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(57)【要約】
本明細書は、深層学習を統合して画像セグメンテーショ
ンを強化する技術を開示する。深層学習を用いたアトラ
スベースのセグメンテーションの例示的な方法は、解剖
学的特徴を識別するために対象画像に深層学習モデルを
適用するステップと、対象画像にアトラス画像を登録す
るステップと、深層学習のセグメンテーションデータを
用いて登録結果を改善するステップと、マッピングされ
たアトラスを生成するステップと、マッピングされたア
トラスを用いて対象画像の特徴を識別するステップとを
含む。深層学習を使用したアトラスベースのセグメンテ
ーションプロセスにおいて、訓練された機械学習分類器
を訓練して使用するための別の例示的な方法は、アトラ
ス画像に深層学習モデルを適用するステップと、深層学
習モデルを適用したデータを使用して機械学習モデル分
類器を訓練するステップと、対象画像の領域の構造ラベ
ルを推定するステップと、推定された構造ラベルを対象
画像のアトラスベースのセグメンテーションから生成さ
れたラベルと組み合わせることによって構造ラベルを定
義するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションを実行するためのコンピュータ実
装方法であって、
　前記方法は、
　対象画像に深層学習モデルを適用するステップであって、前記深層学習モデルは、前記
対象画像の解剖学的特徴を識別する深層学習セグメンテーションデータを生成するように
訓練されるステップと、
　アトラス画像を前記対象画像に登録するステップであって、前記アトラス画像には、前
記アトラス画像の解剖学的特徴を識別するアノテーションデータが関連付けられており、
前記登録することは、前記アトラス画像と前記対象画像との間の登録結果を改善するため
に前記深層学習セグメンテーションデータを使用するステップと、
　前記アトラス画像を前記対象画像に登録してマッピングされたアトラスを生成するステ
ップと、
　前記マッピングされたアトラスを用いて、前記対象画像の前記解剖学的特徴を識別する
ステップと
　を有する
　ことを特徴とするコンピュータ実装方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記登録するステップは、前記深層学習セグメンテーションデータを適用することによ
り前記アトラス画像と前記対象画像との間の登録結果を改善して、前記対象画像で識別さ
れた前記解剖学的特徴に基づいて初期の登録推定値または制約値を決定する
　ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、前記マッピングされた
アトラスは、複数のマッピングされたアトラスのうちの１つであり、
　前記方法は、
　前記複数のアトラス画像を前記対象画像に登録するステップであって、前記複数のアト
ラス画像には、前記それぞれのアトラス画像の前記解剖学的特徴を識別するそれぞれのア
ノテーションデータが関連付けられており、前記登録することは、前記複数のアトラス画
像と前記対象画像との間の登録結果を改善するために前記深層学習セグメンテーションデ
ータを使用するステップと、
　前記複数のアトラス画像を前記対象画像に登録して前記複数のマッピングされたアトラ
スを生成するステップであって、前記複数のマッピングされたアトラスは前記対象画像内
の前記解剖学的特徴のそれぞれの位置と境界を識別するステップと
　を更に有し、
　前記対象画像内の前記解剖学的特徴の識別することは、前記複数のマッピングされたア
トラスからの結果を組み合わせることを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法において、
　前記解剖学的特徴は、複数の解剖学的特徴のうちの１つであり、
　前記複数のマッピングされたアトラスから前記対象画像の前記解剖学的特徴を識別する
ステップは、
　前記複数のマッピングされたアトラスに基づいて、前記対象画像内の前記複数の解剖学
的特徴の構造ラベリングを実行することと、
　前記複数の解剖学的特徴の構造ラベリングに基づいて、前記対象画像の構造ラベルマッ
プを生成することと
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　を更に有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　前記深層学習モデルを前記アトラス画像に適用するステップであって、前記深層学習モ
デルは、前記アトラス画像内の前記解剖学的特徴を識別する追加の深層学習セグメンテー
ションデータを生成するように訓練されるステップを更に有し、
　前記アトラス画像を前記対象画像に登録するステップは、更に、前記追加の深層学習セ
グメンテーションデータを使用することを含み、前記追加の深層学習セグメンテーション
データが更に使用され、前記アトラス画像と前記対象画像との間で識別された前記解剖学
的特徴の前記登録結果を改善する
　ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　機械学習モデルを前記対象画像に適用するステップであって、前記機械学習モデルは前
記深層学習モデルの層からの特徴データに基づいて学習され、前記機械学習モデルは、解
剖学的構造の予測分類を示すための構造分類器を提供するステップと、
　前記解剖学的構造の予測分類から前記対象画像の分類器構造ラベルを生成するステップ
と
　を更に有し、
　前記解剖学的特徴を識別することは、前記アトラスベースのセグメンテーションからの
構造ラベルと前記機械学習モデルからの前記分類器構造ラベルを組み合わせて、前記対象
画像の構造ラベルマップを識別することを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、
　前記機械学習モデルは、ブーストドツリー（ＢＴ）、ランダムフォレスト（ＲＦ）、ま
たはサポートベクターマシン（ＳＶＭ）分類器である
　ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６記載の方法において、
　前記機械学習モデルは、前記アトラス画像からのアトラス特徴データ、前記アトラス画
像のマッピングから生成されたマッピングされたアトラス特徴データ、または、前記深層
学習モデルからのセグメンテーションラベルマップの変換のうちの少なくとも１つに基づ
いて更に訓練される
　ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、
　前記深層学習モデルは畳み込みニューラルネットワークであり、前記解剖学的特徴は３
次元画像セットからセグメンテーションされており、前記深層学習モデルは、セグメンテ
ーションラベルマップにおける前記解剖学的特徴のそれぞれのボクセルを分類する複数の
医用画像に基づいて学習される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法において、
　前記深層学習モデルを訓練するために使用される前記複数の医療画像は、それぞれの医
療施設からの画像を含み、前記それぞれの医療施設は、撮像および輪郭形成プロトコルの
バリエーションを利用して、前記複数の医用画像における前記解剖学的特徴を識別する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
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　深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションプロセスにおいて、訓練された機
械学習分類器を操作するためのコンピュータ実装方法であって、
　前記方法は、
　アトラス画像に深層学習モデルを適用するステップであって、前記深層学習モデルは、
前記アトラス画像内の複数の解剖学的構造の分析からデータを生成するために適合されて
いるステップと、
　前記深層学習モデルを適用して生成されたデータを使用して機械学習モデル分類器を訓
練するステップであって、前記機械学習モデル分類器は、前記アトラス画像内の前記解剖
学的構造を分類するために訓練されているステップと、
　前記訓練された機械学習モデル分類器を対象画像に適用して、前記対象画像のそれぞれ
の領域の分類を生成するステップと、
　前記対象画像の前記それぞれの領域の分類に基づいて、前記対象画像の前記それぞれの
領域の構造ラベルを推定するステップと、
　前記推定された構造ラベルを、前記対象画像のアトラスベースのセグメンテーションか
ら生成された構造ラベルと組み合わせることにより、前記対象画像の前記それぞれの領域
の構造ラベルを定義するステップと
　を有する
　ことを特徴とするコンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の方法において、
　前記深層学習モデルは、入力画像のセグメンテーションを実行するように訓練された畳
み込みニューラルネットワークを含み、前記深層学習モデルを適用して生成されたデータ
は、前記畳み込みニューラルネットワークの中間畳み込み層において前記入力画像を解析
して生成された特徴マップを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、
　前記方法は、
　前記対象画像に前記深層学習モデルを適用して生成されたセグメンテーションデータを
使用して、複数のアトラス画像を前記対象画像に登録し、
　前記複数のアトラス画像を前記対象画像に登録することに基づいて、前記対象画像上に
複数のマッピングされたアトラスを生成し、
　前記複数のマッピングされたアトラスから前記対象画像の前記構造ラベルを生成するこ
とにより、
　前記対象画像に対して前記アトラスベースのセグメンテーションを実行するステップを
更に有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の方法において、
　前記複数のマッピングされたアトラスから前記対象画像の前記構造ラベルを生成するこ
とは、前記複数のマッピングされたアトラスから示された複数のラベルに対してラベル精
製とラベル融合を行うことを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、前記機械学習モデル分
類器を訓練するステップは、前記複数のアトラス画像に前記深層学習モデルを適用して生
成されたセグメンテーション結果を使用して更に実行される
　ことを特徴とする方法。
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【請求項１６】
　請求項１１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、
　前記機械学習モデル分類器を訓練するステップは、前記複数のアトラス画像に前記深層
学習モデルを適用して生成されセグメンテーション特徴データを使用して更に実行される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１１記載の方法において、
　前記対象画像のそれぞれの領域の前記構造ラベルから前記対象画像のラベルマップを生
成するステップであって、前記ラベルマップは前記対象画像のそれぞれのセグメントを識
別し、前記対象画像の前記それぞれの領域は、複数のボクセルに対応するそれぞれの構造
ラベルを含むステップを更に有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　処理装置の回路により実行されたときに、前記回路に、請求項１１乃至１７のいずれか
１項に記載の方法を実行させる命令を含むことを特徴とする機械可読記憶媒体。
【請求項１９】
　深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションを実行するためのシステムであっ
て、
　前記システムは、
　少なくとも１つのプロセッサを含む処理回路と、
　前記少なくとも１つのプロセッサにより実行されたときに、前記プロセッサに、
　対象画像を取得するステップと、
　前記対象画像に深層学習モデルを適用するステップであって、前記深層学習モデルは、
前記対象画像の解剖学的特徴を識別する深層学習セグメンテーションデータを生成するよ
うに訓練されているステップと、
　前記対象画像にアトラス画像の登録を実行するステップであって、前記アトラス画像は
、前記アトラス画像内の解剖学的特徴を識別するアノテーションデータと関連付けられて
おり、前記登録することは、前記アトラス画像と前記対象画像との間の登録結果を改善す
るために前記深層学習セグメンテーションデータを使用するステップと、
　前記アトラス画像の前記対象画像への登録からマッピングされたアトラスを生成するス
テップと、
　前記マッピングされたアトラスを使用して、前記対象画像内の前記解剖学的特徴の識別
を実行するステップと
　を実行させる命令を含む記憶媒体と
　を有する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１９記載のシステムにおいて、
　前記登録することは、前記対象画像内で識別された前記解剖学的特徴に基づいて初期登
録推定値または制約値を決定するために前記深層学習セグメンテーションデータを適用す
ることにより、前記アトラス画像と前記対象画像との間の登録結果を改善する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　請求項１９記載のシステムにおいて、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、前記マッピングされた
アトラスは、複数のマッピングされたアトラスのうちの１つであり、
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記深層学習セグメンテーションデータを使用して、前記複数のアトラス画像を前記対
象画像に登録するステップであって、前記複数のアトラス画像は、前記それぞれのアトラ
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ス画像内の前記解剖学的特徴を識別するそれぞれのアノテーションデータに関連付けられ
ており、前記登録することは、前記複数のアトラス画像と前記対象画像との間の登録結果
を改善するために、前記深層学習セグメンテーションデータを使用するステップと、
　前記複数のアトラス画像の前記対象画像への登録から前記複数のマッピングされたアト
ラスを生成するステップであって、前記複数のマッピングされたアトラスは、前記対象画
像内の前記解剖学的特徴のそれぞれの位置および境界を識別し、前記対象画像の前記解剖
学的特徴の識別は、前記複数のマッピングされたアトラスからの結果を組み合わせること
を含むステップと
　を更に実行させる
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項２１記載のシステムにおいて、
　前記解剖学的特徴は、複数の解剖学的特徴のうちの１つであり、
　前記複数のマッピングされたアトラスから、前記対象画像内の前記解剖学的特徴を識別
することは、前記プロセッサに、
　前記複数のマッピングされたアトラスに基づいて、前記対象画像内の前記複数の解剖学
的特徴の構造ラベリングを実行するステップと、
　前記複数の解剖学的特徴の前記構造ラベリングに基づいて、前記対象画像の構造ラベル
マップを生成するステップと
　を実行させる
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２３】
　請求項１９記載のシステムにおいて、
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記深層学習モデルを前記アトラス画像に適用するステップであって、前記深層学習モ
デルは、前記アトラス画像内の前記解剖学的特徴を識別する追加の深層学習セグメンテー
ションデータを生成するために訓練されるステップを更に実行させ、
　前記アトラス画像を前記対象画像に登録することは、更に、前記追加の深層学習セグメ
ンテーションデータを使用することを含み、前記追加の深層学習セグメンテーションデー
タは、前記アトラス画像と前記対象画像の間の前記解剖学的特徴の前記登録結果を改善す
るために追加で使用される
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　請求項１９記載のシステムにおいて、
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記対象画像に機械学習モデルを適用するステップであって、前記機械学習モデルは、
前記深層学習モデルの層からの特徴データに基づいて訓練され、前記機械学習モデルは、
解剖学的構造の予測分類を示すための構造分類器を提供するステップと、
　前記解剖学的構造の前記予測分類から前記対象画像の分類器構造ラベルを生成するステ
ップと
　を実行させ、
　前記解剖学的特徴の識別は、前記アトラスベースのセグメンテーションからの前記構造
ラベルと前記機械学習モデルからの分類器の前記構造ラベルとを組み合わせて、前記対象
画像の構造ラベルマップを識別することを含み、
　前記機械学習モデルは、ブーストドツリー（ＢＴ）、ランダムフォレスト（ＲＦ）、ま
たはサポートベクターマシン（ＳＶＭ）分類器である
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　請求項１９記載のシステムにおいて、
　前記深層学習モデルは、畳み込みニューラルネットワークであり、前記深層学習モデル
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は、セグメンテーションラベルマップにおける前記解剖学的特徴のそれぞれのボクセルを
分類する複数の医用画像に基づいて訓練され、前記深層学習モデルを訓練するために使用
される前記複数の医用画像は、それぞれの医療施設からの画像を含み、前記それぞれの医
療施設は、撮像および輪郭形成プロトコルのバリエーションを利用して、前記複数の医用
画像における前記解剖学的特徴を識別する
　ことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権の主張）
　［０００１］
　本出願は、２０１８年２月１４日に出願された米国出願第１５／８９６，８９５号の優
先権の利益を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（技術分野）
　［０００２］
　本開示の実施形態は、一般に、医用画像（medical image）および人工知能処理技術（a
rtificial intelligence processing techniques）に関する。特に、本開示は、画像セグ
メンテーション（image segmentation）および構造ラベリング（structure labeling）ワ
ークフローにおける深層学習（ディープラーニング：deep learning）モデルの使用に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　［０００３］
　放射線治療または放射線手術では、治療計画は、通常、患者の医用画像に基づいて実行
され、医用画像中の標的容積（target volumes）および正常な重要臓器の境界線を必要と
する。このように、医用画像における様々な患者の解剖学的構造のセグメンテーションや
輪郭形成は、放射線治療計画のための必須かつ重要なステップであり、輪郭形成とセグメ
ンテーションは、手作業で行う場合には、最も面倒で時間のかかるステップの１つである
。
【０００４】
　［０００４］
　正確で自動化されたコンピュータベースの解剖学的構造のセグメンテーションまたは輪
郭形成は、最適な治療計画の設計および／または適応を大いに支援することができる。し
かし、医用画像の正確な自動セグメンテーションは、患者ごとに標的容積や重要臓器の形
状、サイズ、位置などの変形やばらつきがあるため、現在、困難な課題となっている。ア
トラスベースの自動セグメンテーション（atlas-based auto-segmentation）（例えば、
スウェーデンのストックホルムのエレクタＡＢ社によって製造されたＡＢＡＢ（登録商標
）で実装されている）は、このタスクに対処するために使用されてきた１つのアプローチ
であり、これは、アトラスベースのセグメンテーションは、関心のある構造がすでに識別
されラベル付けされたアトラスデータセットに事前のセグメンテーションを適用するから
である。
【０００５】
　［０００５］
　アトラスベースの自動セグメンテーション（atlas-based auto-segmentation）は、登
録ベース（レジストレーションベース）の自動セグメンテーション（registration-based
 auto-segmentation）とも呼ばれ、対象（被験者）の画像に対してアトラス登録（atlas-
registration）を行うことで画像のセグメンテーションを行い、その後にラベル融合（la
