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序論

第 1 章 序論
1.1 節 研究の背景
研究の背景
1.1.1.
1.1.1. 新しい胸部Ｘ線撮影法とコンピュータ解析技術

我が国における呼吸器系疾患の罹患率は，喫煙，高齢化，大気汚染を背景とし増加傾向にあり，
特に慢性閉塞性疾患は，我が国の死因の第 10 位となっている（1）
．また，慢性閉塞性肺疾患は高
齢者に多く発症する疾患のため，
その検査には負担のかからない簡便な検査方法が求められている．
そこで，胸部領域における呼吸性動態の簡便な取得を目指したスクリーニング検査法が 2003 年に
金沢大学の田中らによって開発された（2～4）
．この撮影方法は，最大吸気から最大呼気に至る一
連の呼吸動態を，動画対応のフラットパネルディテクタを使用して連続して撮影する方法であり，
コンピュータ解析を付加することによって，換気機能の他に横隔膜動態や動領域の評価までもが可
能になることが明らかになり，将来的に臨床への導入が期待されている新しい撮影手法として位置
付けられている．
（5~17）
．

1.1.2.
1.1.2. 我が国の肺がん罹患率
我が国の年齢調整死亡率は，昭和 25 年ごろからその主な死因が結核などの感染症から生活習慣
病へ移行している．悪性新生物は昭和 56 年以来，我が国における死因の第 1 位となり，粗死亡率
は一貫して上昇傾向にあり，その中でも男性の部位別死亡数の一位は肺となっている．年齢調整死
亡率については低下傾向が認められているが，これは早期発見と早期治療による予後の改善が関係
していると考えられている．

1.1.3. 病院情報システム
病院情報システムとリスクマネジメント
情報システムとリスクマネジメント
病院施設では，臨床的研究支援や患者サービスの向上を図ることを目的として 1990 年代後半か
ら PACS，オーダエントリシステム，電子カルテなど情報の電子化による病院システムの更新が行
われている．院内の複数部門にまたがる情報の共有を行うに当たって重要視されていることは，情
報の真正性・信頼性・厳密性であり，データの入力間違いや患者の取り違いによる登録ミスは，二
次的な医療事故に発展する危険性が極めて高いため，各病院および部門では登録ミスを防止する為
の様々な対策がリスクマネジメントとして講じられている．日本放射線技術学会の研究班の一つで
ある「放射線業務における医療事故防止に関する研究班」による平成 13・14 年度のリスク事例の
調査と分析報告によると（18）
，放射線部門における医療事故として最も頻度が高い事例は，Ｘ線
撮影室における患者取り違い事例であることが報告された．同時に，この事例に対するリスクマネ
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ジメント対策として，いくつかの本人確認作業が既に行われている現状も明らかにされたが，その
対策のなかに，究極的な本人認証の手法である生体認証による本人確認は含まれていない．

1.2 節 本研究の目的と
本研究の目的と概要
目的と概要
本研究は，呼吸性胸部 X 線画像データを研究の題材として，診療業務を支援するための二つの新
しい画像解析手法の開発を行っている．一つは，肺がんを対象としたコンピュータ支援診断システ
ムへの寄与を目的とした肺結節の定量的な動態評価が可能な結節検出手法の開発であり，もう一つ
は，患者取り違いなどに起因する PACS への登録ミスを予防する画像管理におけるリスクマネジメ
ントへの貢献を目的としたバイオメトリクスの手法である．加えて，上記の二つの新しい画像解析
手法の開発に先立ち，動画像である呼吸性胸部Ｘ線画像を１枚のカラー静止画像に変換する新しい
処理を開発している．この処理は，本研究が開発の目的とする二つの新しい画像解析法の一部とし
て機能している．

1.2.1. 定量的肺結節動態評価アルゴリズムの開発

呼吸性胸部Ｘ線画像を対象としたコンピュータ解析によって，肺結節を検出し，かつその結節動
態を定量的に評価可能なアルゴリズムを開発することを目的としている．日本人の肺がん罹患率と
肺がん死亡が年々増加傾向にあり，2006 年における日本男性の癌死亡の第１位となっていること，
肺がんの早期発見と早期治療は，癌死亡を減少させる効果的な因子の一つであり，早期発見により
予後生存率の改善が期待できること，また，コンピュータ支援診断システムと同様の定量的データ
を付加することにより，診断能の改善が望め，臨床への有用性が期待できることが研究の背景とな
る．
開発したアルゴリズムの機能評価は，模擬結節を用いたシミュレーション実験にて行い，このシ
ミュレーション実験による機能評価の結果を踏まえて，臨床的な応用事例への適合の可能性につい
て考察している．

1.2.2. 呼吸性胸部Ｘ線画像のバイオメトリクスアルゴリズムの開発

呼吸性胸部Ｘ線画像を対象とした生体認証に基づく本人認証アルゴリズムを開発し，PACS の真
正性の確保によって医療事故を防止するためのデバイスとして寄与することを目的としている．Ｘ
線撮影室における患者取り違い事例が，放射線部門における医療事故として最も多いこと，本人確
認の手段として生体認証が有効なこと，単純Ｘ線写真を対象にした照合アルゴリズム（19～21）は
存在するが，呼吸性胸部Ｘ線画像を対象としたアルゴリズムはまだ開発されていないことが研究の
背景となる．システムの評価を行い，臨床導入を想定した場合の適合性の検証と他のモダリティへ
の拡張性について考察している．
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1.3節
1.3節 論文の構成
図 1 1 に本論文の構成と各章の関係を示す．

第1章 序論

第2章 呼吸性胸部Ｘ線撮影法

第3章 呼吸性動態視覚化アルゴリズムの開発

第4章
定量的結節動態評価アルゴリズムの開発

第5章
バイオメトリクス手法の開発

第6章 結論

図 1 1 論文の構成

第 2 章では，呼吸性胸部Ｘ線撮影法に使用するフラットパネルディテクタの構造と画像生成に至
る過程を解説し，呼吸性胸部Ｘ線撮影の撮影プロトコルについても説明する．また，現在までに報
告されている呼吸性胸部Ｘ線画像に対する画像解析法とその臨床的効果について，文献からの引用
資料を利用し解説する．
第 3 章では，開発目的とする二つの新しい画像解析法の解析過程で利用する特徴画像を生成する
ための呼吸性胸部Ｘ線画像を対象とした画像変換処理について解説する．ここで解説する画像処理
手法は，動画像である呼吸性胸部Ｘ線画像を１枚のカラー静止画像に変換する処理であり，出力さ
れたカラー画像が表現の対象とするのは動態情報となる．この章では，新しい処理手法の処理過程
と本処理によって生成された変換画像の名称を定義すると共に，本手法の特性と性質について検証
した結果を記述する．
第 4 章では，呼吸性胸部Ｘ線画像を対象としたコンピュータ解析法として，定量的な結節動態の
評価が可能な解析アルゴリズムを提案し，そのアルゴリズムの詳細と性能評価のためのシミュレー
ション実験によって得られた本アルゴリズムの特性と機能，および臨床応用の可能性について考察
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する．
第 5 章では，呼吸性胸部Ｘ線画像を対象としたリスクマネジメントへの寄与を目的とした新しい
バイオメトリクスの手法について述べる．本研究にて開発したバイオメトリクスアルゴリズムの詳
細とその性能評価の結果を示し，本手法の特性を踏まえた上で放射線撮影業務への適合性について
検証し，システムの問題点とそれらに対する解決法，拡張性について考察する．
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第2章
呼吸性胸部 X 線撮影法

第 2 章 呼吸性胸部 X 線撮影法
呼吸器系疾患の罹患率は，喫煙，高齢化，大気汚染を背景として増加傾向にあり，特に，慢性閉
塞性疾患は，アメリカでの死因の第４位であり（22）
，我が国では第 10 位となっている（1)．慢性
閉塞性肺疾患は，早期に発見，治療を行うことでリスクと負担を大幅に軽減することが可能な疾患
であることから，その予防と早期発見に主眼をおいた具体的な対策を取ることが重用となるが，慢
性閉塞性肺疾患は高齢者に多く発症するため，負担のかからない簡便かつ容易な検査方法が求めら
れる．
一方，肺癌をはじめとする胸部疾患を早期発見する代表的な手段として健康診断が挙げられる．
なかでも，スクリーニング検査法として利用されている胸部単純 X 線撮影法は，簡便性とコストパ
フォーマンスに優れており，かつ診断領域範囲が広範囲のため，健康診断の標準検査法として広く
利用されている．
これらを背景に，2003 年フラットパネルディテクタを利用した胸部の呼吸性動態を観察する新し
い撮影プロトコルが開発された（2～4）
．この撮影方法は，最大吸気から最大呼気に至るまでの一
連の呼吸動態を連続して撮影する方法であり，コンピュータ解析が付加されることによって，換気
機能や横隔膜の動態，また動領域の評価が可能になるため，既存の胸部単純 X 線撮影にはない臨床
上の大きなアドバンテージを有している．既存の X 線撮影法にない時系列情報を持つこの動態画像
は，将来的に臨床現場での利用が期待される新しい撮影手法である（5~17)．この撮影方法が可能
になった最大の要因は，動画撮影可能なフラットパネルディテクタの出現によるところが大きい．
本章では，
フラットパネルディテクタにおける画像の生成過程を理解するためにその構造を解説し，
撮影手法の詳細と現在までの技術的応用事例をそれらの臨床的効果を付け加えて解説する．

2.1節
2.1節

フラットパネルディテクタの基礎

フラットパネル検出器（FPD）の概略図を図 2 1 に示す．その主要な構造要素は，X 線受光面，
画素，半導体スイッチ，信号読みだし回路などである．X 線受光面の機構には間接変換方式と直接
変換方式の２種類の受光方式がある．両者に共通する半導体スイッチには，薄膜トランジスタ thin
film transistor：TFT が利用されている．
間接方式では，シンチレータ（Csl や Gd2O2S など）で X 線から可視光への信号変換が一度なさ
れるため，増感紙でも見られたような蛍光体内での光の散乱が原因となるボケが生じる．そして，
この信号がフォトダイオード（a Si など）で電気信号に変換される．
これに対して，直接変換方式では，X 線画像情報は直接的に光導電体内（a Se など）で電気信号
に変換されるので，ボケが非常に少なく，アパーチャによる開口幅の矩形のフーリエ変換によって
そのレスポンスが容易に予測出来る．
本研究で使用したフラットパネル検出器は，間接方式を採用した検出器である．そのシンチレー
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タには，GOS（Gd2O2S：Tb）を採用し，信号を電気信号に変換するフォトダイオードにはアモル
ファスシリコン（a Si）を採用している．また，市販モデルは動画対応ではないが，本研究にて使
用した検出器はメーカによる改造によって，動画撮影が可能となっている．

直接変換方式
間接変換方式
X線

X線

蛍光体
－電子
＋正孔
光
アモルファス．セレン
フォトダイオード

薄膜トランジスタ（TFT）
薄膜トランジスタ（TFT）

図 2 1 フラットパネル検出器の構造―直接変換型と間接変換型―：本研究が対
象とした呼吸性胸部 X 線画像は間接変換方式を採用している．

2.2 節 呼吸性
呼吸性胸部
胸部 X 線撮影プロトコル
2.2.1. 使用装置

呼吸性胸部X 線撮影に使用するデバイスは，
市販されているX 線システムを改造したものであり，
X 線発生装置と検出装置の双方をメーカによって特別に改良されたシステムである（CANON,
CXDI 40G）
．市販品は，間接方式のフラットパネル検出器を持つ一般Ｘ線撮影用システムである．
シンチレータには GOS（Gd2O2S：Tb）
，フォトダイオードには，アモルファスシリコンを採用し
ている．読み取り画素数は 2688 × 2688（約 720 万画素）であり，画像サイズは，最大で 43cm ×
43cm である．また，画素サイズの一辺は 160μm であり，読み取り時の階調は 4096 階調（12bit）
となっている．
本研究にて使用したシステムは，X 線発生装置による X 線の曝射が，パルス照射が可能なように
改造され，それに伴い電荷読み取りはＸ線の照射に同期するように改造されている．また，読み取
りの際の画素数は 1344 × 1344 マトリクスとしている．この画像サイズの縮小処理には，隣接す
る 4 つの画素の空間フィルタを使用したアベレージングによって得られた平均濃度値を使用するこ
とで行われる．
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2.2.2. 呼吸法

呼吸はオペレータの口頭による指示に合わせて行われる．①深吸気→②最大呼気→③最大吸気→
④最大呼気の 2 回の深呼吸を行う．撮影は，②～③のとき行われ，このときの撮影時間は 10 秒で
あり，撮影フレームレートは 3 フレーム毎秒である．つまり，被験者の呼吸動作は，最大呼気から
最大吸気までと，最大吸気から最大呼気までをそれぞれ 5 秒間で行う動作となる（図 2 2）
．
10 秒間の間に最大吸気と最大呼気を繰り返し行うこの呼吸法は，日常において一般的に行われる
呼吸法でないため，時間的な制約に合わせて呼吸動作を行うことは比較的難しい．よって，撮影の
際には事前のレクチャーの後に数回程度の練習を必要とする．

10 sec

expiration phase

Inspiration phase

5sec

5sec

図 2 2 呼吸性胸部 X 線撮影法の構成：最大努力呼気から最大努力吸気までの一
連の呼吸動作を連続写真として撮影する．呼吸動作は事前のトレーニング
によって再現性よく行われることが望まれる．

2.2.3. 撮影体位
呼吸性胸部 X 線撮影プロトコルは，呼吸動作中の連続する呼吸動態を撮影する手法である．撮影
体位は，胸部単純 X 線撮影法と同様であり，検出面に胸部を密着した状態で背腹方向にて行う．Ｘ
線の入射点は，第７胸椎あたりとして，肩を良く下げ腕を内旋させて背をすこし丸めるように肩甲
骨を十分に外側へ変位させる．注意点は，撮影中の呼吸動作中によって体位の変動が起こる事があ
るため，このときに肺尖部や肺低部が照射野外にはみ出さないよう，呼吸性体位変動を予め予測し
たポジショニングを行うことが必要になる．
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2.2.4. 撮影条件
撮影電圧は，観察域を広く取るために 110kV，管電流は 80mA とする．本法は 3 フレーム毎秒の
撮影レートで 10 秒間の撮影が行われるため，一連の動態撮影で取得出来る X 線画像の合計枚数は
30 枚となる．また，1 枚分の撮影にかかる X 線の曝射時間は 6.3 msec である（図 2 3）
．30 枚の撮
影に要する吸収線量の合計は，田中らの報告によると約 0.4mGy であるとされ（2）
，通常の単純写
真の約 1.5 倍の吸収線量となる．これは，一回の曝射条件の最適化により達成されている．
SID: 2.0m
FPD

X線管

管電圧：110 kV
管電流：80 mA
撮影レート：3.0 freme/sec.
撮影時間：10 秒
吸収線量：約0.4 mGy

図 2 3 呼吸性胸部 X 線撮影の幾何学的な構成：一般的な胸部単純 X 線写真
撮影と同様な配置で行われる．

2.3節
2.3節

呼吸性胸部
呼吸性胸部 X 線画像とコンピュータ解析の現状
画像とコンピュータ解析の現状

本節では，呼吸性胸部 X 線画像を対象としたコンピュータ解析法として報告されている手法と臨
床上期待される効果について，田中らの報告による文献資料からの引用を利用し解説する．

2.3.1. 横隔膜の呼吸性動態解析（図 2 4）

横隔膜の形態および位置の解析は，慢性肺気腫や横隔神経麻痺の診断に有用である．このため，
呼吸性に運動する横隔膜の動態を定量的に評価するアルゴリズムが開発された（2）
．この研究が行
われた時点では動画対応のフラットパネルディテクタが存在していなかったため，呼吸位相の異な
る静止画像を CR システムにて別々に撮影し，仮想的な呼吸性胸部 X 線画像を取得し，システムを
開発している．
この解析アルゴリズムは，縦横方向の一次微分プロファイルを参考に肺野領域を設定し，肺尖部
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から横隔膜までの距離をそれぞれのフレームについて計測している．また，計測値を時系列に三次
元プロットすることにより，横隔膜の形態変化の視覚化を行っている．
コンピュータ解析による自動計測と手動計測による比較では，横隔膜移動量，横隔膜位置ともに
その計測値と誤差に差違はなく良く一致し，計測値の三次元プロットにより最大吸気から呼気まで
の横隔膜の形態的変化とその運動過程を描画することに成功している．
横隔膜の形態と位置の解析は慢性肺気腫や肺線維症の診断に有効であり，横隔膜が示す特徴的な
所見として以下のことが挙げられる．
1）拘束性肺疾患では横隔膜の位置が高いが形態変化はない．
2）閉塞性肺疾患では横隔膜の位置が低く，形態は平である．
3）しかし，横隔膜形態および位置は個人差があるため，胸部単純Ｘ線写真のように最
大吸気位だけで診断するのは困難である．
つまり，胸部単純Ｘ線写真単独による読影では，拘束性肺疾患と閉塞性肺疾患の鑑別は容易では
なく，正確な鑑別には追加の検査が必要とされる．吸気位相から呼気位相までの呼吸動態を連続的
に撮影し，その横隔膜動態を定量的に評価できるこの手法はこれらの鑑別診断に有用であると期待
される（5）
．また，横隔膜の呼吸運動情報が肺気腫の診断や LVRS（lung volume reduction surgery）
適正判断および経過観察に有用であるとの報告（5）もあり，臨床への適応の可能性も期待されて
いる．
横隔膜の形態変化（模式図）
呼吸性動態画像

解析

図 2 4 横隔膜の呼吸性動態解析：横隔膜位置の時系列計測により形態的変化を
描画することができる．
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2.3.2. 肺野内局所の濃度解析（図 2 5）

肺野内の呼吸性濃度変化を解析することにより，肺気腫の診断や肺容積減少手術の適応判定およ
び経過観察に利用することができる．これらの解析は，現在では CT と専用アプリケーションを利
用した手動計測によって行われていが，動画対応のフラットパネルディテクタを使用すると，これ
らの計測に使用する濃度情報を容易に取得することが可能となる（4,7）
．これらの文献では，肺野
内の呼吸性濃度変化を定量化する手法の開発が行われた．ただし，これらの研究が開始された時点
において，全胸部を撮影対象とした動画対応フラットパネルディテクタは開発されていなかったた
め，フラットパネルディテクタでの撮影を想定して，I.I.（Image Intensifier）を使用した画像取得
が行われている．
解析アルゴリズムは，肺野内の任意の場所を設定し，その設定領域を追跡した場合の濃度変化を
時系列に解析するものである．設定領域の追跡にはブロックマッチング法が使用され，濃度はブロ
ック内の平均値を計算することで取得される．
吸気相の平均濃度は大きくなり，呼気相での濃度は小さくなる結果を得ている．これは，肺内の
透過性の変化を反映していると考えられ，肺紋理の集散と肺胞の含気による拡散の影響に基づいて
いる（23）
．
局所の呼吸性濃度解析は，air trapping の様な呼吸性濃度変化が診断の指標となる肺疾患への有
用性が期待される．
呼吸性胸部X線画像

肺野内局所領域の時系列濃度変化（模式図）

Optical density

Upper lung

Frame number

Optical density

Lower lung

Frame number

図 2 5 肺野内局所の濃度解析：呼吸性濃度変化が観察可能で，時系列計測する
ことによって，肺胞の含気量を診断の指標とする肺気腫など，濃度変化
を診断の際の指標として利用できる肺疾患の診断に有用であると報告
している．
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2.3.3. 動領域の定量解析
動領域の定量解析（17）（図 2 6）
差分処理ならびに差分画像の利用は，DSA をはじめとして医用画像診断領域において利用頻度が
高く，現在画像と過去画像を比較し差分画像を取得するシステムは，肺疾患のコンピュータ支援診
断システムとして実用化されている．しかし，呼吸性胸部 X 線画像を対象とした差分処理は行われ
ていない．動画像に差分処理を利用するメリットは，ある任意の呼吸位相において認識しやすくな
るような異常陰影の検出に効果を示すことや微細な経時的変化を強調できることである．
このため田中らは運動する異常陰影を強調するために，肺野領域の認識の後，隣り合うフレーム
間の差分処理を行い，差分画像中のピクセル値が小さいピクセルを動きのないピクセルとみなして,
ピクセル値 0 で置換することにより，動領域強調画像を出力する処理を行った．これにより，呼吸
によって移動した領域と上肺野の広範囲に存在する動かない領域明瞭を描画し視覚化した．このこ
とは，疾患の鑑別が可能になる可能性を示唆した．具体的には，気管支分岐形態の描出により内臓
心房位を推定し，複雑心奇形の診断に役立てられたり，葉気管支レベルの中枢閉塞型肺癌と末梢肺
炎の鑑別ならびに正常肺内構造物の陰から出現するような腫瘤状陰影の検出に有用であると報告し
ている．

動態領域強調画像
呼吸性胸部X線画像

フレーム間
差分処理

図 2 6 動領域の定量解析：差分処理によって検出された変化領域を強調処理す
ることによって，呼吸動作に起因する局所的な運動領域を明瞭に描画で
きる．
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2.3.4. 局所換気機能解析
局所換気機能解析（13,14,16）（図 2 7）

肺気腫や慢性気管支炎は両者がさまざまな要因から合併することが多く，この二つの閉塞性肺疾
患を合わせて慢性閉塞性肺疾患と呼ぶ．この疾患は，息が吐きづらい事が特徴であり，その主とな
る原因は喫煙である．中枢気道から末梢気管支まで肺の様々なレベルで炎症が起こる事によって換
気機能の低下が起こる．一般的にはスパイロメトリー検査により 1 秒あたりの呼気量によってその
重傷度が評価される．また，肺腫瘤やびまん性汎細気管支炎などとの鑑別のため，胸部単純Ｘ線検
査や CT 検査が行われることが多い．
このため田中らは，局所換気機能の簡便な取得を目的として，
呼吸性胸部X線画像のコンピュータ解析により局所換気機能を評価できる新しいアルゴリズムを開
発した．この解析手法は，胸部単純Ｘ線検査の延長上にある動態撮影法によって呼吸性動態情報を
容易に取得し，相対的な換気量を定量評価して呼吸過程における換気機能を分析する手法である．
解析アルゴリズムは，肺尖と横隔膜間の距離の計測から呼吸位相の同定を行い，肺領域の最大吸
気時と呼気時におけるピクセル値の差を求め相対的な変化量を色に変換して表示する．原画像への
描画により換気状態の視覚化が可能となり，またその特性は呼吸生理学上の特性と良く一致するも
のであった．肺気腫を伴う臨床症例を用いた検討では，air trapping のある領域を明瞭に抽出する
ことが可能となっている．病変の経過観察や呼吸器系疾患の診断の簡便な検査方法として有用であ
ると報告している．
呼吸性胸部X線画像

Difference

Frame 1

Difference

2

3

・・・30
・・・

呼気位相

吸気位相
Difference
values

カラー表示画像
-100

0

+100

図 2 7 局所換気機能解析：濃度変化をカラー表示することにより換気機能が相
対的に劣る領域を描画し可視化することができる．
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2.3.5. 肺結節の動態機能解析
肺結節の動態機能解析（10,14）図 2 8

放射線治療は肺癌をはじめ悪性新生物の治療法として重要な役割を果たしており，この放射線治
療の治療計画は，予後に影響する最も重要な因子である．ターゲットとなる標的容積の設定は，正
常組織への影響を最小限にとどめるため慎重に設定される必要がある．一般的には，肉眼的腫瘍体
積（GTV: gross tumor volume）から，様々な誤差とマージンを含んだ計画標的体積（PTV: planning
target volume）を設定する．この PTV は，オペレータの経験に基づいて設定されるため，再現性
に乏しい欠点を持っている．
このため田中らは呼吸性に運動する肺結節の運動軌道を追跡し，その軌道を視覚化するアルゴリ
ズムを開発した．この解析手法は，呼吸性に移動する肺結節の動態を正確に検出し，安全かつ自動
的に治療計画用マージンを設定するシステムのための基幹アルゴリズムの位置づけとなる．このと
き，三次元的な解析を行うために正面方向と側面方向の撮影が行われる．
アルゴリズムは，手動操作にてマーキングされた結節部を呼吸と共に追跡し，その軌道と移動量
を定量解析するものである．追跡にはテンプレートマッチングが利用される．正面像画像と側面像
画像の呼吸の同期のためには，肺尖と横隔膜間の距離を分析する手法が採用されている．
正確な肺結節の追跡によって，呼吸性の運動に伴う結節動態を描画することが可能になり，呼吸
や燕下あるいは心拍動などによる体内臓器の運動誤差を含む内的標的体積（ITV: internal target
volume）を正確に再現性良く設定できる可能性が示唆されている．
呼吸性胸部X線画像
Start

Path of the target
（模式図）

軌道の追跡

A-P
ディジタルファントム

R-L

内的標的体積（ITV）の描画画像

図 2 8 肺結節の動態機能解析：呼吸性に運動する結節を追跡することによって
その軌道と運動範囲を抽出できる．また，放射線治療の際の照射範囲を
再現性良く設定できる可能性がある．
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第3章

呼吸性動態視覚化アルゴリズム

第 3 章 呼吸性動態視覚化アルゴリズム
本章では，呼吸性胸部 X 線画像における新しい画像処理手法の解説を行う．ここで解説する新し
い画像処理手法は，動画像である呼吸性胸部 X 線画像をカラー静止画像に変換する処理であり，こ
の変換されたカラー画像が表現の対象とするものは動態情報となる．本章では，この新しい手法の
処理過程と，本処理によって生成された変換画像の名称を定義すると共に，本手法の特性と性質に
ついて記述する．

3.1節
3.1節

局所呼吸性動態視覚化アルゴリズム
局所呼吸性動態視覚化アルゴリズムの開発
動態視覚化アルゴリズムの開発

本説では，胸部動態の可視化を実現する変換処理の手順と処理について解説する．本処理によっ
て変換出力されるカラー静止画像は，本稿第 4 章ならびに第 5 章で言及する二つの新しい解析法に
おいて，共通して利用される資料画像となる．このアルゴリズムの開発によって第 4 章，第 5 章に
示す新しい解析法の開発が可能になった側面もあるため，本アルゴリズムによって出力されるカラ
ー画像が，新しい解析手法の結果に与える影響は無視できない．よって，この局所呼吸性動態視覚
化アルゴリズムの性質とその理解は，本研究上の重用な位置づけとなる．

3.1.1. 動態可視化アルゴリズムのあらまし
これまで多くのコンピュータ支援診断（CAD）技術が開発され，マンモグラフィや胸部単純 X 線
写真においては大きな成果を上げている．しかし，その多くは単純 X 線写真や computed
tomography: CT を対象としたいわゆる静止画像のための技術であり，医用動画像に対するコンピ
ュータ支援診断技術の開発はほとんど行われていない．
一般的に動画像は，形態的情報と動態情報の二つの異なる性質の情報を持っており，動画像の効
率的なコンピュータ解析には，動態情報をどれだけ効果的に利用できるかが解析成功のカギとなる
と考える．つまり，胸部の動画像から，動態情報を効率的に抽出し，既存の形態的な画像情報と組
み合わせて効果的に利用することが，動画像解析アルゴリズムの開発にとって不可欠であると考え
る．
そこで我々は，動画像から動態情報を抽出し，その動態情報を可視化し二次元画像に変換するこ
とによって，動態情報の取り扱いをこれまでの形態的情報の取り扱いと同様な，二次元の画像処理
として取り扱いが出来るように，動画像を 1 枚の静止画像に変換処理する方法を提案する．ここで
本研究にて定義される動態とは，呼吸動作による肺構造の物理的な上下左右方向への運動を示して
いる．
本アルゴリズムは，まずこの運動をブロックマッチング法により関心領域の移動ベクトルとして
検出する．抽出された移動ベクトルは，その運動方向と運動強度がそれぞれ「色」と「濃度」に変
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換され，30 枚のモノクロ画像からなる呼吸性胸部 X 線画像は，１枚のカラー静止画像に変換され
る（図 3 1）
．
本稿では，ここで生成されたカラー画像を「動態マップ（kinetic map）
」と定義し，この一連の
処理過程を「動態マップ作画アルゴリズム（kinetic map imaging algorithm）
」と定義する．次節
に本アルゴリズムの詳細を述べる．

dynamic radiography

monochrome images

color static image

Red
Kinetic data
detection

Combine

Green

Kinetic map

Blue
図 3 1 動態画像化アルゴリズムの概要 ： 呼吸性胸部 X 線画像から局所領域の
移動ベクトルが検出され，それらの運動方向と運動強度は，それぞれ強
度 濃度変換処理と運動方向分類過程によって濃度（画素値）と RGB 色
に変換される．次に 3 種類の単色静止画像が合成されて，1 枚のカラー
静止画像を生成する．
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3.1.2. 動態マップ作画アルゴリズム（Kinetic
動態マップ作画アルゴリズム（Kinetic map imaging algorith
algorithm
thm）の詳細
図 3 2 に我々の開発した呼吸性胸部 X 線画像をカラー静止画像に変換するアルゴリズムのワー
クフローを示す．

Dynamic radiography
Detection movement by
customized block matching technique
Optical flow data

Classification of optical flow
Transform into the density

Coloring
Three monochrome images
Images compositing
図 3 2 動態マップ作画アルゴリズムのワークフロー：ブロックマッチングによ
り検出された呼吸性胸部 X 線画像中の局所領域の移動ベクトルは，ベク
トルの方向分類と濃度変換によって 1 枚のカラー画像に変換される．
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図 3 3 呼吸性胸部 X 線画像からブロックマッチング法により局所移動ベクトル
を検出する．類似性の評価にはテンプレートマッチングによる相互相関
係数を使用する．検出された移動ベクトルを画像上に描画した場合は，
上記の様に，運動の強さと運動の方向が，それぞれ線の長さと線の向き
として表現される．

動態画像を取得した後，最初に，動態画像を構成するすべてのフレームからブロックマッチング
法によって，局所領域の移動ベクトルが検出される（図 3 3）
．ブロックマッチング法は，移動ベク
トルを検出するための体表的な手法であり，一つ前の画像と現在画像における局所エリアの類似性
を評価して移動ベクトルの検出を行う．本法では，格子状に区画した領域それぞれについて，移動
ベクトルの検出を行い，
類似性の評価にはテンプレートマッチングによる相互相関係数を使用した．
相互相関係数は式（3 1）にて定義される．

{

}{

}

1 J I A(i, j ) − a B(i, j ) − b
C = ∑∑
σ Aσ B
IJ j =1 i =1
A(i, j ) : 現在画像
B (i, j ) : 過去画像

a
b

: 現在画像の平均濃度値

σA
σB

: 現在画像の濃度の標準偏差値

: 過去画像の平均濃度値
: 現在画像の濃度の標準偏差値
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(3 1)

このとき，Ｃの値は 1 から 1 の間で変化し，この値が最も大きくなったときに，現在画像と一つ
前の画像との局所領域が最も似ていると判定され，それぞれの領域の中心座標の移動を移動ベクト
ルとする．解析の際のブロックの大きさは経験的に決定され，検索領域の大きさは水平方向よりも
垂直方向を広く設定した．これは，呼吸動作に伴う肺構造の運動が，水平軸方向の運動よりも上下
方向の運動の方が相対的に大きいためであり，効率的に移動ベクトルを検出することを目的として
いる．
画像中すべての画像フレームから検出された移動ベクトルは，その運動方向によって三つの（縦
運動，横運動，斜め運動）運動方向成分に分類される．分類の定義を図 3 4 に示す．

vertical (Red)

( xe , ye )

horizontal (Green)
diagonal (Blue)

tan − 1

( xs , ys )

=

( xs − xe )
( ys − ye )

図 3 4 運動方向の決定方法と方向分類の定義：移動ベクトルの始点と終点の座
標からアークタンジェントを計算し，ベクトルの向きを求める．この分
類はすべての移動ベクトルに対して行われる．

一連の呼吸動作中における同一領域の同一方向成分の移動ベクトルのピクセル長の合計は，式
（3 2） によって濃度（D）に変換される．
T

D (i, j ) = ∑ Lt (i, j ) × α

(3 2)

t =1

L(i, j ) =

(xs − xe)2 + ( ys − ye) 2

T: time
α: Correction coefficient (=1: this study)
次に，変換された濃度は，運動方向の分類定義に従って RGB カラーに色づけされる．
ここまでの処理によって，運動方向ごとに分類・色づけされた 3 種類の単色静止画像が生成され
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る．次に，これらの 3 種類の単色画像は，1 枚のカラー静止画像に合成される．最後に，合成され
た静止画像に対し，雑音除去を目的としたスムージング処理が行われる．この処理は，ガウシアン
フィルタに近似させたオペレータを持つ 3 × 3 マトリクスの空間フィルタを用いて行われる．本
研究では以上の処理によって生成された画像を“動態マップ（kinetic map）
”と定義し，これらの
一連の処理過程を“動態マップ作画処理（kinetic map imaging algorithm）
”と定義する．

