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あらまし 本論文では，腹部 X 線 CT 像を用いた胃壁ひだパターンの集中性評価法について述べる．胃がん
の多くはその病変部にひだの集中を伴うため，その程度を画像から定量化できれば，胃がん定量診断の客観化と
読影労力の軽減につながる．胃のひだの集中性評価の問題は，曲面上の線図形に対する集中度評価問題に帰着す
るから，ここではまず，曲面図形の局所的な投影と従来の 2 次元集中度計算を組み合わせた新しい集中度計算法
を提案する．次に，それを用いて，腹部 CT 像からの胃がん病変部検出手順を開発する．この手順を実際にひだ
集中を伴うがん症例 2 例に適用した結果，がん病変部で高い集中度が得られることを確認した．この結果は，3
次元 CT 像を用いた胃がん定量診断の可能性を初めて示すものとして，その意義は大きいと考える．
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一方，最近では，高解像度の CT 像から，各臓器の

1. ま え が き

詳細な 3 次元情報が取得できるようになった．筆者ら

胃にがんなどが発生すると患部に向かって胃内壁の

は，胃壁ひだの集中をこのような 3 次元 CT 像から直

ひだが集中することがある．特に，胃がん全体の 7 割

接定量化できれば，胃がん診断の精度向上につながる

を占める陥凹型がんは，その 9 割以上がひだの集中を

と考え，そのために，腹部 X 線 CT 像から胃壁ひだを

伴うといわれている [1]．このため，このひだの集中を

自動抽出する手順を開発した [3]．その結果，かなり細

計算機を用いて定量化できれば，胃がん診断の客観化

かいひだまで良好に抽出できることが分かった．
そこで，本論文では，腹部 X 線 CT 像から自動抽出

と医師の労力軽減につながる．
以前筆者らも線図形の局所的な集中性を評価するた

されたひだ領域を用いてその局所的な集中性を定量化

めの “集中度” と呼ぶ尺度を提案し，それを胃 X 線二

する方法を述べる．胃壁は，胃全体を形づくる比較的

重造影像上のひだ陰影に適用することによって，胃が

滑らかな曲面部分（ほぼ筋肉層に相当）と，その内側

ん病変部の自動検出を試みた [2]．しかし，二重造影像

にはり出した山脈状の突起部分（ひだに相当）に分け

には，ひだ陰影に他のひだ陰影や，骨，胃輪郭線，他

て考えることができる．前者を曲面，後者をその曲面

の臓器の陰影なども重なって映るため，ひだの集中性

の上を走る線状物体と考えれば，胃壁ひだは，曲面上

を正確に評価するには限界があった．

の線図形とみなすことができる．このような線図形に
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以下，本論文では，まず曲面上の線図形に対する集
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中度計算法を示し，次に，それを用いて，3 次元 CT

