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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ１つの起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる複数の線
状構造物を含む医用画像データに基づいて、前記複数の線状構造物を、複数のノードと各
ノード間を互いに結ぶ複数のエッジによって定義した、グラフ構造を生成するグラフ構造
生成部を備え、
　前記グラフ構造生成部は、前記医用画像データに基づいて、前記複数の線状構造物を定
義するための複数のノードを抽出するノード抽出部と、前記抽出された複数のノードから
前記複数の線状構造物の起始部にそれぞれ対応する複数の根ノードを抽出する根ノード抽
出部と、前記複数のノードに基づいて経路検出用グラフ構造を生成し、生成した前記経路
検出用グラフ構造に含まれる、前記複数の根ノードを互いに結ぶ経路を検出する経路検出
部と、異なる前記グラフ構造にそれぞれ属すべき２つのノードを誤って接続した誤接続エ
ッジの特徴を表す所定の条件に基づいて、前記誤接続エッジが接続されにくくなるように
、前記経路を構成する各エッジに、前記接続コストを設定するコスト設定部とを備え、前
記複数のノードと前記設定された接続コストに基づいて、前記複数の線状構造物にそれぞ
れ対応する前記複数のグラフ構造を生成することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記グラフ構造生成部は、前記複数のノードに基づいて、複数の線状構造物に対応する
仮のグラフ構造を生成し、前記２つの根ノードを互いに結ぶ経路ごとに、前記接続コスト
に基づいて、前記誤接続エッジを判別し、該判別された誤接続エッジを切断することによ
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り、前記仮のグラフ構造から前記複数のグラフ構造を生成することを特徴とする請求項１
記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記経路は、前記複数の根ノードから選択される２つの根ノードを互いに結ぶ最短経路
であることを特徴とする請求項１または２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記コスト設定部は、前記経路を構成する各エッジに、前記２つの根ノードからの距離
が大きくなるほど該エッジが接続されにくくなるように接続コストを設定することを特徴
とする請求項１から３のいずれか１項記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記コスト設定部は、前記医用画像データに基づいて、前記経路を構成する各エッジに
対応する前記線状構造物の太さを取得し、前記経路を構成する各エッジに、前記各エッジ
に対応する太さが細くなるほど、該エッジが接続されにくくなるように接続コストを設定
することを特徴とする請求項１から４のいずれか１記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記コスト設定部は、前記経路を構成する各エッジに、前記各エッジから前記２つの根
ノードにそれぞれ向かう方向ベクトルのなす角が小さくなるほど該エッジが接続されにく
くなるように接続コストを設定することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項記載
の画像処理装置。
【請求項７】
　前記経路検出用グラフ構造は、前記複数の根ノードのうちの１つの根ノードを始点とす
る木構造であることを特徴とする請求項１から６のいずれか1項記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記根ノード検出部は、前記複数の線状構造を表す所定形状と、前記仮のグラフ構造と
をグラフマッチング手法を用いて比較することにより、前記複数のノードから前記複数の
根ノードを検出することを特徴とする請求項２から７のいずれか１項記載の画像処理装置
。
【請求項９】
　前記複数の所定の構造物は、肺または肝臓の血管であることを特徴とする請求項１から
８のいずれか１項記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　画像処理装置における画像処理方法であって、
　それぞれ１つの起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる複数の線
状構造物を含む医用画像データに基づいて、前記複数の線状構造物を、複数のノードと各
ノード間を互いに結ぶ複数のエッジによって定義した、グラフ構造を生成するグラフ構造
生成ステップを有し、
　前記グラフ構造生成ステップは、前記医用画像データに基づいて、前記複数の線状構造
物を定義するための複数のノードを抽出するノード抽出ステップと、前記抽出された複数
のノードから前記複数の線状構造物の起始部にそれぞれ対応する複数の根ノードを抽出す
る根ノード抽出ステップと、前記複数のノードに基づいて経路検出用グラフ構造を生成し
、生成した前記経路検出用グラフ構造に含まれる、前記複数の根ノードを互いに結ぶ経路
を検出する経路検出ステップと、異なる前記グラフ構造にそれぞれ属すべき２つのノード
を誤って接続した誤接続エッジの特徴を表す所定の条件に基づいて、前記誤接続エッジが
接続されにくくなるように、前記経路を構成する各エッジに、前記接続コストを設定する
コスト設定ステップを有し、前記複数のノードと前記設定された接続コストに基づいて、
前記複数の線状構造物にそれぞれ対応する前記複数のグラフ構造を生成することを有する
ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　それぞれ１つの起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる複数の線
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状構造物を含む医用画像データに基づいて、前記複数の線状構造物を、複数のノードと各
ノード間を互いに結ぶ複数のエッジによって定義した、グラフ構造を生成するグラフ構造
生成ステップを実行させる画像処理プログラムであって、
　前記グラフ構造生成ステップは、前記医用画像データに基づいて、前記複数の線状構造
物を定義するための複数のノードを抽出するノード抽出ステップと、前記抽出された複数
のノードから前記複数の線状構造物の起始部にそれぞれ対応する複数の根ノードを抽出す
る根ノード抽出ステップと、前記複数のノードに基づいて経路検出用グラフ構造を生成し
、生成した前記経路検出用グラフ構造に含まれる、前記複数の根ノードを互いに結ぶ経路