bel fusion）またはラベル精製（label refinement）を行います。アトラスベースの自動
セグメンテーションによるセグメンテーション結果の精度は、通常、適用される特定のア
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トラス登録方法に依存するが、複数のアトラスからのセグメンテーション結果を組み合わ
せたラベル融合法により、アトラスベースの自動セグメンテーションの精度も向上してい
る。さらに、これまでのいくつかのアプローチでは、機械学習ベースのセグメンテーショ
ン手法との統合を通じて、アトラスベースの自動セグメンテーションの精度を向上させる
ことが試みられてきた。例えば、出願人の先行特許出願、ハンシャオ（Xiao Han）に対す
る特許第９，１２２，９５０号として発行され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａ
ｔｕｓ　ｆｏｒ　ｌｅａｒｎｉｎｇ－ｅｎｈａｎｃｅｄ　ａｔｌａｓ－ｂａｓｅｄ　ａｕ
ｔｏ－ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ」と題された特許出願は、機械学習アルゴリズムを用い
て訓練された自動構造分類器を用いてアトラスベースのセグメンテーションの精度を向上
させるための技術に言及している。
【０００６】
　［０００６］
　新しい研究では、深層学習（deep learning）アプローチを用いてセグメンテーション
を行い、医用画像から様々な状態を識別することが示唆されている。深い畳み込みニュー
ラルネットワーク（ＣＮＮ）に基づく深層学習は、医用画像のセグメンテーション問題に
別の強力なアプローチをもたらす。既存のアトラスベースの自動セグメンテーション技術
と比較して、深層学習は、はるかに大規模な訓練データセットを使用して、構造のセグメ
ンテーションモデルを訓練し、操作することができる。しかし、深層学習にはいくつかの
重大な欠点があり、それがその普及を妨げている。深層学習モデルの訓練には通常非常に
時間がかかり、数日かかることもあり、通常はオフラインで実行される。しかし、一度深
層学習モデルが訓練されると、新しい画像にモデルを適用するのは非常に速く、多くの場
合、数分から数秒のオーダーで行うことができる。さらに、深層学習モデルは、一般的に
、数百または数千の画像のような大量の学習データを使用して学習された場合、より効果
的に動作する。このような訓練データの利用可能性は限られているかもしれないが、深層
学習モデルが大量の訓練データに容易に対応できることは、深層学習手法の主な利点とな
る。その結果、深層学習ＣＮＮを用いて画像のセグメンテーション演算を行うことを議論
する様々なアプローチが登場している。
【０００７】
　［０００７］
　画像のセグメンテーションを行うための主要な方法として深層学習を導入することがで
きなかった他の現実的な制限がある。第１に、特定のセグメンテーション特徴に対して正
確で有用な深層学習モデルを構築するために一般的に必要とされる大規模な訓練データの
セットは、蓄積したり管理したりするのが容易ではない。第２に、異なる医療施設では、
セグメンテーション内で異なる画像処理プロトコルおよび／または異なる輪郭処理プロト
コルを使用している可能性があり、その結果、ある医療施設のデータと手動での境界線を
使用して訓練されたモデルは、異なる医療施設のデータではうまく機能しないことがあり
、セグメンテーションの結果に偏りが生じることがある。第３に、深層学習モデルを訓練
することは、典型的には深い技術的専門知識を必要とするため、個人の医療利用者が個人
のデータセット上でモデルを再訓練したり、深層学習モデルを特定のニーズに適応させた
りすることは困難である。例えば、ユーザは、事前に訓練されたモデルから利用可能なも
のよりも多くの構造物を画像内でセグメンテーションする必要がある。その結果、深層学
習は、医用画像処理における解剖学的特徴の識別に有望と思われる様々な技術を提供して
きたが、多くの現実環境ではまだ成功裏に採用されていない。
【発明の概要】
【０００８】
　［０００８］
　本開示は、改善された自動セグメンテーション精度および解剖学的構造と特徴の識別を
達成するために、アトラスベースのセグメンテーション操作のワークフローに深層学習モ
デルおよびアプローチを統合するための手順を含む。本開示は、アトラスベースの自動セ
グメンテーションを組み込んだ放射線治療ワークフローに関連したセグメンテーションお
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よび深層学習操作の使用に関連したいくつかの例示的な実施例を含む。しかし、深層学習
モデルの使用とセグメンテーションの改善は、様々な診断、評価、および解釈の設定で使
用される他の医用画像ワークフローに組み込まれる可能性があることは明らかであろう。
【０００９】
　［０００９］
　一実施例において、深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションを実行するた
めの一実施形態は、対象画像に深層学習モデルを適用するステップであって、深層学習モ
デルは、対象画像の解剖学的特徴を識別する深層学習セグメンテーションデータを生成す
るように訓練されるステップと、アトラス画像を対象画像に登録するステップであって、
アトラス画像には、アトラス画像の解剖学的特徴を識別するアノテーションデータが関連
付けられており、登録することは、アトラス画像と対象画像との間の登録結果を改善する
ために深層学習セグメンテーションデータを使用するステップと、アトラス画像を対象画
像に登録してマッピングされたアトラスを生成するステップと、マッピングされたアトラ
スを用いて、対象画像の解剖学的特徴を識別するステップとを有する。
【００１０】
　［００１０］
　深層学習を用いたアトラスベースのセグメンテーションを実行する更なる一実施形態は
、登録を実行して、深層学習セグメンテーションデータを適用することによりアトラス画
像と対象画像との間の登録結果を改善して、対象画像で識別された解剖学的特徴に基づい
て初期の登録推定値または制約値を決定するステップと、複数のアトラス画像を対象画像
に登録して、複数のマッピングされたアトラスからの結果を組み合わせて、対象画像にお
ける解剖学的特徴のそれぞれの位置と境界を特定するステップと、複数のマッピングされ
たアトラスに基づいて、対象画像内の複数の解剖学的特徴の構造ラベリングを実行するス
テップと、複数の解剖学的特徴の構造ラベリングに基づいて、対象画像の構造ラベルマッ
プを生成するステップと、深層学習モデルをアトラス画像に適用して、アトラス画像内の
解剖学的特徴を識別する追加の深層学習セグメンテーションデータを生成し、アトラス画
像と対象画像との間で識別された解剖学的特徴の登録結果を改善するステップとを有する
。また、更なる一実施例において、深層学習モデルは、セグメンテーションラベルマップ
内の解剖学的特徴のそれぞれのボクセルを分類する複数の医用画像に基づいて訓練され、
深層学習モデルを訓練するために使用される複数の医療画像は、それぞれの医療施設から
の画像を含み、それぞれの医療施設は、撮像および輪郭形成プロトコルのバリエーション
を利用して、複数の医用画像における解剖学的特徴を識別する。
【００１１】
　［００１１］
　また、一実施例において、深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションプロセ
スにおいて、訓練された機械学習分類器ラベリングを定義して操作するための方法の一実
施形態は、アトラス画像に深層学習モデルを適用するステップであって、深層学習モデル
は、アトラス画像内の複数の解剖学的構造の分析からデータを生成するために適合されて
いるステップと、深層学習モデルを適用して生成されたデータを使用して機械学習モデル
分類器を訓練するステップであって、機械学習モデル分類器は、アトラス画像内の解剖学
的構造を分類するために訓練されているステップと、訓練された機械学習モデル分類器を
対象画像に適用して、対象画像のそれぞれの領域の分類を生成するステップと、対象画像
のそれぞれの領域の分類に基づいて、対象画像のそれぞれの領域の構造ラベルを推定する
ステップと、推定された構造ラベルを、対象画像のアトラスベースのセグメンテーション
から生成された構造ラベルと組み合わせることにより、対象画像のそれぞれの領域の構造
ラベルを定義するステップとを有する。
【００１２】
　［００１２］
　機械学習分類器の訓練および動作の更なる実施例は、畳み込みニューラルネットワーク
の中間畳み込み層において入力画像を分析して生成された特徴マップを構成する深層学習
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モデルを適用して生成されたデータを使用するステップと、対象画像に複数のアトラス画
像を登録し、対象画像に複数のアトラス画像を登録したことに基づいて、対象画像に複数
のマッピングされたアトラスを生成し、複数のマッピングされたアトラスから対象画像の
構造ラベルを生成するステップと、複数のマッピングされたアトラスから示された複数の
ラベルに対してラベル精製とラベル融合を行うステップと、複数のアトラス画像に深層学
習モデルを適用して得られたセグメンテーション結果を使用して機械学習モデル分類器を
訓練するステップと、複数のアトラス画像に深層学習モデルを適用して生成されセグメン
テーション特徴データを使用して機械学習モデルの分類器を訓練するステップと、ラベル
マップは対象画像のそれぞれのセグメントを識別し、対象画像のそれぞれの領域は、複数
のボクセルに対応するそれぞれの構造ラベルを含むステップとを有する。
【００１３】
　［００１３］
　本明細書に記載された例は、様々な実施形態で実施することができる。例えば、一実施
形態は、処理ハードウェア（例えば、プロセッサまたは他の処理回路）およびそこに具現
化された命令を含むメモリハードウェア（例えば、記憶装置または揮発性メモリ）を含む
コンピューティングデバイスを含み、そのような命令は、処理ハードウェアによって実行
されると、コンピューティングデバイスに、これらの技術およびシステム構成のための電
子的な操作を実装、実行、または調整することを引き起こす。本明細書で論じられる別の
実施形態は、機械可読媒体または他の記憶装置によって具現化されるようなコンピュータ
プログラム製品を含み、それは、これらの技術およびシステム構成のための電子的操作を
実施、実行、または調整するための命令を提供する。本明細書で論じられる別の実施形態
は、これらの技術およびシステム構成のための電子的操作を実施、実行、または調整する
ために、コンピューティングデバイスの処理ハードウェア上で操作可能な方法を含む。
【００１４】
　［００１４］
　更なる実施形態において、上述した電子的操作の態様を実施する論理、命令、または命
令は、デスクトップまたはノートブック型パーソナルコンピュータ、タブレット、ネット
ブック、スマートフォンのようなモバイルデバイス、クライアント端末、およびサーバー
ホストマシンインスタンスのようなコンピューティングシステム用の任意の数のフォーム
ファクタを含む、分散型または集中型コンピューティングシステムで提供することができ
る。本明細書で議論される別の実施形態は、本明細書で議論される技術を、そのような技
術の機能を実行するためのそれぞれの手段を有する装置を含む、プログラムされた論理、
ハードウェア構成、または特殊なコンポーネントまたはモジュールの他の形態に組み込む
ことを含む。このような技術の機能を実装するために使用されるそれぞれのアルゴリズム
は、上述した電子的操作の一部または全部のシーケンス、または添付の図面および以下の
詳細な説明に描かれている他の側面を含むことができる。
【００１５】
　［００１５］
　以上の発明の概要は、本特許出願の主題の概要を提供することを目的としている。それ
は、本発明の排他的または網羅的な説明を提供することを意図したものではない。詳細な
説明には、本特許出願についての更なる情報を提供することを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　［００１６］
　必ずしも縮尺で描かれていない図面において、同様の数字は、いくつかの図面に通して
実質的に類似した構成要素を示している。異なる文字の接尾辞を持つ数字は、実質的に類
似した構成要素の異なる例を表す。図面は、例示の方法で、本明細書で論じられている様
々な実施形態を一般的に示しているが、これに限定されるものではない。
【００１７】
　［００１７］
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【図１】図１は、画像のセグメンテーション処理を実行するために適応された例示的な放
射線治療システムを示す。
【００１８】
　［００１８］
【図２】図２は、例示的な画像誘導型放射線治療装置を示す。
【００１９】
　［００１９］
【図３】図３は、深層学習モデルの動作の例示的なフロー図である。
【００２０】
　［００２０］
【図４】図４は、画像セグメンテーションのための例示的な畳み込みニューラルネットワ
ークモデルを示す。
【００２１】
　［００２１］
【図５】図５は、深層学習のセグメンテーションデータを使用するためのアトラス登録プ
ロセスの例示的なデータフローを示す。
【００２２】
　［００２２］
【図６】図６は、深層学習に支援されたアトラスベースセグメンテーションを実行するた
めの例示的な操作のフローチャートを示す。
【００２３】
　［００２３］
【図７】図７は、深層学習セグメンテーションの特徴データを使用するために適応された
機械学習モデルの訓練プロセスにおける例示的なデータフローを示す。
【００２４】
　［００２４］
【図８】図８は、深層学習セグメンテーションの特徴データの使用に適応した機械学習モ
デル分類プロセスにおける例示的なデータフローを示す。
【００２５】
　［００２５］
【図９】図９は、機械学習分類器を使用した深層学習に支援されたアトラスベースセグメ
ンテーションを実行するための例示的な操作のフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　［００２６］
　以下の詳細な説明では、本発明の一部を形成する添付の図面を参照し、本発明が実施さ
れ得る特定の実施形態を図示している。本明細書で「実施例」とも呼ばれるこれらの実施
形態は、当業者が本発明を実施することを可能にするのに十分に詳細に記載されており、
実施形態を組み合わせてもよく、他の実施形態を利用してもよく、本発明の範囲から逸脱
することなく構造的、論理的、電気的な変更を行ってもよいことが理解されよう。したが
って、以下の詳細な説明は、限定的な意味で取られるものではなく、本発明の範囲は、添
付の特許請求の範囲およびその等価物によって定義される。
【００２７】
　［００２７］
　本開示は、画像セグメンテーションプロセスの動作を改善するための様々な技術を含み
、画像セグメンテーションに対する手動（例えば、人間による支援または人間による誘導
）および従来のアトラスベースまたは人工知能ベースのアプローチよりも技術的な利点を
提供する態様で含む。これらの技術的な利点には、出力を生成するための処理時間の短縮
、画像解析および可視化操作の効率化、およびそれに伴う画像セグメンテーションのワー
クフロー活動を行うための処理、メモリおよびネットワークリソースの改善が含まれる。
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これらの改善された画像セグメンテーションワークフローアクティビティは、撮像ベース
の医療治療および診断動作に使用される様々な医用画像処理活動、およびそれに付随して
、そのような治療および診断動作を支援するためのデータを管理する情報システムおよび
人工知能環境に適用することができる。
【００２８】
　［００２８］
　本明細書でさらに議論されるように、深層学習モデルの以下の用途および展開は、アト
ラスベースのセグメンテーションワークフローにおいて、アトラス画像を対象画像に登録
することから生成される登録結果の精度および有用性の向上を可能にする。深層学習セグ
メンテーションデータは、アトラス登録内の１つまたはそれ以上の解剖学的特徴のマッピ
ングを改善するために、元のアトラスおよび対象画像データを超えた追加情報を提供する
。画像（強度）データのみに基づく画像登録は困難な問題であり、画像データの曖昧さや
ノイズのために局所的な準最適解が多く存在する。深層学習モデルから生成されたセグメ
ンテーション結果は、登録計算と特徴識別の両方において、セグメンテーションワークフ
ローを改善したソリューションに導くのに役立つ追加情報と制約を提供する。
【００２９】
　［００２９］
　図１は、画像のセグメンテーション処理を実行するように適応された例示的な放射線治
療システムを示す。この画像セグメンテーション処理は、撮影された医用画像データの特
定の側面に基づいて、放射線治療システムが患者に放射線治療を提供することを可能にす
るために実行される。放射線治療システムは、セグメンテーション処理ロジック１２０を
提供する画像処理計算システム１１０を含む。画像処理計算システム１１０は、ネットワ
ーク（図示せず）に接続することができ、そのようなネットワークは、インターネットに
接続することができる。例えば、ネットワークは、画像処理計算システム１１０を、１つ
またはそれ以上の医療情報源（例えば、放射線学情報システム（ＲＩＳ）、医療記録シス
テム（例えば、電子カルテ（ＥＭＲ）／電子健康記録（ＥＨＲ）システム）、腫瘍学情報
システム（ＯＩＳ））、１つそれ以上の画像データソース１５０、画像取得装置１７０、
および治療装置１８０（例えば、放射線治療装置）と接続することができる。一実施例と
して、画像処理計算システム１１０は、治療装置１８０によって使用される放射線治療計
画を生成し、カスタマイズするための操作の一部として、セグメンテーション処理ロジッ
ク１２０からの命令またはデータを実行することによって、画像セグメンテーション操作
を実行するように構成することができる。
【００３０】
　［００３０］
　画像処理計算システム１１０は、処理回路１１２と、メモリ１１４と、記憶装置１１６
と、ユーザインターフェース１４０と、通信インターフェースのような他のハードウェア
およびソフトウェア操作可能な機能を含むことができる。記憶装置１１６は、オペレーテ
ィングシステムや、放射線治療計画（例えば、元の治療計画、適応された治療計画など）
、ソフトウェアプログラム（例えば、放射線治療計画ソフトウェア、深層学習モデル、機
械学習モデル、ニューラルネットワークのような人工知能実装。など）、および処理回路
１１２によって実行される他の任意のコンピュータ実行可能な命令を記憶することができ
る。
【００３１】
　［００３１］
　一実施例では、処理回路１１２は、マイクロプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、グ
ラフィックス処理装置（ＧＰＵ）、加速処理装置（ＡＰＵ）のような１つまたはそれ以上
の汎用処理装置のような処理装置を含むことができる。より具体的には、処理回路１１２
は、複雑命令セットコンピューティング（ＣＩＳＣ）マイクロプロセッサ、縮小命令セッ
トコンピューティング（ＲＩＳＣ）マイクロプロセッサ、超長命令語（ＶＬＩＷ）マイク
ロプロセッサ、他の命令セットを実装するプロセッサ、または命令セットの組み合わせを
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実装するプロセッサであってもよい。また、処理回路１１２は、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロセ
ッサ（ＤＳＰ）、システムオンチップ（ＳｏＣ）などの１つまたはそれ以上の特定用途処
理装置（special-purpose processing device）により実装されてもよい。当業者には理
解されるであろうが、いくつかの例では、処理回路１１２は、汎用プロセッサではなく、
特殊用途プロセッサであってもよい。処理回路１１２は、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）によっ
て製造されたＰｅｎｔｉｕｍ（登録商標）、Ｃｏｒｅ（登録商標）、Ｘｅｏｎ（登録商標
）、またはＩｔａｎｉｕｍ（登録商標）ファミリー、ＡＭＤ（登録商標）によって製造さ
れたＴｕｒｉｏｎ（登録商標）、Ａｔｈｌｏｎ（登録商標）、Ｓｅｍｐｒｏｎ（登録商標
）、Ｏｐｔｅｒｏｎ（登録商標）、ＦＸ（登録商標）、Ｐｈｅｎｏｎ（登録商標）ファミ
リー、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓによって製造された様々なプロセッサのいずれ
かのような１つまたはそれ以上の既知の処理装置を含むことができる。また、処理回路１
１２は、Ｎｖｉｄｉａ（登録商標）によって製造されたＧｅＦｏｒｃｅ（登録商標）、Ｑ
ｕａｄｒｏ（登録商標）、Ｔｅｓｌａ（登録商標）ファミリー、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）
