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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
病気の発見、数量化、段階分け、報告又は追跡のうちの少なくとも１つを実行するための
ネットワークであって、
サーバから患者（４０２）のパーソナル・コンピュータ（４００）にダウンロード可能で
あり、前記パーソナル・コンピュータ（４００）上で実行可能である分析ソフトウエア（
４０４）であって、患者の複数の医学的画像のコンピュータ分析により患者（４０２）の
病気の発見、数量化、段階分け、報告又は追跡（３３０，３４０，３５０，３６０，３７
０）のうちの少なくとも１つを実行するようにパーソナル・コンピュータに指示する構成
にされた命令（３２０，３３０，３４０，３５０，３６０，３７０）を含んでいる分析ソ
フトウエア（４０４）と、
医用イメージング装置（１１０）によって生成された患者の複数の医学的画像を、患者の
パーソナル・コンピュータへ転送するためのインターフェース（１３０）と、
を有しており、
前記患者の病気の発見、数量化、段階分け、報告又は追跡のうちの少なくとも１つの前記
実行が、セグメント化処理を利用した、選択された関心のある管状の解剖学的構造の分離
と、該選択された構造の少なくとも１つの属性の測定を含み、
前記病気は慢性閉塞性肺疾患であり、前記管状の解剖学的構造が気道であり、
前記セグメント化処理及び前記測定は、前記管状の解剖学的構造の長さにわたって前記属
性の測定値を得るために複数の医学的画像で繰り返され、
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前記測定が、前記気道の内腔の中心を識別することを含み、
前記気道の内側境界に内側の楕円を当てはめ、前記気道の外側境界に外側の楕円を当ては
め、前記内側及び外側の楕円を使用して前記気道の測定値を生成する、ネットワーク。
【請求項２】
前記病気は慢性気管支炎及び喘息より成る群から選ばれたものである、請求項１記載のネ
ットワーク。
【請求項３】
前記ネットワークは遠隔のデータベース（４１４）を更に含んでおり、前記分析ソフトウ
エアは、患者の病気の状態に関する情報を前記遠隔のデータベースへ伝送するようにパー
ソナル・コンピュータに指示する構成にされている、請求項１又は２に記載のネットワー
ク。
【請求項４】
前記医用イメージング装置（１１０）がコンピュータ断層撮影（ＣＴ）装置である、請求
項１乃至３のいずれかに記載のネットワーク。
【請求項５】
前記医用イメージング装置（１１０）が磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）装置である、請
求項１乃至３のいずれかに記載のネットワーク。
【請求項６】
前記医用イメージング装置（１１０）及び前記パーソナル・コンピュータ（４００）を有
する、請求項１乃至５のいずれかに記載のネットワーク。
【請求項７】
前記測定値が、平均壁厚、壁厚変動、体積測定値及び、二次元面積測定値の少なくとも１
つを含む、請求項１に記載のネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は病気の発見及び診断に役立つ医学的画像データの処理方法及び装置に関し、よ
り具体的には、慢性閉塞性肺疾患のような病気の発見、数量化(quantifying) 、段階分け
(staging) 、報告及び／又は追跡を行うための方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は米国及び他の国において主な死亡原因である。ＣＯＰ
Ｄには２つの主な病状過程、すなわち、組織破壊（気腫）と気道の炎症（慢性気管支炎）
とがある。現在では、病気の進行を逆転させることのできる治療法は何ら判っていない。
最善でも、病気の進行を止めることが可能なだけである。従って、病気の早期の診断及び
治療が重視されている。早期の診断及び効果的な治療により、患者の生活の質を改善する
ことができる。
【０００３】
　人の肺の病気を発見するために有用なより一般的に使用されている診断用手段は、胸部
Ｘ線写真システムである。気管支炎、気腫及び肺癌のような肺の病気はまた胸部放射線写
真及びＣＴで発見可能である。しかしながら、ＣＴシステムは一般に１回のＣＴ走査で８
０枚以上の別々の画像を提供し、これにより、放射線医師に対して、画像を解釈して、病
気を示している可能性のある疑わしい領域を検出するのに使用するために提供される情報
はかなりの量になる。
【０００４】
　疑わしい領域は、熟練した放射線医師がその後に診断用イメージング、バイオプシー、
肺の機能検査、又は他の方法を続けることを勧告するような領域として定義される。１回
のＣＴ走査によって提供される大量のデータは放射線医師にとって時間のかかる処理を要
求する。従来の肺癌の判別検査では一般に、放射線医師が８０枚以上の画像を手作業で解
釈することが必要になる。従って、疲労が、人による読影の有病正診率及び無病正診率に
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影響を及ぼす重要な因子である。気腫のような他の病気では、放射線医師がＣＴ画像を見
ただけで病気の進行の程度を分類することは困難である。
【０００５】
　ＣＯＰＤは、咳、喘鳴及び息切れを含む症状に基づいて識別される。ＣＯＰＤは多数の
呼吸器系統の病気を含んでおり、それらのうちの最も顕著なものは気腫及び慢性気管支炎
である。ＣＯＰＤは患者の太い気道、細い気道及び柔組織を冒す。病気は、典型的には、
喫煙や空気汚染によって引き起こされ、またα－アンチエラスターゼ欠乏を引き起こす遺
伝子的疾病素質に関連している。
【０００６】
　気腫、すなわち、気室破壊は、ＣＯＰＤ患者における実質性変化の最も顕著な特徴であ
る。気腫は、肺組織の弾性収縮力の喪失の結果である。気腫には４つのタイプ、すなわち
、中心小葉性気腫、汎小葉性気腫又は全葉性気腫、末梢細葉性気腫又は傍隔壁性気腫、及
び不規則性気腫がある。最初の２つのタイプは、気腫性ＣＯＰＤの大部分を占める。分類
は、（一群の細葉である）小葉内での気室破壊の解剖学的分布に基づいてなされる。現在
では、気腫は死後検査によってのみ分類することができる。気腫は、典型的には、全生理
学的反応、医用イメージング、及び死後の解剖検査によって診断される。高分解能ＣＴ画
像データを使用することは、診断目的で肺容量を測定するための有望な手法である。しか
しながら、より顕著な病気指標の一つは、肺胞の崩壊及び肺の他の組織変化であり、これ
らはＣＴ画像データから測定するのが現在では困難である。
【０００７】
　気腫を初期段階で発見することが最も望ましい。気腫によって生じた損傷は病気の後期
段階で検出されることが多く、影響は永続する。これらの気腫の影響は回復させることが
できないけれども、気腫の早期診断により、病気によって生じた損傷の更なる進行を防止
するための処置を患者が取ることが可能になる。更に、ますます多くのセラピー（薬や手
術によらない治療法）及び薬物治療法が発見されるにつれて、このような治療法に対する
患者の反応を監視することが望ましい。
【０００８】
　慢性気管支炎は気道狭窄を引き起こし、気道狭窄は肺機能を減じる。気道の変異は、典
型的には、喫煙及び／又は空気汚染による刺激によって始まり、また生物学的感染によっ
て引き起こされ又は悪化することがある。慢性気管支炎は、臨床的には、２年の期間内で