を検出する経路検出ステップと、異なる前記グラフ構造にそれぞれ属すべき２つのノード
を誤って接続した誤接続エッジの特徴を表す所定の条件に基づいて、前記誤接続エッジが
接続されにくくなるように、前記経路を構成する各エッジに、前記接続コストを設定する
コスト設定ステップを有し、前記複数のノードと前記設定された接続コストに基づいて、
前記複数の線状構造物にそれぞれ対応する前記複数のグラフ構造を生成することを特徴と
する画像処理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データから検出した特定の構造物をグラフ構造として構築する画像処理
装置および方法ならびにプログラムに関するものである。特に、近接して位置する複数の
特定の構造物、例えば肝臓の門脈と肝静脈のように互いの血管の枝同士が近い位置を絡み
合うように走行している構造物に対して構造物ごとに個々にグラフ構造を構築する画像処
理装置および方法ならびにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　肝臓・肺などの臓器において患部を切除する手術を行う際には、例えば肝臓の場合、肝
臓のＸ線ＣＴ画像から血管や肝臓実質、腫瘍部分を抽出し、抽出された血管の芯線の位置
や血管径等に基づいて、抽出された腫瘍がどの血管の支配領域に属するかを特定すること
によって腫瘍に栄養を供給する血管を特定し、その血管の支配領域を切除すべき部分とし
て適切に決定することが求められる。肝臓の切除手術においては、腫瘍に栄養を送ってい
る門脈の部分と、その門脈の部分によって支配される、がん細胞などの注意すべき物質が
送られている可能性のある領域を、肝機能を維持できる範囲で適切に切除するためである
。このため、術前にどこを切除部位とすべきか綿密にシミュレートすることが重要であり
、このシミュレートのために肺や肝臓を走行する血管の中心経路を精度よく抽出すること
が必要とされている。
【０００３】
　ここで、ＣＴ等で得られた３次元医用画像から気管支等の線状構造を抽出する画像認識
技術として、特許文献１および２に示すように、ヘッセ行列を用いた手法が提案されてい
る。
【０００４】
　特許文献１の手法によれば、まず、３次元医用画像に対して多重解像度変換を行った後
、各解像度の画像に対してヘッセ行列の固有値解析を行い、線状構造要素を抽出する。こ
の線状構造要素は、固有値解析によって得られる３つの固有値のうち１つだけが０に近い
という特徴を有する。次に、各解像度の画像における解析結果を統合することによって、
３次元医用画像中の様々なサイズの線状構造要素（血管）を抽出する。そして、最小全域
木アルゴリズム等を用いて、抽出された各線状構造要素を連結することにより、３次元医
用画像中の管状構造を表す木構造のデータが得られる。なお、最小全域木アルゴリズムに
よる線状構造要素の連結の際には、各線状構造要素の位置関係や、上記０に近い固有値に
対応する固有ベクトルで表される、各線状構造要素の主軸方向に基づいたコスト関数が用
いられる（特許文献１）。
【０００５】
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　また、特許文献２の手法によれば、３次元医用画像から線状構造物の候補領域を抽出し
、抽出された線状構造物の候補領域に含まれる候補点から、所定の設定形状に最も一致す
る形状モデルを形成するように、グラフマッチング手法を用いて代表点を選択する。そし
て、例えば、候補点に基づいて生成したグラフ構造を、代表点に基づいて生成した形状モ
デルと一致するように修正することにより、精度よくグラフ構造を生成することが可能で
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－２２０７４２号公報
【特許文献２】特開２０１１－９８１９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、肝臓の門脈と肝静脈のように、枝分かれ回数が多く、各血管の枝同士が近い位
置を絡み合うように走行している構造物では、特許文献１と同様の手法により門脈などの
血管を抽出しようとすると、別の血管である肝静脈の枝を門脈の枝として誤って抽出して
しまうことがある。
【０００８】
　また、特許文献２の手法によれば、設定形状に規定された主要な血管については精度よ
く抽出可能であるが、例えば、主要な血管から分岐して伸びる細い血管部分など、設定形
状に規定されない血管のその他の部分についても、誤った枝を接続することなくグラフ構
造を生成することが好ましい。
【０００９】
　門脈の枝や肺血管の枝は、起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延び
るという他の血管とは異なる幾何学的な特徴を有する。本発明においては、この特徴を利
用して、起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる複数の線状構造物
を正確に抽出する画像処理装置および方法ならびにプログラムを提供することを目的とす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による画像処理装置は、それぞれ１つの起始部から分岐を繰り返しながら離れる
方向に広がって延びる複数の線状構造物を含む医用画像データに基づいて、複数の線状構
造物を、複数のノードと各ノード間を互いに結ぶ複数のエッジによって定義した、グラフ
構造を生成するグラフ構造生成部を備え、グラフ構造生成部は、医用画像データに基づい
て、複数の線状構造物を定義するための複数のノードを抽出するノード抽出部と、抽出さ
れた複数のノードから複数の線状構造物の起始部にそれぞれ対応する複数の根ノードを抽
出する根ノード抽出部と、複数のノードに基づいて経路検出用グラフ構造を生成し、生成
した経路検出用グラフ構造に含まれる、複数の根ノードを互いに結ぶ経路を検出する経路
検出部と、異なるグラフ構造にそれぞれ属すべき２つのノードを誤って接続した誤接続エ
ッジの特徴を表す所定の条件に基づいて、誤接続エッジが接続されにくくなるように、経
路を構成する各エッジに、接続コストを設定するコスト設定部とを備え、複数のノードと
設定された接続コストに基づいて、複数の線状構造物にそれぞれ対応する複数のグラフ構
造を生成することを特徴とするものである。
【００１１】
　本発明による画像処理方法は、上記画像処理装置における画像処理方法であって、それ
ぞれ１つの起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる複数の線状構造
物を含む医用画像データに基づいて、複数の線状構造物を、複数のノードと各ノード間を
互いに結ぶ複数のエッジによって定義した、グラフ構造を生成するグラフ構造生成ステッ
プを有し、かかるグラフ構造生成ステップは、医用画像データに基づいて、複数の線状構