によって製造されたＧＭＡ、Ｉｒｉｓ（登録商標）ファミリー、またはＡＭＤ（登録商標
）によって製造されたＲａｄｅｏｎ（登録商標）ファミリーのような、グラフィック処理
ユニットを含むことができる。また、処理回路１１２は、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）によっ
て製造されたＸｅｏｎ　Ｐｈｉ（登録商標）ファミリーのような、加速処理ユニットを含
むことができる。開示された実施形態は、本明細書に開示された方法を実行するために、
大量のデータを特定し、分析し、維持し、生成し、および／または提供し、またはそのよ
うなデータを操作するというコンピューティング要求を満たすように構成された任意のタ
イプのプロセッサ（複数可）に限定されるものではない。さらに、「プロセッサ」という
用語は、１つまたはそれ以上のプロセッサ、例えば、マルチコア設計または複数のプロセ
ッサのそれぞれがマルチコア設計を有するプロセッサを含むことができる。処理回路１１
２は、メモリ１１４に記憶され、記憶装置１１６からアクセスされるコンピュータプログ
ラム命令のシーケンスを実行して、以下でより詳細に説明する様々な操作、プロセス、方
法を実行することができる。
【００３２】
　［００３２］
　メモリ１１４は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、相変化ランダムアクセスメモリ（Ｐ
ＲＡＭ）、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、フラッシュメモリ、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）のようなダイナミ
ックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、電気的に消去可能なプログラム可能な読み取
り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、スタティックメモリ（例えば、フラッシュメモリ、フラ
ッシュディスク、スタティックランダムアクセスメモリ）、および、キャッシュ、レジス
タ、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）、またはその他の光学式ストレージ、カセットテープ、その他の磁気記憶装置
のようなその他のタイプのランダムアクセスメモリ、のような非一時的なコンピュータ可
読媒体、または、画像、データ、または、処理回路１１２または他の任意のタイプのコン
ピューティング装置によりアクセスすることができるコンピュータ実行可能命令（例えば
、任意の形式で格納されている）を含む情報を格納するために使用できる他の任意の非一
時的媒体を含むことができる。例えば、コンピュータプログラム命令は、処理回路１１２
によってアクセスされ、ＲＯＭ、または他の任意の適切なメモリロケーションから読み出
され、処理回路１１２によって実行されるようにＲＡＭにロードされ得る。
【００３３】
　［００３３］
　記憶装置１１６は、本明細書に記載された方法論または機能（様々な例では、セグメン
テーション処理ロジック１２０およびユーザインターフェース１４０を含む）のうちの任
意の１つまたはそれ以上の方法論または機能を具現化または利用する命令およびデータ構
造（例えば、ソフトウェア）の１つまたはそれ以上のセットが記憶されている機械読み取
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り可能媒体を含む駆動装置を構成することができる。命令は、また、画像処理計算システ
ム１１０による実行中に、メモリ１１４内および／または処理回路１１２内に、完全にま
たは少なくとも部分的に存在してもよく、メモリ１１４および処理回路１１２は、また、
機械読み取り可能な媒体を構成してもよい。
【００３４】
　［００３４］
　メモリ装置１１４および記憶装置１１６は、非一時的コンピュータ可読媒体を構成して
もよい。例えば、メモリ装置１１４および記憶装置１１６は、コンピュータ可読媒体に１
つまたはそれ以上のソフトウェアアプリケーションのための命令を格納またはロードする
ことができる。メモリ装置１１４および記憶装置１１６に記憶またはロードされたソフト
ウェアアプリケーションは、例えば、一般的なコンピュータシステム用のオペレーティン
グシステムおよびソフトウェア制御装置用のオペレーティングシステムを含み得る。また
、画像処理計算システム１１０は、セグメンテーション処理ロジック１２０およびユーザ
インターフェース１４０を実装するためのソフトウェアコードからなる様々なソフトウェ
アプログラムを動作させることができる。さらに、メモリ装置１１４および記憶装置１１
６は、処理回路１１２によって実行可能なソフトウェアアプリケーション全体、ソフトウ
ェアアプリケーションの一部、またはソフトウェアアプリケーションに関連付けられたコ
ードまたはデータを記憶またはロードすることができる。更なる実施例では、メモリ装置
１１４および記憶装置１１６は、１つまたはそれ以上の放射線治療計画、撮像データ、セ
グメンテーションデータ、人工知能モデルデータ、ラベルおよびマッピングデータなどを
記憶し、ロードし、操作することができる。ソフトウェアプログラムは、記憶装置１１６
およびメモリ１１４だけでなく、ハードドライブ、コンピュータディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＤＶＤ、ＨＤ、ブルーレイＤＶＤ、ＵＳＢフラッシュドライブ、ＳＤカード、メモリス
ティック、または他の適切な媒体のような取り外し可能なコンピュータ媒体に格納するこ
とができ、また、そのようなソフトウェアプログラムは、ネットワークを介して通信また
は受信することができると考えられる。
【００３５】
　［００３５］
　図示されていないが、画像処理計算システム１１０は、通信インターフェース、ネット
ワークインターフェースカード、および通信回路を含むことができる。例示的な通信イン
ターフェースは、例えば、ネットワークアダプタ、ケーブルコネクタ、シリアルコネクタ
、ＵＳＢコネクタ、パラレルコネクタ、高速データ伝送アダプタ（例えば、ファイバ、Ｕ
ＳＢ　３．０、サンダーボルトなど）、無線ネットワークアダプタ（例えば、ＩＥＥＥ　
８０２．１１／Ｗｉ－Ｆｉアダプタなど）、通信アダプタ（例えば、３Ｇ、４Ｇ／ＬＴＥ
、５Ｇ、ネットワークなどと通信するためのもの）などを含むことができる。このような
通信インターフェースは、機械がネットワークを介して、遠隔地に配置された構成要素の
ような他の機械および装置と通信することを可能にする、１つまたはそれ以上のデジタル
および／またはアナログ通信装置を含むことができる。ネットワークは、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、無線ネットワーク、クラウドコンピューティング環境（例えば
、サービスとしてのソフトウェア、サービスとしてのプラットフォーム、サービスとして
のインフラストラクチャなど）、クライアントサーバー、広域ネットワーク（ＷＡＮ）な
どの機能を提供することができる。例えば、ネットワークは、他のシステム（追加の画像
処理計算システムまたは医用画像処理または放射線治療操作に関連する画像ベースのコン
ポーネントを含む）を含み得るＬＡＮまたはＷＡＮであってもよい。
【００３６】
　［００３６］
　一実施例では、画像処理計算システム１１０は、記憶装置１１６およびメモリ１１４上
でホスティングするために、画像データソース１５０から画像データ１６０を取得するこ
とができる。一実施例では、画像処理計算システム１１０上で動作するソフトウェアプロ
グラムは、擬似ＣＴ画像のような合成画像を生成することによって、あるフォーマット（
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例えば、ＭＲＩ）の医用画像を別のフォーマット（例えば、ＣＴ）に変換することができ
る。別の実施例では、ソフトウェアプログラムは、対応する画像ボクセルおよび線量ボク
セルが適切に関連付けられるように、患者の医用画像（例えば、ＣＴ画像またはＭＲ画像
）を、その患者の放射線治療の線量分布（例えば、画像としても表される）に登録または
関連付けることができる。更に別の実施例では、ソフトウェアプログラムは、符号付き距
離関数または画像情報のいくつかの側面を強調する画像の処理済みバージョンのような患
者画像の機能を代替することができる。このような機能は、エッジやボクセルテクスチャ
の違い、または他の構造的な側面を強調する場合がある。別の実施例では、ソフトウェア
プログラムは、医用画像内で、解剖学的特徴、セグメント化された特徴、または投与また
は治療情報の一部の側面を可視化、非可視化、強調、または非強調することができる。記
憶装置１１６およびメモリ１１４は、画像データ１６０、患者データ、および放射線治療
計画および関連するセグメンテーション操作を作成および実施するために必要な他のデー
タを含む、これらの目的を実行するためのデータを記憶し、ホストすることができる。
【００３７】
　［００３７］
　処理回路１１２は、メモリ１１４および記憶装置１１６に通信的に結合されることがで
き、処理回路１１２は、メモリ１１４または記憶装置１１６のいずれかから、そこに記憶
されたコンピュータ実行可能命令を実行するように構成される。処理回路１１２は、画像
データ１６０からの医用画像をメモリ１１４内で受信または取得し、セグメンテーション
処理ロジック１２０を用いて処理するように命令を実行することができる。例えば、画像
処理計算システム１１０は、通信インターフェースおよびネットワークを介して、画像取
得装置１７０または画像データソース１５０から画像データ１６０を受信して、記憶装置
１１６に格納またはキャッシュすることができる。また、処理回路１１２は、メモリ１１
４または記憶装置１１６に記憶された医用画像を、別のデータベースまたはデータストア
（例えば、医療施設データベース）に通信インターフェースを介して送信または更新する
ことができる。いくつかの実施例では、１つまたはそれ以上のシステムは、本明細書に記
載された実施形態を協調的に実行するためにネットワークを使用する分散コンピューティ
ング／シミュレーション環境を形成することができる。また、このようなネットワークは
、インターネットに接続して、インターネット上に遠隔地に存在するサーバーやクライア
ントと通信することができる。
【００３８】
　［００３８］
　更なる実施例では、処理回路１１２は、画像データ１６０および他の患者データととも
にソフトウェアプログラム（例えば、治療計画ソフトウェア）を利用して、放射線治療計
画を作成することができる。一実施例では、画像データ１６０は、アトラス情報、または
患者の解剖学的領域、臓器、または関心のあるセグメンテーションデータの体積に関連す
るデータのような他の情報を含み得る。患者データは、（１）機能的臓器モデルデータ（
例えば、直列対並列臓器、適切な線量反応モデルなど）、（２）放射線量データ（例えば
、線量ボリュームヒストグラム（ＤＶＨ）情報）、または（３）患者および治療経過に関
する他の臨床情報（例えば、他の手術、化学療法、以前の放射線療法など）のような情報
を含み得る。更なる実施例では、アトラスデータは、患者、患者のセット、手順または治
療の種類、手順または治療のセット、画像取得装置、医療施設、またはそのようなものに
固有の解剖学的特徴のセグメンテーションまたはラベリングを提供する。
【００３９】
　［００３９］
　さらに、処理回路１１２は、ソフトウェアプログラムを利用して、例えば、ニューラル
ネットワークモデル、機械学習モデル、アトラスセグメンテーションワークフロー、また
は画像データ１６０のセグメンテーションに関与する他の態様により使用される更新され
たパラメータなどの中間データを生成することができる。更に、そのようなソフトウェア
プログラムは、本明細書でさらに記述されている技術を用いて、セグメンテーション処理
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ロジック１２０を利用してセグメンテーションワークフロー１３０を実施することができ
る。処理回路１１２は、その後、実行可能な放射線治療計画を、通信インターフェースお
よびネットワークを介して治療装置１８０に送信することができ、そこでは、放射線治療
計画が、セグメンテーションワークフローの結果により、治療装置を介して患者を放射線
で治療するために使用される。ソフトウェアプログラムおよびセグメンテーションワーク
フロー１３０の他の出力および使用は、画像処理計算システム１１０の使用と共に発生し
得る。
【００４０】
　［００４０］
　本明細書（例えば、図３および図４を参照して議論されるディープラーニング処理、お
よび図５乃至図９を参照して議論されるセグメンテーション処理を参照）で議論されるよ
うに、処理回路１１２は、画像のセグメンテーション、機械学習、ディープラーニング、
ニューラルネットワーク、および自動処理および人工知能の他の態様を含む機能を実装す
るために、セグメンテーション処理ロジック１２０を呼び出すソフトウェアプログラムを
実行することができる。例えば、処理回路１１２は、医用画像の特徴を訓練し、輪郭付け
し、ラベル付けし、または分析するソフトウェアプログラムを実行することができ、その
ようなソフトウェアは、実行されると、境界検出器を訓練する、または形状辞書を利用す
ることができる。
【００４１】
　［００４１］
　一実施例では、画像データ１６０は、１つまたはそれ以上のＭＲＩ画像（例えば、２Ｄ
ＭＲＩ、３ＤＭＲＩ、２ＤストリーミングＭＲＩ、４ＤＭＲＩ、４Ｄボリューメトリック
ＭＲＩ、４ＤシネＭＲＩなど）、機能的ＭＲＩ画像（例えば、ｆＭＲＩ、ＤＣＥ－ＭＲＩ
、拡散ＭＲＩ）、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）画像（例えば、２ＤＣＴ、コーンビーム
ＣＴ、３ＤＣＴ、４ＤＣＴ）、超音波画像（例えば、２Ｄ超音波、３Ｄ超音波、４Ｄ超音
波）、陽電子放出断層撮影（ＰＥＴ）画像、Ｘ線画像、透視画像、放射線治療ポータル画
像、シングルフォトエミッションコンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）画像、コンピュー
タで生成された合成画像（例えば、疑似ＣＴ画像）などを含み得る。更に、画像データ１
６０は、医用画像処理データ、例えば、トレーニング画像、およびグラウンドトゥルース
画像、等高線画像、および線量画像を含むことができる、または関連付けられている。一
実施例では、画像データ１６０は、画像取得装置１７０から受信され、１つまたはそれ以
上の画像データソース１５０（例えば、ＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＶＮＡ（Ｖｅｎｄｏｒ　Ｎｅ
ｕｔｒａｌ　Ａｒｃｈｉｖｅ）、医療記録または情報システム、データウェアハウスなど
）に格納することができる。したがって、画像取得装置１７０は、ＭＲＩ撮像装置、ＣＴ
撮像装置、ＰＥＴ撮像装置、超音波撮像装置、透視装置、ＳＰＥＣＴ撮像装置、リニアア
クセラレータとＭＲＩ撮像装置を一体化したもののような、患者の医用画像を取得するた
めの他の医用画像取得装置を含み得る。画像データ１６０は、画像取得装置１７０および
画像処理計算システム１１０が、開示された実施形態による動作を実行するために使用す
ることができる、任意のタイプのデータまたは任意のタイプのフォーマット（例えば、Ｄ
ＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　
ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）フォーマット）で受信され、格納することができる。
【００４２】
　［００４２］
　例示的な実施形態では、画像取得装置１７０は、単一の装置（例えば、リニア加速器と
組み合わせたＭＲＩ装置、「ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃ」とも呼ばれる）として治療装置１８０
と一体化することができる。このようなＭＲＩ－Ｌｉｎａｃは、例えば、患者における標
的臓器の位置または標的腫瘍の位置を決定するために使用することができ、これにより、
放射線治療の治療計画に従って放射線治療を所定の標的に正確に指示することができる。
例えば、放射線治療計画は、各患者に適用される特定の放射線量に関する情報を提供する
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ことができる。また、放射線治療計画には、他の放射線治療情報、例えば、ビーム角度、
線量－ヒストグラム－ボリューム情報、治療中に使用する放射線ビームの数、ビーム当た
りの線量などを含めることができる。
【００４３】
　［００４３］
　画像処理計算システム１１０は、ネットワークを介して外部データベースと通信して、
画像処理および放射線治療操作に関連する複数の様々なタイプのデータを送受信すること
ができる。例えば、外部データベースは、治療装置１８０、画像取得装置１７０、または
放射線治療または医療処置に関連する他の機械に関連する情報である機械データを含み得
る。機械データ情報は、放射線ビームサイズ、アーク配置、ビームのオンオフ時間、機械
パラメータ、セグメント、マルチリーフコリメータ（ＭＬＣ）構成、ガントリ速度、ＭＲ
Ｉパルスシーケンスなどを含み得る。外部データベースは、記憶装置であり得て、適切な
データベース管理ソフトウェアプログラムを備えることができる。更に、そのようなデー
タベースまたはデータソースは、中央または分散的に配置された複数のデバイスまたはシ
ステムを含むことができる。
【００４４】
　［００４４］
　画像処理計算システム１１０は、処理回路１１２およびメモリ１１４に通信的に結合さ
れた１つまたはそれ以上の通信インターフェースを使用して、ネットワークを介して、デ
ータを収集し、取得し、他のシステムと通信することができる。例えば、通信インターフ
ェースは、画像処理計算システム１１０と放射線治療システム構成要素との間の通信接続
を提供することができる（例えば、外部装置とのデータ交換を可能にする）。例えば、通
信インターフェースは、いくつかの実施例では、ユーザインターフェース１４０に接続す
るため、出力装置１４２または入力装置１４４からの適切なインターフェース回路を有す
ることができ、これは、ユーザが放射線治療システムに情報を入力するハードウェアキー
ボード、キーパッド、またはタッチスクリーンであってもよい。
【００４５】
　［００４５］
　一実施例として、出力装置１４２は、ユーザインターフェース１４０の表現と、医用画
像の１つまたはそれ以上の態様、可視化、または表現を出力するディスプレイ装置を含む
ことができる。出力装置１４２は、医用画像、インターフェース情報、治療計画パラメー
タ（例えば、輪郭、線量、ビーム角、ラベル、地図など）の治療計画、標的、標的の定位
および／または標的の追跡、または任意の関連情報をユーザに表示する１つまたはそれ以
上のディスプレイ画面を含むことができる。ユーザインターフェース１４０に接続された
入力装置１４４は、ユーザが放射線治療システムに情報を入力することができる、キーボ
ード、キーパッド、タッチスクリーン、または任意のタイプのデバイスであってもよい。
または、出力装置１４２、入力装置１４４、およびユーザインターフェース１４０の機能
は、スマートフォンまたはタブレットコンピュータ、例えば、アップル社製のｉＰａｄ（
登録商標）、Ｌｅｎｏｖｏ社製のＴｈｉｎｋｐａｄ（登録商標）、サムソン社製のＧａｌ
ａｘｙ（登録商標）のような単一のデバイスに組み込むことができる。
【００４６】
　［００４６］
　更に、放射線治療システムの任意のおよびすべての構成要素は、仮想マシンとして（例
えば、ＶＭＷａｒｅ、Ｈｙｐｅｒ－Ｖなどの仮想化プラットフォームを介して）実装する
ことができる。例えば、仮想マシンは、ハードウェアとして機能するソフトウェアである
ことができる。したがって、仮想マシンは、少なくとも１つまたはそれ以上の仮想プロセ
ッサ、１つまたはそれ以上の仮想メモリ、およびハードウェアとして共に機能する１つま
たはそれ以上の仮想通信インターフェースを含むことができる。例えば、画像処理計算シ
ステム１１０、画像データソース１５０、または同様の構成要素は、仮想マシンとして、
またはクラウドベースの仮想化環境内で実装されてもよい。
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【００４７】
　［００４７］
　セグメンテーション処理ロジック１２０または他のソフトウェアプログラムは、コンピ
ューティングシステムが画像データソース１５０と通信して、メモリ１１４および記憶装
置１１６に画像を読み込んだり、メモリ１１４または記憶装置１１６から画像データソー
ス１５０に画像または関連データを格納したり、画像データソース１５０との間で画像デ
ータソース１５０と通信したりすることができる。例えば、画像データソース１５０は、
画像取得装置１７０を介して１人またはそれ以上の患者から得られた画像データ１６０内
