
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

カラーで撮影され
、

前記 眼底画像データについて１本の血管と背景部とを含む
処理単位領域を設定する処理単位領域設定過程と、
前記 血管部と背景部とを分 る血管分離過程と

前記処理単位領域ごとに前記眼底画像データ

を算出する特徴量算
出過程と、
前記 特徴量 前記処理単位領域における血管が動脈
であるか静脈であるかを識 る動静脈識別過程とを有することを特徴とする眼底画像の
動静脈識別方法。
【請求項２】
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処理単位領域設定手段、血管分離手段、特徴量算出手段、及び動静脈識別手段を備えた眼
底画像処理装置が、 デジタル化された眼底画像データを処理する方法で
あって

処理単位領域設定手段が、前記

血管分離手段が、前記処理単位領域内の 離す
前記特徴量算出手段が、 における前記背景部
及び前記血管部各々の画素値から、背景部の赤味成分の値Ｉ 1（ R）と緑味成分の値Ｉ 1（ G
）、及び血管部の赤味成分の値Ｉ 2（ R）と緑味成分の値Ｉ 2（ G）を求め、血液の色調を示
す血液色特徴量として、
｛ logＩ 1（ R）－ logＩ 2（ R）｝／｛ logＩ 1（ G）－ logＩ 2（ G）｝の値

動静脈識別手段が、前記血液色 に基づき
別す

処理単位領域設定手段、血管分離手段、特徴量算出手段、及び動静脈識別手段を備えた眼
底画像処理装置が、カラーで撮影されデジタル化された眼底画像データを処理する方法で



、

を

過程とを有することを特徴とす 底画像
の動静脈識別方法。
【請求項３】

過程とを有し、
前記動静脈識別過程は、前記 特徴量と 前記処理単位領域

血管 動脈 静脈 を識別する ことを特徴とす 底画像の動
静脈識別方法。
【請求項４】

【請求項５】
カラーで撮影されデジタル化された眼底画像 を処理する眼底画像処理装置であって
、

眼底画像 １本の血管 景部 を含 理単位領域 設定する処理単
位領域設定手段と、
前記処理単位領域内の血管部と背景部とを分離する血管分離手段と、

を算出する特徴量算
出手段と、

特徴量 前記処理単位領域 血管が動脈であ 静脈であ を
識別する動静脈識別手段 具備する眼底画像処理装置。
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あって
前記処理単位領域設定手段が、前記眼底画像データについて１本の血管と背景部とを含む
処理単位領域を設定する処理単位領域設定過程と、
前記血管分離手段が、前記処理単位領域内の血管部と背景部とを分離する血管分離過程と
、
前記特徴量算出手段が、前記処理単位領域ごとに前記眼底画像データにおける前記背景部
及び前記血管部各々のγ＜１となるガンマ補正がなされた画素値から、背景部の赤味成分
の値Ｉ 1（ R）と緑味成分の値Ｉ 1（ G）、及び血管部の赤味成分の値Ｉ 2（ R）と緑味成分の
値Ｉ 2（ G）を求め、血液の色調を示す血液色特徴量として、
｛Ｉ 1（ R）－Ｉ 2（ R）｝／｛Ｉ 1（ G）－Ｉ 2（ G）｝の値 算出する特徴量算出過程と、
　前記動静脈識別手段が、前記血液色特徴量に基づき前記処理単位領域における血管が動
脈であるか静脈であるかを識別する動静脈識別 る眼

請求項１または２に記載の眼底画像の動静脈識別方法において、前記眼底画像処理装置に
、さらに、血管画像作成手段と動静脈交差点検出手段と学習用領域設定手段と特徴量対算
出手段と評価関数設定手段とを備え、
前記血管画像作成手段が、前記眼底画像データの血管部と背景部を分離した２値画像であ
る血管画像データを作成する血管画像作成過程と、
前記動静脈交差点検出手段が、前記血管画像データに基づき眼底画像の各血管が細くなっ
ていく方向を血管の正方向として正方向に向かって２本の血管が交差する血管の交差点を
動静脈交差点として検出する動静脈交差点検出過程と、
前記学習用領域設定手段が、検出された動静脈交差点に向かって交差する２本の血管のそ
れぞれに対して血管と背景部とを含む学習用領域を設定する学習用領域設定過程と、
前記特徴量対算出手段が、交差する 2本の血管のそれぞれに対する学習用領域ごとに前記
眼底画像データにおける前記背景部及び前記血管部各々の画素値から前記血液色特徴量を
算出し、特徴量の対とする特徴量対算出過程と、
前記評価関数設定手段が、眼底画像全体から抽出された複数の血管の交差点に対応する前
記特徴量の対の各々において、対となっている前記血液色特徴量の一方が動脈のカテゴリ
ーに、もう一方が静脈のカテゴリーに分かれるように閾値を設定する動静脈識別用評価関
数設定

血液色 前記閾値とに基づき におけ
る が であるか であるか 過程である る眼

請求項１乃至３のいずれか１項に記載の眼底画像の動静脈識別方法の処理過程をコンピュ
ータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体。

データ

前記 データについて と背 と む処 を

前記処理単位領域ごとに前記眼底画像データにおける前記背景部及び前記血管部各々の画
素値から、背景部の赤味成分の値Ｉ 1（ R）と緑味成分の値Ｉ 1（ G）、及び血管部の赤味成
分の値Ｉ 2（ R）と緑味成分の値Ｉ 2（ G）を求め、血液の色調を示す血液色特徴量として、
｛ logＩ 1（ R）－ logＩ 2（ R）｝／｛ logＩ 1（ G）－ logＩ 2（ G）｝の値

