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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元医療画像からの肺動脈樹の自動抽出の方法であって：
　局部気管支の位置付けを決定するステップ，
　前記局部気管支の局部肺血管を前記局部気管支のセグメント化された局部肺血管に分割
するステップ，
　前記局部気管支の前記セグメント化された局部肺血管の位置付けを決定するステップ，
及び
　夫々のセグメント化された局部肺血管の動脈らしさの程度を決定することによって、前
記セグメント化された局部肺血管を肺動脈及び肺静脈に分けるステップ，
　を有する方法。
【請求項２】
　前記セグメント化された局部肺血管の前記動脈らしさの程度は、前記セグメント化され
た局部肺血管の位置付けに対する前記局部気管支の位置付けの関係に基づき、且つ、前記
程度は、前記局部気管支の局部肺動脈として前記局部気管支の近くを平行して通る血管を
識別するために該血管に関して標準値を与える、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記セグメント化された局部肺血管の前記動脈らしさの程度は、セグメント化された局
部肺血管及び最も近い局部気管支の方位ベクトルの内積の絶対値であり、
　前記程度は、前記局部気管支の局部肺動脈として前記最も近い局部気管支の近くを平行
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して通る血管を識別するために該血管に関して標準値を与える、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記標準値は、前記セグメント化された局部肺血管が前記肺動脈樹に含まれるかどうか
を決定するために前記動脈らしさの程度の値を閾値化することによって与えられ、
　経験的に導出された閾値が前記閾値化のために使用される、請求項２又は３記載の方法
。
【請求項５】
　前記セグメント化された局部肺血管が、前記セグメント化された局部肺血管を肺動脈及
び肺静脈に分ける前記ステップにおいて、肺動脈であると決定された場合に、半径を有し
且つ前記肺動脈の所与の中心線点に中心を有する球において計算される画像データの最小
平均偏差の半径として、前記肺動脈の半径を決定するステップを更に有する、請求項１記
載の方法。
【請求項６】
　前記局部気管支の前記局部肺血管を分割するステップはシードポイントに基づく、請求
項１記載の方法。
【請求項７】
　前記局部気管支の位置付けを決定するステップは、前記局部気管支の中心線の位置付け
に基づく、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記局部気管支の位置付けを決定するステップは、局部濃淡値に基づく指標を用いるこ
とに基づく、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　気管支樹及び付随する肺動脈樹の両方に沿って前記局部気管支及び前記肺動脈の直径又
は半径を測定するステップ，
　前記局部気管支及び前記肺動脈の前記測定された直径又は半径の比を計算するステップ
，及び
　前記計算された比が表示における異常値を示すところの位置に印を付して、ユーザによ
る前記異常位置の更なる評価を示唆するステップ，
　を有し、
　前記測定するステップ、前記計算するステップ及び前記印を付すステップは、局部気管
支の位置付けを決定するステップ、前記局部気管支の局部肺血管を分割するステップ、前
記セグメント化された局部肺血管の位置付けを決定するステップ、及び前記セグメント化
された局部肺血管を肺動脈及び肺静脈に分けるステップと並行して自動的に実行される、
請求項１乃至８のうちいずれか一項記載の方法。
【請求項１０】
　コンピュータによる処理のために、３次元医療画像からの肺動脈樹の自動抽出のための
コンピュータプログラムを具現されたコンピュータ読取可能な媒体であって：
　局部気管支の位置付けを決定するコードセグメント，
　前記局部気管支の局部肺血管を前記局部気管支のセグメント化された局部肺血管に分割
するコードセグメント，
　前記局部気管支の前記セグメント化された局部肺血管の位置付けを決定するコードセグ
メント，及び
　夫々のセグメント化された局部肺血管の動脈らしさの程度を決定することによって、前
記セグメント化された局部肺血管を肺動脈及び肺静脈に分けるコードセグメント，
　を有する、コンピュータ読取可能な媒体。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の方法を実行可能な、請求項１０記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項１２】
　３次元画像を受け取って処理するよう構成された医療画像ワークステーションである、
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請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の方法を実施するよう配置された医療検査装置で
あって：
　局部気管支の位置付けを決定する手段，
　前記局部気管支の局部肺血管を前記局部気管支のセグメント化された局部肺血管に分割
する手段，
　前記局部気管支の前記セグメント化された局部肺血管の位置付けを決定する手段，及び
　夫々のセグメント化された局部肺血管の動脈らしさの程度を決定することによって、前
記セグメント化された局部肺血管を肺動脈及び肺静脈に分ける手段，
　を有し、
　３次元医療画像からの肺動脈樹の自動抽出のために構成される医療検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、医療画像の分野に関する。更に具体的には、本発明は、例えば肺塞
栓検出のための、３次元医療画像からの肺動脈樹の自動検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多列検出器型コンピュータ断層撮影（ＭＤＣＴ）は、胸部全体の高解像データの取得を
可能にする。このデータの品質は、肺動脈樹とともに、気管支の評価を可能にする。肺動
脈樹の抽出は、例えば塞栓検出のための、重要な前処理ステップである。また、気管支樹
の定量的評価は、ＭＤＣＴデータから抽出され得る重要な付加情報を含む。従って、喘息
患者及び肺気腫患者の診察及び治療にとって、気管気管支樹及び付随する肺動脈樹の同時
評価は不可欠である。例えば、付随する動脈の直径に対する気管支の内径の比は、気道狭
窄及び気管支拡張を検出して定量化するために、臨床診療において重要なパラメータであ
る。
【０００３】
　マルチスライスＣＴデータから肺血管樹を抽出する場合には、肺動脈を静脈と区別する
際に問題が生ずる。例えば、肺動脈の抽出のための、シードポイントに基づく領域抽出法
には、肺静脈中への漏れ（ｌｅａｋａｇｅ）の問題がある。これまで知られる方法は、如
何なる区別もせずに、全ての血管、即ち、肺動脈及び静脈を抽出する。更に、気管気管支
樹及び肺血管樹の分割は別々に行われ、従って、気管気管支樹と肺血管樹との間の関係は
、分割結果には内在しない。従って、これらの方法は臨床診療にとって適切ではない。
【０００４】
　Ｄｅ　Ｊｏｎｇ　ＰＡ等（嚢胞性線維症における肺疾患評価：気管支及び動脈の寸法測
定の値及びＣＴ評価システムの比較（ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ＣＴ　ｓｃｏｒｉｎ
ｇ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　ｖａｌｕｅ　ｏｆ　ｂｒｏｎｃｈｉａｌ　ａｎｄ　ａｒｔ
ｅｒｉａｌ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ）、放射線医学、Ｖｏｌ．