3.2節
3.2節

動態マップ画像の特性と性質

動態マップの作成には，いくつかの解析パラメータの設定が必要になる．ブロックマッチング処
理の過程では，ブロック解像度，垂直方向と水平方向それぞれの探索領域の範囲がそのパラメータ
となる．その中で最も重要なパラメータは，移動ベクトルを検出する過程で使用するブロックマッ
チング処理の際のブロック解像度の設定である．この解像度は，生成する動態マップの解像度と移
動ベクトル検出の際の誤認率に影響するが，両パラメータの関係はトレードオフにあるために，解
析対象とする画像の解像度や運動強度に合わせて適時変更する必要がある．本節では，初期実験に
より，これらのパラメータの特性をシミュレーションにより評価・計測し，その特性を評価した．
また，コンピュータ支援診断への応用を想定した場合は，医師の診断のストレスとならないよう結
果の出力までに要する時間をできる限り短くする必要がある．本アルゴリズムもコンピュータ支援
診断への将来的な応用を想定しているため，その適応の可否の判断のために，結果出力までに要す
る時間を把握する必要がある．よって本節では，大まかな解析時間の測定を行いその解析時間特性
を評価した．
また，生成された動態マップをコンピュータ解析に利用するためには，動態マップ画像のもつ特
徴を理解する必要がある．特に再現性の確認は，アルゴリズムの安定性を評価するとともに，動態
マップのコンピュータ解析への適応を確認するためにも重要となる．そこで本節では，同一人物か
ら生成された動態マップの再現性を評価するために，時制の異なる呼吸性胸部 X 線画像から生成し
た動態マップ画像の類似性を求めることによって，
その再現性とアルゴリズムの安定性を確認した．

3.2.1. ピクセル解像度と生成画像解像度
ピクセル解像度と生成画像解像度

本アルゴリズムでは，移動ベクトルの検出の際にブロックマッチング法を使用している．このブ
ロックの大きさは，生成される動態マップの大きさ，つまり生成される画像解像度に影響を与え，
元画像の画像解像度と解析ブロック解像度，ならびに生成される動態マップの画像解像度には次の
関係がある（図 3 5）
．生成画像の一辺の pixel 長＝元画像の一辺の pixel 長/ 解析ブロックの一辺の
pixel 長．つまり，生成される画像の解像度は，解析時のブロックの解像度のピクセル長によって決
定する．
生成される動態マップの解像度は，元画像の形態的特徴を出来る限り忠実に表現するためにも高
い解像度を持っていることが望ましい．しかし，生成画像に高い解像度を求める場合，ブロックマ
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ッチングの際の解析ブロック解像度を小さくせざるを得ないため，エラーベクトルの検出率が高く
なり正しい動態の検出ができなくなる．よって，ブロック解像度と生成画像の解像度ならびに解析
時間の相互関係を，総合的に判断した上で解析のパラメータである解析ブロック解像度を決定する
必要がある．

使用ブロック解像度と生成される動態マップ解像度
ブロックサイズ と Map解像度

128

64

32

16

ブロック解像度

8

図 3 5 512 マトリクスの左下肺野画像を様々な解像度のブロックにて処理した
場合に生成された動態マップ画像．ブロック解像度が高くなると生成さ
れる動態マップの解像度は低下し，ブロック解像度を小さくすると動態
マップの解像度は高くなるが，エラーベクトルの検出が多くなり正しい
動態評価ができなくなる可能性が高まる．数字はブロック解像度を示す．

3.2.2. 解析時間
一組の呼吸性胸部 X 線画像からすべての移動ベクトルを検出するのに要する時間は，コンピュー
タが計算をする回数に依存する．本アルゴリズムの場合この計算回数は，相互相関係数の計算回数
と比較回数の合計に比例して大きくなる．また，ブロック解像度の高解像度化も，移動ベクトルを
検索する時の検索範囲を拡大させるため，
比較回数の増加につながり解析時間の延長を引き起こす．
30 枚のフレームを有する 1344 マトリクスの呼吸性胸部 X 線画像を例にとった場合，ブロック解
像度を 32 マトリクスに設定し処理した時の平均解析時間は 60 分となる．
本アルゴリズムによる解析時間が限りなく短縮できれば，リアルタイムでの結果出力が可能にな
り，コンピュータ支援診断や本人認証システムへの適応の可能性が広がる．この様な側面から，画
像生成に掛かる時間は，移動ベクトルの抽出精度を担保した上で可能な限り短くなることが望まし
い．

24

3.2.3. ベクトル検出精度

移動ベクトル検出の際のブロック解像度は，生成画像の解像度と解析時間に影響することは前項
で触れた．動態マップ作画アルゴリズムにおける最も重要な問題は，移動ベクトルの検出精度であ
る．動態マップは，動画像中の局所動態を色と濃度に置き換えて表現し，運動を視覚化することを
目的としている．つまり，動態マップが表現の対象とするのは運動情報であるため，局所の運動情
報を示す移動ベクトルは正確に検出されなければならず，この検出の精度が動態マップの再現性を
決定する．
ブロックマッチング法の特性として，大きなブロック解像度を選定した場合ほど，検出される移
動ベクトルの正確性は高まる．これは，解析対象となるブロック中の画素の濃度変調（いわゆるノ
イズ）の影響を小さくできるためである．反面，小さなブロック解像度を選定した場合は，注目領
域におけるそれぞれの画素の濃度変調の影響が大きくなるため，誤認検出の割合が大きくなる．よ
って，ベクトルの検出精度を担保した上で，可能な限り小さなブロック解像度を設定する必要があ
る．
そこで，1344 マトリクスの呼吸性胸部 X 線画像を対象として，移動ベクトルの検出精度を，ブ
ロック解像度を変化させることによって判定したこところ，ブロック解像度を 32 マトリクスにて
解析した時にエラーベクトルの検出割合が相対的に最も小さくなり，また，このとき生成された動
態マップの解像度（42 マトリクス）が，以後の解析を想定した場合においても，さまざまな画像処
理に耐えうる解像度であると考えられたために，このブロック解像度を，呼吸性胸部 X 線画像から
動態マップを作画する際の解析ブロック解像度と決定した．

3.2.4. アルゴリズムの効果―再現性と唯一性の検証
アルゴリズムの効果―再現性と唯一性の検証―
の検証―

動画像の運動を画像化した動態マップの再現性を確認することは，アルゴリズムの普遍的な安定
性を証明することと共に，動態マップ画像に描画されている動態の真正性を確保する目的において
重要である．
動態マップはカラー画像であり，コンピュータによって出力された際には 24bit のビットマップ
イメージの形式となる．これは画像を構成する「赤」
「青」
「緑」それぞれの色素成分が，おのおの
8bit の階調を有しており，
3 種のレイヤーが重なり合うことで 24bit の 1677 万階調のいわゆるフル
カラーを表現している．本研究では，この画像の再現性を次の方法にて評価した．
動態マップを構成する 3 種のカラー成分それぞれの相互相関係数を求め，この相関値を同一人物
の組み合わせ群と異なる人物の組み合わせ群に分け，色素成分ごとの相関値を t 検定にて評価した．
また，3 種の相互相関係数値を引数としたユークリッド距離を算出し t 検定にて評価した．
ユークリッド距離の算出には，3 種類の相互相関係数のそれぞれを一次元として扱った三次元の
ユークリッド空間を想定し，変量の示す座標から原点までの距離をユークリッド距離とした．よっ
て，本研究におけるユークリッド距離（Euclidean distance）D 式（3 3）は，
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D = ( Rc) 2 + (Gc) 2 + ( Bc) 2

式（3 3）

となり，このときの Rc は赤成分の相互相関係数，Gc は青成分の相互相関係数，Bc は緑成分の相
互相関係数である．加えて，三つの相互相関係数から相関値の標準偏差を算出し，ユークリッド距
離と標準偏差の関係をグラフにプロットし，その分布傾向を調べた．
この実験に利用した画像データは，イメージインテンシファイヤ（I.I.）システムを有する心血管
造影検査装置（Philips BH5000）を用いて取得した．対象は 5 名の健常ボランティアであり，2 週
間の間を空けて 2 回の撮影を行った．フラットパネルを用いた呼吸性胸部 X 線画像は全胸部を撮影
範囲としているが，心血管造影検査装置は，心臓を含むその周辺部位の観察を目的としている装置
のため，フラットパネルと同様な全胸部の撮影を行うことはできない．そのため，この実験におい
て取得した画像データには左下肺野に限局した画像とした．この場合，呼吸性胸部 X 線画像とは撮
影範囲が異なる画像データとなるが，呼吸性動態が反映された動態画像であることに変わりはない
ため，動態視覚化アルゴリズムの安定性と，生成された動態マップの特性評価を目的とする範疇に
おいて，撮影領域の差異は問題にならない．
画像データ取得時の画像プロファイルは，解像度が 512 マトリクス，撮影フレームレートが 15
フレーム毎秒，画像階調度は 8bit である．呼吸性胸部 X 線画像の撮影フレームレートは 3 フレー
ム毎秒であるため，15 フレーム毎秒を撮影レートとする本画像データとは 1 画像あたりに描画され
る運動の大きさが異なってくるため，
ブロックマッチングを適応するときのブロックサイズとして，
呼吸性胸部 X 線画像に使用する時のブロックのパラメータをそのまま適応すると，検索範囲が広く
なり過ぎて，解析時間が大幅に増加することになる．つまり，撮影フレームレートが大きくなると，
単位時間あたりに取得する画像枚数が増加するため，1 画像あたりの運動の変化量は，フレームレ
ートが少ない場合に比べて小さくなる．本研究は，フレームレートが 3 フレーム毎秒である呼吸性
胸部 X 線画像における解析手法の開発提案を主題としているため，本節ではこの実験の前処理とし
て，15 フレーム毎秒によって取得された画像を，間引き操作によって 3 フレーム毎秒になるよう前
処理し，呼吸性胸部 X 線画像の画像プロファイルに類似させた．
なお，画像の取得は 2002 年に静岡県立総合病院にて行った．画像取得当時，該当施設にボラン
ティアを利用した実験に関する倫理委員会またはそれに准ずる組織は設置されていなかったため，
データ取得に当たっては，ヘルシンキ宣言に則ってボランティアへの説明とインフォームドコンセ
ントを行い同意を得ている．
図 3 6 に I.I.を使用して 5 名の健常ボランティアから取得した呼吸性胸部 X 線画像の変換処理に
よって生成した左下肺野の動態マップ画像を示す．
これらの資料画像を用いてラウンドロビンテストを行った場合，同一人物の画像の組み合わせを
5 組，異なる人物の画像の組み合わせを 40 組得ることが出来る．
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図 3 6 過去と現在画像における左下肺野領域の動態マップ画像：I.I.システムを
用いて 5 名の健常ボランティアから取得した．同一人物から生成された
動態マップは，類似するカラーパタンを描く傾向がわかる．
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図 3 7 同一人物の組み合わせと他人の組み合わせの時の各色素成分の相互相関
係数：同一人物の組み合わせの時の相互相関係数は，他人の組み合わせ
の時の相関値に対し，すべての色素成分について有意に高い相関値を示
した．

それぞれの組み合わせにおける色素成分ごとの相関値を unpaired t 検定にて比較評価した結果
を図 3 7 に示す．
同一人物の組み合わせ群の相互相関係数値は，異なる人物の組み合わせ群の相関値に比して有意
に高い値（p<0.01）を示した．これは，同一人物から生成された動態マップが高い再現性を持って
いることを意味する．また，動態マップの画像パタンを視覚的に観察すると，個人によって固有の
パタンを示す傾向があることが分かる．これは，動態マップ作画アルゴリズムを使用して生成され
た動態マップの唯一性の存在を示唆している．
図 3 8 に同一人物の組み合わせと異なる人物の組み合わせにおけるユークリッド距離を示す．こ
の場合も，各色素成分の場合と同様に，同一人物の組み合わせにおいて優位（p<0.01）に高い値と
なった．
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図 3 8 同一人物と他人の組み合わせの時のユークリッド距離の分布：同一人物
の動態マップの組み合わせの時のユークリッド距離は他人の組み合わ
せの場合に比して有意に高い値を示した．これは同一人物から生成され
た動態マップの類似性の存在を意味する．

また，図 3 9 にユークリッド距離と 3 種の色素成分の相関値から求めた標準偏差をプロットした
グラフを示す．同一人物の組み合わせの場合，ユークリッド距離が高い値を示すとともに，バラツ
キである標準偏差も小さくなる傾向があることが見て取れる．つまり，同一人物から生成された動
態マップは，特定の色素成分（運動成分）についてのみ相関が高くなることはなく，3 種類すべて
の成分に対して偏りなく高い相関を示す傾向があることが分かる．
n=45

same person
different person

standard deviation of the cross
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図 3 9 ユークリッド距離と 3 種の色素成分の相関値から求めた標準偏差の分
布：同一人物の組み合わせの場合，大きなユークリッド距離を示すとと
もに標準偏差も小さくなる傾向がある．
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以上ことから，本節にて開発した動態マップ作画アルゴリズムは，動態マップを作成するにあた
り動作が安定していることと，同一人物から生成された動態マップには再現性があり，他人の動態
マップとは異なる唯一性を持つことが明らかになった．つまり，呼吸性胸部 X 線画像を当アルゴリ
ズムにおいて視覚化した画像は，
「対象となる個人固有のパタンを示す」
と言い換えることができる．
このことは，指紋認証や静脈認証に代表されるバイオメトリクスと呼ばれる生体認証技術にて利用
される性質と同質のものであるため，このことは動態マップを利用した生体認証を具現化できる可
能性を示唆している．しかしながらこの結果は，2 週間の時差を持って取得された画像間における
成果であるため，指紋や静脈といった生涯に渡って不変的なパタンを示す特徴量と結論付けること
は出来ない．例えば，新生児のように 1 ヶ月から半年程度の間といった短期間のうちに成長による
著名な形態的変化や呼吸機能の変化があった場合については，本実験の結果が当てはまらない可能
性がある．また成人の場合についても，健康診断による胸部単純Ｘ線撮影を例に取れば，1 年ごと
の撮影が通例であるために，最低でも 1 年程度の時差をもった画像を用いて同様の検証を行い，再
現性と永続性の検証を改めておこない普遍性を確認する必要がある．
第 5 章では，本アルゴリズムにて生成された動態マップと本節にて明らかになったその特性を利
用することよって，バイオメトリクスシステムを開発している．
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第4章

呼吸性胸部Ｘ線画像のための
定量的結節動態評価アルゴリズム

第 4 章 呼吸性胸部 X 線画像のための
定量的結節動態評価アルゴリズム
本章では、呼吸性胸部Ｘ線画像を対象としたコンピュータ解析法として，定量的な結節動態の評
価が行える新しい解析アルゴリズムを提案し，そのアルゴリズムの詳細を記述すると共に、4.1 節
から 4.5 節には，本研究の意義と目的を明確にすることを目的として，解析対象となる肺がんの我
が国における罹患状況と臨床的な基礎知識について記述している．また、肺がんに対するコンピュ
ータ解析技術の有効性と経時的差分処理に代表されるいくつかのコンピュータ支援診断技術につい
て，その効果と技術的な解説を加えている．4.6 節から 4.9 節には、本研究にて開発した結節検出
アルゴリズムの詳細を述べる．解析過程ごとに分類し，それぞれのプロセスの処理方法についてそ
のスキームとパラメータの設定用件などを解説している．4.10 節から 4.12 節については本アルゴ
リズムの特性とその効果を評価し、その解析によって得られたデータの臨床応用の可能性について
考察している．

4.1 節 本研究の目的と概要

本研究の目的は，呼吸性胸部Ｘ線画像を対象としたコンピュータの自動解析によって肺結節の検
出を行い，その結節の動態を定量的に評価が可能な新しいアルゴリズムを開発することである．ま
た，そのアルゴリズムの使用によって，臨床上で得られる効果を，模擬結節を使用したシミュレー
ション実験により評価することである．
本研究の目的の背景は，次節において言及しているとおり，日本人の肺がん罹患率と肺がん死亡
が年々増加傾向にあり，
2006 年における日本男性の癌死亡の第１位となっていることが背景となる．
肺がんの早期発見と早期治療は，癌死亡を減少させる効果的な因子の一つであり，早期発見により
予後生存率の改善が期待できる．
また，
X 線画像に対しコンピュータ解析を加えることによって様々
な定量的データの抽出が可能になり，コンピュータ支援システムとして医師の診断を支援できるこ
とが明らかになっており，肺がんを対象とした呼吸性胸部 X 線画像においても，そのコンピュータ
解析が臨床上有益になると期待できることもその一要因である．
一般的に利用される肺がん診断の方法は，CT による高分解能スキャンであるが，早期発見の代
表的な手段としては健康診断が挙げられる．なかでも，スクリーニング検査法として利用されてい
る胸部単純Ｘ線撮影法は，簡便性とコストパフォーマンスに優れ，かつ診断領域の範囲が広く，健
康診断の標準的検査法として広く利用されている．この胸部領域を対象としたスクリーニング検査
法として，2003 年に新しい胸部撮影プロトコルが金沢大学田中らによって開発された（3）
．この
プロトコルは，一連の呼吸性動態を連続して撮影し，胸部の呼吸性動態を“動画”として取得する
手法であり，この呼吸性胸部Ｘ線撮影法の詳細については第 2 章にて言及している．呼吸性胸部Ｘ
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線撮影法の特徴は，取得した動態画像にコンピュータ解析を加えることによって，横隔膜の動態や
換気機能，肺血流動態の評価が可能になることである．
本研究では，肺結節の検出とその結節の動態を定量的かつ視覚的に評価できるように，静止画像
上に結節の動態軌跡を描画するアルゴリズムの開発を行っている．
このアルゴリズムの解析過程は，
大別すると以下の三つの過程に分けられる．
それぞれの解析過程は，呼吸動態を同定するための「動態解析過程」と，結節を強調するための
「経時的差分過程」
，ならびに結節の検出と動態描画を行う「検出過程」である．また，これらの解
析過程の前処理として，解像度を減少させる処理がある．
動態解析過程では，横隔膜の検出とその移動ベクトルの解析によって呼吸位相を同定し，過去画
像と現在画像の呼吸位相の同期を行っている．この処理は，次の過程，経時的差分処理の前処理と
して重要であり，差分アーティファクトの低減に寄与する．
経時的差分過程は，結節の形状とその動態の強調を主題としている．シーケンシャル差分処理と
集中度フィルタ処理などにより，結節の形状を強調する処理と動態を視覚化する処理を施行してい
る．結果的にこの過程では，解析対象となる二つ動画像を 4 枚の静止画像に変換している．
検出過程では，前節の処理によって得られた 4 枚の画像に対し，さらに解析を加えることによっ
て，結節の検出と動態軌跡の描画を行っている．ここでは，4 枚の静止画像を入力信号として取り
扱う人工ニューラルネットワークにより結節の検出を行っている．出力信号は，結節の動態が描画
された静止画像となっている．
アルゴリズムの機能評価は，模擬結節を用いたシミュレーション実験にて行い，評価項目は，結
節の検出率と動態描画機能の 2 点とした．また，このシミュレーション実験による機能評価の結果
を踏まえて，臨床的な応用事例への適合の可能性について考察している．さらに，肺がんの放射線
治療を想定したときの，照射野の設定と治療計画用 CT の撮影条件の設定に関する応用事例につい
て考察している．

4.2節
4.2節 肺がんの基礎
肺がんの基礎

本節では，本研究が解析の対象としている肺の結節性病変の重要な疾患である肺がんについて，
我が国の罹患率の推移と臨床的な病理分類について記述している．臨床における肺がんの位置づけ
や社会的な背景を知ることは、本研究にて開発された新しい解析アルゴリズムの有効性と効果につ
いて理解を深めることに貢献する．

4.2.1. 我が国の人口動態と
我が国の人口動態と肺がん
態と肺がん罹患率
肺がん罹患率（24）
2005 年の厚生労働省に報告された「人口動態統計」から引用する．我が国の年齢調整死亡率は，
昭和 25 年ごろから，主な死因は結核などの感染症から生活習慣病へ移行した．長期的には，悪性
新生物の年齢調整死亡率は男性で上昇していたが近年はやや低下，女性でも低下，心疾患は男女と
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もにやや低下，脳血管疾患はかつて著しく高かったが昭和 40 年以降急速に低下した．平成 16 年の
死亡数はそれぞれ総死亡数の 31％，16％，13％である．50 歳以上ではこれら 3 大死因が大きな割
合を占めるが 35～49 歳では悪性新生物と自殺，15～34 歳では自殺と不慮の事故，悪性新生物，5
～14 歳では不慮の事故と悪性新生物が多い（図 4-1）
．
悪性新生物は昭和 56 年以来，第 1 位の死因であり，粗死亡率は一貫して上昇している．平成 15
年の部位別死亡数は，男性では，肺，胃，肝蔵，大腸の順に多く，女性では大腸，胃，肺，肝臓，
乳房の順に多い．年齢調整死亡率をみると，胃は男女とも低下傾向であり，これには生活様式の変
化と早期発見，治療などが関係すると指摘されている．肺は男女とも著名に上昇し，昭和 30 年と
比べると男では 5.7 倍，女性では 4.0 倍となったが近年は横ばいとなっている（図 4-2）
．
以上のように，日本人の肺がん罹患率ならびに肺がん死亡は増加傾向にあり，日本人男性の癌死
亡の第 1 位となっている．肺がんの早期発見・早期治療は，癌死亡を減少させるもっとも効果的な
因子の一つであり，早期発見により予後生存率の改善が期待できる．

図 4 1 人口動態統計―死因別死亡の推移―：資料・厚生労働省「人口動態統計」
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図 4 2 人口動態統計―部位別悪性新生物死亡の推移―：資料・厚生労働省「人
口動態統計」

4.2.2. 肺がんとは
肺がんとは

肺がんは空気が通る気管，気管支，肺胞までの内側の粘膜（上皮）や分泌腺の細胞に発生するが
んであり，日本における肺がんによる死亡者数は，1998 年におよそ 5 万人に達し，胃がんを抜い
てがん死亡原因の第 1 位となり（2）
，がん死亡者の約 20％を占めるに至っている． 男女別に見る
と男性では胃がんを抜いて 1 位．女性は胃がん，大腸がんに次いで 3 位である（平成 14 年）
．世界
的に見ても肺がんの患者数は増加傾向にあり，特に 40 歳以降の喫煙者の男性に多く見られ，好発
年齢は 50 歳～60 歳代が最も多く，次いで 70 歳代となる．肺がんの原因は，すべてが解明されて
いるわけではないが、喫煙が大きな要因（危険因子）であると考えられている．特に小細胞がん，
扁平上皮がんは喫煙との因果関係が深いとされている．

4.2.3. 肺がんの病理組織
肺がんの病理組織分類
の病理組織分類
肺がんの組織分類は日本肺がん学会分類あるいは WHO 分類に基づいて行われるが，我が国では
日本肺がん学会分類が一般的に用いられている（25）
．
肺がんの組織型は多彩であるが，大きく小細胞癌と非小細胞癌に分類され，非小細胞癌はさらに
扁平上皮癌，腺癌，大細胞癌などに分類される．
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これらの肺がんはそれぞれの組織型により，疫学，組織発生，好発部位，発育進展様式，治療に
対する反応，進展速度と予後が異なる．肺がんの診断を行うためには，これらの肺がんの組織型と
好発部位，その進展様式を正しく理解することが基本となる．

a. 小細胞癌
比較的小さな細胞からなるがんで，進行が早く，脳，肝臓，骨などに転移しやすい悪性度の高い
がんであるが，割合としては少なく，肺がん全体の 10～15％である．多くは肺の入り口に近い肺門
部に出来る．中枢気管支に好発し，末梢発生は少ない．扁平上皮癌と同様に喫煙との関係が示唆さ
れており，男性に多い．進行が早く早期に浸潤，転移するため，手術適応となる症例は少ない（26，
27）
．しかしながら，最近では化学療法の発達に伴い，化学療法で臨床病期を低くし，残存巣に対
し手術を施行し，良好な予後が得られる症例が認められる．
肺門部発生の小細胞癌では，多くの症例が気管支に沿ってびまん性に浸潤する．中枢および末梢
気管支の長軸に沿って上皮下を浸潤性に進展するため粘膜が肥厚するが，扁平上皮癌のように完全
に閉塞することは少ない．早期に局所リンパ節が肥大することが多い（27,28）
．末梢の小細胞癌が
結節状に増殖することが多く，肺実質を圧排性に増殖する．小細胞癌は細胞成分が密で，間質に乏
しいので割面は黄白色でみずみずしく，髄様で軟らかい．
組織所見としては，腫瘍細胞の核が小さく，クロマチンは微細顆粒状で密集しており，核膜は薄
く，核小体は不明瞭である．胞体は乏しく細胞境界は不明瞭なのが特徴で，核の大きさ，胞体の量
により燕麦細胞型と中間細胞型に分けられている．小細胞癌は血管に富む腫瘍で，腫瘍細胞と血管
の関係が密で，細血管性の間質に腫瘍細胞が直接接している．これは腫瘍の内分泌機能を反映して
いる（25～28）
．

b. 非小細胞癌
1)扁平上皮癌
肺の入り口にできやすく，喫煙との関係が極めて深く，肺がん全体の 25～30％を占める．また，
ガス，粉塵を吸引する職業の従事者に多い．慢性の気管支炎を基盤に発生し，他の組織型に比べ血
行性に転移する率は少なく，予後は良い（26,29）
．主として中枢の太い気管支に発生し，末梢の細
気管支に発生することは少ない．中枢の気管支に発生した扁平上皮癌は，管内と管外に浸潤性に増
殖する．管内性に増殖すると，狭窄した気管支の末梢に無気肺や肺炎を併発するために，早期に発
見される場合が多い．扁平上皮癌は比較的膨張性の浸潤増殖をしながら，隣接臓器に連続的に浸潤
する（25～28）
．
肺の末梢に発生する扁平上皮癌は腺維化，気管支拡張症および胸膜下嚢胞状肺気腫などの病変の
ある肺に発生する．特に長期喫煙者（40 年以上）に見られる下葉の胸膜下嚢胞状肺気腫のある肺に
発生することが多い（27）
．肺野型肺がんにおいて腺癌が非喫煙者の正常肺にも発生するのに対し，
扁平上皮癌は線維化，気管支拡張症および胸膜下嚢胞状肺気腫などの既存病変のない正常肺の末梢
には発生することは少ない．
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組織所見は，癌細胞の配列が重層扁平上皮癌に類似した分化が胞巣のどこかに認められ，しばし
ば角化巣を形成する（26～29）
．肺の扁平上皮癌は分化の程度により，高分化，中分化および低分
化の 3 群に分けられ，喉頭，咽頭，皮膚の扁平上皮癌に比べて中分化，低分化のものが多い．
2)腺癌
肺の末梢にできることが多く，最近増加しているがんであり，日本人の場合 40～50％を占める．
腺癌は日本人で最も発生頻度の高い癌であり，近年，日本でも欧米でもその増加が著しい（30）
．
喫煙との関係は扁平上皮癌や小細胞癌に比べ密接ではなく，他の組織型に比して女性に多く，女性
肺がんの 70~80％を占めている．発生部位も扁平上皮癌や小細胞癌と異なり末梢に多く，非喫煙者
で炭粉沈着がなく，病変のない肺にも発生する．早期に血行性に転移し，臨床病期がⅠ期の場合で
あっても脳や骨などの遠隔臓器への転移で死亡することも少なくない（26～28）
．肉眼的所見とし
ては，多くの場合，胸膜下の末梢に発生し，早期に血管に浸潤するため，中心部に炭粉沈着を伴う
瘢痕を形成し，胸膜の陥入を伴う．腫瘍細胞が肺胞に沿って浸潤する場合は，周囲との境界は不明
瞭であり，肺胞を埋めて増殖する症例では周囲の肺実質を圧排して発育するために境界は明瞭であ
る．組織所見としては，腺癌は組織発生が多様な細胞に由来すると考えられており，細胞学的に粘
液非産生乳頭腺癌，
粘液産生乳頭腺癌，
気管支腺型腺癌および胎児型腺癌の腺癌亜型に分類される．

3)大細胞癌（26～29）
腺がん，扁平上皮がん以外の組織で，肺がん全体の数％と比較的少ないがんである．肉眼的所見
としては，肺の末梢部に発生しほぼ球状の大きな腫瘤を形成する．割面は一様に軟らかく髄様で膨
隆感がある．炭粉沈着を伴うことは少ない．腫瘤の境界は明瞭で周囲を圧排性に増殖する．組織所
見としては，扁平上皮癌，小細胞癌，腺癌，その他の癌を除外して診断されることが多い．多くの
大細胞癌は細胞境界の明瞭な多角細胞が充実性の胞巣を形成し，腺形成や扁平上皮に似た分化を示
さず，肺胞を埋めるように増殖している．大細胞癌を構成する細胞の核が円または楕円形を示す類
円細胞型と，核が多形性を示す多細胞癌とがある．一般的に類円細胞型は中枢の気管支に発生する
ことが多い．多形細胞型の腫瘍細胞の核は多彩で，核質は明るく，核小体は大きく明瞭であり，細
胞境界も明瞭である．発育速度および変性壊死傾向が強く，しばしば好中球の浸潤を伴う．

4.2.4. 肺がんの病理

肺がんはその発生部位により，区域気管支より中枢側に発生する肺門型（中心型）肺がんと，亜
区域気管支より末梢に発生する肺野型（末梢型）肺がんに分けられる．肺野型肺がんのなかで亜区
域支および亜々区域支に発生した肺がんは内視鏡下に可視出来ることが多く，中間型肺がんと呼ば
れることがある（27,28）
．
肺門型肺がんの頻度は全肺がんの 30％を占め，組織型では扁平上皮癌が最も多く，次いで小細胞
癌が多く，まれにカルチノイドや気管支腺由来の癌が発生する．また，扁平上皮癌の 80％および小
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細胞癌の 90％が肺門部に発生する（27）
．臨床症状として早期から咳，血痰などの症状があり，前
述したように喫煙と密接な関係がある．
肺野型肺がんの頻度は全肺がんの 70％で，組織型では腺癌が大部分を占める．また，腺癌の大部
分と大細胞癌，および扁平上皮癌の 20％が末梢に発生する（27）
．初期には無症状であることが多
く，早期発見に胸部単純 X 線写真や CT などの画像診断が重要な役割を果たす．

4.3節
4.3節 肺がんの画像診断
肺がんの画像診断

本節では、肺結節を含む胸部のスクリーング検査法として最も一般的に利用されている胸部単純
X 線写真の臨床的有効性について述べる．本研究が研究の対象とする呼吸性胸部 X 線画像は、胸部
単純 X 線写真の撮影手法を拡張した撮影法であり，動画像データは連続する静止画像の集合体でも
あるため、胸部単純 X 腺写真の臨床的位置づけを理解することは、次節（4.4）にて解説する胸部
単純 X 線画像に対するコンピュータ支援診断の効果と有効性の理解を深め、動態画像に対するコン
ピュータ解析の意義がより明確になる．

4.3.1. 胸部単純
胸部単純 X 線写真の位置づけと役割

肺がんの組織型別罹患率の年次推移では，腺癌，小細胞癌が，扁平上皮癌と比べて増加しており，
このような腺癌の相対的な増加は欧米においても報告されている（30,31）
．腺癌の多くは肺野末梢
部に発生するために，その発見手段として胸部単純 X 線写真の有用性は高い．実際に，無症状の肺
がん患者の約 70％が胸部単純 X 線写真で発見されている．また，ディジタルラジオグラフィシス
テムの普及に伴い，画質は向上しており，観察が困難であった縦隔や横隔膜部などの低濃度部の抽
出が良好になってきている．肺野型肺がんの早期診断の第一歩は，胸部単純Ｘ線写真上で病変を認
識することとされる．
また，胸部単純 X 線写真上では肺野型肺がんのみならずさまざまな病変が腫瘤状陰影や局所性の
浸潤様陰影を呈するために，鑑別診断の範囲は広い（32,33）
．肺野型肺がんを含む限局性肺病変の
画像診断には，胸部単純 X 線写真，断層写真，CT，MRI，気管支造影，血管撮影および核医学検
査などがある．これらの多くの診断法の中で，現時点では胸部単純 X 線写真と CT が臨床上もっと
も有用性が高いとされている．また，画像診断のみで診断が困難であり，気管支鏡検査や経皮的肺
生検などの侵襲的な確定診断法を行う必要が有る場合には，その適応を決定することも胸部単純 X
線写真を含めた画像診断の重要な役割である．
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a. 胸部単純 X 線写真の質的診断

限局性肺病変が良性か悪性かの診断には，病変の大きさ，形，辺縁の性状，内部構造，散布巣な
どの随伴陰影，胸膜陥入像や血管・気管支影などの周囲構造の集束像および病変の占領部位が重要
である（34,35）
．
胸部単純 X 線写真による病変の比較読影が可能であれば，
病変の増大速度を推定することができ，
良性・悪性の鑑別診断に有用である．週単位で急速に増大する病変は感染症や炎症性病変の増悪で
ある場合が多く，縮小する病変は治癒過程の感染症，炎症および肺梗塞の可能性が高い．過誤腫や
硬化性血管腫などの良性腫瘍性病変は，比較的小型（腫瘤経 2cm 以下）で，円形の辺縁鮮明な腫瘤
影であり，
結核腫では周囲に散布巣や胸膜変化を伴うことが多い．
これらは増大速度がゆっくりで，
倍加時間が 2 年以上である．しかしながら，高分化腺癌や肺胞上皮癌は悪性ではあるが，初期にお
いては増大速度がゆっくりで，倍加時間が 2 年以上である場合があり，倍加時間が絶対的価値を有
するものではない．
1 枚の胸部単純 X 線写真のみで良性病変と診断出来る所見は，結核腫などの肉芽腫に認められる
びまん性もしくは中心部を占める濃度の高い石灰化と過誤腫に特徴的なポップコーン状の石灰化を
内部に認めている場合である．また，石灰化を認めない病変では，2 年以上の比較読影で増大傾向
を全く認めない場合でも良性病変と診断出来る．

b. 画像診断と確定診断
胸部単純 X 線写真は１枚の写真に鳥瞰図のように立体的に胸部の画像情報が集約されており，肺
野型肺がんの早期発見に有力な手段であることは前節で述べた．しかしながら，肺野型早期肺がん
の診断には内部構造や周縁の性状に関する詳細な読影が必要であり，胸部単純 X 線写真のみで診断
することは困難である．
過去の胸部単純 X 線写真と比較読影することは，鑑別診断に経時的変化を加えることができ，簡
便な方法かつ非常に有用な手段である．例えば，肺炎や肺梗塞などの 1 週間以内で急速に変化する
病変や過誤腫などの緩やかに増大する良性病変と，肺野型肺がんのように数ヶ月から 1～2 年で増
大する病変との鑑別が可能になる．ヘリカル CT やマルチディテクタ CT の普及とともに，限局性
肺疾患の診断の中心は CT に移行したが，画像診断の役割は，肺がんを早期に診断することにより
治療を早期に開始させることであり，また，良性疾患を正しく診断し，不要な観血的侵襲を患者に
加えないことも重要な役割である．定量的診断，形態的診断さらに経時的診断を有機的に組み合わ
せて総合的に，かつスピーディに判断する事によってベストな診断が可能になると思われる．

