分岐部からわ

ずかでも離れるため，上の条件式を満たせば，半径

図 11 血管分岐本数の計数処理例 (a) 原画像の VR 表示，
(b) 尾根状ボクセルの投票，(c)～(f) 血管芯線の
しきい値処理，(c) 投票結果，(d) しきい値 T =

vmax/2，(e) T = vmax/5，(f) T = vmax/10

Fig. 11 Example of counting the number of blood

vessel divergence. (a) VR of origi-

tanl image, (b) Result of ridge curvature，
(c)∼(f) Thresholding the medial axis，(c)

Result of ridge vote, (d) Threshold value T =

vmax/2, (e) T = vmax/5，(f) T = vmax/10.

ramaxANE の球に接した血管としてラベル付けされる

のは 2本以下になるからである．

血管分岐部に対する分岐本数の計数処理の例を図 11

に示す．(a)は分岐部の VR画像で，(b)は投票結果と

ROI内に抽出された血管芯線のMIP画像である．(c)

はROI内の芯線の投票結果で，(d)～(f)はそのしきい

値処理結果を示しており，しきい値 T の値をROI内の

最大投票数 vmaxに対して，それぞれ (d) T = vmax/2，

(e) T = vmax/5，(f) T = vmax/10 とした結果であ

る．この場合，しきい値を vmax/10まで下げると 5本

すべて芯線が連結した状態で抽出され，分岐数を正し

く計数できた．この例のように細い血管の芯線でも正

しく計数できるしきい値を経験的に vmax/10とした．

3. 5. 3 血管屈曲部の識別

血管の分岐本数が 2本であった候補の中から，屈曲

部の偽陽性を削除する．2. 1で述べたように，屈曲部

の曲率は凸部が頂点状で凹部が鞍状になる場合が多

いことからこの特徴を利用する．まず，動脈瘤候補の

ピーク座標を中心とする半径 ramax の球形の ROIを

設定し，ROI 内で候補のセルに投票したボクセルに

対して，法線ベクトル −n の平均ベクトル −navg を

求める．続いて，ROI中の各ボクセルと動脈瘤候補の

ピークを結ぶベクトルが，−navg と内積を求めたとき

に正となる領域を凸部領域，負となる領域を凹部領域

として，球形の ROIを半球形の二つの ROIに分ける

（図 12）．次にこれらの領域に対して，動脈瘤の候補の

σの値で再び曲率を求めて，図 13 の例のように凸部領

域内で頂点状となったボクセルの数を numpeak，凹部

領域内で鞍状となったボクセルの数を numsaddle とす
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図 12 血管屈曲部の識別
Fig. 12 Classification of blood vessel curve.

(a) (b)

図 13 血管屈曲部の識別処理例 (a) 原画像の VR 表示，
(b) 頂点状と鞍状ボクセルの分布

Fig. 13 Example of classification of blood vessel

curve.

図 14 頂点状のボクセル数と鞍状ボクセル数の関係
Fig. 14 Relationship between the number of peak

voxels and saddle voxels.

る．最後に numsaddle ≥ numpeak/10 の関係を満た

す候補を，屈曲部として候補から除外した．ここで用

いたしきい値は，図 14 に示す頂点状ボクセル数と鞍

状ボクセル数の分布図から経験的に決定した値である．

4. 実験と考察

4. 1 実 験 方 法

臨床画像 28症例（動脈瘤 14個を含む 13例，動脈

図 15 動脈瘤の直径の分布
Fig. 15 Distribution of diameter of aneurysms.

表 1 動脈瘤の検出結果
Table 1 Experimental result of aneurysms detection.