の３ヶ月以上にわたる持続性の咳及び喀痰によって定義される。慢性気管支炎は、単純な
慢性気管支炎と、閉塞性気管支炎と、慢性喘息性気管支炎とに分類することができる。単
純な慢性気管支炎では、痰は生成されない。慢性喘息性気管支炎は気道の過敏反応が関係
する。閉塞性慢性気管支炎では、空気流が気道の変異によって妨げられる。慢性気管支炎
は、現在では、死体リード指数(Reid index post mortem)を使用して段階分けされている
。高分解能ＣＴでは、生体リード指数(Reid index in vivo)を使用して慢性気管支炎を点
数で表すことが可能である。
【０００９】
　気管支壁横断面の面積はＣＯＰＤの診断及び段階分けにおける重要な指標である。医学
的画像（例えば、ＣＴ画像）から気道横断面の面積を測定することにより、内科医は病気
の進行を追跡して臨床試験を速めることが可能になる。気管支の気道は、ＣＴ画像では、
明るい領域によって囲まれた小さい暗い領域として現れる。暗い領域は内腔(lumen) であ
り、明るい領域は気管支壁と任意の付着又は隣接している血管との両方から成る。気道壁
横断面の面積を測定する際、付着又は隣接している血管の厚さを取り込まないようにする
必要がある。
【００１０】
　気道が分離されていて、何ら付着又は隣接している血管が無い場合、様々な標準的な画
像処理及びコンピュータ視覚手法を使用して、気道を測定することができる。撮像される
気道に血管が付着又は隣接しているとき、従来の手法の一例では、内腔の中心から、何ら
血管の無い場所で気道壁を通過する射線を手作業で選択する必要があった。気道横断面の
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面積を推定するために、この単一の射線に沿った壁厚の測定値が使用されている。
【特許文献１】米国特許第６３３６０８２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　既知の診断手法の幾つかでは、気腫を数量化しようとして簡単なコンピュータ断層撮影
（ＣＴ）画像を使用する試みがなされている。しかしながら、既知の手法は病気の基本的
なモデルに基づいたものではなく、これらの手法により得られる結果の信頼性は、可変の
走査パラメータ及びスキャナ較正、並びに他の病理によって影響を受ける恐れがある。そ
の上、既知の手法では、組織破壊の割合や位置の推定値が得られない。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　従って、本発明は、幾つかの構成では、病気の発見、数量化、段階分け、報告又は追跡
のうちの少なくとも１つを実行するための方法を提供する。本方法は、患者の画像を利用
して病気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するように構成された分析ソフ
トウエアを供給する工程を含んでいる。該分析ソフトウエアは患者のパーソナル・コンピ
ュータ上で実行可能である。次いで、医用イメージング装置を利用して患者を撮像し、こ
のイメージング装置によって生成された患者の医学的画像を患者のパーソナル・コンピュ
ータへダウンロードする。前記撮像する工程及び前記ダウンロードする工程は、患者の病
気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するのに充分な画像を分析ソフトウエ
アに供給するように選択された間隔で、複数回繰り返す。
【００１３】
　本発明の幾つかの構成では、病気の発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡を実
行するためのネットワークを提供する。本ネットワークは、患者のパーソナル・コンピュ
ータ上で実行可能である分析ソフトウエアを含んでいる。このソフトウエアは、患者の画
像を利用して病気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するようにパーソナル
・コンピュータに指示する構成にされた命令を含んでいる。ネットワークには少なくとも
１つのイメージング装置も含まれている。イメージング装置は、患者の医学的画像を生成
するように構成されている。また、患者の走査画像をその撮像された患者のパーソナル・
コンピュータへ転送するためのインターフェースも設けられている。
【００１４】
　本発明の幾つかの構成では、携帯用コンピューティング装置を提供する。携帯用コンピ
ューティング装置は、イメージング装置によって生成された患者の医学的画像を該携帯用
コンピューティング装置へダウンロードするように構成されている。また、携帯用コンピ
ューティング装置は、患者の病気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するよ
うに前記ダウンロードされた医学的画像を分析して、分析結果を患者へ報告し、且つ分析
結果を遠隔のデータベースへ伝送するように構成されている。
【００１５】
　本発明の更に別の構成では、薬物治療試験を実行する方法を提供する。本方法は、患者
の画像を利用して病気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するように構成さ
れた分析ソフトウエアを供給する工程を含んでいる。この分析ソフトウエアは複数の患者
のパーソナル・コンピュータ上で実行可能である。本方法は更に、医用イメージング装置
により患者を撮像して、患者の医学的画像を生成する工程と、各々の撮像された患者の医
学的画像を該撮像された患者のパーソナル・コンピュータへダウンロードする工程とを含
んでいる。前記撮像する工程及び前記ダウンロードする工程は、各患者の病気を発見、数
量化、段階分け、報告及び／又は追跡するのに充分な画像を分析ソフトウエアに供給する
ように選択された間隔で、複数回繰り返す。本方法は更に、各患者のパーソナル・コンピ
ュータを利用して医学的画像を分析して、該患者の病気を発見、数量化、段階分け、報告
及び／又は追跡する工程と、各患者のパーソナル・コンピュータからの分析の結果を、更
なる分析及び評価のためにデータベースへアップロードする工程とを含んでいる。
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【００１６】
　本発明の更に別の構成では、人又は物体の一方又は両方の変化し得るパラメータを、こ
のような人又は物体の集団内で追跡するための方法及び装置を提供する。本方法は、人又
は物体の画像を利用して少なくとも１つの変化し得るパラメータを追跡するように構成さ
れている分析ソフトウエアを供給する工程を含んでいる。分析ソフトウエアは、人が所有
するパーソナル・コンピュータ、又は物体を所有する人が所有するパーソナル・コンピュ
ータで実行可能である。また、本方法は、イメージング装置によって人又は物体を撮像す
る工程と、イメージング装置によって生成された人又は物体の画像をパーソナル・コンピ
ュータへダウンロードする工程とを含んでいる。前記撮像する工程及び前記ダウンロード
する工程は、前記の変化し得るパラメータを追跡するのに充分な画像を分析ソフトウエア
に供給するように選択された間隔で、複数回繰り返される。
【００１７】
　本発明の更に別の構成では、病気の発見、数量化、段階分け、報告又は追跡のうちの少
なくとも１つを実行するための方法を提供する。本方法は、患者の画像を利用して病気の
発見、数量化、段階分け、報告又は追跡のうちの少なくとも１つを実行するように構成さ
