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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健常ボリュームデータと被検体のボリュームデータとを記憶する記憶部と、
　前記被検体のボリュームデータに基づいて、複数種類のテクスチャ特徴の値である複数
種類の形態的指標を計算する形態的指標計算部と、
　前記複数種類の形態的指標と前記健常ボリュームデータにおける健常な複数種類の形態
的指標とに基づいて、前記被検体のボリュームデータを前記健常ボリュームデータに位置
合わせする位置合わせ部と、
　前記位置合わせされた被検体のボリュームデータにおける前記複数種類の形態的指標と
前記健常な複数種類の形態的指標とに基づいて計算された形態的相違度を、閾値と比較す
ることにより、前記被検体のボリュームデータにおける形態的異常を検出する異常検出部
と、
　を具備することを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記形態的指標計算部は、
　前記被検体のボリュームデータにおける複数のボクセル各々のボクセル値と前記ボクセ
ル各々の近傍ボクセルのボクセル値とに基づいて、前記複数のボクセル各々に対して前記
複数種類の形態的指標を計算すること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項３】
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　前記位置合わせ部は、
　前記複数種類の形態的指標と前記健常な複数種類の形態的指標とに基づいて、前記健常
ボリュームデータに対する前記被検体のボリュームデータの相対位置に応じて前記形態的
相違度を計算し、
　前記形態的相違度が最小となるように、前記被検体のボリュームデータを前記健常ボリ
ュームデータに位置合わせすること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記形態的相違度の計算と、前記形態的指標の計算とは、前記健常ボリュームデータと
前記被検体のボリュームデータとにおける実体のスケールに基づいて計算されること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記位置合わせ部は、前記健常ボリュームデータと前記被検体のボリュームデータとに
おける実体のスケールを用いて、前記被検体のボリュームデータを前記健常ボリュームデ
ータにさらに位置合わせすること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項６】
　前記健常ボリュームデータは、正常な解剖学的構造を有すること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項７】
　前記形態的相違度は、マハラノビス距離であること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項８】
　前記健常ボリュームデータは、複数の参照被検体にそれぞれ対応する複数の参照ボリュ
ームデータセットに基づいて計算された前記複数種類の各々の形態的指標の平均値と、前
記複数種類の形態的指標に関する相関値とを有すること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項９】
　前記複数種類の形態的指標は、前記近傍ボクセルにおいて、ボクセル値の平均値と、ボ
クセル値の勾配の大きさと、前記勾配を示すベクトルと、ウェーブレット変換に関するハ
ールテクスチャ特徴量とのうち少なくとも一つであること、
　を特徴とする請求項２に記載の医用画像処理装置。
【請求項１０】
　前記被検体のボリュームデータは、コンピュータ断層撮影装置と核医学診断装置と磁気
共鳴診断装置とのうち少なくとも一つにより発生されたボリュームデータであること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項１１】
　前記位置合わせ部は、リジッド位置合わせ手順と非リジッド位置合わせ手順とのうち少
なくとも一つを用いて前記位置合わせを実行すること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項１２】
　前記異常検出部は、前記被検体のボリュームデータに対して、前記形態的異常が検出さ
れた領域を特定すること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項１３】
　前記被検体のボリュームデータに基づいて発生された医用画像における前記形態的異常
が検出された領域を強調表示する表示部をさらに具備すること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項１４】
　前記検出された形態的異常に関する偽陽性率を、前記閾値として入力する入力部をさら