便宜的に従来の 3 次元集中度を適用するという考え方

像から胃壁ひだの集中性を定量化する手順を示す．最

もある．しかし，集中度の計算は，基本的に入力線図

後に，この手順を実際の CT 像に適用し，その有効性

形を局所的な線分（線素）に分解して行うため，曲面

を評価する．

上の曲率の大きな場所ほど，ひだの集中性を正しく評

2. 曲面線図形に対する集中度計算法

価できなくなる．

2. 1 従来集中度の適用上の問題点

新たに開発する必要がある．

胃壁ひだは，胃内壁面を縦横に走る山脈状の領域で
あるが（図 1），その高さ方向を無視すれば，ある曲面

以上の考察から，曲面線図形専用の集中度計算法を

2. 2 曲面線図形に対する集中度計算法
今回提案する集中度計算法は，曲面線図形の局所的

の上にのった線図形とみることができる．したがって，

投影と 2 次元集中度を組み合わせたものである．処理

ここでの問題は，曲面上の線図形（以下，曲面線図形

手順を図 2 に示す．入力は曲面線図形を表す 3 次元 3

と呼ぶ）に対する局所的集中度の評価問題に帰着する．

値画像（それぞれの値は，図形曲面上の線図形領域，

ここでは，そのような線図形に対する集中性評価を

曲面上の背景領域，及び，曲面以外の領域に対応），出

従来の方法（2 次元及び 3 次元集中度）を利用して行

力は曲面上各点の集中度である．全体の計算手順は，

う場合の問題点を整理しておく．

大きく三つのステップ；
（ 1 ）局所的投影像の作成，
（2）

（ 1 ） 2 次元集中度を用いる場合

線素の抽出，及び，
（ 3 ）集中度計算からなる．本手順

曲面線図形全体を何らかの方法で 2 次元図形に変換

は，曲面を投影した結果に 2 次元集中度を適用するも

できれば，それに従来の 2 次元集中度を適用すること

ので，この意味では，上記 2.1 の（ 1 ）の考え方に近

ができる．変換の方法としては，例えば，文献 [6] の

い．しかし，曲面各部で局所的に生成した投影像を用

ような適当な変形モデルを用い，必要ならば曲面に適

いることで，2.1 の（ 1 ）で述べたような問題が起こ

当な切断処理を施すなどして，曲面を平面に展開する

ることを回避できる．以下，各ステップをもう少し詳

方法がある．しかし，この方法では，展開の際に生じ

しく説明する．

る幾何学的ひずみが最終結果に悪影響を与えることは

（ 1 ） 局所的中心投影像の作成

避けられない．また，曲面全体を投影することによっ

曲面上のある点 p での法線方向を求め，その方向に

て，2 次元線図形を得る方法もある（胃 X 線二重造影

沿った投影軸と，それに垂直な投影面を設定する．投

像に相当）．しかし，この方法では，投影方向に平行

影軸上の適当な位置に投影中心 p0 を設け，そこから

に近い面の線図形は重なって撮影されるため，曲面全

曲面上のある適当な範囲の線図形を投影面に中心投影

域にわたって偏りのない集中度評価は望めない．

する（図 3 参照）．

（ 2 ） 3 次元集中度を用いる場合
曲面線図形はもともと 3 次元空間上に存在するから，

p0 = p + kdN

(1)

1
d= 
k12 + k22

(2)

ここで，N は点 p での単位法線ベクトル，d は点 p

図 1 胃壁ひだのスケッチ [5]
Fig. 1 Sketch of stomach folds.
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Fig. 2

図 2 集中度計算手順
Calculation procedure of Concentration Index
for line ﬁgures on curved surface.
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(a)

Fig. 3

図 3 局所投影の説明図
Illustration of local projection.

での曲率半径，k1 及び k2 は p での主曲率，k は投
影面から投影中心までの距離を決めるためのパラメー
タで半径 d の何倍かを指定する．
実際の投影像は投影面上の各点と p0 を結ぶ直線を
用いて，その点が曲面上の線図形に対応するか否かを

(b)

図 4 線素の割当て；(a) 分解前の線素，(b) 各点に割り
当てられた線素
Fig. 4 Assignment of line elements; (a) input line
ﬁgure, (b) line elements assigned on line
points.

判別することによって求める．
（ 2 ） 線素抽出
得られた投影像上の図形は必ずしも，線幅 1 のディ
ジタル線図形になっているとは限らないので細線化し
て線図形化する．その結果から，局所的な線の向きを
示す線素を抽出する．線素とは，端点，分岐点，交差
点を除く点に対するその前後 2 点を結んでできる線

(a)

(b)

分と同じ向きをもち，かつ，その半分の長さをもつ線
分である．線素の例を図 4 に示す．なお，線素の長さ

dx については，(a) 上で求めた 2 次元投影面上での

図 5 線素の長さの計測；(a) 投影面上，(b) 曲面上
Fig. 5 Measurement of line element length dx; (a) on
the projection plane (b) on the curved surface.

