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主論文の要旨
【背景・目的】
ＭＤＣＴ（Multi-detector row computed tomography）の高解像度化・高速化およびグラフィ
ックス計算機の高性能化に伴い，三次元ＣＴ画像を診断・治療に幅広く用いることが一般化し
ている。画像再構成アルゴリズムの開発により低線量撮影での画質が飛躍的に向上したことも
あり，低線量 CT による肺がん検診が普及しやすくなる環境が整ってきた。医師の読影補助ツ
ールとして，過去画像と現在画像の二次元、三次元的差分処理により病変の検出を行う技術
が開発され，すでに臨床応用されているが，検診では大量に発生する画像に対して精度を保
って読影効率を上げることは重要な課題であり，肺がんＣＴ検診に対応した三次元画像にお
けるコンピュータ支援診断（Computer-aided diagnosis, ＣＡＤ）への期待も大きい。
以上のような背景から，本論文では，現在増えつつある MDCT を用いた肺がん検診の読影
補助を念頭に，新しい病変の検出と既知の病変の大きさ・形状の変化を強調するような三次
元画像の経時差分処理の前処理としての位置照合アルゴリズムの開発を試みた。

【位置照合アルゴリズムの決定】
撮影時期の異なる画像間の差分を行うためには，両者の画像の位置照合を適切に行う必
要がある。本研究では、線形処理と非線形処理を組み合わせる方法について，経験的な検討
を実施した。はじめに非線形処理の前処理として，変形を伴わない構造（主に骨部）に対する
「位置関係の変形しない線形処理」について三次元アフィン変換を採用し，人体胸部ファント
ムを用いて検討した。また，三次元ＣＴ画像における非等方性を補正する処理と変形処理の障害
となる雑音除去処理についての検討を実施した。柔軟な構造（臓器や軟部組織）を考慮した精度

の高い位置照合についての非線形アルゴリズムとして，本研究では SyN（symmetric
normalization）を使用することを検討したが，その中で”MI (Mutual information) -CC (Crosscorrelation) -SyN”と”MI -demons -SyN”と称される 2 つの方法に関する検討を経験的に実施し
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た。

【軟部組織位置照合精度の評価】
実際の臨床画像 10 例を用いた位置照合精度の検証を行った。変形前画像と変形後の画
像において，①ランドマーク間の距離(mm)と標準偏差，②変形範囲の比較，③差分画像上の
結節の検出と病巣の進展の評価，④処理時間の比較を行い，位置照合精度を評価した。線
形処理および非線形処理の 2 つの組合せによる三次元経時差分処理により良好な差分画像
が得られ，病変と結節は肺野の経時変化のある陰影として差分画像上に残すことができた。二
つの非線形処理アルゴリズムの組合せのうち，ランドマークによる定量的評価では MI-CCSyN，差分画像上の病変陰影評価では MI-demons-SyN により良い結果が得られた。画像位
置照合により変形された過去画像の病巣部の容積変化については，MI-CC-SyN は原画像と
比較して病巣部の容積減少がみられるものの，原画像の病巣の特徴が残されていた。一方，
MI-demons-SyN は，MI-CC-SyN よりも変形された画像の病巣部の容積減少が大きいことが
判明した。

【結論】
本研究で採用した画像位置照合法は微分同相であることが特徴で，精度のよい手法である
と考えられ，今後の三次元 CT 画像の CAD システムの開発に貢献することが期待される。
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Abstract
Three-dimensional (3D) multidetector-row computed tomography (MDCT) images are
widely used for diagnosis and treatment. In addition, with the emergence of serial lowdose MDCT imaging for lung cancer diagnosis, important questions arise about how to
use a large number of images and make an accurate diagnosis. The temporal subtraction
technique is used to detect temporal changes between serial CT images acquired when
the same patient is scanned at different times. As doctor’s reader assistance, the temporal
subtraction technique for detecting lesions in two-dimensional and 3D images has been
developed and is already being utilized in clinical practice. There is great expectation for
computer-aided diagnosis (CAD) with 3D images corresponding to lung cancer screening
using CT.
This study focuses on the detection of lesions and enhancement of the image using the
temporal subtraction technique on 3D MDCT images. The objective of this study is to
reduce the doctor’s burden by developing an algorithm for temporal subtraction
processing in chest 3D MDCT images.
The 3D image registration is performed in two stages. In the first stage, the 3D affine
transformation performs rigid matching using image data from a human chest phantom.
As a result, rigid registration is merely a matter of transformation, and a registration
algorithm with flexibility is required for the lung tissue. In the second stage, for
registering the nonrigid part corresponding to the tissue in question can be performed
using the demons algorithm and the diffeomorphic transformation, both of which are
deformable image registration algorithms. This stage uses chest CT images of patients. In
this stage, for rigid registration, mutual information (MI) is used for the similarity
function and 3D affine transformation is used for the transform model. For nonrigid
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registration, cross-correlation (CC) and demons algorithms are used for the similarity
function and greedy symmetric diffeomorphic normalization (greedy SyN), which
combines the MI-CC-SyN implementation and MI-demons-SyN implementation
approaches, is used for the deformable model.
The evaluation of tissue registration accuracy includes calculation of the distance (in
mm) and standard deviation of correlational landmarks between the pre-deformed images
(previous and current images) and the deformed images (previous image, a warped
previous image that corresponds to the current image), comparison of the deformation
range, evaluation of the nodule detection and lesion changes on the subtraction image,
and comparison of the processing time.
As a result, the normal structures common to the previous and current images by the
combination of the rigid and nonrigid registration algorithms are removed. Furthermore,
because the lesion and the nodule can be left in the lung image as a dark shadow or density
shadow representing temporal changes, a subtle latent lesion can also be detected. In the
two combinations, with quantitative evaluation by landmarks and visual inspection by
lesion shadows on subtraction images, the MI-CC-SyN process shows better results than
the MI-demons-SyN process. The results of the volume-change tracking of the lesion
structure of the warped previous image show that morphological characteristics of the
lesion are maintained by MI-CC-SyN, even if there is some reduction in shape compared
with the volume of the original lesion. In the MI-demons-SyN process, if the volume of
the lesion structure of the warped previous image is smaller than that of the original lesion,
the shape shrinkage change is large. It is proposed that this procedure will contribute to
the early detection of pulmonary diseases by showing that it is possible to detect new
lesions or emphasize changes in lesions using the algorithm proposed in this study.
8

第一章

序論

1.1 研究の背景
近年，MDCT の高解像度化・高速化およびグラフィックス計算機の高性能化により，容易に
高解像度の三次元画像を取得できるようになり，診断・治療のさまざまな領域において三次元
CT 画像の利用が拡大した。こうした医用画像生成技術の目覚ましい発展は画像データ量の
莫大な増加をもたらし，1 検査あたりの画像スライス数が数百枚へと飛躍的に増加し，読影時
間が大幅に延長する事態を招くことになった。読影医の疲労による病変の見落としも懸念され
ており，読影者の負担を軽減する技術開発が求められている。
一方，経時差分法は，同一患者の撮影時期の異なる画像を用い，現在画像から過去画像
を二次元または三次元的に差し引いて画像に共通する構造を取り除き，新しい病変，あるい
は既存の病変の大きさ・形状の変化を強調する手法であり，既に医師の読影補助ツールとし
て 臨 床 応 用 さ れ て い る 。 こ れ ま で 多 く の 研 究 者 に よ る ROC(Receiver Operating
Characteristics)解析による読影実験によれば，CAD システムを読影補助に用いる方が，CAD
システムを使用しない読影よりも，診断精度が統計的有意差をもって改善しており[1,2]，画像間
の経時的変化を検出する処理技術が画像診断の有効な補助手段であることが示されている。
低線量 CT による肺がん検診の普及には，低線量での画質改善だけでなく，CAD を含めた大
量の三次元画像を取り扱うための新しい読影環境が求められている[3]。
そこで本論文では，MDCT を用いた肺がん検診における読影の負担を軽減することを念頭
に，胸部 CT の三次元画像の経時差分処理により，新しい病変の検出，あるいは病変の大き
さ・形状の変化を強調することを可能とするアルゴリズムを開発することを目的とした。ここで、
経時差分処理の前処理として，経時的変化を正確に検出する上で必要不可欠な経時的画像
間の位置照合(Registration)アルゴリズムを開発することを主目的とした。このアルゴリズムを使
用した肺がん CT 検診の読影補助に適したシステムを提案するものである。
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1.2 低線量 CT による肺がん検診の現状
2011 年 8 月発刊の New England Journal of Medicine 誌において，米国の国立がんセンター
(National Cancer Institute)における大規模ランダム化比較試験(RCT)の結果が公表され，CT
による肺がん検診が胸部 X 線写真による検診に対して肺がん死亡率を 20%減少させることが
示された[4]。これらを根拠として，CT による肺がん検診の増加が予想されているが，その読影
には CAD システムの併用が有効と考えられている。
一般的にCADは，病変の検出（存在診断）を目的としたコンピュータ支援検出(Computeraided detection)と，その解析（良悪性鑑別などの確定診断）を目的としたコンピュータ支援診
断(Computer-aided diagnosis)とに分類され、それぞれをCADe，CADxと区別して記述すること
が多い[5]。本研究で開発するアルゴリズムは，病変を検出するためのCADeに属する。既に胸
部CTでは複数の製品化されたCADが存在し，米国を中心にFDAの認可を得て販売はされて
いるが，マンモグラフィのCADとは異なり，臨床的に広く普及するに至っていない。また，大規
模な前向きの臨床的試験も報告されていない。
一方，日本人の部位別がん死亡数の年次推移[6]をみると，肺がんは一貫して死亡数が上昇
傾向を示しており、男性の第 1 位、女性の第 2 位、男女合わせて第 1 位である。CT は胸部 X
線写真では観察しにくい肋骨や縦隔影に重なる結節や，微小な肺がんの発見にも有効とされ
ており，低線量 CT 検診への期待も大きい。
日本 CT 検診学会による「低線量 CT による肺がん検診の肺結節の判定基準と経過観察の
考え方（第 4 版；2016 年 11 月改訂）」によれば，「CT はスライス厚 5mm 以下，かつ再構成間
隔 5mm 以下」，要精査とする基準は「最大径と短径の平均値で 6mm 以上」としており，大きさ
5mm 以上の｢限局性すりガラス結節(GGN)｣結節を検出できる画質が目安になる。一般に線量
を下げるとノイズが増加し，通常線量による画像よりも画質が低下するが[7]，画質改善には逐
次近似画像再構成が有効であり，演算時間が短いハイブリッド型逐次画像再構成法を組み込
んだ機種も開発されている。