前記血液色 に基づき における るか るか
とを



【請求項６】

、

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、眼底画像の動静脈識別方法及び装置に関し、特に、眼科疾病及び全身性疾病の
状態把握に有効である眼底画像を用いた診断や検査の省力化及び迅速化を可能にする画像
処理技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
眼底画像は血管像を無浸襲で観察できる唯一の方法であり、糖尿病をはじめとする全身の
血管に変化をきたす全身性の疾患の状態把握に有効である。特に、眼底画像の動脈と静脈
の幅の値は、これらの疾病の進行状態をよく表すことが知られている。このため、眼底画
像中の動脈と静脈の幅の測定は眼科のみならず内科や健康診断においても一般的に行われ
てきている。これまで血管幅の測定は、医師が眼底画像を直接観察しながら手作業で行っ
ていた。
【０００３】
しかし、これらの作業は専門的知識を要するとともに煩雑であり検査コストが高いという
問題があった。この間題を解決することを目的として血管幅の測定を自動的に行う方法（
特願平８－２２８０７１号公報：眼底の動静脈径比の計測方法、及び特願平１０－３５２
９３３号公報：眼底画像における動静脈血管径比の経時変化自動計測方法、そのシステム
及びそのプログラムを記録した記録媒体）が提案されている。
【０００４】
また、６００ｎｍ以上の波長領域において少なくとも２つの異なる波長領域の光束に波長
分割して、それぞれ独立に眼底撮像手段で撮像し、その画像を異なる色に対応させ合成し
て１枚のカラー画像として表示手段に表示することにより、脈絡膜血管の動脈と静脈を区
別して観察する眼底検査装置が、特開平８－７１０４５号公報に開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようする課題】
前記従来の手法では、動脈と静脈が隣接していることを仮定して動静脈とを識別している
が、この仮定が成り立たない場合も多いため動静脈を誤って識別してしまうという問題が
あった。このため従来手法はいまだ実用には至っていない。
【０００６】
したがって、眼底画像中の動静脈を自動的かつ精度良く識別する手法に期待が持たれてい
るが、いまだ実現していないのが現状である。
【０００７】
また、前記従来の眼底検査装置では、その構成が複雑であり、装置がおおがかりとなり、
眼底画像検査の検査コストが高くなるという問題があった。
【０００８】
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　カラーで撮影されてデジタル化された眼底画像データを処理する眼底画像処理装置であ
って
前記眼底画像データについて１本の血管と背景部とを含む処理単位領域を設定する処理単
位領域設定手段と、
前記処理単位領域内の血管部と背景部とを分離する血管分離手段と、
前記処理単位領域ごとに前記眼底画像データにおける前記背景部及び前記血管部各々のγ
＜１となるガンマ補正がなされた画素値から、背景部の赤味成分の値Ｉ 1（ R）と緑味成分
の値Ｉ 1（ G）、及び血管部の赤味成分の値Ｉ 2（ R）と緑味成分の値Ｉ 2（ G）を求め、血液
の色調を示す血液色特徴量として、
｛Ｉ 1（ R）－Ｉ 2（ R）｝／｛Ｉ 1（ G）－Ｉ 2（ G）｝の値を算出する特徴量算出手段と、
　前記血液色特徴量に基づき前記処理単位領域における血管が動脈であるか静脈であるか
を識別する動静脈識別手段とを具備する眼底画像処理装置。



本発明の目的は、眼底画像の動脈及び静脈をコンピュータで自動的かつ精度良く識別する
ことが可能な技術を提供することにある。
【０００９】
本発明の他の目的は、眼底画像の血管に関する検査の省力化及び迅速化を実現することが
可能な技術を提供することにある。
【００１０】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によっ
て明らかにする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のと
おりである。
【００１２】
（１）

カラーで撮影され
、

眼底画像データについて１本の血管と背景部とを含む
処理単位領域を設定する処理単位領域設定過程と、前記

血管部と背景部とを分 る血管分離過程と、 前記処理単
位領域ごとに前記眼底画像データ

を算出する特徴量算出過程と
、前記 特徴量 前記処理単位領域における血管が動
脈であるか静脈であるかを識 る動静脈識別過程とを有する 。
【００１３】
（２）

、

。
【００１４】
（３）前 １） の眼底画像の動静脈識別方法において、前記

10

20

30

40

50

(4) JP 3548473 B2 2004.7.28

処理単位領域設定手段、血管分離手段、特徴量算出手段，及び動静脈識別手段を備
えた眼底画像処理装置が、 デジタル化された眼底画像データを処理する
方法であって
前記処理単位領域設定手段が、前記

血管分離手段が、前記処理単位領
域内の 離す 前記特徴量算出手段が、

における前記背景部及び前記血管部各々の画素値から、
背景部の赤味成分の値Ｉ 1（ R）と緑味成分の値Ｉ 1（ G）、及び血管部の赤味成分の値Ｉ 2

（ R）と緑味成分の値Ｉ 2（ G）を求め、血液の色調を示す血液色特徴量として、｛ logＩ 1

（ R）－ logＩ 2（ R）｝／｛ logＩ 1（ G）－ logＩ 2（ G）｝の値
動静脈識別手段が、前記血液色 に基づき

別す ことを特徴とする

処理単位領域設定手段、血管分離手段、特徴量算出手段，及び動静脈識別手段を備
えた眼底画像処理装置が、カラーで撮影されデジタル化された眼底画像データを処理する
方法であって
前記処理単位領域設定手段が、前記眼底画像データについて１本の血管と背景部とを含む
処理単位領域を設定する処理単位領域設定過程と、前記血管分離手段が、前記処理単位領
域内の血管部と背景部とを分離する血管分離過程と、前記特徴量算出手段が、前記処理単
位領域ごとに前記眼底画像データにおける前記背景部及び前記血管部各々のγ＜１となる
ガンマ補正がなされた画素値から、背景部の赤味成分の値Ｉ 1（ R）と緑味成分の値Ｉ 1（ G
）、及び血管部の赤味成分の値Ｉ 2（ R）と緑味成分の値Ｉ 2（ G）を求め、血液の色調を示
す血液色特徴量として、｛Ｉ 1（ R）－Ｉ 2（ R）｝／｛Ｉ 1（ G）－Ｉ 2（ G）｝の値を算出す
る特徴量算出過程と、前記動静脈識別手段が、前記血液色特徴量に基づき前記処理単位領
域における血管が動脈であるか静脈であるかを識別する動静脈識別過程とを有することを
特徴とする