39

4.4節
4.4節 コンピュータ支援診断技術

本節では、広義のコンピュータ支援診断技術の定義とその開発の歴史、ならびに肺結節を対象と
した支援診断技術の有効性を文献からの抽出データと例を含めて解説する．

4.4.1. コンピュータ支援診断とは
コンピュータ支援診断 computer aided diagnosis: CAD とは，放射線画像をはじめとする医用画
像に対して，コンピュータで定量的に解析された結果を「第 2 の意見」として読影医が利用するも
のである．CAD を利用した診断では，医師は自分の経験や知識を基に画像を分析（読影）に加え
て，コンピュータの分析結果も参考にしながら最終診断を下す．
CAD では，コンピュータの分析結果は，病巣候補陰影の場所をモニタに表示されたうえで矢印な
どを用いて指示したり，あるいは，血管狭窄のように，病巣についての定量的尺度の測定結果を示
したりして医師に伝えられる．このようにして，医師が気が付かない病変やうっかりミスに対する
補助的な働きを行うことでこの様な見落としを減少させ，診断の正確性の向上を図ることを目的と
している．特に，集団検診のような多量の画像読影の現場では，この効果はより大きなものになる
と推測される．また，医師の経験の相違による病変検出の読影結果のバラツキも減少させ，高いレ
ベルに診断を維持する効果を期待される．さらに，CAD システムの使用による読影時間の短縮効
果も期待できる．
また，CAD では病巣の良悪性鑑別のような主観的な判断が困難な場合に，コンピュータによって
分析された定量的な数値を医師に提供することによって，医師の客観的な判断を可能にし，診断の
正確性を向上させると期待される．
CAD には，読影に対する正確度診断向上や再現性の向上，さらにはシステムの性能が向上されれ
ば，読影時間の短縮，すなわち生産性の向上も可能になると期待され，今後 CAD システムが様々
な領域の診断画像を対象として広く普及していくと予想されている．

4.4.2. コンピュータ支援診断技術の歴史
CAD に関する歴史的なトピックスを表 4-1 示す（36～50）
．CAD システムの前身となる放射線
画像情報の定量化の試みは，1964 年に初めて Meyersr らによって胸部透視像のディジタル画像か
ら心胸郭比の自動計測が行われた（51）
．我が国では 1967 年，鳥脇純一郎らによりパタン認識を応
用した胸部間接撮影像に対する正常組織の自動識別に関する報告（52）がなされ，また翌年，胸部
単純 X 線写真を対象とした腫瘤陰影の自動検出（53）が行われた．その後，1970 年代前半に Kruger
らを中心として，胸部写真における濃度分布の統計量を使って炭坑夫塵肺症の重傷度を自動計測す
る研究が数多くなされた（39）
．1980 年代になり，DSA や CR に代表されるディジタル画像の急
速な発展に伴い，CAD の研究分野でも実用化を強く指向した新しい展開が始まった．1985 年から
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は，胸部画像，乳房画像および血管造影画像に関する幅広い CAD 研究が行われ，1998 年には世界
で初めて，乳房画像のための微小石灰化クラスターおよび腫瘤状陰影の検出システムが FDA に許
可された．
また，
1999 年にはこのCADシステムの使用に対して保険請求を行うことが認められた．
胸部単純 X 線写真においては，2001 年に結節状陰影検出の CAD システムが FDA に許可され，
我が国では，2001 年に経時的差分像システムが商品化されている（54）
．また，2003 年には孤立
性結節状陰影の候補領域を検出するシステムの販売が開始された．

Table4 1 CAD に関係するトピック年表
年代

内容

1895 年

X 線の発見（Roentgen）

1946 年

コンピュータの開発：ENIAC（Eckert & Mauchly）

1960 年代

マンモグラフィや胸部単純 X 線写真における画像解析研究

1967 1968 年

胸部単純 X 線写真の正常組織と腫瘤陰影の自動識別（鳥脇ら）

1972 年

X 線 CT の発表（Hounsfild）

1974 年

先天性股関節脱臼 X 線写真の自動診断の発表（遠藤ら）

1978 年

DSA の発表（Kruger）

1981 年

CR の発表（富士写真フィルム）

1982 年

画像処理技術の塵肺診断への応用研究委員会発足

1989 年

コンピュータ支援診断システム研究会発足

1992 年

コンピュータ支援診断学会の設立

1994 年

シカゴ大学にてマンモグラフィ用 CAD ワークステーションの
臨床試験開始

1998 年

First International Workshop on CAD (Doi, Chicago)

1998 年

世界初の商用 CAD システム（マンモグラフィ）

4.4.3. コンピュータ支援診断システムの有用性
コンピュータ支援診断（computer aided diagnosis: CAD）とは，コンピュータが画像情報の定量
化および分析を行い，その結果を“第 2 の意見”として医師が画像診断に積極的に利用することで
ある．したがって，コンピュータの分析結果は，医師が下す診断へ大きな影響を与えることが予想
される．もしもコンピュータが頻繁に間違った分析結果を示すようだと，画像診断へ悪影響を及ぼ
すので，そのようなシステムは臨床では望まれない．これまで多くの研究者による ROC 読影実験
の結果は，CAD システムを使った画像診断の方が，システムを使用しない従来の読影よりも，診
断精度が統計的有意差をもって改善されていることを示している（55～57)．
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4.5節
4.5節 肺癌とコンピュータ支援診断
肺癌とコンピュータ支援診断
本節では、胸部単純 X 腺写真における肺がんを対象としたコンピュータ支援診断の現状と結節の
検出に高い感度を有する経時的差分技術、ならびにその前処理として行われる非線形的画像変換処
理（warping）について技術的な解説を行うと共に，肺結節の診断に対する経時的差分処理の有効
性を文献データと共に提示する．

4.5.1. 胸部単純 X 線写真のコンピュータ支援診断

肺がんなどに起因する腫瘤状陰影（または結節状陰影）は，肺内に発生する腫瘤の塊状陰影であ
り，胸部単純 X 腺写真における最も重要な画像診断の対象陰影の一つである．胸部単純写真におい
て，結節状陰影を読影医師が見落とす確率は約 30％近くになるという報告もあり（58）
，さらに，
この見落とされた陰影のほとんどは，後日その存在が指摘されると認識出来る陰影であることも知
られている（59)．見落としの原因は数多くあるが，基本的には画像診断を行う読影医師の“観察者
としての特性”
，あるいは“ヒューマンエラー”が主要な寄与をしていると考えられている．特に，
結節状陰影の周囲にある肋骨や肺血管などの胸部画像に含まれる解剖学的正常構造が，結節状陰影
をカムフラージュしてしまうために，結節状陰影が目立たなくなってしまい，その結果見落としが
起こりやすくなる．また，結節状陰影以外の明らかな異常を一つ見つけたとき，それ以上の読影を
やめてしまう場合があることも見落としの原因になっていると言われている．したがって，胸部単
純 X 線写真における結節状陰影の検出に関する CAD の目的は，コンピュータが結節状陰影と疑わ
れる位置を自動検出して表示し，読影医師の注意を喚起することにある．4.4.2 にて前述している我
が国で既に発売されている経時的差分像システムは（54）
，病変を差分画像として強調するもので
あり，ここで利用される経時的差分技術はシステムの中心的な技術である．

4.5.2. 胸部単純
胸部単純 X 線（CR
線（CR および FPD）撮影装置による
FPD）撮影装置による CAD の意味
ヘリカル CT の普及以降，X 線 CT を使用した検診が比較的浸透してきた．しかし，胸部単純 X
線写真を使用した検診や診断実績を軽視することはできない．一般的に，胸部単純 X 線写真を用い
て病変の有無をチェックし，そこで「疑わしい」と判断されたものに対して CT 診断が行われる．
つまり，検診においては，胸部単純 X 線写真はあくまで一次スクリーニングに用いる事を目的とし
ているが，CT は微細な病変やその病変の良悪性を判断するために用いるため使用目的が異なる．
CT 装置を用いた検査と胸部単純 X 腺写真（CR および FPD）を用いた検査を比較したときのメリ
ットを表 4 2 に示す．
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表 4 2 検診利用における CR および FPD 装置と CT 装置のパフォーマンスの比較
比較項目

CR/FPD

CT

病変検出能

微小陰影に対して低い

微小陰影感度に対して高い

読影画像枚数

少ない

非常に多い

被曝量

少ない

非常に多い

コスト

安い

高い

スループット

高い（良い）

低い（悪い）

検診利用

一般的

限定的

4.5.3. 経時的差分法とその構成

経時的差分法は血管造影で古くから使われている手法で，造影剤注入後の画像から，造影剤注入
前の画像を引き算することで，造影剤注入部位，すなわち血管だけを高いコントラストで抽出する
ことができる．このような血管造影検査における手法は DSA：digital subtraction angiography と
呼ばれている．しかし，経時的差分法を胸部単純写真に応用する場合，血管造影と異なり，引き算
に使用する 2 枚の画像の画像間隔が非常に長いので，対象となる肺野の画像上の位置や形の変動が
大きい場合が多く，DSA とは異なる技術が必要になる．したがって，胸部単純写真を対象とした経
時的差分法は，撮影時期の異なる 2 枚の胸部画像から，期間中に出現した新しい病巣陰影や，すで
に存在する陰影の変化部分だけを描出する手法であり，これまでに多くの報告がある（60，61）
．
たとえば，肺がん集団検診の場合，今年撮影した画像（現在画像）から昨年撮影した画像（過去画
像）を差分すると，今年になって出現した微細な肺がん陰影でも確実に発見出来る可能性がある．
しかし，撮影時期が異なるために，撮影条件，患者体位および息止め位相などが異なる場合が多い
ので，単純な差分ではアーティファクトの多い画像になってしまう．このため，これらの差異を出
来るだけ補正して，アーティファクトを発生させないようにするため，幾つかの画像変換処理が過
去画像に対して加えられる．まず初めに，グローバルマッチングが行われる．グローバルマッチン
グとは，大まかな位置あわせを行う処理であり，過去画像の平行移動と回転移動によって行なわれ
る．次に，肺野の形状を一致させるために，非線形的な画像変形処理が行われる．この処理はロー
カルマッチングに相当し，一般的にワーピング（warping）と呼ばれている手法（60）であり，こ
のワーピングによって過去画像の画像変形が行われ，過去画像と現在画像の肺野の形状の一致が行
われる．ワーピング処理には様々な手法によって歪みを生み出して変形を行う数多くのアルゴリズ
ムがあるが，本稿では，非線形的な歪みを伴う変形処理のことを総称してワーピング処理として定
義する．
ここで，一般的なワーピング手法かつ本章 4.8.1.節にて利用したワーピング手法について説明す
る．現在画像上の位置（x，ｙ）における解剖学的構造が，過去画像上の位置（ｘ’，ｙ’）に対応し
ており，
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X’=x+Δｘ
Y’=y+Δｙ
で表されるとすれば，局所の移動量Δx，Δy を求めることによって，過去画像を現在画像の肺野
形状と一致させるように変形することが可能になる．この移動量Δx，Δy は，現在画像から切り出
したテンプレート画像 A を過去画像上の探索領域内において式
（4 1）
で表される相互相関係数 Cx’y’
が最大となるような移動量から求めることが出来る（図 4 3）
．この手法はテンプレートマッチング
と呼ばれ，類似パタンを探索する有力な方法である．

1
Cx' y ' =
IJ

J

I

∑∑

{ A(i, j ) − a}{B(i, j ) − b}

σ aσ b

j =1 i =1

Bx’y’(i,j)

（4 1）

Axy(i,j)

(x’,y’)
(x,y)

図 4 3 局所移動量決定のためのローカルマッチング
ここで，B は探索画像領域上の画像で a ， b およびσ a ，σ b は画像 A と B の平均ピクセル値お
よび標準偏差である．また，画像 A と B が完全に一致したときには Cx ' y ' =1 となる．この様なテ
ンプレートと探索領域を，それぞれ現在画像と過去画像の上に数多く設けることによって求めた局
所移動量（変化量）を用いて，過去画像の変換が行われる．
この変化量に基づいた変換は、ニアレストネイバー法、バイリニア法、バイキュービック法など
の画像補間法により処理されることになるが、それぞれの補間法には特徴があり，変換後の画像も
補間法により異なるため画像補間法の選択は，事後の解析の結果を正しく得るための重要な要因と
なる．以下に各補間法の原理と特徴を示す．
a. ニアレストネイバー法
最近傍法と呼ばれる画像補間法で、対応する座標点の 4 近傍のなかから最も近い座標の
画素値を選ぶ方法．画像の回転を伴うような変形の場合はエッジにジャギーと呼ばれるギ
ザギザが発生する．
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b. バイリニア法
4 点線形補間法とも呼ばれる画像補間法で対応する 4 近傍の濃度データから線形内挿す
る方法．線形補間は一次関数を用い一次補間のためプログラムがバイキュービック法に比
べて軽量になり処理速度も早くなる．
c. バイキュービック法
三次補間法と呼ばれている補間方法で、上記の二つの補間法と比較して情報の損失が最
も少なく滑らかな画像変形を行うことができる．拡大率が大きくなった場合はバイリニア
法よりもボケを軽減できる．具体的には、対応する座標の 16 近傍の濃度値を三次関数を用
いて補間することで、次式（4 2）によって求められる．

d ( x, y) = C(1 + q) × d 0 + C(q) × d1 + C(1 − q) × d 2 + C(2 − q) × d3
d 0 = C (1 + p) × d ( x0 , y0 ) + C( p) × d ( x1 , y0 ) + C (1 − p) × d ( x2 , y0 ) + C(2 − p) × d ( x3 , y0 )
d1 = C(1 + p) × d ( x0 , y1 ) + C( p) × d ( x1 , y1 ) + C (1 − p) × d ( x2 , y1 ) + C (2 − p) × d ( x3 , y1 )
d 2 = C (1 + p) × d ( x0 , y2 ) + C( p) × d ( x1 , y2 ) + C (1 − p) × d ( x2 , y2 ) + C(2 − p) × d ( x3 , y2 )
d3 = C(1 + p) × d ( x0 , y3 ) + C ( p) × d ( x1 , y3 ) + C(1 − p) × d ( x2 , y3 ) + C(2 − p) × d ( x3 , y3 )
x0 = [ x] − 1, x1 = [ x], x2 = [ x] + 1, x3 = [ x] + 2
y0 = [ y] − 1, y1 = [ y], y2 = [ y] + 1, y3 = [ y] + 2
p = x − [ x], q = y − [ y]
（4 2）
ここで d( x, y)は座標(x, y)における濃度値，[x][y]はそれぞれ x，y を超えない整数，q は Y 軸方向
における近傍座標の距離を内分する比率，p は X 軸方向における近傍座標の距離を内分する比率，
C( )は、sinc 関数の近似式を示し次式（4 3）によって計算される関数である．

1 − 2 t 2 + t 3

2

C (t ) =  4 − 8 t + 5 t − t
0


( 0 ≤ t < 1)
3

(1 ≤ t < 2 )

（4 3）

(2 ≤ t )

本研究では、変形前の画像の構造を可能な限り再現するために，上記に示すバイキュービック法
を採用したアフィン変換によりワーピング処理している．

4.5.4. 経時的差分法の効果

経時的差分法を肺がんの集団検診に応用した１例を以下に示す（62）
．この研究は，経時的差分法
が病巣の経時変化の検出に及ぼす影響を，11 名の放射線科医による ROC 実験にて検討したもので
ある．新しく病巣が出現したか，あるいは既存の病変が変化した経時変化のある症例 25 枚，経時
変化のない症例 25 枚を胸部単純 X 線写真に対して，過去と現在画像だけで読影した場合と，差分
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画像を追加して読影した場合を評価している．結果は，過去画像と現在画像だけでは，経時変化の
検出能が Az=0.887 であったのが，差分画像を追加することによって Az=0.984 となり，統計的有
意差（p<0.00005）を持って大きく検出能が改善されることが明らかとなっている．
また，前述したシステムと同様な経時的差分像システムによる臨床実験では以下の事柄について
効果が認められたと報告されている．
1） 読影時間の短縮
経時的差分画像を利用することにより，読影の質を落とすことなく，同じ時間でより多く
の読影を行うことができる．特に検診では，そのほとんどが正常症例であり，病変が無い
ことを確認するための手段として利用価値が高いとされる．
診断専門医を対象とした読影時間の検証実験では，その読影時間の平均が 19.5 秒/枚か
ら 16.8 秒に減少したと報告された．また，読影専門医ではないグループにおいては読影時
間の短縮効果は著名であり，29 秒から 15.2 秒に減少したと報告されている（63）
．
2） 2 次検診に回る症例の減少
経時的差分画像そのものが，読影医の決定に深く関与し，その曖昧性を減少させることが
でき，2 次検診に回す症例が減少している．
3） 差分画像使用による病変発見事例
システムの導入施設では経時的差分画像なしの読影は考えられないとの声がある．見落と
しという人命に関わる緊張感のある作業が続く環境において，システムのバックアップが
あるという心理がゆとりを持った読影環境を作り，結果として正確性の向上を実現してい
ると考えられる．
4） 経過観察事例への有用性
入院患者を対象とした短期的な経時変化を客観的な指標として確認するためのツールと
して利用されている．

4.6節
4.6節 定量的結節動態評価アルゴリズムの概要
図 4 4 に本研究にて開発した解析アルゴリズムの解析フローを示す．本システムは三つの解析過
程から成り立っている．一つめは，呼吸位相の解析を行うための動態解析の過程であり，二つめは，
結節候補を強調するための経時的差分過程である．また，三つめは，結節の検出と動態軌道の描画
を行う結節検出過程である．
過去画像と現在画像の入力の後，まず前処理が行われる．この前処理では，動態画像の解像度と
階調の変換が行われる．原画像の解像度は 1344 マトリクスであるが，この低減処理により 256 マ
トリクスへ変換する．変換時の補間アルゴリズムはバイキュービック法を採用している．階調度に
ついても同様に低減処理を行う．原画像の階調は 4096 階調（12bit）であるが，本過程によって 256
階調（8bit）への変換される．これらの変換処理は，主に解析に要する計算時間の短縮を目的とし
て施行される．
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Image acquisition
Resolution decrease (1344
Kinetic analysis process

256)

Diaphragm detection
Expiration phase detection
Synchronization of respiratory phase

Temporal subtraction process

Global and local matching
Sequential temporal subtraction
Image conversion with filtering

Detection process

Nodule detection by artificial neural network

Output

図 4 4 定量的結節動態評価アルゴリズムの解析フロー

4.7節
4.7節 呼吸位相の検出方法
呼吸位相の検出方法と同期
方法と同期手
と同期手法

本過程では，過去画像と現在画像の呼吸位相の同期を行う．この同期を行う目的は，次節の経時
的差分過程において，呼吸位相の差異がある場合に差分画像上に発生する差分アーティファクトの
影響を極力低減するためである．静止画像を対象として経時的差分処理の場合には，ここで行われ
るような呼吸位相の同期処理は行われない．しかし，呼吸性胸部 X 線画像の場合は，呼吸動態が連
続撮影された画像であるため，一回の検査によって取得された画像ファイルには，様々な呼吸位相
の画像が存在する．撮影プロトコルは規格化されているために，ある程度の再現性を持って呼吸位
相の一致を見る画像の取得が可能であるが，
すべての呼吸位相について再現することは困難である．
このために，動画像を対象とした経時的差分処理を想定する場合には，まず過去画像と現在画像の
呼吸位相を一致させる必要がある．本過程では，この呼吸位相の同期を横隔膜の運動解析によって
実現した．具体的には，呼吸性に移動する横隔膜の運動を時系列観察することによって位相を検出
して，その中から深吸気フレーム画像を同定し，過去画像と現在画像のそれぞれの深吸気フレーム
画像をシンクロさせて呼吸位相の同期を図った．また，以後の解析過程では呼気位相のみを必要と
するために，この過程で，すべての呼気位相フレーム画像の抽出を行った．これらの一連の同期処
理は，次節に示す三つの過程から成り立っている．
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4.7.1. 横隔膜エッジの検出

横隔膜の運動解析を行うためには，最初に画像上の横隔膜を識別する必要がある．画像上の横隔
膜は，その構造上肺野と腹部の境界部に急な勾配を有するエッジとして描画される．このようなエ
ッジの検出には微分フィルタが有効であるため，本過程では二つのソーベルフィルタを使用して横
隔膜エッジを検出した．左側の横隔膜は心陰影との重なりがあるため，エッジの検出が不安定にな
ることが多く，検出の対象から除外して右側の横隔膜を検出対象とした．x 方向と y 方向のソーベ
ルフィルタを使用し，それぞれのフィルタによって検出されたエッジ画像を合成して横隔膜のエッ
ジを検出した．ここで生成された合成画像は，横隔膜以外のエッジも含んでいるため，これらの中
から横隔膜のみのエッジを選択する必要があった．本過程ではルールベース法を使用して横隔膜以
外のエッジの削除を行った．具体的には，エッジの２値化処理の後，ラベリングを行うことによっ
て，横隔膜を含むいくつかの横隔膜候補（アイランド）を描画させた．このアイランドに対して，
面積を指標とした偽陽性削除処理を行い横隔膜エッジの同定を行った．この処理は動画像を構成す
るすべてのフレーム画像に対して行い，
すべてのフレーム画像から横隔膜エッジを検出した．
また，
検出された横隔膜エッジの重心点となる座標を重心探索によって求めた．この座標は，次の過程に
おいて移動ベクトルを検出する際の基点となる座標となる（図 4 5）
．
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ソーベルフィルタによる
エッジの検出と合成

面積を特徴量とする
偽陽性削除処理

重心探索による
重心座標の検出

図 4 5 横隔膜エッジの検出方法：水平方向と垂直方向それぞれにソーベルフィ
ルタをかけ横隔膜エッジを検出しエッジの合成を行う．抽出されたアイ
ランドの重心座標は移動ベクトル検出の際の基点となる．
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4.7.2. 横隔膜移動ベクトルの検出
横隔膜の移動ベクトル，いわゆる運動は，前過程で得られた横隔膜の重心を中心とした 32 マトリ
クスの領域をテンプレートとして，次のフレーム画像とのテンプレートマッチングによって検出し
た．その際，移動ベクトルの検索範囲は，x 軸方向に 12pixel，y 軸方向に 20pixel とした．このテ
ンプレートはフレームごとに更新され，移動ベクトルの検出は最終フレームの 1 枚を除いたすべて
のフレーム画像に対して施行される（図 4 6）
．

Search area
Template

52 pixel
32×32

44 pixel
図4 6 横隔膜エッジの重心を基点とした32マトリクスサイズのブロックを設定
しテンプレートとする．52 ピクセル×44 ピクセル領域を探索領域とし
てテンプレートマッチングにより移動ベクトルを検出する．
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4.7.3. 呼吸位相の同定と同期

呼吸位相の同定は，前過程にて取得した横隔膜の移動ベクトルの時系列解析によって行われる．
横隔膜は呼吸時に上下方向への運動を繰り返すが，通常の運動は，吸気の時に下方向であり，呼気
の時には上方向となる．前過程で取得した移動ベクトルは横隔膜の運動方向とその大きさを表して
いるため，このベクトルの示す方向が，下向きであるか上向きであるかを判別することによって，
該当フレーム画像がどの位相の画像であるかを判定する．
縦軸に移動ベクトルの大きさ，横軸にフレーム番号をとり，各フレームの移動ベクトルの大き
さをプロットしたグラフを図 4 7 に示す．グラフの上段領域は上方向のベクトルを示し，下段領域
は下方向を示している．つまり，グラフ上の曲線がグラフの上段領域にある場合は，そのフレーム
が呼気過程にあることを意味し，下段領域にある場合には，そのフレーム画像が吸気過程にあるこ
とを意味している．この性質を利用して，動画像から呼気位相のフレーム画像のみを抽出すること
ができる．また，曲線がゼロを示す場合は，そのフレームが運動を行っていないフレームであると
考えられる．つまり，そのフレームは横隔膜の運動が止まっているフレームであり，深吸気フレー
ム画像もしくは深呼気フレーム画像と推定することができる．このように，移動ベクトルを時系列
表示することによって，その変位を観察することができ，呼吸位相の同定が可能となる．

previous
Expiration phase area

↑
Amounts and direction of
vector movement

current

offset
0

Inspiration phase area

↓
1 2 3 ・・・

30 Fr.

図 4 7 呼吸位相の同定と同期：横隔膜の運動方向と運動強度を時系列プロット
することにより呼気位相と吸気位相を同定する．現在画像と過去画像の
呼吸位相の同期は，現在画像をフレームシフトして過去画像の位相に同
期させる．
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本研究では，この横隔膜移動ベクトルの時系列解析によって，過去画像と現在画像それぞれの深
呼気フレーム画像を同定し，次にこの 2 枚の深呼気フレーム画像を指標にして，過去画像と現在画
像の呼吸位相の同期を行った．位相の同期は，現在画像の深呼気フレーム画像を過去画像の深呼気
フレーム画像にオフセットすることによって実現した．
ここで，過去画像と現在画像の呼気フレーム画像の枚数が異なる場合の処理につて考察してみる．
呼吸性動態Ｘ線撮影プロトコルは，吸気過程と呼気過程をそれぞれ 15 フレームずつ撮影するよう
に規格化されている．しかし，多くの場合規格通りに呼吸動作を行うことは困難であるため，必ず
しも呼気位相・吸気位相それぞれが 15 フレームにはならない．よって，過去画像と現在画像の関
係において，呼気位相のフレーム枚数が異なるケースが少なからず発生する．このような場合，次
の経時的差分過程において過去画像か現在画像のどちらかに，差分処理が行えないフレーム画像が
発生することになる．そこで，本研究では解析フレーム枚数に差異のあった場合の処理として，次
の原則をもって対応した．原則的に，①フレーム枚数の少ない画像をフレーム枚数の多い画像に対
応させる．②不足分のフレームは，該当画像の呼気位相画像の最終画像を繰り返し使用することに
よって補間する．フレーム枚数の多い画像に，少ないフレーム枚数の画像を対応させる理由は，結
節の運動しているフレームの欠落を防止するためである．フレーム枚数の少ない画像にフレーム枚
数の多い画像を対応させる場合，
「枚数の少ない過去画像のフレーム枚数」に現在画像のフレーム枚
数を対応させる場合が生じる．この場合，現在画像のすべての呼気位相を解析できなくなるため，
現在画像に現れた新たな病変である結節の運動範囲が解析対象から外れてしまい，運動機能を正し
く評価できなくなる可能性が生じる．よって，本研究では呼気位相フレーム枚数の多い画像に，少
ない画像の枚数を対応させる処理を選択した．
図 4 8 に呼吸同期処理を施行した時と施行しない時に生成されるシーケンシャル差分画像の累積
画像を示す．図 4 8 より正しく呼吸位相の同期が行われることにより結節の運動範囲を正しく検出
できることがわかる．シーケンシャル差分画像の累積画像は，以後の解析に使用される重要な画像
であり，以後の解析に大きな影響を及ぼすため，呼吸位相の検出は非常に重要な役割を果たす．ま
た，図 4 9 に正しく呼吸同期が行われなかった時に発生する差分アーティファクトの 1 例を示す．
呼吸位相の同定不全により同期が正しく行われなかったために，横隔膜の運動に同期するような差
分アーティファクトが発生している．
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位相検出・同期なし

位相検出・同期あり
位相検出・同期あり

図 4 8 呼吸同期の有無がシーケンシャル差分処理に及ぼす影響：呼吸同期を伴
うシーケンシャル差分処理を行ったときに出力される差分画像には結
節の運動範囲の描画ができている．なお，上記画像は呼吸同期の有無に
よる影響を強調するため差分値の絶対値を画素値として表現している．

図 4 9 呼気位相の検出不全より出現する横隔膜の差分アーティファクト：横隔
膜エッジの検出不良や移動ベクトルの検出不良により呼吸位相の同定
が正しく行えない場合，上記のような横隔膜の差分サーチファクトが出
現する．なお上記画像は呼吸同期の不良がおよぼす影響を強調するため
差分値の絶対値を画素値として表現している．
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4.8節
4.8節

シーケンシャル差分法と特徴強調画像の生
シーケンシャル差分法と特徴強調画像の生成
と特徴強調画像の生成

本過程は，連続的な経時的差分処理と数種類のフィルタリングによって，二つの動態画像から性
質の異なる４枚の静止画像を新たに生成する過程である（図 4 10）
．
生成される静止画像の種類は，それぞれの差分画像を加算した「差分累積画像」
，この画像に集中
度フィルタ処理と MIP 処理を行った「集中度 MIP 画像」
，肺野領域を抽出した「肺野領域画像」
，
ならびに呼吸性胸部Ｘ線画像の局所動態を視覚化した「動態マップ画像」である．以下の段落にて，
これらの静止画像の生成手法について述べる．また本研究では，これらの新たに生成されたこれら
の静止画像を「特徴強調画像」と定義する．

Dynamic radiographs
Previous images

特徴強調画像
Static
images
Temporal
Subtraction

Subtraction image

Sum
of products
Summation
Circle convergence filtering
Current images

Shape emphasis image

Threshold + MIP

Visualization of movement

Kinetic image

Segmentation
Lung field image

図 4 10 呼吸性胸部 X 線画像から 4 枚の静止画像に変換するアルゴリズムのワ
ークフローの概略：二組の呼吸性胸部 X 線画像からいくつかのフィルタ
リング処理とセグメンテーションによって 4 枚の静止画像を生成する．

4.8.1. シーケンシャル経時的差分法
シーケンシャル経時的差分法

シーケンシャル経時的差分法は，連続的に差分画像を作成する手法であり，過去画像と現在画像
に対する差分処理を呼気位相フレーム画像の 1 枚目から最後の画像まで行う．この処理によって呼
気位相フレーム枚数分の経時的差分画像が生成される．この処理の過程において，過去画像と現在
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画像にフレーム枚数の差が存在する場合には，4.7.3 節に示したフレーム枚数の少ない動画像の最終
フレーム画像を繰り返し使用する補間処理が行われる．
過去画像と現在画像の関係において，位相が対応する時の各差分処理を行う際には，通常の経時
的差分法と同様に差分アーティファクトの発生を抑制するための患者の体位変動や呼吸位相の差違
を補正する変形処理を行う．本過程では，まず初めにグローバルマッチングを行っている．この処
理は，過去画像と現在画像の濃度の差分を計算したときの差の絶対値の合計を指標とした．現在画
像に対して過去画像上下と左右方向にそれぞれ平行移動させ，最も累積濃度値が小さかったときの
座標へ過去画像を移動した．次に，ローカルマッチングを行っている．この処理は，肺野や心陰影
の形状を一致させるための処理であり，4.5.3.節に示したワーピングの手法（図 4 11）を用いて変
形を行っている．また，ワーピング処理の際のブロックサイズは 32pixel とし，検索範囲は x 方向
と y 方向ともに 10pixel に固定し，マッピングの補間手法にはバイキュービック法を用いた．これ
らの変形処理は，過去画像に対して施行され，差分処理を行うすべての画像を対象とした．
変形はアーティファクトを減少させる効果があるが，過剰な変形は結節の動態を変化させてしま
う可能性がある．
前段階の呼吸位相の同期過程において，
正しく呼吸位相を同期させておかないと，
正しい動態評価ができなくなる可能性があるためその施行には注意が必要である．
次に，差分処理を行っている．一般的な経時的差分法の場合，過去画像と現在画像の濃度の差は
整数で表されるが，本アルゴリズムでは差の絶対値を取得する．これは，次節にて，差分累積画像
の濃度値を人工ニューラルネットワークの入力信号として使用する時の利便性を考慮した対応であ
る．

Global matching
平行移動

平行移動

Previous image

Current image

Local matching
(x, y)

(x+Δx, y+Δy)

warping
warping

Previous image

図 4 11 過去画像に対し非線形的画像変形処理を行う．大まかな位置あわせの後，
格子状に区画したマスクの座標点それぞれの変形後の対応点を求め，バ
イキュービック法による補間処理により画像が変形される．
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4.8.2. 特徴強調画像―差分累積画像の生成―
特徴強調画像―差分累積画像の生成―
差分累積画像は，前過程にて生成された差分画像を累積処理することで取得する（図 4 12）
．
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図4 12 差分処理により生成した差分画像すべてを1枚の画像に重ね合わせるこ
とで累積画像を生成する．