れている分析ソフトウエアを供給する工程と、医用イメージング装置により患者を撮像す
る工程と、イメージング装置によって生成された患者の医学的画像をコンピュータへダウ
ンロードする工程と、前記撮像する工程及び前記ダウンロードする工程を複数回繰り返す
工程とを含んでいる。前記繰り返す工程は、患者の病気を発見、数量化、段階分け、報告
及び／又は追跡するのに充分な画像を分析ソフトウエアに供給するように選択された間隔
で実行される。
【００１８】
　本発明の更に別の構成では、病気の発見、数量化、段階分け、報告又は追跡のうちの少
なくとも１つを実行するためのネットワークを提供する。本ネットワークは、コンピュー
タ上で実行可能である分析ソフトウエアを含んでいる。このソフトウエアは、患者の画像
を利用して病気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するようにコンピュータ
に指示する構成にされた命令を含んでいる。ネットワークはまた、患者の医学的画像を生
成するように構成されている少なくとも１つのイメージング装置と、患者の走査画像をコ
ンピュータへ転送するためのインターフェースとを含んでいる。
【００１９】
　本発明のまた別の構成では、薬物治療試験を実行する方法を提供する。本方法は、患者
の画像を利用して病気の発見、数量化、段階分け、報告又は追跡のうちの少なくとも１つ
を実行するように構成されている分析ソフトウエアを供給する工程を含んでいる。分析ソ
フトウエアはコンピュータ上で実行可能である。本方法は更に、医用イメージング装置に
より患者を撮像して、患者の医学的画像を生成する工程と、各々の撮像された患者の医学
的画像をコンピュータへダウンロードする工程と、前記撮像する工程及び前記ダウンロー
ドする工程を複数回繰り返す工程とを含んでいる。前記繰り返す工程は、各患者の病気を
発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するのに充分な画像を分析ソフトウエアに
供給するように選択された間隔で実行される。本方法は更に、コンピュータを利用して医
学的画像を分析して、各患者の病気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡する
工程と、コンピュータからの分析の結果を、更なる分析及び評価のためにデータベースへ
アップロードする工程とを含んでいる。
【００２０】
　本発明の様々な構成は、コンピュータ断層撮影スキャンのような医学的画像からＣＯＰ
Ｄの診断、記述及び予測を可能にすることが理解されよう。パーソナル・コンピュータ及
びソフトウエアを介して本発明によって提供される自動化機能は、経験を積んだ医師又は
科学者の監視が有っても無くても、実行することができ、また患者の生活の質を改善でき
るような効果的な病気診断及び治療を可能にする。他の構成は、中央位置にあるイメージ
ング装置と個人の携帯用コンピュータのようなパーソナル・コンピュータとを利用して、
人又は物体のいずれかの変化し得るパラメータの追跡を経済的に行う。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　病気の発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡を容易にするシステム及び方法の
構成例を以下に詳しく説明する。適切な修正により、人又は物体に関する他の変化し得る
パラメータもまた、本発明の構成を利用して追跡することができることが理解されよう。
本書で説明するシステム及び方法の技術的効果には、患者の病気に関する変化し得るパラ
メータ又は他の測定可能なパラメータの自動追跡を容易にし、及び／又は複数の個人又は
他の追跡対象の物体からのこれらのパラメータの自動抽出を容易にすることが含まれる。
【００２２】
　図１を参照して説明すると、病気の発見のためのシステム１００の全体的なブロック図
が示されている。図１に記載されているシステム１００の技術的効果を達成するには、使
用者によって患者又は他の物体の画像を収集して伝送する。システム１００はイメージン
グ装置１１０を含んでおり、このイメージング装置は複数の画像を生成するために当該技
術分野で知られている多数の医用イメージング装置から選択することができる。最も一般
的には、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）及び磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）システムが
、複数の医学的画像を生成するために使用される。
【００２３】
　ＣＴイメージング動作の際、患者をイメージング装置内に配置し、患者に複数のＸ線を
照射して、一連のＸ線検出器で測定する。Ｘ線ビームが患者の特定の薄い横断面すなわち
「スライス」を通過する。検出器は透過した放射線の量を測定する。この情報は身体内の
サンプル点についてＸ線減衰係数を算出するために使用される。次いで、算出されたＸ線
減衰係数に基づいてグレースケール画像が構成される。画像内のグレーの濃淡は、スライ
ス内の全ての点の各々におけるＸ線吸収量を表す。ＣＴ動作の際に求められるスライスは
、Ｘ線を照射した身体内の関心領域を解剖学的に正しく表現するように再構成することが
できる。
【００２４】
　ＭＲイメージング動作の際は、大形の磁石によって発生された強力な磁界の内部に患者
が配置される。水素原子のような、患者内の磁化された陽子が、磁石によって発生された
磁界と整列する。主磁界に直交する振動磁界を生成する無線波が患者の特定のスライスに
照射される。スライスはイメージング動作を行う医師又は技術者（以後、「オペレータ」
と呼ぶ）によって選択された任意の平面で取ることができる。患者の身体内の陽子は先ず
無線波を吸収し、次いで磁界との整列から外れるように動くことによって無線波を放出す
る。陽子がそれらの最初の状態（励起前の状態）に戻るとき、患者の身体から放出された
無線波に基づいて診断用の像が作成される。ＣＴ像のスライスと同様に、複数のＭＲ像の
スライスは、身体の関心領域についての全体の画像を得るように再構成することができる
。高レベルの信号を生じる身体部分はＭＲ画像内で白色で表示されるのに対し、最低レベ
ルの信号を生じる身体部分は黒色で表示される。高レベルと低レベルとの間の様々な信号
強度を持つ他の身体部分は、灰色の濃さで表示される。
【００２５】
　最初のＭＲ又はＣＴ画像（或いは、任意の他の種類の画像）が得られた後、これらの画
像は一般にセグメント化される。セグメント化(segmentation)処理により、画像のピクセ
ル又はボクセルが或る特性（すなわち、強度、テクスチャなど）に関して同質である特定
数のクラスに分類される。例えば、脳のセグメント化された画像では、脳の物質を３つの
クラス、すなわち、灰白質と、白質と、脳脊髄液とに分類することができる。セグメント
化を完了した後で各クラスの区域を示すために個別の色を使用することができる。セグメ
ント化された画像を生成した後、外科医はセグメント化された画像を使用して手術手法を
計画することができる。
【００２６】
　一般的に云えば、セグメント化されたＣＴ又はＭＲ画像を生成するには、幾つかの工程
を必要とする。複数のＣＴ又はＭＲスライスのデータを取得することによって一データ・
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セットが生成される。セグメント化処理により、データ・セット内の各点にグレースケー
