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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の身体構造の医療画像を受信するステップと、
　前記医療画像に対して前記身体構造のメッシュモデルを当てはめ、当てはめられた前記
メッシュモデルの複数の頂点の各々において、前記医療画像の画像強度に基づいて画像特
徴量を決定するステップと、
　前記複数の頂点の各々における画像特徴量を統合することにより、前記医療画像に対す
る前記メッシュモデルの適合性を示す品質メトリックを決定するステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記統合することが、平均値を決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記医療画像が、ＭＲＩ、ＣＴ及び超音波のうちの何れかによるものである、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッシュモデルが、変形可能な脳モデルである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記適合性の品質メトリックを閾値と比較するステップと、
　前記適合性の品質メトリックが前記閾値以上であった場合、前記適合性を承認するステ
ップと、
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　前記適合性の品質メトリックが前記閾値未満であった場合、前記適合性を否認するステ
ップと
　を有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記統合することが、前記頂点の各々を別々に考慮して、前記医療画像の複数の部分の
各々について、個別的な適合性の品質メトリックを決定することを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　患者の身体構造の医療画像と、前記医療画像に対する前記身体構造のメッシュモデルと
を保存するメモリと、
　前記医療画像に対して前記身体構造のメッシュモデルを当てはめ、当てはめられた前記
メッシュモデルの複数の頂点の各々において、前記医療画像の画像強度に基づいて画像特
徴量を決定し、前記複数の頂点の各々における画像特徴量を統合することにより、前記医
療画像に対する前記メッシュモデルの適合性を示す品質メトリックを決定するプロセッサ
と
　を有するシステム。
【請求項８】
　前記医療画像を生成する画像処理装置を有する請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記画像処理装置が前記医療画像を生成した後に、前記プロセッサが、前記メッシュモ
デルを前記医療画像に当てはめる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記プロセッサが、
　前記適合性の品質メトリックを閾値と比較し、
　前記適合性の品質メトリックが前記閾値以上であった場合、前記適合性を承認し、
　前記適合性の品質メトリックが前記閾値未満であった場合、前記適合性を否認する、請
求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、前記頂点の各々を別々に考慮して、前記医療画像の複数の部分の各
々について、個別的な適合性の品質メトリックを決定する、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　請求項１ないし５のうち何れか一項に記載の方法をプロセッサに実行させる命令を有す
るコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示される実施形態は、画像セグメント化の定量的評価のための方法及びシステム等に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルツハイマー病(Alzheimer’s　Disease)、外傷性脳損傷(Traumatic　Brain　Injury
)及び心的外傷性ストレス障害(Post-Traumatic　Stress　Disorder：PTSD)等のような神
経障害及び精神疾患を患う患者に関わる研究プログラムや、そのような障害の危険がある
人を発見すること等において、脳の特定の領域の容積及び形状の異常を速やかに特定でき
る能力は重要である。そのような異常は、形状が拘束された変形可能な脳モデル(shape-c
