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あらまし 本論文では臓器壁抽出結果を利用した仮想展開像作成手法について述べる．仮想展開像は管腔臓器
の内壁面の様子を 1 枚の画像として可視化するものである．従来の研究では，管腔臓器内の空気領域を抽出する
ことで得られる内壁面形状を利用して対象臓器の近似図形を作成していた．しかしながら，展開処理により内壁
面上に存在するひだも同時に引き伸ばされ，展開像でその形状が正確に再現されないという問題点があった．そ
こで本論文では，ひだがなく比較的形状が滑らかな臓器外壁情報を利用して展開像を作成する．具体的には，内
壁面より法線方向に CT 値の推移を調べることで対象臓器の境界を推定し，臓器壁領域を抽出する．抽出された
臓器壁領域からその外壁面を用いて臓器の近似図形を作成し，展開処理を行う．本手法を実際の 3 次元腹部 X
線 CT 像 6 例に適用した結果，良好に仮想臓器展開像を生成できることを確認した．
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1. ま え が き

領域発生の原因となる．また，広い空洞の中から狭い

近年，CT や MRI などのイメージング装置の発達

体を把握するのは非常に困難である．一方，胃の切除

は著しく，高解像度の 3 次元医用画像が短時間で得ら

標本のように平面に展開した状態であれば，臓器内壁

れるようになった．臨床の場で撮影される CT 像や

面全体を一目で観察可能であり，上記のような見落し

MRI 像は，患者 1 人当り数百枚のスライスからなり，

を低減できると思われる．

視野で臓器内部の観察を行うため，臓器の内壁形状全

人体内部の詳細な情報を含む．仮想化内視鏡システム

これまでに我々は，胃の仮想展開像作成に関する研

(VES: Virtual Endoscopy System) [1]〜[3] は，この

究を行ってきた [4], [5]．ここで，仮想展開とは臓器の

ような高精細な画像を用いた計算機による人体構造の

壁面形状を平面状に展開し，平面展開された形状を基

可視化ツールとして広く利用されている．

準として，臓器壁面周辺の濃度値分布を平面状の濃度

VES は，3 次元医用画像から計算機上に再構築され

値分布に変換する操作（濃淡画像展開）のことを指す．

た人体及びその内部を，被験者に苦痛を与えることな

展開像は濃淡展開されたボリュームデータから，ボ

く，自由な視点から観察可能である．しかしながら，

リュームレンダリング等の可視化手法により生成され

胃や大腸などの内部に広い空洞領域をもつ管腔臓器の

る．そのため，仮想展開像を作成するにはまず，臓器

内部からその内側全体を観察するためには，頻繁に視

の形状を近似した近似図形が必要となる．文献 [4], [5]

点位置・視線方向の変更が必要となる．この操作には

の手法（以下，従来手法と呼ぶ）では，胃内部の空洞

熟練と時間を要し，観察領域の度重なる変更は見落し

領域を抽出することで得られる胃の内壁面より近似図
形を作成していた．しかし胃の内側にはひだが存在し，
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が引き伸ばされ，展開前の内壁面形状を正確に再現で
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きないという問題点があった．胃のひだの走行状態や