10

また，胸部 CT では被検者の体動，呼吸運動や心拍運動により生じるモーションアーチファ
クトもよく認められる。呼吸静止が不良であるとスライスが不連続となり，小さな結節が見落とさ
れる可能性があるため，1 回の呼吸静止で全肺の撮像を行う必要もある。これらの撮影条件は
経時的な三次元画像の差分処理において病変とは無関係な相違を生ずる原因となるため，こ
うした影響を取り除くために三次元画像位置照合(レジストレーション)には高い精度が要求さ
れる。

1.3 胸部CT画像位置照合法に関する研究の動向
胸部CT画像における位置照合アルゴリズムは数多くの文献により提案されており，アルゴリ
ズムの開発は絶えず研究されている[8-11]。しかし，これまで開発されたアルゴリズムの精度評価
に対しては，研究者が個々に収集した固有の画像データベースを使ってそれぞれの評価方
法と基準を用いた評価が多く，異なったアルゴリズムを直接比較し評価するのは困難である。
EMPIRE10[12]は，MICCAI2010 (International Conference on Medical Image Computing and
Computer Assisted Intervention 2010)と共同して, 変形可能な胸部CT画像位置照合の精度
評価[13]のため，肺の吸気と呼気画像を位置照合の目的としたデータベースを用意し，評価課
題としてトレーニングデータを公表した。研究グループはそのアプローチを記述し，結果を提
出することで課題に参加することが可能で，フィードバックが提供された。また，Murphyら[14]
は，チャレンジに対して，それを提出するための評価用ウェブサイトも開設しており，現在まで
28人の著者による41のアルゴリズムの結果がリストに上がっている。しかし，肺の位置照合精度
評価に対して標準化された評価基準はまだ確立されていない。現段階では，MRIの脳と肺の
画像といった臓器や軟部組織の変形を行う位置照合(Deformable image registration, DIR)に
関しては，オプティカルフロー(Optical flow)[15,16]， Thirion’s demons[17]とその改良形[18,19]，
FFD (Free-form deformable) [20,21]，Vercauteren[22-24]らのDiffeomorphic demonsと，Avants[25-27]
らのDiffeomorphic transformation (Greedy SyN) などのアルゴリズムが注目されている。そのた
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め，いつくかの研究グループはオープンソースな開発環境を整えている。その中にあるITK
(Insight Segmentation and Registration Toolkit) (https://www.itk.org)は，医用画像処理技術
を集めたウェブサイトである。さらに，フリーの三次元画像表示ソフトウェアであるITK-Snapと
Slice3Dなどの画像表示ソフトウェアと連携しており，処理結果の確認も便利である。

1.4 本論文の概要
本論文は全五章から構成されており，第一章では序論として本研究の背景と目的，この分
野における研究の動向を述べた。
第二章では，本研究で採用した経時差分処理の前処理としての画像位置照合手法に関し
て，変形モデル（線形変換、非線形変換），画像間の類似度，および最適化アルゴリズムにつ
いて概説した。
第三章では，線形変換による位置照合アルゴリズムの人体胸部ファントム画像を用いた検
証と，胸部 CT 画像を用いた非線形変換による軟部組織の三次元画像位置照合について述
べる。
第四章では，胸部 CT 画像位置照合精度の評価と結果に関して，ランドマーク特徴点によ
る定量的評価，変形場による評価，差分画像とボリュームチェンジ追跡による目視評価の結果
について述べる。
第五章では，本論文の総括を述べる。
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第二章 画像位置照合手法

撮影時期の異なる CT から得られる三次元画像は，同一被写体であっても，被写体の
時間的な変化に加えて，撮影方向の微妙な違いや身体のねじれ，胸部などでは呼吸相の
違いなど，差分処理において多くの障害陰影が生じることが予想される。従って，経時
差分処理尾の前処理として，対象となる二つの画像の被写体の各部位の三次元的な位置
情報を照合することが必須条件になる。
画像の空間次元において，三次元的胸部画像位置照合は，呼吸の影響などにより非常
に困難である。Betke ら[28]は，線形処理として全胸部の CT 画像を用いて，アフィン変
換と最近傍点を繰り返し探す手法によって，胸部の自動的位置照合アルゴリズム開発を
行った。Zhang ら[29]は，アフィン変換による画像面としての位置照合と局所弾性変形
による位置照合を組み合わせ，胸部三次元位置照合を行った。 Dougherty ら[15,16]は，
オプティカルフロー法を用いて胸部三次元差分画像により肺結節の成長検出を行った。
これまで位置照合についてのアルゴリズムの開発は継続的に研究・開発されているが，
中でも注目されたのは変形を伴う構造に対する非線形処理による位置照合法である。
画像位置照合の手法は，一般的に 1)画像変形モード，2)画像間類似度関数，3)最適化
アルゴリズム，という三つの要素から構成されている。入力画像に関しては，参照画像
と対応する変形対象画像（ターゲット画像）とペアになっている。本論文では，変形対
象画像を「移動がある過去画像」に設定し，参照画像を「移動がない現在画像」に設定
した。
医療画像位置照合のプロセスに関しては，線形処理と非線形処理に分類されるのが一
般的である。線形処理は，経時差分処理の前処理として変形を伴わない構造（骨格系等）
を主な対象とし，このような変形はグローバルな位置照合とも言われている。非線形処
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理は，グローバルな位置照合後に行われる柔軟な構造（臓器や軟部組織等）に対する位
置照合に主として使用される。胸部 CT では肺野の位置照合を意味する（ローカルな位
置照合ともいわれる）。また，位置照合の方法によって，線形処理の入力画像は二値画
像，非線形処理の入力画像はグレイスケール画像というように区別する場合もある。
本研究では，線形処理の入力画像は二値化した三次元画像，非線形処理の入力画像は
三次元グレイスケールを用いた。これらの組み合わせにより胸部三次元画像の位置照合
を行った。位置照合には，現在画像にマッチングするように，過去画像に対する画像変
形パラメータを算出した。この時，画像変形モデルのパラメータを求める処理を，画像
間の類似度に基づいた評価関数による最適化問題に帰着させることにより，三次元画像
位置照合を実現した。

2.1 画像変形モデル
画像位置照合のモデルは，画像内に描出された対象の性質（画像の変形を伴うか否
か）により分かれる。線形処理には，剛体変換，位相限定相関法，アフィン変換など
がある。非線形処理には，オプティカルフロー，弾性位置照合，demons，FFD，
Diffeomorphic demons, Diffeomorphic transformation などの柔軟に変形できる位置
照合法がある。以下，本研究で採用した処理法の概要を述べる。

2.1.1 線形処理による位置照合変形モデル
剛体変換は，画像内における任意二点間の距離が保持される変換であり，平行移動の
成分と回転移動の成分，計 6 個の未知数を求めることで達成される。線形処理では物体
の形状は変形されない。アフィン変換は，変換の前後で任意直線間の平行性が保持され
る変換であり，平行移動，回転，線対称移動，スケーリング，せん断的変形により実現
される。三次元アフィン変換において，位置座標変換を表すパラメータを𝑇, 𝑅, 𝑆, 𝐻 とす
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ると，𝑇(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦 , 𝑡𝑧）は平行移動を表す変換係数，𝑅(𝑟𝑥, 𝑟𝑦 , 𝑟𝑧)は回転を表す変換係数，
それぞれ 𝑥, 𝑦, 𝑧 軸周りの回転を表している。𝑆(𝑠𝑥 , 𝑠𝑦 , 𝑠𝑧) はスケーリング（拡大，縮小）
するための変換係数，それぞれ 𝑥, 𝑦, 𝑧 軸方向の倍率を示す比例定数である。𝐻は傾きを
表す変換係数，ℎ𝑥𝑦, ℎ𝑥𝑧 , ℎ𝑦𝑥 , ℎ𝑦𝑧 , ℎ𝑧𝑥 , ℎ𝑧𝑦については, 𝑥𝑦, 𝑥𝑧, 𝑦𝑥, 𝑦𝑧, 𝑧𝑥, 𝑧𝑦それぞれの
面の比例係数である。これらのパラメータを最適化する手法として画像位置照合の誤差
が最小になるような位置を求めることによってアフィン変換を実現する。
位相限定相関法は，画像中に物体の位置ずれ量を検出する方法であり，画像の振幅ス
ベクトルをすべて 1 に正規化した後逆フーリェ変換して得られる位相画像は位相成分
のみを画像化した画像であるが、この位相画像を使用して相関をとるものである。