の画像セットから、画像データソース１５０がホストする複数の画像（例えば、３ＤＭＲ
Ｉ、４ＤＭＲＩ、２ＤＭＲＩスライス画像、ＣＴ画像、２Ｄ透視画像、Ｘ線画像、ＭＲス
キャンまたはＣＴスキャンからの生データ、ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎ
ｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）メタデータなど
）を格納して提供するように構成することができる。また、画像データソース１５０また
は他のデータベースは、セグメンテーション処理ロジック１２０がセグメンテーション演
算を行うソフトウェアプログラムを実行する際、または放射線治療計画を作成する際に使
用するデータを格納することができる。さらに、各種データベースは、訓練された深層学
習ニューラルネットワーク、画像アトラス、または機械学習モデルによって生成されたデ
ータであり、ネットワークによって学習されたモデルを構成するネットワークパラメータ
と、その結果得られる予測データとを含むデータを格納することができる。したがって、
画像処理計算システム１１０は、治療または診断操作の一部として画像セグメンテーショ
ンを実行することに関連して、画像データソース１５０、画像取得装置１７０、治療装置
１８０（例えば、ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃ）、または他の情報システムから画像データ１６０
（例えば、２ＤＭＲＩスライス画像、ＣＴ画像、２Ｄ透視画像、Ｘ線画像、３ＤＭＲＩ画
像、４ＤＭＲＩ画像など）を取得および／または受信することができる。
【００４８】
　［００４８］
　画像取得装置１７０は、関心領域（例えば、標的臓器、標的腫瘍、またはその両方）に
対する患者の解剖学的構造の１つまたはそれ以上の画像を取得するように構成され得る。
各画像、典型的には２Ｄ画像またはスライスは、１つまたはそれ以上のパラメータ（例え
ば、２次元スライスの厚さ、向き、および位置など）を含むことができる。一実施例では
、画像取得装置１７０は、任意の向きの２次元スライスを取得することができる。例えば
、２次元スライスの配向は、サジタル配向、コロナ配向、またはアキシャル配向を含むこ
とができる。処理回路１１２は、標的臓器および／または標的腫瘍を含むように、２次元
スライスの厚さおよび／または向きなどの１つまたはそれ以上のパラメータを調整するこ
とができる。一実施例では、２次元スライスは、３ＤＭＲＩボリュームのような情報から
決定することができる。このような２次元スライスは、患者が放射線治療を受けている間
、例えば、治療装置１８０を使用しているときに、画像取得装置１７０によって「ほぼリ
アルタイム」で取得することができる（「ほぼリアルタイム」とは、少なくともミリ秒以
下でデータを取得することを意味する）。
【００４９】
　［００４９］
　画像処理計算システム１１０におけるセグメンテーション処理ロジック１２０は、セグ
メンテーションおよび画像処理操作の様々な態様を有するセグメンテーションワークフロ
ー１３０を実装するように設計されている。一実施例では、セグメンテーション処理ロジ
ック１２０によって動作するセグメンテーションワークフロー１３０は、深層学習セグメ
ンテーション機能１３２（例えば、図３および図４で図示されるような深層学習モデルを
使用してセグメンテーション処理を実行する）と、アトラス登録１３４（例えば、図５お
よび図６で図示されるような深層学習オペレーションにより強化されたアトラスベースの
自動セグメンテーションを実行する）と、機械学習ラベリング１３６（例えば、図７から
図９で図示されるようなディープラーニング操作によって強化されたセグメンテーション
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のための機械学習操作を実行する）と、ラベル融合および精製１３８（例えば、図５から
図９に示すように、ディープラーニング操作によって強化されたラベリング出力を実行す
る）の使用と統合する。明示的に描かれていない他のセグメンテーションおよび画像処理
機能は、セグメンテーションワークフロー１３０に組み込むことができる。
【００５０】
　［００５０］
　セグメンテーション処理ロジック１２０およびセグメンテーションワークフロー１３０
は、放射線治療計画を生成する際に、スウェーデンのストックホルムにあるエレクタＡＢ
社によって製造されたＭｏｎａｃｏ（登録商標）のような治療計画ソフトウェアのような
ソフトウェアプログラムの用途内で用いることができる。放射線治療計画を生成するため
に、画像処理計算システム１１０は、画像取得装置１７０（例えば、ＣＴ装置、ＭＲＩ装
置、ＰＥＴ装置、Ｘ線装置、超音波装置など）と通信して、患者の画像を取得してアクセ
スし、腫瘍のような標的の輪郭を描くことができる。いくつかの実施例では、腫瘍を取り
囲む健康な組織または腫瘍に近接している健康な組織のような、１つまたはそれ以上のリ
スク臓器（ＯＡＲ）の輪郭を定めることが必要とされる。したがって、ＯＡＲが標的腫瘍
に近接している場合には、ＯＡＲのセグメンテーションが行われる。さらに、標的腫瘍が
ＯＡＲに近接している場合（例えば、膀胱や直腸に近接している前立腺）、腫瘍からＯＡ
Ｒをセグメンテーションすることにより、放射線治療システムは、標的内だけでなく、Ｏ
ＡＲ内の線量分布を検討することができる。
【００５１】
　［００５１］
　また、ＯＡＲから標的臓器や標的腫瘍の輪郭を定めるために、放射線治療を受けている
患者のＭＲＩ画像、ＣＴ画像、ＰＥＴ画像、ｆＭＲＩ画像、Ｘ線画像、超音波画像、放射
線治療ポータル画像、ＳＰＥＣＴ画像等の医用画像を画像取得装置１７０により非侵襲的
に取得して、身体部位の内部構造を明らかにすることができる。医用画像からの情報に基
づいて、該当する解剖学的構造部分の３次元構造を取得することができる。更に、治療計
画プロセスの間に、標的腫瘍の効率的な治療（例えば、標的腫瘍が効果的な治療のために
十分な放射線量を受けるような）と、ＯＡＲへの低照射（例えば、ＯＡＲが可能な限り低
い放射線量を受ける）との間のバランスを達成するために、多くのパラメータが考慮され
る。考慮される他のパラメータには、標的臓器および標的腫瘍の位置、ＯＡＲの位置、お
よびＯＡＲに対する標的の動きが含まれる。例えば、ＭＲＩ画像またはＣＴ画像の各２次
元レイヤまたはスライス内に標的を輪郭付し、またはＯＡＲを輪郭付けし、各２次元レイ
ヤまたはスライスの輪郭を組み合わせることにより、３次元構造を得ることができる。輪
郭は、手動で（例えば、スウェーデンのストックホルムにあるエレクタＡＢ社によって製
造されたＭｏｎａｃｏ（登録商標）のようなプログラムを使用して、医師、線量測定士、
または医療従事者によって）、または自動で（例えば、スウェーデンのストックホルムに
あるエレクタＡＢ社によって製造されたアトラスベースの自動セグメンテーションソフト
ウェアＡＢＡＳ（登録商標）を使用して）生成することができる。特定の実施例では、標
的腫瘍またはＯＡＲの２次元または３次元構造は、セグメンテーション処理ロジック１２
０を使用して、治療計画ソフトウェアによって自動的に生成することができる。
【００５２】
　［００５２］
　標的腫瘍およびＯＡＲの位置が特定され、境界が定められた後、線量測定者、医師また
は医療従事者は、標的腫瘍に適用される放射線の線量を、および腫瘍に近接したＯＡＲ（
例えば、左右の耳下腺、視神経、目、水晶体、内耳、脊髄、脳幹など）が受け得る最大線
量と共に決定することができる。各解剖学的構造（例えば、標的腫瘍、ＯＡＲ）について
放射線量が決定された後、所望の放射線量分布を達成するであろう１つまたはそれ以上の
治療計画パラメータを決定するために、逆計画（inverse planning）として知られている
プロセスを実行することができる。治療計画パラメータの例としては、ボリュームデリネ
レーションパラメータ（volume delineation parameter）（例えば、標的ボリュームを定
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める、敏感な構造を輪郭付けする、など）、標的腫瘍およびＯＡＲの周囲のマージン、ビ
ーム角度の選択、コリメータの設定、ビームオン時間が含まれる。逆計画プロセス中、医
師は、ＯＡＲが受ける可能性のある放射線量の境界を設定する線量制約パラメータを定め
ること（例えば、腫瘍標的への全線量と任意のＯＡＲへのゼロ線量を定めること；脊髄、
脳幹、および視覚構造が、それぞれ、４５Ｇｙ以下の線量、５５Ｇｙ以下の線量、および
５４Ｇｙより低い線量を受けると定めること）ができる。逆計画の結果は、保存され得る
放射線治療計画を構成することができる。これらの治療パラメータのいくつかは相関して
いる可能性がある。例えば、治療計画を変更しようとして１つのパラメータ（例えば、標
的腫瘍への投与量を増加させるなどの異なる目的のための重み）を調整すると、少なくと
も１つの他のパラメータに影響を与え、その結果、異なる治療計画を開発される可能性が
ある。このように、画像処理計算システム１１０は、治療装置１８０が患者に適切な放射
線治療を提供するために、これらのパラメータを有する調整された放射線治療計画を生成
することができる。
【００５３】
　［００５３］
　図２は、Ｘ線源または線形加速器などの放射線源、カウチ２１６、撮像検出器２１４、
および放射線治療出力２０４を含む、例示的な画像誘導の放射線治療装置２０２を示す。
放射線治療装置２０２は、患者に治療を提供するために放射線ビーム２０８を放出するよ
うに構成されている。放射線治療出力２０４は、マルチリーフコリメータ（ＭＬＣ）など
の１つまたはそれ以上の減衰器またはコリメータを含むことができる。
【００５４】
　［００５４］
　一実施例として、患者は、治療カウチ２１６によって支持された領域２１２に位置決め
され、放射線治療計画（例えば、図１の放射線治療システムによって生成された治療計画
）に従って放射線治療線量を受けることができる。放射線治療出力２０４は、ガントリ２
０６または他の機械的支持体に載せられまたは取り付けられることができる。１つまたは
それ以上のシャーシモータ（図示せず）は、カウチ２１６が治療領域に挿入されたときに
、ガントリ２０６および放射線治療出力２０４をカウチ２１６の周りで回転させることが
できる。一実施例では、ガントリ２０６は、カウチ２１６が処置領域内に挿入されたとき
に、カウチ２１６の周りで連続的に回転可能とすることができる。別の実施例では、ガン
トリ２０６は、カウチ２１６が処置領域内に挿入されたときに、所定の位置まで回転する
ことができる。例えば、ガントリ２０６は、治療出力２０４を軸（「Ａ」）の周りに回転
させるように構成することができる。カウチ２１６および放射線治療出力２０４の両方は
、横方向（「Ｔ」）に移動可能、横方向（「Ｌ」）に移動可能、または、横軸（「Ｒ」と
表示）を中心とした回転のように１つまたは複数の周りの回転のように、患者の周りの他
の位置に独立して移動可能である。１つまたはそれ以上のアクチュエータ（図示せず）に
通信的に接続されたコントローラは、放射線治療計画に従って患者を放射線ビーム２０８
内または放射線ビーム２０８外に適切に位置決めするために、カウチ２１６の動きまたは
回転を制御することができる。カウチ２１６とガントリ２０６の両方が互いに独立して複
数の自由度で移動可能であるため、放射線ビーム２０８が正確に腫瘍を標的とすることが
できるように患者を位置決めすることができる。
【００５５】
　［００５５］
　図２に示す座標系（軸Ａ、Ｔ、Ｌを含む）は、アイソセンタ２１０に位置する原点を有
する。アイソセンタは、患者上または患者内の場所に所定の放射線量を送達するように、
放射線治療ビーム２０８の中心軸が座標軸の原点と交差する位置として定義することがで
きる。または、アイソセンタ２１０は、ガントリ２０６によって軸Ａの周りに位置決めさ
れた放射線治療出力２０４の様々な回転位置から放射線治療ビーム２０８の中心軸が患者
と交差する位置として定義することができる。
【００５６】
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　［００５６］
　また、ガントリ２０６は、取り付けられた撮像検出器２１４を有し得る。撮像検出器２
１４は、好ましくは、放射線源（出力２０４）に対向して配置することができ、一実施例
では、撮像検出器２１４は、治療ビーム２０８のフィールド内に配置することができる。
【００５７】
　［００５７］
　撮像検出器２１４は、治療ビーム２０８とのアライメントを維持するように、好ましく
は放射線治療出力２０４に対向するガントリ２０６に取り付けられ得る。撮像検出器２１
４は、ガントリ２０６の回転に伴って回転軸を中心に回転する。例示的な実施形態では、
撮像検出器２１４は、フラットパネル検出器（例えば、直接検出器またはシンチレータ検
出器）とすることができる。このように、撮像検出器２１４は、治療ビーム２０８を監視
するために使用することができ、または、撮像検出器２１４は、ポータルイメージングの
ような患者の解剖学的な撮像のために使用することができる。放射線治療装置２０２の制
御回路は、放射線治療システム内に統合されてもよいし、放射線治療システムとは別個で
あってもよい。
【００５８】
　［００５８］
　例示的な実施例では、カウチ２１６、治療出力２０４、またはガントリ２０６のうちの
１つまたはそれ以上が自動的に位置決めされ、治療出力２０４は、特定の治療送達インス
タンスのための指定された用量に従って治療ビーム２０８を確立することができる。ガン
トリ２０６、カウチ２１６、または治療出力２０４の１つまたはそれ以上の異なる向きま
たは位置を使用するような、放射線治療計画に応じて、治療送達のシーケンスを指定する
ことができる。治療の送達は、順次行うことができるが、アイソセンタ２１０のような患
者上または患者内の所望の治療部位で交差することができる。所定の累積線量の放射線治
療は、それによって治療部位に送達され得る一方で、治療部位の近くの組織への損傷を減
少させるか、または回避することができる。
【００５９】
　［００５９］
　したがって、図２は、放射線治療出力が中心軸（例えば、軸「Ａ」）を中心に回転可能
な構成を有する、患者に放射線治療を提供するために操作可能な放射線治療装置２０２の
例を具体的に示す。他の放射線治療の出力構成を使用することができる。例えば、放射線
治療出力は、複数の自由度を有するロボットアームまたはマニピュレータに取り付けるこ
とができる。更に別の実施例では、治療出力は、患者から横方向に分離された領域に位置
するように固定され、患者を支持するプラットフォームは、放射線治療アイソセンタを患
者内の特定の標的軌跡に整列させるために使用され得る。別の実施例では、放射線治療装
置は、線形加速器と画像取得装置との組み合わせとすることができる。いくつかの実施例
では、画像取得装置は、当業者により認識されるように、ＭＲＩ、Ｘ線、ＣＴ、ＣＢＣＴ
、スパイラルＣＴ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、光断層撮影、蛍光撮影、超音波撮影、または放
射線治療ポータル撮像装置などであってもよい。
【００６０】
　［００６０］
　図３は、深層畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）のような深層学習モデルを訓
練し、セグメンテーション操作を実行するために使用することができる、深層学習オペレ
ーションの例示的なフロー図である。例えば、図３の深層学習モデルは、図１の放射線治
療システムにおけるセグメンテーション処理ロジック１２０の一部として提供される深層
学習セグメンテーション機能１３２を含むことができる。
【００６１】
　［００６１］
　一実施例では、深層学習オペレーションのための入力３０４は、値の初期セットおよび
訓練データを受信または取得した定義された深層学習モデルを含むことができる。訓練デ
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ータは、例えば、グラウンドトゥルースセグメンテーションラベル、輪郭、およびセグメ
ンテーション特徴の他の識別子を有する数百または数千の画像を含み得る。深層学習モデ
ルは、後述の図４を参照して説明した深層ＣＮＮモデルのような人工ニューラルネットワ
ークを含むように構成することができる。深層学習ネットワークは、オンラインまたはオ
フラインの訓練方法の一部として、特定のセグメンテーションおよび放射線治療のユース
ケースに統合された形として訓練することができる（そして、オペレーションパラメータ
またはユースケースからの追加の訓練データで調整または再トレーニングすることができ
る）。例えば、一連の画像に対して訓練された場合、深層学習ネットワークは、新しい対
象画像の分類、確率、または他の予測結果の形での指示を生成するために使用することが
できる。
【００６２】
　［００６２］
　深層学習モデルのトレーニング３０８の間、訓練データのバッチは、既存の画像データ
セットから選択されるか、または提供され得る。選択された訓練データは、患者画像のセ
ットと、患者画像内の解剖学的構造、特徴、または特性を識別する対応するグラウンドト
ゥルースセグメンテーションラベルとを含むことができる。深層学習モデルにおける様々
なアルゴリズムを、選択された訓練データに適用することができ、次に、期待される結果
（例えば、セグメンテーションラベルに対応するグラウンドトゥルースセグメンテーショ
ン値）と比較して、訓練エラーの指標を提供する差を計算することができる。誤差は、バ
ックプロパゲーションと呼ばれる手順の間に使用され、後続の試行の間にセグメンテーシ
ョン値の推定値の誤差を減少させるか、または最小化するように、深層学習ネットワーク
のパラメータの誤差（例えば、レイヤノードの重みおよびバイアス）を修正することがで
きる。誤差は、指定された訓練反復回数に対して持続的最小値に進むように、予め定めら
れた基準と比較される。誤差が所定の基準を満たさない場合には、バックプロパゲーショ
ンを用いて深層学習モデルのモデルパラメータを更新し、深層学習モデル訓練の別の反復
に対して期待される結果が分析されるように、訓練データセットから別のバッチの訓練デ
ータを選択することができる。誤差が所定の基準を満たす場合には、訓練は終了し、訓練
されたモデルは、訓練データとは異なる対象画像のセグメンテーション結果を予測するた
めに、（更なるテスト段階または推論段階を含む）深層学習予測段階３１２の間に展開す
ることができる。このようにして、訓練されたモデルは、新しい画像データを受信して解
析し、新しい画像データに対する予測結果（例えば、セグメンテーション分類、ラベル、
マッピング、確率など）を提供するために利用することができる。
【００６３】
　［００６３］
　したがって、深層学習モデルのトレーニング３０８および予測３１２（展開）の間に、
深層学習モデルのコンボリューション層（畳み込み層）内の多数のパラメータを変更し、
モデル出力を期待される状態に最適化するために適用することができる。医用画像特徴認
識の面では、実世界の様々な画像使用例を処理するためにモデルのパラメータをうまく訓
練し、可能な限りグラウンドトゥルースに近い予測値を生成するためには、非常に多くの
訓練データセットが必要である。しかし、異なる患者や画像ソースからの医用画像のばら
つきが大きく、多くの異なるセグメンテーション経路や好みがあり、また、訓練データか
ら深層学習モデルを訓練することの矛盾や難しさから、深層学習は医用画像のセグメンテ
ーションにスタンドアローンのソリューションを提供できない可能性がある。したがって
、以下の段落で議論されるように、深層学習データと予測を様々なアトラスベースの自動
セグメンテーションプロセスに統合することは、既存のセグメンテーションアプローチに
比べて大きな利点を持つ効果的なハイブリッドアプローチを提供することができる。
【００６４】
　［００６４］
　前述のように、放射線治療計画における解剖学的構造物の輪郭形成とラベリングを行う
ために、様々なアトラスベースの自動セグメンテーション手法が開発されてきた。アトラ
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スベースの自動セグメンテーション手法は、参照画像、具体的にはアトラスにおいて予め
定義された解剖学的構成に基づいて、新しい（対象）画像内の輪郭をマッピングする。い
くつかのアトラス登録方法は非常に有効になってきているが、臓器によっては患者によっ
て形状や大きさが異なったり、同じ患者でも段階によって大きく変形したりすることがあ
る。これにより、登録精度が低下し、アトラスベースの自動セグメンテーション手法で実
行される自動セグメンテーションに影響を与えたり、アトラスベースの手法の使用が完全
にできなくなったりすることがある。
【００６５】
　［００６５］
　アトラスベースの自動セグメンテーション手法を含むセグメンテーションワークフロー
の態様に深層学習モデルからの情報を統合することで、アトラスの使用にのみ依存してい
る従来の手法に比べて大幅に改善される可能性がある。また、セグメンテーションのワー
クフローの態様に深層学習モデルと人工ニューラルネットワーク操作を使用することは、
