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(57)【要約】
　関節炎の症候を指示する画像を作成するための方法が
提供される。制約された変形可能な統計的テンプレート
が作成され、特定の関節のデジタル化された目標放射線
写真中の複数の部位がフィッティングされ、デジタル化
された目標放射線画像内でフィッティングされた複数の
部位の位置がパラメータ化され、統計的テンプレートか
らデジタル化された目標放射線写真のパラメータに対す
る値を抽出することにより、統計的テンプレートのイン
スタンスが生成され、デジタル化された目標放射線写真
の少なくとも１つの領域に対する統計的テンプレートの
最適な適合が見出されるまで、デジタル化された目標放
射線写真へと統計的テンプレートを適用することにより
、デジタル化された目標放射線写真が検索され、デジタ
ル化された目標放射線写真における少なくとも１つの領
域と、統計的テンプレートにおける最適な適合と、を比
較することにより、比較画像が作成される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル化された目標放射線写真における、コンピュータモデルによって表される病気
ではない形状及び外観と比較しての差異の測定数値を自動的に決定するための方法であっ
て、
　ａ．モデル構築段階の間に、特定の関節の病的な変化を実質的に排除して、該特定の関
節についての放射線写真の形状、及び外観における変化を表すために選択されるサンプル
放射線写真のセットから、コンピュータモデルを構築するステップと、
　ｂ．ランタイム段階の間に、対象のデジタル化された目標放射線写真を受信するステッ
プと、
　ｃ．前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された目標放射線写真を前記コンピュ
ータモデルと比較するステップと、
　ｄ．前記ランタイム段階の間に、前記比較に応答して、前記デジタル化された目標放射
線写真における、前記コンピュータモデルにより表される病気ではない形状及び外観に比
較しての差異についての測定数値を自動的に決定し、報告するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記コンピュータモデルは、前記特定の関節の空間的位置のセットを表すベクトル空間
に広がるパラメータのセットによって特徴付けられる、制約された変形可能な統計的テン
プレートを含み、該ベクトル空間中の各々のベクトルは、母平均からのユニークな変化を
記述し、該制約された変形可能な統計的テンプレートは、前記特定の関節についての前記
放射線写真の形状及び外観が変形することが可能な範囲を定める、入力制約パラメータ、
を受信する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記デジタル化された目標放射線写真を前記コンピュータモデルと比較するステップは
、
　ｅ．前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された目標放射線写真中の前記特定の
関節に関連する複数の部位をフィッティングするステップと、
　ｆ．前記ランタイム段階の間に、前記複数の部位の各位置において、前記デジタル化さ
れた目標放射線写真をサンプリングするステップであって、前記複数の部位の各位置にお
いてサンプリングされる前記デジタル化された目標放射線写真は、前記複数の部位の各位
置において、前記特定の関節の前記外観を指示するステップと、
　ｇ．前記ランタイム段階の間に、統計的テンプレートを用いて、該統計的テンプレート
のインスタンスを生成するステップであって、該統計的テンプレートは、前記複数の部位
の位置と、前記複数の部位の各位置においてサンプリングされた前記デジタル化された目
標放射線写真とを用いて、該統計的テンプレートの該インスタンスを出力するステップと
、
　ｈ．前記ランタイム段階の間に、前記統計的テンプレートを用いて前記統計的テンプレ
ートの連続的なインスタンスを生成するステップであって、前記統計的テンプレートは、
前記デジタル化された目標放射線写真上に配置された前記統計的テンプレートの前記イン
スタンスにおける新たな複数の部位の位置と、該新たな複数の部位の各位置においてサン
プリングされた画像と、を用いて前記統計的テンプレートの該連続的なインスタンスを出
力するステップと、
　ｉ．前記ランタイム段階の間に、前記統計的テンプレートの前記インスタンスと、前記
統計的テンプレートの前記連続的なインスタンスと、を比較するステップと、
　ｊ．前記ランタイム段階の間に、前記統計的テンプレートの前記インスタンスと前記統
計的テンプレートの前記連続的なインスタンスとの間で統計的に有意な差異が存在しなく
なるまでステップ（ｈ）及び（ｉ）を繰り返すことにより、前記統計的テンプレートの最
適に適合されたインスタンスを得るステップと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記デジタル化された目標放射線写真における、前記コンピュータモデルにより表され
る病気ではない形状及び外観に比較しての差異についての前記測定数値を自動的に決定す
るステップは、前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された目標放射線写真を統計
的テンプレートの最適に適合されたインスタンスと比較することにより、前記対象の前記
デジタル化された目標放射線写真内に表される関節炎の重症度を決定するステップを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記デジタル化された目標放射線写真における、前記コンピュータモデルにより表され
る病気ではない形状及び外観に比較しての前記差異は、前記デジタル化された目標放射線
写真の各画素の外観と、前記コンピュータモデルにより表される前記病気ではない外観に
おける各画素の外観と、の間での差異を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　制約された変形可能な統計的テンプレートにおける、デジタル化された目標放射線写真
に対する最適な適合を作成するための方法であって、
　ａ．モデル構築段階の間に、特定の関節における特定の特徴の空間的位置のセットを表
すベクトル空間に広がるパラメータのセットによって特徴付けられる、制約された変形可
能な統計的テンプレートを作成するステップであって、該ベクトル空間中の各々のベクト
ルは、母平均からのユニークな変化を記述し、該統計的テンプレートの作成は、少なくと
も該特定の関節を含む骨格系のサンプル放射線写真のセットから統計的テンプレートを構
築することを含み、選択される該サンプル放射線写真のセットは、特定の関節の病的な変
化を実質的に排除して、放射線写真の形状及び外観における変化を表す、ステップと、
　ｂ．ランタイム段階の間に、前記特定の関節のデジタル化された目標２次元放射線写真
中で、前記特定の関節における前記特定の特徴に関連する複数の部位をフィッティングし
、前記統計的テンプレートに関するパラメータ化を可能とするステップと、
　ｃ．前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された目標放射線画像内でフィッティ
ングされた前記複数の部位の位置をパラメータ化し、前記統計的テンプレートから前記デ
ジタル化された目標放射線写真のパラメータに対する値を抽出することにより、前記統計
的テンプレートのインスタンスを生成するステップと、
　ｄ．前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された目標放射線写真の少なくとも１
つの領域に対する前記統計的テンプレートの最適な適合が見出されるまで、前記デジタル
化された目標放射線写真へと前記統計的テンプレートを適用することにより、前記デジタ
ル化された目標放射線写真を検索するステップであって、前記デジタル化された目標放射
線写真における該最適な適合の検索は、前記統計的テンプレートと前記デジタル化された
目標放射線写真における前記少なくとも１つの領域との間での差異が最小化されるまで、
前記統計的テンプレートの位置、方向、形状、及びテクスチャを調整するステップを含む
、ステップと、
　を含む方法。
【請求項７】
　前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された目標放射線写真における前記少なく
とも１つの領域と、前記統計的テンプレートにおける前記最適な適合と、を比較すること
により、比較画像を作成するステップを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ａ．前記比較画像と、
　ｂ．前記比較画像からの、前記デジタル化された目標放射線写真の差分と、
　ｃ．前記比較画像、及びデジタル化された目標放射線写真の着色された重ね合わせと、
　のうち、少なくとも１つを表示するステップを更に含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記骨格系は、手、手首、膝、脚、又は足の骨の間の１以上の関節を含む、請求項６に
記載の方法。
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【請求項１０】
　前記特定の関節は、中手指関節を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記デジタル化された目標２次元放射線写真は、Ｘ線画像、コンピュータ断層撮影（Ｃ
Ｔ）画像、及び磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）画像を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ランタイム段階における、前記特定の関節における前記特定の特徴に関連する前記
複数の部位をフィッティングするステップは、操作者の入力を受信するステップを含む、
請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　ｅ．前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された目標放射線写真における前記少
なくとも１つの領域を前記統計的テンプレートにおける前記最適な適合と比較することに
より、前記特定の関節における関節炎の症候を指示する少なくとも１つの測定値を抽出す
るステップ
　を更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　前記特定の関節における関節炎の症候を指示する前記少なくとも１つの測定値は、
　ａ．関節侵食を指示する画素クラスタ、
　ｂ．関節侵食を指示する画素クラスタの１次元での広がり、
　ｃ．関節侵食を指示する画素クラスタの２次元での広がり、
　ｄ．関節侵食を指示する画素クラスタ中の、画素数、
　ｅ．関節侵食を指示する画素クラスタのテクスチャ、
　ｆ．関節侵食を指示する画素クラスタのテクスチャと関連する、１次及び２次統計値、
　のうちの少なくとも１つを包含する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記特定の関節における関節炎の症候を指示する前記少なくとも１つの測定値は、