2.1.2 非線形処理による位置照合変形モデル
非線形処理による位置照合は柔軟性のあるモデル，すなわち直線を曲線に変形させる
方法が必要である。非線形処理として現在よく使われるのは，物理的なモデルと関数表
現による方法の二つに分類される。
物理的なモデルとしての変形は，弾性体力学に基づく画像変形で，その代表的な方法
は弾性変換法である(Elastic transformation[30])。流体力学に基づく画像変形(Fluid
flow transformation[23])などもある。こられは偏微分方程式としてモデル化され，画像
変形は偏微分方程式の解として与えられる。これに対する解法は差分法などが用いられ
る。例えば，最小二乗法によるオプティカルフローの推定 ，差分法による Flow
transformation を行う Demons と，フロー推定に焦点を置く微分同相変形などの処理
方法がある。
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2.1.2.1 オプティカルフロー
オプティカルフローは，異なる時間に撮影された 2 枚の画像の間に，同じ対象の対応
付 け を行 う。 対象 物体上 の 各点 の移 動方 向と移 動 距離 を表 す量 を 移動 ベ クト ル
(Displacement vector)という。また，単位時間当りの移動ベクトルを速度ベクトル
(Velocity vector)といい，その分布をオプティカルフローという。移動ベクトルやオプ
ティカルフローは，移動物体の三次元的な運動の認識などに用いられる。

2.1.2.2 デーモンス法(Thirion’s demons)
Thirion のデーモンス法[17] は，同一モダリティ間の画像を位置照合するために変
形できる方法として広く用いられる。デーモンス法による位置照合法では，二つ画像の
輪郭は同じ濃度の画素を持つ集合と見なされ，画素の移動ベクトルをオプティカルフロ
ー方程式により求め，求められた速度ベクトル場を用いて一方の画像の輪郭を他方の画
像の輪郭に伝播してマッチするように変形させる。デーモンス法では，画像にある対象
物体の対応する点は同じ位置かつ同じ濃度の画素を持つと仮定しているため，画像位置
照合する前に画像間のヒストグラムマッチング処理が必要である。また，速度ベクトル
場を滑らかにするため，ガウスフィルタによる平滑化処理が必要である。最適化処理に
より，誤差の最小になる速度ベクトル場を求める。これを利用した線形補間法により変
形対象の画像をリサンプリングし（ワーピング処理）
，画像変形と位置照合を実現する。

Thirion のデーモンスを以下に示す。

(𝐼−𝐽)𝛻𝐽

𝑈 = |𝛻𝐽|2 +(𝐼−𝐽)2

(2.1)

ここで，𝑈 = (𝑈𝑥 , 𝑈𝑦, )，𝐼 は変形対象画像（過去画像）
，𝐽 は参照画像（現在画像）にあ
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たる。𝛻𝐽 は現在画像の勾配で， |∇𝐽|2 = (𝐽𝑥 )2 + (𝐽𝑦 )2である。
Thirion のデーモンスはオプティカルフローに基づいて，反復処理を通じて一方の画
像の局所的情報のみを利用しており，その画素の濃度勾配により得られた速度ベクトル
場は安定せずに変化する可能性がある。例えば，過去画像にある同じ画素値を持つ幾つ
かの画素が，現在画像中の単一の同じ画素値を持つ画素に写像される可能性がある。結
果として生じる速度ベクトル場の最大傾斜の方向は，組織の局所的実際に動く方向でな
い可能性がある。これは滑らかさの欠如に繋がり，変形した画像に不連続性を生じる可
能性がある。
これを検証するため，入力画像は過去画像と現在画像の肺野画像を用い，ヒストグラ
ムマッチング処理を行った後，式(2.1)による検証を行った。類似度関数は MSD(mean
square difference)を用いた。最適化処理は差分法を用い，繰り返し回数は 10 回に設定
し，得られた速度ベクトル場を利用し，ワーピング処理により過去画像を変形した。最
後に現在画像から変形された過去画像を差し引くことによって差分画像を得た。
図 2.1 に，Thirion のデーモンスにより得られた変形画像と差分画像を示す。変形さ
れた過去画像上で血管などの線状構造が崩れているが，差分画像上でその崩れている線
状構造が現れず，微小結節が強調されている。
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図 2.1 Thirion のデーモンス法による変形画像と差分画像
(a) 過去画像， (b) 現在画像
(c) 変形された過去画像：線状構造が崩れている(白矢印)
(d) (b)から(c)を差分した差分画像：微小結節（白矢印）が強調されている。
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2.1.2.3 対称的デーモンス法
Wang ら[18]は，Thirion のデーモンス法にもう一方画像の画素の濃度勾配を付加す
ることによってデーモンス方程式の安定性を改善した。

(𝐼−𝐽)∇𝐽

𝑈 = |∇𝐽|2

(𝐼−𝐽)∇𝐼

+𝑎2 (𝐽−𝐼)2

+ |∇𝐼|2

+𝑎2 (𝐽−𝐼)2

(2.2)

ここで，𝛻𝐼は過去画像の勾配で|𝛻𝐼|2 = (𝐼𝑥 )2 + (𝐼𝑦 )2， 𝑎 は正規化係数，ピクセル間隔の
平均として計算される。これは対称的デーモンス法と呼ばれる。しかし，この対称性は，
反復計算により変形ベクトル場を毎更新する際に生じ，画像の全体的な対称性を達成す
るものではなく，微分同相性は保証されていない[32]。

図 2.2 に対称的デーモンス法(式(2.2))による軟部組織位置照合の手順を示す。

(a) 現在画像. (b) 過去画像.

(c) 現在画像から過去画像を差分した画像.

(d)現在画像の 𝑥方向の勾配画像.

(e) 現在画像の𝑦 方向の勾配画像.

(f)過去画像の 𝑥 方向の勾配画像.

(g) 過去画像の 𝑦 方向の勾配画像.

(h)と(i) 𝑈𝑥 , 𝑈y の 𝑥, 𝑦方向のそれぞれの残渣画像.
(j)ガウシアンフィルタにより平滑化処理した 𝑥 方向の速度ベクトル場画像.
(k)ガウシアンフィルタにより平滑化処理した 𝑦 方向の速度ベクトル場画像.
(l) 反復処理による更新され平滑した 𝑥 方向の速度ベクトル場画像.
(m) 反復処理による更新され平滑した 𝑦 方向の速度ベクトル場画像.
(n) 得られた速度ベクトル場を用いて線形補間により過去画像をワーピングすることによって
変形された過去画像.
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図 2.2 対称的デーモンス法による軟部組織位置照合の手順
20

図 2.3 に，図 2.2 の手順による得た変形画像と差分画像を示す。類似度関数は MSD
を用いた。最適化処理は 4 階層の画像ピラミッドを用い，それぞれの処理回数は 40，
40，32，32 として、誤差の評価関数は RMS (root mean square) を用いた。変形され
た画像の線状構造の崩れが改善され，微小結節が強調されている。

図 2.3 対称的デーモンス法による変形画像と差分画像

(a) 過去画像. (b) 現在画像.
(c) 変形された過去画像：線状構造の崩れが改善している(白矢印).
(d)差分画像：微小結節（白矢印）が強調されている。
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2.1.2.4 微分同相変形 (Diffeomorphic transformation)
トポロジー保存とは，画像の変形を伴う処理を行う前後において，連結成分，ハン
ドル（穴）
，および空洞（0 画素の連結成分で画像の縁と連結していないものを空洞と
呼ぶ）のいずれの個数も変わらない（すなわち，この三者のいずれにおいても，すで
に存在していたものを消去したり，新しいものが発生しない）とき，この処理はトポ
ロジーを保存する（トポロジー保存処理）という[33]。
微分同相性(Diffeomorphism)とは，二つの微分可能な多様体(無限回微分可能の時)
の間の写像が全単射であり，その写像関数とその逆関数が滑らかであって，かつ，一
対一に対応し，可逆で，トポロジーが保存される写像をいう[34]。三次元ユークリッド
空間同士の変形場が微分同相でなくなるのは，変形場により画像が折りたたまれる場
合(Folding)，変形場により画像が 1 点（有限領域）につぶれる場合(Tear)である。
現在画像 𝐽 と過去画像 𝐼 は，撮影時期の違いにより画像間に対応する軟部組織が
複雑な濃度変化を持つと予想され，より精度の高い位置照合法が求められる。
微分同相マップ 𝜙 は，画像 Ω 上に定義され， 𝜙(∂Ω) = 𝛢(𝚰d)となる。 ここで，
𝛢(𝚰d)はアフィンマッピング(Affine mapping)である。 𝜙 は，時間とともに 𝜙(𝐱, 𝑡) ∶
Ω × t → Ω の微分同相族である。時間依存する滑らかな速度場 υ ∶ Ω × t → ℝ𝑑 が次式
(2.3) を積分することによって得られ，𝜙が生成される。

𝑑𝜙(𝒙,𝑡)
𝑑𝑡

= 𝜐(𝜙(x, 𝑡), 𝑡), 𝜙(𝐱, 0) = 𝐱

(2.3)

よって，変形場は u(𝐱) = 𝜙(𝐱, 1) − x により生じる[27] 。
マップ 𝜙 は，画像 I を画像 J にマッピングし，最適化するため次式(2.4)により最小
化する。
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1

𝝊∗ = argmin {∫0 ‖𝐿𝝊‖2 𝑑𝑡 +⋋ ∫Ω ∏∼ (𝐼, 𝜙(𝐱, 1), 𝐽)𝑑Ω}

(2.4)