線素の長さが考えられるが，中心投影の性質上，同じ
線素でも投影面の中心部と周辺部では投影後の大きさ

のなす角，R は集中度計算を行う領域である（図 6 参

は違ってくる．そこで，(b) 曲面に沿って測った線素

照）．すなわち，C(p) は範囲 R 内の各線素の中心方

の長さを利用することも検討する．それぞれの違いを

向成分の総和を正規化したもので，0〜1 の値をとり，

図 5 に示す．なお，実際には，(b) の場合は，3 次元

1 に近づくほど集中しているといえる．また，r につ
いては，上記（ 2 ）と同様の理由で，(a)：2 次元投影

空間上で測った大きさを用いる．
（ 3 ） 集中度計算
投影面上の線素を用いて，以下で定義される点 p の
集中度 C(p) を計算する．

 dx| cos θ|
r
R

C(p) =
dx

面上での評価点からの距離，及び，(b)：線素の位置に
対応した曲面上の点から曲面に沿って測った評価点ま
での距離，の両方を検討する．それぞれの違いを図 7
に示す．なお，(b) の計算方法には文献 [7] の曲面距離

(3)

R r

変換を利用した．また，θ に関しては，投影像上で求
めたもののみを使うことにした．これは，曲面上で θ

ここで，r は評価点から線素までの距離，dx は線素

を求めようとしても，線素から評価点に向かう方向を

の長さ，θ は線素の向きと評価点から線素への方向と

定めることが一般的に難しいためである．例えば，そ
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Fig. 6

図 6 2 次元集中度の計算の説明図
Illustration of 2D Concentration Index
calculation.

Fig. 8

図 8 実際の CT 像に対する処理手順
Processing procedure for practical CT images.

すると次のようになる．まず，モフォロジー演算の一
種である濃淡トップハット変換を用いてひだ領域を強
調する．これは，原画像をオープニング演算である程
度滑らかにし，その結果を原画像から差し引くもので，
結果的にひだのような突起領域を強調できる．強調さ
(a)

(b)

図 7 点 p から線素までの距離 r の計測；(a) 投影面上の
場合，(b) 曲面上の場合
Fig. 7 Measurment of distance r ; (a) on the projection plane, (b) on the curved surface.

れた結果を 2 値化することによりひだ領域を得る．

3. 3 曲面ひだ図形の作成
抽出したひだ領域を曲面の線状図形（以下，曲面ひ
だ図形）に変換する．これには，まず原画像にオープ
ニング演算を施した後，しきい値処理を用いて，胃空

の方向を，曲面上の評価点から線素までの最短パスに

気領域に相当する領域を抽出する．この領域の輪郭面

おける線素付近での方向と定義したとしても，最短パ

を曲面領域とする．次に，この曲面領域と既に求めた

スが複数存在する場合には一意に定まらない．

ひだ領域との積集合を図形領域，それ以外の曲面を背

以上より，上記 dx と r の選び方によって 4 種類の
集中度が計算できることになるが，更に dx と r は同
じ次元で計測されたものを用いるのが好ましいと考え

景とするような 3 次元図形を求め，これを曲面ひだ図
形とする．

3. 4 集中度計算

ると，計算される集中度は 2 種類；C1（dx，r ともに

求めた曲面ひだ図形に，2.2 で述べた集中度計算法

投影面上の計測値）と C2（dx，r ともに曲面上の計

を適用し，曲面上の各点の集中度を計算する．なお，

測値）に絞られる．したがって，ここではこの 2 種類

曲面ひだ図形は，完全な線図形ではないが，局所投影

の集中度を用いて実験を行う．

を行う際に細線化が施されるため，ここでは曲面ひだ

3. 腹部 CT 像における胃壁ひだの集中性
評価の手順

図形をそのまま集中度計算の入力とした．ここで，集

3. 1 全体の処理手順

行った画像を用いて，輝度こう配を計算し，それを法

上記集中度計算法を用いて，実際の腹部 CT 像から

線方向とする．CT 像上で空気領域は胃の外側の領域

中度計算に必要な投影面と投影中心の決定は次のよ
うに行う．まず，原画像に対してオープニング演算を

胃壁ひだの局所的な集中性を評価する処理手順を図 8

に比べ，濃度が低いので，輝度こう配ベクトルの反対

に示す．この手順は，胃壁ひだ領域の抽出，曲面ひだ

方向に投影中心を設定する．また，同じ画像を用いて

図形の作成，及び，集中度計算の 3 ステップからなる．

文献 [9] の手法により，曲率半径を求める．

以下，各ステップを詳しく述べる．

3. 2 胃壁ひだ領域の抽出 [3], [8]
腹部 X 線 CT 像から，文献 [3], [8] の手順を用いて，
胃壁ひだ領域を自動抽出する．この手順を簡単に説明
158

4. 実

験

4. 1 人工画像による実験
まず，人工的に作成した曲面線図形パターンを用い
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(a)

(b)

(c)

図 9 実験に用いた人工線図形パターンの例；(a) 集中パターン，(b) 平行パターン，(c)
同心円パターン
Fig. 9 Examples of artiﬁcial line patterns used in simulation.; (a) concentrated
line pattern, (b) parallel line pattern, and (c) concentric circle pattern.