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に具備すること、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項１５】
　複数の参照被検体にそれぞれ対応する複数の参照ボリュームデータセットを記憶する記
憶部と、
　前記参照ボリュームデータセットに基づいて、複数種類のテクスチャ特徴の値である複
数種類の形態的指標を計算する形態的指標計算部と、
　前記複数種類の形態的指標を用いて、前記参照ボリュームデータセットを相互に位置合
わせする位置合わせ部と、
　前記参照ボリュームデータセットに基づいて、前記位置合わせされた参照ボリュームデ
ータセットにおける同位置の前記複数種類の各々の形態的指標の平均値と、前記複数種類
の形態的指標に関する相関値とを有する健常ボリュームデータを発生する健常ボリューム
データ発生部と、
　を具備することを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項１６】
　健常ボリュームデータと被検体のボリュームデータとを記憶し、
　前記被検体のボリュームデータに基づいて、複数種類のテクスチャ特徴の値である複数
種類の形態的指標を計算し、
　前記被検体のボリュームデータにおける前記複数種類の形態的指標と前記健常ボリュー
ムデータにおける健常な複数種類の形態的指標とに基づいて、前記被検体のボリュームデ
ータを前記健常ボリュームデータに位置合わせし、
　前記位置合わせされた被検体のボリュームデータにおける前記複数種類の形態的指標と
前記健常な複数種類の形態的指標とに基づいて計算された形態的相違度を、閾値と比較す
ることにより、前記被検体のボリュームデータにおける形態的異常を検出すること、
　を特徴とする医用画像処理方法。
【請求項１７】
　医用画像処理装置に内蔵されたコンピュータに、
　被検体のボリュームデータに基づいて、複数種類のテクスチャ特徴の値である複数種類
の形態的指標を計算させる形態的指標計算機能と、
　前記被検体のボリュームデータにおける前記複数種類の形態的指標と健常ボリュームデ
ータにおける健常な複数種類の形態的指標とに基づいて、前記被検体のボリュームデータ
を前記健常ボリュームデータに位置合わせさせる位置合わせ機能と、
　前記位置合わせされた被検体のボリュームデータにおける前記複数種類の形態的指標と
前記健常な複数種類の形態的指標とに基づいて計算された形態的相違度を、閾値と比較す
ることにより、前記被検体のボリュームデータにおける形態的異常を検出させる異常検出
機能と、
　を実現させることを特徴とする異常検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、解剖学的構造の異常を検出する医用画像処理装置、医用画像処理
方法、異常検出プログラムと、正常な解剖学的構造を有する統計アトラスを発生する医用
画像処理装置とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な状態の診断または被検体の状態の解析において、ボリュームデータを使用するこ
とは、ますます重要になっている。診断は、通常、医師またはその他の訓練を受けた医療
従事者による医用画像の再検討を必要とする。しかしながら、医師によるさらなる再検討
のために何らかの手段で、異常である可能性がある領域を識別および強調するための自動
化された方法、または関心領域を識別および表示するための自動化された方法は、医用画
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像を再検討する効率および速度を、向上させることができる。これに関連して、様々なコ
ンピュータ支援検出（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ：以下、ＣＡ
Ｄと呼ぶ）の技術が開発されてきた。
【０００３】
　ＣＡＤアルゴリズムは、原発がんおよび転移がんを検出するために、腫瘍学に適用され
てきた。ＣＡＤアルゴリズムは、一般的に、特定の病変を特定のアルゴリズムにより分割
および分類させることによって動作する。例えば、ＣＴ仮想結腸内視術のためのいくつか
の既知のＣＡＤ技術は、結腸内腔を分割し、例えば曲率解析を使用して結腸壁上のポリー
プ状構造を識別する。肺ＣＡＤに対する技術は、肺を分割することによって開始され、そ
の後、肺小結節を分割および等級付けすることを試みる。マンモグラフィＣＡＤに対する
技術は、微小石灰化クラスタを探索する。しかしながら、既知の解剖学的特有のＣＡＤプ
ロセッサは、異常な症例における訓練を必要とする。この訓練において、異常な症例を獲
得するのは難しいことがある。また、このような既知の解剖学的特有のＣＡＤプロセッサ
は、訓練段階において非常に多くの時間および専門家の入力を必要とする。訓練段階は、
特定の解剖学的特徴および特定のタイプの異常の訓練に限定される。
【０００４】
　解剖学的構造、または解剖学的構造における特定の器官に関する複数の解剖図譜（以下
、アトラスと呼ぶ）が生成される。生成された複数のアトラスは、被検体に関する医用画