𝜐

ここで，右の第一項は速度場 𝛖 の滑らかさを制約する。𝐿 はオイラー・ラグランジュ
方程式(Euler-Lagrange Equations)，𝑡 は時間である。第二項はデータ項である。⋋ は位

置照合の精度を制御する。∏~ は画像の類似度に基づくマップ，Ωは画像の全域を表し，
𝑥は座標を表す。これが，LDDMM(large deformation diffeomorphic metric mapping)
と呼ばれる微分同相変形のアプローチである[35]。
式(2.4)の 𝜙 を 𝜙1と 𝜙2 に分解すると， 𝑡 ∈ [0.5, 1]となる。
𝑡 ∈ [0, 0.5], 𝝊(x, 𝑡) = 𝝊𝟏 (𝑥, 𝑡), 𝝊(x, 𝑡) = 𝝊𝟐 (𝑥, 1 − 𝑡)と定義するなら，

0.5

0.5

{𝝊∗𝟏 , 𝝊∗𝟐 } = argmin{ ∫0 ‖𝐿𝝊𝟏 (𝑥, 𝑡)‖2 𝑑𝑡 + ∫0 ‖𝐿𝝊𝟐 (𝑥, 𝑡)‖2 𝑑𝑡

(2.5)

𝜐1,2

+ ⋋ ∫Ω ∏∼ (𝐼 ∘ 𝜙1 (𝐱, 0.5), 𝐽 ∘ 𝜙2 (𝐱, 0.5))𝑑Ω}

これが Symmetric normalization (SyN)である[25]。
しかし，SyN はユークリッド空間に画像 𝐼 と 𝐽 の間に対称的測地線を接続する必要
がある。また，時間の刻み(𝑡 = 0 to 0.5 to get 𝜙𝑖 )に速度場を計算し，反復処理により
毎更新後の同相変形を再統合する必要があるため，コンピュータへの負担が大きく計算
時間が長い欠点がある。Avants らはさらに計算コストの低い Greedy SyN 法を提案し
た。 𝑡 = 0.5 のみ 𝜙1 と 𝜙2 を求める式(2.6)を次に示す。

𝜕

∇ ∏ = 𝜕𝜙 ∏~ (𝐼(𝜙1−1 (𝐱, 0.5)), 𝐽(𝜙2−1 (𝐱, 0.5)))

(2.6)

𝑖

ここで，i ∈ {1,2}で画像の類似度 CC(cross − correlation)を用いる場合， ∏~ = ∏~ (𝐼, 𝐽) =
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CC(x)より求める。また， 𝜙1 (𝐱, 0.5) と 𝜙2 (𝐱, 0.5)の更新は次式(2.7)により行う。

𝜙𝑖 (𝐱, 0.5) = 𝜙𝑖 (𝐱, 0.5) + (𝛿𝐿 ⋆ ∇ ∏𝑖(𝐱, 0.5)) ∘ 𝜙𝑖 (𝐱, 0.5)

(2.7)

ここで、𝛿は勾配降下のパラメータである。𝜙−𝟏 (𝜙(𝐱, 1)) = 𝑥であり， 式(2.7)によって強
制的に可逆性を制約する。同相写像マップ 𝜙 とその逆写像 𝜙 −1 は、式(2.8)により求め
る。

𝜙 = 𝜙1 ∘ 𝜙2−1 , 𝜙 −1 = 𝜙2 ∘ 𝜙1−1

(2.8)

これは過去画像と現在画像に対して同じ処理を行うものであり，画像の変形とその逆
変形の両方ができるため，写像の可逆性における潜在的な補間誤差が最小化される。

2.2 画像間の類似度
画像位置照合では対象となる二つ画像間の類似度を求め，類似度が最も大きい場所を
探索する。その類似度を測る関数を類似度関数といい，位置照合を行う画像のマッチン
グの度合を表す。特徴点の類似度と画像濃度値の類似度に分類される。この画像間類似
度を基に評価関数 RMS が設定され，最適化処理が行われる。
特徴点の類似度が，位置照合に関する対象画像間で共通に存在する特徴点群を抽出し，
その点間の距離を基に設定される。ICP(Iterative close point algorithm)による特徴点
間の平均二乗差を最小化することで画像位置照合が行われる。特徴点間の画像類似度を
求めるには，距離情報のみを利用し，画像の濃度値の分布情報は利用していない。
一方，画像濃度値を利用して画像間類似度を求めるのは，画像の濃度情報から類似度
が決定される。位置照合対象の画像間の相違度を測る関数には，平均二乗差(Sum of
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squared difference, SSD)，差の絶対値和（Sum of absolute difference, SAD），和の二
乗 差 (Mean square difference, MSD) な ど が あ る 。 相 関 度 は 相 互 情 報 量 (Mutual
information, MI)、相互相関(Cross-correlation, CC)、正規化相互相関(Normalized
cross-correlation, NCC)などの画像間類似度を測る関数がある。

2.1.1 相互情報量
相互情報量は画像位置照合の類似度関数として用いられ, 画像間の結合ヒストグラ
ムを必要とする。

𝛻𝑀𝐼𝐼 = (

𝑑𝑝 𝑄(𝑝,𝑞)
𝑄(𝑝,𝑞)

−

𝑑𝑓(𝑝)
𝑓(𝑝)

(2.9)

) 𝛻𝐼(𝐱)

ここで，p は 𝐼(𝑥) における結合ヒストグラムの列に対するインデックス，q は 𝐽(𝑥)
における結合ヒストグラムの行に対するインデックスである。 𝑑𝑝 𝑄(𝑝, 𝑞) は結合ヒスト
グラム Q 勾配の列で，𝑑𝑓(𝑝) は 𝐼 に対するヒストグラム f の勾配である。二値画像 𝐼
と 𝐽 の位置照合に用いる類似度関数である相互情報量は，式 (2.9) [27]により求める。
本研究では，胸部 CT 画像の線形処理による位置照合に相互情報量を用いた。相互情報
量は，同一モダリティだけではなく異なるモダリティ画像間の位置照合にも用いられる。

2.1.2 相互相関係数
対象画像間におけるボクセルの対応関係を相互相関係数により求めることができる。

𝐶𝐶(𝑥) =

∑𝑖((𝐼(𝐱𝑖 )−𝛍𝐼(𝑥) )(𝐽(𝐱𝑖 )−𝛍𝐽(𝐱) ))
2

2

∑𝑖(𝐼(𝐱𝑖 )−𝛍𝐼(𝐱) ) ∑𝑖(𝐽(𝐱𝑖 )−𝜇𝐽(𝐱) )

2

(2.10)

ここで，Ｉは過去画像，𝐽は現在画像，𝐱 はN × N × N フロッグ中心の座標，𝛍 は 𝐱 を
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中心にしたフロッグ内の平均値，𝐱𝑖 は探索領域のフロッグである。胸部 CT 画像は，異
なる呼吸相による肺の濃度変化がある。式 (2.10)

[25]による各計算領域において，平均

値を引き、標準偏差で割ったボクセル値に対して相関を取る位置照合に対してはその濃
度変化に対する不変性があり，胸部画像位置照合に適した類似度関数である。
本研究では，胸部 CT 画像の非線形処理による位置照合に相互相関係数を用い，4 x 4
x 4 の探索フロッグを設定した。

2.3 最適化アルゴリズム
画像位置照合は，最適化問題を解くことにより，画像間の空間的な変形を求める。線
形処理による位置照合においては，画像間類似度が評価関数として用いられる。非線形
処理による位置照合では，画像間類似度に加え，正則化項を評価関数に組み合わせるこ
とにより，変形の滑らかさ，局所的な線形性などの制約条件を与えることができる。
画像位置照合における最適化処理は，勾配法，差分法など様々な最適化アルゴリズム
が用いられる。画像ピラミッドによる多解像度階層法に関しては，低解像度の位置照合
により得られた結果を，高解像度の位置照合における最適化処理の初期値として用いる
ような，階層的な処理が広く用いられている。階層的な処理を行うことにより，最適化
処理による局所解の回避や，計算コストの軽減につながる。また，一般的に，画像位置
照合における最適化処理の計算コストが大きく，処理の高速化の課題としてあげられて
いる。特に非線形処理による位置照合は最適化対象のパラメータが多く計算量が多くな
る。高速化の手法としては，並列計算，データの分散処理などがある。
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第三章

胸部 CT 三次元画像の位置照合と差分処理

MDCT により人体の複雑な三次元構造を明瞭に観察可能となり，三次元 CT 画像は
診断・治療に幅広く普及しているが，生理学的な機能解析や病態解析をより一層すすめ
るうえで，三次元画像の位置照合により人体臓器の変形解析を可能にする技術を適応す
ることが考えられる。
胸部 CT の過去画像と現在画像間の差分処理によって，肺野の経時的変化を明らかと
し，新しい結節の発見や腫瘍の成長の視覚化及び治療効果の確認など，差分画像上で効
率的に同定することが可能とされている。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く，単純なサブトラクションではアー
チファクトの多い画像となる。よって，差分画像上のアーチファクトを減少させるアル
ゴリズムに関する検討を実施した。

3.1

三次元剛体位置照合アルゴリズムの検証

3.1.1 実験計画とデータ収集
本実験で用いた人体胸部ファントム（京都科学、PBU-2）を 図 3.1 に示す。実験で
は最初にファントムの位置を動かさない状態で撮影し，次にファントムを移動させて撮
影した。ファントムの移動は、縦方向と横方向に平行にずらしたものと水平方向で回転
させたものとした。続いて，ファントムを傾斜して撮影した。複数の二次元スライス画
像からスタックし三次元画像を作成した。
画像データのボクセルサイズは 0.625 × 0.625
× 2mm である。
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図 3.1 人体胸部ファントム：(a) X 線画像， (b) CT 画像