　ａ．アノテーションが付された任意の関節における、最小の関節腔幅（ＪＳＷ）と、
　ｂ．ベースライン放射線写真とフォローアップ放射線写真とを比較する時に関節内で測
定される、ＪＳＷの狭小化と、
　ｃ．関節を同一個体における他の関節と比較するときに該関節内で測定される、ＪＳＷ
の狭小化と、
　ｄ．関節内特定位置におけるＪＳＷと、
　ｅ．関節のアノテーションによって定められる区域と、
　ｆ．手の、中手骨と指骨との配列を比較することによって測定される、亜脱臼の角度と
、
　ｇ．関節中に、侵食又は嚢胞が存在すること、又は存在しないことと、
　ｈ．関節上に存在する、各侵食又は嚢胞の範囲と、
　を含むグループから選択される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの測定値に基づいて、関節炎の症候の進行に関して前記特定の関節
をスコア付けするステップを更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　骨格形態の時間発展を記述するために、連続的な時間点において、ステップ（ｂ）から
ステップ（ｅ）までを繰り返すことを更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　制約された変形可能な統計的テンプレートにおける、デジタル化された目標放射線写真
に対する最適な適合を作り出すためのコンピュータプログラム製品であって、
　ａ．特定の関節における特定の特徴の空間的位置のセットを表すベクトル空間に広がる
パラメータのセットによって特徴付けられる、制約された変形可能な統計的テンプレート
であって、該ベクトル空間中の各々のベクトルは、母平均からのユニークな変化を記述し
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、該統計的テンプレートは、少なくとも該特定の関節を含む骨格系のサンプル放射線写真
のセットから構築され、該サンプル放射線写真のセットは、特定の関節の病的な変化を実
質的に排除して、放射線写真の形状及び外観における変化を表すよう選択される、統計的
テンプレートと、
　ｂ．前記特定の関節の、デジタル化された目標２次元放射線写真において、前記特定の
関節における前記特定の特徴に関連する複数の部位をフィッティングして、前記統計的テ
ンプレートに関してのパラメータ化を可能とするためのコードと、
　ｃ．前記デジタル化された目標放射線写真においてフィッティングされた前記複数の部
位の位置をパラメータ化して、前記デジタル化された目標放射線写真のパラメータのため
の値を前記統計的テンプレートから抽出することにより、前記統計的テンプレートのイン
スタンスを生成するためのコードと、
　ｄ．前記デジタル化された目標放射線写真における少なくとも１つの領域に対する前記
統計的テンプレートの最適な適合が見出されるまで、前記デジタル化された目標放射線写
真へと前記統計的テンプレートを適用することにより、前記デジタル化された目標放射線
写真を検索するためのコードであって、前記デジタル化された目標放射線写真における前
記最適な適合の検索には、前記統計的テンプレートと前記デジタル化された目標放射線写
真における前記少なくとも１つの領域との間での差異が最小化されるまで、前記統計的テ
ンプレートの位置、方向、形状、及びテクスチャを調整することが含まれる、コードと、
　を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項１９】
　前記デジタル化された目標放射線写真における前記少なくとも１つの領域を前記統計的
テンプレートにおける前記最適な適合と比較することにより、比較画像を作成するための
コード、を更に含む、請求項１８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２０】
　前記デジタル化された目標放射線写真における前記少なくとも１つの領域を前記統計的
テンプレートにおける前記最適な適合と比較することにより、前記特定の関節における関
節炎の症候を指示する少なくとも１つの測定値を抽出するためのコードを更に含む、請求
項１８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　ａ．モデル構築段階の間に、特定の関節における特定の特徴の空間的位置のセットを表
すベクトル空間に広がるパラメータのセットによって特徴付けられる、制約された変形可
能な統計的テンプレートを作成するステップであって、該ベクトル空間中の各々のベクト
ルは、母平均からのユニークな変化を記述し、該統計的テンプレートの作成は、少なくと
も該特定の関節を含む骨格系のサンプル放射線写真のセットから統計的テンプレートを構
築することを含み、選択される該サンプル放射線写真のセットは、特定の関節の病的な変
化を実質的に排除して、放射線写真の形状及び外観における変化を表すよう選択される、
ステップと、
　ｂ．ランタイム段階の間に、前記特定の関節の、デジタル化された第１の目標２次元放
射線写真において、前記特定の関節における前記特定の特徴に関連する複数の部位をフィ
ッティングして、前記統計的テンプレートに関してのパラメータ化を可能とするステップ
と、
　ｃ．前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された第１の目標放射線画像内でフィ
ッティングされた前記複数の部位の位置をパラメータ化し、前記統計的テンプレートから
前記デジタル化された目標放射線写真のパラメータに対する値を取り出すことにより、前
記統計的テンプレートのインスタンスを生成するステップと、
　ｄ．前記ランタイム段階の間に、前記デジタル化された第１の目標放射線写真の少なく
とも１つの領域に対する、前記統計的テンプレートの第１の最適な適合が見出されるまで
、前記デジタル化された第１の目標放射線写真へと前記統計的テンプレートを適用するこ
とにより、前記デジタル化された第１の目標放射線写真を検索するステップであって、前
記デジタル化された第１の目標放射線写真における該第１の最適な適合の検索は、前記統
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計的テンプレートと前記デジタル化された第１の目標放射線写真における前記少なくとも
１つの領域との間での差異が最小化されるまで、前記統計的テンプレートの位置、方向、
形状、及びテクスチャを調整するステップを含む、ステップと、
　ｅ．前記ランタイム段階の間に、第２の時刻において得られた、前記特定の関節におけ
るデジタル化された第２の目標２次元放射線写真に対してステップ（ｂ）、（ｃ）、（ｄ
）を繰り返し、該デジタル化された第２の目標放射線写真の少なくとも１つの領域に対す
る前記統計的テンプレートの第２の最適な適合を見出すステップと、
　ｆ．前記ランタイム段階の間に、前記統計的テンプレートにおける前記第１の最適な適
合と前記統計的テンプレートにおける前記第２の最適な適合とを比較することにより、前
記特定の関節における関節炎の症候の進行を指示する少なくとも１つの測定値を抽出する
ステップと、
　を含む、コンピュータ実施される方法。
【請求項２２】
　前記特定の関節における関節炎の症候の進行を指示する少なくとも１つの測定値は、
　ａ．アノテーションが付された任意の関節における、最小の関節腔幅（ＪＳＷ）と、
　ｂ．ベースライン放射線写真とフォローアップ放射線写真とを比較する時に関節内で測
定される、ＪＳＷの狭小化と、
　ｃ．関節を同一個体における他の関節と比較するときに該関節内で測定される、ＪＳＷ
の狭小化と、
　ｄ．関節内特定位置におけるＪＳＷと、
　ｅ．関節のアノテーションによって定められる区域と、
　ｆ．手の、中手骨と指骨との配列を比較することによって測定される、亜脱臼の角度と
、
　ｇ．関節中に、侵食又は嚢胞が存在すること、又は存在しないことと、
　ｈ．関節上に存在する、各侵食又は嚢胞の範囲と、
　を含むグループから選択される、請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、２００７年１月１６日に出願された米国仮特許出願第６０／８８０，６０１
号に係る、先の出願日の利益を主張する。
【０００２】
　技術分野
　本発明は一般に、デジタル化された放射線写真における、自動化あるいは半自動化され
た分析のための、方法及びコンピュータプログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　リウマチ性関節炎（Ｒ．Ａ．）は、関節の内膜（滑膜とも呼ばれる）における炎症によ
って主に特徴付けられる、慢性疾患である。リウマチ性関節炎は、結果としての慢性的な
痛みを伴う長期間の関節損傷や、機能喪失、及び障害を引き起こす可能性がある。世界人
口の１～２％が、リウマチ性関節炎に侵されていると推定される。定義上、リウマチ性関
節炎は、慢性的な対称性の多発性関節炎（すなわち、５を超える別個の関節を含んだ関節
炎）とされている。際立った特徴としては、大部分の患者においてリウマチ因子に対する
血液検査で陽性となること、炎症の更なる臨床的形跡、「リウマチ結節」として知られる
、骨又は関節近くでの皮下のしこり、特定の関節障害、そして増殖性の関節破壊がある。
これらの特徴にも関わらず、リウマチ性関節炎の診断は、必ずしも明白なものであるとは
限らない。診断においては、典型的に、病歴、身体検査、臨床試験、そして、関節、ある
いはこの疾患にかかることが知られている他の区域の撮像が必要となる。
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【０００４】
　Ｘ線画像のような放射線画像は、異なる時間点において撮られた画像を比較するための
有益なベースラインを提供するのであり、リウマチ性関節炎の診断において主力となるも
のである。例えば、活動低下や炎症の結果である、患部関節周辺における軟組織の腫れや
骨密度の低下が、Ｘ線画像により表示される。疾患が進行すると、Ｘ線画像により、骨の
端部付近での小さな孔、あるいは侵食や、軟骨損失による関節腔狭小化が示されることが
ある。以前であれば、医師は、疾患の積極的治療を開始する前に、侵食が現れるまで待っ
ていた。しかしながら現在では、侵食が進展するよりも前にリウマチ性関節炎を積極的に
治療するほうがよいと、広く信じられている。
【０００５】
　磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）に依存した方法及びシステムによって、Ｘ線画像上で可視と
なるよりも前に早期の炎症の兆候を検出することが可能であって、そのような方法及びシ
ステムは、特に滑膜炎を特定するために適している。それらは、ラジオグラフィーが比較
的役に立たないようなリウマチ性関節炎の早期段階においては特に、ラジオグラフィーよ
りも非常に高い骨侵食への感度を有する。これにより、滑膜炎や骨浮腫のような侵食前の
特徴が検出可能となるとともに、ＭＲＩベースの方法とシステムとをもって、疾患の非常
に早期の過程で、リウマチ性関節炎の悪性表現型を有する患者を識別することの助けとす
ることが可能となる。また、ＭＲＩベースのシステムと方法とを用い、臨床試験において