２３１、ｎｏ．２、ｐｐ．４３４～４３９、２００４年５月）は、気管支及び付随する動
脈の半径の測定並びに気管支／動脈対の識別の方法を開示する。しかし、開示される方法
は、ヒューマンオブザーバによって手動で行われる。従って、この方法は個々のオブザー
バの精神活動に基づくので、結果として、誤差を生じやすい。例えば、識別の品質は、抽
出を実行する個人の経験や、評価時点での個人の集中力などに依存する。
【非特許文献１】嚢胞性線維症における肺疾患評価：気管支及び動脈の寸法測定の値及び
ＣＴ評価システムの比較（ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ＣＴ　ｓｃｏｒｉｎｇ　ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　ａｎｄ　ｖａｌｕｅ　ｏｆ　ｂｒｏｎｃｈｉａｌ　ａｎｄ　ａｒｔｅｒｉａｌ
　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ）、放射線医学、Ｖｏｌ．２３１、ｎ
ｏ．２、ｐｐ．４３４～４３９、２００４年５月、Ｄｅ　Ｊｏｎｇ　ＰＡ等
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　従って、本発明は、医療３次元画像における有利な自動実行の動脈／静脈分離を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　然るべく、本発明は、望ましくは、当該技術における上記識別欠陥及び欠点の１又はそ
れ以上を一つずつ又は幾つか組み合わせて軽減、緩和又は解消しようと努め、添付の特許
請求の範囲に従う方法、コンピュータ読取可能な媒体及び医療検査装置を提供することに
よって少なくとも上記問題を解決する。
【０００７】
　本発明に従う方法に従う全般的な解決法は、付随する気管支に基づいて動脈を自動的に
識別するステップを有する。
【０００８】
　動脈／静脈分離のための方法は、肺動脈が気管支に平行して通り、一方、肺静脈は、そ
れらが前記気管支に近づく場合に、近接する気道と直角に交差する傾向を有するという見
識に基づく。肺動脈が気管支に平行して通るという事実は、動脈を分割して、静脈を取り
除くために用いられる。
【０００９】
　利用可能な気管支樹及び付随する動脈樹を有する場合に、これらの気管支樹及び動脈樹
は、例えば、仮想気管支鏡検査用途で、接合視覚化のために使用されても良い。気管支及
び動脈の直径は、分割ステップの間に、気管支樹及び動脈樹の両方に沿って完全に自動で
測定され得る。これらの半径の比が異常値を示すところの位置は、表示に際して印を付さ
れ、放射線科医による更なる評価のために提示される。
【００１０】
　本発明の一態様に従って、３次元医療画像からの肺動脈樹の自動抽出方法が提供される
。当該方法は、局部気管支の位置付けを決定するステップと、前記局部気管支の局部肺血
管を前記局部気管支のセグメント化された局部肺血管に分割するステップと、前記局部気
管支の前記セグメント化された局部肺血管の位置付けを決定するステップと、夫々のセグ
メント化された局部肺血管の動脈らしさの程度を決定することによって、前記セグメント
化された局部肺血管を肺動脈及び肺静脈に分けるステップとを有する。
【００１１】
　本発明の更なる態様に従って、コンピュータによる処理のために、３次元医療画像から
の肺動脈樹の自動抽出のためのコンピュータプログラムを具現されたコンピュータ読取可
能な媒体が提供される。前記コンピュータプログラムは、局部気管支の位置付けを決定す
るコードセグメントと、前記局部気管支の局部肺血管を前記局部気管支のセグメント化さ
れた局部肺血管に分割するコードセグメントと、前記局部気管支の前記セグメント化され
た局部肺血管の位置付けを決定するコードセグメントと、夫々のセグメント化された局部
肺血管の動脈らしさの程度を決定することによって、前記セグメント化された局部肺血管
を肺動脈及び肺静脈に分けるコードセグメントとを有する。
【００１２】
　本発明の他の態様に従って、３次元画像を受け取って処理するよう構成された、望まし
くは医療画像ワークステーションである、本発明に従う前記方法を実施するよう配置され
た医療検査装置が提供される。当該医療検査装置は、３次元医療画像からの肺動脈樹の自
動抽出のために構成され、且つ、局部気管支の位置付けを決定する手段と、前記局部気管
支の局部肺血管を前記局部気管支のセグメント化された局部肺血管に分割する手段と、前
記局部気管支の前記セグメント化された局部肺血管の位置付けを決定する手段と、夫々の
セグメント化された局部肺血管の動脈らしさの程度を決定することによって、前記セグメ
ント化された局部肺血管を肺動脈及び肺静脈に分ける手段とを有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、単に肺動脈樹に関する用途及び視覚化モードにおいて、肺血管樹からの肺静
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脈の抑制を有利に提供する点で、従来技術と比して有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明によって実現可能なこれら及び他の態様、特徴及び利点は、添付の図面を参照す
るとともに、本発明の実施形態の以下の詳細な記載から明らかであり、また説明される。
【００１５】
　以下の記載は、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）システム、特に、マルチスライスＣＴデ
ータに適用可能な本発明の実施形態に焦点を当てる。しかし、当然のことながら、本発明
はこのような用途に限定されず、例えば、磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）システムや、３次元
超音波（３Ｄ－ＵＳ）システムなどを含む他の多くの画像化システムに適用され得る。
【００１６】
　以下、気管気管支樹を利用する、マルチスライスＣＴデータからの肺動脈樹の抽出のた
めの自動化された方法について記載する。利用可能な気管支樹及び付随する動脈樹を有す
る場合に、これらの気管支樹及び動脈樹は、例えば、仮想気管支鏡検査用途で、接合視覚
化のために使用されても良い。気管支及び動脈の直径は、気管支樹及び動脈樹の両方に沿
って完全に自動で測定される。これらの半径の比が異常値を示すところの位置は、表示に
際して印を付され、放射線科医による更なる評価のために提示される（例えば、図４の白
点／印を参照。）。
【実施例１】
【００１７】
　本発明の方法の第１の実施例で、図１を参照して、以下の手順が実行される。
【００１８】
　最初にステップ１０で、気管支樹は、例えば、シュラテルター等（仮想気管支鏡検査の
ための気道の分割及び樹再構成、医療画像に関するＳＰＩＥ会議、ＳＰＩＥ議事録Ｖｏｌ
．４６８４、ｐｐ．１０３～１１３（２００２））に記載されたアルゴリズムに基づくよ
うな適切なアルゴリムを用いて抽出される。
【００１９】
　その後、即ち、気管支樹分割がステップ１０から適用可能である場合に、ステップ１１
で、局部気管支の位置付けが推定される。これは、例えば、気管支の中心線方位（ｃｅｎ
ｔｅｒｌｉｎｅ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）に基づいて、あるいは代替的に、例えば、局
部濃淡値（ｇｒａｙ－ｖａｌｕｅ）に基づく指標を用いることによって行われる。これに
ついては以下で詳細に述べる。
【００２０】
　次いでステップ１２で、肺血管のシードポイントに基づく分割が実行される。この間、
これらの肺血管の位置付けが局所的に推定される。これについては以下で更に詳細に記載
する。
【００２１】
　ステップ１２で抽出される血管セグメントの夫々に関して、血管セグメント及び最も近
い気管支の方位ベクトルの内積の絶対値に基づく大きさが推定される。この大きさは、気