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造物を定義するための複数のノードを抽出するノード抽出ステップと、抽出された複数の
ノードから複数の線状構造物の起始部にそれぞれ対応する複数の根ノードを抽出する根ノ
ード抽出ステップと、複数のノードに基づいて経路検出用グラフ構造を生成し、生成した
経路検出用グラフ構造に含まれる、複数の根ノードを互いに結ぶ経路を検出する経路検出
ステップと、異なるグラフ構造にそれぞれ属すべき２つのノードを誤って接続した誤接続
エッジの特徴を表す所定の条件に基づいて、誤接続エッジが接続されにくくなるように、
経路を構成する各エッジに、接続コストを設定するコスト設定ステップを有し、複数のノ
ードと設定された接続コストに基づいて、複数の線状構造物にそれぞれ対応する複数のグ
ラフ構造を生成することを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明による画像処理プログラムは、コンピュータに上記方法を実行させることを特徴
とするものである。
【００１３】
　ここで、上記「線状構造物」とは、ノード（節点）とそれを結ぶエッジ（辺）とにより
グラフ構造として形状モデル化可能なオブジェクトであるとともに、１つの起始部から分
岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる構造物であれば何でもよい。例えば、「
線状構造物」は、肺または肝臓の血管であってよく、例えば、肺における肺動脈、肺静脈
、肝臓における門脈、冠動脈、肝静脈などが考えられる。
【００１４】
　また、医用画像データとは、たとえばＣＴ、ＭＲ、超音波装置、ＰＥＴ―ＣＴ、ＳＰＥ
ＣＴ、４Ｄ-ＣＴ、ＯＣＴ、Ｘ線撮影装置（ＣＲ、ＤＲ）により撮像された医用画像デー
タであってもよいし、たとえばボリュームデータ等の３次元画像データであってもよい。
【００１５】
　本発明にかかる情報処理装置において、グラフ構造生成部は、「複数のグラフ構造を生
成する」ために、設定された接続コストに基づいて、誤接続エッジが接続されにくくなる
ように、グラフ構造を生成するものであれば、任意のグラフ構造生成方法を用いることが
できる。例えば、グラフ構造生成部は、複数のノードに基づいて複数の線状構造物に対応
する仮のグラフ構造を生成し、２つの根ノードを互いに結ぶ経路ごとに、設定された接続
コストに基づいて、仮のグラフ構造に含まれる誤接続エッジを判別し、判別された誤接続
エッジを切断することにより、仮のグラフ構造から複数のグラフ構造を生成することが好
ましい。また、グラフ構造生成部は、設定された接続コストに、さらなる観点に基づく別
の接続コストを組み合わせて用いてもよい。
【００１６】
　本発明において、「経路検出用グラフ構造を作成する」ために、２つの根ノードを互い
に結ぶ経路を抽出可能な任意の手法を用いることができる。例えば、経路検出用グラフ構
造は、複数の根ノードのうちの１つの根ノードを始点とする木構造であってよい。この場
合には、ダイクストラ法など１つの根ノードから木構造を生成する任意のアルゴリズムを
適用して、複数の根ノードのうちの任意の１つの根ノードを始点として経路検出用の木構
造を作成し、経路検出用の木構造に含まれる各経路のうち、始点とした根ノードと、この
始点とした根ノードとは別の根ノードを含む経路を経路として抽出することが考えられる
。
【００１７】
　本発明にかかる情報処理装置において、経路は、複数の根ノードから選択される２つの
根ノードを互いに結ぶ最短経路であることが好ましい。
【００１８】
　なお、本発明にかかる情報処理装置において、コスト設定部は、異なる線状構造物にそ
れぞれ対応するノードを誤って接続した誤接続エッジの特徴を表すものであれば、任意の
条件に基づいて、各エッジに対して接続コストの設定を行ってよい。例えば、コスト設定
部は、経路を構成する各エッジに、２つの根ノードからの距離が大きくなるほどそのエッ
ジが接続されにくくなるように接続コストを設定することが好ましい。
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【００１９】
　上記「２つの根ノードからの距離が大きくなるほどそのエッジが接続されにくくなる」
とは、２つの根ノードからの距離が大きくなるほどそのエッジが接続されにくくなる任意
のコストの設定手法を用いることができる。例えば、２つの根ノードのそれぞれとエッジ
との距離の和に線形に比例するようにコストを設定してもよく、２つの根ノードのそれぞ
れとエッジとの距離の和の所定の範囲ごとに段階的に所定の値をとるようにコストを設定
してもよい。また、各根ノードとエッジの距離を、エッジの位置を代表できる点と根ノー
ドとの距離として任意に規定でき、例えば、エッジの一方の端点（またはエッジの中点）
と根ノードとの距離を、根ノードとエッジとの距離とすることができる。また、２つの根
ノードごとに、エッジの代表点（各根ノードとエッジの距離を算出するために用いる点）
を異ならせてもよい。
【００２０】
　また、コスト設定部は、医用画像データに基づいて、経路を構成する各エッジに対応す
る線状構造物の太さを取得し、経路を構成する各エッジに、各エッジに対応する太さが細
くなるほどそのエッジが接続されにくくなるように接続コストを設定してもよい。
【００２１】
　上記「エッジに対応する太さが細くなるほどが大きくなるほどそのエッジが接続されに
くくなる」とは、各エッジに対応する太さが細くなるほどそのエッジが接続されにくくな
る任意のコストの設定手法を用いることができる。例えば、各エッジの太さに線形に比例
するようにコストを設定してもよく、各エッジの太さの所定の範囲ごとに段階的に所定の
値をとるようにコストを設定してもよい。また、エッジに対応する太さとして、エッジに
対応する線状構造物の太さを代表する任意の値を用いることができ、例えば、エッジに対
応する線状構造物の太さの平均値を用いることができる。
【００２２】
　また、コスト設定部は、経路を構成する各エッジに、各エッジから２つの根ノードにそ
れぞれ向かう２つの方向ベクトルのなす角が小さくなるほどそのエッジが接続されにくく
なるように接続コストを設定してもよい。
【００２３】
　上記「エッジから２つの根ノードにそれぞれ向かう２つの方向ベクトルのなす角が小さ
くなるほどそのエッジが接続されにくくなる」とは、エッジから２つの根ノードにそれぞ
れ向かう２つの方向ベクトルのなす角が小さくなるほどそのエッジが接続されにくくなる
任意のコストの設定手法を用いることができる。例えば、エッジから２つの根ノードにそ
れぞれ向かう２つの方向ベクトルの内積に線形に比例するようにコストを設定してもよく
、エッジから２つの根ノードにそれぞれ向かう２つの方向ベクトルの内積の値の所定の範
囲ごとに段階的に所定の値をとるようにコストを設定してもよい。また、「エッジから２