凸を削除しようとしても，完全にはそれを除去できな

密集具合といった所見は，がんなどの診断において非

い．このような近似図形をもとに仮想展開を行うと，

常に重要な情報であるため，仮想展開像においても忠

ひだ形状も引き伸ばされ，展開前の内壁面形状を正確

実に再現されることが望ましい．より正確に内壁面形

に再現できないという問題点があった．内壁面上のひ

状を再現するには，ひだの凹凸を取り除く必要がある

だを完全に削除することは難しいが，ひだがなく比較

が，完全に取り除くことは困難である．一方，胃の外

的滑らかな胃の外壁面を利用することによりひだの再

壁はひだがなく，滑らかな形状をしているため，外壁

現性が向上すると考えられる．そこで本手法では，臓

面を抽出してそれを近似図形として利用することによ

器外壁情報を用いることで仮想臓器展開像を作成する．

り，上記の問題点を解決できると考えられる．そこで
本論文では，ひだがなく比較的形状が滑らかな臓器外
壁情報を利用し，仮想臓器展開像を作成する手法につ

3. 提 案 手 法
3. 1 処理手順の概要

いて述べる．具体的には，内壁面より法線方向に CT

仮想臓器展開像作成手法は大きく四つのステップか

値の推移を調べることで対象臓器の境界を推定し，臓

らなる（図 1）.（ 1 ）近似図形の作成．（ 2 ）節点ばね

器壁領域を抽出する．抽出された臓器壁領域からその

モデルを用いた近似図形の展開処理．（ 3 ）展開され

外壁面を利用して近似図形を作成し，展開処理を行う．

た近似図形（以下，この図形を展開図形と呼ぶ）と原

以下，2. で従来の仮想展開像作成手法とその問題点

画像の対応関係を用いたボリュームデータの再構成．

について述べる．3. で提案手法の具体的な処理手順を

（ 4 ）再構成されたボリュームデータの可視化．なお，

説明する．4. で仮想展開像作成に関する実験とその結

（ 2 ），（ 3 ）は従来手法 [5] と同様である．

果を示し，5. で考察を加える．

2. 従来の仮想展開像作成手法とその問題点
臓器の展開像作成に関してはこれまでに，大腸を対

3. 2 近似図形の作成
この処理では対象臓器の形状を表す近似図形を作成
する．ここで作成された近似図形をもとに 3. 3 以降の
展開処理を行う．

象とした研究が報告されている [6], [7]．これらの手法

3. 2. 1 臓器壁領域の抽出

では，対象臓器周辺のボリュームデータを臓器が平面

胃はある程度厚みのある壁（胃壁）で形成されてい

となるように描画することで展開像を作成している．

る．また，腹部には様々な臓器が密集しており，胃壁

しかしながら，切開する場所をインタラクティブに指

と他臓器との接触部が多く存在する．しかし，それら

定して関心領域を展開することはできない．また，文

の臓器は互いに非常によく似た CT 値をもち，その境

献 [8]〜[10] では，ユーザの入力に対して臓器を変形さ

界を識別することは困難である．そこで，本手法では

せるシステムを報告している．物体表面の形状のみを

他臓器と接触のない臓器壁領域をはじめに抽出し，こ

扱うサーフェスモデル [8] や物体の内部情報まで扱う

れをもとに接触部の境界を推定して臓器壁領域を抽出

ボリュームモデル [9], [10] を用いて臓器をモデル化し，

する．

ばねモデル [8], [9] や有限要素法 [10] を用いて変形シ

まず，領域拡張法を用いて 3 次元腹部 CT 像から

ミュレーションを行っている．これらの手法では，対

胃内 部の 空気 領域 を抽出 し，背 景に 6 近 傍 で接 す

象物体をより細かくモデル化するほどより正確にその
に多くなるため，変形に莫大な計算量が必要となる．

る 3 次元画像の画素（ボクセル）を内壁面画素集合
S = {s|s = (p, q, r)}（(p, q, r) は画素位置を表す）と
する．内壁面画素 s = (p, q, r) に対して，中央差分グ

形状を表現することができるが，扱うデータ量は非常
胃を対象とした従来手法 [4], [5] では，臓器形状を近

ラディエントフィルタにより法線ベクトルを求め，その

似した近似図形を作成し，ユーザが任意の方向に入力

単位ベクトルを ns = (nx , ny , nz ) とする．点 (i, j, k)

した切開線をもとに展開を行う．そして，近似図形と

における原画像の CT 値を f (i, j, k) とすると，s か

展開された図形の対応関係を利用して原画像の再構成

ら法線方向に距離 l 離れた位置 s + lns における CT

処理を行う．しかし，従来手法では胃の内部の空気領

値 H(l) は，

域を抽出し，そこから得られる臓器内壁面を利用して
近似図形を作成するため，得られる近似図形にはひだ

H(l) = f (p + lnx , q + lny , r + lnz ) (0 < l <
= L),

による凹凸が残る．モフォロジー演算等を利用して凹

(1)
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図1 処理手順
Fig. 1 Process flow.

により計算される．ここで，距離 α の範囲内におい
て，CT 値にしきい値 T (H.U.) 以上の差が生じる点，
つまり，

H(l + α) − H(l ) >
= T,

(2)



となる l が存在する場合，その点を s から法線方向
における胃壁の境界点 Bs ,

Bs = s + l ns ,

(3)

とする．また，このとき s から法線方向において境界
が識別でき他臓器と接触がないものとし，s を他臓器
と接触のない画素集合 S  に分類する．逆に，l = L
まで CT 値の推移に T 以上の差が生じなければ，s か
ら法線方向において接触があるとし，s を他臓器と接
触のある画素集合 S  に分類する．
非接触部として分類されたある内壁面画素 s ∈ S
に対して，||Bs − s || を s の胃壁の厚みとする．そ

図 2 胃壁領域の抽出．(a) 原画像，(b) 胃壁領域抽出手
順，(c) 抽出された胃壁領域
Fig. 2 Extraction of stomach wall regions. (a) An
example of an original CT image, (b) illustration of the procedures for extracting stomach
wall regions, and (c) extracted stomach wall
regions (light color).