、ラジオグラフィーが与えるよりも大きな統計検出力で疾患進行と治療反応とを監視する
ことができる。
【０００６】
　したがって、臨床実務の主流への構造修正療法の導入により、早期のリウマチ性関節炎
における侵食損傷を予測及び監視するに際して従来のラジオグラフィーの技術的限界を超
えた感度及び正確性への要求が駆り立てられるにつれて、ＭＲＩベースのシステム及び方
法、そして特殊分子マーカーは、臨床実務、そして臨床試験における治療効果を評価する
ための、一層魅力的な選択肢となった。しかしながら、ＭＲＩベースのシステム及び方法
に関するコストは、日常の臨床で用いるためには極めて高いということがわかっている。
ゆえに当面の間は、ラジオグラフィーを用いた分析が、主要な画像ベースの診断ツールで
あり続ける。
【０００７】
　リウマチ性関節炎を検出して追跡するための知られているアプローチの１つとしては、
その疾患の重症度、及び／又は進行を指示するスコアないしはレベルを決定するというも
のがある。疾患の重症度、及び／又は疾患が進行した程度に基づいたスコアを与えるため
の既存のシステムは、２つのグループに分けられる。大域的、及び詳細スコアリングシス
テムである。大域的スコアリングシステムは、見える異常の全てを考慮して関節全体に１
つのスコアを割り当てるが、一方で詳細システムは、評価される各々の関節に対して、少
なくとも２つの別々の変数でスコアを割り当てる。
【０００８】
　最も広く用いられている詳細スコアリングシステムはＭｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｈａｒｐ　
Ｓｃｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ及びそのバリエーションであって、それらは非特許文献１
、及び非特許文献２において詳しく説明されている。最も広く用いられている大域的スコ
アリングシステムはＭｏｄｉｆｉｅｄ　Ｌａｒｓｅｎ　Ｓｃｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
及びそのバリエーションであって、それらは非特許文献３、及び非特許文献４において詳
しく説明されている。
【０００９】
　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｈａｒｐ　Ｓｃｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍにおいて検出可能な最
小の差異（ＳＤＤ）は、例えば、０から４８８の範囲に亘るスコアの中の５．０ユニット
であることが分かっており、そして関節腔幅、及び侵食に対するＳＤＤ閾値での変化に対
する、その平均感度は８７％であり、対応する特異度は８３％である。これに対して、非
特許文献５において与えられるとおり、侵食のみを考慮する場合の感度は４０－５２％で
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あり、対応する特異度は９２－１００％である。５．０ユニットほど悪くはなく、好まし
くは３．０ユニットよりも低いＳＤＤを、自動化された方法によって与えることが望まれ
ている。
【００１０】
　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｈａｒｐ　Ｓｃｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍはまた、非特許文献６
で与えられるとおり、有病率に対しては０．９６に等しいクラス内相関係数（ＩＣＣ）の
評定者内信頼性を有し、また進行に対しては、０．８３から０．８６の範囲内でのＩＣＣ
評定者内信頼性を有する。マニュアルで得ることができる値よりも悪くはなく、好ましく
は０．９７及び０．９０よりもそれぞれ大きな、対応する評定者内信頼性及びＩＣＣ評定
者内信頼性の値を、自動化された方法によって与えることが望まれている。
【００１１】
　非特許文献７によれば、Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｈａｒｐ　Ｓｃｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍを用いて手足の放射線写真をスコア付けするために必要な時間は、１１．１分から２０
．５分の範囲に亘る。そのように大きな時間遅延は、Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｈａｒｐ　Ｓ
ｃｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍを用いたスコアリングにおける１つの欠点である。自動化さ
れた方法により、好ましくは５分未満で関節をスコア付けすることが望まれている。
【００１２】
　リウマチ性関節炎を検出及び追跡するための別のアプローチが、非特許文献８及び９に
より提案されている。この特定のアプローチにおいては、Ａｃｔｉｖｅ　Ｓｈａｐｅ　Ｍ
ｏｄｅｌ　（ＡＳＭ）が用いられる。ＡＳＭとは、例えば指節骨のような骨の境界を識別
するための、ある種の統計的テンプレートである。その後、識別された境界は、侵食の境
界を包囲するか、侵食の境界にアノテーションを付けるために用いられる。それにより、
骨の輪郭を見出すために、疾患に罹っていない関節又は骨の画像から統計モデルが構築さ
れるのであるが、一方ではその統計モデルを用いて、非統計的モデルを輪郭の小円鋸歯侵
食へと適用することにより、侵食にアノテーションが付けられる。
【００１３】
　疾患進行スコアを与えるために望まれる方法又はシステムを作り上げ、選択するに際し
ての、幾つかの問題を考慮すべきである。読取装置での不一致、そして観察者間及び観察
者内での変動は、特定のスコアリングシステムあるいは方法に確実に精通するための十分
なトレーニング期間によりそれらがしばしば最小化可能ではあるにしても、重要な問題で
ある。連続損傷に対して別個の数字、あるいはスコアを割り当てる必要がある場合、これ
ら問題は大きなものとなる。時間に伴う変化を検出するに際してのスコアリングシステム
又は方法の感度についての問題も持ち上がっている。
【００１４】
　国際的な専門家パネルによる最近の報告により、Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｈａｒｐ　Ｓｃ
ｏｒｉｎｇシステム及び方法を用いた、５．０ユニットとしての検出可能な最小の差異は
、リウマチ専門医が治療を変更するか修正することを検討するような放射線学上の進行と
して定義される、臨床的に重要な最小の差異（ＭＣＩＤ）と密接に対応することが分かっ
た。対照的に、Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｌａｒｓｅｎシステム及び方法による検出可能な最小
の差異は、関連する臨床的変化のための閾値として用いるには感度が低すぎるということ
が分かった。
【００１５】
　結果として、幾つかのケースにおける高い疾患活動性と共に、リウマチ性関節炎の早期
段階の患者、及び更に進行したリウマチ性関節炎の患者に起こる変化がしばしば検出され
ない。スコアリングシステム及び方法における、医学的介入あるいは他の手段によって起
こる回復の放射線学上の兆候を算定するための機能も、また１つの問題となりうる。回復
現象は関節の約６％において見られるが、新たな疾患修飾性抗リウマチ薬（ＤＭＡＲＤｓ
）により、この数字を上昇させることができる。したがって、臨床試験において用いられ
る放射線学的スコアリングシステム及び方法は、回復の可能性を考慮することが可能であ
るべきである。
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【００１６】
　故に、関節において、侵食及び／又は嚢胞の存在、関節腔狭小化、亜脱臼及び他の関節
劣化についての放射線学的兆候のうちの１以上によって指示される関節破壊、あるいは回
復の兆候を、個々の患者に対する長期的研究におけるさまざまな時間点での測定値の比較
を可能とするようなやり方で測定することの必要性が存在する。
【００１７】
　統計的テンプレートを構築して使用するためのソフトウェアシステムが、Ｉｍａｇｅ　
Ｍｅｔｒｉｃｓ　ＬｉｍｉｔｅｄのＧａｒｅｔｈ　Ｅｄｗａｒｄｓ，Ｋｅｖｉｎ　Ｗａｌ
ｋｅｒ，及びＡｌａｎ　Ｂｒｅｔｔによって１９９９年から２００１年の間に初めて開発
された。手の放射線写真サンプルを用いてテンプレートを作成する能力を実証するための
ソフトウェアシステムの第１バージョンは、２００６年２月に構築された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】英国特許出願ＧＢ２００３９８２１Ａ　明細書
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】Van der Heijde et al. in The Lancet, 1989; i: pp. 1036-38
【非特許文献２】Genant et al. in Arthritis Rheum., 1998; 41 : pp. 1583-90
【非特許文献３】Rau et al. in The Journal of Rheumatology, 1995; 22: pp. 1976-82
【非特許文献４】Scott et al. in British Journal of Rheumatology, 1995; pp. 34:56
【非特許文献５】Bruynesteyn et al. in Arthritis & Rheum., 2002; 46(4): 913-920
【非特許文献６】Boini et al. in Annals of the Rheumatic Diseases, 2001 ; 60: 817
-827
【非特許文献７】Van der Heijde et al. in Rheumatology, 1999; 38: 1213-20
【非特許文献８】Langs et al. in Scandinavian Conference on Image Analysis 2003, 
Lecture Notes in Computer Science 2749, pp. 454-461 , 2003
【非特許文献９】Academic Radiology 2007, 14:1179-88
【非特許文献１０】Bland and Altman in the British Medical Journal 1996; 313:744
【非特許文献１１】Cootes et al., Training Models of Shape from Sets of Examples,
 in Proc. BMVC Springer-Verlag, pp. 9-18, 1992
【非特許文献１２】T. F. Cootes and C. J. Taylor, Statistical Models of Appearanc
e for Medical Image Analysis and Computer Vision, in Proc. SPIE Medical Imaging,
_(2001)
【非特許文献１３】Johnson and Wichern, in Applied Multivariate Statistical Analy