つの根ノードにそれぞれ向かう２つの方向ベクトル」とは、エッジから（エッジを代表す
る任意の点から）、２つの根ノードのそれぞれに直線的に向かう２つの方向ベクトルだけ
でなく、エッジから（エッジを代表する任意の点から）、そのエッジよりも一方の根ノー
ドの側に位置する経路上の所定の点と、そのエッジよりも他方の根ノードの側に位置する
経路上の所定の点にそれぞれ向かう２つの方向ベクトルも含む。
【００２４】
　上記画像処理装置において、複数の根ノードは任意の方法により抽出されたものであっ
てよい、例えば、マウス等の入力装置によるユーザのマニュアル操作により表示画面上で
線状構造物の起始部を指定し、かかる指定された座標に基づいてその座標値に対応するノ
ードを線状構造物の根ノードとして特定してもよく、複数の根ノードを種々の方法により
自動的に抽出して特定してもよい。例えば、根ノード検出部は、根ノードを検出するため
に、複数の線状構造を表す所定形状と、仮のグラフ構造とをグラフマッチング手法を用い
て比較することにより、複数のノードから複数の根ノードを検出することが好ましい。
【発明の効果】
【００２５】
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　本発明の画像処理装置および方法ならびにプログラムによれば、複数の線状構造物を表
す複数のノードに基づいて経路検出用グラフ構造を生成し、生成した経路検出用グラフ構
造に含まれる、複数の線状構造物の起始部を表す複数の根ノードを互いに結ぶ経路を検出
し、異なるグラフ構造にそれぞれ属すべき２つのノードを誤って接続した誤接続エッジの
特徴を表す所定の条件に基づいて、誤接続エッジが接続されにくくなるように、経路を構
成する各エッジに、接続コストを設定し、設定された接続コストに基づいて、複数の線状
構造物にそれぞれ対応する複数のグラフ構造を生成するため、誤接続エッジが、上記経路
検出用グラフ構造を生成した場合に複数の根ノードを互いに結ぶ経路を構成するエッジに
含まれているという特徴と、異なる線状構造物にそれぞれ対応するノードを誤って接続し
た誤接続エッジのさらなる特徴を表す所定の条件を利用して、誤接続エッジが接続される
ことを抑制して複数のグラフ構造を生成できる。このため、複数の構造物が互いに近接し
た部分においても誤って互いのノードが接続されることを抑制し、効率よく且つ正確に複
数のグラフ構造を作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像処理装置の機能ブロック図
【図２】本発明の一実施形態に係る肝臓の門脈および肝静脈を表す仮のグラフ構造を生成
する処理を説明する図
【図３】本発明の一実施形態に係る根ノード検出処理を説明する図
【図４Ａ】本発明の一実施形態に係るグラフ構造生成方法を説明する図（その１）
【図４Ｂ】本発明の一実施形態に係るグラフ構造生成方法を説明する図（その２）
【図４Ｃ】本発明の一実施形態に係るグラフ構造生成方法を説明する図（その３）
【図４Ｄ】本発明の一実施形態に係るグラフ構造生成方法を説明する図（その４）
【図５】本発明の一実施形態に係る画像処理方法の処理の流れを示すフローチャート
【図６】本発明の一実施形態に係る各ノード間のコスト設定方法を説明する図
【図７】本発明の一実施形態に係る画像処理方法により生成された第１および第２のグラ
フ構造に基づいて表示された肝臓の門脈と肝静脈を表すイメージ図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明の画像処理装置の実施の形態を詳細に説明する。図１は本
発明の第１の実施形態となる画像処理装置１の概略構成図である。画像処理装置１は、そ
れぞれ１つの起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる複数の線状構
造物を含む医用画像データから、複数の線状構造物にそれぞれ対応する複数のグラフ構造
を生成するものである。なお、図１のような画像処理装置１の構成は、補助記憶装置に読
み込まれた画像処理プログラムをコンピュータ上で実行することにより実現される。この
とき、この画像処理プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶され、もしくはイン
ターネット等のネットワークを介して配布され、コンピュータにインストールされる。図
１の画像処理装置１は、肝臓における門脈および肺静脈等の線状構造物を表す画像データ
から門脈（第１の線状構造物）および肺静脈（第２の線状構造物）を表すグラフ構造をそ
れぞれ作成するものであって、構造物領域検出部１１と、グラフ構造生成部１２と、表示
制御部１７とを備えている。また、グラフ構造生成部１２は、ノード抽出部１３、根ノー
ド抽出部１４、経路検出部１５、コスト設定部１６を備えている。また、本実施形態にお
ける画像処理プログラムがインストールされたコンピュータは、画像処理装置１として機
能する本体と、ディスプレイからなる表示装置３とマウスやキーボード等の入力装置４と
メモリやハードディスク等から構成される記憶部２を備えている。
【００２８】
　図２は、門脈または肝静脈を表す領域である血管を、血管の候補領域Ｒｃとして抽出し
、抽出された血管領域に基づいてグラフ化して仮のグラフ構造を抽出する様子を示す模式
図である。肝臓における門脈（第１の構造物）および肝静脈（第２の構造物）を例に、ボ
リュームデータから門脈および肝静脈の候補領域Ｒｃを検出する場合について説明する。
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なお、画像データ７は、データ記憶部２に記憶されたたとえば撮影装置もしくは放射線検
出装置により撮像された２次元の画像もしくは複数の２次元画像から生成された３次元の
ボリュームデータからなっている。
【００２９】
　構造物領域検出部１１は、画像データにおいて門脈または肝静脈の一部を構成するか否
かを判断することにより候補領域Ｒｃを検出するものである。図２は、本実施形態におけ
る構造物検出処理を説明する図である。図２(i)に示すように、構造物領域検出部１１は
、ボリュームデータ７を構成するボクセルデータの値に基づいて、門脈を表す画素である
ことが既知であるボクセルデータの値を統計等により取得し、そのボクセルデータの値に
より門脈または肝静脈らしい画素を候補点として抽出する。そして、門脈または肝静脈芯
線を構成する複数の候補点Ｓｐの位置を算出する。構造物領域検出部１１は、図２(ii)に
示すように、候補点Ｓｐ（ｐ＝１～ｎ：ｎは候補点の抽出数）を拡張する。さらに、図２
(iii)に示すように、拡張された候補点Ｓｐの門脈または肝静脈を表す画素値を含む所定
の範囲の画素値を有する画像データを、門脈領域または肝静脈領域であると判断し候補領
域Ｒｃとして抽出する。
【００３０】
　なお、構造物領域検出部１１は、本実施形態に限られず、候補領域Ｒｃを抽出可能な周