画像のセグメンテーションに対する機械学習アプローチや深層学習の排他的な使用に依存
してきたアプローチよりも利点がある。以下の実施例で説明するように、深層学習モデル
から生成または予測されたセグメンテーションデータは、アトラスベースの自動セグメン
テーション方法の様々な段階に統合されてもよく、深層学習とアトラスベースの画像登録
（および、適用可能な場合には、機械学習による分類）の長所を強調するセグメンテーシ
ョンのためのハイブリッドアプローチを提示する。
【００６６】
　［００６６］
　画像のセグメンテーションオペレーションのために生成される例示的な深層学習モデル
は、畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）で構成される。ＣＮＮは、教師付き学習
によって訓練できる機械学習アルゴリズムの一種である。教師付き学習は、訓練データの
セットが与えられた予測モデルを推論する機械学習の一分野である。訓練データの個々の
サンプルは、それぞれ、データセット（例えば、画像）および所望の出力値またはデータ
セットを含むペアである。教師付き学習アルゴリズムは、訓練データを分析して予測関数
を生成する。予測関数は、一旦訓練によって導出されると、有効な入力に対する正しい出
力値またはデータセットを合理的に予測または推定することができる。予測関数は、様々
な機械学習モデル、アルゴリズム、および／またはプロセスに基づいて定式化することが
できる。
【００６７】
　［００６７］
　ＣＮＮモデルのアーキテクチャは、入力を出力に変換する別個のレイヤのスタックを含
む。異なるレイヤの例は、１つまたはそれ以上のコンボリューション層、非線形演算子層
（整流化線形単位（ＲｅＬｕ）関数、シグモイド関数、または双曲正接関数など）、プー
リング層またはサブサンプリング層、完全接続層、および／または最終損失層を含むこと
ができる。各層（レイヤ）は、１つの上流層と１つの下流層とを接続することができる。
入力は入力層とみなし、出力は最終的な出力層とみなしてもよい。
【００６８】
　［００６８］
　ＣＮＮモデルの性能と学習能力を高めるために、異なる層の数を選択的に増やすことが
できる。入力層から出力層までの中間層の数が非常に多くなると，ＣＮＮモデルのアーキ
テクチャの複雑さが増す．中間層の数が多いＣＮＮモデルをディープＣＮＮモデルと呼ぶ
。例えば、いくつかの深層ＣＮＮモデルは、２０から３０層以上の層（レイヤ）を含んで
もよく、他の深層ＣＮＮモデルは、数百層以上の層（レイヤ）を含んでもよい。深層ＣＮ
Ｎモデルの例としては，ＡｌｅｘＮｅｔ，ＶＧＧＮｅｔ，ＧｏｏｇＬｅＮｅｔ，ＲｅｓＮ
ｅｔなどがある。
【００６９】
　［００６９］
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　本開示は、セグメンテーションおよび特徴ラベル付けワークフローに関連して、医用画
像の解剖学的構造をセグメンテーションするために、ＣＮＮモデル、特に深層ＣＮＮモデ
ルの強力な学習能力を採用する。開示された実施例によれば、医用画像のセグメンテーシ
ョンは、入力３次元画像の各ボクセル、または入力２次元画像の各ピクセルを解剖学的構
造でラベル付けまたは分類するために、訓練されたＣＮＮモデルを使用して実行すること
ができる。有利なことは、本開示の実施形態における画像セグメンテーションのためのＣ
ＮＮモデルの使用は、（従来の機械学習法でしばしば必要とされるような）手動での特徴
抽出を必要とせずに、大規模な訓練実例のセットから解剖学的構造物の自動セグメンテー
ションを可能にする。更に、図５から図９を参照して説明されているように、ＣＮＮモデ
ルからのデータの使用は、アトラスベースのセグメンテーションの画像登録およびラベリ
ングの態様の両方について、アトラスベースのセグメンテーションおよびラベリングオペ
レーションに大きな利点を提供することができる。
【００７０】
　［００７０］
　本明細書で使用されるように、開示されたセグメンテーション方法およびワークフロー
によって使用される深層学習モデルは、畳み込みニューラルネットワークのフレームワー
クに基づいて定式化され、適応され、または修正された任意のニューラルネットワークモ
デルを指し示すことができる。例えば、本開示の実施形態においてセグメンテーションに
使用される深層学習モデルは、入力層と出力層との間の中間層、例えば、１つまたはそれ
以上のデコンボリューション層、アップサンプリング層またはアッププーリング層、ピク
セル単位の予測層、および／またはコピー層およびクロップ演算子層を選択的に含む。
【００７１】
　［００７１］
　図４は、画像セグメンテーションのためのＣＮＮモデルに実装された深層学習モデルの
簡略化された一実施例を示す。図４に示すように、画像セグメンテーションのためのＣＮ
Ｎモデル４１０は、隣接する２次元画像のスタックを入力として受け取り、画像の１つ（
例えば、スタックの中央にある画像）の予測された２次元ラベルマップを出力する。ＣＮ
Ｎモデルから生成された２次元ラベルマップは、特徴抽出およびラベリングに基づいて、
スタック内の１枚、２枚またはそれ以上の画像の構造ラベルを提供する。
【００７２】
　［００７２］
　図４に示すように、ＣＮＮモデル４１０は、一般に、第１の特徴抽出部４２０と第２の
ピクセル単位ラベリング部４３０の２つの部分を含む。特徴抽出部４２０は、例えば、隣
接する２次元画像の入力スタック４２２の１つまたはそれ以上の特徴を抽出する。以下の
実施例では、３次元データの集合を構成する２次元画像のスタックから解剖学的特徴のセ
グメンテーションを行う。しかし、ＣＮＮモデル４１０の以下のセグメンテーションの実
施例および設計は、個々の２次元画像または他のフォームの医用画像データのセグメンテ
ーションまたは分類を実行するためにも適用することができる。
【００７３】
　［００７３］
　一実施例では、特徴抽出部４２０は、畳み込みニューラルネットワーク４２４を使用し
て、隣接する２次元画像の入力スタック４２２を受信し、入力スタックの特徴を表す少な
くとも１つの特徴ベクトルまたは行列を出力する。ピクセル単位ラベリング部４３０は、
特徴抽出部４２０の出力を用いて、隣接する２次元画像の入力スタック４２２の中間画像
４２６の２次元ラベルマップ４３２を予測する。ピクセル単位ラベリング部４３０は、パ
ッチベースのアプローチや完全にマッピングされたアプローチのような任意の適切なアプ
ローチを使用して実行することができる。例えば、訓練のためとＣＮＮモデル４１０の入
力としての両方の依存構造情報（dependent structure information）を含む隣接する２
次元画像のスタックを使用することにより、ＣＮＮモデル４１０による出力の２次元ラベ
ルマップ４３２の予測の精度が向上する。これにより、３次元画像の各画像スライスに対
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して予測された２次元ラベルマップから構築された３次元画像の予測３次元ラベルマップ
の精度がさらに向上する。
【００７４】
　［００７４］
　一実施例では、２次元画像の解剖学的平面に直交する軸に沿った隣接する２次元画像の
スタックに示された解剖学的構造の間の空間的に依存する関係に基づいてＣＮＮにおける
特徴を識別することができる。非限定的な実施例として、スタックの第１の画像の第１の
セットのピクセルによって表される解剖学的構造の形状および種類は、第１の画像に隣接
する第２の画像の第２のセットのピクセルによっても表すことができる。これは、解剖学
的平面に直交する軸に沿った第１の画像および第２の画像の空間的隣接が、これらの画像
に示された解剖学的構造の何らかの依存性または連続性をもたらすからである。したがっ
て、ある画像における解剖学的構造の形状、大きさ、またはタイプは、同じ平面に沿った
別の隣接する画像における解剖学的構造の形状、大きさ、またはタイプの情報を提供する
。
【００７５】
　［００７５］
　別の非限定的な実施例として、隣接する２次元画像のスタックが３つの連続した画像、
例えば、連続して積層された第１の画像スライスと第２の画像スライスと第３の画像スラ
イスを含む場合、解剖学的構造が、スタックの第１の画像スライスの第１のセットのピク
セルとスタックの第３の画像スライスの第３のセットのピクセルの両方には示されるが、
第１の画像スライスと第３の画像スライスの間にある第２の画像スライスの対応する第２
のセットのピクセル（例えば、第１のセットのピクセルおよび／または第３のセットのピ
クセルと同様の空間的位置を有するピクセル）には示されないことがある。そのような場
合、第２の画像スライス内の対応するピクセルが誤ってラベル付けされる可能性がある。
隣接する３つの２次元画像スライスのスタックにおける解剖学的構造のこのような非続性
は、ＣＮＮモデル４１０を学習するための依存構造情報として使用することができる。
【００７６】
　［００７６］
　別の非限定的な実施例として、３つの隣接する２次元画像、例えば、順番に積層された
第１の画像スライスと第２の画像スライスと第３の画像スライスのスタックにおいて、ス
タックの第１の画像スライスの第１のピクセルのセットと第３の画像スライスの第３のピ
クセルのセットの両方が背景を示すが、第１の画像スライスと第３の画像スライスの間で
隣接する第２の画像スライスの対応する第２のピクセルのセットが解剖学的構造を示すこ
とがある。第２の画像スライスの対応するピクセルが、偽陽性信号を発生させるノイズを
受けることがある。また、このような隣接する３つの２次元画像スライスのスタックにお
ける背景の不連続性は、ＣＮＮモデル４１０を学習するための依存構造情報として用いる
ことができる。
【００７７】
　［００７７］
　異なるタイプの依存構造情報は、スタック内の隣接する画像の数、セグメンテーション
される解剖学的構造のタイプ、形状、サイズ、位置、および／または数、および／または
画像を取得するために使用される撮像モダリティのような様々な要因に基づいて選択的に
使用される。このような、３次元画像から得られる隣接する２次元画像のスタックの依存
構造情報を用いることで、３次元画像をセグメンテーションしたり、３次元ラベルマップ
を生成したりする際の精度を向上させることができる。
【００７８】
　［００７８］
　いくつかの実施例では、ＣＮＮモデル４１０の畳み込みニューラルネットワーク４２４
は、入力層、例えば、隣接２次元画像のスタック４２２を含む。隣接２次元画像のスタッ
クが入力として使用されるので、入力層は、２次元画像の幅と高さによって空間的な寸法
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が決定され、スタック内の画像の数によって深さが決定されるボリュームを有する。本明
細書に記載されているように、ＣＮＮモデル４１０の入力層の深さは、望ましくは、入力
する隣接２次元画像のスタック４２２内の画像の数と一致するように調整される。
【００７９】
　［００７９］
　いくつかの実施形態では、ＣＮＮモデル４１０の畳み込みニューラルネットワーク４２
４は、１つまたはそれ以上のコンボリューション層４２８を含む。各コンボリューション
層４２８は、複数のパラメータ、例えば、上位入力層（例えば、コンボリューション層４
２８の入力サイズ）によって決定される幅（「Ｗ」）および高さ（「Ｈ」）と、その層内
のフィルタまたはカーネルの数（「Ｎ」）およびそれらのサイズとを有している。なお、
フィルタの数は、コンボリューション層の深さを指す。したがって、各コンボリューショ
ン層４２８は、３次元ボリュームの観点から記述されている。各コンボリューション層４
２８の入力は、その幅および高さにわたって１つのフィルタで畳み込まれ、そのフィルタ
に対応する２次元活性化マップまたは特徴マップを生成する。畳み込み（コンボリューシ
ョン）は、各コンボリューション層のすべてのフィルタに対して実行され、結果として得
られた活性化マップまたは特徴マップは、深度次元に沿って積層され、３次元出力を生成
する。先行するコンボリューション層の出力は、次のコンボリューション層への入力とし
て使用することができる。
【００８０】
　［００８０］
　いくつかの実施形態では、ＣＮＮモデル４１０の畳み込みニューラルネットワーク４２
４は、１つまたはそれ以上のプーリング層（図示せず）を含む。ＣＮＮモデル４１０にお
いて、２つの連続するコンボリューション層４２８の間にプーリング層を追加することが
できる。プーリング層は、入力（例えば、前のコンボリューション層からの活性化マップ
または特徴マップ）の各深度スライス上で独立して動作し、非線形ダウンサンプリングの
形式を実行することにより、その空間次元を縮小する。さらに、非隣接レイヤからの情報
は、介在するレイヤを「スキップ」することができ、他の入力と共にプーリング層で集約
することができる。一実施例では、プーリング層の機能は、ネットワーク内のパラメータ
および計算量を減らして、オーバーフィットを制御するために、抽出された活性化マップ
または特徴マップの空間次元を漸進的に減少させることを含む。プーリング層の数および
配置は、畳み込みネットワークアーキテクチャの設計、入力のサイズ、コンボリューショ
ン層４２８のサイズ、またはＣＮＮモデル４１０の適用などの様々な要因に基づいて決定
される。
【００８１】
　［００８１］
　プーリング層の実装には、様々な非線形関数を用いることができる。例えば、最大プー
リング（max pooling）を使用することができる。最大プーリングは、入力の画像スライ
スを、所定のストライドを有するオーバーラップまたは非オーバーラップのサブ領域のセ
ットに分割してもよい。各サブ領域に対して、最大プーリングは、パーティション内の対
応するサブ領域の中で最大値を出力する。これにより、奥行き寸法は変更されずに、幅と
高さの両方に沿って入力の各スライスを効果的にダウンサンプリングする。平均プーリン
グ（average pooling）、あるいはＬ２ノルムプーリング（L2-norm pooling）のようなプ
ーリング層を実装するために他の適切な関数を使用することができる。
【００８２】
　［００８２］
　様々な実施形態では、ＣＮＮモデル４１０は、その畳み込みニューラルネットワーク４
２４内に１つまたはそれ以上の追加の層を選択的に含むことができる。非限定的な実施例
として、正規化線形ユニット層（Rectfied Linear Unit (ReLu) layer）（図示せず）ま
たはパラメトリック正規化ユニット（Parametric ReLU (PReLU) （図示せず）は、が、中
間活性化マップまたは特徴マップを生成するために、コンボリューション層の後に選択的
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に追加される可能性がある。例えば、ＲｅＬｕ層は、コンボリューション層４２８のそれ
ぞれの寸法に影響を与えることなく、予測関数の非線形特性およびＣＮＮモデル４１０の
全体的な特性を増加させる可能性が。さらに、ＲｅＬｕ層は、バックプロパゲーションの
トレーニングプロセス中に飽和を減少させるか、または回避してもよい。
【００８３】
　［００８３］
　他の非限定的な実施例として、１つまたはそれ以上の完全接続層４２９が、コンボリュ
ーション層および／またはプーリング層の後に追加することができる。完全接続層は、前
の層のすべての活性化マップまたは特徴マップとの完全接続を有する。例えば、完全接続
層は、最後のコンボリューション層または最後のプーリング層の出力をベクトル形式で入
力として受け取り、高水準決定（high-level determination）を行い、深度次元に沿って
配置された特徴ベクトルを出力することができる。なお、出力ベクトルを出力層と呼んで
もよい。ベクトルは、ＣＮＮモデル４１０の入力の画像のスタック４２２の解剖学的構造
の情報を含むことができる。更に、２ＤＣＮＮモデルまたは「２．５Ｄ」ＣＮＮモデルに
従った２次元撮像スライスから抽出された出力層からの情報は、３次元撮像イメージング
データのサブ領域を特定するために使用することができる。ＣＮＮモデル４１０からのそ
のような出力データは、サブ領域に適用される３次元ＣＮＮと協調して使用することもで
きる。
【００８４】
　［００８４］
　ＣＮＮモデル４１０の第２の部分では、ピクセル単位のラベリングは、畳み込みニュー
ラルネットワーク４２４によって抽出された１つまたはそれ以上の特徴を入力として使用
して実行され、予測された２次元ラベルマップ４３２を生成する。２次元ラベルマップは
、隣接する２次元画像のスタックの中間画像の構造ラベルを提供する。一実施例では、２
次元ラベルマップは、第２の３次元ＣＮＮモデルが（例えば、カスケードまたはリンクさ
れた方法で）適用される３次元撮像のサブ領域を自動的に決定するために使用される。隣
接する２次元画像の入力スタック４２２の中間画像４２６の２次元ラベルマップ４３２を
予測するために、パッチベースのアプローチを使用することができる。隣接する２次元画
像のスタック内の各画像は、同様に、それぞれが中心ピクセルを有する、重なり合うまた
は重なり合わない矩形パッチに分割される。これにより、隣接する２次元画像パッチのス
タックが生成される。２次元画像パッチのスタックは、ＣＮＮモデル４１０の訓練データ
および入力の両方として使用することができる。パッチは、パッチの中心ピクセルが実質
的に一緒に全体の２次元画像を構成するように設計することができる。ＣＮＮモデル４１
０は、各スタックの中央パッチの中央ピクセルを分類してもよく、例えば、中央ピクセル
によって表される解剖学的構造を予測してもよい。例えば、ＣＮＮモデル４１０は、スタ
ック内の中央パッチの中央ピクセルの特徴ベクトルを予測してもよく、それによって中央
ピクセルの解剖学的構造を分類することができる。このような分類は、隣接する２次元画
像のすべてのスタックの中間パッチのすべての中央ピクセルが分類またはラベル付けされ
るまで繰り返し実行され、それにより、隣接する２次元画像のスタックの中間画像のセグ
メンテーションが行われる。例えば、パッチベースのアプローチでは、隣接する２次元画
像の入力スタック４２２の中間画像４２６のピクセル単位のラベリングは、中間画像４２
６全体を構成する全ての中央ピクセルが分類された場合に実行されてもよい。
【００８５】
　［００８５］
　上述したパッチベースのアプローチでは、隣接する２次元画像の入力スタック４２２の
中間画像４２６のピクセル毎のラベリングは、中間画像４２６全体を構成する中央ピクセ
ルが全て分類されたときに行われる。
【００８６】
　［００８６］
　別の実施例では、隣接する２次元画像の入力スタック４２２の中間画像４２６の２次元
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ラベルマップ４３２を予測するために、完全マッピングアプローチが使用される。そのよ
うな実施例では、中間画像４２６の２次元ラベルマップ４３２は、隣接する２次元画像の
入力スタック４２２に基づいてＣＮＮモデル４１０の出力として生成される。ＣＮＮモデ
ル４１０における畳み込みニューラルネットワーク４２４は、活性化マップまたは特徴マ
ップを出力として抽出するために使用され、これは、１つまたはそれ以上のオペレーショ
ン層を含むピクセル単位のラベリング構造によって受信され、２次元ラベルマップを予測
する。そのような場合、畳み込みニューラルネットワーク４２４の最終層は、活性化マッ
プまたは特徴マップを出力するコンボリューション層であり得る。
【００８７】
　［００８７］
　非限定的な実施例として、ピクセル単位のラベリングを実行するために、ピクセル単位
の予測層（図示せず）をＣＮＮモデル４１０に追加してもよい。ピクセル単位の予測層は
、畳み込みニューラルネットワーク４２４の粗い出力特徴マップ（例えば、特徴ベクトル
）を、隣接する２次元画像の入力スタック４２２の中間画像４２６の（例えば、各ピクセ
ルのより多くの情報を提供する）密な予測されたピクセル単位の２次元ラベルマップ４３
２に変換する。様々な関数を、後方へのアップサンプリングまたはアンプーリング（例え
ば、バイリニアまたはノンリニア補間）、および、後方へのコンボリューション（デコン
ボリューション）のように、ピクセル単位の予測層を実装するために使用することができ
る。
【００８８】
　［００８８］
　別の非限定的な実施例として、デコンボリューションネットワーク４３４をＣＮＮモデ
ル４１０の一部として使用して、ピクセル単位のラベリングを実行することができる。デ
コンボリューションネットワーク４３４は、ＣＮＮモデル４１０の畳み込みニューラルネ
ットワーク４２４のミラーバージョンである。抽出された活性化マップまたは特徴マップ
の空間次元を漸進的に縮小する畳み込みニューラルネットワーク４２４とは対照的に、デ
コンボリューションネットワーク４３４は、デコンボリューション層４３６および／また
はアンプール層（図示せず）の選択を使用して、中間的な活性化マップまたは特徴マップ
を拡大する。アンプール層（例えば、アップサンプリング層）は、特徴マップ内のピクセ
ルをそれらの以前のプール位置または元のプール位置に戻すために使用することができ、
それによって、拡大された、しかし疎な活性化マップまたは特徴マップを生成することが