て実験を行った．この実験の目的は，提案した集中度
計算法が，結果がある程度予想できる理想的パターン
に対して，実際にどのような集中度の値を出力するか
を確認することにある．具体的には，図 9 のように，
半球面上に 3 種類の線図形パターン（集中，平行，同
心円）をのせ，パターンの中心点における集中度を計
算した．集中度の性質から集中パターンと同心円パ
ターンについては，それぞれ 1 及び 0 に近い値，平行
線パターンでは，その中間的な値が得られることが予

(a)

想される．集中度計算に用いたマスク R の内半径，外
半径は，上記球の半径のそれぞれ 0.15 倍，0.87 倍に
設定した．これらは，際の CT 像を用いて事前に行っ
た予備実験の結果から便宜的に決めたものである．な
お，ここでの実験範囲内では，これらの値を変化させ
ても結果に大きな影響はなかった．また，2.2 (3) で
述べたように，集中度は C1 と C2 の 2 種類を計算
した．
［実験 1］ 球の半径を 100 画素，投影中心と評価点
との距離を 150 画素とし たときの集中度 を計算し

(b)

た．その結果，集中パターンでは，C1(p) = 0.9999，

C2(p) = 0.9997，平行線パターンでは，C1(p) =
0.6800，C2(p) = 0.6734，同 心 円 パ タ ー ン で は ，
C1(p) = 0.1892，C2(p) = 0.1897 となった．集中

図 10 評価点と投影中心との距離を変化させたときの集
中度の出力；(a) C1，(b) C2
Fig. 10 The evaluation point and the projection
center; (a) C1, (b) C2.

パターンに対する結果は予想値にほぼ一致したが，同
心円パターンについては予想値よりも大きめの値と

て厳密に直角方向を向いていないものがあるためと考

なった．これは同心円といってもディジタル図形であ

えられる．また，2 次元平面上の平行線パターンの集

るため，それを構成する線素の中には，評価点に対し

中度は 2/π(=.0.637) になることが理論的に知られて

.

いるが [10]，ここで得られた平行線パターンの結果は
159

電子情報通信学会論文誌 2004/1 Vol. J87–D–II No. 1

case1
(a)

case2

図 12 実験に用いた症例の実内視鏡像（がん病変付近）
Fig. 12 Real endoscopic views at cancer lesion.

(b)

図 11 人工球の大きさを変化させたときの集中度の出力；
(a) C1，(b) C2
Fig. 11 Concentration Index vs. the size of artiﬁcial
sphere used in simulation; (a) C1, (b) C2.

(a)

それよりもやや大きな値になった．これは，各平行線
が投影によって曲線的なパターンに変化し，平行線パ
ターンの場合よりも中心を向く成分がやや強くなった

p1

ためと考えられる．

p2
(b)

p3

［実験 2］ 球の半径を固定しておき，投影中心と評価
点との距離を変化させて集中度を計算した．球の半径
が 100 画素のときの出力を図 10 に示す．この結果，
投影中心と評価点との距離がある程度以上になればど
の種類のパターンに対しても集中度はある一定の値に
なることが分かった．また，球の半径を変化させた場

p1

p2
(c)

p3

合でも同じ傾向が見られた．
［実験 3］ 投影中心と評価点との距離を球の半径の 1.5
倍に保ったまま球の半径を変化させて集中度を計算し
た．結果を図 11 に示す．この結果より，半径が大きく
なるにつれて，集中度は少しずつ下がっていくものの

図 13 集中度の出力例（症例 1）
；(a) 計測した場所，(b)
投影像，(c) 計算に用いた線素
Fig. 13 Results of Concentration Index calculation
(for case 1); (a) calculation points, (b) projected line ﬁgures, and (c) line element pattern.