記（ または（２）に記載 眼底画
像処理装置に、さらに、血管画像作成手段と動静脈交差点検出手段と学習用領域設定手段
と特徴量対算出手段と評価関数設定手段とを備え、前記血管画像作成手段が、前記眼底画
像データの血管部と背景部を分離した２値画像である血管画像データを作成する血管画像
作成過程と、前記動静脈交差点検出手段が、前記血管画像データに基づき眼底画像の各血
管が細くなっていく方向を血管の正方向として正方向に向かって２本の血管が交差する血
管の交差点を動静脈交差点として検出する動静脈交差点検出過程と、前記学習用領域設定
手段が、検出された動静脈交差点に向かって交差する２本の血管のそれぞれに対して血管
と背景部とを含む学習用領域を設定する学習用領域設定過程と、前記特徴量対算出手段が
、交差する 2本の血管のそれぞれに対する学習用領域ごとに前記眼底画像データにおける



過程とを有し、前記動静脈識別過程は、前記 特徴量
と 前記処理単位領域 血管 動脈 静脈 を識別
する
【００１５】
（４）前 １） （３） ずれか１ の眼底画像の動静脈識別方法

【００１６】
（５）

、

【００１７】
（６）カラーで撮影されデジタル化された眼底画像 を処理する眼底画像処理装置で
あって、

眼底画像 １本の血管 景部 含 理単位領域 設定する処理単
位領域設定手段と、前記処理単位領域内の血管部と背景部とを分離する血管分離手段と、
前記

血
管が動脈であ 静脈であ を識別する動静脈識別手段と
【００２２】
本発明によれば、眼底画像中の動脈と静脈を自動的かつ精度良く識別することができる。
これにより眼底画像における血管幅の測定作業を効率化することができ、眼底画像検査の
検査コストを削減することができる。
【００２３】
以下に、本発明について、本発明による実施形態（実施例）とともに図面を参照して詳細
に説明する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明による実施形態（実施例）の眼底画像処理装置の概略構成を示すブロック
構成図であり、１００は眼底画像処理装置、１０１はフィルムやカメラ等から得た眼底画
像、１０２は画像入力手段、１０３は眼底画像データや文字・記号データ等のデータ（情
報）を記憶するためのデータ記憶手段、１０４は文字データや記号データ等の情報を入力
するたるの情報入力手段、１０５は処理単位領域設定手段、１０６は血管分離（血管画像
作成）手段、１０７は特徴量算出手段、１０８は動静脈識別手段、１０９は制御部、１１
０は結果表示・出力手段である。
【００２５】
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前記背景部及び前記血管部各々の画素値から前記血液色特徴量を算出し、特徴量の対とす
る特徴量対算出過程と、前記評価関数設定手段が、眼底画像全体から抽出された複数の血
管の交差点に対応する前記特徴量の対の各々において、対となっている前記血液色特徴量
の一方が動脈のカテゴリーに、もう一方が静脈のカテゴリーに分かれるように閾値を設定
する動静脈識別用評価関数設定 血液色

前記閾値とに基づき における が であるか であるか
過程であることを特徴とする。

記（ 乃至 のい 項に記載 の処理過
程をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能
な記録媒体である。

カラーで撮影されデジタル化された眼底画像データを処理する眼底画像処理装置で
あって
前記眼底画像データについて１本の血管と背景部とを含む処理単位領域を設定する処理単
位領域設定手段と、前記処理単位領域内の血管部と背景部とを分離する血管分離手段と、
前記処理単位領域ごとに前記眼底画像データにおける前記背景部及び前記血管部各々の画
素値から、背景部の赤味成分の値Ｉ 1（ R）と緑味成分の値Ｉ 1（ G）、及び血管部の赤味成
分の値Ｉ 2（ R）と緑味成分の値Ｉ 2（ G）を求め、血液の色調を示す血液色特徴量として、
｛ logＩ 1（ R）－ logＩ 2（ R）｝／｛ logＩ 1（ G）－ logＩ 2（ G）｝の値を算出する特徴量算
出手段と、前記血液色特徴量に基づき前記処理単位領域における血管が動脈であるか静脈
であるかを識別する動静脈識別手段と具備する。

データ

前記 データについて と背 とを む処 を

処理単位領域ごとに前記眼底画像データにおける前記背景部及び前記血管部各々のγ
＜１となるガンマ補正がなされた画素値から、背景部の赤味成分の値Ｉ 1（ R）と緑味成分
の値Ｉ 1（ G）、及び血管部の赤味成分の値Ｉ 2（ R）と緑味成分の値Ｉ 2（ G）を求め、血液
の色調を示す血液色特徴量として、｛Ｉ 1（ R）－Ｉ 2（ R）｝／｛Ｉ 1（ G）－Ｉ 2（ G）｝の
値を算出する特徴量算出手段と、前記血液色特徴量に基づき前記処理単位領域における