できる。デコンボリューション層は、入力活性化マップまたは特徴マップの単一ピクセル
を複数の出力ピクセルに関連付けるために使用することができ、それにより、活性化マッ
プまたは特徴マップの密度を拡大し、増加させることができる。デコンボリューションネ
ットワーク４３４は、畳み込みニューラルネットワーク４２４と共に訓練されて使用され
、２次元ラベルマップを予測することができる。
【００８９】
　［００８９］
　更なる非限定的な実施例として、損失層（図示せず）がＣＮＮモデル４１０に含ませる
ことができる。損失層は、畳み込みニューラルネットワーク４３４またはＣＮＮモデル４
１０の最後の層となり得る。ＣＮＮモデル４１０の訓練中に、損失層が、ネットワーク訓
練が、予測された２次元ラベルマップと２次元グラウンドトゥルースラベルマップとの間
の偏差にどのようにペナルティを与えるかを決定する。損失層は、様々な好適な損失関数
によって実装することができる。例えば、クロスエントロピー損失関数を、ＣＮＮモデル
４１０の最終損失層として使用することができる。
【００９０】
　［００９０］
　本開示の実施形態によれば、上述のＣＮＮモデルに基づく画像セグメンテーション方法
、システム、装置、および／またはプロセスは、２つのステージ、すなわち、各ボクセル
に対して異なる解剖学的構造をラベル付けした画像を含むトレーニングデータセットを使
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用してＣＮＮモデルを「訓練」または「学習」する訓練ステージと、訓練されたＣＮＮモ
デルを使用して、入力３Ｄ画像（または入力２Ｄ画像のピクセル）の各ボクセルの解剖学
的構造を予測する、または入力３Ｄ医用画像（または入力２Ｄ画像のピクセル）の各ボク
セルを解剖学的構造にラベル付けするためのセグメンテーションステージを含む。図４に
示す畳み込みニューラルネットワークの一般的な構造は、２Ｄ画像のスタックよりはむし
ろ３Ｄ画像のグループが提供される３Ｄモデルにも適用可能である。これらのＣＮＮモデ
ルおよび他のタイプの深層学習モデルをアトラスベースのセグメンテーションワークフロ
ーに統合する画像セグメンテーション方法、システム、装置、および／またはプロセスを
以下に詳細に説明する。深層学習モデルの種類に対する他のバリエーションや、他のニュ
ーラルネットワーク処理アプローチも、本技術を用いて実施することができる。
【００９１】
　［００９１］
　図５は、深層学習セグメンテーションデータと共に使用するのに適応したアトラス登録
プロセスにおける例示的なデータフロー５００を示す。データフローに示すように、アト
ラス登録処理は、複数のアトラス５２１、５２２、５２３（アトラス１、２、．．．Ｎ）
および関連するアトラスメタデータとともに使用され、対象画像５１５上で自動セグメン
テーション処理の態様を実施する。具体的には、データフロー５００は、１からＮ個のマ
ップ化されたアトラス（アトラス５６１、５６２、５６３）に基づいて、対象画像５１５
の様々なピクセルまたはボクセルの構造ラベリングを生成し（操作５７０）；そのような
構造ラベリングは、対象画像の構造ラベリングマップに生成される（結果５８０）。後述
するように、データフロー５００は、深層学習モデルのデータ結果を統合するように修正
されたアトラスベースの自動セグメンテーションプロセスと考えられる。
【００９２】
　［００９２］
　一実施例では、アトラスベースの自動セグメンテーション処理は、１つまたはそれ以上
の既にセグメンテーションされた画像（例えば、以前に治療された患者からの画像）を使
用して、対象画像のセグメンテーションを実行するために使用される。これらの既にセグ
メンテーションされた画像は、それらのアノテーション（例えば、構造ラベルマップ、構
造表面、または他の境界を示すメタデータ）付きで、アトラスと呼ばれる。画像マッチン
グにより新しい対象画像をアトラス画像に合わせた後、画像登録と呼ばれる手順において
、アトラス上に定義された構造ラベルが、計算された画像変換を用いて新しい対象画像に
マッピングされ、それが対象画像の構造ラベルとセグメンテーション結果として生成され
ます。複数のアトラスを使用することで、アトラスベースの自動セグメンテーション処理
の精度を向上させることができる。例えば、アトラスのセグメンテーションは、放射線治
療が異なるセッションまたは時間に行われると、端数単位で更新されることが多く、これ
らの異なるセッションまたは時間から作成された複数のアトラスを組み合わせることで、
特定の患者に対してアトラスの全体的なセットを非常に正確に作成することができる。さ
らに、新たな対象画像への複数のアトラスの適用および組み合わせは、非常に迅速に実行
できるが、対象画像に大きなばらつきがある場合には、精度および精度を犠牲にして発生
することが多い。
【００９３】
　［００９３］
　アトラスベースの自動セグメンテーション処理の精度は、アトラスの登録精度に大きく
依存する。しかし、対象画像へのアトラス登録は、画像情報が類似または重複する強度分
布を持つ異なる構造を示す曖昧な画像情報である場合があるため、画像データを考慮した
場合には困難な問題となることがある。以下の実施例における深層学習の結果の統合は、
アトラス登録におけるアトラスの適用に精度と精度を向上させるための追加の方法を提供
する。例えば、大規模な訓練データセットで訓練された深層学習モデルは、アトラス登録
時に対処されるのと同じ構造のいくつかについて、非常に正確なセグメンテーション結果
を提供することができる。このように、データフロー５００において、セグメンテーショ
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ンデータ５４４または深層学習モデルを適用した他の結果（操作５３４）は、構造拘束さ
れた非剛体レジストレーション（deformable registration）または同様のレジストレー
ション技術を介して、（画像レジストレーション操作５５１、５５２、５５３において）
それぞれのアトラス画像への画像レジストレーションを導くために使用される。
【００９４】
　［００９４］
　図５のデータフローは、具体的には、複数のアトラス画像とメタデータアノテーション
５２１、５２２、５２３と対象画像５１５に対応する対象画像とアトラスの受け取り（操
作５１０）を示している。データフロー５００の１つの分岐では、解剖学的構造または特
徴を識別するために訓練された深層学習モデルを適用して（操作５３４）、セグメンテー
ションデータ（結果５４４）を生成することができる。一実施例では、深層学習モデルは
、図３および図４に関して参照される深層学習アプローチを参照して議論されるように、
２Ｄ医用画像または３Ｄ医用画像データのセグメンテーションを実行するために訓練され
たモデルを構成することができる。
【００９５】
　［００９５］
　図示されているように、深層学習モデルのセグメンテーション結果（予測値または出力
値）は、（操作５５１、５５２、５５３において）アトラス画像登録の態様に統合される
。アトラス画像登録は、従来のアトラスワークフローと同様に、アトラス画像データと関
連するアトラスメタデータに基づいて（例えば、アトラス５２１、５２２、５２３から）
アトラス画像登録を実行するように構成されている。しかしながら、データフロー５００
では、対象画像上で使用された深層学習セグメンテーションモデルの結果（結果５４４）
（および、いくつかの実施例では、アトラス画像上で深層学習モデルを使用した結果）が
、（画像登録操作５５１、５５２、５５３において）アトラス画像の登録を支援するため
に使用される。
【００９６】
　［００９６］
　深層学習セグメンテーションモデルの適用は、対象画像５１５の解剖学的構造または特
徴のサブセットを識別するセグメンテーションデータ５４４を生成することができる。こ
のような識別された構造または特徴は、アトラス画像で実行されるレジストレーションを
対象画像に「シード」または「ガイド」するために使用される。一実施例では、対象画像
５１５に対して画像登録が行われ、深層学習で識別された特徴量は、１からＮ個のアトラ
スのそれぞれに対する画像登録操作の適用に影響を与える（操作５５１、５５２、５５３
）。例えば、深層学習で識別された特徴は、特定のアトラス画像またはアトラスアノテー
ションの対象画像に対する初期登録位置、制約、またはマッピングを生成することができ
る。
【００９７】
　［００９７］
　更なる（任意の）実施例では、深層学習セグメンテーションデータは、各アトラス画像
（データ５２１、５２２、５２３）から生成され、画像登録に先立って、ワークフローの
別のブランチで分析するようにしてもよい。例えば、各アトラス画像の画像データ（デー
タ５２１、５２２、５２３）を深層学習モデルのそれぞれの用途に適用して（操作５３１
、５３２、５３３）、セグメンテーションデータ（結果５４１、５４２、５４３）を生成
してもよい。このセグメンテーションデータは、画像登録および対象画像に対する構造物
の分類またはマッピングをさらに支援するために使用されてもよい。
【００９８】
　［００９８］
　複数のアトラス画像および画像登録を使用することは、１からＮ個のアトラス間のマッ
ピングのバリエーションを可能にすることによって、アトラスベースの自動セグメンテー
ションプロセスを支援することができる。このように、一実施例では、画像登録（操作５
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５１、５５２、５５３）から複数のマッピングされたアトラス（結果５６１、５６２、５
６３）が生成される。マッピングされたアトラスからのデータは、画像のそれぞれの領域
および部分に構造ラベリングを生成するために結合することができる（操作５７０）。そ
の後、複数のマッピングされたアトラスから生成された構造ラベリングは、対象画像のた
めの構造ラベリングマップに生成されることができる（結果５８０）。例えば、構造ラベ
ルマップは、関心のある構造に分類されているか否かの様々な２Ｄピクセルまたは３Ｄボ
クセル領域の表示を提供することができる。他の実施例では、データフロー５００は、単
一のアトラスで使用するために変更されてもよいし、深層学習モデルを使用して複数の対
象画像を評価するために変更されてもよい。
【００９９】
　［００９９］
　例示的なシナリオとして、深層学習のセグメンテーション結果は、初期レジストレーシ
ョンソリューション（例えば、線形レジストレーション）を計算するために直接的に使用
され、様々な解剖学的器官または構造のための最終的なアトラス－対象画像レジストレー
ションを計算するための改善された出発点を提供することができる。例えば、前立腺の輪
郭を特定するために、大量のデータセット上で訓練された深層学習セグメンテーションモ
デルである場合のシナリオを考える。この深層学習セグメンテーションモデルは、アトラ
ス画像と新しい対象画像の両方から前立腺を自動セグメンテーションするために使用され
る。例えば、深層学習モデルによる前立腺のセグメンテーション結果を用いて、アトラス
の前立腺を被験者の前立腺に整列させる線形変換を計算することができる。このように、
深層学習モデルは、非線形または変形可能な登録を有するアトラスの最終的な画像登録結
果の精度を向上させるために使用される出発点を提供する。
【０１００】
　［０１００］
　このように、データフロー５００において、（操作５３４において、または任意の操作
５３１、５３２、５３３において適用される）深層学習モデルは、アトラス登録ステップ
での影響を介して、最終的なアトラスベースの自動セグメンテーション結果にのみ影響を
与える。これは、最終的なセグメンテーション結果を得るために深層学習や他の機械学習
モデルのみを使用する場合の２つの重大な制限に対応している。第１に、深層学習モデル
は、新しい画像に必要なすべての構造を持っていない可能性があり、特に、深層学習モデ
ルは、通常、大規模な訓練データのセットを使用して、以前の時点で事前に訓練されてい
るためである。トレーニングデータは、構造物のサブセット、例えば、前立腺／膀胱／直
腸についてモデルを事前に訓練するために利用可能であるかもしれないが、新規のユーザ
または医療施設では、神経血管束のような追加の構造物をセグメンテーションする必要が
あるかもしれない。本発明の技術では、特定の器官または器官のサブセットの非常に正確
なセグメンテーションを提供するために深層学習モデルを使用してもよく、一方、残りの
構造をセグメンテーションまたは推定するためにアトラスを使用してもよい。第２に、深
層学習モデルは、輪郭形成プロトコルがセグメンテーションされるべき新しい画像データ
とは異なる別の診療所からのデータを用いて訓練されてもよい。本技術では、アトラスと
新たな対象画像の両方について、モデル内の構造のセグメンテーションを行うために、深
層学習モデルを適用して、これらの構造のセグメンテーション結果がアトラスと被写体の
間で一貫していることを確認する。
【０１０１】
　［０１０１］
　したがって、深層学習によるセグメンテーション結果は、アトラスベースの自動セグメ
ンテーションデータフロー５００またはアトラスベースの他のバリエーションにおけるア
トラス登録を改善するために使用することができる。しかし、対象画像内の構造物の最終
的なセグメンテーション結果は、アトラスベースのセグメンテーションのために定義され
た従来のアトラス－構造ワープおよびラベル融合／精製手順を経て得られることに変わり
はない。再度説明すると、深層学習支援の画像登録の結果は、新しい対象画像にアトラス
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構造を「ワープ」させたり、適応させたりすると考えることができる。アトラスベースの
自動セグメンテーションデータフローにおけるこのようなアトラスは、典型的にはユーザ
または医療施設に固有のものであるため、所望の輪郭形成プロトコルおよびアトラスの他
の固有の特性は、新しいセグメンテーションタスクとの整合性を保ちつつ、使用を継続す
ることができる。
【０１０２】
　［０１０２］
　図６は、深層学習支援のアトラスベースのセグメンテーションを実行するための例示的
な操作の処理フロー６００を示す。処理フロー６００は、アトラスベースの自動セグメン
テーション手順に統合された深層学習の結果を使用してデータを受信して処理する画像処
理システムの観点から図示されている。しかし、対応する動作は、他の装置またはシステ
ムによって行われてもよい。
【０１０３】
　［０１０３］
　処理フロー６００は、深層学習支援のアトラスベースセグメンテーションワークフロー
のためのオプショナルな前提条件を示しており、これは、別の実在物（entity）、ユーザ
、または医療施設によって、または別の設定で、より早い時期に実行されてもよい。これ
らの前提条件は、訓練データセットを使用して、深層学習構造セグメンテーションモデル
の選択および訓練（操作６１０）と、構造セグメンテーションのための１つまたはそれ以
上のアトラスモデルの定義および選択（操作６２０）とを含むように示されている。例え
ば、深層学習構造セグメンテーションモデルは、図３および図４において上記で参照した
深層学習およびＣＮＮの態様に基づいて訓練されてもよいし、構造化されてもよい。アト
ラスモデルは、手動または自動でセグメンテーションされた画像およびそのようなセグメ
ンテーション画像上のアノテーション（例えば、構造ラベルマップまたは構造表面）に基
づいて設計または構造化されてもよく、いくつかの例では、アトラスモデルは、放射線治
療の治療ワークフローに関連して作成されてもよい。
【０１０４】
　［０１０４］
　処理フロー６００は、深層学習モデルの適用により、被験者の医用画像に対して実行さ
れるセグメンテーション操作を継続する。これらの操作は、セグメンテーション処理のた
めの対象画像を獲得すること（操作６３０）と、深層学習セグメンテーションモデルを用
いて対象画像内の１つまたはそれ以上の構造を識別するためのセグメンテーションワーク
フローの分岐を実行すること（操作６４０）とを含む。例えば、深層学習セグメンテーシ
ョンモデルは、ピクセルまたはボクセル、ピクセル領域またはボクセル領域、または画像
部分のような分類、構造、特徴、または他の識別を生成することができる。
【０１０５】
　［０１０５］
　処理フロー６００は、深層学習型の強化アトラス登録技術を用いて被験者の医用画像に
対して実行されるセグメンテーション操作を継続する。これらの操作は、アトラス画像お
よびアトラスデータ（例えば、アノテーションまたは他のメタデータ）をアトラスモデル
から獲得する（操作６５０）と、深層学習モデルから対象画像のセグメンテーションデー
タを適用して、アトラス画像－対象画像登録を実行または支援すること（操作６７０）と
を含む。このようなアトラス登録は、対象に対してアトラス画像を適応させるかまたはワ
ープさせるかして、対象画像上にセグメンテーション結果（例えば、構造ラベルマップま
たは構造輪郭／曲面）を生成することを含み得る。更なる（任意の）例では、画像登録に
使用される追加のセグメンテーションデータは、深層学習セグメンテーションモデルを使
用してアトラス画像内の１つまたはそれ以上の構造または特徴を識別することから生成さ
れる（操作６６０）。処理フロー６００内のいくつかの要素内には１つのアトラスのみが
描かれているが、並列または逐次的な操作が、複数のアトラス上でセグメンテーションワ
ークフローを実行すること（操作６５０、６６０、６７０が１つまたはそれ以上のアトラ
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スに適用される）が可能であることが理解されるであろう。
【０１０６】
　［０１０６］
　処理フロー６００は、対象画像にラベリング（ラベル融合および精製を含む）を行うた
めの操作を継続する（操作６８０）。このラベリングは、複数のアトラスからの登録画像
の取り込み、追加の人工知能（例えば、機械学習）アルゴリズムからのセグメンテーショ
ンおよびラベリング特徴の取り込み、などを含んでもよい。ラベル融合は、ワープされた
アトラスセグメンテーション（構造ラベルマップまたは構造輪郭／表面）を組み合わせて
、対象画像の構造セグメンテーションを生成してもよい。訓練された機械学習モデルによ
って生成されたデータを用いたラベルの融合および精製のさらなる実施例は、図７から図
９を参照して以下で議論される。最後に、処理フロー６００は、対象画像の分割結果を提
供して終了する。この提供は、メタデータまたは画像データアノテーションの生成、グラ
フィカルユーザーインターフェースでの結果の出力、関心のある１つ以上の解剖学的構造
物の分類の定義または関連付け、ラベルマップまたは構造物ラベル推定値の生成、各構造
物のための輪郭または表面の生成、セグメンテーションの指示の保存または伝達、治療計
画の修正、治療または治療からの除外領域の定義付け（ＯＡＲの定義付けを含む）、など
のような形態であってもよい。
【０１０７】
　［０１０７］
　更なる実施例では、アトラスベースの自動セグメンテーションのラベリング方法は、深
層学習によって強化された機械学習方法の使用を含み得る。例えば、ランダムフォレスト
（random forests：ＲＦ）、サポートベクターマシン（ support vector machine：ＳＶ
Ｍ）、ブーステッドツリー（Boosted Tree：ＢＴ）、または同様の分類器モデルは、アト
ラスベースの自動セグメンテーションのセグメンテーション精度を向上させることができ
るピクセルまたはボクセルベースの構造分類器を訓練するために使用することができる。
しかし、以前のアトラスベースの自動セグメンテーションのラベリング方法で機械学習法
を使用する場合、多くの場合、各画像ピクセルまたはボクセルの構造ラベルを予測するた
めの機械学習モデルへの入力として、手動で指定された画像特徴を使用する必要がありま
す。以下の非限定的な実施例では、深層学習モデルの結果は、機械学習分類器の適用可能
な画像特徴を訓練または精錬するための追加入力として提供することができる。このよう
な深層学習モデルの結果は、深層学習セグメンテーション結果（例えば、深層学習モデル
を適用した場合の最終結果）を含むことができるし、追加的に、深層学習モデルの操作か
ら生成される中間結果を含むことができる。
【０１０８】
　［０１０８］
　一実施例では、ＣＮＮを利用した深層学習セグメンテーションモデルは、訓練画像から
画像特徴の階層を自動的に学習する機能を有する。その結果、ＣＮＮモデルを新しい対象
画像に適用してセグメンテーション結果を計算する場合、このモデルでは、まず画像の特
徴を抽出し、その特徴をセグメンテーションマップまたはセグメンテーション確率に変換
する必要がある。ＣＮＮモデルの各コンボリューション層の出力は、しばしば「特徴マッ
プ」と呼ばれる。一実施例では、ＣＮＮまたは他の深層学習モデル内の層からのこれらの
特徴マップまたは同様の出力は、画像のラベリングに使用される機械学習分類器を訓練す
るための特徴として抽出することができる。例えば、図４に示すように、深層学習モデル
は、対象画像を解析する際に、ＣＮＮモデルの中間層から多くの即時出力（特徴マップ）
を生成することができる。各特徴マップは、機械学習モデルを訓練するための追加入力と