ル値が割り当てられる。幾つかの構成では、データ内の各タイプの物質に特定の値が割り
当てられ、従って、その物質が出現する毎にグレースケール値は同じ値にされる。例えば
、特定の画像内で骨の全ての出現部分は特定の明るい灰色の濃さで現れる。この着色基準
により、画像を観察する個人は画像内に表されている物体を容易に理解することができる
。
【００２７】
　幾つかの構成では、図１を参照して説明すると、医用イメージング・システム１００が
、イメージング装置１１０と、処理装置１２０と、インターフェース・ユニット１３０と
を含んでいる。イメージング装置１１０は複数の画像データ・セット２４０を作成するよ
うに適応するものであり、限定ではなく例として挙げると、コンピュータ断層撮影（ＣＴ
）装置、磁気共鳴（ＭＲ）スキャナ、又はＸ線イメージング装置（これは複数ビューＸ線
イメージング装置を含んでいてよい）である。ＣＴ及びＭＲの場合には、画像データは「
走査」中に取得される。幾つかの構成では、画像はＣＴイメージング装置を使用して取得
される。処理装置１２０は、図２を参照して以下に詳しく説明するように構成されている
。処理装置１２０はまた、再構成、画像データ記憶、セグメント化などのような周知の画
像処理手法のための演算及び制御機能を実行するように構成されている。幾つかの構成に
おける処理装置１２０は、中央処理装置（ＣＰＵ）を有しており、これはマイクロプロセ
ッサのような単一の集積回路であってよく、或いは中央処理装置の機能を与える任意の適
当な数の集積回路及び／又は回路板を有するものであってよい。処理装置１２０は更に、
当業者に知られている任意のタイプのメモリを含んでいてよい。このようなメモリ（図１
には別個に示していない）としては、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲ
ＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、フラッシュ・メモリ、キャッシュ・メモリな
どが挙げられ、また一種類のメモリ部品又は異なる種類のメモリ部品の組合せで構成して
よい。処理装置１２０はそのメモリ内にある内蔵プログラムを実行することができると共
に、画像取得及び画像観察の際に生じることのある様々な作業に応答する。
【００２８】
　本書で用いる「適応する」、「構成され」などの用語は、記述する効果をもたらすよう
に共働することのできる要素相互の間の機械的又は構造的関係を表すものである。これら
の用語はまた、アナログ又はディジタル・コンピュータ、或いは所与の入力に応答して出
力を供給するために一連の動作を実行するようにプログラムされている特定用途向け装置
（例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））のように電気的要素の動作能力をも表す
。
【００２９】
　インターフェース・ユニット１３０は処理装置１２０に結合されていて、使用者とシス
テム１００との間で通信を行えるように構成されている。処理装置１２０は更に、演算を
実行すると共に、その結果を、使用者が伝送された情報を解釈することができるような態
様で、インターフェース・ユニット１３０へ伝送するように構成されている。伝送される
情報には、２Ｄ又は３Ｄ、カラー及びグレースケール画像の形態の画像と、診断及び検出
情報に関するテキスト・メッセージとを含むことができる。インターフェース・ユニット
１３０は、パーソナル・コンピュータ、画像ワークステーション、手持ち式画像表示装置
、又はＣＴ又はＭＲＩシステムの一部として一般にグループ化された任意の従来の画像表
示プラットフォームであってよい。
【００３０】
　患者についての多数の走査から収集された全てのデータは、１つのデータ・セットと見
なされる。各々のデータ・セットは、ピクセル又はボクセルのいずれかである相対的に小
さい単位を有する。二次元データ・セットの場合、画像はピクセル単位を有する。本書で
用いる「ピクセル」とは、二次元空間内の点であり、これらは通常ｘ及びｙの二次元座標
を使用して表すことができる。画像内の各ピクセルは８個の他のピクセルによって囲まれ
ており、従って、９個のピクセルが３×３の正方形を形成している。（当業者には理解さ



(8) JP 4652023 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

れるように、画像の縁及び角にあるピクセルはその全ての辺が他のピクセルによって囲ま
れることはなく、従って、３×３の正方形の中心のピクセルになることはない。）。中心
のピクセルを囲むこれらの８個の他のピクセルは、中心ピクセルの８個の連結隣接ピクセ
ルと見なされる。データ・セットが三次元であるとき、画像はボクセルと呼ばれる単位で
表示される。ボクセルは三次元空間内の点であり、これは通常ｘ、ｙ、ｚの三次元座標を
使用して表すことができる。各ボクセルは２６個の他のボクセルによって囲まれている。
（ピクセルの場合と同様に、三次元空間の縁及び角にあるボクセルはその全ての辺が他の
ボクセルによって囲まれることはなく、従って、３×３×３の立方体の中心のピクセルに
なることはない。）。これらの２６個のボクセルは、元点のボクセルの２６個の連結隣接
ピクセルと見なすことができる。
【００３１】
　画像を取得するために適切な患者走査プロトコルが使用される。例えば、ＣＴ又はＭＲ
Ｉを用いる胸部検査では、典型的には、患者の呼吸に起因して生じる画像データ内のモー
ション・アーティファクトを低減するために、患者は息を止めることが要求される。通常
、ＣＴ又はＭＲＩによる検査は、息を一杯に吸った状態で、又は息を完全に吐いた状態で
行われる。更に、特定の身体領域においてＸ線を減衰させるために造影剤が使用されこと
がある。造影剤は、造影剤の影響を受けた組織と影響を受けない組織との間の相違を改善
する。ＣＴ画像では、造影される組織と造影されない組織との間でＣＴナンバーの差が増
大する。造影剤は患者に対して経口投与、静脈内投与又は直腸投与される。
【００３２】
　一旦上述のイメージング方法によって画像データが取得されると、画像処理装置１２０
は病気に関連した組織の変化（例えば、気管支壁横断面の面積）を測定する処理を実行す
るように適応する。気管支壁横断面の面積は慢性気管支炎の診断及び段階分けに使用され
、これに対して組織の変化及び肺容量は気腫の診断及び段階分けに使用される。慢性気管
支炎及び気腫は共に慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）に関係している。
【００３３】
　「気道」とも呼ばれる気管支壁の横断面の面積を医学的画像（例えば、ＣＴ画像データ
）から測定することは、医師が病気の進行を追跡して臨床試験を速めることを可能にする
。気管支の気道は、典型的には、ＣＴ画像では明るい領域に囲まれた小さい暗い領域とし
て現れる。暗い領域は内腔であり、明るい領域は気管支壁と任意の付着又は隣接している
血管との両方から成る。気道壁横断面の面積を測定する際、付着又は隣接している血管か
ら気道を分離して、厚さ測定値がこのような血管を取り込んでいないようにする必要があ
る。
【００３４】
　本発明の幾つかの構成では、管状構造を測定する方法を提供する。本書で用いる「管状
構造」とは、内壁と外壁とを持っていて、形状が円形又は楕円形である中空の解剖学的構
造を表す。管状構造の例としては、気管支壁及び気道が挙げられる。本書で述べる様々な