管支の近くを平行して通る血管に関して高い値を有する。この大きさは、目下考えられて
いる血管が肺動脈又は肺静脈のいずれであるかを決定することを可能にする。即ち、それ
は、血管セグメントの「動脈らしさ（ａｒｔｅｒｉａｌｎｅｓｓ）」の程度と考えられる
。その大きさの値は、血管セグメントが動脈樹に含まれるか否かを決定するために用いら
れる。これは、閾値との比較によって行われても良い。望ましくは、閾値は経験的に決定
される。代替の方法は、所与のセグメントの親セグメント及び子セグメントを含むブラン
チ全体に亘って、動脈らしさを示す値を積分するステップを含む。
【００２２】
　ステップ１２で血管が動脈肺樹に属すると識別される場合に、ステップ１３で、血管の
半径が決定される。上述される局部の位置付け測定は以下のように作用する。即ち、血管
の中心線点を考えると、画像データの平均半径偏差は、この中心線点に中心を有する球に
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おいて計算される。大きな負の偏差は、球が血管境界に触れる場合に、急激な濃淡値の変
化に起因して生ずる。球の半径は所定範囲に亘って変化し、この場合に、平均偏差が最小
となるところの半径は、血管の半径に関する推定値と考えられる。
【００２３】
　次いでステップ１４で、血管の位置付けは、最適な半径の球における半径偏差値から推
定される。球における所与の対蹠点（ａｎｔｉｐｏｄａｌ　ｐｏｉｎｔｓ）の対の夫々に
関して、絶対半径偏差の和が計算される。この夫々の対に関する和は、濃淡値の変化が血
管方向に沿って最小となると仮定して、血管の位置付けを表すと考えられる。この対蹠点
の対を接続するベクトルは位置付け推定となる。
【００２４】
　また、同じ手順は、濃淡値プロファイルがこの場合には反転され、且つ、半径推定にお
いて、平均半径偏差の最大値が最小値よりもむしろ探索されるならば、気管支に対して使
用されても良い。
【００２５】
　利用可能な気管支樹及び付随する動脈樹を有する場合に、これらの気管支樹及び動脈樹
は、例えば、仮想気管支鏡検査用途で、接合視覚化のために使用されても良い。気管支及
び動脈の直径は、当該方法に従って、上述される分割ステップの間に、気管支樹及び動脈
樹の両方に沿って完全に自動で測定される。これらの半径の比が異常値を示すところの位
置は、表示に際して印を付され、放射線科医による更なる評価のために提示されても良い
。
【実施例２】
【００２６】
　本発明の方法の更なる実施例１３０は、図２～１０及び１３で表される。前の実施例で
は、事前にセグメント化された気管支樹が考えられた。血管を動脈及び静脈に分類する場
合に、既存の気管支樹の中心線点は候補点として用いられる。以下の実施例では代替のア
プローチが用いられる。ここで、血管を詳細に調べる場合に、気管支の候補点は、近くで
の濃淡値分布に基づいて探される。この方法は、特定の条件下でより良い結果をもたらし
うる。これは、気管支樹抽出がブランチを見逃し、従って、気管支樹の全てのサブツリー
が見つけられず、これによって、対応する動脈サブツリーが誤って「静脈」として間違っ
たラベルを付されることがあるためである。これは、よりロバスト性を有する方法で血管
及び気管支の位置付けを測定することによって、以下で更に詳細に記載される実施例では
回避される。
【００２７】
　動脈／静脈分離のための前の方法と同様の本方法は、肺動脈樹が気管支樹に付随すると
いう事実に基づく。夫々の抽出された血管セグメントに関して、「動脈らしさ」の程度が
求められる。この目下の程度は２つの要素、即ち、所与の血管の近くを通る気管支に関し
て候補位置を識別する方法と、血管セグメント及び気管支候補に関する相互位置付け指標
とを組み合わせる。後者の要素は、近くの気管支に平行して通っている血管を与える。血
管セグメント及び気管支の空間的な位置付けは、局部濃淡値近傍へ構造テンソルを適用す
ることによって推定される。
【００２８】
　当該方法を実行するために行われた実験において、肺のマルチスライスＣＴデータセッ
トが使用された。これらのデータセットは、フィリップスＩＤＴ１６－スライス及びフィ
リップス・ブリリアンス４０－スライススキャナによって取得された。実験の結果として
、その測定が、誤って動脈樹に含まれる肺静脈の数を低減することが示された。
【００２９】
　当該方法は、マルチスライス・コンピュータ断層撮影（ＭＳＣＴ）データセットから肺
血管樹を抽出する自動化された方法を提供し、更に、肺動脈を静脈と区別する方法を提供
する。
【００３０】
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　樹分割方法は、１又はそれ以上のシードポジションから始まる。このようなポジション
から、フロントプロパゲーション（ｆｒｏｎｔ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ）が開始される
。たとえシードポイントが肺動脈に置かれているとしても、様々なサブツリーがまた、分
割に含まれうると考えられるということが分かる。これは、動脈及び静脈の多数の交差が
同じハウンズフィールド値で現れて、データセットでは血管間の分離を示さないことに起
因する。このような動脈／静脈交差は、動脈樹の分岐点と容易に間違えられ得る。
【００３１】
　肺動脈を肺静脈と区別するための当該方法は、動脈樹が気道樹に付随しているという事
実に基づく。血管樹の分割後、夫々の血管セグメント（我々の専門用語。即ち、１の分岐
点で始まり、（遠くの）次なる分岐点で終わる血管樹の一部の意。）は、その近くにある
気管支に関して調べられる。気管支が発見される場合に、血管及び気管支の位置付けが比
較される。構造が平行に近くなればなるほど、この血管部に割り当てられる「動脈らしさ
」を示す値はますます高くなる。
【００３２】
　以下の項で、血管樹分割法について記載する。更に具体的には、肺の分割が図３Ａ～３
Ｆ及び図４によって表される。なお、図３Ａ～３Ｆは、１つの軸方向のスライスの例にお
ける肺分割の異なるステップを示す。図３Ａ及び３Ｂは、副標本をとられたデータセット
へ適用される領域拡張のアップサンプル（ｕｐｓａｍｐｌｅｄ）結果を示す。なお、図３
Ａは完全な３×３×３ブロックに対するアップサンプリングを示し、図３ＢはＨＵ閾値に
従うアップサンプリングを示す。図３Ｃは、太い気道の除去後の分割を表す。図３Ｄは、
肺血管を含めるために間隙を閉じた（クロージング）後の分割を表し、クロージングは肺
マスク全体へ適用される。留意すべきは、図３Ｄにおいて円で囲まれた領域のように、「
ブリッジ（ｂｒｉｄｇｅ）」が肺の動脈部で左右の肺をつなぐように現れることである。
図３Ｅは、クロージング動作が別個に左右の肺へ適用され、不要なブリッジ効果が回避さ
れる場合の結果を表す。図３Ｆは最終的な分割結果を与え、図４はその最終結果の最大輝
度投影である。
【００３３】
　ここで、この分割について更に詳細に記載する。
【００３４】
　実際の血管樹抽出が行われる前に、肺は前処理ステップでデータセットから分割される
。これは、血管樹分割のための探索空間を減らす。最初に、気管が自動で検出される。こ
の目的のために、ＭＳＣＴデータセットにおける下行大動脈の検出のための技術が使用さ
れる。作業は、副標本をとられた形式のデータセットで実行される。ｘ、ｙ及びｚ方向に
おける５のサブサンプリングレート（副標本化率）が使用される。－６００ＨＵの好まし
い閾値が適用され、「ブラックエリア」（ハウンズフィールド値＜－６００ＨＵ）は、１
０から３０ｍｍの間にあるｘ方向の範囲と、１０から５０ｍｍの間にあるｙ方向の範囲と
を有することを検出される。このようにして得られる候補点はクラスタ化され、ｚ方向で
最も発現した位置付けを有する点クラスタの重心は、最も有望な気管シード候補として選
択される。その結果として図２Ａ～２Ｃを参照せよ。この手順は、これまで試験されたデ