知の種々の方法を適用してよい。例えば、候補点周辺のボクセルデータについて門脈らし
さ（または肝静脈らしさ）を表す特徴量を算出し、算出した特徴量に基づいてそのボクセ
ルデータが門脈領域（または肝静脈領域）を表すものであるか否かを判別してもよく、か
かる場合、特徴量に基づく判別は、マシンラーニングにより予め取得された評価関数に基
づいて行なうことが考えられる。あるいは、構造物領域検出部１１は特開２０１０－２０
０９２５号もしくは特許文献１に開示された手法やその他公知の技術により候補領域を検
出してもよい。
【００３１】
　また、グラフ構造生成部１２は、それぞれ１つの起始部から分岐を繰り返しながら離れ
る方向に広がって延びる複数の線状構造物を含む医用画像データに基づいて、複数の線状
構造物を、複数のノードと各ノード間を互いに結ぶ複数のエッジによって定義した、グラ
フ構造を生成するものである。
【００３２】
　本実施形態では、グラフ構造生成部１２は、図２(iii)に示すような、構造物領域検出
部１１が医用画像データに基づいて検出した構造物領域Ｒｃを取得し、図２(iv)に示すよ
うに、取得した構造物領域Ｒｃを周知の方法により細線化し、図２(v)に示すように、細
線化処理された線を分岐点において分割する。そして、分岐点および端点を複数のノード
として定義するとともに、分割された線分を複数のエッジとして定義して門脈および肝静
脈を表す仮のグラフ構造を抽出する。なお、細線化処理された線を分岐点だけでなく、所
定の間隔などの所定の条件で分割してもよい。細線化処理された線のうち、ゆるやかな湾
曲形状をなす部分を、湾曲に沿って適宜複数の線分に分割できるようにするためである。
【００３３】
　なお、画像データから第１および第２の線状構造物を表す仮のグラフ構造として抽出す
る方法には、上記方法以外にも、線状構造物を複数のノードと複数のエッジによって定義
したグラフ構造の候補として抽出できるものであれば周知のいかなる方法も適用できる。
【００３４】
　また、グラフ構造生成部１２は、ノード抽出部１３を備える。ノード抽出部１３は、上
記の仮のグラフ構造を生成する処理において定義された複数のノードを、複数の線状構造
物を定義するための複数のノードとして抽出する。ノード抽出部１３は、複数の線状構造
物を定義するための複数のノードを抽出可能であれば、任意の方法によって複数のノード
を抽出してよい。
【００３５】
　また、グラフ構造生成部１２は、根ノード抽出部１４を備える。根ノード抽出部１４は
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、候補点Ｓｐから複数の線状構造物の起始部にそれぞれ対応する複数の根ノードを抽出す
るものである。ここでは、門脈と肝静脈をそれぞれの起始部に対応する根ノードＮＡ０、
ＮＢ０を抽出する。また、本実施形態における根ノード抽出部１４は、複数の線状構造で
ある門脈と肝静脈を表す既知のモデル形状（所定形状）と、詳細は後述するが門脈および
静脈を表す仮のグラフ構造とを、特許文献２に示すように、グラフマッチング手法を用い
て比較することにより、複数の候補点から複数の根ノードを検出する。
【００３６】
　図３は、グラフマッチング手法を用いて、複数の候補点Ｓｐから根ノードＮＡ０、ＮＢ

０を抽出する方法を示す概念図である。根ノード抽出部１４は、図３の（Ａ）に示す、複
数の構造物（例えば、肝臓の血管であれば門脈と２つの肝静脈など）を表す仮のグラフ構
造と、図３の（Ｂ）に示す、予め周知の方法により作成した門脈と２つの肝静脈を表すモ
デル形状とを、図３の（Ｃ）に示すようにマッチングする。そして、図３の（Ｂ）に示す
モデル形状の起始部ＫＡ０、ＫＢ０、ＫＣ０にそれぞれ対応する位置に位置する仮のグラ
フ構造のノードをそれぞれ根ノードＮＡ０、ＮＢ０、ＮＣ０として抽出する。
【００３７】
　なお、根ノード抽出部１４は、複数の線状構造物の起始部にそれぞれ対応する複数の根
ノードを抽出するものであれば任意の手法を用いることができる。
【００３８】
　また、グラフ構造生成部１２は、経路検出部１５を備える。経路検出部１５は、抽出さ
れた複数のノードに基づいて経路検出用グラフ構造を生成し、生成した経路検出用グラフ
構造に含まれる、複数の根ノードを互いに結ぶ経路を検出するものである。各根ノードは
互いに異なるグラフ構造に属するため、少なくとも２つ以上根ノードを互いに結ぶ経路に
は誤接続エッジが含まれていると考えられる。このため、グラフ構造生成部１２は、少な
くとも２つ以上根ノードを互いに結ぶ経路を利用して、後述するように誤接続エッジを検
出する。
【００３９】
　本実施形態においては、経路検出部１５は、仮のグラフ構造のノードとエッジを用いて
、複数の根ノードのうち一方根ノードＮＡ０を始点とする経路を検出するための木構造（
経路検出用グラフ構造）を、ダイクストラ法を用いて生成する。そして、経路検出部１５
は、経路を検出するための木構造に含まれる各経路のうち、始点とした根ノードＮＡ０と
、この始点とした根ノードＮＡ０とは別の根ノードＮＢ０を含む経路を抽出する。なお、
本実施形態のように、経路を検出するための木構造を作成する場合には、最短経路木や最
小全域木など木構造を作成可能な任意のアルゴリズムを適用可能である。
【００４０】
　また、経路検出部１５は、２つの根ノードＮＡ０、ＮＢ０を互いに結ぶ経路が複数抽出
された場合、２つの根ノードＮＡ０、ＮＢ０を互いに結ぶ最短経路を抽出する。なお、経
路として、後述の誤接続エッジの特徴（誤接続エッジによって誤って接続されているノー
ドが複数の根ノードから離れた位置に検出される可能性が十分高いという特徴）が維持さ
れるとみなせる場合には、最短経路以外の２つの根ノードＮＡ０、ＮＢ０を互いに結ぶ経
路を検出してもよい。例えば、２つの根ノードＮＡ０、ＮＢ０を互いに結ぶ最短経路に換
えて、２つの根ノードＮＡ０、ＮＢ０を互いに結ぶ２番目や３番目に短い経路を検出して
もよい。
【００４１】
　本実施形態に限定されず、経路検出部１５として、複数の根ノードを結ぶ経路を検出可
能な他の手法を用いてもよい。例えば、経路検出部１５は、経路検出用グラフ構造として
仮のグラフ構造を用いて、以下のように複数の根ノードを含む経路を検出してもよい。ま
ず、経路検出部１５は、仮のグラフ構造に含まれる１つの根ノードに識別ラベルを付し、
識別ラベルの付された根ノードに接続されたノードに識別ラベルを付し、識別ラベルの付
されたノードに接続されたノードに識別ラベルを付し、以下同様に仮のグラフ構造を構成
するノードに順次識別ラベルによるラベリングを行う。そして、ラベリング処理後、経路
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検出部１５は、識別ラベルが付された根ノードを検出し、最初に識別ラベルを付した根ノ
ードとは異なる他の根ノードが検出された場合には、他の根ノードと最初に識別ラベルを