るか るか を具備する。



本実施形態の眼底画像処理装置１００は、例えば、汎用の計算機（パソコン等）が用いら
れ、図１に示すように、眼底画像において１本の血管と血管の背景部の両方を含む血管の
断面または小領域を処理単位領域として設定する処理単位領域設定手段１０５、前記処理
単位領域内の血管部と背景部とを分離する血管分離手段１０６、前記血管分離手段におい
て分離された血管部と背景部の色の分布の特徴を特徴量として算出する特徴量算出手段１
０７、算出された特徴量を用いて前記処理単位領域内の血管が動脈であるか静脈であるか
を識別する動静脈識識別手段１０８、及び前記各手段を制御する制御部１０９を備えてい
る。
【００２６】
前記実施形態では、眼底画像処理装置１００として汎用の計算機（パソコン等）を用いる
。これは汎用の計算機に限定されるものではなく、専用の画像処理装置を作成し、それを
用いてもよい。前記画像入力手段１０２は、以下のいずれかの方法で眼底画像データを眼
底画像処理装置１００に読み込む。
【００２７】
（ａ）眼底画像データが記報されている記録媒体からデータを読み込む。
（ｂ）デジタルカメラまたはフィルムスキャナから直接データを取り込む。
【００２８】
前記本実施形態の眼底画像処理装置１００は、図１に示すように、画像入力手段１０２に
よりとり込まれた眼底画像データ、及び処理の途中で生成される中間的なデータは全てデ
ータ記憶手段に記憶され、必要に応じ取り出され、また不要になった時点で削除される。
前記処理単位領域設定手段１０５では、計算機が自動的に処理単位領域を設定する装置と
、モニタ等の結果表示・出力手段１１０及びマウス、キーボード等の情報入力手段１０４
を用いてユーザーが指定する装置がある。前者の場合、図中の情報入力手段１０４は不要
となる。
【００２９】
前記処理単位領域設定手段１０５、血管分離手段１０６、特徴量算出手段１０７、及び動
静脈識識別手段１０８の動作については、後で詳細に説明する。
【００３０】
結果表示・出力手段１１０では、眼底画像中で色分けして図示する等の表示・出力する。
または処理単位領域の範囲を示す座標データとその血管が動脈か静脈かを場すデータ等を
画面上に表示、またはそのデータを記録媒体に出力し保存する。
【００３１】
前記眼底画像データは赤味成分と緑味成分とを有している。前記特徴量算出手段１０７は
、例えば、図２に示すように、前記処理単位領域内の血管部及び背景部の色情報を用いて
画像のバンド（または波長）ごとに血管壁及び血液による光吸収の効果に相当する吸収寄
与を算出する吸収寄与算出手段１０７Ａと、バンドごとに算出された吸収寄与を用いて血
管壁の厚み及び血管の内径に依存せずに血液自体の色調を示す血液色特徴量を算出する血
液色特徴量算出手段１０７Ｂと、副制御部１０９Ａとで構成されている。
【００３２】
なお、副制御部１０９Ａは、前記制御部１０９と併せて一つの制御部として全く同様の動
作を行う。
【００３３】
また、前記特徴量算出手段１０７は、例えば、図３に示すように、処理単位領域内の血管
部のＲ値（赤味成分）とＧ値（緑味成分）及び背景部のＲ値とＧ値を色特徴量として算出
する血液色特徴量算出手段１０７Ｂと、処理単位領域内の血管部の幅を特徴量として算出
する血管幅特徴量算出手段１０７Ｃと、副制御部１０９Ｂとで構成されている。
【００３４】
なお、副制御部１０９Ｂは、前記制御部１０９と併せて一つの制御部として全く同様の動
作を行う。
【００３５】
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また、本発明は、図４に示すように、前記図１の構成に網膜神経乳頭検出手段１１１、動
静脈交差点検出手段１１２、学習用領域設定手段１１３、特徴量対算出手段１１４、及び
評価関数設定手段１１５、及び副制御部１０９Ｃを追加した構成とすることもできる。こ
れらの追加した手段により、動静脈識識別のための評価関数が設定され、設定された評価
関数は、動静脈識識別手段１０８において使用される。
【００３６】
なお、副制御部１０９Ｃは、前記制御部１０９と併せて一つの制御部として全く同様の動
作を行う。前記図２～図４の動作については、後で詳細に説明する。
【００３７】
以下に、前記本実施形態の眼底画像処理装置を用いて眼底画像の動静脈識別方法について
説明する。
【００３８】
従来、眼底画像は銀鉛写真で撮影されていたが、最近のデジタルカメラの普及に伴いデジ
タルカメラを用いて撮影されることが多くなってきている。デジタルカメラの場合には撮
影されたデジタル画像データはそのまま計算機に入力可能である。一方、銀鉛写真の場合
にはスキャナ等の装置を用いることにより容易にデジタル画像データとして計算機に入力
することができる。なお、計算機に入力する際の画像のデータ形式としては、最も一般的
であるＲＧＢ形式を用いるものとする。また、ＲＧＢ形式以外の形式のカラー画像は、容
易にＲＧＢ形式に変換することができるので適用可能である。ただし、本発明では、特定
のＲＧＢ形式に限定せず、赤味成分（広義のＲ）、緑味成分（広義のＧ）、青味成分（広
義のＢ）から構成される画像であればよい。
【００３９】
最初に、眼底画像例の概要とその性質について説明する。図５に示すように、眼底画像中
において、中央左寄りにある明るい場所は、網膜神経乳頭（簡単には乳頭）と呼ばれ、主
要な血管は全て乳頭から広がるという性質を持つ。これらの血管は、動脈と静脈の両方が
入り混じっており、また、その網構成は個人差があるため、その網構成や位置からは動脈
と静脈を識別することはできない。
【００４０】
一方、血管の中を流れる血液の色は、ヘモグロビンの酸化状態により変化する。おおまか
に言うと、酸化されているヘモグロビンはより赤く、還元されたヘモグロビンは濁った色