ータセットの全てにおいて正確に、図２Ａ～２Ｃで断面によって示される気管を見つけた
。
【００３５】
　以下で記載されるべき肺分割手順の中間結果は、図３Ａ～３Ｆ及び図４に示される。気
管シードポイントから始まる単純な領域拡張処理が、－６００ＨＵの所与のハウンズフィ
ールド値を下回る全ての接続されたボクセルを含めて、始められる。領域拡張は、副標本
をとられたデータセットにおいて実行され、この場合に、サブサンプリングレートは全て
の方向で３である。領域拡張の結果は、対応する３×３×３ブロックへ夫々の含まれるボ
クセルをマッピングすることによって、全てのデータセットへ反映される。セグメント化
されたボクセルに対応する３×３×３ブロック全体を含むことは、不要な明るいボクセル
の包含をもたらしうるので（図３Ａ参照。）、領域拡張のために使用された同じ閾値がア
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ップサンプリングステップで適用される。従って、所与のブロック内では、－６００ＨＵ
を下回るボクセルのみが含まれる（図３Ｂ参照。）。血管がこれまでに達した肺分割に含
まれる前に、気管及び主気管支は、肺と気管及び血管との間の空間で充填（ｆｉｌｌｉｎ
ｇ）を回避するために、除去される必要がある。気管は、同じ領域拡張手順及び上述され
たシードポイントを用いて分割される。今回は－９００ＨＵの好ましい閾値が使用される
。気管マスクは、３ｍｍだけ拡張され、次いで肺マスクから減じられる（図３Ｃ参照。）
。その拡張は、初期フロントとして使用される気管マスクの外壁表面を拡張する高速マー
チングアルゴリズムを介して行われる。ここで、２次元スライスに基づく手順が気管分割
のために使用される。
【００３６】
　次のステップで、これまでに抽出された肺マスクに含まれない血管が充填される。これ
は、ラインに基づく手順によって行われる。列は肺マスクから取り出され、間隙を探索さ
れる。所定の最大長さよりも短い長さを有する間隙は閉じられる。実施に従って、最初に
、全てのｙ方向のラインは、ｄｙ＝１５ｍｍである最大長さにより処理され、続いて、ｘ
方向のラインがｄｘ＝１５ｍｍである最大長さにより処理される。最後に、ｚ方向のライ
ンがｄｚ＝５ｍｍにより処理される。肺マスク全体がこのようにして処理される場合、１
つには左右の肺の間にブリッジを含む危険がある（図３Ｄ参照。）。これを回避するため
に、左右の肺は別々に処理される（図３Ｅ参照。）。図３Ｆ及び図４に示される最終結果
は、血管充填ステップの間に含まれたマスクの表面での明るい領域の除去によって得られ
る。
【００３７】
　局部血管／気管支位置付け測定のために使用される方法論は、次の項で説明される。
【００３８】
　その手順は、３つのレベル、即ち、ボクセルレベル、セグメントレベル、及びツリーレ
ベルから成る。
【００３９】
　〔ボクセルレベル〕：初期シードポイントから始まる高速マーチング・フロントプロパ
ゲーション処理が開始される。ボクセル受入基準は、ボクセルが触れられているか否かを
決定する。これは、例えば、ＨＵ閾値基準であっても良い。プロパゲーション処理された
フロントは、一定間隔での連結性を確認される。フロントが２又はそれ以上の切断された
要素に分かれている場合に、これはツリーにおける分岐と考えられる。この場合に、目下
拡張されるセグメントは完成し、連結フロント要素ごとの１つの新しいセグメントが初期
化される。ほとんど平らなフロント部を形良く保つために、フロントプロパゲーション速
度は定数ν≡１に保たれる。
【００４０】
　〔セグメントレベル〕：セグメント拡張の間に、現在のセグメントの拡張が続けられる
べきか、あるいは終了されるべきかが、終了基準によって確認される。典型的な終了原因
は、フロントの分裂又は最大許容セグメント長の到達である。セグメント評価基準は、定
期的に評価され、セグメントを排斥する可能性を有する。受け入れられたセグメントに関
して、新しいセグメントは、夫々の連結フロント要素に関して初期化される。一方で、排
斥されたセグメントは、子（ｃｈｉｌｄｒｅｎ）を初期化しない。セグメント評価基準は
、例えば最大セグメント半径や伸長形状など、幾何学特性に関する基準又は、例えば管状
性（ｖｅｓｓｅｌｎｅｓｓ）や指向性（ｏｒｉｅｎｔｅｄｎｅｓｓ）など、濃淡値に基づ
く基準を有する。結局受け入れられないセグメントは、様々な基準の自動適合されたパラ
メータの組を用いて再生され得る。これらのパラメータは、また、新しいセグメントが親
セグメントから受け継がれるときは必ず適合され得る。
【００４１】
　〔ツリーレベル〕：このレベルでは、単一セグメントでは見られ得ない決定がなされる
。例えば、サブツリーは、分岐点の密度が漏れを示すように高くなりすぎる場合に、取り
除かれる。
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【００４２】
　分割とともに、分岐点を含むツリー構造及び血管中心線が構成される。中心線点は、プ
ロパゲーション処理されたフロント要素の重量の中心と推定される。記載される処理は、
図５及び６で表される。
【００４３】
　図５で、ツリー分割は：
　　シードポイント　　５０
　　中心線点　　　　　５１
　　分岐点　　　　　　５２
　　連結フロント要素　５３
　　セグメント　　　　５４
によって表される。
【００４４】
　図６で、ツリー構造を構成するための以下の方法は：
　　シードポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０
　　シードポイント毎に１セグメントを初期化　　　　　　６１
　　セグメント列にセグメントを追加　　　　　　　　　　６２
　　ツリーの除去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６３
　　列なし？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４
　　はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６５
　　いいえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６
　　列から先頭セグメントを取り出し　　　　　　　　　　６７
　　拡張及び連続評価　　　　　　　　　　　　　　　　　６８
　　評価結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６９
　　拡張継続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０
　　パラメータ適合　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１
　　セグメントのリセット及び拡張パラメータの適合　　　７２
　　セグメント排斥　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３
　　セグメント受入　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４
　　連結フロン要素毎に１つの新しいセグメントを初期化　７５
　　ツリーの除去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６
　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７
によって表される。
【００４５】
　この実施例において、ボクセルレベルで、－６００ＨＵの又はそれを上回るハウンズフ
ィールド値を有する全てのボクセルは受け入れられる。拡張は、分岐点で、即ち、伝搬波
フロントが分離される場合に、終了される。セグメントレベルで、セグメントはその半径
を確認される。半径が最大許容値を超える場合に、セグメントは排斥される。セグメント
の最大許容半径ｒｍａｘは、ｒｍａｘ＝２ｒｐａｒｅｎｔとして、その親セグメントｒｐ