1 step 2 step 3 step

number of TP 14 14 14

number of FP 144 113 57

(divergence, curve, others) (46, 87, 11) (19, 86, 8) (17, 34, 6)

瘤なし 15例）に対して動脈瘤の検出実験を行い，提案

手法の性能を評価する．今回使用した症例の動脈瘤は

すべて嚢状動脈瘤である．実験に使用したMRAデー

タは，東芝社製の 1.5 Tesla MRI装置 (MRT-200/F2)

を用いて，3D TOF法 (TR-30 ms，TE-6.8 ms)によ

り撮像された画像で，マトリックスサイズは 192×256，

画素サイズは 0.83× 0.62 mm，スライス厚は 1.0 mm，

スライス数は 126～203枚である．実験では，画像サ

イズ 512 × 512，画素サイズとスライス間隔はともに

0.31 mm になるように線形補間により等方ボクセル

化した．また，動脈瘤 14 個の直径のヒストグラムを

図 15 に示す．直径 3 mm前後の動脈瘤が多く，比較

的検出が困難な症例が多く含まれていることが分かる．

4. 2 実 験 結 果

検出実験の結果を表 1 に示す．表 1 の 1 stepとは

3. 4の初期候補の検出結果で，非極大点の抑制結果に

対して検出感度が 100%となる最大のしきい値 (41)で

検出した結果である．2 step，3 stepとは，それぞれ

3. 5. 2 の分岐部，3. 5. 3 の屈曲部の偽陽性削除処理

後の結果である．ここで表中の括弧内の数値は，分岐

部と屈曲部における偽陽性数を示す．

また，検出結果の画像例として，真陽性の画像例を

図 16 に，偽陽性を図 17 に示す．図 16 の (a)は大型

の動脈瘤で瘤内部に信号低下した部分を含む例である

が，動脈瘤全体がモデルと完全に一致した同心球状の

輝度分布でなくても，検出可能であることが確認でき

た．また，(b) と (c) の例より，血管分岐部や屈曲部

に発生した動脈瘤でも，偽陽性として誤って削除され
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図 16 真陽性の画像例 (a)大型の動脈瘤，(b)分岐部に発
生した動脈瘤，(c) 屈曲部に発生した動脈瘤

Fig. 16 Examples of True Positive image. (a) large

aneurysm, (b) aneurysm on divergence,

(c) aneurysm on curve.

図 17 偽陽性の画像例 (a)分岐部の偽陽性，(b)屈曲部の
偽陽性，(c) 乱流による偽陽性

Fig. 17 Examples of False Positive image. (a) FP

due to divergence, (b) FP due to curve,

(c) FP due to turbulence.

図 18 本手法による FROC 曲線
Fig. 18 FROC curve for performance of our scheme.

ることなく正しく検出できることが分かった．

図 18 は，3. 4のピーク検出におけるしきい値を変

化させて得られた FROC曲線で，検出感度が 100%の

ときの平均偽陽性数は 1症例当り 2.0個であった．

4. 3 考 察

まず偽陽性について述べる．図 17 の (a)は，分岐

した血管径が細く，血流量も少ないため信号強度が低

下した例で，3. 2のしきい値より値が低くなり，血管

領域の途切れた部分を動脈瘤と識別した例である．(b)

図 19 提案手法と従来法の比較
Fig. 19 Comparison of proposed method and

conventional methods.