onstrained　deformable　brain　model)を用いて特定することが可能であり、これは、
判明している脆弱性を有する頭脳領域の構造における僅かな変化を、健常者から得られる
同様なデータと比較することにより、明らかにすることができる。可変頭脳モデルは、患
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者の磁気共鳴画像(MRI)イメージに当てはめられ、その画像は多数の皮質下構造(subcorti
cal　structure)にセグメント化される。これは研究及び/又は治療に対する実現可能な技
術であるが、更に時間的に効率よく実行可能である必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第2005/148852号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一つの側面における実施の形態の課題は、画像セグメント化の定量的評価等を時間効率
よく実行できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態による方法は、
　医療画像を受信するステップと、
　身体構造(肉体構造、物理構造)のモデルの適合性であって前記医療画像に関連する適合
性を受信するステップと、
　前記適合性の複数の頂点の各々において、前記医療画像の画像特徴量を決定するステッ
プと、
　評価メトリックを決定するために複数の画像特徴量を統合するステップと
　を有する方法である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】変形可能な脳モデルの一例を示す図。
【図１Ｂ】患者の頭脳のMRI画像に適用された場合の図1Aの可変頭脳モデルの一例を示す
図。
【図２Ａ】患者の頭脳のMRI画像に可変頭脳モデルを適切に適合できた例を示す図。
【図２Ｂ】患者の頭脳のMRI画像に可変頭脳モデルを適切に適合できていない例を示す図
。
【図３】頭脳画像に対する可変頭脳モデルの当てはめの当否を評価するためのメトリック
を生成する方法例を示す図。
【図４】頭脳画像に対する可変頭脳モデルの当てはめの当否を評価する図3に示す方法の
ような実施形態による方法を実現するためのシステム例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　＜実施の形態の概要＞
　一実施形態による方法は、
　医療画像を受信するステップと、
　身体構造のモデルの適合性であって前記医療画像に関連する適合性を受信するステップ
と、
　前記適合性の複数の頂点の各々において、前記医療画像の画像特徴量を決定するステッ
プと、
　評価メトリックを決定するために複数の画像特徴量を統合するステップと
　を有する方法である。
【０００８】
　別の実施形態によるシステムは、
　医療画像と、身体構造のモデルの適合性であって前記医療画像に関連する適合性とを保
存するメモリと、
　前記適合性の複数の頂点の各々において、前記医療画像の画像特徴量を決定し、評価メ
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トリックを決定するために複数の画像特徴量を統合するプロセッサと
　を有するシステムである。
【０００９】
　別の実施形態による記憶媒体は、
　コンピュータにより読み取ることが可能な一時的でない記憶媒体であって、プロセッサ
に方法を実行させる命令群を記憶し、前記方法は、
　医療画像を受信するステップと、
　身体構造のモデルの適合性であって前記医療画像に関連する適合性を受信するステップ
と、
　前記適合性の複数の頂点の各々において、前記医療画像の画像特徴量を決定するステッ
プと、
　評価メトリックを決定するために複数の画像特徴量を統合するステップと
　を有する、記憶媒体である。
【００１０】
　＜図面＞
　図1Aは、変形可能な脳モデルの一例を示す。
【００１１】
　図1Bは、患者の頭脳のMRI画像に適用された場合の図1Aの可変頭脳モデルの一例を示す
。患者の頭脳は、患者の頭脳の領域、患者の頭脳の体積、患者の頭脳が占める空間等と言
及されてもよい。
【００１２】
　図2Aは、患者の頭脳のMRI画像に可変頭脳モデルを適切に適合できた例を示す。
【００１３】
　図2Bは、患者の頭脳のMRI画像に可変頭脳モデルを適切に適合できていない例を示す。
【００１４】
　図3は、頭脳画像に対する可変頭脳モデルの当てはめの当否を評価するためのメトリッ
クを生成する方法例を示す。
【００１５】
　図4は、頭脳画像に対する可変頭脳モデルの当てはめの当否を評価する図3に示す方法の