して使用できるマルチチャンネル画像である。
【０１０９】
　［０１０９］
　したがって、例示的な実施形態では、深層学習モデルのセグメンテーション結果は、ア
トラスベースの自動セグメンテーションワークフロー（例えば、データフロー５００また
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は処理フロー６００）を支援または補完するために、オンラインまたはオフラインの機械
学習モデル（例えば、ＢＴ、ＲＦ、またはＳＶＭ、または他の機械学習分類器）への追加
入力として使用することができる。例えば、深層学習セグメンテーションラベルマップは
、元の画像データに関して追加のチャネルとして使用され、マルチチャネル画像のピクセ
ルまたはボクセル分類モデル（例えば、ＢＴ、ＲＦ、またはＳＶＭ、または他の機械学習
分類器）を訓練するために使用することができる。
【０１１０】
　［０１１０］
　更なる実施例では、深層学習セグメンテーションラベルマップの変換が計算され、機械
学習分類器モデルのための特徴を抽出するための別の入力チャネルとして使用することが
できる。例えば、セグメンテーションマップの距離変換は、そのような特徴を使用して計
算されてもよく、多くの設定では、特定の構造からの距離は、貴重な情報を提供すること
ができる（例えば、前立腺領域からの距離は、ボクセルが膀胱に属するかどうかの判断に
役立ち得る）。
【０１１１】
　［０１１１］
　図７は、深層学習セグメンテーション特徴データで使用するために適合された機械学習
モデル訓練プロセスにおける例示的なデータフロー７００を示す。データフロー７００は
、対象画像７１５および１からＮ個のアトラス７２１，７２２，７２３を受け取ること（
操作７１０）と、およびマッピングされたアトラス７６１，７６２，７６３を生成するた
めに１からＮ個のアトラス７２１，７２２，７２３上でアトラス登録（操作７３１，７３
２，７３３）を実行することを含む、データフロー５００で実行される操作の一部を簡略
化した表現を提供する。しかしながら、アトラス登録操作は任意であり、機械学習モデル
は、元のアトラスデータ７２１、７２２、７２３と、後述するように、深層学習モデルを
各アトラス画像に適用した出力のみに基づいて学習することができる。更に、図示されて
いないが、アトラス登録（操作７３１、７３２、７３３）は、（例えば、図５に図示され
ているような）深層学習セグメンテーションモデルの適用によって支援することができる
。
【０１１２】
　［０１１２］
　しかしながら、データフロー７００は、より具体的には、アトラス画像データを用いて
機械学習構造分類器を訓練し（操作７８０）、セグメンテーションラベリングおよび特徴
表現において使用可能な訓練された機械学習モデル７９０を生成した結果を示す。（この
訓練された機械学習モデルのセグメンテーションプロセスへの統合は、図８のデータフロ
ーにおいてより詳細に描かれている。）データフロー７００では、機械学習モデル７９０
は、アトラス画像を分析する深層学習モデルによって生成されたアトラス画像セグメンテ
ーション結果７５０から訓練されるものとして示され、機械学習モデル７９０は、マッピ
ングされたアトラス特徴データ７６５またはアトラス画像セグメンテーション特徴データ
７７０から追加的に訓練されるものとして任意の実施例で示されている。
【０１１３】
　［０１１３］
　具体的には、各アトラス画像７２１，７２２，７２３は、深層学習モデル７４０によっ
て解析され、深層学習モデルの各層から、アトラス画像のセグメンテーション特徴（デー
タ７７０）のシーケンスに加えて、セグメンテーション結果（データ７５０）が抽出され
る。セグメンテーションデータ７５０，７７０は、機械学習モデル分類器への訓練入力と
して提供され、訓練フェーズ（操作７８０）で使用される。あらゆるオリジナルのアトラ
ス画像について、アトラスデータ自体からグラウンドトゥルースを決定することができ、
それにより、オリジナルのアトラス画像やマッピングされたアトラス画像の特徴情報は、
分類を生成する機械学習分類器を訓練するために使用することができる。このように、機
械学習分類器が勾配、ライン、テクスチャなどの手動の特徴の定義から訓練される従来の
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技術とは対照的に、深層学習モデルを適用した出力データは、分類すべき解剖学的構造に
関連する特徴のセットを自動的に提供する。
【０１１４】
　［０１１４］
　機械学習訓練において（例えば、従前の機械学習支援アトラスベースのセグメンテーシ
ョンプロセスにおいて）使用される訓練データの他の態様は、任意に統合されてもよいし
、機械学習モデル分類器への訓練入力として使用されてもよい。例えば、対象画像７１５
への画像登録から生成された様々なマッピングアトラス７６１，７６２，７６３から提供
される特徴データ（データ７６５）は、学習フェーズ（操作７８０）で構造分類器を訓練
する特徴と組み合わせたり、補完したり、置き換えたりすることができる。同様の方法で
は、オリジナルのアトラス７２１、７２２、７２３から提供されるメタデータまたは他の
特徴データは、訓練フェーズ（操作７８０）で構造分類器を訓練する特徴と組み合わせた
り、補足したり、置き換えたりすることができる。
【０１１５】
　［０１１５］
　図８は、深層学習セグメンテーション特徴データとの使用に適応した機械学習モデル分
類プロセスにおける例示的なデータフロー８００を示す。 データフロー８００は、アト
ラスまたは深層学習セグメンテーション特徴データから訓練された機械学習モデル８５０
の使用を具体的に示す。例えば、機械学習モデル８５０は、図７に図示されているように
、機械学習モデル７９０と同様の方法で訓練することができる。
【０１１６】
　［０１１６］
　データフロー８００は、また、データフロー５００で実行される操作のいくつかを簡略
化した表現を提供し、対象画像８１５と複数のアトラス８２０を受け取ることと、アトラ
スベースの構造ラベル８４０を生成するために、複数のアトラス８２０と対象画像８１５
上でアトラス登録を実行すること（操作８３０）を含む。図示されていないが、アトラス
登録（操作８３０）は、（例えば、図５に描かれているような）深層学習セグメンテーシ
ョンモデルの適用によって支援され得る。
【０１１７】
　［０１１７］
　データフロー８００は、対象画像８１５に対するアトラスベースのセグメンテーション
操作から生成された構造ラベル（例えば、ラベル８４０）と、機械学習モデル８５０の対
象画像８１５への適用から生成された構造ラベルとの統合（例えば、融合）をさらに例示
する。具体的には、データフロー８００の分岐は、訓練された構造分類器（操作８６０）
を対象画像８１５に適用して、対象画像に対して分類器ベースの構造ラベル推定８６５を
生成することを示す。任意の実施例では、分類器訓練された構造分類器を適用すること（
操作８６０）は、また、アトラスベースのセグメンテーション操作またはアトラスベース
の構造ラベルから生成されたラベルデータ８４５を利用することができる。
【０１１８】
　［０１１８］
　機械学習構造分類器から生成された分類器構造ラベルの推定８６５は、アトラスベース
の構造ラベル８４０と結合され（操作８７０）、対象画像の構造ラベルマップ８８０を生
成するために使用することができる。セグメンテーションラベルの結果を結合するために
、任意の数のラベル融合または組み合わせ技術を使用することができる。したがって、図
５のデータフロー５００から生成された構造ラベルマップ５８０は、機械学習によって強
化された構造ラベルマップ８８０に置き換えられてもよい。
【０１１９】
　［０１１９］
　図９は、機械学習分類器を使用して深層学習支援アトラスベースのセグメンテーション
を実行するための例示的な操作の処理フロー９００を示す。処理フロー９００は、また、
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アトラスベースの自動セグメンテーション手順に統合されたような深層学習の結果を使用
して、機械学習の構造分類器を訓練して利用する画像処理システムの観点から図示されて
いる。しかし、対応する操作は、（アトラスベースのセグメンテーションワークフロー以
外のオフラインのトレーニング設定での実行を含む）他のデバイスまたはシステムによっ
て実行することができる。
【０１２０】
　［０１２０］
　処理フロー９００は、深層学習セグメンテーションモデルを用いて、アトラス画像のセ
グメンテーション特徴データを生成する処理（操作９１０）を描写する。このようなセグ
メンテーション特徴データは、ＣＮＮモデル、および／またはＣＮＮモデルから生成され
た最終的なＣＮＮセグメンテーションマップまたはセグメンテーション確率を用いて抽出
された画像特徴のシーケンスを含むことができる。このセグメンテーションデータは、深
層学習セグメンテーション特徴データ（例えば、特徴マップ）に基づく訓練（操作９２０
）や、深層学習セグメンテーション結果データに基づく訓練（操作９３０）のように、機
械学習構造分類器を訓練するために用いられ、上述した機械学習分類器モデル（例えば、
ＲＦ、ＳＶＭ、ＢＴ）を生成する。
【０１２１】
　［０１２１］
　訓練された構造分類器は、対象画像に適用され（操作９４０）、構造分類器を用いて構
造ラベルの推定値を生成する（操作９５０）ために使用される。機械学習モデルからの出
力は、分類ラベル、確率、または、構造、特徴、または、対象画像（または、対象画像の
セット）のそれぞれのピクセル、ボクセル、または領域の他の指示を示す、他の形態の分
類データを含むことができる。機械学習モデルから生成される構造ラベル情報は、図５お
よび図６を参照して議論されるような深層学習支援のアトラスベースの自動セグメンテー
ションプロセスを含むアトラスベースの自動セグメンテーションプロセス（操作９６０）
からの構造ラベル情報と結合（例えば、融合、統合、結合）することができる。（他の実
施例では、構造ラベル情報は、深層学習を伴わない従来のアトラスベースのセグメンテー
ションプロセスからの情報と組み合わせることができる。）最後に、処理の流れは、対象
画像のラベルマップを生成して（操作９７０）終了する。ラベルマップの出力は、セグメ
ンテーションされた結果の出力を参照して上述したように提供する（例えば、操作６９０
で）ことができる。
【０１２２】
　［０１２２］
　先に述べたように、それぞれの電子計算システムまたは装置は、本明細書で論じたよう
な方法または機能的操作のうちの１つまたはそれ以上を実装することができる。１つまた
はそれ以上の実施形態では、画像処理計算システム１１０は、画像誘導された放射線治療
装置２０２を制御または操作する、深層学習訓練または予測操作３０８、３１２を実行ま
たは実施する、ＣＮＮモデル４１０を操作する、データフロー５００、７００、８００を
実行または実施する、フローチャート６００、９００の操作を実行または実施する、また
は、本明細書で論じられている任意の１つまたはそれ以上の他の方法論を（例えば、セグ
メンテーション処理ロジック１２０およびセグメンテーションワークフロー１３０の一部
として）実行するために、構成され、適合され、または使用され得る。様々な実施形態で
は、そのような電子計算システムまたは装置は、スタンドアロンデバイスとして動作する
か、または他の機械に（例えば、ネットワーク化されて）接続されて動作することができ
る。例えば、そのような計算システムまたはデバイスは、サーバー－クライアントネット
ワーク環境におけるサーバーまたはクライアントマシンの能力で、または、ピアツーピア
（または分散）ネットワーク環境ではピアマシンとして動作することができる。計算シス
テムまたはデバイス１１０の特徴は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タブレットＰＣ
、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯電話、ウェブアプライアンス、また
は、その機械によって実行されるべきアクションを指定する命令（シーケンシャルまたは
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他の方法）を実行することが可能な任意のマシンによって実現することができる。
【０１２３】
　［０１２３］
　また、上述したように、上述した機能は、命令、論理、または機械可読媒体上の他の情
報の記憶によって実装することができる。機械可読媒体は、単一の媒体を用いて様々な実
施例で説明されてきたが、用語「機械可読媒体」は、１つまたはそれ以上の命令またはデ
ータ構造を格納する単一の媒体または複数の媒体（例えば、集中型または分散型のデータ
ベース、および／または関連するキャッシュおよびサーバー）を含むことができる。用語
「機械可読媒体」は、また、機械によって実行されるための命令を格納、符号化、または
運搬することが可能であり、機械に本発明の方法論のいずれか１つまたはそれ以上を実行
させる、または、そのような命令によって利用されるか、またはそのような命令に関連付
けられたデータ構造を格納、符号化、または運搬することが可能である、任意の有形的媒
体を含むものとみなされる。
【０１２４】
　追加の注意事項
　［０１２４］
　上記の詳細な説明は、詳細な説明の一部を形成する添付の図面への参照を含む。図面は
、本発明を実施することができる特定の実施形態を、限定ではなく例示として示すもので
ある。これらの実施形態は、本明細書では「実施例」とも呼ばれる。そのような実施例は
、図示または記載されたものに追加した要素を含むことができる。しかし、本願発明者ら
は、また、図示または記載されている要素のみが提供されている実施例を考慮している。
さらに、本願発明者らは、また、特定の実施例（またはその１つまたは複数の態様）に関
して、あるいは他の実施例（またはその１つまたは複数の態様）に関して示された、また
は説明された要素の任意の組合せまたは置換を用いる実施例を考慮している。
【０１２５】
　［０１２５］
　本明細書で参照される、すべての出版物、特許、および特許文書は、個々が参照により
組み込まれているが、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。本明細書と、参照
により組み込まれた文書との間に一貫性のない用法がある場合、参照により組み込まれた
文書での用法は、本明細書の用法を補足するものと見なされ、矛盾する用法については、
本明細書の用法が支配する。
【０１２６】
　［０１２６］
　本明細書では、用語「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「ｓａｉｄ」は、特許文書で一般
的であるように、本発明の態様の要素を導入するときに使用され、「少なくとも１つの」
または「１つまたはそれ以上の」のいかなる他の例または使用法とは無関係に、１つまた
はそれ以上の要素よりも１つまたはそれ以上を含む。本明細書では、用語「または（ｏｒ
）」は、「ＡまたはＢ（Ａ　ｏｒ　Ｂ」が、そうでないと示されない限り、「Ａを含むが
Ｂを含まない（Ａ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　Ｂ）」、「Ｂを含むがＡを含まない（Ｂ　ｂｕｔ　
ｎｏｔ　Ａ）」、「ＡおよびＢ（Ａ　ａｎｄ　Ｂ）」を含むように、非排他的であること
を指すために使用される。
【０１２７】
　［０１２７］
　添付の特許請求の範囲において、用語「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」および「ｉｎ　
ｗｈｉｃｈ（その中で）」は、それぞれの用語「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（含む）」および
「ｗｈｅｒｅｉｎ（ここで）」の平易な英語の等価物として使用される。また、以下の特
許請求の範囲において、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄ
ｉｎｇ）」、「含む（ｈａｖｉｎｇ）」、は、オープンエンドであることを意図し、請求
項のそのような用語（例えば、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕ
ｄｉｎｇ）」、「含む（ｈａｖｉｎｇ）」）の後に列挙されている要素に追加した要素を
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求の範囲では、「第１の」、「第２の」、および「第３の」などの用語は、単なるラベル
として使用されており、それらの対象に数値要件を課すことを意図していない。
【０１２８】
　［０１２８］
　本発明はまた、本明細書の操作を実行するために適合され、構成され、または操作され
るコンピューティングシステムに関する。このシステムは、必要な目的のために特別に構
成することも、コンピュータに格納されたコンピュータプログラムによって選択的にアク
ティブ化または再構成された汎用コンピュータを含むこともできる。本明細書において図
示および説明される本発明の実施形態における動作の実行または実行の順序は、特に指定
されない限り、必須ではない。すなわち、特に明記しない限り、操作は任意の順序で実行
でき、本発明の実施形態は、本明細書に開示されているものよりも多いまたは少ない操作
を含むことができる。例えば、別の操作の前、同時、または後に特定の操作を実行または
実行することは、本発明の態様の範囲内であると考えられる。
【０１２９】
　［０１２９］
　上記記載を考慮すれば、本発明のいくつかの目的が達成され、他の有利な結果が得られ
ることが分かるであろう。本発明の態様を詳細に説明したが、添付の特許請求の範囲で定
義される本発明の態様の範囲から逸脱することなく、修正および変更が可能であることは
明らかであろう。本発明の態様の範囲から逸脱することなく、上記の構造、製品、および
方法に様々な変更を加えることができるので、上記の説明に含まれ、添付の図面に示され
るすべての事項は、例示として、かつ、限定的な意味ではないと、解釈されるべきである
。
【０１３０】
　［０１３０］
　上記の説明は、例示を意図したものであり、限定を意図したものではない。例えば、上
述の実施例（または１つまたはそれ以上の態様）は、互いに組み合わせて使用することが
できる。さらに、本発明の範囲から逸脱することなく、特定の状況または材料を本発明の
教示に適合させるために、多くの修正を行うことができる。本明細書に記載された寸法、
材料の種類、および例示的なパラメータ、機能、および実施形態は、本発明のパラメータ
を定義することを意図しているが、それらは決して限定的なものではなく、例示的な実施
形態である。上記の説明を検討すれば、他の多くの実施形態が当業者には明らかであろう
。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲を参照して、そのような特許請求
の範囲が権利を与えられる等価物の全範囲とともに決定されるべきである。
【０１３１】
　［０１３１］
　また、上記の詳細な説明では、開示を簡素化するために、さまざまな機能をグループ化
することがある。これは、クレームされていない開示された機能がクレームに不可欠であ
ることを意図するものとして解釈されるべきではない。むしろ、発明の主題は、特定の開
示された実施形態のすべての特徴より少ない場合がある。したがって、以下の請求項は、
これにより詳細な説明に組み込まれ、各請求項は別個の実施形態としてそれ自体で成立す
る。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲を参照して、そのような特許請求の範囲が権
利を与えられる均等物の全範囲とともに決定されるべきである。
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月9日(2020.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションを実行するためのコンピュータ実
装方法であって、
　前記方法は、
　対象画像から１つまたはそれ以上の解剖学的特徴を識別するために深層学習モデルを適
用するステップであって、前記深層学習モデルは、前記対象画像の前記解剖学的特徴の第
１の配置を識別する深層学習セグメンテーションデータを生成するように訓練され、前記
深層学習モデルは、複数の層を有する畳み込みニューラルネットワークを有しているステ
ップと、
　アトラス画像を前記対象画像にアトラス登録プロセスで登録するステップであって、前
記アトラス画像には、前記アトラス画像の前記セグメンテーションされた解剖学的特徴を
識別するアノテーションデータが関連付けられており、前記アトラス登録プロセスは、前
記アトラス画像と前記対象画像の間の画像登録からアトラス登録結果を生成することであ
って、前記アトラス登録結果は、前記対象画像の前記セグメンテーションされた解剖学的
特徴の第２の配置を識別するアトラス画像の整列から生成されていることと、前記生成さ
れた深層学習セグメンテーションデータにおいて識別された前記セグメンテーションされ
た解剖学的特徴の１つまたはそれ以上の前記第１の配置を用いて、前記セグメンテーショ