像の解析または処理に用いられる。
【０００５】
画像データにより特定された特定の解剖学的特徴は、通常、位置合わせ手順により、アト
ラスに位置整合される。医用画像における特定の解剖学的特徴の位置を、アトラスによっ
て定義された複数の解剖学的特徴に対する標準的な位置に配列するために、リジッド変換
または非リジッド変換が医用画像のデータ（以下、画像データとよぶ）に適用される。こ
のようなアトラスおよび位置合わせ手順の使用は、例えば、異なる被検体各々から得られ
た画像データにおける直接比較を可能にする。
【０００６】
　既知のアトラスは、複数のボクセルを有する。複数のボクセル各々は、画像強度（画素
値）と位置データとを有する。また、複数のボクセル各々は、アトラスにおける複数の特
定の解剖学的特徴の位置を示す位置データをさらに有していてもよい。また、アトラスに
おける画像強度に関連する他の統計的尺度を有することが、提案されている。
【０００７】
　ボクセルに基づく形態計測（Ｖｏｘｅｌ　Ｂａｓｅｄ　Ｍｏｒｐｈｏｍｅｔｒｉｃ：以
下、ＶＢＭと呼ぶ）技術は、異なる被検体間の脳構造における違いを比較するために、使
用される。位置の関数として生の画像強度をボクセルごとに有するボリュームデータは、
アトラスまたは標準的なテンプレートに照合される。ＶＢＭ技術は、異なる被検体から得
られた脳画像間の直接比較を可能にする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　目的は、解剖学的構造の異常を検出する医用画像処理装置、医用画像処理方法、異常検
出プログラムと、正常な解剖学的構造と複数種類の形態的指標に関する統計量とを有する
統計アトラスを発生する医用画像処理装置とを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本実施形態に係る医用画像処理装置によれば、健常ボリュームデータと被検体のボリュ
ームデータとを記憶する記憶部と、前記被検体のボリュームデータに基づいて、複数種類
のテクスチャ特徴の値である複数種類の形態的指標を計算する形態的指標計算部と、前記
複数種類の形態的指標と前記健常ボリュームデータにおける健常な複数種類の形態的指標
とに基づいて、前記被検体のボリュームデータを前記健常ボリュームデータに位置合わせ
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する位置合わせ部と、前記位置合わせされた被検体のボリュームデータにおける前記複数
種類の形態的指標と前記健常な複数種類の形態的指標とに基づいて計算された形態的相違
度を、閾値と比較することにより、前記被検体のボリュームデータにおける形態的異常を
検出する異常検出部と、を具備することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本実施形態による医用画像処理装置の構成を示す構成図である。
【図２】図２は、図１の本実施形態に係り、統計アトラスの生成手順および異常検出手順
の概要を示すフローチャートである。
【図３】図３は、図２における統計アトラスの生成手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図４】図４は、本実施形態に係り、統計アトラスの生成において用いられる複数の健常
ボリュームデータセットの重複の概略を示す概略図である。
【図５】図５は、図２における異常検出手順の一例を示すフローチャートである。
【図６】図６は、統計アトラス内の位置（以下、アトラス位置と呼ぶ）でのボクセルにつ
いて、上記アトラス位置における正常な解剖学的構造を示す標本点の分布を、選択された
閾値（閾値マハラノビス距離）とともに示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本実施形態によれば、画像データにおける異常の存在を検出する方法において、被検体
の画像を表す画像データセットを取得することと、複数の参照被検体から得られた複数の
健常画像データセットを表す統計アトラスを取得することと、画像データを統計アトラス
と比較することと、画像データと統計アトラスとの間の差を検出した値を決定することに
よって、異常の存在を決定することとを含む方法が、提供される。
【００１２】
　本実施形態に係る医用画像処理装置は、図１に模式的に示されており、先の段落に記載
された方法を実行するように構成されている。医用画像処理装置は、処理装置２、この場
合には表示装置４に接続されたパーソナルコンピュータ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｅｒ：以下、ＰＣと呼ぶ）またはワークステーションと、記憶部６と、１つまたは複数
のユーザ入力部８とを有する。入力部８は、コンピュータキーボードおよびマウスを有す
る。
【００１３】
　処理装置２は、様々なソフトウェアモジュールまたはその他のソフトウェアコンポーネ
ントをロードおよび実行することができる、中央演算処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：以下、ＣＰＵと呼ぶ）１０を含む。図１の実施形態において、