sis, pp. 458-513 (5th Edition, 2002)
【非特許文献１４】Zhang et al. in Local features and kernels for classification 
of texture and object categories: A comprehensive study, in the International Jo
urnal of Computer Vision, September 2006
【非特許文献１５】S. J. Caulkin, Generating Synthetic Abnormalities in Digital M
ammograms Using Statistical Models, in Ph.D. Thesis, University of Manchester, 2
001
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、研究用の、及びさまざまな他の治験用途のための、あるいはリウマチ性関節
炎を診断及び追跡するための、デジタル化された放射線写真を自動的にあるいは半自動的
に分析する方法及びコンピュータプログラム製品を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
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　デジタル化された目標放射線写真の、コンピュータモデルにより表される病気ではない
形状及び外観と比較しての差異についての測定数値を自動的に決定する方法が与えられる
。その方法によれば、モデル構築段階の間に、特定の関節の病的な変化を実質的に排除し
て、その特定の関節についての放射線写真の形状、及び外観における正常な病気ではない
バリエーションを表すために選択されるサンプル放射線写真のセットから、コンピュータ
モデルが構築される。その方法においては、その後のランタイム段階の間に、被験者のデ
ジタル化された目標放射線写真が受信される。次に、その方法においては、上記ランタイ
ム段階の間に、そのデジタル化された目標放射線写真と先のコンピュータモデルとが比較
される。次に、その方法においては、上記ランタイム段階の間に、上記比較に応答して、
上記デジタル化された目標放射線写真における、上記コンピュータモデルにより表される
病気でない形状及び外観に比較しての差異についての測定数値が自動的に決定され、そし
て報告される。
【００２２】
　関節炎の症候を指示する画像を作成するための方法が提供される。その方法によれば、
モデル構築段階の間に、特定の関節における特定の特徴についての空間的位置のセットを
表すベクトル空間に広がるパラメータのセットによって特徴付けられる、制約された変形
可能な統計的テンプレートが作成される。ベクトル空間中の各々のベクトルは、母平均か
らのユニークな変化を記述する。統計的テンプレートの作成には、少なくともその特定の
関節を含む骨格系の放射線写真サンプルのセットから統計的テンプレートを構築すること
が含まれる。その放射線写真サンプルのセットは、その骨格系についての形状と外観にお
ける正常なバリエーションのみを表し、関節炎により引き起こされる病的な変化は表さな
いように選択される。その後、その方法においては、ランタイム段階の間に、その特定の
関節についてのデジタル化された目標２次元放射線写真において、その特定の関節におけ
る特定の特徴に関連する複数の部位のフィッティングが行われ、上記統計的テンプレート
に関してのパラメータ化が可能となる。ここにおいて、そのデジタル化された目標放射線
写真は侵食の形跡を有していてもよい。次に、その方法においては、ランタイム段階の間
に、デジタル化された目標放射線写真においてフィッティングされた複数の部位の位置が
パラメータ化され、デジタル化された目標放射線写真のパラメータのための値を統計的テ
ンプレートから取り出すことにより、その統計的テンプレートのインスタンスが生成され
る。次に、その方法においては、ランタイム段階の間に、上記デジタル化された目標放射
線写真において少なくとも１つの領域に対する統計的テンプレートの最適な適合が見出さ
れるまで、当該デジタル化された目標放射線写真へと統計的テンプレートを適用すること
により、デジタル化された目標放射線写真が検索される。ここにおいて、デジタル化され
た目標放射線写真における最適な適合の検索には、統計的テンプレートと上記デジタル化
された目標放射線写真における上記少なくとも１つの領域との間での差異を最小化するま
で、統計的テンプレートの位置、方向、形状、及びテクスチャを調整することが含まれる
。次に、その方法においては、ランタイム段階の間に、上記デジタル化された目標放射線
写真における上記少なくとも１つの領域を上記統計的テンプレートにおける最適な適合と
比較することにより、比較画像が作成される。
【００２３】
　関節炎の症候を指示する測定値を取り出すための方法が与えられる。その方法によれば
、モデル構築段階の間に、特定の関節における特定の特徴についての空間的位置のセット
を表すベクトル空間に広がるパラメータのセットによって特徴付けられる、制約された変
形可能な統計的テンプレートが作成される。ベクトル空間中の各々のベクトルは、母平均
からのユニークな変化を記述する。統計的テンプレートの作成には、少なくともその特定
の関節を含む骨格系の放射線写真サンプルのセットから統計的テンプレートを構築するこ
とが含まれる。その放射線写真サンプルのセットは、その骨格系についての形状と外観に
おける正常なバリエーションのみを表し、関節炎により引き起こされる病的な変化は表さ
ないように選択される。その後、その方法においては、ランタイム段階の間に、その特定
の関節についてのデジタル化された目標２次元放射線写真において、その特定の関節にお
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ける特定の特徴に関連する複数の部位のフィッティングが行われ、上記統計的テンプレー
トに関してのパラメータ化が可能となる。ここにおいて、そのデジタル化された目標放射
線写真は侵食の形跡を有していてもよい。次に、その方法においては、ランタイム段階の
間に、デジタル化された目標放射線写真においてフィッティングされた複数の部位の位置
がパラメータ化され、デジタル化された目標放射線写真のパラメータのための値を統計的
テンプレートから取り出すことにより、その統計的テンプレートのインスタンスが生成さ
れる。次に、その方法においては、ランタイム段階の間に、上記デジタル化された目標放
射線写真において少なくとも１つの領域に対する統計的テンプレートの最適な適合が見出
されるまで、当該デジタル化された目標放射線写真へと統計的テンプレートを適用するこ
とにより、デジタル化された目標放射線写真が検索される。ここにおいて、デジタル化さ
れた目標放射線写真における最適な適合の検索には、統計的テンプレートと上記デジタル
化された目標放射線写真における上記少なくとも１つの領域との間での差異を最小化する
まで、統計的テンプレートの位置、方向、形状、及びテクスチャを調整することが含まれ
る。次に、その方法においては、ランタイム段階の間に、上記デジタル化された目標放射
線写真における上記少なくとも１つの領域を上記統計的テンプレートにおける最適な適合
と比較することにより、上記特定の関節における、関節炎の症候を指示する少なくとも１
つの測定値が取り出される。
【００２４】
　方法が与えられる。その方法によれば、モデル構築段階の間に、特定の関節における特
定の特徴についての空間的位置のセットを表すベクトル空間に広がるパラメータのセット
によって特徴付けられる、制約された変形可能な統計的テンプレートが作成される。ベク
トル空間中の各々のベクトルは、母平均からのユニークな変化を記述する。統計的テンプ
レートの作成には、少なくともその特定の関節を含む骨格系の放射線写真サンプルのセッ
トから統計的テンプレートを構築することが含まれる。その放射線写真サンプルのセット
は、その骨格系についての形状と外観における正常なバリエーションのみを表し、関節炎
により引き起こされる病的な変化は表さないように選択される。その後、その方法におい
ては、ランタイム段階の間に、その特定の関節についてのデジタル化された第１目標２次
元放射線写真において、その特定の関節における特定の特徴に関連する複数の部位のフィ
ッティングが行われ、上記統計的テンプレートに関してのパラメータ化が可能となる。こ
こにおいて、そのデジタル化された第１目標放射線写真は侵食の形跡を有していてもよい
。次に、その方法においては、ランタイム段階の間に、デジタル化された第１目標放射線
写真においてフィッティングされた複数の部位の位置がパラメータ化され、デジタル化さ
れた第１目標放射線写真のパラメータのための値を統計的テンプレートから取り出すこと
により、その統計的テンプレートのインスタンスが生成される。次に、その方法において
は、ランタイム段階の間に、上記デジタル化された第１目標放射線写真において少なくと
も１つの領域に対する統計的テンプレートの第１の最適な適合が見出されるまで、当該デ
ジタル化された第１目標放射線写真へと統計的テンプレートを適用することにより、デジ
タル化された第１目標放射線写真が検索される。ここにおいて、デジタル化された第１目
標放射線写真における第１の最適な適合の検索には、統計的テンプレートと上記デジタル
化された第１目標放射線写真における上記少なくとも１つの領域との間での差異を最小化
するまで、統計的テンプレートの位置、方向、形状、及びテクスチャを調整することが含
まれる。次に、その方法においては、ランタイム段階の間に、フィッティング、パラメー
タ化、及び検索のステップが、第２の時刻において得られた、上記特定の関節におけるデ
ジタル化された第２目標２次元放射線写真に対して繰り返され、上記デジタル化された第
２目標放射線写真における少なくとも１つの領域に対する上記統計的テンプレートの第２
の最適な適合が見出される。次に、その方法においては、ランタイム段階の間に、上記統
計的テンプレートにおける第１の最適な適合と上記統計的テンプレートにおける第２の最
適な適合とを比較することにより、上記特定の関節における、関節炎の症候の進行を指示
する少なくとも１つの測定値が取り出される。
【００２５】
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　制約された変形可能な統計的テンプレートと、デジタル化された入力目標放射線写真を
受信して、デジタル化された目標放射線写真に対する上記統計的テンプレートの最適な適
合を生成するためのコンピュータプログラムコードとを備えた、関節炎の症候を指示する
画像を作成するためのコンピュータプログラム製品が与えられる。統計的テンプレートは
、特定の関節における特定の特徴についての空間的位置のセットを表すベクトル空間に広
がるパラメータのセットによって特徴付けられる。ベクトル空間中の各々のベクトルは、
母平均からのユニークな変化を記述するのであり、またここにおいて上記統計的テンプレ
ートは、少なくともその特定の関節を含む骨格系の放射線写真サンプルのセットから構築
される。その放射線写真サンプルのセットは、その骨格系についての形状と外観における
正常なバリエーションのみを表し、関節炎により引き起こされる病的な変化は表さないよ