構成の測定手法は、動脈及び他の主要な又は重要な血管のような他の解剖学的構造にも役
立ち、また同様に工業用又は非破壊試験の分野における他の非解剖学的管状構造にも役立
つ。例えば、取得した画像データから管状の解剖学的構造を測定する方法の一構成では、
少なくとも１つのセグメント化処理を利用して、選択された関心のある管状の解剖学的構
造を分離する工程と、該選択された構造の少なくとも１つの属性を測定する工程とを有す
る。
【００３５】
　本発明の様々な構成では、図２を参照して説明すると、管状の解剖学的構造を測定する
。図２に表された構成の技術的効果は、使用者によってコンピュータ自動化手順を開始し
て、管状構造の測定を行うことによって、達成される。この手順は肺内の内腔の自動化識
別及び測定を含んでいてよい。図２に表された構成で解剖学的構造を測定するには、イメ
ージング装置を利用して、構造のＣＴ又はＭＲＩ画像データを取得することを含む。取得
した画像データは複数の同質領域にセグメント化し、気道内腔を次の方法によって検出す
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る。該方法は、セグメント化する工程２１０（これは任意の既知の手法によって行うこと
ができる）、（例えば、強度値を使用して）同様な構造を検出する工程２２０、及び同様
な構造をグループ化する工程２３０を含む。測定する工程２４０は、内腔の中心を識別す
る工程２５０を含む。内腔の中心は、血管の存在によって偏りが導入されることなく、識
別することができる。
【００３６】
　図２によって表されるような実施形態では、内腔の中心を識別する工程２５０は、気道
に沿った幾つかの場所で、内腔の内側境界に内側の楕円を当てはめると共に、内腔の外側
境界に外側の楕円を当てはめる工程を含む。工程２４０における楕円による測定は、管状
構造の属性を測定するために使用される。強制的に内腔の中心に一致する中心を持つよう
にした２つの同心の楕円を当てはめる。内側の楕円は、内腔境界がその境界に沿って数個
の外れ値(outlier) を持っているので、Ｍ推定量(M-estimator) を使用して当てはめられ
る。 外側の楕円は、Ｍｕｓｅと、既知のロバスト推定手法と、一連のＭ推定量との組合
せを使用して、当てはめられる。Ｍｕｓｅは、気道の外部境界に円を当てはめて、外側気
道境界の短軸のロバスト推定値と外側境界の複数の位置におけるノイズのロバスト推定値
を与えるように使用される。これらのロバスト推定値と共に、Ｍｕｓｅは外側境界に沿っ
た点の各々を外側気道境界に対する内在値(inlier)として又は気道境界に対する外れ値（
例えば、血管）として扱う。次いで、Ｍｕｓｅの円に対する内在値がＭ推定量を使用して
楕円に当てはめられる。Ｍ推定量にはＭｕｓｅの円とスケール（ノイズ）のＭｕｓｅ推定
値とがシード(seed)される。幾つかの構成では、Ｍ推定量は楕円のパラメータを決定する
ために使用されるが、スケール（ノイズ）の新しい推定値を算出するためには使用されな
い。Ｍ推定量が収斂するとき、楕円に対する新しい一組の内在値が、Ｍｕｓｅスケールを
距離判断基準として使用して元の一組の境界点（Ｍｕｓｅの円に対する内在値だけではな
い）から決定される。この新しい一組の内在値はＭ推定量に供給され、Ｍ推定量には前の
楕円パラメータ及びＭｕｓｅスケール推定値がシードされる。幾つかの構成では、第２の
Ｍ推定量が楕円を再推定するが、スケールを再推定しない。この処理は、内在値の組及び
楕円の当てはめが収斂するまで繰り返される。上述したような処理を採用することによっ
て、隣接する血管が気道測定値内に取り込まれないロバストな方法が提供される。内腔の
中心点を不変点として扱うことによって、楕円当てはめ問題は６つのパラメータから４つ
のパラメータへ有利に低減される。従って、本書で述べる構成の幾つかにおいて、内腔の
中心を原点として見なして、楕円の位置パラメータを推定する必要がないようにする。
【００３７】
　内腔検出段階は、明るい領域によって完全に囲まれた暗い領域を識別する。明るい領域
の中心が決定され、射線２６０が内腔の中心から投射される。射線は一定の間隔又は弧長
で内腔境界（内壁）と交差するように分布させる。各射線について、内腔境界（内壁）と
の交点及び気道（外壁）との交点が記録される。後者の交点は気道壁上か又は隣接する血
管上にあることがある。次いで、これらの２組の交点は楕円を当てはめるために使用され
る。データは、数値安定性を改善するために単位正方形（－１，１）内に当てはまるよう
に拡縮される。Ｍｕｓｅを使用して、外側気道境界のための楕円の短軸（Ｍｕｓｅの円の
半径）を確実に推定し且つ外側気道境界の複数の位置におけるノイズを確実に推定する。
Ｍｕｓｅはまた、最初の一組の内在値、すなわち、血管に属する点ではなく気道に属する
点を識別する。Ｍ推定量にこれらの内在値、Ｍｕｓｅの円及びＭｕｓｅスケールをシード
すること（並びに、スケールを推定するＭ推定量を持たないこと）により、Ｍ推定量が全
境界（気道及び血管）に対する最小二乗の当てはめに退化しないようにする。円のみを推
定するためにＭｕｓｅを使用することは、推定するパラメータの数を少なくし、従って推
定処理を大幅に速める。このやり方での反復的「囲い入れ(corralling)」により、推定を
ロバストで高速に留めることができる。上述した推定処理は反復的に実行される。
【００３８】
　内側及び外側境界が決定されると、幾つかの構成では、壁厚が気道境界の楕円と内腔境
界の楕円との間の面積の差として決定される。この差は、幾つかの構成では、サブピクセ
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ル精度で決定される。その後、壁厚測定値は、平均壁厚、壁厚変動、体積測定値、二次元
面積測定値、及びボリューム面積分布を計算するために使用することができる。これらの
測定値は、様々な病気の進行及びＣＯＰＤの段階を診断し追跡するために使用することが
できる。上述の分離工程及び測定工程は、構造の全長にわたって上述の測定値を求めるた
めに関心のある構造の長さに対応する画像データを得るように繰り返される。
【００３９】
　上述の処理が完了したとき、本発明の幾つかの構成では、病気のレベル及び進行度につ
いての出力を発生する。例えば、出力は患者の病気を段階分けし、治療に対する反応を測
定し、薬物試験に参加するかどうかの患者の選択のためにフェノタイピング(phenotyping
) を行い、解剖学的構造の安定性を測定し、病気の変化率を予測するために使用すること
ができる。本書で用いる「フェノタイピング」とは、遺伝子構造及び環境の影響の両方に
よって決定されるような物理的又は生化学的特性を観察し、これらの影響に基づいた身長
や血液型のような特定の形質を表現することを表す。フェノタイプ(phenotype) は、特定
のフェノタイプを示す個々の又は一群の有機体である。
【００４０】
　幾つかの構成では、取得した画像データを使用して肺の気道を測定するための装置を提
供する。本装置は、画像データを取得するように構成されているイメージング装置と、イ
メージング装置に応答して画像を処理する画像処理装置とを有する。再び図１を参照して
説明すると、画像処理装置１２０は、少なくとも１つのセグメント化処理を利用して関心
のある気道を分離するように構成されている。画像処理装置１２０は更に、気道の一点で
統計的手法を使用して、気道の内側境界に内側の楕円を当てはめ且つ気道の構造の外側境