して，接触部の内壁面画素 s ∈ S に対して，s か
ら最も近くに存在する S  の点を 50 点求め，それらの
点における胃壁の厚みの平均値を s における胃壁の

法により三角形パッチの集合で表される胃外壁面のポ

厚みとする．

リゴンモデルを作成する．次に，各パッチの頂点にお

すべての内壁面画素 s に対して，s を中心点とし，

ける三角形の面積，辺の長さ等の特徴量を計算し，特

s における胃壁の厚みを半径とする球を作成する．球

徴量の小さい頂点を削除してパッチを張り直す処理を

内かつ空気領域外の画素を胃壁領域として抽出する

繰り返し，パッチ数を削減する．この処理により，臓

（図 2）．

器の大まかな形状を保ちつつ近似図形に残った微小な

3. 2. 2 ポリゴンモデルの作成

凹凸を削除し，300〜400 個のパッチで構成される近

胃壁の外壁の画素集合に対して，Marching Cubes

似図形を得る．
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3. 3 弾性変形に基づく展開処理

k1 はばね定数，Rij (n) は節点 i から節点 j に向かう

ここでは文献 [5] の手法を用いて，ユーザが入力した

ベクトルを表す．Foi (n) はユーザが切開線として入

切開線をもとに近似図形を平面状に引き伸ばす処理を

力した節点 i が受ける力で，次式のように表される．

行う．まず，近似図形の上部と下部を削除し筒状とし
て，上辺から下辺に向かって任意の方向に切開線を入
力する．節点を三角形パッチの頂点と重心点に，各節

Foi (n) = αTi (n),

(8)

ここで，Ti (n) は節点 i から展開平面に向かうベクト

点間にばねを配置することで近似図形を節点・ばねモ

ルである．n 回の反復処理後，すべての節点は展開平

デルに変換し，近似図形が平面状に広げられるように

面状に移動する．このとき，外力 Foi (n) によりすべ

切開線から展開平面に向かって外力を加える（図 3）.

ての三角形パッチは大きく広げられている．そこで，

外力が加えられたとき，n 回目の反復処理における
節点 i の位置ベクトル Ri (n) は以下の式で表される．

Ri (n) = Ri (n − 1) + ρFi (n),

(4)

Foi (n) = 0 の状態で節点の位置ベクトル Ri (n) を再
計算する．停止条件はしきい値  を用いて次式で与え
られる．



N−1

ここで，ρ は各節点の移動量を決定する定数であり，

Fi (n) は節点 i が受ける力で次式で表される．
Fi (n) =



Fnij (n) +

j∈Ni



Fi (n) < .

(9)

i=0

Fgik (n) + Foi (n),

この処理により，引き伸ばされたパッチはばねの弾性

(5)

とほぼ同程度の表面積をもち，ひずみの少ない展開図

k∈Gi

力でもとの形状に戻るように収縮するため，近似図形
形が得られる（図 3）．

Ni ，Gi はそれぞれ，節点 i とばねによりつながる
節点の集合と重心点の集合である．また，Fnij (n)，
Fgik (n) はそれぞれ，節点 i が節点 j との間に張られ

手法を用いて原画像の再構成を行う．具体的には，近

たばねから受ける力，節点 i が重心点 k との間に張ら

似図形上に格子点を配置し，各格子点に対応する濃度

れたばねから受ける力である．Fnij (n)，Fgik (n) は

値を原画像から計算することで展開された臓器の濃淡

次式のように表される．

画像を再構成する．

Fnij (n) = k1 (Rij (n) − lij )

近似図形と展開図形におけるそれぞれのパッチの頂

Rij (n)
,
Rij (n)

(6)

Rik (n)
,
Rik (n)

(7)

Fgik (n) = k2 (Rik (n) − lik )

3. 4 原画像の再構成
この処理では展開処理の結果を利用し，文献 [5] の

lij は節点 i と節点 j との間に張られたばねの自然長，

点は 1 対 1 に対応している．そこで，近似図形上のあ
るパッチの頂点 A，B，C が展開図形上の頂点 A ，

B ，C に対応しているとすると，パッチの内分点 P，
P は次の式で表される．

図 3 弾性変形処理．(a) 節点・ばねを用いた弾性モデル，(b) 近似図形の展開
Fig. 3 Elastic deformation process. (a) Elastic model using nodes and springs,
and (b) stretching the approximated shape.
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Fig. 4

図 4 近似図形と展開図形の位置関係
Geometrical relation between the approximated and the stretched shapes.