4.8.3. 特徴強調画像―形状強調画像の生成―
特徴強調画像―形状強調画像の生成―

形状強調画像は，4.8.1.節にて得られた差分画像に対して集中度フィルタリング処理を行った後，
それらの画像のスレッシュホールドと MIP 処理により生成される．
集中度フィルタリングは，差分画像上に描画される円形状，すなわち結節陰影を強調する目的で
行われる．ここで使用した集中度フィルタは適応型リングフィルタと呼ばれるフィルタで，ベクト
ルの集中度を評価する領域の外円（R）と内円（r）のパラメータは，それぞれ 6pixel と 1pixel と
した．また，スレッシュホールドに用いる閾値は画素濃度 128 値とした．
次に MIP 処理を施行した．この処理は，呼気位相フレーム中の差分陰影の中で，最も結節の形状
を表現する画素（円形状の組織を構成する画素）を抽出し，結節候補となる画素を強調する目的と，
前節のシーケンシャル差分法と集中度フィルタリングによって発生した複数枚の画像を，1 枚の静
止画像に圧縮する目的を持って行われる（図 4 13）
．
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図 4 13 差分画像に集中度フィルタ処理を行い結節陰影の強調が行われる．その
後，濃度値 128 にて閾値処理を行った後，さらに MIP 処理を行うこと
で形状強調画像を生成する．

4.8.4. 特徴強調画像―動態強調画像の生成―

動態マップとは，格子状に区画された各小領域の呼吸動作中の運動が視覚化された画像である．
この画像の生成のために使用されたコンピュータアルゴリズムは，本稿 3.1.節において詳細を述べ
ている．このアルゴリズムの働きは，動画像中の局所の運動を可視化することであり，その特徴と
して，動画像を 1 枚のカラー静止画像に圧縮変換する特性を有している．本アルゴリズムでは，現
在画像についてのみこの変換処理が施行され，過去画像には施行されない．故に，現在画像の動態
マップのみが生成される．
生成される動態マップは，運動方向とその強度を色情報と濃度情報として表現しており，その運
動方向は 3 方向に分類され，運動強度（濃度）は 256 階調に分類される．本アルゴリズムでは 3 方
向に分類される運動方向のうち，縦運動成分のみを解析対象のデータとして使用する（図 4 14）
．
この理由は，動態マップを構成する三種類のカラーレイヤーのうち，どのレイヤーが結節検出に高
い感度を有しているか否かを判定する事前実験を行ったときに，動態マップのうち縦運動成分のみ
を特徴画像として使用した時に結節の検出確率が高くなる傾向を確認したためである．本システム
の結節の検出は，次節に示すニューラルネットワークモジュールによって行われるが，この事前実
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験では動態マップを構成する三種類のカラーレイヤーのうち単色レイヤーをそれぞれ入力信号とし
て用いる場合と，すべてのレイヤーを用いる場合と，動態マップを特徴画像として使用しない場合
の 3 パタンについて，そのネットワークモジュールの収束時の許容誤差を比較し評価した．ネット
ワークの構築には様々なパラメータが相互に影響するため，今回行った事前実験のパラメータ設定
値の範囲が最良の結果を反映しているとは言えないが，この事前実験の範囲においては，すべての
レイヤーを利用した場合はネットワークを収束させることが出来ず，動態マップを利用しない場合
は，許容誤差を縦成分の動態マップを使用した時よりも小さくすることが出来なかった．よって本
研究では，縦運動成分を利用することがパタンの判別に最も効果的と判断し，赤色レイヤーのみを
特徴強調画像として採用した．
Breathing radiography

縦方向の運動成分

Red
Kinetic map processing

横方向の運動成分

Green
Kinetic map
斜め方向の運動成分

Blue

図 4 14 胸部呼吸性動態視覚化アルゴリズムにより呼吸性胸部 X 線画像から動
態マップを生成する．本システムでは縦方向の運動成分（赤色）のみを
解析の対象とする．

4.8.5. 特徴強調画像―領域強調画像の生成―
特徴強調画像―領域強調画像の生成―
肺野領域画像は，田中ら（13,14,16）と Xu W（64）らならびに Li L ら（65）の報告を基に，左右
胸郭辺縁の検出処理（rib cage edge detection）を参考にしたがプログラムが上手く機能せず正確な
肺野抽出が行えなかったため，処理途中から独自の処理にて抽出を行った．ここでは， x 軸方向と
y 軸方向の一次微分フィルタを使用した横隔膜，肺尖，縦郭，心陰影などの肺野との境界エッジの
検出を基に，補正と補間を含めた手動操作による辺縁トレース作業を行い抽出した．このとき，こ
の抽出操作は，現在画像の深吸気フレーム画像に対してのみ行った（図 4 15）
．
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深呼気フレームの抽出

微分フィルタによる肺尖部・縦
連続するエッジ辺縁のトレース
郭・心陰影・横隔膜のエッジ検出

マニュアル操作による補正

図 4 15 肺野領域の検出．微分フィルタを利用したエッジ検出と連続するエッジ
のトレースにより肺野領域を抽出する．
（マニュアル操作による補正を
含む）

最後に，表 4 2 に，本研究にて使用した解析画像のそれぞれの特徴強調画像を示す．
表 4 2 8 名の呼吸性胸部 X 線画像から生成した特徴強調画像
差分画像

形状強調画像

動態画像

A

B
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肺野領域画像

差分画像

形状強調画像

動態画像

C

D

E

F

G

H
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肺野領域画像

4.9 節 結節の検出
結節の検出と動態描画
検出と動態描画
4.9.1. Artificial Neural Network:
Network: ANN を用いた検出モジュール

本過程では，前節にて生成された４枚の特徴強調画像に対し，ANN を使用した解析を行うこと
によって，結節陰影の検出とその運動軌道の描画を行う．使用する ANN の構造は，標準的な 3 層
構造であり，入力層に四つのユニット，中間層に五つのユニット，出力層に一つのユニットを有し
ている．ANN の特徴については第 5 章の 5.10.5.節で述べるが，非線形的な出力が可能な点や，学
習を終えた ANN が非常にコンパクトなプログラムとなり，単体のモジュールとして他のシステム
に容易に組み込むことができる点などが高次多項式などを使用する判定モジュールに比べて優れて
いる．
通常，コンピュータ支援診断に使用される結節の検出行うための標準的な ANN は，その入力信
号に結節候補陰影の濃度値や分散値，円形度やスペクトルなど，結節の形態的あるいは物理的特性
を表す数学的指標を利用する．そして，それら入力値のパタンを分析することによって，対象候補
の真偽の割合やその悪性度の値を出力する．このような ANN は十分な数の教師データを使用した
学習過程を経てネットワークが収束することによって，非常に安定したモジュールを構築すること
ができる．しかし，学習データが十分に獲得できない場合には，ネットワークを収束できなかった
り，収束できたとしても許容誤差が大きくなったりとネットワークの安定性に問題が生じる場合が
ある．つまり，ANN を用いて一般的な構成の検出モジュールを構築する場合，十分な数の教師デ
ータを用いて学習を行ってネットワークを収束させる必要がある．また，このとき使用する教師デ
ータは，最終的にシステムの精度を評価する時に使用するデータとは異なるデータである必要があ
る．すなわち，従来型の ANN の検出モジュールの構築には，非常に多くの画像データ（真陽性結
節データと偽陽性結節データ）を必要とすることがわかる．本研究にこの ANN モジュールの採用
を想定した場合，この学習過程において重大な問題が発生する．それは，教師データとして使用す
るサンプルの数の問題である．本研究では 8 名の健常ボランティアから呼吸性胸部Ｘ線画像を取得
している．この 8 名から取得した画像データを教師データと評価用データに分けた場合，教師デー
タと評価用データともに十分な数を獲得することができないため，ANN による検出モジュールを
構築できなくなる．そこで本研究では，結節候補の特徴量を入力信号として使用する従来型の ANN
モジュールに変わり，画像を構成する画素の一つひとつを入力信号とする画像入力型 ANN モジュ
ールを採用した．

4.9.2. 画像入力型 ANN モジュールの
モジュールの特性と利点
特性と利点
このような画像入力型の ANN を採用する最も大きな理由は，圧倒的に少ない症例数にて ANN
モジュールを構築できる点である．
画像入力型 ANN は，画素の濃度を一つの入力単位をするため，
学習用サンプル画像が１症例の場合であっても，その画像の解像度の分だけ濃度パタンを教師デー
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タとして取得できる．例えば，8 × 8 マトリクスの呼吸性胸部Ｘ線画像の場合を想定して，4.8 節
の特徴強調画像生成プロセスにて 4 枚の静止画像が生成されると，学習用データとして取得できる
濃度パタンの数は，8 × 8＝64 パタンとなる．本研究では 256 × 256 マトリクスの解像度を使用
しているため，1 症例の呼吸性胸部Ｘ線画像から，全部で 65.536 個の濃度パタンを取得できること
になる．ここで得られる 6 万種類以上というパタンの数は，ネットワークを収束させるために必要
な学習用データの数として十分である．
この画像入力型 ANN の特性は，解析対象の症例画像が少ない場合であってもモジュールを構築
できる点である．この特性は，臨床症例の収集が困難な疾患を対象にした場合のモジュール開発時
なに特に有効に働く．

4.9.3. モジュールの構築方法
モジュールの構築方法
本研究では，1名の健常ボランティア（表4 2，ボランティアH）の呼吸性胸部Ｘ線画像からANN
モジュール構築のための教師データを取得した．ここで使用した学習用データは健常ボランティア
のものであるため，過去画像と現在画像ともに結節陰影は存在していない．しかし，モジュール構
築のためには，結節の画素パタンと非結節の画素パタンが必要になる．そこで，本研究では模擬結
節を使用することによって結節の濃度パタンを取得した．使用した模擬結節の大きさは，肺結節の
一般的な大きさが5～30mmの範囲にあること（66）を考慮し，実効的な大きさが約1.0cmになるよ
う直径を64ピクセルに設定し，形状は完全な球形とした．模擬結節の濃度は経験的に設定し，投影
した場合の最高濃度を70ピクセル値として，それに腫瘤の不均一性を考慮した3％のランダムノイ
ズを加えた（図4 16）
．この模擬結節の合成は，現在の呼吸性胸部Ｘ線画像の原画像に対して行わ
れ，4.2.4節で述べたように，全肺がんの70%が肺野型で末梢発生することが多い腺癌がその大部分
を占めることから，右下肺野の末梢寄り，横隔膜の上方約1.0cmに埋め込まれた．また，患者の呼
吸動作と心拍に同期して上下左右方向への運動を行うように合成された．
モジュールの構築に当たっては，この模擬結節を含むサンプルデータから，結節と非結節のパタ
ンを合わせて 2400 種類抽出し，これらを教師データとしてモジュールの構築を行った．パタンの
抽出基準に明確なルールは設定していないが，腫瘤については，重複しない濃度パタンのすべてを
教師データとして採用した．
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図 4 16 模擬結節のモデルと埋め込み位置：模擬結節の濃度値は 70 とし 3％の
ランダムノイズが加えられている．横隔膜の上方約 1.0cm のところに埋
め込まれ，呼吸動作による横隔膜運動に同期して結節も移動する．

4.9.4. 画像入力型 ANN モジュールの役割
モジュールの役割
本研究にて採用した画像入力型 ANN モジュールは，各特徴強調画像の同一座標の画素における
濃度値を入力信号として使用し，その画素が結節を構成する画素である可能性を濃度値として出力
する．つまり，前過程において作成された 4 枚の静止画像を入力として，結節を構成する可能性の
高い座標の画素に高い値の出力値を与え，その集合を 1 枚の静止画像として出力するモジュールで
ある（図 4 17）
．このときモジュール内では，解析対象の画素が，結節を構成する画素であるか否
かの判定が行われている．そもそも，肺野領域画像を除く 3 枚の特徴強調画像は，連続する動画像
を 1 枚の静止画像に圧縮した画像であるため，一連の呼吸動作によって変動する結節の形態的およ
び動的情報は，それらの特徴強調画像のなかに埋没している．この埋没している結節の情報を 4 枚
の特徴強調画像のパタン解析により掘り起こし視覚化することがこのモジュールの役割となる．ま
た，このモジュールは，画素単位の判定が行えることによって，結節陰影の検出とその動態つまり
運動軌道が同時に描画可能になる特徴を有している．
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図 4 17 結節検出の為のニューラルネットワークモジュール：画像入力型の
ANN は入力されたそれぞれの画像の同一座標の画素パタンを解析する
ことにより，その座標の画素が結節である可能性の値を出力する．

4.10節
4.10節

結節検出
結節検出機能
検出機能と動態
機能と動態描画機能の評価
と動態描画機能の評価

これまでの検討によって構築されたアルゴリズムを用いてその性能評価を行った．本研究では，
本アルゴリズムの有する結節の検出機能とその結節の動態描画機能について評価した．この評価に
は，7 名の健常ボランティアから取得した呼吸性胸部Ｘ線画像を使用した．得られた資料はすべて
正常画像であったため，それぞれ機能の評価には模擬結節を使用し，シミュレーション実験を行う
ことによって評価した．このシミュレーション実験にあたり，まず評価用資料画像を作成した．評
価用画像は 4.9.3 節の手法を用いて，すべての現在画像の右下肺野に模擬結節を埋め込むことによ
り作成した．この画像の取得に当たっては，ヘルシンキ宣言を遵守し，被検者へのインフォームド
コンセントを行った後，同意書を獲得した．また，呼吸性胸部 X 線画像の包括的な利用に関して金
沢大学医学部の倫理委員会の承認を得ている．
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4.10.1. 結節検出機能の評価と結果
結節検出機能の評価と結果
図 4 18 に本アルゴリズムによって出力された画像を示す．

A

B

C

D

E
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G
図 4 18 本システムにより出力された模擬結節を含む 7 名の最終結果画像：すべ
ての出力画像において模擬結節の座標に相当する位置に結節様のアイ
ランドが描画されている．
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結節の検出機能は FROC（free response receiver operating characteristic）解析（67,68）にて
評価した．FROC 解析は，画像の診断能の評価法として広く利用されている ROC 解析（receiver
operating characteristic analysis）
（69,70）とは異なり，1 症例に複数の異常陰影が存在する場合
の検出能の評価に利用される．このとき FROC 曲線は，確信度のしきい値を変化させながら，横軸
に 1 画像あたりの平均偽陽性数を，
縦軸には真陽性率をプロットすることで得られる．
本研究では，
ANN モジュールによって出力された画像に対して，100～200 まで 10 ピクセル値ごとの閾値にて
2 値化したときの，画像上に現れる真陽性結節と偽陽性結節の数を用いて評価した（図 4 19）
．こ
のときの真陽性数と偽陽性数の計算には，専用のプログラムを用いた．

Outputted image

Threshold value=100

Threshold value=120

Threshold value=140

Threshold value=160

Threshold value=180

図 4 19 閾値の変化と結節描画状態の変化：閾値を変化させたときの真陽性率と
１画像あたりの偽陽性数を評価し FROC 解析を行った．偽陽性アイラ
ンドは大きさに関係なく，独立しているアイランドをすべて一つの偽陽
性結節として計上している．
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図 4 20 本システムの FROC 解析による性能評価：１画像あたりの偽陽性数が
比較的大きいが，図 4 19 にて観察できるように非常に小さなアイラン
ドを偽陽性数として計上していることがその要因の一つである．

図 4 20 に FROC 曲線を示す．検出率は 28.6%から 100％の間で変化し，１画像あたりの偽陽性
数の平均は 0 個から 33.6 個の間で変化した．偽陽性数は全体的に高位で推移した．最も効率的な
検出を行うと考えられたときのパフォーマンスは，検出率が 71.4％，平均偽陽性数は 1.85 個であ
った．
本研究では，特徴強調画像を使用することによって，動態画像を形態的，位置的，動態的情報に
それぞれ変換し，それらの画像の各画素の振る舞いをパタン分析することによって結節を検出して
いる．上記の結果から ANN を使用した結節検出モジュールは効果的に機能したと考える．
これは，
４枚の特徴強調画像の画素の濃度パタンを解析する本モジュールが，結節を構成する画素の濃度パ
タンを正しく判別できていることを意味する．また，言い換えれば，結節を構成する画素の描く特
徴強調画像の濃度パタンは，結節でない組織の濃度パタンと異なることを意味する．今後，本研究
で使用した特徴強調画像が表現している特徴量とは異なる特徴量を組み込むことによって，さらに
効果的な検出が行えるようになる可能性があると考える．
一画像あたりの偽陽性数は，真陽性率が高くなるにつれ，大きな値となったが，この問題は円形
度や大きさなど形態的な特徴を対象にした単純な削除処理を付加することによって容易に改善でき
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True positive

False positive

図 4 21 真陽性アイランドと偽陽性アイランドの形状の差異：真陽性アイランド
が縦長形状を示すのに対し偽陽性アイランドは肋骨陰影や鎖骨陰影が
起因となり横長の形状を示す傾向がある．形状に着目した偽陽性削除処
理を追加することによって一画像あたりの偽陽性数削減が可能になる
と思われる．

ると考える．なぜなら，図 4 21 に示すように結節陰影は上下方向に長い楕円形のアイランドを形
成する傾向があり，肋骨陰影や鎖骨陰影は横方向に長い楕円形のアイランドを形成する傾向が，出
力された画像を観察することにより認識できる．よって，結果画像の出力時前に偽陽性削除処理が
すでに行われていることが理想的なスキームであり，その削減手法が今後の課題でもあるが，この
画像に後処理を加えることにより偽陽性削除処理を行うことによっても十分な精度が確保されると
推測している．
検出機能を低下させる最大の要因は，差分アーティファクトによる結節の埋没であり，呼吸同期
不全によるアーティファクトの発生と模擬結節陰影のアーティファクトが主となる原因であった．
呼吸の同期に失敗する症例のパタンは二つあり，一つは横隔膜の検出を失敗するケース，もう一つ
は移動ベクトルの検出に失敗するケースであった．これらの問題に対する解決策として，一つめの
横隔膜の正確な検出に対しては，Powell GF ら（71）の横隔膜検出アルゴリズムの採用が効果的で
あると考える．また，二つめの移動ベクトルの検出失敗に対する対応としては，本システムが採用
するテンプレートマッチング法に代わり，勾配法を採用するなど異なるアルゴリズムを利用した移
動ベクトルの検出方法を検討する必要がある．また，呼吸位相の検出には，移動ベクトルを解析し

67

て呼吸位相を検出する方法に変わり，田中らが呼吸性動態の解析のために採用している肺尖部と横
隔膜までの距離を経時解析する手法（7)も効果的であると考えられる．
一方，解析の開始から終了までの解析時間はおおよそ 60 秒であった．このことから，検出に要す
る解析時間の課題が明らかになった．本アルゴリズムの差分プロセスでは，現在画像と過去画像に
おける経時的な形態変化や体位変動を補正するためにワーピング処理を施行している．この処理は
差分アーティファクトの低減に寄与しており，本システムにおける重要なプロセスの一つである．
しかし，解析時間を延長させる要因の一つでもあるため，解析時間の短縮とアーティファクトの低
減を両立する改良を行う必要がある．

4.10.2. 結節動態描画機能の評価と結果
結節動態描画機能の評価と結果

結節の動態評価機能は，ANN によって出力された画像に描画された結節陰影の長径を手動計測
し，既知の運動量と比較することで評価した．既知運動量と計測量の差は検出エラーとして計算さ
れ，このときの統計的な有意差は paird t test によって評価した．
図 4 22 に７名の被検者のうち検出に成功した６名の被検者の既知運動量と計測量の関係を示す．
差異の絶対値の平均値は 2.64±3.82mm であり，このとき既知の運動量と手動計測による計測量に
有意差は認められなかった．(p=0.174)
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図 4 22 模擬結節の既知運動量と計測量の有意差検定：結節検出に成功した 6 例
の運動量に統計的な有意差（p=0.174）は認められない．
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図 4 23 に本システムが出力した模擬結節の動態が描画された画像を示す．模擬結節の座標に運動
軌道とよく一致する結節の軌道が高濃度領域として描画されていることがわかる．

True positive

図 4 23 模擬結節の動態軌道の描画像：模擬結節の動態軌道によく一致する明領
域が描画された．
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4.11 節 本法と放射線治療

本節では，本アルゴリズムの有する機能の放射線治療分野への応用を考察するため，放射線の外
部照射事例における治療計画過程の解説から疾患別の照射範囲の決定に至るまでの過程を放射線治
療ガイドラインにならい解説する．
また，
本アルゴリズムの機能が適応可能な具体的な症例を挙げ，
それら症例への臨床上の寄与方法について検討する．最後に結節動態情報の利用方法として，治療
計画用 CT 撮影時における撮影条件の最適化の方法についてその可能性と効果を考察している．

4.11.1. 放射線治療の基礎

放射線療法は，癌の局所に線量を集中し，かつ周囲正常組織への線量を少なくし，合併症なく癌
を根治することを目的としている．根治的放射線療法だけでなく，緩和・対症療法としても放射線
療法は症例によって有効である．いずれにしても上記の目的を達成するために，症例ごとに，照射
野，照射法，線量分割法，併用療法などを含めた適切な放射線治療計画をたてる必要がある．放射
線治療計画をたてるにあたっては，患者の年齢，一般状態（PS）
，原発巣，病期，病理組織型，病
巣の進展範囲，リスク臓器の位置，根治的か対症・姑息的か，過去に行われた治療内容，合併症の
有無などの点が考慮される．ここでは，肺がんの照射領域の設定手法に注目し，ターゲットとなる
組織の定義と代表的な病理組織別の計画手順を，放射線治療計画ガイドライン 2008（72）を基に
述べる．

4.11.2 ターゲット定義と肺癌
ターゲット定義と肺癌の病理組織
肺癌の病理組織別
の病理組織別治療計画

放射線治療計画をする際には，まず照射すべき部位，いわゆる標的体積（ターゲット）が決定さ
れる．
この標的体積の決定には病巣の進展範囲の把握がもっとも重要であり，
視診や触診をはじめ，
CT，MRI を含めた各種画像診断による所見が参考にされる．
標的体積は ICRU レポート（73）およびレポート（74）に規定されている肉眼的腫瘍体積（GTV;
gross tumor volume）
，
臨床標的体積
（CTV; clinical target volume）
，
ITV（internal target volume）
，
計画標的体積（PTV; planning target volume）に分類される．
GTV は，画像や触診，視診で確認できる腫瘍体積を意味しており，原発巣，リンパ節転移，遠隔
転移巣が含まれる．CTV は，GTV およびその周辺の顕微鏡的な進展範囲，あるいは所属リンパ節
領域を含んだ照射すべき標的体積とされる．ITV は，CTV に呼吸や嚥下，または心拍動，蠕動など
の体内臓器の動きによる影響をインターナルマージン（IM; internal margin）として含めた標的体
積を意味している．PTV は，ITV に対し毎回の照射における設定誤差（SM; set up margin）を付
加した領域を表す．これらの定義より，根治的な照射では GTV ≦ CTV ≦ ITV ＜ PTV の不等
号が常に成立している（図 4 24）
．
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GTV
CTV
ITV
PTV
図 4 24 標的体積の関係
a. 非小細胞癌に対する治療計画
非小細胞癌に対する治療計画
非小細胞肺がんの治療の第一選択は手術療法であるが，切除不能例のうち遠隔転移や悪性胸水
を伴わない症例は局所制御を目的とした根治的放射線治療の適応となる．
標的体積の設定手順は，
1） GTV は肺野条件 CT 像で認められる原発巣，および腫大した肺門，縦隔あるいは鎖骨上窩
リンパ節．気管支鏡で認められ画像でとらえられない浸潤範囲も含む．
2） CTV：GTV 周囲 1 から 2cm 程度の領域とするが，中枢（肺門）型や III 期症例では CTV
として同側肺門，気管分岐リンパ節，および上縦隔リンパ節までを含める．上縦隔あるい
は鎖骨上窩リンパ節腫大が認められる症例では鎖骨上窩リンパ節も CTV とする．対側肺
門は CTV に含めない．なお、末梢型Ｉ期症例では原発巣のみの照射でもよい（73，74)
とされている．
3） PTV：症例ごとに呼吸性の体内臓器移動などによるインターナルマージンを確認し，CTV
から ITV を設定し，さらに 0.5cm 程度のセットアップマージンをつける．図 4 25 に病期・
部位別の非小細胞肺がんの根治的放射線治療の照射野の例を示す．
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図 4 25 病期・部位別の非小細胞肺がんの根治的放射線治療の照射野の例
b. 小細胞癌に対する治療計画
小細胞癌に対する治療計画
小細胞肺がんのうち放射線療法の適応となるのは，腫瘍が片肺と縦隔および鎖骨上窩までに限局
する限局型小細胞肺がん（LD SCLC; limited disease small cell lung cancer）とされる．ただし，
LD SCLC といっても潜在的全身転移を有している可能性が高く，放射線療法と化学療法を組み合
わせて治療することが重要である．小細胞肺がんは、LD SCLC と遠隔転移を有する進展型小細胞
肺がん（ED SCLC: extensive disease small cell lung cancer）の二つに大きく分類され，LD SCLC
が根治的胸部照射の適応となる．ED SCLC の場合も，遠隔転移が化学療法で消失した場合には胸
部照射が行われることがある．また，脳転移，骨転移，あるいは症状を有する病変部に姑息照射が
行われる．標的体積の設定手順は，
1） GTV：肺野条件 CT 像で認められる原発巣，および腫大した肺門部，縦隔あるいは鎖骨上
リンパ節．
2） CTV：GTV 周囲１cm までの領域と，同側肺門，気管分岐部リンパ節，および上縦隔リン
パ節領域まで．鎖骨上リンパ節転移がある場合は，同部位も CTV とする．対側肺門および
転移のない鎖骨上リンパ節は CTV には含まない．
3） PTV：Ｘ線透視などで症例ごとに呼吸性移動を観察し，CTV から ITV を設定し，さらに
0.5cm 程度のセットアップマージンをつける．図 4 26 に小細胞癌の場合の標準的な照射野
の例を示す．
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上葉原発

下葉原発

図 4 26 小細胞癌の場合の標準的な照射野の例
c. 縦隔腫瘤に対する治療計画
縦隔腫瘤に対する治療計画
縦隔腫瘍のうち，悪性リンパ腫，胸腺腫，胸腺癌，甲状腺腫瘍，胚細胞腫瘍などが放射線治療
の対象になる．
標的体積の設定手順は，
1） GTV：CT 上，認められる原発病巣，または切除後の残存病巣．
2） CTV：浸潤性胸腺腫では肉眼的に確認される病巣の周囲に比較的広範囲の顕微鏡的浸潤が
ある場合が多い．よって術後照射では，切除前の病巣範囲を十分含む広めの（できれば 2cm
以上の余裕を持った）範囲を CTV とする（図 4 27a）
．なお，胸膜への播種を考慮して患
側の胸郭全体を CTV とする考え方もある．胸腺癌は GTV のあった範囲に 1 から 2cm 程
度の余裕を持たせた範囲を CTV とする．セミノーマの場合は放射線単独治療なら全縦隔
を CTV とするが（図 4 27b）
，化学療法後なら図 4 27a と同様でよい．
3） PTV：上記の CTV に呼吸性変動を加味したものが PTV となる．
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浸潤性胸腺腫に対する術後照射

セミノーマに対する放射線単独治療での照射野

a

b

図 4 27 縦隔腫瘍の場合の標準的な照射野の例

4.11.3. 放射線治療における本法の適応

上記の4.11.2.節ではターゲット定義と肺がんの病理組織別治療計画として非小細胞癌，
小細胞癌，
縦隔腫瘍に対する治療計画の手順と方法を放射線治療ガイドラインに習って述べた．以上の三つの
組織型のなかで，胸部単純 X 線写真上結節状の陰影を示すのは，非小細胞癌と小細胞癌の二つであ
る．この二つの組織型の肺がんに対して，本アルゴリズの適応を，照射野の大きさとその設定の際
の許容誤差の観点から考察する．
本アルゴリズムによって出力された画像に描画される結節陰影は，ITV の投影像に相当すると考
えられる．なぜなら，本アルゴリズムは，動態描画機能の評価において，既知運動量と計測運動量
に統計的有意差がなかった．つまり，結節の体積（領域）と動態領域を正しく描画できていると言
える．よって，肉眼的に認識可能な腫瘍範囲とその動態領域を描画するこの領域は ITV と同等であ
ると解釈してもよいと考えられる．
本アルゴリズムのもつ，検出エラー，すなわち描画エラーの最大値と最小値はそれぞれ 10.3mm
と 0.3mm であり，その平均値は 2.64±3.82mm であった．
この条件化において，原発腫瘍に対する照射野の設定ガイドラインをあてはめると，非小細胞癌
の病期Ⅰ・Ⅱ期の場合に対する計画手順において，その適応の可能性がある．非小細胞癌のⅠ・Ⅱ
期の場合，その照射範囲となる PTV は，GTV に 1cm から 2cm のマージンを取り CTV とした後，
さらに体動や呼吸誤差を加味したマージンを付けるとされている．つまり，肉眼的な腫瘍領域に対
して，合計 1.5cm から 2.5cm 程度のマージンを付け加えた領域を PTV 標的領域としている．本ア
ルゴリズムの描画機能の持つ誤差の平均は，2.64mm であり体幹部照射におけるセットアップマー
ジンの許容誤差 5mm と比較して十分に小さい．よって，本アルゴリズムによって描画された領域
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を ITV と設定し，必要なセットアップマージンを加えることによって，PTV を設定することがで
きるようになる．よって，原発腫瘤以外の所属リンパ節を照射範囲に含む非小細胞癌や縦隔腫瘍を
除いた，小細胞癌のⅠ・Ⅱ期の症例に対しては，本アルゴリズムの使用によって，PTV 設定を自動
的に設定するシステムの開発など計画過程をサポートできる可能性がある（図 4 28）
．

図 4 28 小細胞癌Ⅰ・Ⅱ期の症例に対しては，本アルゴリズムによって描画され
た領域を ITV とすることで PTV の設定が自動で行えるようなシステム
への拡張が期待できる．

しかし，体位に関係する重要な問題が存在する，本システムによる撮影体位は立位であり，放射
線治療を行うときの体位は仰向けとなるため検査時と治療時の体位が異なっている．また，撮影時
のポジショニングの際のローテーションの影響など撮影体位の再現性が及ぼす影響についても明ら
かではないため，これらの体位が及ぼす影響と対策については今後の調査が必要である．

4.11.4. 治療計画用 CT 撮影への寄与
撮影への寄与
放射線治療を始める場合，ほとんどの症例において位置決め CT の撮影が行われる．単純な前後
対向 2 門照射法の場合であれば，X 線透視装置を利用したシミュレータと呼ばれるシステムを用い
て，照射該当部位が投影された平面画像上で照射領域の設定が行われる．しかし，強度変調放射線
治療に代表されるような高精度放射線照射法が実施される場合には，各照射ポートのモニタユニッ
ト値の設定と線量分布の評価，
さらには照射精度を担保するための検証作業を行う必要があるため，
CT による位置決め作業が必須となる．胸部の肺結節を対象とした場合の治療計画 CT 撮影は，呼
吸動作による結節の移動や呼吸動作による照射領域の変形を，インターナルマージンとして加味し
なければならないため，１回転あたりの撮影時間を通常の撮影条件よりも長く設定したスロースキ
ャン法（ロングタイムスキャン）により行われる．このスキャン方法は，1 スキャンあたりの時間
を通常の 0.5～1.0 秒から 3.0 秒前後に延長させ，あえて時間分解能を低下させることによって，結
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節の残像陰影をスライス面に描画させ，結節の標的体積を正確に見積もることを目的としている．
しかし，スロースキャン法を用いた場合でも，結節の運動範囲のすべてをスライス面に描画し，正
確な標的体積を設定することが出来ないケースがあることがよく知られている．これは結節の大き
さや移動速度および可動領域の範囲，またスライス厚やスキャン時間などの撮影条件に影響をうけ
て発生する．自然呼吸下で行われている CT 撮影が，
「咳」や「くしゃみ」などの突発的な原因によ
って結節が予期せぬ運動をした場合や下肺野領域の結節で運動量が大きくなる場合も例外でない．
治療計画 CT を撮影する場合，必要な撮影部位や撮影範囲などの治療計画のための基本的な必要
条件は事前情報として与えられるため，オペレータは殆どの場合，プリセットされたひとつの放射
線治療の位置決め用プロトコル（スロースキャン法）を用いて撮影を行う．このとき，結節の呼吸
性移動量が 5.0cm になるような運動が大きな場合であっても，
運動量が 1.0cm 程度の小さな場合で
あっても，常に同じ撮影条件で撮像されることになる．つまり，多くの施設では，結節の移動範囲
や移動速度や大きさは，治療計画 CT の撮影条件に考慮されていない．
例えば，ある結節の大きさを直径 1.0cm とし A 点から B 点までの 6.0cm の移動量を 12.0 秒間で
往復移動した場合を想定し，A 点から B 点までをスライス厚 1.0cm，スキャンタイム 3.0 秒にてス
タック撮影した場合をシミュレーションすると，全 6 スライスの内の 2 スライスに結節の陰影が描
画されない結果となる．つまり，計画用 CT の撮影には，抽出対象とする結節の移動量，移動時間
などの動態情報を基にして，撮影スライス内に結節陰影が描画される確率を確実に担保する撮影条
件を，患者ごとに設定する必要があると考える．この対応によって，結節陰影が確実に画像上に描
画されることになり，正確なインターナルマージンの設定が実現できる様になる．
本章で開発した結節検出アルゴリズムは，結節の運動領域を正確に描画できており，この運動領
域は規格撮影による最大呼気から最大吸気までの 5.0 秒間の運動量を示している．このような結節
の動態情報が CT 撮影の前に与えられていれば，結節の欠損スライスが発生しない撮影条件を事前
に設定することが可能になる．例えば，大きく移動する結節を持つ症例を撮影する場合は，ビーム
ピッチを小さくして，各スライス面に結節が描画される確率を十分担保出来るように条件変更する
ことが出来る．よって，本法により得られた結節の動態情報の指標は，治療計画用 CT 撮影の条件
設定にも寄与できると考える．