界に外側の楕円を当てはめるように構成されており、また更に、内側及び外側の楕円を使
用して気道の測定値を生成するように構成されている。測定値は、平均壁厚、壁厚変動、
体積測定値、二次元面積測定値、及び／又はボリューム面積分布の少なくとも１つを含む
。これらの１つ又は複数の測定値は、病気の診断及び／又は病気の進行の追跡の少なくと
も１つのために使用され、その病気とは慢性閉塞性肺疾患又は喘息である。幾つかの構成
では、本装置は、 画像処理装置１２０に結合されていて、本装置の使用者に測定値を報
告するように構成されている表示装置（インターフェース・ユニット１３０）を含む。
【００４１】
　これまでの段落で説明した本発明の構成は、ＣＴによる肺の走査において疑わしい領域
を突き止める。しかしながら、本書に開示する測定手法はまた、特定の病気の追跡及び診
断のためにほぼ管状の解剖学的構造の測定値を使用することができる場合は、ＭＲＩ、Ｘ
線、超音波及びポジトロン放出型断層撮影（ＰＥＴ）のような他のイメージング・モダリ
ティにも有用である。
【００４２】
　幾つかの構成では、図３を参照して説明すると、病気関連変化を測定、数量化及び／又
は予測する方法を提供する。図３に表された構成の技術的効果は、使用者が病気関連変化
のコンピュータ自動化測定、数量化及び／又は予測を開始したときに遂行される。本書で
用いる用語「病気関連変化」とは、関心のある病気に関連した変化を表す。例えば、肺組
織領域の縁の数、肺の病変領域の強度及び肺の病変領域の面積が、気腫の存在の指標であ
り、これらの事項の変化は病気の進行を示す。画像データは工程３１０で取得され、工程
３２０で複数のセグメント化工程によってセグメント化される。セグメント化は、強度、
面積、境界面、アスペクト比、直径、分散、導関数、及び病気について関心が持たれるこ
とのある他の特性のような、異なる特性を持つ領域に区分けする。セグメント化工程は、
多数の既知のセグメント化手法から選択することができる。工程３３０で、セグメント化
された画像データについて特徴抽出を実行して、病気についての関連する特徴を抽出する
。これらの特徴は、例えば、縁の数、面積及び強度を含んでいてよい。取得、セグメント
化及び特徴抽出には既知の手法を用いて、病気について関連する画像情報、又は、幾つか
の構成では、疑わしい領域を抽出することができる。しかしながら、幾つかの構成では、
工程３４０で更なる処理を実行して、病気を予測、数量化又は診断するのに使用するため
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に特定の区域又は疑わしい領域に関する予測を行う。その後、区域又は疑わしい領域は、
当該技術分野で知られている１つ又は複数の手法を使用して、使用者に対して画像として
表示することができる。幾つかの構成では、着色したポリゴンが画像データの上部に表示
される。着色したポリゴン又は同様な強調表示した領域は、以下により詳しく説明する分
析の結果生じる値に対応する。セグメント化された領域の結果は、元の画像データに重な
る強調表示した領域として表示される。表示は二次元（２Ｄ）、又は、構成によっては、
三次元（３Ｄ）であってよい。
【００４３】
　本発明の幾つかの構成では、画像データから得られた病気関連変化についての数量化、
診断及び／又は予測の少なくとも１つを実行する方法を提供する。本方法は、画像データ
に対して少なくとも１つのセグメント化工程を適用して、複数のセグメント化された関心
のある領域を生成する工程と、セグメント化された領域から病気に関連する特徴を抽出し
て、抽出された特徴を生成する工程を含んでいる。抽出された特徴は、所与の病気を表す
変化についての診断、数量化及び／又は予測の少なくとも１つを実行する際に使用するた
めにモデル化される。例えば、幾つかの構成におけるセグメント化工程は、肺内の複数の
小領域をセグメント化し、また小領域内のパラメータについて更にセグメント化すること
を含む。パラメータとしては、縁、面積や強度、又は他のセグメント化パラメータ、或い
はそれらの組合せを含んでいてよい。
【００４４】
　様々な構成では、図３を更に参照して説明すると、数学的モデル化工程３５０により、
既知の物理的モデル化原理を使用して生物学的現象を物理的にモデル化することができる
。例えば、 数学的モデル化は、フォン・ノイマンの法則に従うもののような自由境界モ
デルを使用して実行される。フォン・ノイマンの法則は、複数の領域から成るバブル構造
又は結晶格子構造を説明するために使用される既知の原理である。フォン・ノイマンの法
則によれば、多数の縁を持つ領域は成長する傾向があり、縁の数が少ない領域は収縮する
傾向がある。肺及び肺領域のような解剖学的構造及び対応する領域をモデル化することに
よって、モデルは多数の縁を持つ領域及び少数の縁を持つ領域を検出する。縁の数は、病
気の進行の確率を予測するために使用される。フォン・ノイマンの法則によれば、６つの
縁を持つ領域は安定である。フォン・ノイマンの法則についての式は次のように表される
。
【００４５】
　　（ｄａN ）／（ｄｔ）＝κ（Ｎ－Ｎ0 ）　　　　　　　　　式（１）
ここで、Ｎは縁の数であり、Ｎ0 は６であり、κはモデル化された構造の物理的及び化学
的特性に依存するスケーリング・パラメータである。フォン・ノイマンの法則を利用した
、モデルの生物学的変化は、領域が直線的な率(rate)で成長又は収縮するとき、病気の成
長又は進行を推定又は予測することを可能にする。気腫の影響はこのときに回復させるこ
とができないが、上述した原理を使用して気腫の成長又は進行を監視することができる。
従って、各領域の挙動は位相幾何学的変化まで予測することができる。
【００４６】
　多数の自由境界モデルの１つの特性は、スケール不変性である。この特性を持つモデル
では、正規化分布ｆX（Ｘ／μ）／μは次の微分方程式を満足する。
【００４７】
　　（∂ｆX ／∂ｘ）ｘ＋（∂ｆX ／∂μ）μ＋ｆX ＝０　　　　　式（２）
ここで、Ｘは、モデル化された構造を形成する一群の領域の中の一領域の幾何学的測度に
関連した確率変数であり、また、μはＸの平均値である。
【００４８】
　この特性を持つモデルでは、面積や周囲長のような幾何学的パラメータの確率分布を、
同じパラメータの正規化分布によって与えられる基準と比較することができ、またこの比
較による偏差又は差を病気についての診断及び数量化ツールとして用いることができる。
【００４９】
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　気腫に関連する特徴には、肺の病変領域の面積、肺の領域の強度、及び肺内の領域の縁
の数が含まれる。これらの特徴は、フォン・ノイマンの法則を使用してモデル化すること
ができる。他の病気もまたフォン・ノイマンの法則によってモデル化することができる。
【００５０】
　格子又はバブル構造を持つ上述の領域について、ポッツ・モデル、マルコフ連鎖、ギブ
ス連鎖、モンテカルロ・アルゴリズム、拡散方程式、又は位相場モデルのような他の既知
の原理及び手法を、フォン・ノイマンの法則の代わりに、又はそれに加えて使用すること
ができる。
【００５１】
　更に図３を参照して説明すると、工程３４０で、モデル化された領域及び抽出された特
徴を分析して、重症度及び進行度についての局部的な点数(score) 及び全体的な点数を付
ける。幾つかの構成では、局部的な分析は選択された領域又は関心のある領域に注目し、
全体的な点数は病気の進行に注目する。多くの場合、健康な組織の面積と比べた病変組織