調を持つ。このヘモグロビンの色調の違いや血管壁の微妙な差異等により、画像上の動脈
と静脈の様子は微妙に異なってくる。この動脈と静脈の微妙な色の差異をとらえることに
より動脈と静脈の識別が可能になる。
【００４１】
なお、前記各手段は、専用の装置を作成することにより実現してもよいし、データ入力手
段、データ演算手段、データ一時記憶手段、データ保持手段、データ表示手段等を持つ汎
用のコンピュータを用いてプログラムを実行することにより、容易に実現できることは明
白である。
【００４２】
以下に、前記本実施形態の眼底画像処理装置を用いて眼底画像の動静脈識別方法について
説明する。
【００４３】
図６乃至図９は、本発明による実施形態の眼底画像の動静脈識別方法の処理手順を示す流
れ図であり、図６は、眼底画像の動静脈識別方法の処理概要を示す流れ図、図７は、図６
に示す特徴量算出過程の詳細処理を示す流れ図、図８は、図６に示す特徴量算出過程の別
の詳細処理を示す流れ図、図９は、図６に示す動静脈識別過程の詳細処理を示す流れ図で
ある。
【００４４】
本実施形態の眼底画像の動静脈識別方法の処理手順の概要は、図６乃至図９に示すように
、眼底画像において１本の血管と血管の背景部の両方を含む血管の断面または小領域を処
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理単位領域として設定する処理単位領域設定過程［１］と、前記処理単位領域内の血管部
と背景部とを分離する血管分離過程［２］と、前記血管分離過程［２］において分離され
た血管部と背景部の色の分布の特徴を特徴量として算出する特徴量算出過程［３］と、算
出された特徴量を用いて前記処理単位領域内の血管が動脈であるか静脈であるかを識別す
る動静脈識識別過程［４］からなっている。
【００４５】
前記処理単位領域設定過程［１］では、まず、はじめに、眼底画像において動脈か静脈か
を識別したい部位を処理単位領域として設定する。部位の指定は、図１０ように、一本の
血管についての血管部と血管の背景部を含むような断面または小領域とする。この断面ま
たは小領域の指定方法としては、人間が画像を見て手動で指定する場合と、計算機が自動
的に検出する場合とがあるが、ここではその方法は限定しない。
【００４６】
計算機が断面または小領域を自動的に検出する方法の一例を以下に示す。
まず、後述する方法（血管分離過程［２］の「血管画像の作成方法」参照）で血管部と非
血管部（背景部）が分離された２値画像である血管画像を作成し、その血管画像の血管部
を細線化処理し、得られた各細線を中心にの垂直方向の一定長範囲を断面として、または
その断面の線分が包含される局所領域（円形、矩形等）を小領域として検出することがで
きる。なお、細線化処理については、（参考文献１：東京大学出版会発行、画像解析ハン
ドブックｐｐ．５７７～５７８、及び当該ページからさらに詳細文献を参照）に記載され
ているためここでは省略する。
【００４７】
また細線化を基本とする断面の抽出・解析処理は、特願平１０－３５２９３３号明細書（
眼底画像における動静脈血管径比の経時変化自動計測方法、そのシステム及びそのプログ
ラムを記録した記録媒体）にも記載されているので、これを参考にして行ってもよい。前
記の他にも断面または小領域を自動的に検出する手法が考えられるが、ここではその方法
は限定しない。
【００４８】
前記血管分離過程［１］では、前記設定された処理単位領域において、血管と血管の背景
部を分離する。以下に示す「血管画像の作成方法」を適用すれば、眼底画像内の血管と背
景部を分離した２値画像である血管画像を得ることができる。
【００４９】
ここで、血管画像の作成を眼底画像全体について行ってから血管画像において対応する処
理単位領域を参照してもよいし、また、指定された処理単位領域のみについて血管画像の
作成を行ってもよい。
【００５０】
前記眼底画像を入力とし、血管部と非血管部を分離した２値画像である血管画像を作成す
る血管画像の作成方法について説明する。血管画像の作成方法としては様々なものが考え
られるが、ここでは、その例として平滑化フィルタを用いた方法について説明する。
【００５１】
図１１は、平滑化フィルタを用いた場合の血管画像の作成処理手順を示す流れ図であり、
図１２は、実際の血管画像の作成の様子を示す図である。まず、眼底画像のＧ（緑味成分
）画像に対して平滑化フィルタを作用させて平滑化したＧ′画像を作成する（図１２（３
））。平滑化フィルタには、局所領域内の画素値の平均値を局所領域の中心画素値とする
ものや、ガウシアンフィルタ等の様々なものがある。平滑化フィルタについては、（前記
参考文献１のｐｐ．５３８～５５０）に詳細が記載されているのでここでは省略する。
【００５２】
次に、平滑化処理により得られたＧ′画像のｎ番目の画素ｎの値Ｇ′ｎと元のＧ画像の画
素ｎ（Ｇ′と同じ位置の画素）の画素値Ｇｎとの差分値（Ｇ′ｎ－Ｇｎ）を算出し、この
値が予め設定しておいた閾値Ｔｈｌより大きい場合に画素ｎを血管画素、逆に小さい場合
を非血管画素とする。この処理を画像中の全画素に対して行うことにより、血管画素と非
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血管画素の２値を持つ血管画像を得ることができる（図１２（５））。なお、得られた血
管画像に対してラベリング処理を施し、孤立した小さな画素を見つけて除去することによ
り血管画像中のノイズ成分を減らすこともできる。
【００５３】
なお、以上に述べた血管画像の作成方法は、画像全体に対して行うこともできるし、また
、画像の一部分（局所領域）を対象としても行うことができるのは明らかである。
【００５４】
また、前記本実施形態では、Ｇ画像を用いて血管画像を作成したが、血管部がはっきりと