4.12節
4.12節 まとめ
昭和 56 年以来，悪性新生物は死因の第 1 位であり 1998 年からは男性の癌死亡の第一位が肺がん
となっており，その罹患率は年々増加傾向にあるため早期発見による早期治療と予後の改善が望ま
れている．健康診断に利用される胸部領域の検査法として胸部単純 X 線撮影が代表的であるが，
2003 年に胸部の呼吸性動態を連続撮影する新しい呼吸性胸部 X 線撮影法が開発された．この撮影
法は健康診断などのスクリーニング検査法として当初開発されたものであるが，コンピュータ解析
を付加することによって様々な動態機能データが集取可能なことや，呼吸換気機能の評価が行える
ことにより，スクリーニング検査に留まらずその臨床応用が広く期待されている撮影手法である．
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このような背景から本章では，コンピュータ支援診断システム開発への寄与を目的として，呼吸性
胸部X線画像を対象とした定量的な動態評価が行える肺結節の自動検出アルゴリズムの開発を試み
た．
開発したアルゴリズムは，結節の検出効果の高い経時的差分法を基幹技術として採用するスキー
ムを用い，ワークフローは大きく三つの解析過程からなる．一つ目の過程は，呼吸動態を同定する
ための動態解析過程であり，横隔膜の検出とその運動解析によって呼吸位相を同定することにより
過去画像と現在画像の呼吸位相の同期を行っている．二つ目の過程は，結節を強調するための経時
的差分過程であり，シーケンシャル差分処理と集中度フィルタ処理などによって結節の存在を明ら
かにし，その形状を強調する処理と動態を視覚化する処理を施行している．最後の過程は，結節の
検出と動態描画を行う検出過程であり，人工ニューラルネットワークを使用し結節の検出と動態軌
跡の描画を行っている．
アルゴリズムの性能評価は，結節の検出率と動態描画機能を模擬結節を用いたシミュレーション
実験により評価し，これにより本アルゴリズムの高い検出率と動態描画機能が明らかになった．
本アルゴリズムが有する結節の高い検出効率は，肺結節を対象とするコンピュータ支援診断シス
テムへ拡張できる可能性があり，胸部単純 X 線画像のコンピュータ支援診断シムテムと同様に医師
の診断業務をサポートできる可能性がある．また，動態描画機能はその描画範囲が正確であること
から，描画された領域を放射線治療における ITV と同様の領域と考えると，その ITV 領域に適切
なセットアップマージンを付加することによって自動的に PTV を計画するような治療計画支援プ
ログラムへも拡張できる可能性が示唆された．また，この領域は努力呼吸時の最大呼気から最大吸
気までの運動範囲を表しているため，結節の可動範囲を最大限見積もった動態機能情報として，外
照射の治療計画以前に知ることができる．このことは治療計画用の CT 撮影時における撮影条件の
最適化に貢献できると考えられ，本アルゴリズムは今後，診断と放射線治療領域への寄与が可能な
アルゴリズムであると考える．
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第 5 章 呼吸性胸部 X 線画像のバイオメトリクス
本章では，呼吸性胸部Ｘ線画像を対象とした放射線撮影業務におけるリスクマネジメントへの寄
与を目的とした新しいバイオメトリクスの手法について述べる．5.2 節から 5.4 節には，本研究の
意義と目的を明確にするために，一般的な診療業務を取り巻く情報伝達系システムの解説と放射線
業務に関するリスクマネジメントの現状とリスクマネジメントの目指す方向性について記述する．
5.5 節から 5.8 節には，バイオメトリクスの基本構造を理解するための技術論と構築モデル，シス
テムの性能評価法について記述する．また，撮影業務へのバイオメトリクスシステムの導入を想定
した場合の適合性について，いくつかのケーススタディごとに考察する．5.9 節から 5.13 節には，
本研究にて開発したバイオメトリクスアルゴリズムの詳細とその性能評価の結果を示し，併せて判
別に使用した特徴量のうちの三つの特徴量の使用法と性質について解説する．また，本研究の結果
を踏まえた放射線撮影業務への適合性について検証し，
システムの問題点とそれらに対する解決法，
将来の拡張の可能性について検討する．

5.1節
5.1節 本研究の目的と概要
胸部単純 X 線撮影は，簡便かつ診断領域が広くコストパフォーマンスとスループットの点で他の
検査法よりも優れているため，健康診断やスクリーニング検査法として第一選択される検査法であ
る．近年，大口径視野を有するフラットパネルディテクタ（FPD）が開発され，2003 年には金沢
大学田中らによって動画対応の FPD システムを用いたスクリーニング検査のための新しい呼吸性
動態撮影法と呼吸性動態を定量評価するコンピュータ解析システムが開発された（2～4）
．これら
のシステムは，一度の検査で呼吸性の動態情報や横隔膜の連続的形態変化，また通常の胸部単純 X
線画像を静止画像として容易かつ低コストで得られる点が評価され，その有用性が期待されている
（5～17）
．このことについては既に第 2 章で述べている．
一方，PACS 環境下における画像のデータ管理は，それぞれの患者のディレクトリに画像データ
を格納することによって行われている．PACS の信頼性維持のためには，患者の画像データは間違
ったディレクトリに格納されてはならない．すべての画像データが正しいディレクトリに格納され
ることが，PACS 環境下における信頼性確保のための必要条件である．しかし，オペレータによっ
て間違った名前や識別番号が正しいデータとして入力された場合，その入力の誤りをコンピュータ
自身で検知することは困難であり，その場合，画像データは異なった患者のディレクトリに格納さ
れてしまう．万が一，読影医が誤った画像データを読影した場合，それは深刻な医療事故に発展す
る可能性がある．したがって，PACS サーバの信頼性を保持した運用のためには，画像が取得され
た直後などサーバに転送される以前に，その誤りを検知することが誤登録の防止に効果的である．
これまで高度なセキュリティを必要とする情報管理機関では，
“なりすまし”を防ぐための本人認
証が一般的に行われてきた．この認証技術はバイオメトリクス biometrics（生体認証）と一般的に
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呼ばれており「行動的あるいは身体的な特徴を用い個人を自動的に同定する技術」として定義され
ている（75）
．認証に利用されるバイオメトリクスには身体的な特徴を用いた指紋・掌形・虹彩認
証と行動的な特徴を利用した署名・声紋認証などがあり，これらの認証システムは個人を同定する
究極の方法として注目を集めており，今では情報管理システムの堅牢性の確保に必要不可欠な技術
となっている．医用画像分野では，胸部単純 X 線画像を対象とした自動照合アルゴリズムが開発さ
れ（19～21）
，PACS 環境下において十分な照合精度を有していることが報告された（76）
．しかし，
これらの照合アルゴリズムは静止画像を対象としているため，呼吸性動態を撮影した呼吸性胸部 X
線画像は適応の範囲外になる．
本研究では，PACS の信頼性確保と医療事故の予防を目的として，呼吸性胸部Ｘ線画像を対象と
した生体認証に基づく自動認証アルゴリズムを開発すること，ならびに，そのシステムの認証性能
を健常ボランティアの呼吸性胸部Ｘ線画像を用いて評価する事を目的とする．

5.2節
5.2節 病院情報システムの基礎
病院情報システムの基礎

本節では，病院の情報システムの概要とそれらを構成する部門システムの成り立ちと働きについ
て解説している．それぞれの部門システムの役割と位置づけを理解することによって，本章の研究
が反映される対象となる医用画像保存管理システムが病院情報システムのなかでどのような位置づ
けにあるかを明確にする．

5.2.1. 病院情報システム
病院の情報システムは，病院情報システム（HIS：hospital information system）
，放射線情報シ
ステム（RIS：radiology information system），医用画像保存管理システム（PACS： picture
archiving and communication system）など幾つかのサブシステムの集合体として表現される（図
5+1）
．これらのシステムは，患者情報の一元管理や診療業務の高効率化を目指したものであり，1999
年における厚生労働省の「診療記録の電子媒体による保存について」の通知以来，全国規模でその
導入が進んでいる．
HIS は，病院における患者の診療業務に関連した情報を効率よく扱うことで，診療業務の効率化
と向上を目指す．医事会計，オーダエントリシステム，各部門システム，PACS ならびに電子カル
テなど様々なサブシステムとそれらシステムとの強固なリンクにより成り立っている（図 5+2）
．ま
た，医学的知識をデータベース化することで，診断・治療を評価し，EBM：evidence based medicine
（科学的根拠に基づく医療）の実践が可能になる機能を有している．
これらのシステムは，特に近年の医療が，医師の指示を基に多くの職種（部門）が専門性の高い
業務を遂行する「チーム医療」形式の分業制で成り立っていることから，機能的には大きく二つに
分類される．
一つは，患者固有の情報を部門横断的に取りまとめる目的のシステムで，オーダリングシステム
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や電子カルテシステムがそれにあたる．このシステムでは，患者単位で情報を記録．閲覧し共有す
ることに主眼がおかれている．
もう一つは，自部門に必要な情報のみを検査・処方等の指示単位で受け止めるシステムで各領域
の部門システムなどがそれにあたる．自部門に関係する医師の指示のみを，正確かつ迅速に処理し
部門内で共有すると同時に，上位システムに実施情報を返信するための仕組みが求められている．

病院情報システム

薬剤情報
栄養管理
診療録管理
透析診療支援

オーダリング
システム

画像情報管理
システム

放射線部門システム

薬剤情報
栄養管理
診療録管理
透析診療支援

電子カルテ

PC
FAX
電話
データプロジェクタ

財務会計
給与・人事

医事会計
レセプト
診療データベース

図 5+1 一般的な病院情報システムの構成：病院情報システムはいくつかの部門
の独立したシステムの集合体として機能している．
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医事システム

電子カルテ

看護支援システム

地域連携
システム

画像管理システム
HIS
放射線情報
システム

給食・給食システム

オーダリング
システム

生理検査システム

薬剤システム

図 5+2 一般的な病院情報システムの概略図

5.2.2. 放射線情報システム

放射線情報システム（RIS）は，放射線領域における業務支援・情報連携を目的に導入される病
院情報システムの一部（部門システム）である．広義の「放射線情報システム」は，放射線領域に
おけるすべての業務を対象とし，撮影・検査業務支援システムを指すことが多い．また，モダリテ
ィ同士の連携に必要な（MWM: Modality Worklist Management）システムは，PACS ではなく
RIS として扱われる．
放射線情報システムは，上位システムから電子的に入力または伝達された撮影・検査指示情報を
処理して，実施情報を上位システムに返信することが主な役割であり，依頼された検査情報を放射
線部門内で順番に表示するだけのシステムではない．医師と診療放射線技師という異なる業種間に
おいては，情報の概念が異なるため，上位システムとの情報連携を図る役割に加え，オーダリング
システムとモダリティにおいて，ソフトウェア上の技術的な規格の相違を仲介するインターフェイ
スの役割を果たす．
（図 5+3）
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←オーダ情報・患者情報
情報系
検査実績→
画像系

電子カルテ
放射線情報システム
HIS
インターフェース
サーバ
RIS
サーバ

レポート参照↑

レポート
サーバ

ワークリスト
サーバ

未読影レポー
ト作成→

過去画像
プリフェッ
チ命令↓
検査実績↑

↓患者情報・検査情報

←画像送信

モダリティ

RIS端末

レポート作成↑

画像サーバ
画像配信→

レポート
読影端末

図 5+3 放射線情報システムの一般的なワークフロー：HIS を上位システムとし
て部門システムの実績情報や検査情報を相互伝達する機能と他のサブ
システムへの情報送信機能を備える機構から成り立っている．

放射線情報システムの機能を列記する
(ア) 撮影・検査情報の指示を適切に処理・表示し業務の効率化を支援する．
(イ) 医師の指示を撮影．検査を分類・変換し放射線業務に適合させるとともに，実施された撮
影．検査の情報を実績として上位システムに返す．
(ウ) 課金情報を付加し，実績情報として上位システムに返信する．
(エ) 医療情報系の規格（HL7）と画像情報系の規格（DICOM）を変換し連携する．
(オ) 部門内にて発生する情報の処理および保管と統計処理ならびに照射録の出力など，経営
的・法的事務処理を行う．

5.2.3. PACS とその役割
PACS（医用画像保存管理システム）とは，Picture Archiving and Communication System の略
語で，各種画像装置から得た画像を DICOM の規定によりディジタル化し，その後ネットワークを
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介して，リアルタイムで検査画像を参照・閲覧するシステムをいう（図 5+4）
．
放射線科医は，撮影された１枚または複数枚の画像を読影し，診断レポートを作成する．このと
き，過去に検査歴があれば，過去に撮影された画像と，その時のレポートを参照してレポートを作
成する．主治医はこれらの一連のレポートと画像を受け取り，総合的に治療方針を決定し治療を行
う．フィルム使用による読影とレポート作成の運用を行っていたかつての放射線部門におけるワー
クフローの中では，次に挙げる点について改良が求められていた．
1） 過去の画像や異なるモダリティの画像を簡単に参照できない．過去画像と比較読影した結果
や総合的な診断レポートの作成が困難．
2） 十分な検査結果が主治医に返るまでに長時間を要する．撮影の失敗やフィルム損失による再
撮影，あるいは診断レポートの作成に時間がかかりすぎていることが原因となっている．ま
た，主治医と検査者のコミュニケーション不足により，目的に合わない質の画像検査が行わ
れてしまう．
3） 過去のフィルムを探したり，フィルムを管理したりするのに多大な人件費と時間，および場
所が必要になる．
4） 検査機器やフィルム自動現像機を最良の状態に保つために高額な費用がかかる．
5） フィルムや現像液等の画像記録に高額な費用を要する．
6） フィルムを同時に一カ所でしか観察することができない．
7） 動的に再生して読影することができない．
8） CT，MRI など新しい診断装置は大量の画像を生成するようになり，フィルムを使用した読
影方法では診断に支障が出てきた．
以上のような問題を解決する手段として電子的に画像を管理・提供する方法が考案され，現在では
ハード面，ソフト面ともに十分な環境が整い広く普及している．
一方，Ｘ線フィルムなどの診療記録は，医師法第 24 条で「診療録に関する事項を診療録に記載
しなければならない」と定め，その保存義務期間を 5 年としている．また，保存義務が生じている
診療記録は，あくまでもＸ線フィルムなどの現物保存が原則であり，原本が保証されない光ディス
クやマイクロフィルムは対象外とされていた．しかし，CT や MRI といったディジタル画像機器の
急速な普及に伴い，ディジタル保存に関する要求が高まった 1999 年 4 月，厚生労働省は「診療録
等の電子媒体による保存について」を定め，各医療機関の責任の基に電子保存を許可した．
この電子媒体による保存については，その基準として三つの条件を求められている．一つは，情
報の「真正性」を確保すること．一つは，「見読性」が確保されていること．最後は，「保存性」
が確保されていることである．すなわち，保存対象となる情報を正確に保管することの重要性がこ
の関連法令によって定められている．
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一般撮影装置
CR/FPD

CT

MRI

PACS
Webサーバ

RI

その他の
モダリティ

RIS
DICOMサーバ

Webクライアント

専用クライアント

Webクライアント

専用クライアント

Webクライアント

専用クライアント

HIS

レポート
システム

図 5+4 PACS の一般的な構成：各モダリティから発生した画像情報を一元管理
し部門システムへの画像配信を主な役割とする．

5.2.4. レポーティングシステム

レポーティングシステムの役割は，放射線科医がモダリティから発生した画像を読影し，読影所
見とともに診断を付け，主治医ならびに関係従事者のためにそのレポートを配信することである．
放射線科医はレポートの要求があった検査に対し，それに該当する画像を呼び出して診断を行う．
このとき，過去に検査歴のある患者の場合には，過去画像を PACS に要求することによって過去画
像を取得し，比較読影を行う．電子カルテなどの病院情報システムに実装される場合と放射線情報
システムなどの部門側に実装される場合がある．

5.2.5. 電子カルテシステム

これまでの病院情報システムでは，医事会計の電算化，オーダエントリシステムの導入によって
労働の省力化が十分に達成されてきた．今後の情報システム開発にあたり求められる機能は，知識
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データベースを基幹とする診療の意思決定支援と，
治療結果の評価を行う機能であるとされている．
これらの機能を備えるシステムが，電子カルテシステムである．
紙を媒体としたカルテと比較した場合，診療録の保存スペースの省力化，カルテの取り出しや運
搬のコストの削減，カルテ閲覧の迅速化など効率化を目指した多くの点でその効果が期待されてい
る．また，電子カルテでなければできない以下の点について今後の期待が寄せられている（図 5+5）
．
1）医療行為の評価や臨床研究のための蓄積されたデータの二次的利用
2）他の診療機関への診療情報の簡便な提供
3）コンピュータによる診療内容のチェックや診療支援

高次診療支援システム
オーダエントリシステムによる総合
病院情報システム

（電子カルテ，PACS，コンピュータ
支援診断）
意思決定システム
医療行為の質的向上

統合システム
情報の質的向上
意思決定の支援
医療情報の評価による医療
の最適化

情報の共有化と
規格化・標準化

患者診療情報

医学研究情報

図 5+5 電算システムから電子カルテへの進化の過程．電子化された医療情報を
どのように利用して臨床にフィードバックするのかが今後のシステム
構築の課題となる．

5.3節
5.3節 病院情報システムとリスクマネジメント
病院情報システムとリスクマネジメント
病院施設では 1990 年代後半から PACS，オーダエントリシステム，電子カルテなど情報の電子
化による情報システムの更新がかつてないスピードで行われてきている．これらのシステムは，情
報の一元化によって患者情報の効率的利用・ペーパーレスおよびフィルムレス運用，臨床的研究支
援や患者サービスの向上を図ることが目的である．複数部門にまたがる情報の共有を行うに当たっ
て重要視されることは，その情報の厳密性・信頼性・真正性を保守できるか否かにある．特に，デ
ータの入力間違いや患者の取り違いによる登録ミスは二次的な医療事故に発展する危険性が極めて
高く，登録ミスを防止する策を講ずることが病院情報システムの安定運用には必要不可欠である．
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これらの対策を講ずるための手法がリスクマネジメントである．
本節では，リスクマネジメントの起源から我が国における医療リスクマネジメントの現状につい
て解説し，国や各団体組織のリスクマネジメントへの取り組みと事故予防のための考え方について
解説する．

5.3.1.
5.3.1. リスクマネジメントとは
リスクマネジメントとは

リスクマネジメントとは，産業界で用いられた経営管理手法であり，日本語では「危険管理」ま
たは「危機管理」等と訳される．一般的には，
「事故を未然に防ぐことや，発生した事故を速やかに
処理することによって，組織の損害を最小のコストで最小限にくい止めるもの」と位置づけられて
いる（77）
．
具体的な手法は，元々アメリカ合衆国で，企業自身がその必要性を痛感して 1950 年代から開発
してきた．現在では欧米のほとんどの企業が先行き不透明な経営環境を反映して，リスクマネジメ
ントを中心にトップの指示と理解の下，真剣にリスクマネジメントの推進に取り組んでいる．
医療機関においても，1971 年代に医療過誤訴訟の増加と医師賠償責任保険の保険料急騰や引受拒
否により，混沌期が訪れた．この対応策としてリスクマネジメントの手法が導入され，現在では医
療の質の向上まで対象を広げている．

5.3.2. 我が国のリスクマネジメント

我が国においても，医療界におけるリスクマネジメント活動の必要性がうたわれており，そのと
り組みが活発化してきている．
日本医師会では「医療におけるリスクマネジメントについて（中間報告）
」
（日本医師会医療安全
対策委員会）を平成 10 年 3 月に公表し（78）
，平成 13 年度から医療安全推進者養成講座を開講し
ている．また，日本看護協会では，看護管理者向けのリスクマネジメントガイドラインとして「組
織で取り組む医療事故防止」を平成 11 年 9 月に発表している（79）
．
国立大学医学部附属病院長対策会議（医療安全管理体制問題小委員会）では，今後の医療安全対
策の目指すべき方向性と緊急に取り組むべき課題について幅広く検討を行い，
「医療安全推進総合対
策」を平成１４年４月に発表している（80）
．そして，厚生労働省は，この報告書をふまえ，医療
法施行規則の一部改正を行い，医療機関における安全確保の体制整備等を行うことを決めた．この
ような状況を背景にして，各医療機関においては，医療事故の未然防止に向けての取り組みが活発
化してきている．
また，厚生労働大臣の登録の分析機関として医療事故情報収集等事業を行い，ヒヤリ･ハット事例，
事故事例や学会などから医療安全に資する情報を収集し，総合的に分析･検討したうえで，その結果
を広く社会に提供し，医療事故の発生予防・再発防止を進めることを目的とした財団法人日本医療
機能評価機構が設立され安全対策のための情報発信を行っている（81～90）
．
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厚生労働省医政局長及び医薬食品局長が設置した医療安全対策検討会議が，平成 14 年 4 月に取
りまとめた報告書「医療安全推進総合対策」は，医療に関わるすべての関係者が医療安全を確保す
るために果たすべき責務と役割を広く社会に示している．
同報告書は，平成 13 年 10 月から既に開始されていた医療安全対策ネットワーク整備事業（ヒヤ
リ・ハット事例収集事業）について，
「事例分析的な内容については，今後より多くの施設から，よ
り的確な分析・検討結果と改善方策の分析・検討結果を収集する体制を検討する必要がある」こと
を指摘した．また同時に，医療事故事例についてもその収集可能性を指摘しながらも，法的な問題
を含めてさらに検討する必要があると結論づけた．
この報告書を受けて，国はすべての医療機関及び有床診療所に対して，
①

安全管理指針の整備

②

安全管理に関する委員会の設置

③

安全管理のための職員研修

④

事故等の院内報告制度

を義務付け，さらに特定機能病院・臨床研修病院には，
①

医療安全管理者の配置

②

医療安全管理部門の設置

③

患者の相談窓口の設置

を義務付けた．
また，法律的な側面から報告制度を検討するため，
「医療安全対策検討会議」の下に「医療に係る
事故事例情報の取り扱いに関する検討部会」を設置している．
平成 15 年 4 月 15 日に公表された同部会報告書は，医療事故事例情報を幅広く収集し，総合的に
分析・検討したうえで，その結果を事故の発生予防・再発防止に役立てるために幅広く提供する仕
組みを構築すべきであること，そのために行政及び医療事故の直接の関係者から独立し，国民や医
療関係者から信頼される中立的な第三者機関の設置が必要であることを提言した．
厚生労働省は平成 16 年 9 月 21 日付で医療法施行規則の一部を改正する省令（平成 16 年厚生労
働省令第133 号）
を公布し，
既に医療事故の分析体制が確立されている国立高度専門医療センター，
特定機能病院等に対して事故の報告を義務付けた．この省令により，我が国に医療事故に関する報
告制度が誕生した．
平成 16 年 7 月 1 日をもって，財団法人日本医療機能評価機構は，医療事故等情報収集・分析・
提供事業の円滑な運営のため，同年 10 月 1 日をもって本機構は厚生労働大臣の登録分析機関とし
て医療事故情報収集等事業を開始し，日本医療機能評価機構は，医療事故情報収集事業の報告とし
て平成 19 年 11 月までに 10 回分の分析結果を公表している．この結果のうち，放射線部門に関係
する事例についての解説を 5.4.1.節に述べる．
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5.3.3. 医療事故とヒヤリ・ハット
医療事故（Medical accident）とは，医療に関わる場所で，医療の全過程において発生するすべ
ての人身事故のことと，
「リスクマネージメントマニュアル作成指針」という厚生労働省のリスクマ
ネージメントスタンダードマニュアル作成委員会が作成したガイドラインによって定義されている
が，法律によって定義されている言葉ではない（91）
．
医療事故の中には，医療従事者にミス（過失）があるものとないものが含まれる．予測不能や回
避不可能であったことなども含まれるし，
患者だけでなく医療従事者に不利益を被った場合も含む．
医療事故のうち医療従事者側等の人的または物的なミス（過失）がある場合を「医療過誤」と呼ぶ．
すなわち，医療従事者が，医療の遂行において患者に不利益を被り被害を生じさせた状態のことを
指す（91）
．
一方，一連の医療行為の過程に過失が存在したが，事故に至らず，患者等に被害が生じなかった
ケースも考えられるが，これは「ヒヤリ・ハット（インシデント）
」と呼ばれている．
看護学では，一般的に普及した言葉であり，また，
「リスクマネージメントマニュアル作成指針」
にも定義されている．俗には，医療におけるニアミスとも呼ばれているが，このようなニアミスが
連鎖すると重大な医療事故にもつながる可能性があるため，その「ヒヤリ・ハット」の事例を記録
することにより，医療事故の防止・医療安全に役立てる動きがある．その代表的なものが，ハイン
リッヒの法則と呼ばれている（92）
．これは，重大事故の陰に約 30 倍の軽度事故と 300 倍のニアミ
スが存在するとされる経験則であり，このヒヤリ・ハット事例の収集と分析が医療事故の予防にお
いて重要であることが証明されている．

5.3.4. ハインリッヒ（
ハインリッヒ（Heinrich）
Heinrich）の法則
ハインリッヒの法則は，一つの重大事故の背後には 29 の軽微な事故があり，その背景には 300
の異常が存在するという労働災害における経験則の一つである．法則名はこの法則を導き出したハ
ーバート・ウィリアム・ハインリッヒ（1886～1962）に由来しており，1929 年発表された．
その報告では，同一人物が起こした同一種類の労働災害 5000 件余を統計学的に調べ，以下の法
則を導いた．
「災害」について導き出された発生頻度の比は「1：29：300」であり，その内訳は，
「重傷」以上の災害が 1 件あった場合，その背後には，29 件の「軽傷」を伴う災害が起こっており，
300 件の「ヒヤリ・ハット」した傷害のない災害が起きていたという法則である．更に約 75,000
例の労働災害の分析によって，多数の「不安全行動」と「不安全状態」が存在しており，そのうち
予防可能であるものは「全体の 98%を占める」こと，
「不安全行動は不安全状態の約 9 倍の頻度で
出現している」ことを明らかにしている．なお，ハインリッヒは「災害」を事故と事故を起こさせ
得る可能性のある予想外で抑制されない事象と定義している．この法則から，
「不安全行動と不安全
状態をなくせば，災害も傷害もなくせる」と結論づけている．
ハインリッヒの法則は，そもそも産業保険での事故事例の調査を基にした経験則であり，医療事
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故にこの法則があてはまるか否かは検証されていないが，多くのリスクマネジメント事例や苦情・
クレーム調査の分析に一般的に広く引用されている（図 5+6）
．

エラーの発生

Error Resistant Approach
エラーを減らす対策

Error Tolerant Approach
事故に結びつかない対策

アクシデント
重大事故

発生頻度

1

医療事故の防止

アクシデント
軽度の事故

29

：

インシデント

：

300

図 5+6 医療事故の予防のための基本的な考え方の構造とハインリッヒの法則に
従ったアクシデントとインシデントの比率．ひとつのアクシデントに対
して 300 のインシデントが発生しているという法則．

5.3.5. 医療事故の予防のための基本的な考え方
国立大学医学部附属病院院長会議常置委員会の中間報告（平成 12 年 5 月）では，病院以上に巨
大で複雑なシステムである航空輸送や原子力発電所では，事故やミスを「独立した個人」の問題と
してではなく，
「人間というシステム（ハードウェア，ソフトウェア，環境および対人関係）の相互
作用」という枠組みでとらえ，システムの中で働いている人間の特性，能力および限界（いわゆる
ヒューマンファクター）をふまえた事故防止対策をとっていると報告されている（80）
．
また，厚生労働省の医療安全対策検討会議の「医療安全推進対策」においても，
「他産業のシステ
ムは，必ずしも医療にそのまま引用できるものではないが，これまで医療の現場では希薄な概念で
あった「人は誤りを犯す」ことを前提とした組織的対策を講じているなど参考とすべき点が多くあ
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り，今後，こうした手法を可能な限り積極的に取り入れる必要がある．
」と報告されている（93）
．
つまり医療事故予防のためには，このような人間のエラーを前提とした「エラーを起こしても事
故に結びつかない対策（Error Tolerant Approach）
」を「エラーを減らす対策（Error Resistant
Approach）
」と併せて検討，実施していくことが重要となる（図 5+7）
．

医療事故予防
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

安全管理体制の整備
安全管理体制の指針作成
ヒヤリ・ハット事例分析
院内報告制度の確立
職員研修の定期実施
医療安全管理者の配置
医療安全管理部門の配置
患者からのアンケート収集
患者相談窓口の設置
病院同士の情報交換

図 5+7 医療現場における医療事故予防のための具体的な対策
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5.4節
5.4節 放射線部門とリスクマネジメント
本節では，放射線部門におけるリスクマネジメントの現状と対策について述べる．5.4.1 節では放
射線部門にて発生しているヒヤリ・ハット事例と医療事故の発生場所や事例，その背景などを詳細
に分析した日本放射線技術学会研究班のアンケート資料を示し，5.4.2 節には放射線部門にて実際に
行われているリスクマネジメントの現状を示す．5.4.3 節では私の考える放射線撮影室におけるリス
クマネジメントシステムの理想型を提案する．

5.4.1. 放射線撮影室におけるヒヤリ・ハットと医療事故

放射線部門は，多くの部門との集合から成り立っており，それらの各部門はモダリティにより分
類されている．一般的には，一般撮影，CT，MRI，放射線治療，核医学の 5 部門に分類される．
各部門ではそれぞれ施行されている検査や手技が異なるし，また，検査を行う患者の数にも大きな
差異がある．本節では，本研究が対象としている一般撮影部門におけるハットヒヤリについて考察
する．
日本放射線技術学会の研究班の一つである「放射線業務における医療事故防止に関する研究班」
による平成 13・14 年度のリスク事例の調査と分析報告によると（18）
，
「過去における医療事故例
の経験について」という設問の中の「患者を間違って撮影したことがある」という項目に対して，
「ある」との回答が 52.9％であったと報告されている（表 5+1，図 5+8）
．これは，すべての医療事
故例の過半数を占めており，他の医療事故項目と比べて圧倒的に多かった．すなわち，放射線撮影
室における医療事故の大半が患者取り違い撮影であることから，事故防止の重要テーマとして対策
をとる必要がある．

表 5+1 医療事故事例

a.
b.
c.
d.
e.
f.