P = (1 − t)A + t((1 − s)B + sC),








P = (1 − t)A + t((1 − s)B + sC ),

(10)

から近似図形を作成して展開を行い，それぞれの展開

(11)

像における仮想ひだの再現性を比較した．人工図形と

ここで，s，t (0 <
= s, t <
= 1) は内分パラメータである．
P から平面に垂直な距離 l にある点 Q に対応する
点 Q は，P から法線方向 NP に距離 l にある点とし
て以下のように計算できる．

NP
Q=l
,
NP 

近似図形並びに展開像作成結果を図 5 に示す．
人工図形の内壁には仮想ひだが存在するため，内壁
面から作成された近似図形はその影響を受けた形状
となっている（図 5 (e)）．展開処理により近似図形に
残ったひだ形状が引き伸ばされ，これをもとに濃淡画

(12)

NP = (1 − t)NA + t((1 − s) · NB + sNC ),
(13)

像の再構成を行った結果，展開像でひだ形状が大きく
ひずんでいる（図 5 (g)，(i)）. 一方，外壁面より作成
された近似図形は球形状である（図 5 (f)）. そのため
展開処理において仮想ひだが引き伸ばされることは

ここで，NA ，NB ，NC はそれぞれ頂点 A，B，C

なく，展開像でその形状がより正確に再現できている

の法線方向とする．Q に対する原画像上での対応点の

（図 5 (h)，(j)）．実験結果より，内側にひだのような

濃淡値を線形補間により求め，Q における濃度値と

凹凸をもつ図形では，そのような形状をもたない外壁

する．以上の処理をすべての標本点で行うことで，濃

面より展開を行う方が展開像において内壁面形状をよ

淡画像の再構成を行う（図 4）.

り正確に再現できることが示された．

3. 5 可 視 化
3. 4 により展開された臓器は 3 次元濃淡画像として

4. 2 臓器の展開
本手法を実際の 3 次元腹部 X 線 CT 像 6 例（胃 5 例，

得られる．そこでサーフェスレンダリングやボリュー

大腸 1 例）に適用し，仮想臓器展開像を作成した．実

ムレンダリング手法を用いてこれを可視化することで

験に用いた画像の仕様を表 1 に示す．各パラメータに

仮想臓器展開像を作成する．

は，外力 Foi (n) を加えたときに近似図形が平面状に

4. 仮想臓器展開像作成実験

広がり，ばねの弾性力により節点が移動したときにパッ

4. 1 人工図形の展開

(ρ = 0.001，k1 = 10，k2 = 2，α = 20， = 3000) を
用いた．計算時間は PC（CPU：PentiumIII 1.0 GHz，

臓器内壁面から近似図形を作成する従来手法に対し，

チ同士に重なりが生じないように実験的に定めた値

臓器外壁面から近似図形を作成する本手法の有効性を

メモリ：1 GByte，OS：Windows2000）を用いて，対

検証するため人工図形による実験を行った．人工図形

象臓器のモデル化に約 60 分，展開処理（反復回数

は実際の胃を想定し，次のような形状とする．
（ 1 ）厚
の凹凸をもつ，（ 3 ）外部にひだは存在しない．そこ

30,000 回）に約 30 秒，原画像の再構成に約 40 秒を
要した．また，展開処理 3. 3 における切開線は，胃癌
取扱い規約 [12] にある切開法に基づき入力した．