全体としてはあまり大きく変化しないことが分かった．

4. 2 実画像を用いた実験
次に実際にひだ集中を伴う胃がん症例の CT 像 2 例を

ム厚 2 mm，再構成間隔 1 mm の画像である．症例 1

用いて実験を行った．画像はいずれも国立がんセンター

は胃体上部後壁に進行型 type3 の胃がん，症例 2 は胃

東病院で撮影されたもので，スライスサイズ 512× 512

角部大彎から後壁にかけて早期型 IIc の胃がんが存在

画素，スライス内解像度 0.625 mm，0.583 mm，ビー

する．前者は，進行型で比較的大きく，後者は早期で
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比較的小さい胃がんであるが，ともに病変部付近に対

行った．図 12 はそれぞれの症例の実内視鏡像（左：

して，ひだの集中が見られる（図 12 参照）．

症例 1，右：症例 2），図 14 はそれらとほぼ同じ場所

症例 1 を用いて集中度のヒストグラムをとったとこ
ろ，平均値は C1 = 0.639，C2 = 0.631，標準偏差は

の仮想化内視鏡像である．図 14 (a) は病変部周辺の
仮想化内視鏡像で，矢印の場所に病変部が存在する．

ともに 0.074 であった．これは，文献 [2] で述べられ

同図 (b) は，3.2 に述べた方法で自動抽出されたひだ

ている 2 次元集中度の場合とほぼ同じ値であるため，

領域の部分を白く表示したもので何本かのひだが病変

曲面上の集中度を解析する際に，従来の 2 次元集中度

部に向かっているのが分かる．同図 (c) は集中度の出

の統計的あるいは実用上の知見を利用できる可能性が

力を擬似カラー（赤くなるほど高い）で表示したもの

ある．なお，いくつかのパターンについて，それぞれ

で，病変部周辺の値が高くなっているのが分かる．同

C1 と C2 の計算結果を比較したところ，C1 より C2

図 (d) は集中度が 0.68 以上の領域のみを青く表示し

の方が人間の目視による評価結果に近かったため，以

たもので，その中には真の病変部位が含まれているの

後 C2 の結果のみ示す．

が分かる．

まず，図 13 に集中度計算の例を示す．同図 (a) に示

最後に，曲面上の病変部領域を手入力で指定し，そ

した p1 〜p3 は，目視によってそれぞれ，比較的強い

こでの集中度を調べた．実際には，病変周辺の隆起し

集中がある，弱い集中がある，及び，ほとんど集中が

ている領域の外側輪郭までを病変部とした．そのとき

見られないと判定された場所である．また，同図 (b)，

の 0.01 間隔で作成した集中度のヒストグラムを図 15

(c) は集中度計算時の投影像と線素パターンであり，こ
れらの図からも，p1 では，中心に向かう成分が比較的
多いこと，p3 では，中心に向かって垂直な成分が比較

に示す．病変部の集中度は，0.58 から 0.82 の間に分

的多いことが分かる．実際に得られた集中度はそれぞ

安定して抽出するための集中度のしきい値としては，

れ，0.7167，0.6155，0.5617 であり，これらは実際の

0.7 という値が一つの目安になることが分かった．な

集中の程度をよく表している．

お，ひだの数が極端に少ないような場所では，線素の

次に，実内視鏡と仮想化内視鏡像 [11] との比較を

布しているが，最頻値は 0.68 以上 0.69 未満の場所に
あり，平均値は 0.7060 であった．これより，病変部を

数も少ないため，得られる集中度の信頼性は低いが，

case1

case2
(a)

(b)

図 14
Fig. 14

(c)

(d)

実験結果（上段：症例 1，下段：症例 2）
；(a) 病変部周辺の仮想化内視鏡像，(b)
ひだ領域，(c) 集中度（赤いほど高い），(d) 集中度の高い領域を表示（青色領域）
Experimental results (upper: case 1, lower: case 2); (a) virtual gastroscopic view, (b) extracted fold regions (white areas), (c) visualization of
calculated Concentration Index (represented by red), and (d) suspicious
regions painted by Concentration Index (bule area).
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