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ンされた解剖学的特徴の前記第２の配置を変更し、前記アトラス登録結果を改善すること
とを含んでいるステップと、
　前記アトラス画像を前記対象画像に登録してマッピングされたアトラスを生成するステ
ップと、
　前記マッピングされたアトラスを用いて、前記対象画像の前記セグメンテーションされ
た解剖学的特徴を識別するステップと
　を有する
　ことを特徴とするコンピュータ実装方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記登録するステップは、前記生成された深層学習セグメンテーションデータを適用す
ることにより前記アトラス画像と前記対象画像との間の前記アトラス登録結果を改善して
、前記対象画像で識別された前記セグメンテーションされた解剖学的特徴に基づいて初期
の登録推定値または制約値を決定する
　ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、前記マッピングされた
アトラスは、複数のマッピングされたアトラスのうちの１つであり、
　前記方法は、
　前記複数のアトラス画像を前記対象画像に前記アトラス登録プロセスで登録するステッ
プであって、前記複数のアトラス画像には、前記複数のアトラス画像の前記それぞれのア
トラス画像の前記セグメンテーションされた解剖学的特徴を識別するそれぞれのアノテー
ションデータが関連付けられており、前記アトラス登録プロセスは、前記複数のアトラス
画像の前記それぞれのアトラス画像と前記対象画像との間の複数の登録結果を生成し、前
記登録することは、前記生成された深層学習セグメンテーションデータを用いて、前記複
数の登録結果を改善するステップと、
　前記複数のアトラス画像を前記対象画像に登録して前記複数のマッピングされたアトラ
スを生成するステップであって、前記複数のマッピングされたアトラスは、前記対象画像
に対する前記複数の登録結果の前記セグメンテーションされた解剖学的特徴のそれぞれの
位置と境界を識別するステップと
　を更に有し、
　前記対象画像内の前記セグメンテーションされた解剖学的特徴を識別することは、前記
複数のマッピングされたアトラスからの結果を組み合わせることを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法において、
　前記セグメンテーションされた解剖学的特徴は、複数の解剖学的特徴を含み、
　前記複数のマッピングされたアトラスから前記対象画像の前記セグメンテーションされ
た解剖学的特徴を識別するステップは、
　前記複数のマッピングされたアトラスに基づいて、前記対象画像内の前記複数の解剖学
的特徴の構造ラベリングを実行することと、
　前記複数の解剖学的特徴の構造ラベリングに基づいて、前記対象画像の構造ラベルマッ
プを生成することと
　を更に有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　前記深層学習モデルを前記アトラス画像に適用するステップであって、前記深層学習モ
デルは、前記アトラス画像内の前記セグメンテーションされた解剖学的特徴を識別する追
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加の深層学習セグメンテーションデータを生成するように訓練されるステップを更に有し
、
　前記アトラス画像を前記対象画像に前記アトラス登録プロセスで登録するステップは、
更に、前記追加の深層学習セグメンテーションデータを使用することを含み、前記追加の
深層学習セグメンテーションデータが更に使用され、前記アトラス画像と前記対象画像と
の間で識別された前記セグメンテーションされた解剖学的特徴の前記アトラス登録結果を
改善する
　ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　機械学習モデルを前記対象画像に適用するステップであって、前記機械学習モデルは、
前記深層学習モデルにより提供される前記畳み込みニューラルネットワークの複数の層の
うちの１つの層から獲得され、前記機械学習モデルは前記深層学習モデルから分離されて
おり、前記機械学習モデルは、解剖学的構造の予測分類を示すための構造分類器を提供す
るステップと、
　前記解剖学的構造の予測分類から前記対象画像の分類器構造ラベルを生成するステップ
と
　を更に有し、
　前記セグメンテーションされた解剖学的特徴を識別することは、前記アトラスベースの
セグメンテーションからの構造ラベルと前記機械学習モデルからの前記分類器構造ラベル
を組み合わせて、前記対象画像の構造ラベルマップを識別することを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、
　前記機械学習モデルは、ブーストドツリー（ＢＴ）、ランダムフォレスト（ＲＦ）、ま
たはサポートベクターマシン（ＳＶＭ）分類器である
　ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６記載の方法において、
　前記機械学習モデルは、前記アトラス画像からのアトラス特徴データ、前記アトラス画
像のマッピングから生成されたマッピングされたアトラス特徴データ、または、前記深層
学習モデルの１つの層から獲得されたセグメンテーションラベルマップの変換のうちの少
なくとも１つに基づいて更に訓練される
　ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、
　前記セグメンテーションされた解剖学的特徴は、３次元画像セットからセグメンテーシ
ョンされており、前記深層学習モデルは、セグメンテーションラベルマップにおける前記
セグメンテーションされた解剖学的特徴のそれぞれのボクセルを分類する複数の医用画像
に基づいて学習される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法において、
　前記深層学習モデルを訓練するために使用される前記複数の医療画像は、それぞれの医
療施設からの画像を含み、前記それぞれの医療施設は、撮像および輪郭形成プロトコルの
バリエーションを利用して、前記複数の医用画像における前記セグメンテーションされた
解剖学的特徴を識別する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションプロセスにおいて、訓練された機
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械学習分類器を操作するためのコンピュータ実装方法であって、
　前記方法は、
　アトラス画像に深層学習モデルを適用するステップであって、前記深層学習モデルは、
前記アトラス画像内の複数の解剖学的構造の分析からデータを生成するために適合され、
前記深層学習モデルは、複数の層を有する畳み込みニューラルネットワークを有している
ステップと、
　前記畳み込みニューラルネットワークにおける前記複数の層のうちの１つの層から獲得
された特徴データから生成されたデータを使用して機械学習モデル分類器を訓練するステ
ップであって、前記機械学習モデル分類器は、前記アトラス画像内の前記解剖学的構造を
分類するために訓練され、前記機械学習モデル分類機は前記深層学習モデルから分離され
ているステップと、
　対象画像から１つまたはそれ以上のセグメンテーションされた特徴を識別するために、
前記訓練された機械学習モデル分類器を対象画像に適用して、前記対象画像のそれぞれの
領域の分類を生成するステップと、
　前記対象画像の前記それぞれの領域の分類に基づいて、前記対象画像の前記それぞれの
領域の構造ラベルを推定するステップと、
　前記推定された構造ラベルを、前記対象画像のアトラスベースのセグメンテーションか
ら生成された構造ラベルと組み合わせることにより、前記対象画像の前記それぞれの領域
の構造ラベルを定義するステップであって、前記推定された構造ラベルは、前記訓練され
た機械学習モデル分類器を前記対象画像に適用することにより生成された前記対象画像に
おける前記セグメンテーションされた解剖学的特徴の第１の配置を提供し、前記推定され
た構造ラベルは、前記アトラスベースセグメンテーションを前記対象画像に適用すること
により生成された前記対象画像における前記セグメンテーションされた解剖学的特徴の第
２の配置を提供するステップと
　を有する
　ことを特徴とするコンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の方法において、
　前記深層学習モデルは、入力画像のセグメンテーションを実行するように訓練され、前
記深層学習モデルを適用して生成されたデータは、前記畳み込みニューラルネットワーク
の中間畳み込み層において前記入力画像を解析して生成された特徴マップを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、
　前記方法は、
　前記対象画像に前記深層学習モデルを適用して生成されたセグメンテーションデータを
使用して、複数のアトラス画像を前記対象画像に登録し、
　前記複数のアトラス画像を前記対象画像に登録することに基づいて、前記対象画像上に
複数のマッピングされたアトラスを生成し、
　前記複数のマッピングされたアトラスから前記対象画像の前記構造ラベルを生成するこ
とにより、
　前記対象画像に対して前記アトラスベースのセグメンテーションを実行するステップを
更に有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の方法において、
　前記複数のマッピングされたアトラスから前記対象画像の前記構造ラベルを生成するこ
とは、前記複数のマッピングされたアトラスから示された複数のラベルに対してラベル精
製とラベル融合を行うことを含む
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　ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、前記機械学習モデル分
類器を訓練するステップは、前記複数のアトラス画像に前記深層学習モデルを適用して生
成されたセグメンテーション結果を使用して更に実行される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１１記載の方法において、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、
　前記機械学習モデル分類器を訓練するステップは、前記複数のアトラス画像に前記深層
学習モデルを適用して生成されセグメンテーション特徴データを使用して更に実行される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１１記載の方法において、
　前記対象画像のそれぞれの領域の前記構造ラベルから前記対象画像のラベルマップを生
成するステップであって、前記ラベルマップは前記対象画像のそれぞれのセグメントを識
別し、前記対象画像の前記それぞれの領域は、複数のボクセルに対応するそれぞれの構造
ラベルを含むステップを更に有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　深層学習を用いたアトラスベースセグメンテーションを実行するためのシステムであっ
て、
　前記システムは、
　少なくとも１つのプロセッサを含む処理回路と、
　前記少なくとも１つのプロセッサにより実行されたときに、前記プロセッサに、
　対象画像を取得するステップと、
　前記対象画像から１つまたはそれ以上の解剖学的特徴を識別するために深層学習モデル
を適用するステップであって、前記深層学習モデルは、前記対象画像の前記セグメンテー
ションされた解剖学的特徴の第１の配置を識別する深層学習セグメンテーションデータを
生成するように訓練され、前記深層学習モデルは、複数の層を有する畳み込みニューラル
ネットワークを有しているステップと、
　前記対象画像にアトラス登録プロセスでアトラス画像の登録を実行するステップであっ
て、前記アトラス画像は、前記アトラス画像内の前記セグメンテーションされた解剖学的
特徴を識別するアノテーションデータと関連付けられており、前記アトラス登録プロセス
は、前記アトラス画像と前記対象画像の間の画像登録からアトラス登録結果を生成するこ
とであって、前記アトラス登録結果は、前記対象画像の前記セグメンテーションされた解
剖学的特徴の第２の配置を識別するアトラス画像の整列から生成されていることと、前記
生成された深層学習セグメンテーションデータにおいて識別された前記セグメンテーショ
ンされた解剖学的特徴の１つまたはそれ以上の前記第１の配置の１つまたはそれ以上を用
いて、前記セグメンテーションされた解剖学的特徴の前記第２の配置を変更し、前記アト
ラス登録結果を改善することとの操作を含んでいるステップと、
　前記アトラス画像の前記対象画像への登録からマッピングされたアトラスを生成するス
テップと、
　前記マッピングされたアトラスを使用して、前記対象画像内の前記セグメンテーション
された解剖学的特徴の識別を実行するステップと
　を実行させる命令を含む記憶媒体と
　を有する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項１９】
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　請求項１８記載のシステムにおいて、
　前記登録することは、前記対象画像内で識別された前記セグメンテーションされた解剖
学的特徴に基づいて初期登録推定値または制約値を決定するために前記生成された深層学
習セグメンテーションデータを適用することにより、前記アトラス画像と前記対象画像と
の間の前記アトラス登録結果を改善する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１８記載のシステムにおいて、
　前記アトラス画像は、複数のアトラス画像のうちの１つであり、前記マッピングされた
アトラスは、複数のマッピングされたアトラスのうちの１つであり、
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記生成された深層学習セグメンテーションデータを使用して、前記複数のアトラス画
像を前記対象画像にアトラス登録プロセスで登録するステップであって、前記複数のアト
ラス画像には、前記複数のアトラス画像の前記それぞれのアトラス画像の前記セグメンテ
ーションされた解剖学的特徴を識別するそれぞれのアノテーションデータが関連付けられ
ており、前記アトラス登録プロセスは、前記複数のアトラス画像の前記それぞれのアトラ
ス画像と前記対象画像との間の複数の登録結果を生成し、前記登録することは、前記生成
された深層学習セグメンテーションデータを用いて、前記複数の登録結果を改善するステ
ップと、
　前記複数のアトラス画像の前記対象画像への登録から前記複数のマッピングされたアト
ラスを生成するステップであって、前記複数のマッピングされたアトラスは、前記対象画
像に対する前記複数の登録結果の前記セグメンテーションされた解剖学的特徴のそれぞれ
の位置と境界を識別するように適応され、前記対象画像の前記セグメンテーションされた
解剖学的特徴の識別は、前記複数のマッピングされたアトラスからの結果を組み合わせ　
を更に実行させる
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　請求項２０記載のシステムにおいて、
　前記セグメンテーションされた解剖学的特徴は、複数の解剖学的特徴を含み、
　前記複数のマッピングされたアトラスから、前記対象画像内の前記セグメンテーション
された解剖学的特徴を識別することは、前記プロセッサに、
　前記複数のマッピングされたアトラスに基づいて、前記対象画像内の前記複数の解剖学
的特徴の構造ラベリングを実行するステップと、
　前記複数の解剖学的特徴の前記構造ラベリングに基づいて、前記対象画像の構造ラベル
マップを生成するステップと
　を実行させる
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項１８記載のシステムにおいて、
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記深層学習モデルを前記アトラス画像に適用するステップであって、前記深層学習モ
デルは、前記アトラス画像内の前記セグメンテーションされた解剖学的特徴を識別する追
加の深層学習セグメンテーションデータを生成するために訓練されるステップを更に実行
させ、
　前記アトラス画像を前記対象画像に前記アトラス登録プロセスで登録することは、更に
、前記追加の深層学習セグメンテーションデータを使用することを含み、前記追加の深層
学習セグメンテーションデータは、前記アトラス画像と前記対象画像の間の前記セグメン
テーションされた解剖学的特徴の前記登録結果を改善するために追加で使用される
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２３】
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　請求項１８記載のシステムにおいて、
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記対象画像に機械学習モデルを適用するステップであって、前記機械学習モデルは、
前記深層学習モデルにより提供される前記畳み込みニューラルネットワークの前記複数の
層のうちの１つの層から獲得され、前記機械学習モデルは前記深層学習モデルから分離さ
れており、前記機械学習モデルは、解剖学的構造の予測分類を示すための構造分類器を提
供するステップと、
　前記解剖学的構造の前記予測分類から前記対象画像の分類器構造ラベルを生成するステ
ップと
　を実行させ、
　前記セグメンテーションされた解剖学的特徴の識別は、前記アトラスベースのセグメン
テーションからの前記構造ラベルと前記機械学習モデルからの分類器の前記構造ラベルと
を組み合わせて、前記対象画像の構造ラベルマップを識別することを含み、
　前記機械学習モデルは、ブーストドツリー（ＢＴ）、ランダムフォレスト（ＲＦ）、ま
たはサポートベクターマシン（ＳＶＭ）分類器である
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　請求項１８記載のシステムにおいて、
　前記深層学習モデルは、セグメンテーションラベルマップにおける前記セグメンテーシ
ョンされた解剖学的特徴のそれぞれのボクセルを分類する複数の医用画像に基づいて訓練
され、前記深層学習モデルを訓練するために使用される前記複数の医用画像は、それぞれ
の医療施設からの画像を含み、前記それぞれの医療施設は、撮像および輪郭形成プロトコ
ルのバリエーションを利用して、前記複数の医用画像における前記セグメンテーションさ
れた解剖学的特徴を識別する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　請求項１記載の方法において、
　前記生成された深層学習セグメンテーションにおいて識別された前記セグメンテーショ
ンされた解剖学的特徴の前記第１の配置は、前記アトラス画像の整列から生成された前記
セグメンテーションされた解剖学的特徴の前記第２の配置と異なる
　ことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項１８記載のシステムにおいて、
　前記生成された深層学習セグメンテーションにおいて識別された前記セグメンテーショ
ンされた解剖学的特徴の前記第１の配置は、前記アトラス画像の整列から生成された前記
セグメンテーションされた解剖学的特徴の前記第２の配置と異なる
　ことを特徴とするシステム。



(48) JP 2021-508572 A 2021.3.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(49) JP 2021-508572 A 2021.3.11

10

20

30

40



(50) JP 2021-508572 A 2021.3.11

10

20

30

40



(51) JP 2021-508572 A 2021.3.11

10

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

(72)発明者  マーグロ　ニコレット　パトリシア
            アメリカ合衆国　３０３４６　ジョージア州　アトランタ　スイート５０　パリミター・センター
            ・テラス　４００
Ｆターム(参考) 4C093 AA22  AA25  AA26  CA23  FD03  FF16  FF42 
　　　　 　　  5L096 AA09  BA06  BA13  FA02  FA06  FA66  FA76  HA11  JA11  KA04 
　　　　 　　        KA15 

【要約の続き】
【選択図】図３


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