ような実施形態による方法を実現するためのシステム例を示す。
【００１６】
　＜実施の形態の詳細な説明＞
　実施形態に関する以下の説明及び関連する添付図面を参照することにより、実施形態は
更に理解されるであろう。図中、同様な要素には同様な参照番号が付されている。具体的
には、実施形態は、患者に対する可変頭脳モデルの当てはめ方を確認するための方法及び
システム等に関連する。
【００１７】
　上述したように、アルツハイマー病、外傷性脳損傷及び心的外傷性ストレス障害(PTSD)
等のような神経障害及び精神疾患を患う患者に関わる研究プログラムや、そのような障害
の危険がある人を発見すること等において、脳の特定の領域の容積及び形状の異常を速や
かに特定できる能力は重要である。そのような異常は、形状が拘束された変形可能な脳モ
デルを用いて特定することが可能であり、これは、判明している脆弱性を有する頭脳領域
の構造における僅かな変化を、健常者から得られる同様なデータと比較することにより、
明らかにすることができる。可変頭脳モデルは、患者の磁気共鳴画像(MRI)イメージに当
てはめられ、その画像は多数の皮質下構造にセグメント化される。これは研究及び/又は
治療に対する実現可能な技術であるが、更に時間的に効率よく実行可能である必要がある
。実施形態がMRI画像に対する具体的な例と共に説明されているが、本願で説明されるの
と同じ技術が、CT画像、超音波画像等のような他のタイプの医療画像にも等しく適用可能
であることを、当業者は認めるであろう。
【００１８】
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　図1Aは例示的な変形可能な脳モデル110を示し、脳の様々な部分がそれぞれモデル化さ
れている。変形可能な脳モデルについては、例えば、次の文献に示されている：
　“Evaluation　of　traumatic　brain　injury　patients　using　a　shape-constrai
ned　deformable　model,”by　L.　Zagorchev,　C.　Meyer,　T.　Stehle,　R.　Kneser
,　S.　Young　and　J.　Weese,　2011,　in　Proceedings　of　the　First　internati
onal　conference　on　Multimodal　brain　image　analysis　(MBA’11),　Tianming　
Liu,　Dinggang　Shen,　Luis　Ibanez,　and　Xiaodong　Tao　(Eds.),　Springer-Verl
ag,　Berlin,　Heidelberg,　118-125
　図1Bは、患者のMRI画像に対する図1Aのモデル110のアダプテーション120を示す。アダ
プテーション(adaptation)は、適合させた例又は結果、当てはめた例又は結果等と言及さ
れてもよい。アダプテーション120において、モデル110のうちの幾つかの要素121、122、
123、124、125はアダプテーション120に対応付けられ、MRIによる断面図の中での要素121
、122、123、124、125の位置及び大きさ(サイズ)を示す。図示されるモデルは、手作業又
はマニュアルで区分けされる脳構造を表現する基準データ又はグランドトゥルースデータ
(ground　truth　data)を示す。「区分け」は「セグメント化」、「セグメンテーション
」、「区分」又は「分割」等と言及されてもよい。グランドトゥルースデータは、各々の
構造の境界における強度(intensity)に関する情報を含み、この情報はセグメント化の品
質を示す画像メトリックを導出するために使用され、この点については後述される。
【００１９】
　患者の頭脳に対する可変頭脳モデルの当てはめ(又はアダプテーション)は、患者のMRI
画像から導出される要素の影響を受ける。そのようなモデルを適合させる従来の技術(発
明者等にとって従来の技術)を利用する場合、医療専門家又は医療従事者は、患者のMRI画
像を観察者(viewer)にロード又は取得し、最終的に適合させたモデルを取得し、モデルが
正しく適合しているか否かを目視で確認する必要があった。図2Aは、当てはめが成功して
いる例210を示し、図2Bは当てはめが成功していない例220を示す。適切に適合するモデル
210の要素は、前提のMRI画像に示される要素に対応しているが、適切に適合していないモ
デル220の要素はそのように対応していないことが、当業者にとって明らかであろう。更
に、モデルが適切に適合していない場合のメッシュ頂点における強度値(すなわち、画像