うに選択される。コンピュータプログラム製品は、特定の関節についての、侵食の形跡を
有していてもよい、デジタル化された目標２次元放射線写真において、その特定の関節に
おける特定の特徴に関連する複数の部位をフィッティングして、上記統計的テンプレート
に関してのパラメータ化を可能とするためのコードと、デジタル化された目標放射線写真
においてフィッティングされた複数の部位の位置をパラメータ化し、デジタル化された目
標放射線写真のパラメータのための値を統計的テンプレートから取り出すことにより、そ
の統計的テンプレートのインスタンスを生成するためのコードと、上記デジタル化された
目標放射線写真において少なくとも１つの領域に対する統計的テンプレートの最適な適合
が見出されるまで、デジタル化された目標放射線写真へと統計的テンプレートを適用する
ことにより、上記デジタル化された目標放射線写真を検索するためのコードであって、デ
ジタル化された目標放射線写真における最適な適合の検索には、統計的テンプレートと上
記デジタル化された目標放射線写真における上記少なくとも１つの領域との間での差異を
最小化するまで、統計的テンプレートの位置、方向、形状、及びテクスチャを調整するこ
とが含まれるコードと、上記デジタル化された目標放射線写真における上記少なくとも１
つの領域を上記統計的テンプレートにおける最適な適合と比較することにより、比較画像
を作成するためのコードと、を含む。
【００２６】
　制約された変形可能な統計的テンプレートと、デジタル化された入力目標放射線写真を
受信して、デジタル化された目標放射線写真に対する上記統計的テンプレートの最適な適
合を生成するためのコンピュータプログラムコードとを備えた、関節炎の症候を指示する
画像を作成するためのコンピュータプログラム製品が与えられる。統計的テンプレートは
、特定の関節における特定の特徴についての空間的位置のセットを表すベクトル空間に広
がるパラメータのセットによって特徴付けられる。ベクトル空間中の各々のベクトルは、
母平均からのユニークな変化を記述するのであり、またここにおいて上記統計的テンプレ
ートは、少なくともその特定の関節を含む骨格系の放射線写真サンプルのセットから構築
される。その放射線写真サンプルのセットは、その骨格系についての形状と外観における
正常なバリエーションのみを表し、関節炎により引き起こされる病的な変化は表さないよ
うに選択される。コンピュータプログラム製品は、特定の関節についての、侵食の形跡を
有していてもよい、デジタル化された目標２次元放射線写真において、その特定の関節に
おける特定の特徴に関連する複数の部位をフィッティングして、上記統計的テンプレート
に関してのパラメータ化を可能とするためのコードと、デジタル化された目標放射線写真
においてフィッティングされた複数の部位の位置をパラメータ化し、デジタル化された目
標放射線写真のパラメータのための値を統計的テンプレートから取り出すことにより、そ
の統計的テンプレートのインスタンスを生成するためのコードと、上記デジタル化された
目標放射線写真において少なくとも１つの領域に対する統計的テンプレートの最適な適合
が見出されるまで、デジタル化された目標放射線写真へと統計的テンプレートを適用する
ことにより、上記デジタル化された目標放射線写真を検索するためのコードであって、デ
ジタル化された目標放射線写真における最適な適合の検索には、統計的テンプレートと上
記デジタル化された目標放射線写真における上記少なくとも１つの領域との間での差異を
最小化するまで、統計的テンプレートの位置、方向、形状、及びテクスチャを調整するこ
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とが含まれるコードと、上記デジタル化された目標放射線写真における上記少なくとも１
つの領域を上記統計的テンプレートにおける最適な適合と比較することにより、関節炎の
症候を指示する少なくとも１つの測定値を取り出すためのコードと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、開示される主題の幾つかの実施形態に従って、画像を作成し、関節炎の
症候を指示する測定値を取り出すための方法についての、フローチャートを図示している
。
【図２】図２は、開示される主題の幾つかの実施形態に従う、標準的な手の放射線写真上
の中手指（ＭＣＰ）関節におけるランドマークと自動化されたアノテーションとを示す。
【図３】図３は、開示される主題の幾つかの実施形態に従う、関節の一端から別の一端へ
の線に沿った関節腔幅（ＪＳＷ）の測定を示す。
【図４】図４は、開示される主題の幾つかの実施形態に従って放射線画像のテクスチャに
おける差異として検出される、ＭＣＰ関節の中手骨頭上の小さな侵食を図示している。
【図５】図５は、開示される主題の幾つかの実施形態に従って最適にフィッティングされ
る、正常な形状及び外観であるＭＣＰ関節のテンプレートを示す。
【図６】図６は、図４における元の画像上の興味あるオーバーレイ領域を描いており、開
示される主題の幾つかの実施形態に従って、侵食の異常が強調されている。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　詳細な説明
　リウマチ性関節炎を検出及び追跡するための望ましい方法における特徴
　リウマチ性関節炎の進行を監視するために望ましい方法は、幾つかの特徴を有する。第
１に、望ましい方法とは、ＤＭＡＲＤｓが最大の恩恵をもたらす可能性がある早期段階に
おいて疾患を検出するために、高い感度と特異度とを備えたものでなければならない。
【００２９】
　被験者が、ベースライン画像取得とフォローアップ画像取得との間でリウマチ性関節炎
の進行を示す場合、その被験者は「陽性」であると分類される。逆に、疾患が悪化、ある
いは更なる進行をしていなかった場合、被験者は「陰性」であると分類される。被験者の
正しい分類は「正しい」と記述され、そして間違った分類は、「誤り」として記述される
。正しい陽性の数を、正しい陽性の数と誤った陰性の数との和で除算した数として、変化
への感度を定義できる。また、正しい陰性の数を、正しい陰性の数と誤った陽性の数との
和で除算した数として、特異度を定義できる。
【００３０】
　変化への感度を、関連する進行に対する閾値としての、少なくとも二人の観察者によっ
て決定される検出可能な最小の差異（ＳＤＤ）として計算することもできる。ＳＤＤの計
算には、測定誤差を定めるための統計的方法を用いることができるのであり、それは非特
許文献１０において説明されるとおり、９５％の一致限界に基づいている。その方法によ
り、ある患者における２つのスコア間での個人差が、本当の変化であるのか、あるいは、
測定誤差から確実に分離することが不可能な変化であるのか、が算定される。ＳＤＤより
も小さい進行スコアを、測定誤差から確実に区別することは不可能である。
【００３１】
　関連する時間に伴った変化、あるいは進行を示す被験者のパーセンテージを決定するた
めには、連続的なデータを２つに分ける必要があり、したがって正当な臨床的に関連する
カットオフレベルを選択すべきである。このカットオフレベルは、臨床的に重要な最小の
差異（ＭＣＩＤ）と呼ばれる。カットオフレベルとしてＳＤＤが提案されているが、それ
よりも大きい、あるいは小さい値へと、カットオフレベルを任意に設定することができる
。
【００３２】
　この方法及びコンピュータプログラム製品における、その疾患により引き起こされる単
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一点の損傷を定め、そのような損傷の重大性を定量化し、疾患の進行と結果として生じる
損傷とを正確に、精密に監視し、そのような確実な結果を再現する能力によって、当該方
法及びコンピュータプログラム製品の性能を測ることができる。
【００３３】
　リウマチ性関節炎に対するスコアリングシステムの相対的算定において、通常、決定要
因となるものは信頼度である。臨床的変数を測定するために用いられる、如何なるスコア
リング方法における値も、読取り者内、及び読取り者間の再現性により示されるとおりの
、その信頼性に依存する。これについては、所定の時間点において絶対的スコアを用いて
算定することが可能であるし、あるいは、２つの時間点の間で、進行に関する値を用いて
算定することもできる。信頼性を算定するためには、Ｓｐｅａｒｍａｎ及びＰｅａｒｓｏ
ｎの相関係数、クラス内相関係数（ＩＣＣ）、及びκ統計量が用いられる。しかしながら
、Ｓｐｅａｒｍａｎ及びＰｅａｒｓｏｎの相関係数は関連性のみを測定するのであり、一
致を測定するものではないので、最も適切な方法はＩＣＣ及びκ統計である。
【００３４】
　幾つかのインスタンスにおける信頼性は、評定者間における、クラス内相関係数によっ
て表されるとおりの一致の程度に言及するものである。自動化された方法について言えば
、単独の評定者、あるいは複数の評定者が自動化されたスコアリング技法を用いる場合、
繰り返される測定値、あるいはスコアの信頼性を、評定者内、又は評定者間の信頼性と比
較することができる。
【００３５】
　望ましい方法における他の特徴としては、幅広い利用可能性、コストパフォーマンス、
有害な副作用がないこと、使用が容易であること、及び結果が迅速に生成されることがあ
る。容易にランダム化、及び不可視化することが可能な永続的レコードを作成することも
、また望ましい。さらに、リウマチ性関節炎の進行を追跡するための望ましい方法におけ
る別の重要な特徴は、しばしば変動する可能性がある臨床的な疾病経過との相関である。
【００３６】
　長期間での結果を決定するために放射線画像の監視をすることが重要であるため、リウ
マチ性関節炎により引き起こされる放射線画像での損傷について、その量と進行とを評価
して定量化するための、標準化された体系的な方法が求められている。関節損傷と損傷の
進行とを特徴付ける定量的なアプローチによれば、「より良い」、「同じ」、「より悪い
」のような評価スコアを用いた定性的な評価に頼った方法あるいはシステムを超えて幾つ
かの利点が与えられる。リウマチ性関節炎が誘発する関節損傷の状態を評価するための定
量的、体系的なアプローチによって、観察者間、及び観察者内での高い相関が得られ、ま
た疾患の進行が早期に特徴付けられる、ということが、データにより示されている。また
、そのような方法によって母平均を作成することが可能となり、次に、そのようにして作
成された母集団により、異なるグループ間での、そして、場合によっては異なった調査に
さえまたがっての、より正確な比較が可能となる。
【００３７】
　イントロダクション
　本発明の好ましい実施形態に従えば、研究及び他の調査目的のための、あるいは関節炎
の兆候の発達を診断して追跡するための、コンピュータ実施される方法、及びコンピュー
タプログラム製品が提供される。より詳細には、幾つかの実施形態において、骨格関節に
おけるリウマチ性関節炎（ＲＡ）の進行を検出して監視するための方法及びコンピュータ
プログラム製品が提供される。
【００３８】
　幾つかの実施形態において、マニュアル、あるいは機械によりアノテーションが付けら
れた骨格関節の正常組織（すなわち、実質的にリウマチ性関節炎には罹っていない組織）
の多数のサンプル放射線写真における形状とテクスチャ両方の統計的分析により作成され