は屈曲部において，屈曲に加えてねじれもあるため，

3. 5. 3のモデルと一致せず，鞍状のボクセル数が減少

しなかったため偽陽性になったと考えられる．また，

(c)はMRAのデータ上で血管径が太い部分を検出し

た例であるが，動脈瘤ではなく，乱流の影響で屈曲部

の一部に信号低下が生じたために，その前後で相対的

に血管径が実際太く観察できる偽像であった．

偽陽性の中には画質や撮像条件に依存したものと患

者の個体差によるものが多く含まれた．表 1 より，最

終的に残った偽陽性の多くは血管の屈曲部が占めるた

め，偽陽性を減らすには，撮像法を乱流の影響を受け

にくい手法に変えることが有効と考えられる．更に，

屈曲部や細い血管を含む分岐部を精度良く識別するに

は，局所情報だけでなく候補周辺の大局的な情報や，

解剖学的な情報を用いることも必要と考えられるが，

これらについては今後の課題とする．

次に従来法との比較を述べる．図 19 は，提案手法

と DEフィルタ，及び GCフィルタ処理による初期候

補検出時の FROC 曲線である．検出感度が 100%の

ときの平均偽陽性数は，過去の論文で DEフィルタと

GCフィルタを用いた場合，それぞれ 22.5個 [8]，38.7

個 [11]と報告されており，図 19 から読み取れる値と

は大きく異なる．しかし，検出感度 80～90%近辺の平

均偽陽性数とほぼ一致していることから，使用した画

像データの違いによる影響と判断できる．

更に図 20 に処理結果の画像例を示す．ここで (e)，

(g) は，DE フィルタと GC フィルタの処理結果に対

して，それぞれ検出感度が 100%となる値でしきい値

処理した結果である．図 20 より，提案手法は偽陽性

が少ないのに対し，DEフィルタ処理は検出感度は高
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図 20 提案手法と従来法の処理結果の比較，(a) 原画像の
VR 表示，(b) 頂点状ボクセルの投票，(c) b の非
極大点の抑制，(d) DE フィルタ処理，(e) d のし
きい値処理，(f) GC フィルタ処理，(g) f のしき
い値処理

Fig. 20 Comparison of results of proposed method

and conventional methods. (a) VR of orig-

inal image, (b) peak vote, (c) non max-

imum suppression for b, (d) DE filtering,

(e) thresholding of d, (f) GC filtering, (g)

thresholding of f.

いが，血流による輝度値の変動に起因する多くの偽陽

性も検出していることが分かる．GCフィルタ処理に

ついては，血管の芯線部分に起因する偽陽性も検出し

ているため，しきい値を下げると，動脈瘤候補と偽陽

性候補が結合してしまうという問題も生じる．今回の

実験では，動脈瘤の検出感度の判定をしきい値処理後

にラベリングした各領域の重心が，動脈瘤内にあるか

否かで行った．そのため，動脈瘤候補と血管芯線の偽

陽性候補が結合すると検出感度は低下する．図 19 の

FROC曲線において，しきい値を下げるにつれて GC

フィルタ感度が低下していることからも確認できる．

以上の点より，提案手法は従来法と比較して検出感度

が高く，初期候補中の偽陽性を大幅に抑えられること

が確認された．

最終結果についても，従来の研究とは使用した画像

データや評価方法が異なるため，性能の詳細な比較は

困難であるが，文献 [7] では検出感度 100%，平均偽

陽性数 2.4個/症例，文献 [9]では検出感度 97%，平均

偽陽性数 3.8個/症例，文献 [11]では検出感度 93.8%，

平均偽陽性数 4.06個/症例が報告されている．それに

対して，本手法における検出感度 100%，平均偽陽性

数 2.0個/症例という値は，高い性能を示しているとい

える．Hirai らの報告 [12] によると，文献 [7]～[9] で

提案された方法を用いてコンピュータ診断支援を行っ

た結果，15名の放射線科医による観察者実験で ROC

解析の AUCの値が 0.931から 0.983まで向上したこ

とが示されている．文献 [7]～[9]の検出性能と本研究

の性能から，本手法を用いて医師の診断を支援する場

合も同程度の診断能の向上が期待できる．

5. む す び

本論文では，局所の幾何形状を表す曲率情報を投票

操作により統合することで雑音の影響を低減し，多数

決原理を用いてMRAから脳動脈瘤を効果的に検出す

る方法を提案した．本手法は，従来法と比較して初期

候補中の偽陽性数を大幅に減らすことができるという

利点がある．実験においても，本手法の有効性を示す

結果が得られた．今後は，更に偽陽性を減らすために，

候補周辺の大局的な情報や解剖学的な情報を加えた手

法への改良を目指す．
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