で，厚さ 10 画素，半径 50 画素の球形状で，球内に高

胃壁領域抽出結果を図 6 に，内壁面，外壁面から

さ 15 画素の凸部（仮想ひだ）をもつ人口図形を作成

作成された近似図形と，それぞれの近似図形に切開線

した．この人工図形に対し，内壁面形状と外壁面形状

を入力し，展開して得られた展開図形を図 7 に示す．

みのある壁で形成され空洞をもつ，
（ 2 ）内部にひだ状
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図 5 人工図形での実験結果．(a, b) 人工図形，(c) 内壁面，(d) 外壁面，(e) 内壁面よ
り生成された近似図形，(f) 外壁面より生成された近似図形，(g) 内壁面モデルよ
り生成された展開像，(h) 外壁面モデルより生成された展開像，(i) (g) の拡大図，
(j) (h) の拡大図
Fig. 5 Experimental results of the artificial model. (a, b) Artificial model, (c) inner wall, (d) outer wall, (e) approximated shape generated from the inner
wall, (f) approximated shape generated from the outer wall, (g) unfolded
view produced from the inner wall model, (h) unfolded view produced from
the outer wall model, (i) enlarged view of (g), and (j) enlarged view of (h).

Table 1

表 1 実験に用いた画像の仕様
Acquisition parameters of CT images.

Case no.

Image size (pixels)

1

512 × 512

Slice Pixel spacing (mm) Slice spacing (mm)
216

0.583 × 0.583

1.0

Thickness (mm)
2.0

2

512 × 512

217

0.625 × 0.625

1.0

2.0

3

512 × 512

181

0.625 × 0.625

1.0

2.0

4

512 × 512

211

0.625 × 0.625

1.0

2.0

5

512 × 512

150

0.625 × 0.625

1.0

5.0

6

512 × 512

112

0.625 × 0.625

2.0

5.0

胃壁領域を抽出することでひだのない比較的滑らかな

想臓器展開像を図 8 に示す．内壁面より作成された近

形状の外壁面を得ることができる．そのため，内壁面

似図形で展開を行った結果，近似図形に残ったひだが

より作成された近似図形に対し，外壁面より作成され

引き伸ばされ，展開像においてその形状にひずみが見

た近似図形はひだ形状のない滑らかな形状が得られる

られる（図 8 (b)）．一方，外壁面より作成された近似

（図 7 (b)，(f)）
．それぞれの展開処理により得られた仮

図形はひだの影響を受けないため，展開像においてひ
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図 6 胃壁領域の抽出．(a) 原画像，(b) 抽出された胃壁領域（破線の長方形内における
灰色領域）
Fig. 6 Examples of extracted stomach wall regions. (a) Original slice image, and
(b) extracted stomach wall regions (gray region inside the rectangle of a
broken line).

図 7 展開処理結果．(a) 内壁面形状，(b) 内壁面より生成された近似図形，(c, g) 切開
線が入力された近似図形，(d, h) 各近似図形を展開して得られた展開図形，(e) 外
壁面形状，(f) 外壁面より生成された近似図形
Fig. 7 Results of the unfolding process. (a) Inner wall shape, (b) approximated
shape generated from the inner wall, (c, g) approximated shapes with
inputted cutting line marked with light color, (d, h) stretched shape
obtained by unfolding each approximated shape, (e) outer wall shape, and
(f) approximated shape generated from the outer wall.

だのひずみは少なく，展開前の内壁面形状（図 8 (a)）
により近い形状が再現されている（図 8 (c)）．
他の症例における展開像を図 9，図 10 に示す．大

に観察可能である．

5. 考

察

腸（図 10 (d)）を含む全症例に対して仮想臓器展開像

本手法では，ひだのない臓器外壁面を用いて展開を

を良好に作成することができ，臓器内部の形状を容易

行うことで，展開像におけるひだの再現性向上を試み
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図8

従来手法 [5] と本手法の比較．(a) 胃の内部形状，(b) 従来手法により生成された展
開像，(c) 本手法により生成された展開像
Fig. 8 Comparison of reproduction of folding patterns between the previous [5]
and proposed method. (a) View of the inner wall of the stomach,
(b) unfolded view generated by the previous method (almost the same part
as (a)), and (c) unfolded view generated by the proposed method (almost
the same part as (a)).