見えている画像であれば、Ｇ画像以外でも同様に検出することは可能である。
【００５５】
前記特徴量算出過程では、設定された処理単位領域において、色の分布に関する特徴量を
算出する。図１３（断面の色分布の様子を示す図）に示した例のように、血管部と背景部
の色の分布には動脈と静脈との間で差違がある。この色の差違は、血管背景からの光の反
射や血管部の血管壁や血液による光の吸収を考慮することによりモデル化することができ
る。この光学モデルに基づき特徴量を設定することにより、精度良い識別が可能になる。
【００５６】
眼底画像における光学モデルについて、図１４（眼底画像の光学モデル）を用いて簡単に
説明する。いま、入射光の波長λ（λは任意の波長またはＲ、Ｇ、Ｂ等の波長範囲（バン
ド）でもよい）に対する入射光の強度をＩ０ （λ）、血管のない場合（つまり背景部）の
観測光の強度をＩ１ （λ）、血管部での観測光の強度Ｉ２ （λ）とする。Ｉ１ （λ）に対
してＩ２ （λ）は、血管部（血管壁、血液）を透過する際にこれらの媒体により減衰する
ことになる。図１４の場合では、
【００５７】
【数１】
Ｉ２ （λ）＝Ｉ１ （λ）・ｅｘｐ（－μｄ）・ｅｘｐ（－μ′ｄ′）
の関係がＬａｍｂｅｒｔ－Ｂｅｅｒの法則（参考文献２：朝倉書店発行、色彩科学辞典、
ｐｐ２５０の項目５００、参照）から導かれる。ここで、μは血液の吸収係数、ｄは血液
部の厚さ、μ′は血管壁の吸収係数、ｄ′は血管壁の厚さであり、μ、μ′は媒体固有の
値で一般にλに依存する。このうち血液の吸収係数μの値は、血液中のヘモグロビンの酸
化状態により変化するため、動静脈を識別するための有効な情報となる。しかし、ｄ、ｄ
′の値も未知であるため、このままでは、観測値であるＩ１ （λ）、Ｉ２ （λ）とμの間
の対応関係を求めることはできない。
【００５８】
従って、何らかの近似や情報の追加により未知数ｄ、ｄ′に依存しない形で観測値Ｉ１ （
λ）、Ｉ２ （λ）及びμの関係を記述できれば、動静脈の識別のための特徴量として利用
することができる。この考え方に基づいた特徴量の例を以下に示す。
【００５９】
（特徴量の例１）
数１の式より、Ｇ、Ｒの各バンドについて数１の式を書き下すと、
【００６０】
【数２】
Ｉ２ （Ｇ）＝Ｉ１ （Ｇ）・ｅｘｐ（－μｇ ｄ）・ｅｘｐ（－μｇ ′ｄ′）
【００６１】
【数３】
Ｉ２ （Ｒ）＝Ｉ１ （Ｒ）・ｅｘｐ（－μｒ ｄ）・ｅｘｐ（－μｒ ′ｄ′）
ここで、上式における添え字ｒ，ｇはＲ、Ｇの各バンドを表し、ダッシュ（′）のあるも
のは血管壁に関する値を示すものとする。さらに、数２の式、数３の式を変形すると、
【００６２】
【数４】
－μｇ ｄ－μｇ ′ｄ′＝ｌｏｇ｛Ｉ２ （Ｇ）／Ｉ１ （Ｇ）｝
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【００６３】
【数５】
－μｒ ｄ－μｒ ′ｄ′＝ｌｏｇ｛Ｉ２ （Ｒ）／Ｉ１ （Ｒ）｝
となる。ここで数４の式、数５の式の右辺を吸収寄与（例）と呼ぶものとする。
【００６４】
なお、本発明で言うところの吸収寄与は、厳密に数４の式、数５の式に従うものでなくて
もよく、あるバンドにおける血管部と背景部の色の違いを定量的に示したものを一般に指
すものである。
【００６５】
ここで、血管壁の厚さｄ′と血管の内径ｄとの間に次のような性質を仮定する。この仮定
する血管壁の厚さと血管の内径は比例する（ｄ′＝ａｄ、ａ：定数）。また、μｇ は血液
のヘモグロビンの酸化状態が変化してもあまり変わらないので定数として扱うことができ
る。これは参考文献３（：日本色彩学会編、新編色彩科学ハンドブック、ｐｐ．１２９３
）に記載されるヘモグロビン分光透過率のＧ領域（大凡５００ｎｍ～６００ｎｍ）での値
がほぼ同じであることから言える（正確にはデバイスのＧ感度曲線で積分したものの和）
。これにより数４の式、数５の式を用いてｄを消去すると、
【００６６】
【数６】
μｒ ∝ logＩ 1（ R）－ logＩ 2（ R） ／ logＩ 1（ G）－ logＩ 2（ G） ＋ constの関係を
得る。ここで logＩ 1（ R）、 logＩ 2（ R）、 logＩ 1（ G）、 logＩ 2（ G）は、画像から観測可
能な量である（詳細は後述する）。
【００６７】
数６の式の右辺は動脈のとき小さい値をとり、静脈のとき大きい値をとることになり、動
静脈識別のための有効な特徴量となる。なお、特徴量として考える場合、数６の式の定数
項は無視することができる。ここでは、数６の式の右辺から定数項を除いたものを、血管
色特徴量（例）と呼ぶものとする。なお、本発明で言うところの血管色特徴量は、厳密に
数６の式のに従うものでなくてもよく、各バンド毎の吸収寄与を用いて、血管壁の厚さと
血管の内径に依存しないように算出された血液自体の色調を示す特徴量一般を指す。
【００６８】
なお、血管壁の厚さと血管の内径の関係は、仮定２のような比例関係でなくても血管壁の
厚さｄ′と血管の内径ｄに関する関係が何らかの形で得られていれば、その関係を用いて
前記と同様にｄ、ｄ′を消去すれば、その関係に応じた特徴量を得ることができる。この
血管の内径ｄと血管壁の厚さｄ′の関係は何らかの数式で与えられてもよいし、実測値の
対応表として与えられていても本質的には同じことである。
【００６９】
ここで、前記の数４の式、数５の式の右辺を算出する過程が、図２に示す吸収寄与算出過
程の一例であり、数６の式の右辺（定数項を除く）を算出する過程が図２に示す血液特徴
量算出過程の一例である。
【００７０】
ここで、Ｉ１ （Ｒ）、Ｉ２ （Ｒ）、Ｉ１ （Ｇ）、Ｉ２ （Ｇ）の具体的な算出方法を示して
おく。なお、以下では、Ｉ１ （Ｒ）＝Ｒｓ、Ｉ２ （Ｒ）＝Ｒｖ、Ｉ１ （Ｇ）＝Ｇｓ、Ｉ２