付した根ノードとは経路で接続されていると判別する。この場合、経路検出部１５は、経
路で接続されていると判別された２つの根ノードに基づいて、この２つの根ノードを結ぶ
経路を任意の手法で検出することができる。
【００４２】
　また、グラフ構造生成部１２は、コスト設定部１６を備え、コスト設定部１６に設定さ
れた接続コストに基づいて、複数の線状構造物にそれぞれ対応する複数のグラフ構造を生
成するものである。
【００４３】
　コスト設定部１６は、異なるグラフ構造にそれぞれ属すべき２つのノードを誤って接続
した誤接続エッジの特徴を表す所定の条件に基づいて、誤接続エッジが接続されにくくな
るように、経路を構成する各エッジに、接続コストを設定するものである。
【００４４】
　この接続コストの設定のために、本発明では、各根ノードは互いに異なるグラフ構造に
属するため、少なくとも２つ以上根ノードを互いに結ぶ経路には誤接続エッジが含まれて
いると考えて、この２つ以上根ノードを互いに結ぶ経路を構成するエッジの中で、互いに
異なるグラフ構造に属すべきノードが誤って接続された誤接続エッジの特徴を以下のよう
に捉えた。
【００４５】
　まず、複数の線状構造物がそれぞれの起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広
がって延びる門脈および肝静脈のような所定の線状構造物においては、複数の線状構造物
の起始部のうち少なくとも２つの起始部から離れた位置において別のグラフ構造に属すべ
きノード同士が互いに近接し、誤って接続されやすいと考えられる。つまり、上記経路を
構成する各エッジは、複数の線状構造物の起始部のうち少なくとも２つの起始部からの距
離が大きいほど誤接続エッジである可能性が高いと考えられる（特徴１）。
【００４６】
　ここでは、上記特徴１に基づいて、誤接続エッジを含むと推定される上記経路を取得し
、経路ごとに、この経路を構成する各エッジについて、複数の線状構造物の起始部のうち
少なくとも２つの起始部からの距離が大きいほどそのエッジが接続されにくくなるように
接続コストを設定する。
【００４７】
　具体的には、コスト設定部１６は、少なくとも２つ以上根ノードを互いに結ぶ経路を構
成する各エッジに、２つの根ノードからの距離の和が大きくなるほどそのエッジが接続さ
れにくくなるように接続コストを設定する。各エッジについて、エッジＥｉの中点と根ノ
ードＮＡ０との距離をＬＡｉ、エッジＥｉの中点と根ノードＮＢ０との距離をＬＢｉとす
ると、コスト設定部１６は、エッジＥｉに対して、ＬＡｉ＋ＬＢｉを接続コストとして設
定する。
【００４８】
　なお、本実施形態におけるコスト設定部１６は、少なくとも２つ以上根ノードを互いに
結ぶ経路を構成する各エッジに、２つの根ノードからの距離が大きくなるほどそのエッジ
が接続されにくくなるように接続コストを設定するものであれば、他の接続コストの設定
方法を用いてもよい。また、本実施形態では、コスト設定部１６は、接続コストが大きく
なるほどエッジが接続されにくくなるようにするように接続コストを設定しているが、こ
れに限定されず、接続コストが小さくなるほどエッジが接続されにくくなるように接続コ
ストを設定してもよい。
【００４９】
　グラフ構造生成部１２は、本実施形態では、上記の様に設定された接続コストに基づい
て、複数の根ノードを含む経路ごとに、仮のグラフ構造に含まれる誤接続エッジを判別し
、判別された誤接続エッジを切断することにより、仮のグラフ構造から門脈に対応する第
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１のグラフ構造と、肝静脈に対応する第２のグラフ構造（複数のグラフ構造）を生成する
。
【００５０】
　表示制御部１７は、グラフ構造生成部１２に生成された仮のグラフ構造や、最終的に得
られた複数のグラフ構造などを適宜必要に応じてディスプレイに表示させるものである。
【００５１】
　図４Ａから図４Ｄは、仮のグラフ構造から上記コスト関数により算出されたコストに基
づいて、門脈に対応する第１のグラフ構造と、肝静脈に対応する第２のグラフ構造を生成
する方法を説明する図である。また、図５は、本実施形態における画像処理の流れを示す
フローチャートである。図４Ａないし図５を用いて、本実施形態における画像処理の流れ
を説明する。
【００５２】
　まず、構造物領域検出部１１が、医用画像データから上述の方法により複数の候補点Ｓ
ｐ抽出する（Ｓ０１）。そして、構造物領域検出部１１が複数の候補点Ｓｐに基づいて候
補領域Ｒｃを抽出する（Ｓ０２）。次いで、グラフ構造生成部１２が、候補領域Ｒｃを細
線化して、図４Ａに示すように、エッジとノードにより仮のグラフ構造を生成する（Ｓ０
３）。なお、図４Ａは、上記グラフ構造生成部１２により抽出された門脈および肝静脈を
それぞれ表す仮のグラフ構造を示すイメージ図である。図４Ａに示すように、門脈や肝静
脈のように互いに近接した位置を絡み合うように延びる複数の線状構造物を周知の方法に
よりグラフ構造の候補を抽出した場合には、グラフ構造の候補においては、複数の線状構
造物が非常に近接した部分において、１つの線状構造物を表すグラフ構造に他の線状構造
物を表すグラフ構造のノードが誤って接続されてしまうという問題があった。つまり、図
４Ａに示すように、本来接続されるべきでない門脈を表すグラフ構造のノードに、肝静脈
を表すグラフ構造のノードがエッジEzにより誤って接続されてしまうことが生じていた。
【００５３】
　続いて、根ノード抽出部１４は、仮のグラフ構造と、門脈と肝静脈を表すモデル形状を
グラフマッチング手法によりマッチングさせて、門脈と肝静脈を表すモデル形状の起始部
に対応する位置に位置する仮グラフ構造のノードを複数の根ノードとして検出する（Ｓ０
４）。
【００５４】
　続いて、経路検出部１５は、仮のグラフ構造を構成するノードとエッジを用いて、第１
の根ノードＮＡ０を始点とする経路検出用木構造を生成する。そして、経路検出用木構造
を構成する経路のうち、２つの根ノードＮＡ０とＮＢ０とを含む経路がある場合には２つ
の根ノードＮＡ０とＮＢ０とを含む経路のうち最短経路を検出する（Ｓ０５、Ｙｅｓ）。
図４Ｂに示す仮のグラフ構造上に、検出された経路を太線で示す。
【００５５】
　そして、コスト設定部１６は、検出された経路（図４Ｂ太線）を構成するエッジに接続
コストを設定する。具体的には、根ノードＮＡ０側からｉ番目（０≦ｉ≦ｑ、ｑはエッジ
の数）のエッジＥｉに対して、エッジＥｉの所定の側のノードＮＡｉと根ノードＮＡ０、
ＮＢ０とのそれぞれの距離の和ＬＡｉ＋ＬＢｉを、接続コストとして設定する（Ｓ０６）
。
【００５６】
　次に、グラフ構造生成部１２は、２つの根ノードＮＡ０とＮＢ０とを含む経路上で、各
エッジの接続コストを比較し、図４Ｂに示す、接続コストが最も大きいエッジＥｚを切断
する（Ｓ０７）。
【００５７】
　そして、経路検出部１５は、根ノードＮＡ０を始点とする経路検出用木構造において、