ソフトウェアモジュールは、画像強度データから画像テクスチャ特徴（形態的指標）を決
定するためのテクスチャ特徴モジュール１２を有する。ソフトウェアモジュールはまた、
画像データをアトラスと照合するための位置合わせモジュール１４、正常画像データを含
むデータ集合からアトラスを生成するためのアトラス生成モジュール１６、および異常検
出モジュール１８も有する。
【００１４】
　なお、テクスチャ特徴モジュール１２、位置合わせモジュール１４、アトラス生成モジ
ュール１６、および異常検出モジュール１８は、ソフトウェアモジュールの代わりにハー
ドウェアであってもよい。ハードウェアとしてのテクスチャ特徴モジュール１８は、被検
体のボリュームデータに基づいて、複数種類の形態的指標（画像テクスチャ特徴）を計算
する形態的指標計算部である。ハードウェアとしての位置合わせモジュール１４は、位置
合わせ部である。ハードウェアとしてのアトラス生成モジュール１６は、健常ボリューム
データ発生部である。ハードウェアとしての異常検出モジュール１８は、被検体のボリュ
ームデータにおける形態的異常を検出する異常検出部である。
【００１５】
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　処理装置２は、ハードディスクドライブも含む。図１の実施形態において、ハードディ
スクドライブは、位置合わせプロセスにおいて使用される統計アトラス（解剖図譜）を記
憶する。
【００１６】
　処理装置２は、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
：以下、ＲＡＭと呼ぶ）、リードオンリーメモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：
以下、ＲＯＭと呼ぶ）、データバス、様々なデバイスドライバを含むオペレーティングシ
ステム、および様々な周辺機器と接続するためのハードウェア装置（例えばグラフィック
カード）を含む、ＰＣのその他の標準構成要素を含む。このような標準構成要素は、明確
さのため、図１には示されていない。
【００１７】
　図１の実施形態における記憶部６は、例えば被検体に対するコンピュータ断層撮影装置
（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　Ｓｃａｎｎｅｒ：ＣＴスキャナと呼ぶ）か
ら得られた三次元ＣＴ値データを表すボリュームデータなどの多数の異なるボリュームデ
ータを保存するデータベースを有する。動作時に、選択されたボリュームデータ７が、処
理のためにサーバから処理装置２にダウンロードされる。図１の実施形態における記憶部
６は、大量の被検体に関するボリュームデータを記憶するサーバであり、医用画像保管通
信システム（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ：以下、ＰＡＣＳと呼ぶ）の一部分を形成してもよい。別の実施形態において、
ボリュームデータ７は、サーバからダウンロードされるよりむしろ処理装置２のメモリ内
に記憶されてもよい。
【００１８】
　図１の医用画像処理装置は、図２のフローチャートに概観的に示されるような、一連の
処理手順を実行するように構成されている。第１ステージＳ１において、処理装置２は記
憶部６から、複数の参照被検体から得られた複数の参照ボリュームデータセットを取得す
る。参照ボリュームデータセットは、位置の関数として画像強度（画素値）を有するボク
セル（または画素）を有する。参照ボリュームデータセット各々は、正常な被検体の解剖
学的構造による画像データを表している。また、参照ボリュームデータセット各々は、正
常な被検体の解剖学的構造による画像データを表示するために処理装置２によって処理さ
れる。参照ボリュームデータセット各々は、その後、各ボクセルに関連づけられた複数の
画像テクスチャ特徴（形態的指標）を計算するためにステージＳ２においてテクスチャ特
徴モジュール１２によって処理される。そして、参照ボリュームデータセット各々は、計
算された複数の画像テクスチャ特徴を含むように更新される。次のステージＳ３において
、アトラス生成モジュール１６、および位置合わせモジュール１４は協働して、複数の参
照ボリュームデータセットから正常な被検体の解剖学的構造を表す統計アトラスを生成す
る。
【００１９】
　参照ボリュームデータセットとは、正常な解剖学的構造を有するボリュームデータセッ
トである。統計アトラスとは、例えば、位置合わせされた参照ボリュームデータセットに
おいて、複数種類各々の形態的指標（画像テクスチャ特徴）の平均値と、複数種類の形態
的指標に関する相関値（共分散行列）と、正常な解剖学的構造に関するボクセル値とを、
ボクセルごとに有する健常ボリュームデータである。
【００２０】
　統計アトラスはその後、被検体から得られたボリュームデータ（以下、被検体ボリュー
ムデータと呼ぶ）における形態的異常（以下、異常と呼ぶ）の存在を検出するために使用