た変形可能な統計的テンプレートを用いて、手、膝、手首、及び足のような１以上の関節
を含む骨格系のデジタル化された放射線写真のコンピュータ分析が、自動的に、あるいは
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半自動的に実行される。放射線写真のテクスチャという用語は、例えばグレースケールレ
ベルのような画素輝度における局所空間的な変動に言及するものである。
【００３９】
　骨格関節のデジタル化された放射線写真における自動的なアノテーション付けにより、
ランドマークとも呼ばれる２次元点のセットが与えられる。当該２次元点のセットをデジ
タル画像内に格納して、骨格関節における輪郭及び／又はテクスチャの変化を比較及び監
視するために用いることができる。幾つかの事例において、アノテーションという用語は
、画像中で、特徴、境界、あるいは輪郭の位置を指示するための、当該画像上を覆ってい
る点と線とによる、あるランドマークの特徴、あるいは突き出た境界、又は輪郭の識別へ
と言及するものである。
【００４０】
　ここにおいて説明され特許が請求される方法及びコンピュータプログラム製品を、関節
におけるリウマチ性関節炎の進行、侵食の大きさや場所の変化、及び侵食区域全体におけ
る変化を監視し、そして比較するために用いることができる。例えば、その方法及びコン
ピュータプログラム製品によって、ベースラインとフォローアップとの比較を実行するこ
とができる。その比較においては、患者が参加する長期的研究においてベースライン画像
とそれに続くフォローアップ画像との間での比較を行うことにより、その患者における関
節炎の兆候の進展を監視することができる。
【００４１】
　幾つかの事例において、侵食という用語は、２つの骨の間にある関節の炎症によって失
われた、比較的小さな骨の体積へと言及するものである。例えば、侵食はX線画像上で、
しばしば関節周囲における暗いパッチとして現れる。画像中の暗いパッチは、グレースケ
ールレベルの低い画素が結合された領域、あるいは集合体である。侵食は、グレースケー
ルレベルの低い画素の空間的に明瞭な集合体として現れるかもしれない。変形可能な統計
テンプレートのインスタンスを表す合成画像と比較する場合には、画素のグレースケール
レベルにおける顕著な残存差異領域として、侵食を識別することができる。
【００４２】
　侵食を特徴付けるために、画素の集合体が識別される。このことは、標準的な領域拡張
、あるいはクラスタ分析アルゴリズムを用いて行うことができる。その後、これら集合体
を、単独の侵食として個別にカウントすることができる。画素集合体を横断する最も長い
距離を計算することにより（１次元測定と言われる）、あるいは、その最も長い距離と、
その距離に対して垂直な距離と、を計算することにより（２次元（２Ｄ）測定と言われる
）、侵食の大きさを測定することができる。また、集合体の区域を、それを構成する画素
を合計することで見積もることにより、侵食の大きさを測定することができる。
【００４３】
　上記測定を単独に、あるいは組み合わせて用いて、この集合体が、例えば骨量の少ない
領域、あるいは撮像アーティファクトではなく、本物の侵食である確率を計算することが
できる。加えて、個々の侵食をカウントして、各々の関節上での、あるいは手全体におい
ての、侵食スコアあるいは侵食数値に対する計量をすることが可能である。
【００４４】
　統計的な測定を用いて、画素の集合体を識別することができる。第１次の統計値は、単
独の画素に対する画像の値を記述するために用いられる。画像中、興味ある領域を処理す
るに際しては、平均値、分散、変動係数、歪度、尖度、エネルギー、及び、その領域にお
けるグレースケールレベル分布のエントロピーが、典型的な第１次の統計値である。第１
次の統計測定値は、お互いの画素についての相対的な位置に関する情報を担うことはない
という、制限を受ける。画素領域についてのグレーレベル同時生起マトリクスに基づいた
記述子のセットは、テクスチャの２次統計値を構成する。
【００４５】
　変形可能な統計的テンプレートの使用は、共に係属中である、２００６年３月１６日に
出願された米国特許出願第１１／３７６，８６８号において詳しく説明されており、当該
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出願はＡｐｐｅｎｄｉｘ１としてここに添付されている。変形可能との用語は、サンプル
トレーニングデータに基づいて得られる座標の基底系に関連した、テンプレートのパラメ
ータ化に言及するものである。統計的との用語は、被験者母集団のメンバ間におけるパラ
メータ変動の分析についての、モデルの基礎へと言及するものである。
【００４６】
　変形可能な統計的テンプレートを用いた放射線画像の分析から得られる情報は、本発明
の代替的実施形態に従って、さまざまな他の用途のために役立つ。これら他の用途は主に
、画像中の被写体の形状やグレースケールテクスチャを説明する際、テンプレートは、被
写体のクラスの平均及びモデル化された母集団を参照しつつ、その形状及びグレースケー
ルテクスチャを統計的に記述するという意味で、その被写体をパラメータ化しなければな
らない、という事実に基づくものである。
【００４７】
　人又は動物の、中手指（ＭＣＰ）関節、あるいは、手、手首、膝、及び足の骨における
他の関節のような骨格関節の放射線写真を分析して、あるいは用いて、変形可能な統計的
テンプレートをトレーニングすることができる。典型的には、Ｘ線などの透過性放射線に
おける関節の透過を表す２次元（２Ｄ）放射線画像が用いられる。
【００４８】
　本発明は、特定の撮像システム、あるいは方法の様式へとその範囲が制限されるもので
はなく、また、得られた（１の、あるいは２以上の）画像についての特定の記憶及び取り
扱い様式へとその範囲が制限されるものでもないことを理解すべきではあるが、その一方
、Ｘ線やガンマ線のような高エネルギー放射線によって有利に与えられる高い空間分解能
のような、特定の様式から生じる利点が存在する。
【００４９】
　方法及びコンピュータプログラム製品の説明
　図１は、開示される主題の幾つかの実施形態に従って、画像を分析し、関節炎の症候を
指示する測定値を取り出すための、コンピュータ実施される方法１００についてのフロー
チャートである。併せて図２－６が、方法１００をよりよく説明するために、単独で、そ
してグループとして参照される。
【００５０】
　方法１００は、２つの別個の段階に分けられる。モデル構築段階１０１と、ランタイム
利用段階１０３である。モデル構築段階１０１の間、制約された変形可能な統計的テンプ
レート（単純にモデルとも呼ばれる）が構築され、個々の被験者における関節のサンプル
画像を用いてトレーニングされる。
【００５１】
　１０２において、正常な病気ではないバリエーションを表す特定の関節のサンプル放射
線写真セットが受信される。これは、幾つかの実施形態においては、リウマチ性関節炎、
あるいは他の同様な苦しみを与える疾患に罹っていない個々の被験者における特定の関節
の放射線写真のみを用いることにより、実現可能である。そのような制約されたサンプル
放射線写真を用いることは、放射線写真中に存在する強度のバリエーションを誤認するこ
とがないような、制約されたモデルを構築するために重要である。
【００５２】
　変形可能な統計的テンプレートが境界を位置付けて画素のグレースケールレベルを表す
ことのできる正確性は、特定の統計的モデルによって制約を受ける。テンプレートは、ト
レーニングのためにそのテンプレートに与えられたサンプルセット中で観察されているよ
うなやり方でのみ、変形することができる。放射線写真中の被写体が、トレーニングセッ
ト内に存在しない独特なタイプの変形を示すならば、そのテンプレートは被写体に適合し
ないであろう。このことは、粗い変形について、及び微細な変形について正しい。例えば
、関節炎の兆候がない、正常な関節の放射線写真のみが、テンプレートの構築及びトレー
ニングのために用いられる場合、通常そのテンプレートは、正常な、病気ではないバリエ
ーションを示す骨格関節のみに適合するであろう。
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【００５３】
　幾つかの実施形態において、サンプル、あるいはトレーニング、２次元（２Ｄ）データ
ブロックのセットは、特定の関節の放射線画像アンサンブルから取得される。幾つかの実
施形態においては、モデル構築プロセスの前にマニュアルで調整することにより、これら
データを増やすことができる。
【００５４】
　１０４において、入力制約パラメータのセットが受信される。統計的テンプレートにお
ける個々のインスタンスを表す画像が、ランタイム利用段階１０３のようなランタイム段
階の間に合成される場合、モデルは、最も重要なパラメータのみを選ぶことにより、許容
される外観の変形へと制約を受ける。ここで、学習された変形は、トレーニングセットに
よって表される外観の典型的には９５％を表すように、そして、それらパラメータが典型
的には平均的な外観の各々の側での＋／－３の標準偏差へと制限されることを可能とする
ように、捕捉されている。したがって、テンプレートにより生成される外観が元のトレー
ニングセットの外観と確かに類似することとなる。
【００５５】
　例えば、制約パラメータは、変形可能な統計的テンプレートが形状と外観とにおいて平
均からはるかに離れた個々のインスタンスを作り出すことを阻止する。モデルが過剰に制
約を受けている場合、そのモデルは、正常なバリエーションへ十分に適応することができ
ず、また、「誤った陽性」、あるいは存在しない疾患の指示を作り出すかもしれない。一
方で、モデルへの制約が不十分である場合、モデルは過剰に適応性を有することとなりう
るのであり、そして侵食に順応して「誤った陰性」を作り出すかもしれず、あるいは疾患
が存在する場合に疾患がないことの指示を作り出すかもしれない。
【００５６】
　選択的に、１０６において、変形可能な統計的テンプレートを半自動的に構築するため
、入力サンプル放射線写真におけるマニュアルアノテーションが受信される。幾つかの実
施形態においては、手作業でアノテーションが付けられたサンプル放射線写真を用いて、
変形可能な統計的テンプレートが半自動的に構築される。例えば、技能者であれば、サン
プル放射線写真中、骨あるいは関節の輪郭線を手書きすることができる。テンプレートが
自動的に構築される場合、サンプル放射線写真におけるマニュアルアノテーションは必須
ではない。
【００５７】
　１０８において、制約されたサンプル画像から、制約された変形可能な統計的テンプレ
ート又はモデルが作成される。
　モデルの作成には、モデルの構築とトレーニングの両方が含まれるということを理解す
べきである。
　デジタル化された、入力目標関節放射線写真の分析は、デジタル化された目標放射線写
真に適用されるモデルに基づいて、続行される。
　モデルとの用語は一般に、被験者あるいはその構成部分における形状、外観、位置、及
び／又は動きをパラメータ化する任意の数学的描写へと言及するものである。
　モデルが統計的であると言われる場合、そのモデルは、個々の被験者母集団のメンバ間
におけるパラメータ変動の分析に基づいているということが理解される。
【００５８】
　より詳細には、本発明は、モデルのクラスを参照しつつ説明される。ここにおいて、各