ａｒｅｎｔの実際の半径によって決定される。ツリーレベルで、５ｍｍよりも短い長さの
終端セグメントは取り除かれる。ツリー分割の結果は図７Ａ及び７Ｂに示される。分割の
結果は、ひと組のボクセルと、分岐及び親子情報を含む中心線ツリーと、夫々の中心線点
に関する血管半径推定とを含む。
【００４６】
　〔位置付け推定〕：ステップ１３５で上述された動脈らしさの程度を計算するために、
ステップ１３１～１３４で、局部血管及び気管支の位置付けが、指向性とともに決定され
る（図１３参照。）。指向性は、局部濃淡値構造の線形な位置付けがどの程度識別できる
かを示す。これらの値の推定を得るために構造テンソルが用いられる。
【００４７】
　構造テンソルＪは、
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【数１】

として定義される。
【００４８】
　ここで、ｇｘ、ｇｙ、及びｇｚは、３次元画像傾斜ベクトルであり、
【数２】

と表される。
【００４９】
　式（１）の括弧＜・＞は、重み関数ｗによる加重平均を示す。実験では、
【数３】

のガウス重み関数が用いられる。
【００５０】
　仮に、ｅ０、ｅ１及びｅ２を、対応する固有値が昇順λ０＜λ１＜λ２にあるようにソ
ートされた構造テンソルＪの固有ベクトルとする。従って、ｅ０は、最小絶対方向偏差を
有する位置付けに対応し、一方、ｅ２は、最大偏差を有する位置付けに対応する。血管又
は気管支の内部で計算される場合に、最小濃淡値偏差は、管状構造に沿って検出され、そ
の結果、局部の位置付け推定としてｅ０を使用する。
【００５１】
　管状構造内、即ち、血管又は気管支の内部で、低い濃淡値偏差を有する１つの位置付け
と、より大きな偏差を有する２つの直交する位置付けが検出される。最大及び最小の固有
値の正規化された差分：
【数４】