の面積、病変区域の変化率及び空間分布を含む因子を利用して、病気の段階を決定する。
患者の診断及び治療の一部として、患者を段階分けするために点数付けが使用される。
【００５２】
　本発明の幾つかの構成では、抽出された特徴を分析して、病気の重症度及び進行度を評
定する。その上、グローバル分析工程３６０を実行し、該工程において、少なくとも１つ
のヒストグラム分析を使用して、抽出された特徴を処理する。
【００５３】
　本発明の幾つかの構成は更に、工程３７０で病気のレベル及び進行度を表す出力を生成
することを含む。例えば、この出力は、患者の病気を段階分けし、治療法に対する反応を
測定し、薬物試験に参加するかどうかの患者の選択のためにフェノタイピング(phenotypi
ng) を行い、解剖学的構造の安定性を測定し、及び／又は所与の病気の変化率を予測する
ために使用することができる。本書で用いる「フェノタイピング」とは、遺伝子構造及び
環境の影響の両方によって決定されるような物理的又は生化学的特性を観察し、これらの
影響に基づいた身長や血液型のような特定の形質を表現することを表す。フェノタイプ(p
henotype) は、特定のフェノタイプを示す個々の又は一群の有機体である。
【００５４】
　更に、上記出力は、分析結果の表示、及び上述の方法を使用して抽出された疑わしい区
域の識別を含むことができる。表示は、分析による値に対応して画像内の領域を強調する
ことができる。幾つかの構成では、着色したポリゴンが画像データの上部に表示される。
表示は二次元（２Ｄ）、又は構成によっては三次元（３Ｄ）であってよい。
【００５５】
　本発明の幾つかの構成では、取得した画像データを利用して病気関連変化の数量化、診
断及び／又は予測の少なくとも１つを実行する装置を提供する。本装置は、画像データを
取得するイメージング装置と、画像処理装置とを含んでいる。画像処理装置は、画像デー
タに対して少なくとも１つのセグメント化工程を適用して、複数のセグメント化された関
心のある領域を生成すると共に、セグメント化された領域から病気に関連する特徴を抽出
して、抽出された特徴を生成するように構成されている。また、画像処理装置は更に、病
気を表す変化についての診断、数量化及び予測のうちの１つを実行する際に使用するため
に上記特徴を数学的にモデル化するように構成されている。
【００５６】
　上述した本発明の実施形態は、ＣＴによる肺の走査において疑わしい領域を突き止める
ものであるが、上述した測定手法は、ＭＲＩ、Ｘ線、超音波及びポジトロン放出型断層撮
影（ＰＥＴ）のような他のイメージング・モダリティに直ちに転用することができる。更
に、上述した本発明の構成は肺内の気腫に関する変化のモデル化を利用するが、これらの
手法は他の解剖学的領域における生化学的変化をモデル化するために使用することができ
る。
【００５７】
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　図４は、患者又は物体についての変化し得る病気パラメータ（又は他のパラメータ）の
自動化測定を使用者により開始することによって、及び／又は（例えば、製薬会社による
）分析のために患者からのデータの収集を容易にすることによって達成される技術的効果
を持つシステムを表す。幾つかの構成では、図４を参照して説明すると、デスクトップ型
、ラップトップ型、パームトップ型、又は他の適当な形態のパーソナル・コンピュータ４
００が、ＣＯＰＤを持つ患者４０２に対して、その患者の病気の管理のために提供される
。ソフトウエア又はファームウエアもまた、例えば、１つ又は複数の機械読取り可能な媒
体４０４を介して、或いはインターネットのようなパブリック（又はプライベート）ネッ
トワーク４０８上のネットワーク接続のサーバ４０６を介して提供される。（本発明の幾
つかの構成で使用されるパブリック又はプライベート・ネットワークの別の例は病院ネッ
トワークである。）。このように構成されているとき、パーソナル・コンピュータ４００
は携帯用又は個人用ＣＯＰＤ記録装置４００と呼ばれる。個人用ＣＯＰＤ記録装置４００
に使用するためのソフトウエア又はファームウエアは、処理装置１２０に関して前に述べ
た方法及びモデル化の１つ又は複数の構成を利用して、患者の肺内の組織の劣化及び気道
の炎症についての測定基準を決定し、且つ再モデル化するように構成されている。例えば
、図１の処理装置１２０及びインターフェース・ユニット１３０の機能は個人用ＣＯＰＤ
記録装置の中に一緒にグループ化され、パーソナル・コンピュータ４００の処理装置が処
理装置１２０及びインターフェース・ユニット１３０の両方の機能のうちの特定の機能を
実行する。これらの機能には、気腫及び／又は気管支炎を持つ患者における病気関連変化
を診断、段階分け、測定、数量化及び／又は予測するための上述の機能、並びに／或いは
他の病気処理のための同様な機能を含むことができる。しかしながら、個人用ＣＯＰＤ記
録装置４００は、必ずしも画像取得中に起こり得る活動に応答する必要はない。代わりに
、多くの構成では、個人用ＣＯＰＤ記録装置４００は、イメージング装置１１０との直接
接続又は（例えば、機械読取り可能な媒体及び／又はコンピュータ・ネットワーク接続を
介しての）任意の他の適当なデータ転送のいずれかにより、イメージング装置１１０から
データを受け取るように構成される。更に、個人用ＣＯＰＤ記録装置４００の多くの構成
は、実時間よりはむしろ患者によって選択された時にこのデータを分析するように構成さ
れる。個人用ＣＯＰＤ記録装置４００として使用されるパーソナル・コンピュータに既に
存在する処理装置とは別個の処理装置を任意の特定の構成において必要とするかどうかは
設計上の選択の問題である。この選択は、パーソナル・コンピュータ内の処理装置によっ
て提供される速度及び演算能力によって左右されることがある。
【００５８】
　幾つかの構成では、気道の位置及び寸法に関する統計データを使用して、母集団の中で
患者を比較することができる。気腫についての自由境界（すなわち、フォーム(foam)）モ
デルを使用することにより、共通のモデルに対して全ての患者を比較し、且つ更なる変化
の予測及び位置確認を行うことが可能になる。モデルをベースとした方法ではまた、先験
的情報を取り入れることができる。前に述べたように、気道の自動化セグメント化のよう
な手法を使用して、セグメント化の対策のためにスキャナのモデルが直接取り入れられる
。追跡フレームワークは、異なる区域にある気道を見つける際に役立つ。多重仮想追跡（
ＭＨＴ）能力により、気道が特定の画像スライス内に存在しているか否かの決定を、近隣
のスライスから情報を収集するまで遅延させることができる。更に、幾つかの構成では、
ＭＨＴは、気道の存在を予測するために使用される予測モデルを取り入れている。また、
ＭＨＴは、気道のトポロジーを表すツリー(tree)を生成すると共に、解剖学的地図を生成
するために使用される。従って、横断面像から多重仮想追跡を使用して、完全な気管支ツ
リーをつなぎ合わせて形成することができる。
【００５９】
　個人用ＣＯＰＤ記録装置４００によって決定された測定基準からの結果がファイル・フ
ォーマットに書き込まれ、これはデータベース４１４にインポートすることができる。こ
のフォーマット及び能力により、データベース・アーキテクチャ内で結果の伝送、集積及
び保管が可能になる。幾つかの構成では、データベース４１４を備えているコンピュータ
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又は記憶装置システムを、ネットワーク接続のサーバ４０６とすることができ、該サーバ