3.1.2 使用装置
MDCT 装置は，LightSpeed Ultra 16 （GE 社製）, 撮影プロトコルは管電圧 120
kV，管電流 25 mAs，FOV 250 mm，スライス厚 2 mm とし，画像再構成関数は Standard
を用いた。

3.1.3

線形処理による位置照合アルゴリズム

位置関係の変化しない部分（骨格系に相当する構造）の位置照合について，人体胸
部ファントムを用いた線形処理の手順は以下のようになる。
1)二次元画像から三次元画像を構築する。
2)位置固定画像データと位置移動画像データに対して，ガウシアンフィルタによる平
滑化処理を行う。
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3) 三次元アフィン変換により回転，平行と傾斜移動量を求め，求めた移動量を基に画
像を変換する。位置照合の誤差が最小となるように差の二乗和を求め，最適なアフィ
ン変換のパラメータを得る。
4) バイキュービック補間，アフィン変換による画像変換，差分処理行う。図 3.2 に差
分処理した画像を示す。これらの処理だけでは、残渣が残っていたため，より精度高
い位置照合が必要と判断した。

(a) 位置固定画像

(c) 差分画像

(b) 位置移動画像

(d) 差分画像

図 3.2 線形処理による位置照合の例
(a) 位置固定画像. (b) 位置移動画像.
(c) 位置照合を行う前の差分画像：(b)が(a)を差分した画像.
(d) 位置照合を行った差分画像：残渣が残っている.
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3.2 胸部 CT 画像を用いて三次元画像位置の照合
胸部 CT 画像位置照合に関しては、線形処理と非線形処理による位置照合アルゴリズ
ムを組み合わせて行う。肺は柔軟な構造であり，非線形処理による位置照合アルゴリズ
ムを用いる必要がある。この非線形処理では、対象画像におけるすべての構造を柔軟な
構造として処理する可能性があり，局所的に変形すべきではない構造を含む病変部など
の変換は処理パラメータの設定などにより考慮する必要がある。

3.2.1 胸部 CT 画像データ
2009 年 11 月から過去 5 年間に名古屋大学医学部附属病院放射線部の胸部 MDCT
(東芝 Medical Systems，Aquilion16 MDCT) 画像検査で，肺の陰影を疑い，経過観察
を行った 10 症例の CT 画像データを用いた（名大医倫理承認番号 14-315）
。
各症例は検査時期の異なる 2 シーリズからなり，10 症例で 20 シーリズの画像データ
となった。 ボクセルサイズでは，0.625 × 0.625 × 5mm の画像データは 14 シーリズあ
り，0.644 × 0.644 × 5mm, 0.665 × 0.665 × 5mm と 0.546 × 0.546 × 5mm のデータ
も含まれていたため，画像データのx 軸とy 軸のスペイシング(Spacing)は，それぞれ
0.546mm から 0.665mm まで幅があった(平均 0.595mm)。従って，前処理による画像
データのx, y 軸面に再標本化処理が必要であり，さらに，z 軸方向の解像度を改善する
ためにスライス補間を行った。

3.2.2 胸部 CT 画像位置照合の前処理について
3.2.2.1 画像の平滑化処理
画像の平滑化処理に関してはエッジを保存したまま平滑化を行う手法として，
Peron と Malik[36] の提案による非等方性拡散処理に基づいたフィルタ(Anisotropic
diffusion image filter)があるが、本研究ではこの非等方拡散処理フィルタを用いて平
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滑化処理を行い，処理回数は 4 回とした。

3.2.2.2 エッジ検出
エッジ検出に関しては，プレヴィッ (Prewitt)フィルタ，ソーベル（Sobel）フィルタ
などが広く用いられている。これらはコントラストの弱さによるエッジの欠落，背景や
領域内のノイズエッジの混入が避けられず，実際に境界であるエッジの選択と連結が難
しい。この問題に対処するため，本研究では勾配マグニチュードガウスフィルタ
(Gradient magnitude recursive Gaussian image filter)というエッジ検出するフィル
タを用いてエッジ検出を行った。

3.2.2.3 距離画像
画像内部のすべての画素に，そこから最も近い背景画素に至る距離値を入力する変換
を距離変換(Distance transformation)と呼び，その最短距離値を与えた画像，すなわ
ち，画素値の代わりに基準点から三次元空間内の各点までの物理的な距離値を格納した
二次元配列を距離画像という。Chamfer[33]距離は，ユークリッド距離の近似精度をなる
べくよくする整数値の重みが隣接画素に対してその重みを乗じることによって得た距
離であるが、本研究では，この Chamfer 距離を用いて既述の距離画像を求めた。

3.2.2.4 画像の二値化処理
画像の特徴を解析するためには、画像の対象物と背景を分離する 2 値化処理を実施し
た。2 値化処理では，ある閾値を境にして画像全体の濃淡レベルを 0 か 1 に変換する処
理する閾値処理(Thresholding)を実施するが，本研究では判別分析法を使用して閾値を
決定した。本研究では，通常と同様に， 2 値画像中の値 1 の部分は対象物を，値 0 の
部分は背景を表すものとした。
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3.2.2.5 画像のセグメンテーション
画像のセグメンテーションとは，画像上から関心領域を抽出する処理であり，セグメ
ンテーションの手法であるレベルセット法(Level set method)[37]は，閉曲面（閉曲線）
が各点の曲率に応じて伝搬していく方程式の解を，1 次元高次における関数面の等値レ
ベルの点の集合として求める解法で滑らかな輪郭が得られる。本研究ではこのレベルセ
ット法を用いて肺の 2 値三次元画像を抽出した。胸部 CT 画像位置照合の場合はセグメ
ンテーションされた肺の画像はマスク画像として用いられるので，輪郭の滑らかさが画
像位置照合の結果に影響を与える。

3.2.2.6 穴埋めフォルタ(Binary iterative hole filling image filter)
2 値化した画像内の対象物を 1 画素分膨らませる処理を膨張，逆に 1 画素分縮める処
理を収縮といい，膨張と収縮を数回組み合わせて行う処理をモフォロジー処理という。
2 値画像の平滑化，孤立点除去（穴埋め）などに有効であり，穴埋め処理は投票操作を
反復的に行うことにより大きめな穴と空洞を埋めることができるが，本研究では，この
反復処理穴埋めフィルタを用いた。

3.2.2.7 画像のラベリング
同じ連結成分に属するすべての画素に同じラベル(番号)を割り当て，異なった連結成
分には異なったラベルを割り当てる操作を，連結成分のラベルリングといい，各画素に
それが属する連結する成分のラベルを入れた画像をラベル画像と呼ぶ。本研究では，肺
の 2 値三次元画像に左肺と右肺のそれぞれにラベル 5 とラベル 6 に付けた。
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3.2.2.8 2 値三次元画像の補間(Shape-based 補間)
肺がん検診の CT 画像では，通常，横断面のピクセルサイズと再構成画像の間隔は同
一でないことが多い。例えばボクセルサイズ 0.625 × 0.625 × 5 mm の画像データはボ
クセル形状が長方体になっているため体軸方向の解像度が低く，体軸方向の解像度を改
善するために画像データのスライス間の間隔を小さくし補間する必要がある。本研究で
は，Shape-based[38]補間法を用いて 2 値三次元画像のスライス間隔 5mm の画像データ
を 1.25mm までに調節した。

3.2.2.9 グレイスケール補間 (B-Spline 補間)
今回の検討では，同一患者の撮影時期の異なる胸部 CT の断層画像を対象に目的部
位の領域抽出や位置照合などを行う際に，用いる画像データの横断面の画素サイズが
一致していない場合があった。一つの例として，過去画像の画素サイズは 0.625 ×
0.625 mm の画像データに対して，現在画像の画素サイズは 0.546 × 0.546 mm の画
像データがあった。このような場合，画像処理結果の方向依存性をなくすための複数
枚のスライス画像を三次元のボリュームデータに変換する際において，画素サイズの
x, y 軸に対しては補間法により再標本化する必要がある。本研究では，３次元 BSpline 補間により画像データのx, y 軸面の画素サイズを 0.625 × 0.625mm に統一し
た。
図 3.3 に胸部 CT 画像位置照合の前処理により得られる画像の例を示す。前処理を
用いた各種フィルタは, ITK (Insight Segmentation and Registration Toolkit ITK)
(https://www.itk.org)のオープンソースアルゴリズムを基に, C++プログラミングによ
るソースコードを改造し処理を行った。
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図 3.3 胸部 CT 画像位置照合の前処理の例(左から右に横断像、矢状断像、冠状断像)
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(a) 原画像
(b) 非等方拡散処理フィルタにより平滑化された原画像(処理回数は 4 回)
(c) 勾配マグニチュードガウスフィルタによるエッジ検出画像
(d)Chamfer 距離変換による距離画像
(e) レベルセットセグメンテーションによる抽出した肺の 2 値画像
(f) 穴埋めフィルタによる穴埋め処理後，Shape-based 補間によりスライス間隔を 5mm から
1.25mm に補完