々のモデルは、「ランドマーク」とも呼ばれ、図２にて示されるとおり関節の輪郭を描く
２次元（２Ｄ）点２０２、２０４の特定セットの平均的な相対位置を表す。各々のモデル
はまた、これら相対的な位置が、特定の個体において時間の経過と共に、あるいはリウマ
チ性関節炎の進行など、生じる状況によって変わりうる仕組み、及び相対的な位置が通常
の状況において個体間で変わる仕組みの数学的描写を表す。
【００５９】
　本発明の実施は、もっともらしい形態についての数学的モデルが存在するという仮定に
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デル化される被写体のテクスチャのような、外観についての他の態様を含んでもよい。特
定の関節のデジタル化された目標放射線写真から得られる入力データにモデルを適用する
ために、方法１００のような方法が採用される。しかしながらその方法は、ＭＣＰや、手
、手首、膝、及び足の骨における他の関節の特徴上に、自動的、あるいは半自動的に置か
れる、如何なる特定の点セット配置に対しても特有のものではない。
【００６０】
　モデルを構築する目的において、２次元（２Ｄ）点の相対的位置は、絶対的というより
も間接的な空間参照位置である。したがって、モデルを構築するに際して、第１のステッ
プは典型的に、２Ｄデータの各フレームを共通の参照フレームへと調整することである。
これについては、非特許文献１１において説明されている「Ｐｒｏｃｒｕｓｔｅｓ　Ａｎ
ａｌｙｓｉｓ」等、さまざまな標準的調整技法のうちの１つを用いて行うことが可能であ
る。
【００６１】
　幾つかの実施形態においては、特徴に印が付けられた放射線画像又は放射線写真のトレ
ーニングセットを用いて、統計的モデルが構築される。幾つかの実施形態においては、２
次元（２Ｄ）座標セットを用いて関節の輪郭線（形状とも呼ばれる）が描かれているよう
な、関節の放射線写真のセットが用いられる。形状は全て、共通の参照フレームへと調整
されており、トレーニングセットの基本形状によって一般に定められる。基本形状は、（
１）各サンプル形状の平均を除去し、（２）お互いに対応する形状を調整し、（３）形状
ベクトルの長さを単位長へと正規化する、ことにより得られる。例えばＣｏｏｔｅｓ等に
よる「Ｐｒｏｃｒｕｓｔｅｓ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ」を用いて、基本形状の計算を実行す
ることが可能である。
【００６２】
　形状を、式（１）の列ベクトルｘとして記述することができる。
【数１】

【００６３】
　ここで、（ｘi，ｙi）は、添え字「ｉ」を有する点の２Ｄ座標であり、上付き文字「ｔ
」は転置操作を示す。幾つかの実施形態においては、非特許文献１２によって記述される
方法を用いて、形状がモデルの参照フレームへと調整される。形状は、Ｃｏｏｔｅｓの方
法により、式（２）中のベクトルｘ’として記述される。
【数２】

【００６４】
　ここにおいてｘ’は、計算される調整変換パラメータ行列Ｔをｘへと適用した結果であ
る。
【００６５】
　サンプル形状の調整の後、行列Ｘ’によってトレーニングセットを表すことができる。
ここで、調整されたサンプル形状は、Ｘ’の列内に格納されている。ここで基本形状は、
定義により、Ｘ’の列の平均である。
【００６６】
　放射線写真のテクスチャをモデル化するため、基本形状の参照フレームに関連してサン
プリング点が定められる。これらサンプリング点の場所におけるグレースケール値を、式
（３）の列ベクトルｇ内に収集することができる。
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【数３】

【００６７】
ここでｇiは、添え字「ｉ」を有するサンプリング場所でのグレースケール値である。位
置情報とテクスチャからの変位を予測することが狙いであるので、例示的形状に摂動を加
えて、目標外の位置に対するテクスチャ情報が得られる。
【００６８】
　これらの摂動は、２つの成分からなる。第１の成分は、拡大縮小、回転、及び並進のよ
うな大域的性質に対処するものであり、第２の成分は局所的な変位に対処する。これら変
位は、異なる方法で得ることが可能である。例えば、２つの例示的形状がランダムに選択
され、そしてそれらの差異の比が、摂動として選ばれる。別の選択肢としては、例示的形
状における全ての点をランダムに変位させるということがある。この方法において得られ
るデータ量は、しばしば高次元となるのであって、ゆえに次元を下げる操作を実行するこ
とは有利となりうる。１つの例としては、非特許文献１３で説明されている主成分分析（
ＰＣＡ）がある。
【００６９】
　テクスチャサンプルを、例示的画像間での強度変化に関して見込まれる不変量として作
成することも有益である。例えばＰｒｏｃｒｕｓｔｅｓ　Ａｎａｌｙｓｉｓやｉｎｆｒａ
のような、局所的、及び大域的な規格化スキームを、この目的のために用いることができ
るのであり、そのような適切な規格化手続きが、次元縮小の前に行われているものとする
。次元縮小の後、ベクトルｇは変換Ｒによって次元の低いベクトルｂへとマッピングされ
る。ＰＣＡを用いる場合、この変換は式（４）のように書くことができる。

【数４】

【００７０】
ここでＲは変換行列である。
【００７１】
　ＰＣＡの直接的な利点は、テクスチャベクトルｇの推定再構築を、式（５）のように合
成できるということである。
【数５】

【００７２】
ここでｇrは再構築ベクトルであり、

は、ＰＣＡを計算するために用いられるサンプルの平均である。
　しかしながら、トレーニングデータに基づいてテクスチャベクトルを合成するために他
の方法を利用することもできる。
【００７３】
　次元縮小変換を受けた後、モデルにおいてはトレーニングを受ける準備ができている。
トレーニングは、ソース及び目標ベクトルのセットを作成することからなる。目標ベクト
ルは、基準形状の参照フレーム中で、現在の形状位置から正しい形状位置までに得る必要
がある変位δｘ’を表す。対応するソースベクトルは、２つの寄与からなる。第１の寄与
は、ベクトルｂによってエンコードされるテクスチャ情報である。第２の寄与は、基準形
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状の参照フレーム中での現在の形状と、基準形状それ自体との間での差δｓである。
【００７４】
　トレーニングデータを得るために、上述した方法と同様の方法によって、サンプルデー
タは再び摂動を受ける。目標及びソースベクトルは、各々の摂動に対して保持される。そ
れらの関係を統計的分類子、あるいは線形回帰を介した方法など当該技術分野において知
られている方法を用いてトレーニングすることができる。現在の実施においては線形回帰
を用いる。したがって、予測される変位は式（６）により与えられる。
【数６】

【００７５】
　ここにおいて、δｘ’は、基準形状の参照フレームにおける現在の点位置に対する更新
ベクトルであって、Ａは回帰行列であって、そしてｂは上述のとおり定義されるものであ
り、そしてδｓは、基準形状の参照フレーム中での現在の形状と、基準形状それ自体との
間での差のベクトルである。
【００７６】
　ランタイム利用段階１０３の間、１０２，１０４、１０６、及び１０８におけるモデル
構築段階１０１の間に作成されたモデルは、正常なバリエーションを無視しつつ、デジタ
ル化された目標関節放射線写真中に存在しうる病的な如何なる変化をも検出するために、
デジタル化された目標放射線写真へと適用される。
【００７７】
　式（６）において記述される、トレーニングされた関係を用いて、モデルによっては見
えないデジタル化された目標放射線写真にアノテーションが付けられる。第１に、形状の
インスタンスが画像中に置かれる。インスタンスは、基準形状の参照フレームへと変換さ
れ、それについて基準形状との差が記憶され、そしてグレースケール値がサンプリングさ
れる。式（４）において用いられた次元縮小Ｒをグレースケール値へと適用した後、線形
回帰が適用され、求めていた変位が得られる。一般に、所望の解を見つけ出すためには、
この手続きを数回繰り返すことが必要である。
【００７８】
　このプロセスは、特定の基準内に収束するまで、あるいは、特定の最大数だけ繰り返し
が実行されるまで、繰り返される。繰り返しが完了すると、最終ステップの出力は、モデ
ルパラメータによるフィッティングとしての、２Ｄ点の完全なセットに対する解となる。
これが最適な適合である。
【００７９】
　ここで、最後のアノテーション（すなわち、放射線写真における、特定の初期化位置の
識別）を用いて、放射線写真から多数の測定値を抽出することができる。以下にその例を
概説する。上述のとおり、その方法により、合成画像を生成するために用いることができ
るテクスチャベクトルの再構築が可能となる。その再構築は、ＰＣＡか、あるいは他の、
最後のアノテーションからテクスチャベクトルを再構築可能であるような任意の適切な方
法に基づいていてよい。ちなみに、最後のアノテーションから直接、ｂ及び／又はδｓ、
及び／又はδｘ’パラメータを用いることさえ可能である。
【００８０】
　より詳細には、１１０において、特定の関節についてのデジタル化された目標放射線写
真が受信される。次に、１１２において、目標放射線写真内の関節をパラメータ化する準
備のために、デジタル化された目標放射線写真中の複数の部位がフィッティングされる。
ＭＣＰあるいは他の関節の画像中で、特定の点があらかじめ識別されるか、あるいはそれ
らにアノテーションが付けられる。幾つかの実施形態においては、これらの位置を識別す
るようトレーニングされたプログラム要素によって、アノテーションが実行される。半自
動的な分析において、変形可能な統計的テンプレートの作成に際し、アプリケーションの
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ユーザは、自動的又は半自動的に識別されたＭＣＰ、あるいは他の関節についての、放射
線写真上ランドマークの幾つかの（あるいは適切な、又は完全な）サブセットを定めるこ
とを求められる。これらの位置は、外部の、あるいは他の特徴に関連して、関節の放射線
写真上の外観を効果的に記述するようなやり方で定められる。
【００８１】
　１１４において、デジタル化された目標放射線写真中の複数の部位についての位置がパ
ラメータ化され、それにより、統計的テンプレートのインスタンスが生成される。関節の
正確な形態は被験者間で異なり、そして時間によって変化するのではあるが、大部分にお
いて、これらのランドマークは識別可能なままである。平均及び正常変動を用いて、ある
いは、役に立つ非制限的な他のモーメントを用いて、特定の関節における放射線写真の外
観の、被験者アンサンブルにまたがる表現的な特徴付けとして分布をモデル化するという
点において、テンプレート、あるいはモデルは統計的である。したがってテンプレートは
、形態について有限数の値という意味でのパラメータ化を可能とするのであって、本発明
は如何なる特定のパラメータ化スキームからも独立している。
【００８２】
　１１６において、制約された変形可能な統計的モデルを用いて、図５に描かれるような
最適な適合が見出されるまで、デジタル化された目標放射線写真が検索される。検索アル
ゴリズムの狙いは、変形可能な統計的テンプレートを新たな画像と照合することである。