さらに２つの根ノードＮＡ０とＮＢ０とを含む経路の有無を確認し、２つの根ノードＮＡ

０とＮＢ０とを含む経路がある場合には（Ｓ０５、ＹＥＳ）、２つの根ノードＮＡ０とＮ
Ｂ０とを含む最短経路を検出して、Ｓ０６からＳ０７の処理を繰り返す。つまり、図４Ｃ
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に示すように、経路検出部１５は、第１または第２のグラフ構造の根ノードＮＡ０、ＮＢ

０を含む最短経路（図４Ｃ太線）を検出する（Ｓ０５）。そして、コスト設定部１６は、
先述同様に経路に含まれる根ノードＮＡ０側からｉ番目のエッジＥｉに対して、エッジＥ

ｉの所定の側のノードＮＡｉと根ノードＮＡ０、ＮＢ０とのそれぞれの距離の和ＬＡｉ＋
ＬＢｉを、接続コストとして設定する（Ｓ０６）。そして、グラフ構造生成部１２は、各
エッジの接続コストを比較し、図４Ｃにおける接続コストが最も大きいエッジＥｚを切断
する（Ｓ０７）。
【００５８】
　一方、根ノードＮＡ０を始点とする最短経路木に２つの根ノードＮＡ０とＮＢ０とを含
む経路がないことが確認されると（Ｓ０５、ＮＯ）、図４Ｄに示すように、全ての複数の
根ノードＮＡ０、ＮＢ０が、互いに異なる別のグラフ構造にそれぞれ属するため、複数の
線状構造物にそれぞれ対応する複数のグラフ構造Ｔ１、Ｔ２の生成が完了する。表示制御
部１７は、必要に応じて複数のグラフ構造を表示する（Ｓ０８）。図７は、上記処理によ
り作成された複数のグラフ構造Ｔ１、Ｔ２に基づいて抽出された門脈Ｍ１と、肝静脈Ｍ２
を表すイメージ図である。図７に示すように、表示制御部１７は、ディスプレイ３に、グ
ラフ構造生成部１２により作成されたグラフ構造Ｔ１、Ｔ２に基づいて周知の方法により
門脈Ｍ１および肝静脈Ｍ２を表示させる。
【００５９】
　なお、医用画像データから３つ以上の根ノードが抽出された場合、Ｓ０５のステップに
おいて、経路検出部１５は、複数の根ノードから順に１つの根ノードを選択し、選択した
根ノードを始点として最短経路木を作成して、始点とした根ノードとは異なる他の根ノー
ドを含む経路の有無を確認する。そして、１つでも他の２つの根ノードを含む経路がある
場合には（Ｓ０５、ＹＥＳ）、その最短経路を検出して、Ｓ０６からＳ０７の処理を繰り
返す。また、全ての根ノードのどの根ノードを始点として最短経路木を作成しても、他の
根ノードを含む経路がないことが確認されると（Ｓ０５、ＮＯ）、必要に応じて複数のグ
ラフ構造を表示して処理を終了する（Ｓ０８）。
【００６０】
　上記のように本実施形態によれば、複数の線状構造物を表す複数のノードに基づいて経
路検出用グラフ構造を生成し、生成した経路検出用グラフ構造に含まれる、複数の線状構
造物の起始部を表す複数の根ノードを互いに結ぶ経路を検出し、異なるグラフ構造にそれ
ぞれ属すべき２つのノードを誤って接続した誤接続エッジの特徴を表す所定の条件に基づ
いて、誤接続エッジが接続されにくくなるように、経路を構成する各エッジに、接続コス
トを設定し、設定された接続コストに基づいて、複数の線状構造物にそれぞれ対応する複
数のグラフ構造を生成するため、誤接続エッジが、上記経路検出用グラフ構造を生成した
場合に複数の根ノードを互いに結ぶ経路を構成するエッジに含まれているという特徴と、
異なる線状構造物にそれぞれ対応するノードを誤って接続した誤接続エッジのさらなる特
徴を表す所定の条件を利用して、誤接続エッジが接続されることを抑制してグラフ構造を
生成できる。このため、肝臓の門脈と肝静脈のように、枝分かれ回数が多く、各血管の枝
同士が近い位置を絡み合うように走行している構造物においても、複数の構造物が互いに
近接した部分においても誤って互いのノードが接続されることを抑制し、効率よく且つ正
確に複数のグラフ構造を作成することができる。
【００６１】
　また、２つの根ノードを結ぶ経路においては、先述の特徴１および後述の特徴２、３な
どに示すような、誤接続エッジを含む経路における誤接続エッジと根ノードの相対的な位
置を表す特徴や構造物の太さなどの形状を表す特徴が明確に表れていると考えられる。こ
のため、上記実施形態のように、グラフ構造生成部１２が、複数のノードに基づいて、複
数の線状構造物に対応する仮のグラフ構造を生成し、２つの根ノードを互いに結ぶ経路ご
とに、設定された接続コストに基づいて、誤接続エッジを判別し、判別された誤接続エッ
ジを切断することにより、構造物の形状を表す特徴や誤接続エッジを含む経路における誤
接続エッジと根ノードの相対的な位置を表す特徴を、簡易かつ好適に接続コストに反映す
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ることができ、誤接続エッジを精度よく判別して切断することができる。
【００６２】
　なお、コスト設定部１６は、特徴１に基づいて、根ノードからの距離が大きい程そのエ
ッジが接続されにくくなるように重み付けしているため、誤接続エッジらしさを簡易かつ
好適に評価できる。
【００６３】
　なお、コスト設定部１６は、異なる線状構造物にそれぞれ属するノードを誤って接続し
た誤接続エッジの特徴を表すものであれば、任意の条件に基づいて、各エッジに対して接
続コストの設定を行ってよい。
【００６４】
　例えば、上記特徴１を別の観点で捉えると、複数の線状構造物の起始部のうち少なくと
も２つの起始部から離れた位置では、この位置から複数の線状構造物の起始部のうち少な
くとも２つの起始部に向かうベクトルのなす角は小さくなると考えられる。このため、少
なくとも２つの根ノードを結ぶ経路を構成する各エッジを代表する点と、複数の線状構造
物の起始部のうち少なくとも２つの起始部とのなす角が小さくなるほど、誤接続エッジで
ある可能性が高いと考えられる（特徴２）。
【００６５】
　コスト設定部１６は、上記特徴２に基づいて、少なくとも２つの根ノードを結ぶ経路を
構成する各エッジに、各エッジから２つの根ノードにそれぞれ向かう２つの方向ベクトル
のなす角が小さくなるほどそのエッジが接続されにくくなるように接続コストを設定して
もよい。この場合、エッジから２つの根ノードにそれぞれ向かう２つの方向ベクトルのな
す角が小さくなるほどそのエッジが接続されにくくなる任意のコストの設定手法を用いる
ことができる。また、各エッジを代表する任意の点に基づいて、エッジから各根ノードに
向かう２つの方向ベクトルのなす角度を算出してよい。
【００６６】
　図６は、角度に基づく接続コストの設定方法について説明するための図である。例えば
、コスト設定部１６は、図６に示すように、少なくとも２つの根ノードを結ぶ経路を構成
する根ノードＮＡ０からｉ番目のエッジＥｉ（０≦ｉ≦ｑ、ｑはエッジの数）に対して、
式（１）で定義される値ｆｉを、接続コストとして設定することができる。式（１）は、
根ノードＮＡ０側のノードＮＡｉから２つの根ノードＮＡ０、ＮＢ０にそれぞれ向かう２
つの方向ベクトルのなす角θiを内積で表している。このため、式（１）で定義される値