た．図 9 における Case 1，2，5 のような大きなひだ

行方向は非常に重要な情報となる．仮想化内視鏡像で

が多く存在する症例では，ひだ形状が残る内壁面より

は走行するひだを部分的にしか観察できないのに対し，

展開を行う従来手法に比べて，本手法はその形状をよ

仮想臓器展開像では臓器の内壁面全体とひだの走行方

り正確に再現可能である．しかし，図 9 Case 3，4 の

向の全容を容易に観察することができる．また，視点

ような目立ったひだが存在しない症例では，内壁面形

の変更を必要とせずほぼ全領域を提示可能であり，全

状と外壁面形状の差は少なく，得られる展開像でひだ

体のひだ形状を把握できるため，仮想展開像は病理診

の再現性に違いは見られない．また，臓器壁領域が誤

断に用いる画像として非常に有用であると考えられる．

抽出（図 11 (b)，(c) において矢印で示された部分）

一方，曲面形状を平面形状に変形しているため，展開

されると外壁面から生成される近似図形に凹凸が発生

像では多少の形状のひずみが生じる．しかし，実際の

し，展開像において内壁面形状が正確に再現されない

切除胃標本の展開像作成時においてもこのようなひず

（図 11 (e) において○印で囲まれた部分）．この点は臓

みは多少なりとも発生するものであり，消化器診断法

器壁領域の抽出精度を更に向上させることで，ひだの

においてこのような展開像が標準とされていること，

再現性も向上すると考えられる．

などから本論文に示す展開像作成は非常に有効である，

本実験では変形におけるパラメータ値を実験的に設

との評価を臨床医の方から得ている．本手法において

定した．ばね定数を大きくすると節点の移動に大きな

は胃壁領域の抽出が失敗した際に，診断に重要なひだ

力を要するため，近似図形を平面状に展開するのに

までも変形してしまう可能性があり，これらは今後の

大きな外力が必要となる．また，各節点間が強い力で

改善事項である．なお，図 9 (b)，(f)，(j)，(n)，(r)

引っ張り合うため，三角形パッチの形状が大きく変形

に示されている分割像では，壁面を正視（正面から観

することなく近似図形が展開される．一方，ばね定数

察）できない領域が数多くあるため，診断に向いてい

を小さくすると，近似図形を平面状に展開するのに大

ない．

きな外力を必要としないが，展開過程において三角形

また，本システムは臓器に直接切開線を任意の方向

パッチの形状は大きく変形する．しかし，引き伸ばさ

に入力し展開を行う操作を繰り返し行うことができる

れたパッチは外力をなくしたときに，ばねの弾性力で

ため，この一連の処理を仮想病理標本作成シミュレー

もとの形状に戻るように収縮するため，最終的に収束

ションとしてみることもできる．ただし，本システム

する展開図形の形状にほとんど差は見られない．

における変形シミュレーションでは，ばねモデルのば

胃の内壁には山脈上に走るひだが多く存在し，がん

ね定数に任意の定数を与えている．そのため，仮想病

などが発生すると患部に向かってひだが集中するとい

理標本を実際の病理標本に近づけるには実物の弾性を

う特徴がある [11]．そのため，診断においてひだの走

考慮したばね定数の設定が必要である．
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図 9 胃での実験結果．(a, e, i, m, q) 外壁面形状，(b, f, j, n, r) 内部形状，(c, g, k, o,
s) 従来手法 [5] により得られた展開像，(d, h, l, p, t) 本手法による展開像
Fig. 9 Experimental results of unfolded views. (a, e, i, m, q) Outside views, (b,
f, j, n, r) inside views, (c, g, k, o, s) previous method [5], and (d, h, l, p,
t) proposed method.
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図 10 大腸での実験結果．(a) 外壁面形状，(b) 内部形状，(c) 従来手法 [5] により得ら
れた展開像，(d) 本手法による展開像
Fig. 10 Experimental results of unfolded view. (a) Outside view, (b) inside view,
(c) previous method [5], and (d) proposed method.

図 11

臓器壁領域の誤抽出．(a) 原画像，(b) 胃壁の過抽出領域，(c) 未抽出領域，(d) 内
部形状，(e) 展開像
Fig. 11 Incorrect extraction of organ wall regions. (a) Original image, (b)
excessive regions, (c) defect regions, (d) inside view, and (e) unfolded
view.

6. む

す び

本論文では臓器外壁情報を利用した臓器の仮想展開

した．節点・ばねモデルを用いて変形をシミュレーショ
ンし，変形結果をもとに原画像の再構成を行った．本
手法を実際の 3 次元腹部 X 線 CT 像 6 例に適用した

像作成手法について述べた．臓器壁領域を抽出してひ

結果，従来手法に比べて良好にひだ形状を再現でき，

だのない臓器外壁面を利用することで，展開処理によ

内壁全体を容易に観察可能であることを確認した．

り生じるひだ形状のひずみが減少する近似図形を作成
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