の図形明暗度(graphical　intensity))は、モデルが適切に適合している場合のメッシュ
頂点における強度値とかなり異なっていることに、留意すべきである。「強度」は、「明
暗度」、「鮮明度」、「明度」等と言及されてもよい。
【００２０】
　適合(アダプテーション)の成否の確認は、面倒な時間のかかる仕事となるおそれがあり
、特に、多数の患者に関わる臨床試験(又は治療実験)ではそうであり、この種のプロセス
は業務を増やしてしまうことが懸念される。例示的な実施形態は、アダプテーションの品
質メトリックを提供し、この種の問題を克服する。「メトリック」は、「判断基準」等と
言及されてもよい。メトリックは、アダプテーションの処理の最後に自動的に決定されて
もよく、患者内のセグメンテーション又は患者間のセグメンテーションによるセグメンテ
ーションの直接的な定量比較(quantitative　comparison)のための基礎を追加的に提供し
てもよい。
【００２１】
　図3は上記で言及した定量的メトリックを決定する方法例300を示す。ステップ310にお
いて、患者データ(例えば、MRI画像)と当てはめられる頭脳モデルに関するデータとが受
信される。このステップが実行される前に、患者画像にモデルが当てはめられるが、その
ような適合プロセス自体は例示の実施形態の対象外であることを、当業者は理解するであ
ろう。
【００２２】
　ステップ320において、当てはめられる頭脳モデルにおいて脳の構造を象るメッシュの
頂点各々における画像特徴量(image　quantity)が決定される。画像特徴量は、画像の特
徴を定量化するために使用されてよい任意の個数の様々な値のうちの1つ以上であってよ
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いことを、当業者は理解するであろう。それらの値は、例えば、画像強度、画像勾配(ima
ge　gradient)、勾配の大きさ等を含んでよい。更に、メッシュの頂点は、メッシュ三角
形に属する点であるように理解されてよいことを、当業者は理解するであろう。ただし、
四角形、長方形、正方形、八角形等のような複数の頂点を有する他のメッシュ形状が使用
されてもよい。更に、画像特徴量は、適切な任意の画像処理関数又は画像処理機能を利用
して決定されてもよいことを、当業者は理解するであろう。
【００２３】
　ステップ330において、各々の頂点で決定された画像特徴量は平均化され、モデルの適
合性(又はアダプテーション)を評価するために使用される定量的メトリックが生成される
。以下においても説明されるように、本方法は各々の頂点の画像特徴量を平均化すること
に限定されず、平均化は、定量的メトリックを取得するための単なる一つの方法に過ぎな
い。一実施形態では、完全に合致するモデルが或る簡易な数値(例えば、1又は100)をもた
らし、全く合致してないモデルがゼロの値をもたらすように、メトリックが正規化又は規
格化されていてもよい。
【００２４】
　次に、ステップ340において、ステップ330で決定された定量的メトリックに基づいて、
モデルの適合性が確認される。これは、例えばメトリックを閾値と比較することにより実
行されてもよいし、或いは当該技術分野で既知の他の方法で実行されてもよい。例えば、
定量的メトリックが1-100の値に正規化されている場合、閾値は先ず75に設定されてもよ
く、これは、75以上のスコアを示すアダプテーションは成功であると判断されるが、75未
満は不成功であると判断されることを意味する。この閾値はその後にユーザによりリセッ
トされてもよく、例えば、アダプテーションの成功は初期閾値より上又は下であることを
ユーザが決定した場合に、ユーザにより再設定されてもよい。別の例において、システム
は、様々な入力に基づいて閾値レベルを決定する機械学習アルゴリズムを含んでいてもよ
い。
【００２５】
　モデルが適切に適合していると判断された場合、ステップ350において、そのアダプテ
ーションが以後の使用のために受け入れられる(承認される)。逆に、モデルが適切に適合
していないと判断された場合、ステップ360において、そのアダプテーションは拒否又は
否認され、別の当てはめられるべきモデルの必要性が通知される。ステップ350又は360の
後、本方法は終了する。
【００２６】
　頭脳モデルの正しいアダプテーションの確認に加えて、上記のメトリックは、分散、バ
イアス又は他の統計量と評価される対象に応じた信頼限界(confidence　limit)との比較
を可能にする。グループ間の有意性(significance)又は取得される結果同士の有意性が設
定されてもよい。品質メトリックは信頼性又は確実性のインジケータとなっても良い；例