（Ｇ）＝Ｇｖ（ｓ：背景部、ｖ：血管部を示す添え字）として記述する。
【００７１】
図１５は、本実施形態の色特徴量の算出処理手順を示す流れ図である。本実施形態の色特
徴量の算出処理は、図１５に示すように、まず、処理単位領域内の血管部と背景部を分離
する（血管画像を作成する）。この血管画像と原画像の処理単位領域を参照しながら、血
管部のＲ値及びＧ値の平均値、並びに背景部のＲ値及びＧ値の平均値を算出し、Ｇ画像の
血管部の平均値をＧｖ、背景部の平均値をＧｓ、Ｒ画像の血管部の平均値をＲｖ、背景部
の平均値をＲｓとすればよい。単純な平均値の算出手順を図１５に示す。また、単純に平
均値を取るのではなく、処理単位領域における血管画素及び背景画素毎にＲＧＢ毎のヒス
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トグラムを算出し、それぞれのヒストグラムを用いて、血管部の色を算出する場合にはヒ
ストグラムの低輝度側から一定割り合いの画素数が含まれるヒストグラム範囲のみを対象
とし平均色を算出し、一方背景部の色を算出する場合には、ヒストグラムの高輝度側から
一定割り合いの画素数が含まれるヒストグラム範囲のみを採用した平均色を算出する方法
を用いてもよい。処理の詳細は図１６及び図１７に示す。
【００７２】
なお、図１７のしきい値Ｋが、ヒストグラムで採用する一定割合を決めるパラメータであ
る（Ｋ％）。この方法を用いると、血管部と背景部の境界付近の中間的な値をとる画素の
影響を排除でき、血管部と背景部の違いがより明瞭になるとういうメリットがある。同様
の目的で血管部と背景部の境界周辺の画素を直接検出し、それらの画素の一定範囲内の画
素を対象外としてもよい。血管部と背景部の境界は、血管画像上で血管画素と背景画素が
隣接する画素を検出すればよい。
【００７３】
なお、撮影時に正確にピント合わせが可能な場合には、血管の中央部の画素値Ｇｃ、Ｒｃ
を血管部の色Ｇｖ、Ｒｖとすることにより、より血液自体の色の違いが正確に反映された
特徴量となる。
【００７４】
また、前記ではＲＧＢを観測画像とした場合を示したが、数１の式を基本とする特徴量の
構成方法は、任意の波長入またはＲＧＢ以外の波長帯（バンド）が観測される場合であっ
ても本質的には全く同様であり、容易に拡張できることは明らかである。
【００７５】
（特徴量の例２）
上の特徴量の例１において、各バンド（ＲＧＢ）の物理的な輝度値に対してガンマ補正（
入力値のγ乗したものを出力値に対応させる）がなされた値が観測値となった場合、数６
の式ではγ乗の効果は相殺されることがわかる。従ってγ補正の有無に依らず数６の式は
そのまま適用可能である。ところで、観測値が物理的な輝度値に対してγ＜１となるガン
マ補正がなされている場合は、より簡便な形へ特徴量を近似することが可能である。ｌｏ
ｇ演算とγ補正（γ＜１）は、ともに１階微分が正、２階微分が負であり、よく似た値の
振る舞いをする。このような場合に数６の式は、
【００７６】
【数７】
μｒ ∝（Ｉ１ （Ｒ）－Ｉ２ （Ｒ））／（Ｉ１ （Ｇ）－Ｉ２ （Ｇ））＋ｃｏｎｓｔ
と近似することも可能である。この数７の式の右辺（定数項を除く）を特徴量として利用
すればよい。
【００７７】
（特徴量の例３）
以下に示す特徴量の例３は、前記図８に対応する。
血管部及び背景部の色Ｉ１ （Ｒ）、Ｉ２ （Ｒ）、Ｉ１ （Ｇ）、Ｉ２ （Ｇ）の値は、前述し
たように血管壁の厚さと血管内径の変動を含んだものであり、これだけでは特徴量として
は不十分である。一方、血管壁の厚さと血管内径を含めた血管の幅Ｄは眼底画像から測定
可能であり（測定方法は後述する）、また、血管の幅Ｄは血管壁の厚さｄ′と血管の内径
ｄとの何らかの対応関係があると考えられる。したがって、この血管幅Ｄを特徴量の一つ
として算出し（図８、血管幅算出過程）、さらに、血管部及び背景部の色Ｉ１ （Ｒ）、Ｉ