患者が大型装置と接触，衝突したりして損傷を負わせること．
患者が検査台から落下して負傷すること．
透視時の圧迫などにより患者が負傷すること．
ポータブル装置と患者が接触，衝突し，損傷を負わせたこと．
装置の器具，補助具などを患者の上に落下させたこと．
妊婦に胃透視検査，注腸検査，下腹部のCT検査，下腹部
の単純撮影検査などを実施したこと．
g. ペースメーカー装着者および強磁性体の止血クリップなどを
体内に持つ患者のMR検査を実施したこと．
h. 患者を間違って撮影したこと．
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a
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f
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b
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h
53%
g
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11%

図 5+8 医療事故事例の割合：
「h－患者を間違って撮影」した頻度はすべてのア
クシデントの過半数を超える．

また，
同研究班の報告では，
リスク事例のグレード分類とモダリティ分類の報告も行われている．
グレード分類（表 5+2）では，報告されたリスク事例の患者が被った被害の重傷度別の頻度を解析
している
（図5+9）
．
最も多かったのはグレードⅡ+ａで36.1％であった．
次にグレードⅡ+ｂの20.8％，
グレードⅠ+ａの 15.7％，グレードⅠ+ｂの 13.0％，グレードⅢ+ａの 10.9％，グレードⅢ+ｂの 3.2％
であった．患者取り違い検査をこのグレード分類に当てはめた場合，患者に与える重傷度はグレー
ドⅠもしくはグレードⅡであると考えられる．また，ほとんどは医療従事者（ここでは放射線技師）
の単純な確認ミスであると思われるため関係する対象者の分類は「ａ」である．よって，患者取り
違い事例はグレードⅠ+ａとグレードⅡ+ａの合計に含まれていると考えられ，その合算頻度は約
52%となる．この報告では，放射線業務の内容を考えた場合，医療行為において医師あるいは看護
師に比べ患者との距離が遠いため，事故は起こっているが実際には重大な事故には至っていないも
のと解説している．しかし，昨今医師による医療独占が疑問視されるなか，コメディカルスタッフ
による医療界での主体性が高まるにつれ，診療放射線技師を含む医師以外の医療従事者の法的責任
が追及される事例が増加することも事実であることをよく認識する必要があると結んでいる．
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表 5+2 リスク事例のグレー分類

• Grade Ⅰ：患者に障害を及ぼすことはなかったが，日常の診察の
現場でヒヤリとしたり，ハットした経験
• Grade Ⅱ：事故があり，その処理も行われたが，患者への実害は
なかった．
• Grade Ⅲ：事故があり，このため患者に悪影響を与えたもののな
かで，患者およびその家族が納得しているか，またはまだ不明で
ある．
• Grade Ⅳ：医療事故があり，このために患者に悪影響を与え，か
つ患者および家族が重大な関心を抱いている．
a ：医療従事者の単純ミス
b ：それ以外の医療従事者の技量または不可抗力によるもの

Ⅲ-b
3%

Ⅳ-b
0%

Ⅳ-a
0%

Ⅲ-a
11%

Ⅱ-a
36%
Ⅰ-b
13%

Ⅰ-a
16%

Ⅱ-b
21%

図 5+9 グレード分類のリスク事例の割合：放射線技師による患者取り違い検査
はグレードⅠ+a グレードⅡ+a に該当し，全体の 52％の占める．
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モダリティ分類では，対象モダリティを①一般撮影 ②ポータブル ③透視造影検査 ④血管造影検
査 ⑤CT 検査 ⑥MR 検査 ⑦核医学検査 ⑧放射線治療の 8 部門に分類し，それらのリスク事例の
発生頻度を明らかにしている（図 5+10）
．一般撮影業務は，その検査の患者数が最も多いことを受
け，リスク事例も全体の 45％を占める結果となった．また，その収集事例 946 例のうち「患者取
り違い」は 25.5％を占めていたと報告している（図 5+11）
．
患者取り違い検査の各モダリティにおける割合は，ポータブル撮影にて 19.7％（図 5+12）
，透視
造営検査にて 8.1％（図 5+13）
，CT 検査にて 19.2％（図 5+14）
，MR 検査にて 6.5％（図 5+15）
，核
医学検査にて 8.9％（図 5+16）
，血管造影検査と放射線治療ではともに 0％（図 5+17，図 5+18）で
あった．患者取り違い検査は，それぞれのモダリティにおけるリスク事例（医療事故）のなかで大
半を占める事例であり，一般撮影検査部門に限らず，放射線部門として対策に力を入れていかなけ
ればならない問題である．
このことから，患者取り違い検査への対策は，医療事後を減少させる有力な方法であると考えら
れる．

血管造影検査
2.5%

環境整備（待合室
等）
0.6%

放射線治療
6.1%
核医学検査
6.9%
MR検査
7.3%

一般撮影
45.1%
透視造影検査
7.5%

ポータブル撮影
10.2%
CT検査
13.8%

図 5+10 モダリティ別のリスク事例の割合：一般撮影検査の頻度が最も高い．
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チューブ類の
妊婦への撮影
引っかけ
転落
1%
1%
3%

その他
3%

物品落下
4%
指挟み
5%
打撲
5%

操作ミス
36%

転倒
16%

患者取り違え
26%

図 5+11 一般撮影室におけるリスク事例の割合：患者取り違え検査事例は 26%
を占め，多くの技師が取り違えを経験している．

その他
8%
衝突（人）
21%

衝突（物品）
7%

物品落下
12%

患者取り違え
20%

チューブ類の
引っかけ
14%
操作ミス
18%

図 5+12 ポータブル撮影におけるリスク事例の割合．
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その他
28%

転落
30%

診断の衝突
7%
操作ミス
10%

指挟み
8%
圧迫
9%

患者取り違え
8%

図 5+13 透視造影検査におけるリスク事例の割合．

その他
18%

注入器操作ミ
ス
26%

転落
5%
チューブ類引っ
かけ
5%
寝台衝突
9%
故障
21%
I.I.衝突
16%

図 5+14 血管造影検査におけるリスク事例の割合．
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その他
11%
打撲
5%

操作ミス
28%

チューブ類引っ
かけ
5%
故障
5%
副作用
7%
患者取り違え
19%

造影剤の漏れ
7%
転倒・転落
13%

図 5+15 CT 検査におけるリスク事例の割合．

その他
19%

物品の飛来
26%

チューブ類引っ
かけ
2%
閉所恐怖症
2%
患者取り違え
7%

操作ミス
14%

転倒・転落
8%
体内金属
9%

ペースメーカー
13%

図 5+16 MR 検査におけるリスク事例の割合．
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その他
13%

転倒・転落
22%

故障
5%
患者様態の変
化
6%
打撲
8%

注射間違い
15%

注射器取り扱
いミス
9%
操作ミス
13%

患者取り違え
9%

図 5+17 核医学検査におけるリスク事例の割合．

その他
12%
故障
8%
操作ミス
44%

ガントリとの衝
突
10%

転倒・転落
12%
物品落下
14%

図 5+18 放射線治療におけるリスク事例の割合．
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また，日本医療機能評価機構の医療事故情報収集事業による報告書（81～90）では，放射線撮影
室で発生した医療事故の発生数を公開している．この発生数には患者取り違い検査が含まれている
が，機械の接触など他の事故の発生数と区別することができないため，放射線撮影室で発生した患
者取り違い検査の数ではない．しかし，前述の「放射線業務における医療事故防止に関する学術調
査―リスク事例の調査と分析―」による撮影室における発生頻度の割合を考慮すれば，撮影室で発
生した事故の約 25％が「患者取り違い」であると報告されているため（18）
，その数を推定するこ
とができる．同様に，放射線治療室や血管造影検査室ならびに核医学検査室においても，それぞれ
の「リスク事例分析による患者取り違い頻度」と病院評価機構の報告にある「事故発生数」を乗ず
ることによって各検査室での患者取り違い事例の推移を観察することができる．
この推定された患者取り違い事例数の結果（表 5+3）と医療事故情報収集事業の報告書の内容を
見ても，放射線撮影室における「患者取り違い事故」は，放射線治療や核医学検査と比べて多いこ
とがわかる．
このことからも，一般撮影室における患者取り違い検査への対策は重要課題であると言える．

表 5+3 発生場所別の患者取り違いリスクの推定

日本医療機能評価機能の医療事故情報収集事業による報告書
発生場所

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

放射線撮影室

12

3

4

7

8

7

12

3

2

3

放射線治療室

4

0

1

2

2

2

2

3

2

5

核医学検査室

-

1

0

2

0

0

1

0

0

1

血管造影検査室

25

12

23

10

9

14

12

9

4

9

3.06

0.765

1.02

1.785

2.04

1.785

3.06

0.765

0.51

0.765

患者取り違いの
割合（％） リスク
事例の調査と分
析調査から引用

放射線撮影室

25.5

放射線治療室

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

核医学検査室

9

-

0.09

0

0.18

0

0

0.09

0

0

0.09

血管造影検査室

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5.4.2. 放射線撮影室におけるリスクマネジメントの現状

日本放射線技術学会の研究班の一つである「放射線業務における医療事故防止に関する研究班」
による平成 13・14 年度のリスク事例の調査と分析報告は（18）
，安全管理体制に関するアンケート
のなかで，胸部一般Ｘ線撮影時の患者確認の基本ルールについて調査している．設問は「患者本人
の確認をどのように行っていますか」である．有効回答数は 313（複数選択可）であった．その確
認方法を回答数の多かったものから列記すると，
1） 技師が口頭で患者氏名を確認する 84％
2） 本人が持参した受付ラベルや検査依頼票などの氏名を確認する 52％
3） 本人に氏名を名乗ってもらう 51％
4） 本人が持参した診療券の氏名を確認する 38％
5） 入院患者はリストバンドで氏名を確認する 27％
6） その他 5％
この結果から，二重三重の患者確認をルール化している施設がある一方で口頭確認のみの施設も
存在しており，確実な確認行動として定着されていない現状が明らかとなった．

5.4.3. 放射線撮影室におけるリスクマネジメントの理想型

放射線撮影室におけるリスクマネジメントの現状や撮影機械と周辺機材を含めた機器構成，医療
事故の発生機構を考慮して，放射線撮影室における事故対策に対する戦略を考えると，その方向性
が明らかになる．
はじめに，
「人間は誤りを犯す」という前提に立てば，人間による確認作業の介入する事故防止対
策は事故根絶の根本的な解決法にはならないと考えられる．一定の効果は見込まれるものの，様々
な周辺環境の状況によりチェックをすり抜ける事例が発生する．現状において実施されている患者
確認手法は，実効性と効果の両面から見ても効果的であると考えられ，多くの施設にて導入されて
いる事実からも，実用性の高いリスクマネジメントであると言える．しかし，これら以上の人間が
介入する対策は，実施者と患者の負担を増加させたり，運用上のスループットを悪化させたりする
可能性があるため実用的ではない．よって，
「エラーを起こしても事故に結びつかない対策（Error
Tolerant Approach）
」に重点を置いて対策を講ずることが重要であると考える．
つぎに，このエラーを起こしても事故に結びつかない対策を現在の一般撮影スキームの中の範疇
で実現することが重要であると考える．つまり，一般撮影室の装備と撮影ワークフローから大幅に
逸脱した手法によって患者の確認作業を行うことは，検査を行うという診療業務の本質から外れた
「本人確認」という過程を新しく追加することであり，この過程によって大幅なスループットの低
下や患者負担の増加があっては本末転倒である．ディジタル撮影機器，放射線部門システム，PACS
などの既存設備と既存ワークフローといった既存システムの中で，必要とするリスクマネジメント
対策を講ずることが大切であると考える．
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また，アンケート結果によると，実施されている本人確認の方法の中に「生体認証」は含まれて
いない．5.5～5.6 節にて詳細を述べるが，
「生体認証」は本人確認の手法の究極的な手法であり多
くの実績がある．またこの認証方法はコンピュータによる自動解析・自動認証が行えるため，人的
な不安要素が介入しない．よって，生体認証技術を撮影時の本人確認方法として採用することによ
って，効果的なリスクマネジメント対策が講じられることを想像するのは容易である．
私が考える放射線撮影室におけるリスクマネジメントの理想型は，
「生体認証技術を用いた本人確
認方法を既存の医療情報システムに組み込み，かつ本人確認を自動的にバックグラウンドで行い，
エラーの発生時には，警告を発しオペレータに注意を促すことによって事故の連鎖を防止する」機
構を備えるシステムであると考える（図 5+19）
．

放射線撮影室におけるリスクマネジメ
ント(患者取り違い)の理想型
• 人的要因が介入しない自動化されたチェック
機構であること．
• 現状の医療情報システム機構の範疇で実現
できること．
• 生体認証技術を用いること．
• 事故の連鎖を防ぐ構造を有すること．
図 5+19 筆者の考える X 線撮影室における患者取り違いに対するリスクマネジ
メントの理想型
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5.5節
5.5節

生体認証とは

本節では，開発目的とした生体認証システムの基本原理の理解と意義を明確にするために，本人
認証の定義と基本原理ならびに本人認証手段のひとつである生体認証の定義について解説する．

5.5.1. 本人認証とは

社会生活はいろいろなサービスから成り立っているが，ほとんどの場合，これらのサービスを享
受できる人は事前に登録や届出をすることが前提となっている．サービスの提供者はその提供に先
立って，相手が登録または届出をした本人であることを確認するのが常である．この本人であるこ
とを確認する過程そのものを本人認証という（75）
．つまり，本人認証とは，本人であることを認
証する必要のある個人について，事前に登録されている本人に関する情報を用いて本人であること
を確認する行為でありそのための技術を本人認証技術と呼ぶ．この技術は，現代のディジタル社会
の様々な分野において，セキュリティを実現するための必要不可欠な技術である．
「本人認証」という場合の「本人」には，単なる「人」ではなく「○○をした人」というニュア
ンスが含まれる．本人認証とはやみくもに人を確認するのではなく，相手が過去に「○○したその
人（または現在もその状況が継続されている人）
」であることを確認する行為である．したがって，
正確には，
「○○についての本人認証」
「○○のための本人認証」などのように必ず目的となる修飾
が付く．本人認証は，何らかの目的があり，その目的を達成するために行われるものであり，汎用
の本人認証はあり得ない．また，本人認証の方法には，個人の持ち物，個人の記憶，個人の生体情
報などによるものがあるが，これらの方法には長所と短所があり，どの認証方法が優れているとは
一概には言い切れない．

5.5.2. 本人認証の基本原理

本人認証を行うためには，登録本人であることを証明するプロセスが必要である．この証明には
いくつかの方法があるが，基本的には本人だけが知り得る情報または物を提示させることによる．
この本人であることを証明するために用いられる情報を本人情報と呼ぶ．つまり，登録の一環とし
て，本人情報も同時に登録しておき，それと本人認証時に提示された情報との照合によって確認す
るのが一般的な原理となる（75,94）
．

5.5.3. バイオメトリクス（
バイオメトリクス（生体認証）
生体認証）とは
本人認証を達成する方法の中で，最も新しい方法が Biometrics（バイオメトリクス，生体認証）
である．Biometrics とは「行動的あるいは身体的な特徴を用いて個人を自動的に同定する技術
（Biometrics deals with identification of individuals based on their biological and/ or behavioral
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characteristics）
」と定義される（75）
．これらの技術は，画像処理技術，信号処理技術，センサ技
術，コンピュータ技術の性能向上や価格低下などを背景にして，組織単位から個人単位での利用が
可能になり，ディジタル情報化社会の脆弱性とセキュリティ確保の点から，その市場は拡大し急速
な広がりと普及を見せている．
本人情報として生態情報を使用する場合には，次節でも詳細を説明するが，その情報が不同かつ
終生不変であることが要求される．また，登録や提示がしやすいものであって，かつその際に痛み，
恐怖感，羞恥などを伴わないものであることが必要となる．

5.6節
5.6節 生体認証技術の一般論

本節では，生体認証を実現するために必要な生態情報の性質とそれらを体現する一般的なシステ
ム構成とシステムモデルの特徴について解説する．

5.6.1.
5.6.1. 基本的な性質
A.Jain らによれば生態情報の基本的な性質として以下の条件を有していることが望ましいとされ
ている（75,94）
．
1）普遍性（universality）
：誰もが持っている特徴であること
2）唯一正（uniqueness）
：万人不同．本人以外は同じ特徴をもたないこと．
3）永続性（permanence）
：終生不変．時間の経過と共に変化しないこと．
バイオメトリクスを行う場合には，唯一性と永続性が必要になる．普遍性については，個人の識
別に利用されるのであるから，当然の必要条項と理解することができる．しかし，永続性について
は補足が必要である．生体は日々刻々と変化をするものである．したがって，永続性とは全く変化
しないと言う意味を表すのではなく，唯一性を示す特徴の面で変化がないという意味を表す．

5.6.2. 本人情報の分類と生体認証の種類
本人情報の分類と生体認証の種類
バイオメトリクスには身体的な特徴情報と行動的な特徴情報を利用した 2 種類がある．
a. 身体的特徴に基づく生体認証技術
身体的特徴に基づく生体認証技術
身体的特徴を利用した代表的な生体認証システムおよび技術には，指紋認証，顔認証，虹
彩認証，ＤＮＡパターン認証，掌形パターン認証，網膜血管パターン認証，耳介パターン認
証，掌静脈パターン認証，汗腺パターン認証，匂いによる認証などがある．
b. 行動的特徴に基づく生体認証技術
行動的特徴を利用した生体認証システムおよび技術には，声紋認証，署名認証，キースト
ローク認証，手指動作認証などがある．
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5.6.3.

基本的な生体認証の処理構成

生体認証技術の基本的な構成は図 5+20 のようになる．

④
登録データ保管

生体

①

②

③

データ入力

特徴抽出

判定

認証結果

図 5+20 生体認証の基本構造：生体から抽出したデータを分析し特徴量を求め，
その特徴量を予め登録しておいた情報と照合して本認証を行う．

①データ入力機能：生態情報をシステムに取り込む入力センサ機能．スキャナ機能．
②特徴抽出機能：特徴抽出機能は，前処理機能と特徴量抽出機能に分けられる．
1） 前処理
システムに取り込んだ生体データから，判定処理に不要な環境要因の除去処理機能や保
管した生体データ（テンプレート）との比較判定を効率よくおこなうために，空間的位
置や大きさ，時間変化などを正規化する．
2） 特徴抽出
前処理により，環境要因の除去，正規化を行ったデータより，判定処理に必要な個人の
データを抽出する．
③判定機能：登録テンプレートと入力データの特徴量の類似性を照合比較し，所定の判定水準
を超えたか否かで本人であるか他人と見なすか同定を行う．
④登録データ保管機能：本人認証を行う者の生体データを特徴量の形で事前に特徴抽出処理し，
システムに保管しておく．ここで，事前保管する生体データを特にテンプレートと呼ぶ．
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5.6.4. 生体認証モデル

生体情報の保管および照合処理の場所によって幾つかのシステムモデルが考えられる．
1） サーバ認証モデル 1
データの取得は利用者（クライアント）により行われる．一方，データの保管および
照合処理はサーバなどにより集中管理される．ネットワークの転送負荷とサーバの処
理負担が大きくなるが，クライアントの処理負荷が小さく低コストである．
2） サーバ認証モデル 2
データ取得とデータ保管をクライアント側で行い，照合処理をサーバで行う．ネット
ワーク負担は大きくなる．クライアント端末は，耐タンパ性（tamper resistant：非
正規な手段によるアクセスや非常時において，機密データの読み取りを防ぐ能力のこ
と）を持った構造にする必要がある．たとえば，クライアント側は IC カードなどを
用いた場合に考えられるモデルである．
3） クライアント認証モデル 1
データ取得と照合処理はクライアント側で行い，データ管理のみをサーバで行うモデ
ルである．このとき，クライアント側の処理負担が増えるが，ネットワーク転送負荷
とサーバ処理負荷を小さくできる．
4） クライアント認証モデル 2
クライアント側でデータ保管および照合処理を行うモデルである．ネットワークは認
証結果をアプリケーションに転送する場合のみ利用するために転送負荷は小さくな
る．クライアントに IC カードなどを用いた場合に有効なモデルである．

5.6.5. サーバ認証モデルのメリットとデメリット

サーバ認証モデルのメリットは，クライアント端末の処理負担の軽減およびコスト削減にある．
一方，デメリットは，利用者が多くなった場合，ネットワーク負担およびサーバ負担が大きくなる
ことである．また，個人情報の一括管理を行うため，その管理体制が重要になる．

5.6.6. クライアント認証モデルのメリットとデメリット

クライアント認証モデルのメリットは，認証サーバを設ける必要がなくコストの低減と，個人情
報は個人で管理するという利用者の受容性が高い点にある．また，個人情報の管理がサーバ認証モ
デルに比較して容易な点である．一方，デメリットはクライアント端末の処理負荷が高く，端末コ
ストが高くなる点である．
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5.7節
5.7節 医療現場における生体認証の位置づけ
医療現場における生体認証の位置づけ

本節では，我が国におけるバイオメトリクスコンソシアームの医療への導入の考え方と活動内容
を提示するとともに，生体認証を医療現場に導入するにあたり直面する課題とそれらに対する解決
策をケーススタディごとに考察する．

5.7.1. 医療現場における生体認証の将来性と課題

情報先進国のアメリカでは，医療情報の携帯性と責任に関する法律（HIPAA）に基づく厳格なデ
ータへのアクセス管理にバイオメトリクス認証の応用が広く検討されている．日本のバイオメトリ
クスコンソシアームでは，2004 年に医療タスクフォースを設け，医療分野へバイオメトリクス技術
普及への問題点や解決策を探ってきた．
しかし，バイオメトリクスに関して確実にニーズが存在するものの，どういう形でどういうソリュ
ーションを提供できるのかは検討課題となっている．
2004 年の活動におけるその具体的な内容は，
1） 医療過誤の防止：正確な患者識別による取り違い防止．
2） 医療従事者による正確な情報管理：電子カルテ普及による個人情報の保護・適切な取り扱い
の重要性．
3） 複数医療機関をまたがる個人情報管理（医療情報ネットワーク化）
：1 生涯 1 患者 1 電子カ
ルテ，電子健康手帳．
であった．
また，その利用シーンの分類（表 5+4）と必要機能（表 5+5）では，
1） 利用者：医療従事者（職員）なのか患者なのか．
2） 利用場所：院内なのか院外（他医療機関，調剤薬局，自宅など）なのか．
の観点から，
「患者」に対しての「院内」におけるバイオメトリクスの活用について積極的な検討
をするべきであると議論されている．
また，医療現場における生体認証の利用ケースが抱える課題に対する解決策を下記に挙げると，
a. 身体欠損患者の認証
交通事故や災害などによって負傷した場合，身体の一部または全部が欠損していることが
考えられる．指紋認証を例にあげれば，指の切断などによって認証に必要な指枝の欠損によ
り認証が不可能になる．多くの場合，何本かの指と左右の指を複数登録しておくことでその
リスクを軽減することができる．しかし，上腕から前腕まですべての上肢が欠損している場
合にはこの範疇ではない．よって本人情報として登録する情報は，四肢などの欠損リスクの
高い情報を採用するべきではないと考える．また，意識の無い患者を認証する状況も考慮し
ておかなければならない．本研究の場合は，胸部領域を対象としているため，胸部領域にお
ける欠損リスクについて考察すると，最も欠損リスクが高くなる理由として考えられことは，
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外科手術などによって，肺の全部または一部を摘出し，肺の欠損を有している患者を想定す
る必要があると考える．
b. 新生児の認証
新生児の発育速度は非常に速く，発達途上の状態であるために生体認証の原則である永
続性を維持できる確証がない．もっとも重要な問題は，その大きさであろう．人は成長によ
って体を大きくする．このとき，生体の成長に伴って本人情報のサイズ変化が起こる．これ
は，老いによる本人情報の変化の度合いに比べて大変大きいため．新生児独自の生体認証技
術の開発と実用性の検証が必要になる．本人情報の変化が大きさのみに依存するものであれ
ば，それらを補正する手法の開発によって実現されると考えられる．
c. 正確性と高速性に対する要求レベル
医療現場における間違いは生命に直結するリスクを多分に含んでいる．よって医療現場に
おける生体認証においてもっとも重要視されるべき事柄はその正確性である．しかし，その
反面，緊急性を要する場合には，何よりも迅速性が重要となる．双方の事柄もともに人命に
関わる事であるため，どちらかをおざなりにする事はできない．迅速性を保ちながら目的と
なる正確性を達成するためのシステムデザインが必要となる．
d. 衛生面への配慮
医療現場では不特定多数の人間を認証する必要があるが，これらの認証作業によって感染
が広がるリスクが考えられる，よって，これらの感染を防止するための措置および対策をと
る必要がある．多剤耐性 MRSA に代表される院内感染は通常，感染対象人物および感染物
品による接触により発生する．つまり多くの場合，その接触を避けることによって感染を予
防することが可能となる．また，一般的な検査の場合，使い捨てのカバーやシートを使用す
ることによって感染を防いでいる．すなわち，感染物との直接的な接触を極力排除する工夫
とシステムが必要であると考えられる．
e. 初期登録時の本人確認方法
生体認証を行う場合には，必ず事前に本人情報を登録しておく必要がある．この登録時に
おいて本人確認をする手段を確立する必要がある．悪意をもった登録により，保険金や共済
金などを目的とした犯罪行為を引き起こす可能性がある．保険証や運転免許証など公的証書
を参照するなど，初期登録の際の「なりすまし」を予防する必要がある．
f. コストをあまりかけられない
コストをあまりかけられない
生体認証システムを導入する場合，一般的には読み取り装置，照合装置，データ保存装置
の三つのシステムが必要になる．これらの導入には当然の事ながらコストがかかり，システ
ム規模にもよるがその金額は少なくない．これらの導入コストは導入施設である各医療機関
が負担する事になる．現在の保険点数制度による医療体系では，これらのコストを患者に負
担させることはできない．低コストなシステムの開発が望まれる．
g. 他の手段との最適な組合せ
現在製品化されている生体認証システムでは，上記の要求に合致するシステムは見あたら

109

ない．しかし，生体認証が使われる状況を細分化していくと，それぞれの状況下に最適な認
証方法があることが明確になる．現在では，ID カードやバーコードの描かれたリストバン
ドによって認証を行うシステムが実用化され効果を上げている．これらは生体認証ではない
が十分な精度を持っていることから今後もその利用機会は増加すると考えられる．つまり，
いくつかの認証システムを複合的に組み合わせることによって，大規模で包括的な認証シス
テムを構築することが今後の方向性ではないかと考える．
以上の事柄が課題とそれらに対する現在考えられる対応策であると考える．

表 5+4 医療分野におけるバイオメトリクスの利用シーンと留意点

利用シーン

ポイント

身体欠損患者の認証

病院では事故などによる身体欠損患者が珍しくない．

新生児の認証

新生児は成長速度が非常に速い．
新生児に対する各種バイオメトリクス認証の実用性の検証が必要．

正確性と高速性に対
生命に関わる行為であり，正確性と高速性が同時に必要．特に他者と間
する要求レベルが高い 違って認証することは医療事故に直結するためあってはならない．

衛生面への配慮

生体認証による院内感染の可能性防止．
非接触型が望ましい．

初期登録時の本人確
認方法

悪意の患者なりすましなど防止手段が必要．

コストをあまりかけられ
患者負担への転嫁が困難．
ない
他の手段との最適な
組合せ

バーコードなど．
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表 5+5 医療分野における想定ケースと必要機能
想定場所（想定シー

身体欠

ン）

損患者

受付

○

診察

○

新生児

正確性

高速性

衛生面

コスト

○

○

○

○

○

検査（放射線検査，
外

○

○

○

○

治療（処置，注射）

○

○

○

○

会計

○

○

○

○

薬局

○

○

○

○

入院登録

○

○

○

診察

○

○

○

配膳

○

○

○

生理検査）
来

○

検査（放射線検査，
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

手術

○

○

○

○

○

退院手続き

○

○

○

入

生理検査）

院

治療（処置，投薬，
注射，点滴，放射線
治療）

5.7.2. 生体認証と検像システム
生体認証と検像システム

検像システムとは，ディジタル化の波によって急速に進むフィルムレス化を背景にして，永久保
存用画像サーバに転送される前に，医療画像の品質保持のために撮影オーダーや画像に付帯する患
者情報などの整合性をチェックするシステムである（図 5+21）
．チェック項目は様々であるが，画
像の階調性やコントラストなど画質に関係する品質チェックやポジショニングや対象範囲または撮
影手法など撮影時の背景に関係する品質チェックなどが主である．これらの検像を行う過程で，検
査の整合性を確認する患者照合を行うことは，画質や画像の品質管理よりも重要であると考える．
なぜなら，患者間違いに起因する画像の誤登録は，以後の診察に大きな影響を与え，患者の生命に
関わる危険性を有しているからである．よって，検像過程において本人確認を確実に行うことが，
医療情報システムをはじめ医療体系の整合性を確保する手段の一つではないかと考える．
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X線検査

PACS

検像システム

転送

転送

単純X線写真
• 階調
CT

• コントラスト

MRI

• ポジショニング
• マーキング

RI

• オーダーとの整合性
• 検査範囲
• 本人確認

図 5+21 検像システムの構成：各モダリティから発生した画像情報は PACS に
転送される前に，放射線技師によるチェックを受ける．このタイミング
で本人認証を行うことによって PACS の真正性を担保できる．

5.8節
5.8節 生体認証システムの評価法と求められる要求精度

本節では，生体認証システムの導入前の運用用件の作成の必要性とそのレベル分類方法，ならび
にシステムの精度評価の具体的な方法について解説する．

5.8.1. セキュリティレベルと要求精度の基本

生体認証システムの導入に当たっては，どのくらいの認証精度，どのようなセキュリティモデル
が要求されるかなど基準となる要求仕様の明確化が必要であるため，情報処理振興事業会
（information+technology promotion agency：IPA）にて行われた研究成果」からまとめられたガ
イドラインにならい，システムに生体認証装置を導入する際，システムが要求するセキュリティレ
ベルと生体認証に要求される精度の関係を明確にするシステム分析の方法と，客観的な精度評価方
法の確立を図る精度評価方法を文献（75）からの引用を含めて解説する．

5.8.2. 要求精度の決定方法
生態情報を用いた本人認証技術は，パスワードなどの知識を用いた本人認証方式や，ID カードな
どの所有物を用いた本人認証方式と比較して，盗難などによる脅威に強く，かつ利便性の高い本人
認証技術として，注目されている．一方，生態情報を計測して画像処理・信号処理により，本人か
否かを判断するため，計測誤差やコンディションの相違により，本人を誤って他人と判断したり，
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他人を誤って本人と判断したりする誤差が生じる．
これらの誤差を十分認識しないまま生体認証製品を適応した場合，
システム運用において所望のセ
キュリティが確保出来ない問題，
あるいは必要以上の構築コストを負担してしまう問題が発生する．
このため，セキュリティを重視するシステムへ生体認証技術を適応する場合，リスク分析を行った
上で適正な精度およびモデルを明確にする必要がある．
生体認証技術は利用の仕方により，次の三つのモデルに分類される．
1.

アクセスコントロール：ドアの開閉管理などの物理的アクセスコントロール，デー
タベースなど情報システム管理における電子的アクセスコントロール

2.

フローコントロール：グループウェアなどにおける承認管理

3.

トラッキング（行為追跡・管理）
：端末利用などにおける利用時間の管理

従来は，精度つまり安全性への関心が強かったが，今後は，安全性に加え，使い勝手つまり利便
性が重要視される傾向にある．一般的に，トレードオフの関係ある安全性と利便性の要件を定量的
に評価するため，リスク分析の導入が必要である．
本人認証技術の認証精度には，安全性に関する他人受入率と利便性に関する本人拒否率の異なる
観点から要件を明確にする必要がある（他人受入率，本人拒否率の定義および詳細については 5.8.4
節で記述する）
．具体的には図 5+22 に示す運用用件作成フローと図 5+23 に示すセキュリティ対策
レベル分類を考慮して，導入する認証システムを構築する必要がある．
開始

アプリケーションのモデル分類

脅威抽出

機能要件抽出

本人認証における価値評価

本人認証におけるリスク分析

セキュリティ対策レベル分類

運用要件調整

終了

図 5+22 運用要件作成フロー．目的にあったバイオメトリクスシステム導入のた
め必要な機能と予想される運用体系を予めシミュレーションして運用要
件を作成する．
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安全性重視←

→利便性重視

基準

リスクが天文学的に大きい
社会的安全に寄与する

リスクが大きい
社会的信用に関わる

リスクが小さい
セキュリティ導入への要求
が高い

アプリケーション例

原子力施設への入退室
造幣局への入退室
防衛・警察施設への入退室
ＩＣカード発行施設への入退室
電子認証局の秘密鍵へのアク
セス

金庫室への入退室
電子カルテへのアクセス
ＩＣカードアクセス
デビット，クレジットカード
インターネットバンキング

パソコンへのログイン
集合住宅エントランス
空港施設
出退勤管理
利用端末管理

他人受入率

0.00006%

1.0~0.01%

1%未満

本人受入率

他人受入率とのトレードオフにより決定

機能要件により決定

図 5+23 セキュリティへ対策のレベル分類．使いやすさと認証精度のバランスを
考慮した上で必要な機能を備えたシステムの構築を行う必要がある．

5.8.3. 精度評価の方法

前節では，アプリケーションが要求するセキュリティのレベルにより生体認証の精度要件が決定
されることを述べた．本節では，生体認証精度の具体的な求め方を述べる．
生体認証モデルにおける認証は，センサからのデータ入力，特徴抽出などの前処理のあと，事前
に登録しておいた生態情報（テンプレート）との照合により類似度を算出することによって行われ
る．例えば，特徴空間での尺度である類似度が，事前に設定したしきい値以上の場合は一致と判定
し，しきい値以下の場合には不一致と判定する．しかし，生体認証による認証は，一次元あるいは
二次元データの入力データに対するパターンマッチング処理が基本であるため，これに起因する統
計的な誤差が生じる．例えば，入力装置において，入力における環境変化，特徴抽出においては，
入力データに対するアルゴリズム対応性に起因する誤差，照合判定においては，設定するしきい値
などがこれにあたる．
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5.8.4. 精度の表現方法
精度の表現方法

生体認証システムおよび装置の精度は，一般的には以下に示す有意性検定法により定義される．
図 5+24 に示す二つの分布は，それぞれ同一のデータを照合した場合と，異なるデータを照合した
場合の類似度分布を示す．類似度は右側に移行するほど大きくなることを表す．これは，比較対象
の二つの生体認証における特徴量の一致している度合いが増している事を意味する．二つの類似度
分布曲線が重ならず，しきい値を重なりのないところに設定することが出来れば，誤差は原理的に
はゼロになる．しかし，現実には重なり合うことが多いため，これらが認証誤差となる．
同一人物同士を照合した場合の類似度分布を hg，異なる人物を照合した場合の類似度分布を hi
とし，しきい値 Th による判定処理を行うと，以下に示す四つのケースが存在する．
1） hg が受け入れられる場合，その分布を hg, a とする．
2） hg が却下される場合，その分布を hg, r とする．
3） hi が却下される場合，その分布を hi, r とする．
4） hi が受け入れられる場合，その分布を hi, a とする．
同一人物同士を照合した場合の類似度分布 hg が却下される場合，つまり，分布 hg, r に相当する
値を“本人拒否率”
，異なる人物を照合した場合の類似度分布 hi が受理される場合，つまり，分布

hi, a に相当する値を“他人受入率”と呼ぶ．言い換えれば，同一人物同士のデータを誤って異なる
人物のデータであると判定する割合が“本人拒否率 FRR（false reject rate）
”であり，異なる人物
のデータを誤って同一人物のデータであると判定する割合が“他人受入率 FAR（ false acceptance
rate）
”である．
｛h｝を分布 h の頻度の積分値とすると，それぞれの誤差は次式で表される．
本人拒否率＝｛hg, r｝/（
｛hg, r｝+｛hg, a｝
）
他人受入率＝｛hi, a｝/（
｛hi, r｝+｛hi, a｝
）
本人拒否率が高いと利用者はフラストレーションを引き起こしやすく，また，他人受入率が高く
なると詐欺を引き起こしやすくなる．他人受入率は本人拒否率に比べて一桁から二桁小さく設定す
るのが一般的である．
本研究では，この二つの指標を用いて精度評価を行っている．
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頻度
他人データ間類似度

本人データ間類似度

Hg, a

Hi, r

しきい値
Th

Hg, r

Hi, a

1

0
類似度

図 5+24 類似度とその分布．類似度分布の重なりあう領域が認証誤差となるため，
しきい値の設定によって認証システムの機能は変動することが分かる．
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5.8.5. ROC カーブについて
ROC カーブ（Receiver Operating Characteristics curve）は ISO/IEC 19795 に定義される生体
認証のための精度評価方法である．通常の生体認証技術を用いた本人認証においては，事前に登録
したテンプレートと認証のために入力したデータとの類似度を算出し，その類似度があるしきい値
よりも大きければ同一人物，小さければ他人と判定する．ROC カーブは，そのしきい値をパラメ
ータとして他人受入率 FAR と本人拒否率 FRR をプロットしたグラフである（図 5+25）
．
ROC カーブは本人拒否率と他人受入率のトレードオフ関係を判りやすく示すものとして提案さ
れ，横軸に本人拒否率，縦軸に他人受入率をプロットする事によりグラフを生成するが，最新の
ISO/IEC 19795 の国際標準案では，横軸に False Positive（他人受入率 FAR と同意）
，縦軸に True
Positive（1+FNMR: False Non+Match Rate）を採用するように定義している．

True Positive Rate (%)

100

0
0

False Positive Rate (%)

100

図 5+25 ROC カーブ．横軸に False Positive（他人受入率と同意）
，縦軸に True
Positive（1+FNMR: False Non+Match Rate）を採用することで，トレー
ドオフの関係とシステム機能の比較が視覚的に理解し易くなる．
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5.9節
5.9節 認証システムの構成

本節では，本研究にて開発した呼吸性胸部Ｘ線画像のための本人認証システムのシステム構成を，
使用機器を含めた開発環境とその手順について記述する．また，本人認証を行うモジュールのうち
ニューラルネットワークモジュールの判定基準の決定方法についても述べる．

5.9.1.
5.9.1. 開発手順
a. データの取得
本研究で使用された呼吸性胸部 X 線画像は，FPD 改造機（CXDI+40G, CANON Inc., Tokyo,
Japan）によって取得した．撮影条件は 110kV, 80mA, 6.3msec, 3 frames/second であり焦点+画像
間距離は 2.0 m であった． 動態画像 1 画像分の合計フレーム枚数は 30 フレームで，解像度は 1344
×1344 ピクセル，階調は 12bit（4096 階調）であった．8 名の健常ボランティアから，2 時間程度
の隔たりを持って 2 回ずつ撮影し，合計 16 画像を取得した．
また本研究では，照合システムの判別モジュール構築用データとして左肺野に限局した呼吸性動
態画像を学習用データとして取得した．この画像データは，イメージインテンシファイア（I.I.）シ
ステムを有する心臓血管用造影装置（Integris BH500, Philips Medical Inc.）にて 5 名の健常ボラ
ンティアから 2 回ずつ 10 枚の動態画像を取得した．画像の解像度は 512 × 512 ピクセル，階調
は 8bit（256 階調）である．撮影は 15 フレーム毎秒の撮影レートで 10 秒間行った後，FPD を使
用した撮影プロトコルに準規させるため，間引き処理によって 3 フレーム毎秒の動画像に再構成を
行った．本研究に使用した画像データについては，実験を行った金沢大学倫理委員会の承認とイン
フォームド・コンセントを得ている．

b. 画像解析
コンピュータアルゴリズムの開発と画像解析は，パーソナルコンピュータ（operating system:
Windows XP professional, Microsoft Corp., Redmond, WA, USA; CPU PentiumⅣ 3.2 GHz,
Intel corp., Development environment: Visual C++, Microsoft Corp., Redmond, WA, USA）にて
行った．

5.9.2. 認証システムの概要
図 5+26 に我々の構築した自動認証システムの概要を示す．本システムは，対象となる 2 組の呼吸
性胸部 X 線画像の類似性を評価し，その組み合わせが同一人物の組み合わせか否かを判定するシス
テムである．現在画像として取得された動態画像は，動態マップ作画アルゴリズムによって動態マ
ップに変換される．その動態マップは予め過去画像として登録されている動態マップと比較され，
同一人物の組み合わせか否かの検証が行われる．
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検証の過程では，二つの画像の類似性を表す 3 種類六つの統計的特徴量を算出する．その特徴量
は，動態マップを構成する赤（Rc）
，緑（Gc）
，青（Bc）それぞれの相互相関係数とユークリッド
距離（D）
，そして二つのマハラノビス距離である．これらの特徴量の大きさとパターンを二つの判
別モジュールによって解析し，最終的な検証結果を出力する．

Current dynamic radiography

Previous dynamic radiography

Kinetic map processing
Detection of optical flows by block-matching technique

Direction classification of optical flows and coloring
Intensity-density transformation

Making of static color image

Current kinetic map

Previous kinetic map

Verification
Calculation of cross-correlation coefficient
Calculation of Euclidean distance and Mahalanobis' distance
Analysis of Mahalanobis' distance
Same person ?