は、局部濃淡値近傍の構造化（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄｎｅｓｓ）の程度である。平面的な
濃淡値構造で、２つの小さな、理想的にはゼロである固有値が求められる。従って、最大
及び２番目に最大の固有値の正規化された比率：

【数５】

は、濃淡値構造の平面化（ｐｌａｎｅｎｓｓ）を示す。留意すべきは、Ｓ≧Ｐである点で
ある。差分：
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【数６】

は、局部濃淡値構造の線形な位置付けの程度として用いられる。位置付け推定結果の例及
び対応する指向性表示値（ｏｒｉｅｎｔｅｄｎｅｓｓ　ｖａｌｕｅ）は図８に与えられる
。図８で、肺血管（ａ）及び２つの気管支（（ｂ）及び（ｃ））の直交断面が示される。
これらは、上述されたように、構造テンソルの固有ベクトルｅ０、ｅ１及びｅ２に従って
方向を合わせられる。表される例に関する指向性表示値は、（ａ）０．９１、（ｂ）０．
８７、及び（ｃ）０．５１である。
【００５２】
　ここで、「動脈らしさ」の程度について概説する。
【００５３】
　動脈を静脈と区別するために、動脈らしさの程度が決定される。本発明に従う方法の本
実施例に従って、この動脈らしさの程度は、夫々のサンプル点に関して、血管中心線に沿
って、例えば０から１の間の値を与える。値０は、中心線点が静脈の一部である可能性が
高いことを示し、一方、値１は、見られている点が動脈の一部である可能性が最も高いこ
とを示す。血管中心線点の動脈らしさの推定における主なステップは、動脈に付随すると
考えられる気管支の候補点の探索である。
【００５４】
　〔相同気管支候補の検出〕：検出は、幾つかの所与の血管中心線点に関して、初期候補
群として、上述された血管の位置付けを推定することによって開始される。仮に、ｒｖｅ

ｓを中心線点での局部血管半径とする。式（３）のガウス重み関数に関してσ＝ｒｖｅｓ

／２が使用される。血管の位置付けに対する面法線は、トリリニアに再サンプリングをな
される。８ｒｖｅｓ×８ｒｖｅｓの領域をカバーする例となる６４×６４画素から成る２
次元正方形画像Ｉは、その中心で血管中心線点により抽出される。２次元断面は、σ＝ｒ

ｖｅｓ／４を有するガウスフィルタによって平滑化される。幾つかの例が図９に示される
。図９は、２つの異なる例となる血管の断面を示す。５つの断面が、２つの例となる血管
の夫々に沿って１ｍｍ刻みで示される。低減された候補群の気管支候補は白十字の印を付
されている。図９の上にある５つの断面は、半径３ｍｍの動脈を示す。留意すべきは、候
補群がこの場合には誤った構成要素を含まない。明らかなように、相同気管支は正確に識
別されている。このセグメントの推定される動脈らしさは０．９８である。図９の下にあ
る５つの断面は、半径３ｍｍの静脈である。留意すべきは、スライスの夫々に関し多数の
候補点が存在する点である。これは、初期候補群から低減された異常値群へと至る低減ス
テップにおいて、「異常値（ｏｕｔｌｉｅｒ）」となりうる目下の高いヘッセン値を有す
る気管支は存在しないという事実に起因する。このセグメントに関する動脈らしさは０．
２８である。
【００５５】
　平滑化された断面画像Ｉの範囲内にある全ての局部濃淡値最小位置Ｐｉは、可能な気管
支候補点と考えられ、初期候補群を構成する。
【００５６】
　ここで、低減された候補群が考えられる。以下で、局部最小値は取り除かれ、初期候補
群は低減される。夫々の候補点に関して、ヘッセン行列：

【数７】

の行列式が計算される。この値は、例えば、誤った浅い局部最小値に関してよりも、実際
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の気管支候補に関してより大きい。仮に、
　　（外１）

を、所与の血管中心線点に関する全ての初期気管支候補の中の最大ヘッセン値とする。Ｈ
ｉ＜Ｈｍａｘ／２を有する全ての候補点Ｐｉは、この場合に、初期候補群から取り除かれ
る。更に、Ｉ（Ｐｉ）＞－８００ＨＵであるところの全ての候補点Ｐｉが捨てられる。残
りの候補は、低減された候補群を構成する。
【００５７】
　〔動脈らしさの程度〕
　低減された候補群は、所与の中心線点で血管の動脈らしさを推定するために使用される
。まず第１に、留意すべきは、低減された候補群に多数の点が存在する場合には、動脈で
はなく静脈を見ている可能性が高い。この理由は、動脈の場合には、正しい気管支に関す
るヘッセン値Ｈｉが、通常、他の局部最小値に関してよりもずっと高いためである。従っ
て、正しい候補は、ヘッセン値の分布における異常値となる。例えば、最大値の半分を下
回る全ての値が捨てられる場合、これは、ほとんどの誤った候補を生ずる。従って、動脈
の場合には、ほとんどの誤った候補は、初期候補群から低減された候補群へと至る場合に
捨てられる。一方で、静脈の場合には、このような異常値は存在せず、多数の局部最小値
が、低減された候補群においてさえ、候補として存在しうる。この理由のために、多数の
目下の候補点のうちの１つから動脈らしさを示す値の大きい値を得ないために、動脈らし
さは、低減された候補群の濃度、即ち、群に含まれる点の数がある数よりも大きい場合に
、中心線点に値０を割り当てられる。実験では、例となる５の値が選択された。
【００５８】
　別な方法で、低減された候補群に含まれる候補Ｐｉに関して、血管と疑似気管支との間
の相互の位置付けＣｉは：