3.2.3 胸部 CT 画像の位置照合
胸部 CT 画像の線形処理と非線形処理による位置照合に関しては，Avants らの
Greedy SyN 法を用いて三次元アフィン変換と微分同相変形法を組み合わせて行った。
実行アルゴリズムの構成を以下に示す。
1)変形モデル：三次元アフィン変換と Greedy SyN
2)類似度関数：MI, CC, demons
3)最適化処理：アフィン変換に 4 階層の画像ピラミッド，SyN に 5 階層の画像ピラミ
ッド
これにより実行アルゴリズムは，MI-CC-SyN と MI-demons-SyN の二組の構成とな
り，それぞれの組み合わせにより胸部 CT 画像の位置照合を行った。処理手順は，以下
で述べる。

3.2.3.1 三次元アフィン変換による線形位置照合
胸部 CT 画像の線形処理による位置照合は，過去画像と現在画像において抽出され
ラベリングしたそれぞれの肺の 2 値三次元画像を入力画像とする。類似度関数は MI を
用い，ヒストグラムの bin は 32 に設定した。最適化処理は 4 階層の画像ピラミッドを
用いた。入力パラメータの設定は，最初の階層(最も粗いレベル)で最大 1,000 回，次い
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で順番に 500 回，250 回，最後の階層は全画像レベルに 100 回と設定した。ダウンサ
ンプリング・レート(Downsampling rate)はそれぞれの階層で 8，4，2，1 に設定した。
画像解像度を下げる比率は，1/8，1/4，1/2 の順に行った。最後は全画像の解像度を用
いて処理を行った。これにより MI を求め，
アフィン変換の最適パラメータを取得した。
線形補間によりアフィン変換を行って過去画像を変形し，アフィンマッピング(Affine
mapping)を得た。

3.2.3.2 微分同相変形による非線形処理による位置照合
肺野の位置照合に関しては，MI-CC-SyN の組において，入力画像は過去画像と現在
画像のそれぞれの肺のグレイスケール画像とし，類似度関数は CC を用いた。4 x 4 x 4
の探索窓を設定し，1 ボクセルずつ移動しながら最大相関係数がある位置を探索し，変
形ベクトル場を求めた。
使用した変形モデル Greedy SyN において，前節に述べたアフィンマッピングを利
用し，最適化処理 5 階層の画像ピラミッドを用いた。入力パラメータの設定は，最初の
階層に最大 100 回，次いで順番に 100 回，70 回，50 回とし，最後の階層は全画像レベ
ルに 20 回と設定した。ダウンサンプリング・レートは 8，6，4，2，1 に設定し，画像
解像度を下げる比率は，1/8，1/6，1/4，1/2 の順とした。最後は全画像の解像度を用い
て処理を行った。CC の重み関数を 1 に設定し，得られた変形ベクトル場を用いて線形
補間により過去画像を変形した。
微分同相変形では，得られた変形ベクトル場は二つある。これにより画像の変換とそ
の逆変換の両方が可能である。すなわち，これらの変形ベクトル場を利用して過去画像
から現在画像に変形することも，現在画像から過去画像に変形することも可能である。
本研究では過去画像から現在画像へ変形する処理だけを利用したため，過去画像から現
在画像に変形する情報だけについて論ずる。
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同様に，MI-demons-SyN の組において，MI-CC-SyN の組と同じ入力パラメータ
を設定し，類似度関数は demons の方程式により変形ベクトル場を求めた。変形モデル
は Greedy SyN を用い，MI-CC-SyN の組の場合と同様にして実施した。得られた変形
ベクトル場を用いて線形補間により過去画像を変形した。この組でも得られた変形ベク
トル場は二つがあるが，本研究では過去画像から現在画像に変形するものだけを利用し
た。

3.2.3.3 差分処理
最後の差分処理は，現在画像から上述の処理により作成した変形された過去画像を
差し引くことによって生成した。
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第四章

胸部 CT 三次元画像位置照合の精度評価

胸部 CT 三次元画像位置照合の精度評価について，非線形処理のアルゴリズムの精度
評価に関して現在よく用いられる評価方法である，ランドマークによる定量的評価，変
形場の評価（Jacobian）を用いて実施した。さらに，本研究では病変検出を目的の一つ
としているため，変形された画像において病変の検出と変形による病巣の変化，差分画
像による病変部の強調および処理時間についても評価を実施した。

4.1 胸部 CT 画像位置照合に関するランドマーク評価ソフト
胸部 CT 画像位置照合のランドマーク評価について，手動で両方画像の間に対応する
ランドマーク・ポイントを付けるのは，時間的・労働力的に大変な作業であり，結果的
にも人間の目による誤差が多く含まれる問題がある。
第一章の 1.3 で述べた Murphy らの評価ソフトは，Thin-plate-spline based system
を実装しており，胸部 CT 画像の位置照合評価用ソフトとして半自動的かつ肺において
分布の良いランドマーク特徴点を取れる(Matching points annotator, MPA)特徴があ
る。このソフトは最初の画像に両肺に分布の良いランドマーク特徴点を入力パラメータ
により全自動で検出し，次に対応する画像の両肺に 30 点のランドマーク・ポイントを
手動で付けるが，30 点以後はソフトが学習した経験に基づいて自動で付けられるため，
半自動処理になっており，人的ミスを減らすことにより評価の精度を保障している。本
研究ではこのソフトを用いて胸部 CT 画像位置照合の評価を行った。

4.2 ランドマークによる定量評価の基準

胸部 CT 画像位置照合のランドマーク評価では，はじめに評価の基準を決める必要
がある。10 症例の画像である過去画像と現在画像のそれぞれの画像シーリズにおいて，
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以下の手順により評価基準を決定した。
1) 過去画像の両肺に分布の良いランドマーク特徴点をソフトより全自動で検出する。
2) 対応する現在画像にランドマーク特徴点を半自動で付ける。
3) 両方の画像の間に付ける対応するランドマーク特徴点間の距離(mm)とその標準偏
差を求める。距離に関しては，左から右への距離(LR)，手前から後への距離(AP)，上
から下への距離(SI)の三方向において評価を行う。距離の計算はボクセルサイズに合わ
せて算出する。
過去画像には, それぞれの画像で左肺と右肺に対応するランドマーク特徴点をつけ
た(合計：128-292 ポイント)。このランドマーク特徴点の位置座標を評価の基準座標と
し，対応する現在画像にランドマークを付け，三方向（左右，前後，上下）における特
徴点間の平均距離(mm)とその標準偏差を求め，位置照合を評価するための参考基準と
した。
結果を表１に示す。左右方向の特徴点間距離は，平均値 −0.38 mm（最大値 28.49
mm，最小値−15.93 mm）であった。前後方向では，平均値 3.01 mm（最大値 20.18
mm，最小値−14.83 mm）
であった。
上下方向は，
平均値−2.91

mm（最大値 8.54 mm，

最小値−21.79 mm）であった。
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表 1. 位置照合の参考基準
過去画像から現在画像に付けるランドマーク特徴点間の距離の差と標準偏差

Cases

No1

No2

No3

No4

No5

No6

No7

No8

LR

-8.4

-6.27 -5.07

1.64

-11.64

3.45

0.02

9.9

(mm)

(4.79) (4.29)

(4.8)

AP

0.08

-2.22 -11.08

(mm)

(2.01) (3.41) (3.53)

SI
(mm)

1.25

10.89

1.45

-4.41

(2.32) (1.58) (2.29)

No9

No10

Avg.

28.49 -15.93 -0.38

(2.98) (4.29) (4.45) (4.51) (10.4) (5.72) (1.91)

-4.14

6.8

-14.83 20.03

20.18

-8.12

3.01

(8.05) (4.21) (4.29) (7.32) (4.34) (1.34)

-6.93 -0.75
-2.14

6.15

-1.80 -2.97

-1.69 -21.79 8.54

-2.91

(2.22) (2.19) (1.86) (2.29) (4.32) (1.58)

Left-right (LR); Anterior–posterior (AP); Superior–inferior (SI); Average (Avg.)
( ) Standard deviation

MI-CC-SyN の組による位置照合の評価では，変形された過去画像を現在画像と見な
し，半自動と自動によりランドマークを付け，距離を算出した。左右方向は平均値
−0.38mm（最大値 28.49mm，最小値−15.92mm）
，前後方向は平均値 3.01 mm（最大
値 20.18 mm，最小値−14.83mm），上下方向では，平均値−2.91 mm（最大値 8.54mm，
最小値 −21.79）であり，先に求めた参考基準によく一致した。
一方，MI-demons-SyN の組による位置照合の評価では，左右方向は平均値−0.41 mm
（最大値 28.49mm，最小値−15.25mm）
，前後方向は平均値 3.05 mm（最大値 20.18
mm，最小値−14.83mm），上下方向は平均値−2.94 mm（最大値 8.54mm，最小値
−21.79mm）であり，どの方向でも参考基準と差があった。
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4.3 変形場の評価
微分同相変形による変形では，現在画像と過去画像の間に点の対応は 1 対 1 で全単
射である。全単射でない場合，得られた局所的な変形場に特異点(Singularities)が現れ
る[13]。局所的ヤコビアン(Jacobian)がゼロでないなら写像は微分同相である。また，ヤコ
ビアンが正である写像は，微分同相であって向きも保つ写像である。ヤコビアンがゼロよ

り小さい場合には特異点が現れ，局所的位置照合のエラーとして認められる。ヤコビア
ンがゼロより大きい場合，トポロジーを保存する変形場である。ヤコビアンが 1 より小
さい場合，局所領域が縮小している。ヤコビアンが 1 より大きい場合，局所領域が拡張
している。ヤコビアンが 1 と等しい場合，局所領域の変化がないことを示唆している
[39]。また，対数ヤコビアン画像は変形場の局所的情報を表しており，局所のコントラスト

の低いのは局部的縮小変化の傾向があり、逆では局部的成長変化の傾向がある。

MI-CC-SyN 組と MI-demons-CC 組における，平均最小ヤコビアンと平均最大ヤ
コビアンを表 2 に示す。

表 2. MI-CC-SyN と MI-demons-SyN の最大と最小 Jacobian (Log)
Methods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ave.