No

Re-analysis by ANN

Yes
Output of result
図 5+26 自動認証システムのワークフロー．現在画像の動態マップが作成された
後，予め登録されている過去画像の動態マップとの類似性評価が行われる．
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5.9.3. 判別モジュールの構築

本システムでは，解析対象画像の組み合わせ判定に二つの判別モジュールを用いている．一つは，
人工ニューラルネットワーク（ANN）を使用したモジュール（ANN 判定モジュール）で，もう一
つは，マハラノビス距離を判定するモジュール（マハラノビス距離判定モジュール）である．
ANN 判定モジュールは 3 層構造を持つ人工ニューラルネットワークであり，それぞれ四つの入力
ユニットと中間ユニット，一つの出力ユニットによって構成されている．入力ユニットへは，3 種
類の相関値と正規化されたユークリッド距離の値が入力される．出力ユニットは，二つの画像が同
一人物の組み合わせである可能性を数値として出力する（図 5+27）
．この ANN は，I.I.システムに
よって撮影された左下肺野の局所動態画像をモデルデータとして使用し，その分析によって得られ
た特徴量を教師データとして使用し構築した．
マハラノビス距離判定モジュールは，1 群と 2 群との距離を比較するモジュールである．このモジ
ュールは，二つの距離を比較して距離が近い方の群に解析対象の画像組み合わせを分類する．この
ときの 1 群とは，
「同一人物の組み合わせ群」のことを示し，対する 2 群は「異なる人物の組み合
わせ群」を示す．
図 5+28 に当システムの検証過程のワークフローを示す．本システムは，二つのモジュールを直
列構造で設置している．最初に，マハラノビス距離判定モジュールによって 1 回目の判別が行われ
る．この判別によって，解析対象の組み合わせにおけるマハラノビス距離が 1 群よりも 2 群に近い
場合，つまり，該当画像の組み合わせが“異なる人物の組み合わせ群に近い”と判定された場合，
本モジュールは“認証失敗”と判定し，注意喚起のメッセージを表示して解析を終了する．反対に
1 群に近い場合は，続けて ANN 判定モジュールによる 2 回目の判別が行われる．
ANN 判定モジュールは 3 種類の相関値とユークリッド距離値のパターンを解析し，同一人物の
組み合わせである可能性を数値として出力する．ここで，0.9 以上の出力があった場合，システム
は該当画像の組み合わせを認証し解析を終了する．0.9 以下の出力の場合は，
“異なる人物の組み合
わせ”と判定し，“認証失敗”のメッセージを表示して解析を終了する．認証する閾値は，
ISO/IEC19795 の国際標準案に基づき Receiver Operating Characteristics Analysis （ROC 解析）
によって求めた．
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input layer

hidden layer

output layer

Rc

Gc
probability of the
same person

Bc

D
図 5+27 本人認証を行うニューラルネットワークモジュールの構成：入力層と中
間層に四つのユニット，出力層は一つのユニットを持つ階層型構造のモ
ジュールにて構成される．

Calculation
Calculation of
of feature
feature vector
vector

Analysis
Module
Ana lysis by
by Mahalanobis’
Mahalanobis’ Module

Same
Same >>Different
Different ?

No
No

Analysis
Analysis by
by ANN
ANN module

Yes
Yes
No
No

0.9 >>??
0.9
Yes
Yes

False
False

True
True

図 5+28 認証過程のワークフロー：マハラノビス距離を判定するモジュールとニ
ューラルネットワークによる判別モジュールの二つのモジュールを組
み合わせた構成となっている．
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図 5+29 に認証基準の閾値を変化させたときの ROC カーブを表記する．本研究では，偽陽性率
FPF（False Positive Fraction）がもっとも低い値を示し，かつその時の真陽性率（True Positive
Fraction）が最も高い値を示した時の判別境界 0.9 を ANN モジュールの閾値として設定した．
1

0.8

TPF

0.6

0.4

0.2

0
0

0.1

0.2
FPF

0.3

0.4

図 5+29 ニューラルネットワークモジュールの ROC 曲線．本システムでは偽陽
性率 FPF がもっとも低い値を示し，かつその時の真陽性率が最も高い値
を示した時の判別境界 0.9 を閾値として設定した．

5.10節
5.10節 判別モジュールと
判別モジュールと特徴量の基礎
特徴量の基礎

本章にて開発した本人認証システムは，呼吸性胸部Ｘ線画像から生成された動態マップ画像の類
似を評価して本人認証を行うシステムである．このとき，類似性を評価する指標として相互相関係
数，ユークリッド距離，マハラノビス距離を判別のための指標として使用している．本節では，こ
れらの指標のうちユークリッド距離とマハラノビス距離についてその性質と具体的な求め方を解説
する．また，本アルゴリズムのなかで本人認証を行うモジュールのひとつであるニューラルネット
ワークモジュールのシステム中の位置づけを理解するためにその動作原理と構成ならびに構築方法
について解説する．

5.10.1. ユークリッド距離の基礎
ユークリッド距離の基礎
ユークリッド空間（Euclidean space）は，エウクレイデス（ユークリッド）が研究したような幾
何学の場となる平面や空間であり，そのような平面や空間はそれぞれ，二次元，三次元ユークリッ
ド空間と呼ばれる．
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また，ユークリッドの意味の平面などであることを明示してユークリッド平面などともいう．
負でない整数 n について，n 個の実数の組全体の集合 Rn の二点 a = (a1, a2, ..., an)，b = (b1,
b2, ..., bn) に距離 d

d ( a, b) =

n

∑ (a
i =1

i

− bi ) 2

式（5+1）

を考えている時，Rn のことを n 次元ユークリッド空間といい，En または単に Rn と表す．ま
た，ここで定義される距離 d のことをユークリッド距離（Euclidean distance）という．
本研究では，3 種類の相互相関係数のそれぞれを一次元として扱い，三次元のユークリッド空間
を想定し，変量の示す座標から原点までの距離をユークリッド距離として取り扱った．よって，本
研究におけるユークリッド距離 D は，

D = ( Rc) 2 + (Gc) 2 + ( Bc) 2

式（5+2）

となる．このときの Rc は縦運動成分の相互相関係数，Gc は横運動成分の相互相関係数，Bc は斜
め運動成分の相互相関係数である．また，本研究における相互相関係数は，+1 から 1 の間で値を取
るようになっている．このとき，相互相関係数が 0 以下の値であった場合，言い換えると，負の相
関を認めた場合，その値を式（5+2）に当てはめると，実際には運動のマッチングが認められていな
いのに，ユークリッド距離が見かけ上大きくなる現象が起こる．動態マップは，
「指紋」と同様な特
性を持つ，類似性を表現した画像であるため，同一人物の画像評価を前提とすれば，負の相関を認
めることは考えにくく，
偶然，
運動強度が正反対の他人の画像に遭遇したと考える方が自然である．
実際，第 3 章 3.2.4.節に示す「動態マップ作画アルゴリズムの再現性の評価」においても，他人の
画像の組み合わせ 40 パタンにおける相互相関係数がマイナス値を示すことはなかった．これらの
ことを考慮して，負の相関値を示した場合は，偶然によるイレギュラー事例として取り扱うことと
し，解析プログラム上では，相互相関係数が 0 以下であった場合は，ゼロを代入するように設定し，
現実乖離するユークリッド距離の上昇が起きないようにした．

5.10.2. マハラノビス距離の基礎

マハラノビス距離は，データの広がり具合を考慮した距離尺度の事であり，一般的にはユークリ
ッド距離をその分散で標準化することで定義できる．
サンプルデータが一変量である場合について考えてみる．ここで，A 群と B 群のデータがあり，A
群のデータは分散の大きいデータ群，B 群のデータは分散の小さいデータ群とする．ある未知デー
タ Xp が与えられたとき，このデータが A 群と B 群のどちらに所属するデータであるかを判定して
みる．
1 変量を一次元のユークリッド空間と仮定して，ユークリッド距離を計算すれば， Xp からそれぞ
れの群の中心までの距離を求めればよいので，
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Xp − X A > Xp − X B

式（5+3）

となる．したがって，この未知データ Xp は B 群に属するデータであると考えられる．
しかし，A 群は分散の大きいデータ群であり，B 群は分散の小さいデータ群である．この分散を
考慮しないで，ユークリッド距離だけでどちらの群に所属するのかを判断することは出来ない．こ
の分散を考慮した距離がマハラノビスの距離である．
よって，マハラノビス距離を D2 とすると，

X −X
D = 
2
 σ
2






2

σ 2 : 分散

式（5+4）

となる．
この様に，分散を考慮すれば，分散の大きいデータほどマハラノビス距離は小さくなり，逆に分
散の小さいデータほどマハラノビス距離は大きくなる．
A 群の平均を X A ，分散をσ A ，B 群の平均を X B ，分散をσ B とし，未知データ Xp における，
2

2

それぞれの群へのマハラノビス距離を求めると，
A 群へのマハラノビス距離 DA2 は

DA

2

 Xp − X A 

= 
2

 σA


2

 Xp − X B
= 
2
 σB

2

式（5+5）

Ｂ群へのマハラノビス距離 DB2 は

DB

2






式（5+6）

となり，ここで

D A < DB
2

2

式（5+7）

であれば，未知データＸｐは A 群に所属し，

D A > DB
2

2

式（5+8）

であれば，Ｂ群に所属するデータであると判別できる．
本研究では，3 種類の相互相関係数をひとつのデータ群として使用しているため，3 変量の時のマ
ハラノビス距離を求めることに値する．本研究における解析プログラム内では，分散共分散行列の
逆行列を用いて各群の中心から未知データのマハラノビス距離を計算した．
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5.10.3. 判別モジュールと人工ニューラルネットワーク

計算によって取得した類似性を表す特徴量の値は，ある閾値以上の場合と以下の場合で判別する
ことができる．ところが，取得した特徴量が複数の場合は，そのうちの一つの特徴量の値のみをも
って判別を行うことは出来ない．このような場合は，複数の特徴量を総合的に判定し，その対象の
類似性を評価する必要がある．判定対象となる特徴量の数が少なく，それらの正確な相対関係が明
らかになる場合などは，多項式を使用することによって，正確な判別が可能になる．しかし，それ
らの特徴量の相対的な関係が明らかでない場合や特徴量の数が多い場合には，判別式を導き出すこ
とが困難となる．そこで，非線形的な判定が可能であり，またその判定を高速に行うことの出来る
情報処理システムである人工ニューラルネットワークを本研究では採用した．

5.10.4. 人工ニューラルネットワークの基礎

ニューラルネットワークとは，ニューロン同士（神経細胞）を結合させたネットワークのことで
ある．人工ニューラルネットワーク ANN（artificial neural network）とは，このニューロンの動
作の仕組みの一部を数学的にモデル化し，コンピュータ上でシミュレーションしたネットワークの
ことを指し示す（95，96）
．人工ニューラルネットワークは，個々のニューロンを「動作式」とい
う数学的にモデル化された式によって制御される．それぞれのニューロンが動作式を持っており，
その動作式によって結びつけられたニューロンは，自身の状態を考慮してその状態を変化させる．
つまり，人工ニューラルネットワークとは，
「動作式によって個々のニューロンの状態を変化させ，
自身の状態を決定していく」という一連の作業を繰り返すことによって解を導き出す構造を有した
情報処理の手法である．

a. ニューロンの構造
人間の脳は無数のニューロン（神経細胞）が結合して出来た，大規模な情報処理システムである．
このニューロンは，内臓や皮膚といった他の体の部分の細胞といくつかの点で異なっている．体の
細胞の多くは老化すると新しい細胞に置き換わっていくが，ニューロンはいったん形づけられた後
には分裂することもなければ，新たなものが生じることもなく，寿命は他の細胞と比べて遙かに長
い．また，ほとんどの細胞が卵型であるのに対して，ニューロンの多くは星型をしており，周囲に
多数の枝をのばしている（図 5+30）
．
神経細胞は，細胞体，樹状突起，軸索の三つに分けられる．細胞の中心部に当たるのが細胞体で
あり，細胞核が内部に存在する．
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樹状突起

軸索

細胞体

シナプス
図 5+30 ニューロンの構造

細胞体とは，核などが含まれている部分でニューロンの本体といえる部分である．樹状突起は，
細胞体から伸びだした多数の枝のような部分で，ニューロンの入力端子に値する．軸索とは，ニュ
ーロンの出力端子に相当し，細胞体からのび出し，一般的に伸びたり枝分かれしない．シナプスは，
他のニューロンを繋げる役割をする．樹状突起はシナプスを通じて，他のニューロンから入力信号
を受け取る．また，このシナプスの伝達効率はそれぞれ異なる．
ニューロンの回路は，電気的な信号と化学的な信号の 2 種類の信号によって伝達される．ニュー
ロンの内部を伝わるのは電気的な信号であるが，ニューロンからニューロンへと伝える場合には，
両者を繋ぐシナプスに非常にせまい空間があるため電気的な信号は使えない．そこで，ニューロン
はニューロンの末端に電気信号の刺激を受けるとシナプスの隙間に特定の化学物質を送り出し，こ
れが電気信号となる．
ニューロンはそれをとりまく細胞外液との間に膜電位と呼ばれる電位差を持っている．つまり，
ニューロンが持っている電位は，細胞外液のほうを 0V としたときのニューロンの電位ということ
になる．膜電位は通常+70mV ぐらいを保っている．他のニューロンからの入力信号が加わると電位
があがり始め，そして，ある閾値を超えるとニューロンは瞬間的に 0V を超える．このときをニュ
ーロンが発火した状態という．発火時のパルスは軸索を通じて他のニューロンに刺激を及ぼす（図
5+31）
．
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シナプスを通じて入力信号が入る

ニューロンの電位が上がる

電位がプラスになる

電位がマイナスになる

発火する

発火しない

軸索を通じて他のニューロンへ情報を伝達する

図 5+31 ニューロンの動作概要．ニューロンの動作原理は単純でスイッチの ON
か OFF により情報の伝達が行われる．
b. ニューロンの数理モデル
図 5+32 にニューロンのモデルを表記する．実際のニューロンと比較してみると，シナプスは結合
荷重に，細胞体はユニットに対応していることが解る．結合荷重は任意の実数値で，入力に重みを
かける役割をしている．これは，シナプスが異なる伝達効率を持つことを表している．ユニットは
閾値を計算するためのものであり，入力に重みをかけた総和が閾値を超えたかを判定し，超えれば
「1」
，超えなければ「0」を出力する．
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i番目の入力信号

Xi
i番目の結合荷重

Wi

ニューロンのしきい値

h

X

Σ

ニューロンの出力

…..

Wn

Xn
図 5+32 ニューロンの模式図
一つのニューロンが n 個の入力を受ける場合，このときの入力を Xi，それぞれのシナプスの結
合の強さ（重み）を Wi とすると，i 番目の入力からの影響は

XiWi

式（5+14）

で表される．
ニューロンへの入力信号は n 個の入力の総和となるため，ニューロンへの影響は，
n

∑ XiWi

式（5+15）

n =1

となる．
ニューロンは，もともとマイナスの電位θを持っているため，このときのニューロンの電位を表
す式は，
n

P = ∑ XiWi − θ

式（5+16）

n =1

となる．
また，ニューロンはこのときの電位 P が閾値θよりも大きければ発火し，小さければ発火しな
い．この関係を関数で表すと，
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1 P ≧ 0
h( P ) = 
0 P < 0

式（5+17）

であり，ニューロンの状態を X とすると発火の状態を表す式は，
n

X = h(∑ XiWi − θ )

式（5+18）

n =1

となる．この場合，入出力値の取り得る値は 2 値のみであるため図 5+33 で示されるような段階関
数となる．また，このときのモデルを「線形閾値関数モデル」と呼ぶ．

X

1

0

P

P: ニューロの電位
X: ニューロの発火状態

図 5+33 段階関数（線形閾値関数モデル）

しかし，このモデルは，ネットワークを構築する学習の段階で関数を微分出来ないことが問題に
なるために，一般的には使用されていない．そこで，図 5+34 に示すような図 5+33 のグラフを滑ら
かにつないだシグモイド関数（式 5+19）

f ( P) =

1
1 + exp(− P)

式（5+19）

を使用する．
人工ニューラルネットワークの非線形性は，このシグモイド関数によって特徴づけられる．
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X
1

0.5

0

P

P: ニューロの電位
X: ニューロの発火状態
図 5+34 シグモイド関数

c. ニューラルネットワークのモデル
人工ニューロンをいくつか結合することによってニューラルネットワークのモデルを作ることが
出来る．このとき，ニューロンの接続のしかたによってネットワークの構造と特徴が決まる．ネッ
トワークの構造には大きく 2 種類あり，階層構造型と相互結合型に分けられる（図 5+35）
．階層構
造型は，ニューロンを層状に並べ，前の層から次の層へ一方向にのみ信号が伝わる．この形式のネ
ットワークは入力層のニューロンに加えた信号（入力信号）に対して出力層のニューロンの出力（出
力信号）が一意的に定まる特性を持つ．相互結合型は信号の流れる方向は 1 方向でなく，フィード
バックを持っている．本研究では，図 5+35（a）に示す階層型構造を採用している．
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（a）階層構造型

（b）相互結合型

図 5+35 ニューラルネットワークの構造
d. 学習
システムが環境からの入力に応じて自身の構造を作り替えていく過程が「学習」である．生体の
神経系においては，神経細胞間のシナプス結合の強さを変化させることによって学習を行っている
と考えられている．この原理をニューラルネットワークのモデルに当てはめれば，それぞれのニュ
ーロン同士が結合している強さ（荷重係数）Wi を求める行為が「学習」となる．学習方式には，
教師信号あり学習と教師信号なし学習の二つの方式があり，このときの教師信号とは，入力データ
に対する理想的な出力データのことを指す．教師信号あり学習の場合，出力結果と教師信号とを比
較して，その誤差を出来る限り小さくなるようにシナプスの結合強度（荷重係数）を修正しネット
ワーク全体を構築していく．この結合強度を求める方法の一つに誤差逆伝播学習法がある．

e. 誤差逆伝播学習法（
誤差逆伝播学習法（バックプロパゲーション）
バックプロパゲーション）
この学習法は，階層構造型ニューラルネットワークのための学習法のひとつであり（97）
，出力層
に理想的な出力データを教師信号として与え，その教師信号と出力との誤差を計算して，この誤差
ができる限り小さくなるように出力層から入力層に向かってニューロン間の結合の強さ
（荷重計数）
を修正する方法である．その概要を図 5+36 に示す．
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1.入力を呈示

2.出力を計算

3.正答を呈示

重み W

0

1

1

1

1
0

正答

1

出力

入力

1

1

入力層 中間層 出力層

比較
誤差 E
5.各ニューロン間の
重みWを調整

4.誤差Eを算出

図 5+36 誤差逆伝播学習法における荷重係数修正の概要
そこでまず，誤差 E を式（5+20）と定義する．出力層の i 番目のニューロンの教師信号を ti，出
力値を oi とすると，誤差 E は，

1 n
E = ∑ (ti − oi ) 2
2 i =1

式（5+20）

となる．右辺に 1/2 を乗ずる意味は，微分したときの式を簡単にするためで，本質的な役割はない．
k

ここで，荷重計数 Wij の修正量ΔWij は最急降下法を用いることにより，

ΔWij = −ε
k

∂E
k
∂Wij

式（5+21）

と表される．このときのε は定数であり学習係数と呼ばれ，学習の効率に影響を与える重要な因
子である．
荷重係数の修正量を求める最急降下法は，誤差の勾配ベクトルを計算する方法であるため図 5+33
に示したような線形閾値関数のニューロンモデルでは使用出来ない．しかし，図 5+34 に示したシ
グモイド関数の場合は，それが連続関数であることから微分可能であるため，傾きを計算すること
が出来るようになる．
これが，
ニューロンの数理モデルにシグモイド関数が使用される理由となる．
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5.11節
5.11節 本人認証アルゴリズムの
認証アルゴリズムの評価

本節では，本システムの認証精度の評価を行っており，その際の認証に使用した資料群の詳細と
判定結果，ならびに判定モジュールの構成がシステムの機能に及ぼした影響について，いくつかの
ケーススタディをもとに考察している．また，臨床現場への導入を想定し，様々な条件下における
本アルゴリズムの適応性を検証し，システム具現化の範囲と方法について倫理的な側面も含めて考
察している．

5.11.1
5.11.1.
.1. 評価法と評価項目

バイオメトリクス認証技術における認証精度は，有意差検定法における誤差（エラー）で表され
る（98，99）
．その誤差は，タイプⅠエラーとタイプⅡエラーとに分けられ，それぞれ本人拒否率
FRR（False Reject Rate）と他人受け入れ率 FAR（False Acceptance Rate）と定義される．FRR
は同一人物同士の組み合わせを誤って他人の組み合わせと判定する割合，FAR は他人の組み合わせ
を誤って同一人物と判定する割合である．本研究におけるシステムの認識性能は，5.8.4 節でもその
詳細について解説している FRR と FAR を用いて評価した．
本研究では，8 名の健常ボランティアから合計 16 の胸部 X 線動態画像を取得している．この場
合，同一患者同士による過去画像と現在画像の組み合わせを 8 組と，時制にとらわれない過去と現
在の 112 組の異なる患者同士の組み合わせを得ることが出来る．本研究では，120 組すべての組み
合わせについて認証を試み，その認証誤差をシステム性能として評価した．
また，臨床現場への適応の可否を評価するために，判定に要する解析時間を計測した．解析時間の
測定は，時間計測プログラムをシステムに組み込むことによって行い，解析プログラムの開始から
結果の出力に至るまでの時間を計測した．本研究において計測の対象となる解析過程は，現在画像
の読み込み，現在画像の動態マップ生成，過去画像の動態マップとの比較，認証結果の出力である．
本研究では，同一人物の組み合わせ 8 組の認証例についてのみ解析時間を計測した．これは，本シ
ステムが任意の画像の組み合わせを比較して“認証”する場合，必ず二つの判別モジュールを使用
するよう設計されているためである．認証成功例の場合，システムは二つの判別モジュールにより
判定を行うため，判別モジュールを一つだけ使用する失敗例の時に比べてより多くの解析時間を必
要とする．よって，本研究では最も多く解析時間を見積もるために，同一人物の組み合わせについ
てのみ解析時間を計測した．

5.11.2. 評価結果
a.

認証精度

表5+6 に本システムの認証誤差を示す．
本研究におけるFRR とFAR はそれぞれ0%と0%であり，
解析対象となるすべての画像の組み合わせを正しく判定できた．
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表 5+6 本システムの健常ボランティア 8 名によるによる認証精度の結果．

Combination for
the same person

Combination for
the different person

b.

Total

False

8

0

Total

False

112

0

FRR (%) (false/total)

0
FAR (%) (false/total)

0

解析時間

本システムを使用した時の 8 組の認証例における解析時間の平均は 52.65±1.93 分であった．

5.11.3. 判別モジュールの構成がもたらす効果
8 名の健常ボランティアを用いた認証実験では，FRR 0%，FAR 0%であり高い認識性能を得るこ
とが出来た．
これは，
同一人物から生成される動態マップの類似性を評価する本システムの方法が，
再現性のある呼吸性動態の局所単位における動的特徴を効率的に識別出来たためと考える．
これは，
判別のために統計的指標として使用した 3 種類の特徴量と二つの判別モジュールを使用した本シス
テム構造の効果が大きいと考えられる．当システムでは類似性を示す統計的特徴量として，相互相
関係数，ユークリッド距離，マハラノビス距離を使用し，判別を行うための手段として ANN 判別
モジュールとマハラノビス距離判別モジュールを使用した．それぞれの判別モジュールを単独で使
用した時とその他の判別モジュールを単独使用した時のシステム性能を表 5+7 に示す．本研究にお
いて使用した ANN 判定モジュールとマハラノビス距離判定モジュールをそれぞれ単独で使用した
時の FRR と FAR は，ANN 判別モジュールにて 25%と 0%，マハラノビス距離判別モジュールに
て 0%と 52.7%であり，認証システムとして十分な性能を得るに至らなかった．また，その他の判
別モジュールとして採用を試みた線形判別によるモジュールを利用した場合も同様に，十分な性能
を得るには至らなかった．
このことから，本研究では本人拒否率 FRR に優れたマハラノビス距離判別モジュールと他人受
け入れ率 FAR に優れた ANN 判別モジュールの二つを採用し，システム内において最大 2 回の組
み合わせ判定を行うスキームを構築した．それぞれの組み合わせ認証に特化した二つのモジュール
を採用したことが，本システムの高い認証性能をもたらしたと考える．
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表 5+7 様々な認証モジュールを単独動作させた時の認証精度．

Method

FRR(%)

FAR(%)

25.0

0

0

52.7

12.5

17.0

ANN analysis
Mahalanobis' distance analysis
linear discriminant analysis

5.11.4.
5.11.4. 本アルゴリズムの医療現場への
本アルゴリズムの医療現場への適合性
への適合性
a.

システム構造に関する適合性（
システム構造に関する適合性（RIS・検像システム
RIS・検像システム）
・検像システム）

本研究にて開発された認証アルゴリズムは，医療現場における実用的な使用を想定している．こ
の場合，このアルゴリズムがどのようにシステム化されて医療現場に実装されるのか，その方法と
手段が問題となる．呼吸性胸部 X 線画像の認証を行うことで，PACS の整合性を保ち，結果として
医療事故を防止することが，このアルゴリズムの目的である．
一般的な X 線撮影システムにおける画像データの出力点は，
CR および FPD を搭載した各モダリ
ティであり，最終的な入力点は永久保存用の画像サーバである．呼吸性胸部 X 線画像の場合も同様
である．すなわち，この情報伝達ルートのどこかに認証プロセスを介入させる必要がある．
通常，バイオメトリクスシステムの導入を想定した場合，生体認証機能を有するシステムの導入
を意味する．このときの「システム」は，スキャナ装置とデータ保存装置ならびに判定装置という
三つのモダリティを表している．しかし，本研究が対象とする呼吸性胸部Ｘ線画像の場合には，生
態情報を取得するスキャナ装置に相当するモダリティと，データ保存装置に相当する機構が，Ｘ線
撮影機器と画像保存サーバとして，ほとんどの場合において既に装備されている．つまり，認証機
能の実現に不足している機構は，認証機能を持ったアプリケーションのみと言い換えることができ
る．よって，CR や FPD などディジタル化されたＸ線撮影システムと PACS を有している医療機
関は，比較的容易に生体認証機能を装備できる背景にあると考えられる．
筆者が考える実装の方法は二通りである．一つは，既存の RIS のバージョンアップによって RIS
に認証機能を持たせる認証機能付加型実装方式（RIS 型）であり，もう一つは，検像システムに認
証機能を付加する検像システム型実装方式（検像システム型）である．どちらの方式にも共通する
ことは，既存システムへのアプリケーションの付加またはバージョンアップによって生体認証機能
の実装を実現することである．RIS 型方式の具体的なメリットは，導入コストを低く抑えられるこ
とと，撮影ワークフローに影響を与えないことであると考える．コストについては，認証機能をも
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つアプリケーションの導入のみでよいため，ハード面の投資が低く抑えられると考える．撮影ワー
クフローについては，画像取得直後の認証作業によって検査の整合性を判定できるため，検査が終
了した後に撮影室の外で待機している患者を呼び戻して再撮影する必要が無くなるなど誤りをすぐ
に訂正でき，患者の動線と撮影者の作業効率の低下を防ぐことができる．デメリットは，認証結果
を出力するまでのレスポンスが遅く時間を要する場合に，その待ち時間が作業効率を低下させる原
因になることである．検像システム型のメリットは，認証プロセスを集中管理出来る点である．デ
メリットは間違いが発生した場合の対応が遅くなる点とハードの導入コストが発生する点である．
まとめると，RIS 型と検像システム型の実装方法は，それぞれ prospective な認証と retrospective
な認証方法と大別することができる．画像サーバの整合性確保を目標とするのであれば，どちらの
実装方法であってもその目的は十分に達成できるため，本研究において開発された認証アルゴリズ
ムは，どちらの実装方式であっても，十分な機能を果たすことができると考えられる．しかし，現
実的な運用と生体認証の目的を考慮すれば，リアルタイム性に優れた RIS 型実装方法が臨床現場に
おける理想形であると思われる．

b.