【数８】

と評価される。
【００５９】
　候補点Ｐｉにおける位置付けｅｐｉ及び指向性Ｏｉは、構造テンソルの計算において用
いられるガウス重み関数に関してσ＝ｒｖｅｓ／４を有する構造テンソルによって推定さ
れる。候補点Ｐｉにおける指向性Ｏｉが最小指向性Ｏｍｉｎよりも小さい場合に、位置付
け推定は極めて信頼できず、気管支の存在可能性は低い。従って、動脈らしさは、この場
合にはゼロに設定される。例となる実施において、Ｏｍｉｎは０．２に設定される。
【００６０】
　中心線点の動脈らしさは：
　　（外２）

のように定義される。
【００６１】
　セグメントの動脈らしさ、即ち、２つの分岐点間の血管の一部は、中心線点の最大５０
％の動脈らしさを示す値の平均値と定義される。点の５０％を除くことは、例えば分岐点
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に近い、信頼できない値に対するロバスト性を確保する。
【００６２】
　与えられる方法１３０は、幾つかのＭＳＣＴデータセット（フィリップス・ブリリアン
ス４０スライス）に適用された。当該方法の評価のために、心臓を出発して心臓に入る大
きな血管は除外された。これは、これらの部分で、動脈及び静脈が、互いの直ぐ近くを通
り、且つ、濃淡値に基づくアプローチを用いて別々の血管としてそれらを分割することを
可能にしない交差を有する傾向を有するためである。解析は、半径７ｍｍ以下の血管に適
用された。半径３ｍｍから７ｍｍの間の動脈は、確実に識別された。この半径範囲で、動
脈は、極めて高い動脈らしさの評価を受ける。血管は、閾値との比較によって、動脈らし
さが０．８以上であった場合に、動脈として分類された。動脈らしさが０．８未満であっ
た場合には、血管は静脈であると考えられる。
【００６３】
　静脈としてより小さな動脈枝に誤った印を付す危険性は、血管の半径が小さくなるにつ
れて増大する。この理由は、明るい管状構造としての小さな血管が、より小さなサイズの
気管支よりも見えやすいためである。小さな気管支の壁は、その検出能を制限する部分的
な容積に支配される。更に、気管支の半径は、付随する動脈の半径よりも一層小さい。こ
の理由のために、動脈らしさの程度の適用は、半径が少なくとも３ｍｍある血管に限定さ
れた。実験から得られた経験に従って、この血管サイズを下回る枝分かれ構造は、誤りを
生じやすい動脈－静脈交差を含む可能性が低い。従って、印を付された血管セグメントの
印を付されていないサブツリーは、それらの親セグメントと同じラベルを受け取った。血
管が気管支に比べてより末端部まで見られる効果が、図１０に表される。図１０で、血管
樹の分割結果は、先に挙げられたシュラテルター等によって提示された方法に類似する方
法を用いて、気道樹の分割をオーバーレイされる。図１０の画像のレンダリングは、夫々
の中心線点に関する半径値を含む中心線ツリー情報に基づく。図１０は、肺動脈及び肺静
脈に分類された血管とともに気管気管支樹を示す。
【００６４】
　使用される気道分割法によって正確に見つけられた気管支に付随する全ての動脈は、正
確に印を付されている。
【００６５】
　それを要約すると、本発明に従う方法の本実施例が記載された。ＭＳＣＴデータセット
からの肺血管樹の抽出のための方法及び分割結果の全ての血管セグメントへ動脈らしさを
示す値を割り当てる方法について記載された。このような動脈らしさを示す値は、ある半
径範囲内の血管に関して推定される。非常に大きな血管半径を有するセグメントの中で、
多くは、実際の解剖学的血管部分ではなくむしろ、互いの近くを通る又は互いに交差する
２又はそれ以上の血管に対応する。非常に小さな血管に関して、相同気管支は、所与の解
像度で可視的でない。提示される方法は気管支の可視性を信頼しているので、このような
小さな血管は、直接的な解析からは除外される。血管半径の中間範囲で、提示される手法
はロバスト的に作用する。血管サブツリーのより細かい部分では血管交差がより少ないと
考えられるので、動脈／静脈の印は、中間の血管から末端のサブツリーへと伝播される。
【００６６】
　実験において、提示される方法はほとんどの動脈を正確に識別する。当該方法は、動脈
／静脈分離のために気管支樹の使用に際して有用なステップを与える。
【実施例３】
【００６７】
　図１１に従う他の実施例で、コンピュータ読取可能な媒体が図式的に表される。コンピ
ュータ読取可能な媒体は、コンピュータ１１３による処理のために、３次元医療画像１１
２からの肺動脈樹１１１の自動抽出のためのコンピュータプログラム１１０をそれ自体に
具現している。コンピュータプログラム１１０は、局部気管支の位置付けを決定するコー
ドセグメント１１４と、局部気管支の局部肺血管を局部気管支のセグメント化された局部
肺血管に分割するコードセグメント１１５と、局部気管支のセグメント化された局部肺血
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管の位置付けを決定するコードセグメント１１６と、夫々のセグメント化された局部肺血
管の動脈らしさの程度を決定することによって、セグメント化された局部肺血管を肺動脈
及び肺静脈に分けるコードセグメント１１７とを有する。
【実施例４】
【００６８】
　図１２は、本発明の更なる実施例に従う例となる医療ワークステーションを表す。医療
ワークステーションは、本発明の方法を実施するよう配置され、３次元医療画像を受け取
って処理するよう構成される。望ましくは、ワークステーションは、本発明に従う方法を
実施するために、上述されたプログラムコードセグメントを実行するよう配置される。本
実施例に従って、医療ワークステーション１１９は、３次元医療画像からの肺動脈樹の自
動抽出のために構成され、局部気管支の位置付けを決定する手段１２０と、局部気管支の
局部肺血管を局部気管支のセグメント化された局部肺血管に分割する手段１２１と、局部
気管支のセグメント化された局部肺血管の位置付けを決定する手段１２２と、夫々のセグ
メント化された局部肺血管の動脈らしさの程度を決定することによって、セグメント化さ
れた局部肺血管を肺動脈及び肺静脈に分ける手段１２３とを有する。これらの手段１２０
～１２３は、望ましくは、適切な方法で互いに動作上接続されている電気部品である。例
えばディスプレイ又はポインタ作動装置としての医療ワークステーションの他の部品は、
詳細には描写又は記載されない。
【００６９】