えば、高い値をとるほど正確なセグメンテーションであることを意味してもよいし、その
逆でもよい。品質メトリックは取得される統計量に関連付けられてもよい；例えば、統計
的有意性(statistical　significance)を取得するために必要な最小セグメンテーション
品質を設定するために使用されてもよい。
【００２７】
　別の実施形態において、モデルは、アダプテーションの最中に、メッシュ頂点の対応関
係を維持してもよい。そのような実施形態では、平均値を比較するのではなく、関連する
メッシュ頂点において、画像特徴量の値が比較される。そのような実施形態は、上記の方
法例300により与えられる一般的な精度の情報とは異なり、モデルの様々な要素に関する
更に詳細な局所的な情報を提供する(例えば、モデルの或る部分的な領域が正しく適合し
ていないかどうかが判断されてもよい。)。
【００２８】
　方法例300は様々な手段で実現されてもよい。一例として、方法例300はシステム例400
によるコンピュータにより実現されてもよい。システム400は図4に概略的に示されている
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。ユーザインタフェース410は、医療画像や適合モデルの選択等のような様々な種類のユ
ーザ入力を受信するように機能することが可能である。システム例400は1つのユーザイン
タフェース410を含んでいるように図示されているが、他のシステムは複数のインタフェ
ースを利用してもよく、例えば、施設内の他のシステムから医療画像を受信するためのイ
ンタフェースが備わっていてもよいことを、当業者は理解するであろう。ユーザインタフ
ェース410は出力装置として使用されてもよく、例えば、成功したアダプテーションを、
更なる用途に供するために医療専門家に見えるように出力してもよいし、或いは、アダプ
テーションが成功しなかったことを医療専門家に通知してもよい。
【００２９】
　ユーザインタフェース410は、方法例300を実施するためのプログラムを実行するプロセ
ッサ420にデータを提供する。このタスクに関連するデータはメモリ430に保存されていて
もよい。メモリ430は、ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、半導体ドライブ、
分散型ストレージ等であってもよく、上記のように使用するのに適した如何なるフォーマ
ットでデータを保存してもよい。方法例300を実行するのに必要な命令に加えて、メモリ4
30は、患者に関する医療記録を、システム400を提供する病院に保存してもよい。また、
患者の記録は、例えばそのような記録を保存するセントラルシステムに遠隔的に保存され
てもよい。
【００３０】
　上記の実施形態は、臨床研究用の大規模な頭脳モデル群の自動的な処理及び確認を可能
にし、結果の定量的な比較の基礎を提供する。そのような処理は、頭脳構造の長期にわた
る監視を促進し、鑑別診断(differential　diagnosis)を改善し、処置や回復の成果の監
視を促進する。更に、上記のアダプテーションメトリックは、変形可能な脳モデルから導
出される情報を分析、理解及び解釈する際に重要な役割を演じる。
【００３１】
　上記の実施形態は、脳のMRI画像及び変形可能な脳モデルを具体例としているが、本願
により説明される原理は、他の種類の変形可能なモデルにも等しく適用可能であり、その
ようなモデルに合わせる他の種類の画像のアダプテーションに適用することも可能である
ことを、当業者は理解するであろう。更に、上記の実施形態は、如何なる個数の手段によ
り実現されてもよく、ソフトウェアモジュール、ハードウェアモジュール及びソフトウェ
アモジュールの組み合わせ等を含むことが、当業者に理解されるであろう。例えば、方法
例300は、一時的でない記憶媒体に保存されかつ複数行のコードを含むプログラムにより
実現されてもよく、それらのコードはコンパイルされるとプロセッサにより実行される。
【００３２】
　特許請求の範囲はPCT規則6.2(b)に従って引用符号/数字を含んでもよいことに留意を要
する。ただし、本願の特許請求の範囲は、引用符号/数字に関連する実施形態に限定して
解釈されるべきではない。
【００３３】
　本発明の精神又は範囲から逸脱することなく、実施形態に対して様々な変形が施されて
よいことが、当業者にとって明らかであろう。本発明は、本発明に関する修正例及び変形
例を包含し、それらは添付の特許請求の範囲及び均等物に包含されるように意図されてい
る。
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