４０６からは個人用ＣＯＰＤ記録装置４００用のソフトウエア・プログラムをダウンロー
ドすることができる。他の構成では、データベース４１４は全く異なるコンピュータ又は
ファイル・サーバーに設けられる。幾つかの構成では、ソフトウエアは物理的媒体の形態
でのみ入手可能にされており、従って、ソフトウエアがそこから個人用ＣＯＰＤ記録装置
４００へダウンロード可能であるようなネットワーク接続のサーバ４０６は何ら設けられ
ない。また、データベース４１４が設けられていない幾つかの構成では、患者４０２のよ
うな患者が、データベース４１４によって表される種類のデータベースから得られるよう
な分析の支援を受けることなく、彼等自身の個人用ＣＯＰＤ記録装置４００の測定基準及
び監視能力を使用する。別の構成では、データベース４１４は設けられているが、全ての
患者４０２，４１６，４１８，４２０，４２２等がデータベース４１４へデータをアップ
ロードするとは限らず、及び／又は全ての患者４０２，４１６，４１８，４２０，４２２
等がデータベース４１４の使用によって得ることのできる利益を受けるとは限らない。
【００６０】
　携帯用ＣＯＰＤ記録装置４００は複数の患者４０２，４１６，４１８，４２０，４２２
等に提供される。携帯用ＣＯＰＤ記録装置４００は或る点では個人用血液グルコース監視
装置と類似している。と云うのは、ＣＯＰＤ記録装置４００を持つ個人がこの装置を使用
して、その人自身のＣＯＰＤ状態を追跡することができるからである。幾つかの構成では
、個人用ＣＯＰＤ記録装置４００は、患者４０２についての必要性に従って医師によって
決定された間隔で、ＣＴイメージング装置１１０又は他の適当なイメージング装置（例え
ば、ＭＲＩ装置）から画像データを受け取る。このデータを転送するために任意の適当な
方法を使用することができ、転送は必ずしも患者４０２を走査している時に行う必要はな
い。画像データは、病気を発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡するために適時
に役立つように転送することだけが必要である。画像データはＣＯＰＤ記録装置４００の
メモリに記憶されて、患者のＣＯＰＤ状態を生成するために使用され、そのＣＯＰＤ状態
は要求があった時に患者４０２に対して表示画面４１２上に表示することができる。幾つ
かの構成では、個人用ＣＯＰＤ記録装置４００はまた、インターネットのようなプライベ
ート又はパブリック・ネットワーク４０８を介してデータベース４１４（これは分散型デ
ータベースであってよい）へ自動化した報告を行う。例えば、個人用ＣＯＰＤ記録装置４
００は、製薬会社のデータベースのような遠隔のデータベース４１４へファイルを生成し
て送る。記録装置４００からの情報は、他の患者４１６，４１８，４２０，４２２等が所
有している他のＣＯＰＤ記録装置４００から収集された情報と共に、製薬会社の職員によ
って検討され、且つ、例えば、薬物治療試験を評価するため及び／又は個人治療の監視を
行うために使用される。各患者の結果を普遍的な尺度に従って評価することによって、任
意の数の患者４０２，４１６，４１８，４２０，４２２等の病気の重症度を、診断及び治
療優先順位の決定のために直接に比較することができる。
【００６１】
　個人用ＣＯＰＤ記録装置４００から受け取った定期的なデータを用いて、気腫について
のモデルをベースとした方式は病気の成長率の予測を可能にする。この予測は医師によっ
て使用して、患者にとって有利である薬物治療スケジュール及び追跡検査用スケジュール
を作成することができる。ＣＯＰＤ記録装置４００は、自動化した気道セグメント化及び
多重仮想追跡を利用することによって、病気の位置測定、特徴付け及び診断を規定する。
モデルをベースとした方式はまた、人口統計、診断及び治療法を含む自動化した診断プロ
セスに、他の情報を取り入れることができる。幾つかの構成では、肺組織における局部的
な変化を予測する気腫についてのフォーム・モデルのような予測モデルが使用され、また
階段の上り下り及び息の吐き出し検査のような治療外試験が取り入れられる。更に、ＣＯ
ＰＤ記録装置４００は低照射線量ＣＴ検査を使用して動作し、且つ反復可能でロバストな
傾向測定基準を提供することができる。
【００６２】
　本発明の幾つかの構成では、病院、医師の事務所、又は医師の職場にある１台又は複数
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される。このような構成では、病院又は医師のコンピュータは、必然的に患者によってで
はなく、医師や技師や看護士によって操作され、患者は医学的画像の分析のために居ても
居なくてもよい。これらの構成のいくつかでは、病院又は医師のコンピュータはネットワ
ーク上にあり、ネットワークは病院又は他のパブリック又はプライベート医用ネットワー
ク、或いはインターネットであってよい。幾つかの構成では、自動化コンピュータ分析が
医師のために、或いは患者の直接的な利益のためよりはむしろ薬物治療試験についてのデ
ータを収集するために実行される。
【００６３】
　以上のように、本発明の様々な構成は、コンピュータ断層撮影スキャンのような医学的
画像からＣＯＰＤの診断、記述及び／又は予測を可能にすることが理解されよう。パーソ
ナル・コンピュータ及びソフトウエアを介して本発明によって提供される自動化した機能
は、熟練の医師又は科学者による監視があってもなくても実行することができ、また患者
の生活の質を改善できるような効果的な病気の診断及び治療を可能にする。
【００６４】
　本発明の構成は医学用途に制限されず、より一般的に、イメージング装置を利用して撮
像することのできる人又は物体のいずれかの変化し得るパラメータを追跡するために利用
することができる。追跡は複数の人又は物体について行うことができ、人又は物体の各々
は追跡の目的で別々の関連したパーソナル・コンピュータを利用する。結果は遠隔のデー
タベースに集積して、上述の薬物試験に関係する構成と同様なやり方で検査することがで
きる。
【００６５】
　更に、本書で述べた構成の多くはまた、慢性閉塞性肺疾患群の一部である他の病気、限
定ではなく一例を挙げると、喘息を含む、他の病気の診断及び／又は段階分け等を行うの
に有用である。また、強度に加えて、又は強度に代えて、画像の様々な特性、限定ではな
く例として挙げると、強度の標準偏差、領域の長さ、及び領域の丸みを分析することがで
きる。
【００６６】
　本発明を様々な特定の実施形態について説明したが、当業者には本発明を特許請求の範
囲の精神および範囲内で変更して実施できることが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】病気発見のためのシステム１００の全体的なブロック図である。
【図２】管状の解剖学的構造を表すフローチャートである。
【図３】病気関連変化を測定、数量化及び／又は予測する方法のフローチャートである。
【図４】慢性閉塞性肺疾患のような病気の発見、数量化、段階分け、報告及び／又は追跡
のうちの少なくとも１つを実行するための本発明の構成の絵画的概要図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１００　病気の発見のためのシステム
　２５０  内腔の中心を識別する工程
　２６０  射線
　４１２  表示画面
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