0.3

0.4

0.33

0.26

0.33

0.33

0.37

0.3

0.29

0.21

0.31

MI-demons-SyN 0.17

0.18

0.19

0.12

0.13

0.18

0.12

0.18

0.16

0.08

0.15

5.55

5.96

2.62

3.04

2.64

2.2

3.57

4.37

2.73

3.74

19.8 18.77 9.72

5.47

6.31

8.25

9.19

8.31

11.4

10.8

MI-CC-SyN
(Min)
(Min)
MI-CC-SyN

2.86

(Max)
MI-demons-SyN 4.49
(Max)
MI, Mutual information; CC, Cross-correlation; SyN, Symmetric normalization;
Min, Minimum; Max, Maximum

MI-demons-SyN 組は MI-CC-SyN 組と比較すると，平均最小ヤコビアンが小さ
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く，かつ，平均最大ヤコビアンが大きい傾向を示した。したがって，局所的な拡大傾
向または縮小傾向は MI-demons-SyN 組の方が大きく観察されることが判明した。

4.4 差分画像とボリュームチェンジ追跡による目視評価
差分画像の評価に関しては，1) 変形された過去画像と現在画像の重ね合わせ画像に
よる評価（横断像，矢状断像，冠状断像），2)アーチファクトの評価，3)病変検出の評価，
も行った。
三次元画像表示ソフトである Slice 3D は，ボリュームチェンジ追跡機能を実装して
いる。この機能を利用し，病変がある症例に対しては変形された過去画像の病変部の変
化を観察した。観察項目については，過去画像と変形された過去画像の両方において，
ボリュームチェンジ追跡により二値化された病変部位の局所的ボクセルの増加と減少
を評価した。評価の結果は連続 6 スライスの局部拡大画像で表示し，赤色が付いている
ボクセルは増加があり，その局所領域の病変が成長していることを示し，緑色が付いて
いるボクセルは減少，すなわちその局所領域の病変が縮小していることを示す。

以下、図 4．1～図 4.10 において,

MI-CC-SyN と MI-demons-CC の 2 組における処

理のサンプル画像を示す。
図 4.1 に胸部 CT 画像位置照合のサンプル画像を示す。過去画像と現在画像の重ね合わ
せ画像，また，変形された過去画像と現在画像の重ね合わせ画像を示す。後者の重ね合
わせ画像は位置照合の良い画像である。

図 4.2 と図 4.3 は，左肺の病変に対しては、MI-CC-SyN と MI-demons-SyN のそれぞ
れの組による差分画像を示す。MI-CC-SyN に較べると，MI-demons-SyN の差分画像
は陰影が不明瞭である。
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図 4.4 と図 4.5 は，図 4.2 と 4.3 の病変に対しては，両組のそれぞれのボリュームチェ
ンジ追跡画像を示す。MI-CC-SyN の組による変形された過去画像の病変は，成長と縮
小変化がないのに対して，MI-demons-SyN の組では病変の成長を示していた。

図 4.6 と図 4.7 は，
肺上部にある結節の差分画像とボリュームチェンジ追跡画像を示す。
MI-CC-SyN の組と較べると MI-demons-SyN の組の差分画像は、
陰影が不明瞭である。
この症例では両組とも結節の縮小傾向を認めたが，MI-demons-SyN の組より縮小傾向
が強い。

図 4.8 と図 4.9 は，大きな病変に対して両組のボリュームチェンジ追跡画像を示す。変
形された過去画像において，病変の縮小傾向は両組ともあり，MI-demons-SyN の組は
縮小傾向が強い。

図 4.10 は，微小結節(2.27mm)に対しては両組とも差分画像上で検出できた。
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図 4.1： 胸部CT画像位置照合の例
（左から右に横断像、冠状断像；白矢印は肺の病巣部）
(a) 過去画像：左肺の病巣：横断像で 33mm x 20mm.
(b) 固定画像（過去画像の 4 か月 6 日後)：横断像で 40mm x 18.5mm.
(c) 過去と現在画像の重ね合わせ画像。位置が合っていない (Misregistration).
(d) MI-CC-SyN による変形された過去画像：横断像で 33mm x 20mm.
(e) MI-demons-SyN による変形された過去画像：横断像で 37.6mm x 20mm.
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(f)と(g) それぞれ MI-CC-SyN と MI-demons-SyN による変形された過去画像と現在画像の重ね
合わせ画像を示す.位置照合の精度が良い(well-matched)。変形された過去画像は赤色，現在画
像は緑色で示す.
(h)と(i)それぞれ MI-CC-SyN と MI-demons-SyN による得られた変形範囲の対数ヤコビアン画
像.
(j)と(k)それぞれ MI-CC-SyN と MI-demons-SyN による得られた差分画像．

図 4.2： MI-CC-SyN による差分画像
(a) 差分画像（現在画像から変形された過去画像を差分）. 両肺の白矢印は病巣部を示す.
(b)～(d)は左肺病巣の差分画像：連続6スライスにわたる拡大画像上で強調された陰影は明瞭で
ある.
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図 4.3： MI-demons-SyNによる差分画像
(a) 差分画像：両肺の白矢印は病巣部を示す.
(b)～(d)は左肺病巣の差分画像：連続6スライスにわたる拡大画像上で強調された陰影は不明瞭
である.
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図 4.4: MI-CC-SyNによるボリュームチェンジ追跡画像
(a)～(c) ボリュームチェンジ追跡による病巣の拡大表示画像.（a）横断像，(b)矢状断像，
(C）冠状断像，それぞれの上段＝過去画像、中段＝現在画像、下段＝変形された過去画像.
変形された過去画像において、成長と縮小は現れていない.
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図 4.5: MI-demons-SyNによるボリュームチェンジ追跡画像
(a)～(c) ボリュームチェンジ追跡による病巣の拡大表示画像.（a）横断像，(b)矢状断像，
(C）冠状断像，それぞれの上段＝過去画像、中段＝現在画像、下段＝変形された過去画像.
変形された過去画像において、病変の増大を認める.
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図 4.6: MI-CC-SyNにより結節の差分画像とボリュームチェンジ追跡画像
(a) 左から右に過去画像（左肺結節の直径は14mm），現在画像（左肺結節の直径は10mm），
変形された過去画像（左肺結節の直径は13.6mm），差分画像を示す（白矢印は結節）．
(b)と(c)：左肺結節の差分画像を連続6スライス拡大した画像で，(b)＝横断像，(c)＝冠状断像.
強調された病変の陰影は明瞭である．
(d)と(e)：結節のボリュームチェンジ追跡画像で，上段＝過去画像、下段＝変形された過去画
像. 変形された過去画像の結節は縮小傾向を示すが，過去画像の結節の形状を維持している.
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図 4.7: MI-demons-SyNによる差分画像とボリュームチェンジ追跡画像
(a) 左から右に過去画像，現在画像，変形された過去画像（左肺結節の直径は11.8mm），差
分画像を示す（白矢印は結節）.
(b)と(c)：左肺結節の差分画像を拡大した画像であり、強調された病変の陰影は不明瞭.
(d)と(e)：結節のボリュームチェンジ追跡画像で、上段＝過去画像、下段＝変形された過去画
像. 変形された過去画像の結節は，縮小傾向が強く現れている.
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図 4.8: 大きな病変に対するMI-CC-SyNよるボリュームチェンジ追跡画像
(a)～(c)：上から下へ横断像，矢状断像と冠状断像を示す. それぞれ上段＝過去画像、下段の＝
変形された過去画像. 変形された画像の病変部は縮小していることを示す.
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図 4.9: 大きな病変に対するMI-demons-SyNよるボリュームチェンジ追跡画像
(a)～(c)：上から下へ横断像，矢状断像と冠状断像を示す.それぞれ上段＝過去画像、下段＝変
形された過去画像. 変形された画像の病変部の縮小が強く出ている.
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図 4.10: 微小結節(2.27mm)に対するMI-CC-SyNとMI-demons-SyNによる差分画像
(a) 過去画像. (b)現在画像.
(c) MI-CC-SyNによる変形された過去画像. (d) MI-demons-SyNによる変形された過去画像.
(e) ：(c)から(a)を差分した画像. (f) ：(d)から(a)を差分した画像（白矢印は微小結節）．
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4.5 大葉間裂の評価
図 4.11と図 4.12は、MI-CC-SyNとMI-demons-SyNによる変形された過去画像の
大葉間裂を示す。両方とも右肺の大葉間裂をよく変形している。しかし，MI-demonsSyNの局部的変形場のグッリト画像では，折りたたみ（Folding）を生じていた。

図 4.11: MI-CC-SyNとMI-demons-SyNによる変形された過去画像の大葉間裂
(a) 過去画像. (b) 現在画像. (c) MI-CC-SｙNによる変形された過去画像.
(d) MI-demons-SyNによる変形された過去画像.
両方とも、右肺の大葉間裂をよく変形している.
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図 4.12: MI-CC-SyNとMI-demons-SyNによる変形された過去画像の大葉間裂のグッ
リト画像
(a) MI-CC-SyNによる局部的変形場のグッリト画像.
(b) MI-demons-SyNによる局部的変形場のグッリト画像.
(c) MI-CC-SyNによる差分画像.
(d) MI-demons-SyNによる差分画像.
MI-demons-SyNの局部的変形場は、折りたたみ（Folding）を発生していた.