　結果として、例えばマルチスライスＣＴデータのような３次元医療画像からの肺血管樹
の自動抽出が開示される。セグメント化された肺血管は、血管の動脈らしさの程度を決定
することによって、動脈又は静脈のいずれか一方として識別される。この動脈らしさの程
度は、局部気管支のセグメント化された肺血管の位置付けに対する局部気管支の位置付け
の関係に基づく。血管が肺動脈として識別される場合に、それは肺動脈樹に加えられる。
肺動脈及び気管支の半径は自動で測定され、これらの半径の比が異常値を示すところの位
置は、望ましくは放射線科医による更なる評価のために、表示に際して提示される。この
ことは、例えば、肺塞栓検出にとって有用である。一例が図４で与えられる。なお、図４
で、白点は肺動脈樹におけるこのような位置の印となる。図４は、また、表示される肺動
脈周囲の全ての肺葉のシルエットを示す。これは、放射線科医又は他の医療関係者が、関
心ある箇所を容易に見つけることを可能にする。
【００７０】
　本発明に従う上記方法の用途及び使用は様々であり、例えばソフトウェアオプションな
どのオプションとしての、ＣＴスキャナ制御装置、画像化ワークステーション、又は画像
保管通信システム（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ；ＰＡＣＳ）ワークステーションへの例となる適用を含む。当該方法は、計算
上、既存のシステムへの導入が容易であり、且つ、自在である。
【００７１】
　当該方法の適用は、その結果が通常は視覚的に表示されるので、容易に検出され得る。
一実施例に従って、例えば、表示は、潜在的な罹患部の表示とともに、気管気管支及び肺
の動脈樹の結合を示す（図１０参照。）。
【００７２】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はそれらのいずれかの組合
せを含む如何なる適切な形態でも実施され得る。しかし、望ましくは、本発明は、１又は
それ以上のデータ処理装置及び／又はデジタル信号処理装置で実行されるコンピュータソ
フトウェアとして実施される。本発明の実施例の要素及び部品は、如何なる適切な方法で
も、物理的、機能的及び論理的に実施され得る。実際には、その機能は、単一ユニットで
、複数のユニットで、又は、他の機能ユニットの一部として実施されても良い。このよう
にして、本発明は単一ユニットで実施されて良く、あるいは、異なるユニット及び処理装
置の間で物理的に且つ機能的に分配されても良い。
【００７３】
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　本発明は特定の実施形態を参照しながら記載されてきたが、それは、個々に挙げられた
特定の形態に限定されるよう意図されない。むしろ、本発明は、添付の特許請求の範囲に
よってのみ限定され、上記特定の実施形態以外の他の実施形態、例えば、上述されたもの
以外の、気管の位置や、あるアルゴリズムに関するシードポイントや、気管気管支樹を決
定する方法等を得る様々な方法が同じく、これらの添付の特許請求の範囲内で可能である
。
【００７４】
　特に、肺血管樹全体を抽出するよりむしろ、近くの気管支に基づいて、血管が動脈又は
静脈のいずれであるかを判断することが指し示されている。逆に、気管支樹を抽出し、夫
々の気管支の近傍で「動脈」と印を付されうる付随する血管を探索することも可能である
が、血管は、このような操作では全く抽出さえされない。しかし、このような方法が可能
であるように考えられるが、気管支樹抽出は血管抽出よりも難しく、幾つかの気管支は容
易に見逃されうるので、それは上述された方法ほどには最適ではない。幾つかの気管支は
見逃されることに伴って、対応する動脈が同じく見逃されうる。これは望ましくない。
【００７５】
　特許請求の範囲で、語「有する」は、他の要素又はステップの存在を除外するわけでは
ない。更に、個々に挙げられているとしても、複数の手段、要素又は方法ステップは、例
えば単一ユニット又は処理装置によって実施されても良い。更に、個々の特徴が異なった
請求項に含まれることがあるが、これらは場合により有利に組み合わされ、また、異なっ
た請求項における包含は、特徴の組合せが実行可能且つ／あるいは有利でないことを暗示
しているわけではない。更に、１つのみの参照は、複数を除外しているわけではない。語
「１つの」、「第１の」、「第２の」などは、複数を除外しているわけではない。特許請
求の範囲における参照符号は、単に例を明確とするように提供され、決して特許請求の範
囲の適用範囲を限定するよう解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明に従う方法の実施形態を表すフローチャートである。
【図２】ＡからＣは、気管種発見手順の結果を表す例となるＣＴスライス画像である。な
お、胸部横断スライス（５１２×５１２）が表示されており、白十字は推定される気管の
位置の印となる。
【図３】ＡからＥは、肺分割法を表す例となるＣＴスライス画像であり、ＦはＡからＥに
よって表される方法の結果を表すＣＴ画像である。
【図４】図３ＡからＥによって表される方法の結果を表すＣＴ画像である。
【図５】樹分割アルゴリズムを表す概要図である。
【図６】樹分割アルゴリズムのフローチャートである。
【図７Ａ】抽出された血管樹の最大輝度投影（ＭＩＰ）である。
【図７Ｂ】半径のみを含む中心線情報に基づく抽出された血管樹のレンダリングの図であ
る。
【図８】肺血管の直交断面を示す図である。
【図９】２つの血管の断面を示すＣＴスライスの一部である。
【図１０】気道樹をオーバーレイされた、セグメント化されてラベルを付された肺血管樹
を表す３次元画像である。
【図１１】本発明のコンピュータ読取可能な媒体の実施形態の概要図である。
【図１２】本発明の更なる実施形態に従う例となる医療ワークステーションの概要図であ
る。
【図１３】本発明に従う方法の他の実施形態を表すフローチャートである。
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】
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【図６】 【図７Ａ】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】
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