このアルゴリズムでは、サンプリングされた画像のグレースケールレベルの外観（テクス
チャとも呼ばれる）と、平均的な形状と現在の形状との間の差異とを用いて、アノテーシ
ョン点の現在の位置に対する変位を予測する。これにより、放射線写真中の各々のランド
マーク特徴に対して、よりよい位置が定められる。この検索アルゴリズムでは、現在のラ
ンドマーク特徴の推定位置と、計算された更新位置との間での差異が統計的に有意ではな
いものとなるまで繰り返される。このとき、変形可能な統計的テンプレートは、画像に対
する「最適な適合」に達したと言われる。
【００８３】
　展開されている統計的モデルによって、２次元（Ｄ）の点セットにおける個々の点の、
画像中の関節の骨格形態を特徴付ける正しい場所に対する移動が予測される。予測は、モ
デルにおける実際のインスタンスの位置パラメータ、及びテクスチャに基づくものであり
、また２Ｄ点の正しい位置を更新するために変位が生み出される。
【００８４】
　関節を検出してアノテーションを付けるために変形可能な統計的テンプレートが用いら
れたので、このテンプレートについての最適な適合から、関節形状のパラメータ化を定め
ることができる。したがって、関節の（テクスチャ情報を含む）形状を、正常な（すなわ
ち疾患に罹っていない）関節母集団の形状と比較することが可能であって、あるいは、長
期的研究における異なる時間点での形状パラメータの変化を、疾患の進行についての新た
な測定値として用いることができる。
【００８５】
　経過する時間に亘る特定の測定においては、医学的介入の存在下での、あるいは不在下
での、変化をマッピングすることができる。医学的介入の例は、ここにおいて、及び添付
の任意の請求項において、最も一般的な意味で「治療法」と呼ばれるものであり、これに
は薬剤の管理が含まれるのであるが、しかしながらそれに制限されるわけではない。
【００８６】
　半自動化された分析において、アプリケーションのユーザは、手の放射線写真上で関節
を指示するよう求められる。特定の点に基づいて関節の基本的な外観を最もよく説明する
ために、変形可能なテンプレートを用いて、画像における、そのテンプレートについての
最適な適合の検索がなされる。自動化された、及び半自動化された分析の両方において、
関節の縁には自動的にアノテーションが付される。
【００８７】
　１１８において、デジタル化された目標放射線写真が、最適に適合された統計的テンプ
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レートと比較され、そして、当該デジタル化された目標放射線写真と、最適に適合された
統計的テンプレートと間での差異が与えられる。幾つかの実施形態においては、目標画像
と、最適に適合された統計的テンプレートとの間での差異を用いて比較画像が作成される
。幾つかの事例において、比較画像とは、各々の画素が、目標あるいは入力画像と、合成
あるいはパラメータ化された画像とにおいて、ある領域における対応する画素の強度値を
比較する測定値を表すような、画像のことをいう。関節に対して、侵食であることと、侵
食ではないこととを各画素ベースで分類することにより、侵食見込みマップの可視化が可
能となるのであり、そして、侵食画素を列挙することにより、その関節に対する全体的な
侵食スコアが得られる。
【００８８】
　所定の画素について、局所的近傍から抽出された、ローカルテクスチャ及び／又は形状
を包含する特徴を、画素ごとに侵食と非侵食とを分類するプロセスへの入力として用いる
ことができる。そのような特徴抽出及び分類ステップを実行する方法は、非特許文献１４
において説明されている。
【００８９】
　各画素が正常であるか、あるいは侵食区域中の画素であるか、についてのベイジアン事
前確率を、分類ステップへの入力として用いることができる。そのような事前確率の推定
を医学的用途において実行するための方法は、非特許文献１５に説明されている。
【００９０】
　さまざまな関節形状とテクスチャ特徴との間の関係、及び関節に対する全体スコアを学
習する、関節全域に対する侵食スコアの分類子を用いることもできる。各画素ベースのア
プローチからの出力を、完全関節における、より高いレベルの侵食スコア分類子への入力
の一部として用いることが可能であるし、又は単純なピクセルごとの見込みの合計として
用いることもできる。あるいは、クラスタ化、グループ化、及び／又はフィルタリング技
法を侵食見込みマップに適用してもよい。２００３年４月３０日に出願され２００４年１
２月８日に公開された、英国特許出願ＧＢ２００３９８２１Ａが教示するとおり、分類結
果を組み合わせて、組合せ確率スコアを与えることも可能である。
【００９１】
　幾つかの実施形態においては、リウマチ性関節炎により引き起こされた損傷を指示する
１以上の測定値が、目標画像、及び最適に適合する統計的テンプレートの間の差異を用い
て与えられる。本発明の好ましい実施形態に従い、放射線写真から多数の測定値を抽出す
るために、既に説明したとおりの自動化されたアノテーションが用いられる。
【００９２】
　例えば、長期的研究におけるさまざまな時間点での最小関節腔幅（ｍＪＳＷ）の差異を
比較することにより、あるいは、他の関節のＪＳＷと比較することにより、任意のアノテ
ーションが付けられた関節中での、関節腔幅（ＪＳＷ）の狭小化を測定することができる
。図２に示すとおり、関節中、任意の位置におけるＪＳＷに対して、関節の一端から別の
一端への線に沿って、ＪＳＷ測定位置をパラメータ化することができるのであり、したが
って、長期的研究においてはさまざまな時間点でこの測定を比較することができる。手の
中手骨と指骨との配列を比較することによって亜脱臼の角度を測定することができるし、
関節のアノテーションにより定められる区域を測定することもできる。
【００９３】
　統計的テンプレートが、正常な手の骨格を表す放射線写真の例を用いて意図的に構築さ
れたため、形状及びグレースケールテクスチャの統計的テンプレートは、ＲＡに罹った患
者の手に存在する関節破壊（侵食）を完全に記述することができない。このような、正確
な記述の欠如は、図４－６において示されるとおり、統計的テンプレートにより作り出さ
れる再構築と比較した場合の、放射線画像のテクスチャにおける差異から明らかである。
モデルの再構築と画像とを比較する場合、グレースケールにおける顕著な残存差異を有す
る空間的に明瞭な画素のクラスタとして、その差異を分析することができる。その後、こ
れらクラスタをカウントするか積算して、各々の関節（又は手の全体）についての侵食ス
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コア、又は侵食数の測定値を作り出すことができる。
【００９４】
　コンピュータプログラム製品の実装
　開示された、リウマチ性関節炎を診断するための方法を、コンピュータシステムと共に
用いるためのコンピュータプログラム製品として実装することができる。そのような実装
には、コンピュータ読取可能な媒体（例えば、ディスケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、フ
ラッシュメモリ、あるいは固定ディスク等）のような有体媒体上に固定された、あるいは
コンピュータシステムへと、モデムを介して、あるいは、媒体を介してネットワークへと
接続された通信アダプタのような他のインターフェースデバイスを介して伝送可能な、コ
ンピュータ命令のシリーズを含むことができる。
【００９５】
　媒体は、有体媒体（例えば光学あるいはアナログ通信線）や、あるいは無線技術（例え
ばマイクロ波、赤外線、あるいは他の伝送技術）を用いて実装された媒体であってもよい
。コンピュータ命令のシリーズにより、ここにおいて前述した機能の全て、あるいは一部
がシステムに対して具体化される。当業者であれば、多くのコンピュータアーキテクチャ
、あるいはオペレーティングシステムと共に用いるために、そのようなコンピュータ命令
を多数のプログラミング言語で記述することが可能であると分かるであろう。
【００９６】
　さらに、そのような命令を、半導体、磁気、光学、あるいは他のメモリデバイスのよう
な任意のメモリデバイス内に記憶することが可能であるし、またそのような命令を、光学
、赤外線、マイクロ波、又は他の伝送技術のような任意の伝送技術を用いて伝送すること
が可能である。
【００９７】
　そのようなコンピュータプログラム製品を、取り外し可能な媒体として、印刷された、
又は電子的な付属文書と共に（例えば、パッケージソフトウェアとして）配布するという
ことが考えられるし、コンピュータシステムに（例えば、システムＲＯＭ上に、あるいは
固定ディスク上に）あらかじめロードしておくことや、あるいはネットワーク（例えば、
インターネット又はＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）を介してサーバ、又は電子掲示板か
ら配布するということも予測される。当然ながら、本発明の幾つかの実施形態を、ソフト
ウェア（例えばコンピュータプログラム製品）とハードウェアの両方の組合せとして実装
することができる。さらに、本発明の他の実施形態は、完全にハードウェアとして、ある
いは完全にソフトウェア（例えばコンピュータプログラム製品）として実装される。
【００９８】
　本発明のさまざまな実施形態は例示として与えられるのであり、これらは制限ではない
。
【００９９】
　説明された本発明の実施形態は、単なる例示として意図されたものであり、したがって
、多くのバリエーションや修正が当業者にとって明らかとなるであろう。例えば、手首、
膝、及び足を、関節腔狭小化、侵食、及び一般的な関節劣化に関し、併せてスコア付けす
る場合、自動化された、及び半自動化された方法を作り出すために、上記において論じた
ものと同様の技術を、手に加えて手首、膝、及び足の放射線写真へと適用することができ
る。
【０１００】
　同様の原理が、手、手首、膝、及び足についてのＣＴ画像、あるいは磁気共鳴映像（Ｍ
ＲＩ）にも当てはまる。例えば、手におけるリウマチ性関節炎の評価は、手の前頭面内切
断画像上で行われるのが最も一般的である。また、侵食は、さまざまなＭＲＩ連続画像内
でよく写るのであり、カウントすることができる。このコンテクストで現在用いられてい
るスコアリングシステムは、Ｏｕｔｃｏｍｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｓ　ｉｎ　Ｒｈｅｕｍａｔ
ｏｌｏｇｙ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｔｒｉａｌｓ　（ＯＭＥＲＡＣＴ）　Ｒｈｅｕｍａｔｏ
ｉｄ　Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ＭＲＩ　Ｓｃｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　（ＲＡＭＲＩＳ）
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である。そのようなバリエーション、及び修正は、全て本発明の範囲内であるよう意図さ
れている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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