4.6 処理時間の評価
10 症例の処理時間の平均は，MI-CC-SyN が 2.2 時間，MI-demos-SyN は 0.66 時間
で，前者は後者の 3.3 倍の処理時間を要した。
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4.7 本章のまとめ
線形処理と非線形処理の位置照合アルゴリズムの組み合わせとして，MI-CC-SyNと
MI-demons-SyNの二組を検討したところ，ともに過去画像と現在画像に共通する正常
構造を取り除き，病変と結節は肺野に変化のある陰影として差分画像に残すことがで
きた。表3に本章で検討した結果のまとめを示す。

表.3

MI-CC-SyN と MI-demons-SyN についての比較
MI-CC-SyN

評価項目

MI-demons-SyN

ランドマーク特徴点の評価

基準値と差がない

基準値と僅かに差がある

最大ヤコビアン（平均値）

3.74

10.8

最小ヤコビアン（平均値）

0.31

0.31

平均処理時間

2.2 時間

0.66 時間

目視評価の線状構造（大葉間裂） 崩れがない

1 症例で折りたたみ

肺野の輪郭の重ね合わせ

良い

良い

差分画像のアーチファクト

滑らかな差分画像

滑らかな差分画像

差分画像上の陰影（病変と結節） 明瞭

不明瞭

微小結節の検出

検出可

検出可

変形された病変と結節のボリュ

縮小傾向がある

縮小傾向が強くみられる

ームチェンジ追跡
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第五章

総括

5.1 本研究の総括
三次元画像の経時差分処理は，効率よく経時的な変化を検出できると期待されるが，
単純な経時的差分処理ではアーチファクトの多い画像となる。アーチファクトの少ない
良好な差分画像を得るには，差分処理前の三次元的画像位置照合が必須であり，そのた
めには精度の良い画像位置照合アルゴリズムを開発する必要がある。人体は骨格系（変
形しない構造）と非骨格系（臓器や軟部組織などの柔軟な構造）で構成されており，特
に胸部 CT 画像の三次元画像位置照合の場合には，胸郭と肺野のそれぞれに対応した線
形処理および非線形処理アルゴリズムが必要と考えられる。そこで，本研究では二つの
段階に分けて，経時差分の前処理としての線形処理，続いて非線形処理による位置照合
と段階的に検討し，胸部 CT 三次元画像の位置照合アルゴリズムの開発と検証を行っ
た。

1. 胸部人体ファントムを用いて剛体位置照合アルゴリズムである三次元アフィン変換
を検証する。
2. 胸部 CT 画像の三次元画像を用いて柔軟な構造に対する位置照合アルゴリズムの検
証と開発を行う。
3. 柔軟な構造に対する位置照合アルゴリズムの評価を行う。
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それぞれの段階で実験を行い必要な画像データを収集し開発と検証を行った。
前処理である線形処理の検証として，人体胸部ファントムの三次元画像データを用い
て三次元アフィン変換を適応した。差分処理の結果，胸壁の骨格系に効果があるものの，
肺野は残渣の多い差分画像となった。三次元アフィン変換は人体胸部ファントムの血管
部分に対する位置照合効果が不十分であり，残渣が残る原因となっていた。
胸部 CT 画像による線形処理と非線形処理による位置照合に，MI-CC-SyN と MIdemons-SyN の二組を採用し，複数の評価方法で有用性を検討した。

5.2 非線形処理による位置照合アルゴリズムの評価に関する考案
胸部 CT 画像の三次元差分処理においては，非線形処理に関しては，変形された画像
に病理的な構造と形態を消さず崩さず，局所的な組織情報を守る変形法が理想であると
考えられる。Greedy SyN 法は，微分同相変形に対しては，点の対応が一対一かつ可逆
性であるといった同相写像の特徴があることにより，肺野の軟部組織位置照合に対して
精度の良い照合アルゴリズムであることがすでに報告された[25]。しかし，病変によって
局所的トポロジーが異なる場合の検討は報告されていない。臨床画像では，撮影時期の
異なる CT から得られる三次元画像の病変部の構造には必ずしも一対一ではない場合
が多い。例えば，過去画像から現在画像において新しい病変の出現および成長と縮小変
化の場合に，局所的トポロジーが異なる。
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本研究では，胸部 CT 画像の三次元差分処理において，肺野の非線形処理による位置
照合に対して Greedy SyN 法を利用し，MI-CC-SyN と MI-demons-SyN それぞれの組
み合わせを用いた位置照合を経験的に検証した。両組ともアーチファクトの少ない差分
画像が得られ，病変の縮小，結節の増大といた経時的な変化は，差分画像上に陰影とし
て残すことができた。特に，MI-CC-SyN の組み合わせは軟部組織に対して精度の良い
位置照合法として確認された。しかし，大きな病巣は変形により縮小する傾向も確認さ
れており，特に MI-demons-SyN の組み合わせでこのような傾向が強く現れた。MI-CCSyN の組み合わせは，相互相関係数を類似度関数として用いることにより，処理時間が
非常に長い。MI-demons-SyN の組み合わせの処理時間は比較的短いが，線状構造を崩
す“折りたたみ”が生じることがあり，実行パラメータの設定に考慮する必要がある。ま
た，非線形処理による位置照合法のアルゴリズムでは，位置照合の対象画像にある構造
物をすべて軟部組織として処理される可能性があり，処理パラメータの設定など考慮す
ることにより改善される可能性がある。そのうえ，三次元画像の場合は，変形により局
部組織の歪みや線状構造の崩れなどの発生が発見しにくい場合があり，必要に応じて二
次元画像上で確認すべきである。非線形処理による位置照合によって変形された画像が
病巣に対しては局所的縮小と拡大傾向が見られたが，微小結節の症例では見られなかっ
た。今後，より多いサンプルデータを用いてさらに検証する必要があると考える。
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5.3 本研究の医療技術学的意義
本研究の医療技術学的意義を述べる。
１．低線量 CT による肺がん検診を推進するための研究が進んでいる。これらの CT 検
診画像の読影を念頭に，大量の三次元画像を取り扱うための新しい読影環境が求められ
ている。本研究では，三次元画像差分処理による病変の縮小・増大などの経時的変化を
検出するのに適したアルゴリズムの組合せを検討し，症例数は少ないが，差分画像上に
経時的変化を強調することができた。現時点では処理時間が長いのが問題となるが，
CAD システム技術の一部として読影補助になりうると期待される。
2. 本研究で用いた胸部CT画像データは，スライス厚と間隔が5 mmの臨床画像データ
である。低線量CTによる肺がん検診では撮影条件を「スライス厚5 mm以下、再構成間
隔5 mm以下」としているが，これは最低基準を示したものなので，実際にはスライス
厚が更に薄い画像が多量に発生していると想定すべきである。本研究では5 mmの画像
データを補間法により1.25mmまでにリサンプリングしたが，本研究で用いた三次元画
像位置照合法により良好な差分画像が得ることができた。低線量CTでも逐次近似画像
再構成といった画質改善技術が発達し，通常線量のCT画像と遜色のない画像が提供さ
れるようになっているが，差分画像がノイズへの対処にも役立つ可能性がある。
3. 本研究で採用した非線形処理による位置照合法は微分同相写像の特徴があることで，
精度のよい画像位置照合法であると考えられる。このような方法は，今後三次元 CAD

60

システムの開発において注目されると思われ，CAD の発展に貢献できることを期待す
る。

5.4 今後の展望
現在，MDCT によりスライス厚さ 0.5 mm，再構成間隔 0.3 mm となり，ほぼ等方的
な三次元画像が得られる。1 症例あたりの画像数は膨大なものであり，読影医への負荷
も非常に大きいものとなっており，実臨床で効率的な診断補助が可能にならなければな
らない段階となっている。また，CT イメージングの未来技術として人体内組織をマイ
クロレベルのオーダーで観察することが考えられる。こうした新しい画像診断分野の展
開に伴って，三次元差分画像の必要性とその有効活用に関する関心がますます高まって
くると予想される。現時点では処理の高速化が必須の課題であるが，さらなる高精度な
三次元画像位置照合，差分処理技術の開発が期待されていると考えられる。

5.5 結論
MDCT を用いた肺がん検診における読影の負担を軽減することを念頭に，胸部 CT
の三次元画像の経時差分処理により，新しい病変の検出，あるいは病変の大きさ・形状
の変化を強調することを可能とするアルゴリズムについて経験的に検討した。差分処理
には線形処理と非線形処理を組み合わせた位置照合を行う必要があり，非線形処理では
MI-CC-SyN と MI-demons-SyN の二組についての有用性を明らかにした。処理時間な
ど解決すべき課題もあるが，精度のよい位置照合が可能であり，今後の開発が期待され
る。
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略語リスト

略語

意味

AP

anterior to posterior

CADe

computer-aided detection

CADx

computer-aided diagnosis

CC

cross-correlation

DIR

deformable image registration

FFD

free-form deformable

Greedy SyN

Greedy symmetric normalization

ICP

iterative close point algorithm

ITK

Insight Segmentation and Registration Toolkit

LDDMM

large deformation diffeomorphic metric mapping

LR

left to right

ＭＤＣＴ

multi-detector row computed tomography

MI

mutual information

MPA

matching points annotator

MSD

mean square difference

NCC

normalized cross-correlation

RMS

root mean square

ROC

Receiver Operating Characteristics

SAD

sum of absolute difference

SI

superior to inferior

SSD

sum of squared difference

SyN

symmetric normalization
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