使用シーン別の適合性
5.7 節にて医療現場における生体認証の使用シーンとそのシーンごとの課題について言及した．

本節では，呼吸性胸部Ｘ線画像用の認証アルゴリズムの各利用シーンにおける適合性について考察
し，表 5+8 にその適合性の根拠を一覧にして示す．
1）身体欠損患者
身体欠損患者（
患者（肺の全部もしくは一部）
肺の全部もしくは一部）への適合性
指や腕など四肢を本人情報として取り扱う認証方法に比較すると，胸部を対象とする本アルゴリ
ズムは，身体欠損に遭遇するリスクは極めて低いと思われる．しかし，肺や縦隔を含む胸部の手術
などによって後天的に肺野内構造の変化がある場合には，その形状や動態が変化するため，正しい
認証が行えなく可能性は高い．しかし，5.12.3 節の検証の結果を考慮すれば，胸部の限られた領域
（左下肺野）のみの解析であっても認証精度を保つことができるため，身体（肺）欠損患者の場合
であっても，その適合性は高いと思われる．

2）新生児への適合性
新生児への適合性
新生児への適合性は低いと思われる．新生児を対象としたバイオメトリクスの場合，その認証精
度に影響を及ぼす事象は成長に起因する本人情報の変動である．この問題については，今後バイオ
メトリクスの実用性を検証する必要があることは 5.7.1 節にて述べたが，この課題とは別に，新生
児への適合性を低下させる大きな問題がある．それは，呼吸性胸部Ｘ線撮影を行う時の患者の協力
である．呼吸性胸部Ｘ線撮影は規格化された撮影法であり，その撮影プロトコルに従って撮影を行
う必要がある．撮影される患者は，このプロトコルを理解して規格に準じた呼吸を行う必要がある
ため，その協力が得られにくい患者を対象とした場合には検査そのものの整合性を担保できないた
め，生体認証に利用することは困難であると思われる．
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3）要求レベルへの適合性
要求レベルへの適合性
5.8.2 節より医療現場にて要される精度は，他人受入率が 0.00006％以下であることが望ましいと
される．本アルゴリズムの他人受入率は，本項の検証において 0％であり，医療現場での要求精度
を満たしていると判断できる．また，要求精度は，他人受入率と本人拒否率のトレードオフを加味
して決定されるが，本アルゴリズムは ANN による出力値の判別閾値を変動させることにより，容
易にトレードオフを変更できる特徴を有している．よって，現場から要求される精度に対し，柔軟
に対応できるポテンシャルを有している点で適合性は高いと考える．

4）衛生面での適合性
衛生面での適合性
呼吸性胸部Ｘ線撮影は胸部単純Ｘ線撮影に準じた撮影法であり，本研究にて使用した機材は市販
装置を改造したものである．よって，胸部単純Ｘ線撮影に準ずる感染対策を講じることで，対応を
図ることができると思われる．具体的には，患者の胸部や顎の接触する検出器部分を覆うような，
使い捨ての紙シールドを装備することで達成される．

5）コストへの適合性
コストへの適合性
現在の医療保険制度では，バイオメトリクス装置の導入コストを患者に負担させることはできな
い．良質な医療環境の構築にバイオメトリクスシステムが貢献できることに異論はないが，これら
の導入にかかるコストは各施設が負担しなければならない．前項では，本アルゴリズムは RIS への
搭載によってコストを抑制しつつ必要機能を取得できる可能性があることを示した．ディジタル撮
影機器と病院情報システムを備える医療施設の場合は，ハードの増資が必要ないためコストを低く
抑えられる点において適合性は高いと思われる．

表 5+8 使用シーン別の課題に対する本アルゴリズムの適合性の検証

利用シーン

適合性の根拠

身体欠損患者の認
証

胸部の限定した領域だけを解析した場合でも認証精度を担保でき
るため，欠損患者への適合性も期待できる．

新生児の認証

努力呼吸の協力が得られないため適合性は低い．

要求レベルへの適
合性

本システムの他人受け入れ率は0%であるため要求精度を十分満
たしている．また，モジュールの設定により要求精度を容易に変更
できるため適応性は高い．

衛生面への配慮

胸部単純Ｘ線撮影法に準じた対策を高じることで感染対策への対
応が可能．

コストへの適合性

ＲＩＳへの実装によって新たなデバイス導入によるコストの発生を回
避できる．

マルチモーダル

顔認証，虹彩認証，声紋認証などを検査前後に同時に行うことが
技術的に可能．
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6）マルチモーダルへの適合性
マルチモーダルへの適合性
複数の本人情報を用いて本人認証を行うことをマルチモーダルバイオメトリクス認証という．こ
の認証方法の本質は，個々のバイオメトリクスの不完全さをお互いに補完することである．呼吸性
胸部Ｘ線撮影を想定した場合，画像情報の他に例えば指紋や顔，声紋などの本人情報を利用した認
証を付加することによって，
精度の改善や処理時間の改善効果を容易に得ることができると考える．
呼吸性胸部Ｘ線撮影時に画像データ以外の本人情報を取得できるか否かを考えてみると，現在実用
化されている生体認証の本人情報取得時の条件に酷似する状況ができることに気が付く．呼吸性胸
部Ｘ線撮影法は，胸部単純Ｘ線撮影法に準じた環境下にて行われるので，撮影時の体位は立位であ
る．このとき，顔は検出器と向かい合う方向であり，撮影中の体位および顔は固定される．顔認証
や虹彩認証は，固定された顔面情報または虹彩情報をスキャナにて読み取り，その画像解析により
認証が行われる．つまり，呼吸性胸部Ｘ線画像撮影中に，顔認証または虹彩認証を同時に行うこと
が技術的に可能であると思われる．本人情報の同時取得が可能であり，患者に余計な手間と負担を
かけさせない点において呼吸性胸部Ｘ線画像に対する生体認証の適合性は高いと思われる（図
5+37）
．

○○ 太郎です．

音声マイク

顔認証

虹彩認証

顔認証カメラ

融合判定
虹彩認証カメラ

声紋認証

動態認証

図 5+37 マルチモーダルバイオメトリクスの概要と呼吸性胸部Ｘ線撮影への応
用：複数の認証方法を組み合わせることで，それぞれの認証方法の欠点
を補完し合いより精度の高い本人認証を行うことを目的とする手法を
マルチモーダルバイオメトリクスと呼び，呼吸性胸部 X 線撮影にもその
適応は可能であると考えられる．
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5.11.5. バイオメトリクス特有の倫理的な課題
我が国では 2004 年 4 月１日より個人情報保護法が施行された．本法 2 条 1 項において，個人情
報を「生存する個人に関する情報であって，該当情報に含まれる氏名，生年月日，その他の記述な
どにより特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ，それに
より特定の個人を識別することができることになるものを含む）
」と定義している．この定義によれ
ば，本研究が対象とする動態マップ画像（呼吸性胸部Ｘ線画像の動態を可視化した画像）を含めた
多くのバイオメトリクス情報は個人情報に該当すると思われる．プライバシーに対する課題につて
は，そのベネフィットとリスクを十分に理解してもらうように，説明とプロパガンダをしていかな
ければならないと考える．同様に，本研究が対象とする呼吸性胸部Ｘ線画像についても，その画像
情報の利用が診断だけでなく，
本人確認と個人識別に利用されている旨を理解して貰う必要がある．
また，画像情報の診療目的以外の情報管理のための利用について承認を得る必要性もある．

5.12節
5.12節 本アルゴリズムの問題点と改良法
本アルゴリズムの問題点と改良法

本節では，本アルゴリズムの構築の際に使用した資料データの性質と認証結果出力までに要する
解析時間の二つの問題点を注視し，それぞれの課題について Best Practice（100）と呼ばれる認証
精度を担保する方法に基づいた検証と考察を行い，また，解析時間短縮のための解決策を実験的に
実行したのち，その成果を加味した今後の改良の方向性について検討した．最後に，本アルゴリズ
ムの拡張性を検証するため，他モダリティ画像への適応と応用について理論的な考察を行った．

5.12.1. モデルデータの問題点
モデルデータの問題点
本研究における精度評価には改善すべき問題が 2 点ある．一つは，判別モジュールの構築に使用
したモデルデータ（教師データ）の問題．もう一つは，認証精度を評価するためのサンプル数とそ
のバリエーションの問題である．
本研究では判別モジュールの構築に，I.I.デバイスによって取得した左下肺野の画像データを用い
た．これは，性能評価のための FPD 画像のサンプル数を数多く取得するための措置であり，FPD
によって取得した対象数が少ないことが原因になっている．FPD 画像を教師データと実験データに
分けて使用すると，実験用サンプル数を数多く取得することが出来なくなり，システムの十分な性
能評価が行えなくなる．これを回避するために，I.I.デバイスによって取得した画像を，システム構
築のためのモデルデータとして使用した．I.I.と FPD それぞれのモダリティによって取得された画
像の性質にはいくつかの差異があり，I.I.の構造に起因する画像の幾何学的変形や撮影時の体位，そ
れに伴う横隔膜動態の変化，受光系の解像度や撮影（再構成）フレームレートなどがこれにあたる．
これらの差異は，動態マップ作画アルゴリズムにおける移動ベクトルの検出過程において，検出方
向と検出強度に影響を与えるため，I.I.と FPD によって生成される動態マップの画像パターンは，
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I.I.と FPD とで異なる．そのため，異なるモダリティから生成された動態マップの類似性を，同一
の解析条件下で評価することは出来ない．しかし，我々の認証アルゴリズムは，動態マップの再現
性の度合い，つまり運動方向ごとの類似性の相互関係を比較するシステムであり，局所動態そのも
のの対応を比較するアルゴリズムではない．仮に完全な呼吸性動態の再現があったとすれば，I.I.
もしくは FPD それぞれのモダリティによって繰り返し取得される動態画像から生成される動態マ
ップは，それぞれのモダリティにおいてすべて同一のマップ画像となる．このことは，運動方向ご
との類似度が高くなることを意味しており，このときの 2 組の画像間の類似パターンは“すべての
運動方向において高い水準で類似する”と表現される．本研究で使用した判別モジュールは，これ
らの類似パターンを学習データとして取り扱い構築している．I.I.取得された過去画像と FPD 取得
された現在画像との認証を行う場合など，異なるモダリティ間で取得された画像の認証を行うケー
スでなければ，動態マップの再現性は，呼吸性動態のみに影響されるため，呼吸性動態が一定であ
ると仮定すれば，撮影モダリティの差違が動態マップの類似パターンに与える影響は理論上無視で
きると考える．よって，本研究において I.I.画像データをモデルデータとして使用して構築したア
ルゴリズムは，FPD 画像データの照合システムとしても十分機能していると考えられる．ただし，
実際には各モダリティにおけるノイズ特性や残像特性が動態マップ作画の際のベクトル検出精度に
変化を与えていると考えられ，これにより生成される動態マップは変化し，その類似パターンを変
化させる可能性がある．
同一モダリティにおける再現性の精度と変動は明らかになっていないため，
同一モダリティから取得した画像をモデルデータとして使用することが望ましい．今後，FPD を使
用したモデルデータの取得が必要である．

5.12.2. 精度評価上の問題点
また本研究では，
8 名の正常患者から取得した 16 画像により 120 通りの画像の組み合わせを判定
し，システムの認証性能を評価した．しかし，正確なシステム性能の評価には，本研究において使
用したサンプル数は十分ではない．どれだけのテンプレートと照合用の評価サンプルがあれば，ど
の程度の精度評価が可能なのかを知ることは，重要な問題である．
“Best Practice: Best Practices in
Testing and Reporting Performance of Biometric Devices （Ver2.01, Aug. 2002）”として
Mansfield らにより提案されている方法（100）では，例えば信頼度 95％において，誤差 p の照合
アルゴリズム評価に必要な最低テンプレート数と照合用サンプルの組数（照合組数）Nmin の関係
は

N min ~ 3 /ρ

式（5+22）

で表される．
表 5+9 に，照合アルゴリズムの精度と被験者の関係を表す．この関係は“Rule of 3”
（三つのルー
ル）と呼ばれている．たとえば，独立な 300 個のサンプルによるテストでは，95%の信頼区間で誤
り率は 1%以下という意味になる．
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（5+22）式より 1%（p=0.01）の誤差を持つアルゴリズムの保証には，最低でも 300 の照合組数
が必要であることがわかる．本人拒否率を算出する場合，同一人物のテンプレートと照合用サンプ
ルを 300 組照合するので，300 組分のテンプレートと照合用サンプルが必要となる．同様に，0.01%
の誤差で本人拒否率を評価するには，3 万の照合組数から 5000 人の被験者，0.01%の誤差で他人受
入率を評価するには，246 人の被験者が必要であることになる．呼吸性胸部 X 画像は 1 被験者から
1 組しか取得出来ないため，1％の誤差を想定した場合，本人拒否率 FRR の評価には 300 名，他人
受け入れ率 FAR の評価には 25 名の被験者が必要となる．今後，照合組数を増やして十分な精度を
保証したうえで，アルゴリズムの性能を評価する必要がある．
また，本研究で使用した資料は，すべてが健常ボランティアである．健常者の呼吸性動態は，肺
疾患を罹患する被検者と比較した場合，その再現性が有意に高くなっている可能性がある．今後，
正確なシステム性能の評価のためには，呼吸性疾患を罹患する被験者を含め資料画像を収集する必
要がある．
本システムは PACS 環境下での使用を想定している．そして，画像取得直後に自動的に認証処理
を行い，認証に失敗した場合には注意を喚起するメッセージ示し，同時に警告音を鳴らすシステム
である．PACS 環境下での臨床利用を想定した場合，自動的に認証を行って結果を出力する本シス
テムの機能は，オペレータの仕事量を増加させず、ワークフローの変更も必要としないため実務上
効果的に機能すると考えられる．システムの導入効果を加味すれば，この自動化されたシステム構
造は，病院現場における一般的な業務環境に適応していると考える．

表 5+9 精度誤差とサンプル数の関係

1%

誤差

0.01%

認証精度 本人拒否 他人受入 本人拒否 他人受入

照合組数

300

300

30000

30000

被験者数

50

25

5000

246
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5.12.3. 解析時間の問題点

しかし，我々のシステムは，業務のスループットに影響を与える解析時間の問題を持っている．
当システムによる結果出力までの解析時間はおよそ 50 分であった．これは，現実的に臨床現場で
運用出来る時間単位ではなく，
実務上のスループットを著しく低下させる．
解析時間を極力短縮し，
ワークフローへの影響を最小限にとどめるシステムへ改良することが，本システムにとって最も重
要な課題である．
解析時間を短縮させる方法として第一に提案されるのは，移動ベクトルの検出領域を限局して，
作画する動態マップの解像度を下げる方法である．これは，移動ベクトルを検出する対象範囲を減
少させることによって，ベクトル検索の際の計算回数を減少させ，結果的に解析時間の短縮を図る
方法である．そこで今回は，解析時間の短縮と呼吸性胸部 X 線画像における分割されたそれぞれの
領域の再現性の理解を目的として，図 5+38 に示すように胸部領域を４分割し，それぞれの領域に
おける同一人物と異なる人物の組み合わせについて，相互相関係数値が統計的差異を認める時の有
意水準を求めた．その結果，左下肺野領域において危険率 1%，左上肺野と右下肺野にて危険率 5%
の有意水準を得た．このことは，左下肺野の解析によって生成された動態マップの類似性が，他の
領域に比べて高くなる傾向があることを示している．つまり，動態マップの類似性評価は，左下肺
野の解析によって最も効率的に行うことができると考えられる．そこで我々は，左下肺野に限局し
た範囲を解析することによって解析時間の短縮を図り，その解析時間を計測した．ただし，解析範
囲の設定は手動操作にて行った．この方法による解析時間は，8.12±0.29 分であり約 1/7 に短縮で
きた．また，このときの認識性能は，FRR と FAR ともに 0%であり，画像全体を解析する方法の
ときと同一であった．この結果は，左下肺野の限局的な解析によって認証性能の維持と解析時間の
短縮が達成されたことを意味している．ただし，臨床対応にはその短縮効果は十分ではなく，領域
の選択も自動化されていないため，今後，更なる解析時間の短縮と自動化のためのアルゴリズムの
開発が必要である．
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図 5+38 呼吸性胸部 X 線画像を四つの領域に分割したときの各領域の動態マップ
の相互相関係数が統計的差異を認める時の有意水準．左下肺野領域は他
の領域に比して有意水準が高くなった．これは他の領域よりも類似性が
高くなる傾向を示唆している．

5.13節
5.13節 認証アルゴリズムの拡張
認証アルゴリズムの拡張性
の拡張性

呼吸性胸部Ｘ線画像を対象とした生体認証アルゴリズムは，患者取り違いの検出に効果的である
ことが前節のシミュレーション実験の結果から明らかになった．このことは，病院情報システムの
安定運用に寄与し，その信頼性を向上させることによって，危機管理業務に貢献できると考えられ
た．この認証手順において重要な役割を果たしたアルゴリズムは，動態画像をカラー静止画像に変
換する動態視覚化アルゴリズムであり，この新しいアルゴリズムを呼吸性胸部Ｘ線画像に適応する
ことで具現化できた．
しかし，前節まで本研究の解析対象とした呼吸性胸部Ｘ線画像を取得するための呼吸性胸部Ｘ線
撮影法は，非常に希な撮影手法であって，一般的に普及している検査手法とは言えない．2007 年
11 月の時点において，金沢大学医学部附属病院に市販装置の改造システムとして 1 台設置されてい
るのみである．現在は，同施設において田中らによる臨床的効果の調査・研究が行われているが，
他施設における同様の設備の導入や研究の予定はなく，
メーカによる市販化の動きも明らかでない．
本研究によって開発された認証アルゴリズムは，病院の危機管理業務に貢献できることは明らか
となったが，そのアルゴリズムを実装できるプラットホームがないために，その貢献の効果を具体

143

的に測ることができない．メーカやベンダにとっても PACS や RIS への実装によって，それらの
商品パフォーマンスを向上させ，商品力の向上を図ることも可能であると考えるが，それらの商品
の活躍基盤，つまりマーケットがなければ，営利を求めるメーカの立場としては，参入する動機は
見あたらない．
そこで，本節では動態視覚化アルゴリズムの他の医療画像への適応の可能性を探り，呼吸性胸部
Ｘ線画像に限らず多種多様な画像に対しても，認証システムの構築できる可能性の有無を検証する
ため，その応用について検証した．動態視覚化アルゴリズムが他の医療画像に対しても適応可能な
ことが明らかになれば，生体認証を施行する対象が拡大することによって，よりいっそう病院情報
システムの安定化を図ることができるようになる．

5.13.1
5.13.1.
.1. CT 画像バイオメトリクスの可能性
画像バイオメトリクスの可能性

放射線科の画像診断・画像検査業務にて，最も頻度の多い検査は一般撮影である．次に検査件数
の多い検査は CT 検査であろう．近年は MDCT の出現によりスループットが向上し，短時間あた
りに検査ができる患者の数が増加し，かつ検査毎に発生する 1 検査あたりの画像枚数も大幅に増加
している．診断能の高さと簡便性の理由から，精密検査の第一選択として選択されることが多く，
今後のその傾向は変わらないと考えられる．
前節においても言及したが，胸部の単純 X 線画像を対象とした本人確認アルゴリズムについては
すでにいくつか報告がある．呼吸性胸部Ｘ線画像についても本研究にて開発した．しかし，CT 画
像については，本人の画像であると想定したうえでの，比較読影のためのスライス断面の照合手法
や肝臓の位置認識手法の報告はあるが，検査を対象とした生体認証技術による本人確認に関する報
告はない．
そこで本節では，動態視覚化アルゴリズムの CT 画像へ拡張性を検証し，CT 画像への適応の可能
性を評価することを目的として，胸部 CT 画像のための生体認証アルゴリズムの開発について考察
する．胸部 CT 画像を対象とした理由は，CT 検査の中の占める割合が比較的多く資料の取得が容
易である点や，腹部領域でしばしば見うけられるような胃の内容物の有無による構造の変形が少な
い点，また，多臓器が密集する構造でないため，動態視覚化アルゴリズムの移動ベクトル検出の際
にエラーベクトルの検出を抑えられることが推測できた点である．
CT 検査の開始に当たっては，検査開始前に本人確認をおこない患者の取り違いのないことが確
認されて検査が開始される．しかし，この時，患者を取り違えていなくても，オペレータが検査開
始を行う患者の選択（入力情報）を取り違える可能性がある．リスクマネジメントの観点からも，
人間の操作が介入する過程では，必ずミスが発生するという認識を持つべきであり，患者の取り違
いや，患者データの取り違いによって，正しくディレクトリに画像情報が紐付けされなくなること
を防止するシステム運用にしなければならないことは CT 検査の場合においても例に漏れない．
胸部 CT 画像は，画像が対軸方向に対して奥行きを持っており，呼吸性胸部Ｘ線画像は，時間軸
方向に奥行きを持った連続画像である．呼吸性胸部Ｘ線画像の場合，この時間軸に対する局所移動
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ベクトルを視覚化することによって，
動画像を静止画像に変換し，
本人認証のための解析を行った．
これを CT 画像に置き換えた場合，呼吸性胸部Ｘ線画像の時間軸に相当する次元は，対軸方向とな
る．CT 画像ではこの対軸方向に対して，対輪郭や体内蔵機の構造が連続的に変化していく様が観
察できる．つまり，モダリティは異なるが画像のもつ「奥行き方向に対する画像の連続性」という
性質は同質のものであるため，動態視覚化アルゴリズムは，胸部 CT 画像をはじめとする CT 画像
へも適応できる可能がある（図 5+39）
．

Breathing chest radiography

Chest CT images

Body axis

Time axis

図 5+39 呼吸性胸部Ｘ線画像と胸部ＣＴ画像における時間軸方向と対軸方向の
類似性

5.14節
5.14節 まとめ
PACS やレポートシステムといった病院情報システムの導入によって患者情報の一元管理と
EBM を目指した診療情報の有効活用が盛んに行われるようになり，病院業務における情報管理の
質は大幅に向上し，今後もその広がりが期待されている．反面，病院情報システムの信頼性を担保
するために登録データの真正性を保守することが求められており，そのための様々な対策がリスク
マネジメントとして講じられている．放射線検査部門では，特に X 線撮影室における患者取り違い
事例の頻度が高く，多くの施設で口頭による本人確認をはじめとした複合的な確認作業を行って患
者取り違いの事前検出を図りその真正性の担保に務めているが，100％の真正性を保証するもので
はないため，より確実なリスクマネジメント対策を講ずることが求められている．それら対策のひ
とつとして本人認証があり，その手法のひとつとして最も新しい方法が，バイオメトリクスと呼ば
れる生体情報を元に認証を行う手法であり，この技術の放射線検査への導入が，患者取り違いのリ
スクマネジメントに寄与できる可能性が示唆された．そこで本研究では，呼吸性胸部 X 線画像を対
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象としたバイオメトリクスシステムのアルゴリズム開発を行った．開発したアルゴリズムはバイオ
メトリクスの基本的な原理に習い，登録された過去画像と現在画像との類似性を評価して本人認証
を行うスキームとした．このとき，類似性の評価に利用する生体情報として呼吸性動態を採用し，
その特徴量の抽出には動態マップ作画アルゴリズムを使用した．類似性を表す指標として，相互相
関係数，ユークリッド距離，マハラノビス距離を採用し，それら指標の判別にはニューラルネット
ワークによる判定モジュールを含む二つの判別モジュールによる認証システムを構築した．健常ボ
ランティア 8 名から取得した合計 16 枚の呼吸性胸部 X 線画像を用いたラウンドロビン方式による
認証テストでは，すべての画像の判別を正しく行うことができ，臨床現場への導入の可能性を含め
た本アルゴリズムの適応性と高い認証精度が明らかになった．また，アルゴリズムの基本原理が呼
吸性胸部 X 線画像に限らず CT 画像など他のモダリティにも応用できる可能性が示唆され，拡張性
についてもその有効性を認識できた．しかしながら，システム構築時における資料の数とバリエー
ションの問題，精度評価のための症例数の問題，ならびに解析結果の出力までに要する解析時間の
問題については，
引き続き改善手段の模索を行ない臨床導入への努力を行う必要性が求められるが，
本アルゴリズムは呼吸性胸部 X 線画像の誤登録の予防に効果的であり，PACS の安定運用と医療事
故防止などの危機管理業務に貢献できるアルゴリズムであると考えられる．
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第6章

結論

第 6 章 結論
6.1 節 まとめ

我が国における呼吸器系疾患は，喫煙，高齢化，大気汚染を背景として増加傾向にあり，高齢者
罹患率の高い慢性閉塞性疾患による年間死者数は 1 万 5 千人と推計されている．また，昭和 56 年
以来，悪性新生物は我が国における死因の第 1 位となり，1998 年からは男性の癌死亡の第一位が
肺がんとなっている．肺がんの罹患率は，年々増加傾向にあるため早期発見による早期治療と予後
の改善が望まれていた．慢性閉塞性疾患については早期に発見、治療することで，リスクと負担を
大幅に軽減することが可能な疾患であることから、その予防・早期発見に主眼をおいた具体的な対
策を積極的に取ることが重用とされ，高齢者向けの負担の少ない検査法が求められていた．そこで
金沢大学田中らは，
2003 年に改造を加え動画対応としたフラットパネルディテクタを使用して呼吸
動作を連続撮影し，コンピュータ解析を加えることによって慢性閉塞性疾患の診断の指標となる換
気機能をはじめ，いくつかの動態機能情報が取得出来る新しい呼吸性胸部Ｘ線撮影法をスクリーニ
ング検査法として開発した．
一方， 1990 年代後半から病院施設では，臨床的研究支援や患者サービスの向上を図ることを目
的として PACS を始め病院情報システムの導入が急速に進み，情報の効率的な運用が行われるよう
になったが，放射線部門における患者取り間違い事例の頻度が高いことが「放射線業務における医
療事故防止に関する研究班」から報告され，深刻な二次的医療事故の発生を防止し，情報の真正性
を担保するための効果的なリスクマネジメント対策が講じられることが望まれていた．これまでに
胸部単純 X 線写真を対象とした患者取り違い防止のための照合アルゴリズムはいくつか開発され，
その効果が臨床上認められたが，呼吸性胸部 X 線画像のような動画像に対する報告はなかった．
これらを背景に本研究では，呼吸性胸部 X 線撮影法によって取得された呼吸性胸部Ｘ線画像デー
タを対象とした二つの新しい画像解析法の開発を行った．一つは，肺がんを対象とするコンピュー
タ支援診断システムへの寄与を目的とした，肺結節の定量的な動態評価が可能な結節検出手法であ
り，もう一つは，患者取り違いに起因する PACS への画像登録ミスを防止する生体認証の手法であ
る．
本研究では，主とした二つのアルゴリズム開発の前に，その解析スキームの一部として共通して
機能する動画像から動態情報を抽出し可視化して，1 枚の静止画像に変換処理する新たな動画像変
換処理法（動態マップ作画アルゴリズム）を開発している．具体的には，局所領域の運動ベクトル
をブロックマッチング法にて検出した後，移動ベクトルの運動強度と方向をそれぞれ濃度と色に変
換し，30 枚のモノクロ画像からなる動画像を，１枚のカラー静止画像（動態マップ）に圧縮する処
理である．
一つ目の主たる開発目的とした定量的な動態評価が可能な結節検出アルゴリズムの構成は，現在
と過去の二組の呼吸性胸部Ｘ線画像を，4 枚のそれぞれ特性の異なる静止画像に変換して，その静
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止画像の同座標上の画素濃度を人工ニューラルネットワークを利用してパタン解析するものとした．
４枚の静止画像へのそれぞれの変換過程は，1）経時的差分法を基本テクニックとし逐次差分処理
画像の累積画像を生成する過程，2.）逐次差分画像に対するしきい値処理と集中度フィルタリング
を行った結節強調過程，3）肺野領域抽出過程，4）動態マップ作画アルゴリズムによる動態マップ
生成過程とし，1）の過程には横隔膜の運動解析による呼吸同期プロセスを組み込んだ．アルゴリ
ズムの機能評価は，模擬結節を埋め込んだ健常ボランティアの呼吸性胸部Ｘ線画像から模擬結節を
抽出描画するシミュレーション実験により行い，結節の検出率として FROC 解析を行った結果，検
出率は 28.6%から 100％の間で変化し，
１画像あたりの偽陽性数の平均は 0 個から 33.6 個の間で変
化する結果となり，偽陽性数は高くなる傾向があるものの検出機能は十分な評価を示した．また，
結節の動態範囲を表す動態描画機能の評価については，抽出領域の長径と既知運動量の比較を行っ
たところ，運動量の差の絶対値の平均値が 2.64±3.82mm となり，t 検定による有意差（p=0.174）
を認めなかったため，本アルゴリズムの動態描画機能が正確なことが明らかになった．
このことによって本アルゴリズムは，肺結節を対象とするコンピュータ支援診断システムへ拡張
できる可能性があり，胸部単純 X 線画像のコンピュータ支援診断シムテムと同様に医師の診断業務
をサポートできる可能性が示唆された．また，動態描画機能は，その描画範囲が正確であることか
ら，描画された領域を放射線治療における ITV と想定し，自動的に PTV を計画するような治療計
画支援プログラムへも拡張できる可能性が示唆された．また，この領域は努力呼吸時の最大呼気か
ら最大吸気までの運動範囲を表すため，治療計画用の CT 撮影時における撮影条件の最適化に貢献
できると考えられたため，本アルゴリズムは診断と放射線治療領域への寄与が可能なアルゴリズム
であると考えられる．
本研究が開発目的とした二つ目の解析法は，患者取り違いに起因する PACS への誤登録を防止す
るための，呼吸性胸部 X 線画像を対象にした認証アルゴリズムである．このアルゴリズムは，究極
の本人認証技術と呼ばれている生体認証（バイオメトリクス）の原理に基づき，登録された過去画
像と現在画像との類似性の評価によって本人認証を行うシステムとし，類似性を評価するための生
体の特徴量として胸部の呼吸性動態を使用した．生態情報とした動態の抽出には動態マップ作画ア
ルゴリズムを利用し，画像の類似性を表現する指標として相互相関係数，ユークリッド距離，マハ
ラノビス距離を採用し，これら三つの指標の判別には人工ニューラルネットワークによる判定モジ
ュールを含む，二つの判別モジュールを採用する認証アルゴリズムを構築した．健常ボランティア
の呼吸性胸部 X 線画像を利用したラウンドロビン方式による認証試験の結果，認証システムの精度
評価の指標となる本人拒否率（FRR）と他人受け入れ率（FAR）はそれぞれ 0%と 0%を示し，す
べての組み合わせを正しく判別できた．臨床導入を想定した際の認証システムの実装形式について
考察すると，認証結果のリアルタイム性に優れる RIS 型実装が理想的であり，運用の適合性につい
ては，肺の部分切除術を受けた身体欠損患者を対象とする場合や衛生面，追加デバイスに関わるコ
ストの面，マルチモーダル化を考慮しても十分な適合性が担保できると考えられた．また，本アル
ゴリズムの基本原理は，呼吸性胸部 X 線画像に限らず対軸方向への連続性を持つ CT 画像へも応用
できる可能性が示唆され，拡張性についてもその有効性を認識したため，本アルゴリズムは呼吸性
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胸部 X 線画像の誤登録の予防に効果的であり，PACS の安定運用を目指したリスクマネジメントに
貢献できるアルゴリズムであると考える．
よって本研究にて開発した二つのアルゴリズムは，病院の診療業務における診察と管理のそれぞ
れの分野に貢献可能な新しい解析手法である．

6.2節
6.2節

今後の課題

本研究にて開発した新しい解析手法はそれぞれの目的について効果的な働きをすることが明らか
になったが，今後取り組まなければならない課題と再検証しなければならない問題がいくつか残っ
ている．
一つ目の開発目的とした結節の検出と動態描画を行うアルゴリズムについては，一画像あたりの
偽陽性が高い傾向にあるため，医師の読影負担軽減を図るために，この偽陽性数を減少させる手段
をアルゴリズム中に組み込む必要がある．考察として偽陽性アイランドの形状に着目した削減方法
を提案しているが，これらの手法を実効してアルゴリズムのパフォーマンスの向上を図る必要があ
る．最も重要な課題はアルゴリズムの機能評価の手法であり，パイロットスタディとして実行した
模擬結節と健常ボランティアによるシミュレーション評価は十分ではないため，実際の患者データ
を使用した機能評価を行わなければならない．
二つ目の開発目的としたバイオメトリクスアルゴリズムについては，性能評価の際のサンプル数
が充分ではないため，今回の結果は十分な精度が担保できていることを保証出来ない．1％の誤差
を想定した場合の必要サンプル数は 300 組となる．また，使用したデータは健常ボランティアであ
るため呼吸機能の低下は想定されていない．臨床導入の可否を正確に検証するためには何らかの疾
患を罹患した被検者を含めた再検証が必要であるため，広くデータ収集をする努力が今後必要とな
る．
また，二つのアルゴリズムに共通する課題は，解析時間の問題である．これは動態マップ作画ア
ルゴリズムの変換過程がボトルネックになっているためであり，この問題の解決が二つのアルゴリ
ズムの解析時間の短縮に大きく影響する．コンピュータハードウェアの処理能力の発達に期待する
と共にソフト的な改善を図る必要がある．また，健常ボランティアに協力を得る画像データ収集方
法は，
倫理的な観点から様々な問題が想定されるため，
十分な計画と配慮を持って行う必要がある．
最後に呼吸性胸部Ｘ線撮影法については，その普及が強く望まれる．開発されてから間もない新
しい撮影手法であることと，画像の取得に大口径視野を有した撮影システムを必要とすることがネ
ックとなるため，多くの施設において解析対象となる画像データの取得ができない背景にある．多
くの研究者により研究，討議されることが呼吸性胸部Ｘ線撮影法の発展と臨床への還元につながる
ことは言うまでもなく，今後，動態撮影可能なデバイスが広く普及することを望む．
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