ｆｉを、接続コストに用いることにより、θiが小さくなるほど、エッジが接続されにく
くなるように接続コストを設定することができる。この場合にも、コスト設定部１６は、
誤接続エッジらしさを簡易かつ好適に評価できる。
【数１】

【００６７】
　また、「エッジから２つの根ノードにそれぞれ向かう２つの方向ベクトル」とは、エッ
ジＥｉを代表する任意の点から、２つの根ノードＮＡ０、ＮＢ０の方向にそれぞれ直線的
に向かう２つの方向ベクトルだけでなく、エッジＥｉを代表する任意の点から、２つの根
ノードＮＡ０、ＮＢ０を結ぶ経路上の根ノードＮＡ０の側の所定の点と、同経路上の根ノ
ードＮＢ０の側の所定の点にそれぞれ向かう２つの方向ベクトルも含む。例えば、エッジ
Ｅｉを代表する点ＮＡｉから一方の根ノードＮＡ０側にｐ番目（０＜ｐ＜ｉ）に位置する
ノードＮＡｉ－ｐに向かうベクトルと、エッジＥｉを代表する点ＮＡｉから他方の根ノー
ドＮＢ０の側にｐ番目に位置するノードＮＡｉ＋ｐに向かうベクトルのなす角に基づいて
コストを設定してもよい。
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【００６８】
　また、上記特徴１をさらに別の観点で捉えると、線状構造物が起始部から離れた位置ほ
ど太さが細くなるという性質を有している場合には、各エッジに対応する線状構造物の部
分の太さが細くなるほど起始部から離れた位置であると推定される。このため、線状構造
物が起始部から離れた位置ほど太さが細くなるという性質を有している場合には、少なく
とも２つの根ノードを結ぶ経路を構成する各エッジは、各エッジに対応する線状構造物の
部分の太さが細くなるほど、誤接続エッジである可能性が高いと考えられる（特徴３）。
【００６９】
　コスト設定部１６は、特徴３に基づいて、構造物領域抽出部に抽出された構造物領域デ
ータに基づいて、少なくとも２つの根ノードを結ぶ経路を構成する各エッジに対応する線
状構造物の太さを取得し、同経路を構成する各エッジに、各エッジに対応する太さが細く
なるほどそのエッジが接続されにくくなるように接続コストを設定してもよい。この場合
、コスト設定部１６は、各エッジに対応する太さが細くなるほどそのエッジが接続されに
くくなる任意のコストの設定手法を用いることができる。例えば、各エッジの太さに線形
に比例するようにコストを設定してもよく、各エッジの太さの所定の範囲ごとに段階的に
所定の値をとるようにコストを設定してもよい。また、エッジに対応する太さとして、エ
ッジに対応する線状構造物の太さを代表する任意の値を用いることができ、例えば、エッ
ジに対応する線状構造物の太さの平均値を用いることができる。なお、この場合にも、コ
スト設定部１６は、誤接続エッジらしさを簡易かつ好適に評価できる。
【００７０】
　また、コスト設定部１６は、上記のような特徴１ないし３に基づく接続コストをそれぞ
れ任意の組合せで組み合わせたものを接続コストとして用いてもよい。
【００７１】
　コスト設定部１６は、起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びる複
数の構造物を互いに誤って接続する誤接続エッジを、特徴１ないし３から選択される少な
くとも１つ以上の特徴に基づいて判断し、判断に用いられた特徴に該当すると、エッジが
接続されにくくなるよう接続コストを設定している場合には、簡易かつ好適に上記誤接続
エッジの特徴を各ノードの接続されやすさに重み付けしてグラフ構造を作成することがで
きる。また、上記実施形態のように、複数の根ノードを含む経路として複数の根ノードを
含む最短経路を用いた場合には、上記特徴１ないし３に基づいて、より正確に誤接続エッ
ジである可能性の高いエッジを判別することができる。
【００７２】
　また、本実施形態のように、経路検出用グラフ構造として、複数の根ノードのうちの１
つの根ノードを始点とする木構造を用いる場合には、ダイクストラ法などの最短経路を好
適に接続する木構造生成手法を適用して、複数の根ノードのうちの任意の１つの根ノード
を始点として経路検出用の木構造を作成し、経路検出用の木構造に含まれる各経路のうち
、始点とした根ノードと、この始点とした根ノードとは別の根ノードを含む経路を経路と
して抽出できるため、好適に誤接続エッジを含む最短経路を検出できる。
【００７３】
　また、根ノード検出部１４が、複数の線状構造を表す所定形状と、仮のグラフ構造とを
グラフマッチング手法を用いて比較することにより、複数のノードから複数の根ノードを
検出するため、根ノードを手動で設定する場合よりも、根ノードを設定する労力を低減で
きる。
【００７４】
　なお、本実施形態におけるグラフ構造生成部１２は、仮のグラフ構造を作成する際に、
各ノードのコストを評価するコスト関数に基づいてグラフ構造を作成する周知の種々の方
法を用いることができ、例えば、線状構造物が木構造で表現可能なものであれば、周知の
最小全域木法や最短路木法などのスパニング木生成アルゴリズムにより、maxΣｆとなる
ように、最適経路を決定し、仮のグラフ構造を作成してもよい。
【００７５】
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　また、上記各実施形態に限定されず、接続コストに、各ノード同士の距離が近いほど接
続強度が大きくなるようにさらに重み付けを行うなど、さらなる周知の重み付け方法を任
意に組み合わせてもよい。なお、上記各実施形態に限定されず、本発明に根ノードを抽出
する周知の種々の方法を適用可能である。
【００７６】
　また、ここでは所定の構造物として門脈を基に説明したが、所定の構造物は点とそれを
結ぶエッジとによりグラフ構造として形状モデル化可能なオブジェクトであるとともに１
つの起始部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びるという特徴を有するも
のであれば何でもよい。例えば、所定の構造物は、肺または肝臓の血管であってよく、さ
らには、肺動脈、肺静脈、肝臓における門脈、肝動脈、肝静脈があげられる。また、線状
構造物に対応するグラフ構造は、本実施形態に例示されるような木構造であってもよく、
閉路（回路）を有するグラフ構造であってもよい。
【符号の説明】
【００７７】
１　　 画像処理装置
２　　 データ記憶部
３　　 表示装置
４　　 入力装置
７　　 画像データ
１１　 構造物領域検出部
１２　 グラフ構造生成部
１３　 ノード抽出部
１４　 根ノード抽出部
１５　 経路検出部
１６　 コスト設定部
１７　 表示制御部
Ｍ１　 門脈（第１の線状構造物）
Ｍ２　 肝静脈（第２の線状構造物）
Ｓｐ　 セグメント
ｆ　　 評価関数
Ez　　 エッジ
NA0、NB0　　　 　根ノード
Ｔ１、Ｔ２　第１、第２のグラフ構造
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