２ （Ｒ）、Ｉ１ （Ｇ）、Ｉ２ （Ｇ）を算出し（図３、色特徴量算出過程）、これらの値の
セットを特徴量とする。このような特徴量を用いれば、血管幅Ｄと血管壁の厚さｄ′と血
管の内径ｄとの関係が陽に得られていなくても、この特徴空間においては識別可能となる
。
【００７８】
ここで、血管幅の検出方法を示しておく。処理単位領域として断面が指定された場合の血
管の幅は断面上の血管部の両端の画素間の距離を計測すればよい。小領域が指定された場
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合の血管の幅の算出方法としては、図１８に示すように、小領域内の血管画素の横方向と
縦方向のランレングスの平均値Ｌｘ、Ｌｙを求め、Ｗ＝Ｌｘ・ｓｉｎθ、θ＝ａｒｃｔａ
ｎ（Ｌｙ／Ｌｘ）とすれば近似的に求めることができる（図１８参照）。この他にも（特
願平１０－０７９０３４「血管計測方法」）等血管の幅の測定方法は考えられるが、本発
明ではその方法は限定しない。
【００７９】
なお、前述した３つの特徴量の例ではＢ画像を用いていない。これは、一般に眼底画像に
おいてはＢの値はＧの値と同様の振る舞いをすること、また、Ｂの値が小さくＳＮ比が低
いことにより、特徴量としては有効でないためである。しかし、Ｂ画像がＲ、Ｇにない情
報を持つ場合や、Ｂの値が安定しておりＳＮ比が良いような場合にはもちろんこれを利用
することができる。
【００８０】
また、ここで示した特徴量の例の他にも血管部の色や血管壁及び血管内径に関する新たな
知見があれば、数１の式の基本モデル及び得られた知見に基づき、未知数ｄ、ｄ′の不確
定性を除外することにより、特徴量の例１と同様にして特徴量を容易に構成することがで
きる。
【００８１】
前記動静脈識別過程［４］は、次に算出された特徴量を用いて、その断面または小領域が
動脈なのか静脈なのかを特徴量空間において判定する。判定方法としては、予め複数の眼
底画像を用い、血管の断面に関する特徴量とそれが動脈なのか静脈なのかを示す属性デー
タとを組み合わせた事例データを収集し、その事例データを分析することにより特徴量空
間における閾値（分離超平面）や分離のための評価関数を設定しておけばよい。
【００８２】
事例データを用いた評価関数の設定方法の一例を示す。まず、収集された事例データを用
いて、特徴量空間における動脈の事例の分布と静脈の事例の分布を表す統計データを算出
する。統計データとしては、それぞれの分布の中心（重心）や各特徴量の軸方向の広がり
（分散）などが最も基本的な情報であり、これらの値でおおよその事例データの分布を表
現することができる。次に、獲得された事例の統計データを用いた評価関数について述べ
る。注目している断面の特徴量が特徴量空間において動脈の事例に属する可能性及び静脈
の事例の分布に属する可能性を評価する方法のうち比較的簡単な方法として、動脈・静脈
それぞれの分布の中心からのそれぞれの分布の幅を考慮した距離（重み付きユークリッド
距離）を計算し、この距離をそれぞれの分布に属する可能性（確からしさ）とする方法が
ある。Ｎ次元の特徴量空間における重み付きユークリッド距離ｄは、
特徴量ベクトルＣ：＝（ｃｌ 、ｃ２ 、・・・、ｃＮ ）
カテゴリｊの分布の平均値Ｓｊ ：＝（ｍｌ 、ｍ２ 、・・・、ｍＮ ）
カテゴリｊの分布の分散値Ｖｊ ：＝（ｖｌ 、ｖ２ 、・・・、ｖＮ ）
とした場合、ｄｊ ＝ΣＳＱＲＴ｛（ｃｋ －ｍｋ ）２ ／ｖｋ ｝（ＳＱＲＴ：平方根）と定義
される。この距離が短い方のカテゴリに属すると判定すればよい。
【００８３】
この他、動脈と静脈の事例データの特徴量空間における分離に最も適した新たな座標軸を
見つけ、その座標軸上でそれぞれの分布を考慮して距離計算を行う方法（判別分析法：参
考文献４：オーム社発行、石井健一郎他著「わかりやすいパターン認識」、ｐｐ．１１４
～１２３）もあり、より高精度な識別が可能になる。この他にも様々な統計的判別手法が
あるが、それらについても前述の参考文献４「わかりやすいパターン認識」の全編に渡り
詳述されているのでここではその説明は省略する。
【００８４】
なお、分離超平面は前述の判別分析法において見つけられた分離に最も適した新たな座標
軸に直交し、かつ両カテゴリからの距離が等しくなるように設定すればよい。
【００８５】
前述したように、特徴量空間における識別のための評価関数または分離超平面は事例デー
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タを用いて獲得することが可能である。しかし、眼底画像の色は個人差や撮影条件のばら
つきのために必ずしも一定していない。従って、個々の画像において最適な評価関数また
は分離超平面を設定することが望ましい。以下でその方法について説明する。処理の概要
は図９に示す。
【００８６】
眼底画像中の血管は、動脈同士及び静脈同士が交差しないという性質を持つ。また、通常
の眼底画像においては、動脈と静脈が数カ所で交差するという性質を持つ。従って、交差
点を構成する２本の血管は一方が動脈でもう一方が静脈になっていることになる。血管が
抹消部に近づき細くなる方向（眼底では乳頭から遠ざかる方向と一致）を正方向とすると
、その正方向に向かい合流する点を動脈と静脈の交差点として検出すればよい（図１９）
。
【００８７】
この交差点の検出方法は、様々な方法が考えられるが、その一例として、線分追跡を用い
た方法の概略を説明する。まず、眼底画像中で最も明るい部分を乳頭部として検出する（
図９、網膜神経乳頭検出過程）。次に、前述の方法で血管と背景を分離した血管画像を作
成する（図４、血管画像作成過程）。この血管画像を用いて動脈と静脈の交差点を検出す
る手法の一例を以下に説明する。
【００８８】
前記で作成された血管画像を細線化し、細線化した血管画像上で乳頭付近から外側（乳頭
から遠ざかる方向）に向かって血管を一本ずつたどりながら線分が分岐する点を探索して
いく。そして見つかった分岐点において、乳頭方向に戻っていくような線分が探索してい
る線分自身を含めて２本ある場合にその分岐点を交差点として検出すればよい（図９、動
静脈交差点検出過程）。なお、ここでは交差点を検出する方法は限定しない。
【００８９】
次に、図２０に示す例のように、検出された交差点において合流する２本の血管の交差点
前の場所（交差点より乳頭に近い場所）について、それぞれの血管部と背景部を含む断面
または小領域を学習用領域としてそれぞれ自動的に設定する（図９、学習用領域設定過程
）。そしてそれぞれの断面または小領域において血管と背景部を分離し（図９、血管分離
過程）、前述した特徴量を算出して特徴量の対とする（図４．特徴量対算出過程）。これ
を眼底画像中の複数の交差点において行うことにより複数の特徴点の対のデータを得るこ
とができる。
【００９０】
これらの特徴量の対のうちどちらが動脈でどちらが静脈なのかを以下の方法で決定する。
予めいくつかの眼底画像について、その中の血管の断面の特徴量とそれが動脈か静脈かを
記録した事例データを収集しておき、経験的にまたは前述した判別分析法（参考文献４）
を用いて動脈と静脈のカテゴリが最もよく分離できる軸を算出しておく。そして、いま注
目している眼底画像から得られた特徴量の対のうち、この軸上において動脈のカテゴリに
近いほうが動脈、もう一方を静脈とする。このようにして注目している眼底画像内から得
られた全ての特徴量の対についてどちらが動脈で、どちらが静脈であるかを決定する。こ
うして今注目している画像から特徴量空間における事例データを得ることができる。これ
を用いることにより、今注目している画像に最適な分離超平面または評価関数を得ること
ができる（図９、評価関数設定過程）。分離超平面及び評価関数の設定方法は前述のもの
をそのまま適用できる。
【００９１】
以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種
々変更可能であることは勿論である。
【００９２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、眼底画像中の動脈と静脈を自動的かつ精度良く識
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別することができる。これにより眼底画像における血管幅の測定作業を効率化することが
でき、眼底画像検査の検査コストを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による実施形態の眼底画像処理装置の概略構成を示すブロック構成図であ
る。
【図２】本実施形態の別の眼底画像処理装置の概略構成を示すブロック構成図である。
【図３】本実施形態の別の眼底画像処理装置の概略構成を示すブロック構成図である。
【図４】本実施形態の別の眼底画像処理装置の概略構成を示すブロック構成図である。
【図５】本実施形態の眼底画像例の概要とその性質を説明するための図である。
【図６】図１に示す眼底画像処理装置による眼底画像の動静脈識別方法の処理手順を示す
流れ図である。
【図７】図２に示す眼底画像処理装置による眼底画像の動静脈識別方法の処理手順を示す
流れ図である。
【図８】図３に示す眼底画像処理装置による眼底画像の動静脈識別方法の処理手順を示す
流れ図である。
【図９】図４に示す眼底画像処理装置による眼底画像の動静脈識別方法の処理手順を示す
流れ図である。
【図１０】
【図１１】
【図１２】
【図１３】
【図１４】
【図１５】

【図１６】

【図１７】本実施形態の血管色と背景色の算出処理手順（ヒストグラムを用いた場合）を
示す流れ図である。
【図１８】
【図１９】本実施形態の動静脈交差点の例を示す図である。
【図２０】本実施形態の動静脈交差点付近での処理単位領域の設定（断面の場合）の様子
を示す図である。
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本実施形態の処理単位領域の例（断面と小領域）を示す図である。
本実施形態の血管画像の作成処理手順を示す流れ図である。
本実施形態の血管画像の作成の様子を示す図である。
本実施形態の断面の色分布の様子を示す図である。
本実施形態の眼底画像の光学モデルを示す図である。
本実施形態の血管色と背景色の算出の流れ（単純な平均値の場合）を示す図で

ある。
本実施形態の血管色と背景色の算出処理手順（ヒストグラムを用いた場合）を

示す流れ図である。

本実施形態の血管幅の検出方法を示す図である。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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