されることが可能である。このとき、次のステージＳ４において、被検体から得られた被
検体ボリュームデータが、処理装置２によって記憶部６から取得される。または、被検体
から得られた被検体ボリュームデータは、例えばＣＴスキャナ（図１には図示せず）など
の撮像装置から直接、取得される。次に、ステージＳ５で、テクスチャ特徴モジュール１
２は、被検体ボリュームデータの各ボクセルに関連づけられた画像テクスチャ特徴を計算
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する。被検体ボリュームデータは、計算された画像テクスチャ特徴を含むように更新され
る。次のステージＳ６において、異常検出モジュール１８および位置合わせモジュール１
４は協働して、被検体ボリュームデータを統計アトラスに位置合わせする。異常検出モジ
ュール１８はその後、ステージＳ７において、選択された異常の尤度（または閾値）より
も大きい値を有するいかなるボクセルも検出するために、被検体ボリュームデータを統計
アトラスと比較する。最後に、ステージＳ８において、処理装置２は、異常であるとして
検出されたボクセルを強調して、被検体ボリュームデータに関する医用画像を表示する。
【００２１】
　図１の実施形態において、統計アトラスの生成およびこれに続く被検体ボリュームデー
タにおける異常の検出の両方において、特定のプロセスが実行される。これらのプロセス
は、以下を含む：
　１．画像テクスチャ特徴の計算（複数種類の形態的指標の計算）
　２．患者間位置合わせ（ボリュームデータ間の位置合わせ）
　３．多変量ガウス分布に基づく確率的（統計的）距離の計算。
【００２２】
　ここで図２に示されるプロセスの各ステージが、より詳細に検討される。統計アトラス
の生成に関するステージは、訓練ステージまたは訓練段階とも称される。訓練段階の外観
をより詳細に示すフローチャートが、図３に提供されている。
【００２３】
　第１ステージＳ１において、複数の参照ボリュームデータセットが取得される。モダリ
ティおよび解剖学的関心領域が選択される。正常な複数の参照体からの十分な数Ｎ（例え
ばＮ＝１００）の参照ボリュームデータセットが、選択されて、記憶部６から取得される
。
【００２４】
　Ｘ線量の影響を有するＣＴスキャナなどのモダリティにおいて、完全に正常なボリュー
ムデータセットを見つけることは困難である。そのため、訓練に使用されるボリュームデ
ータセットが異常な領域を有する可能性がある。従って、ボリュームデータセットは、熟
練者による精査により異常領域が排除されるため、正常な解剖学的構造を表すボリューム
データのみとしてもよい。この場合、選択された異常領域は統計アトラスの生成には使用
されないため、異常領域の正確な切り出しは必要とされない。多くの場合、統計アトラス
を生成するための動機の下で、被検体の全体積をカバーする参照ボリュームデータセット
は存在しない。通常は、選択された異なる参照ボリュームデータセット２１ａ、２１ｂ、
２１ｃ、２１ｄ、２１ｅ、２１ｆが使用される。これらの異なる参照ボリュームデータセ
ット各々は全体積の１部のみをカバーするが、図４に模式的に示されるように、全体とし
て全体積をカバーする。
【００２５】
　次のステージＳ２において、参照ボリュームデータセット各々の各ボクセルについて、
テクスチャ特徴モジュール１２によってテクスチャ特徴（複数種類の形態的指標）が計算
される。例えば、様々なテクスチャ状の特徴が、各ボクセルの局所近傍における画像値に
基づいて計算されることが可能である。可能性のある特徴は、以下を含む（ただしこれら
に限定されない）：
　・複数のスケールでの勾配の大きさ
（ボクセル各々の複数スケールでの近傍領域の複数のボクセルによる勾配の大きさ）
　・複数のスケールでの勾配ベクトル（例えばｘ、ｙ、ｚ勾配成分）
　・共起行列からの統計量
　・例えばハールテクスチャ特徴などの各ボクセル近傍における強度のウェーブレット変
換に基づく特徴。
【００２６】
　画像テクスチャ特徴は、入力された複数の参照ボリュームデータセットに対して、直接
計算されることが可能である。一般的に、画像テクスチャ特徴は、Ｎ個の参照ボリューム
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データセット各々について異なるスケール（ｍｍ／画素）となる。このため、画像テクス
チャ特徴に関する空間パラメータ（勾配を計算するために使用されるガウスカーネルサイ
ズなど）は、画素単位ではなくミリメートル単位で指定されることが、重要である。
【００２７】
　使用可能な数十の可能な画像テクスチャ特徴またはその他の使用可能な画像特徴が存在
する。特定のデータセットまたは解剖学的構造に対する異常検出、または統計アトラスの
生成に最も適した画像テクスチャ特徴は、以下により詳細に論じられるように選択されて
もよい。前述の解析において、Ｍ個の画像テクスチャ特徴またはその他の特徴が、各ボク
セルに提供される。このため、参照ボリュームデータセット各々ｎにおける各ボクセルｉ
について、画像テクスチャ特徴ベクトル（以下、特徴ベクトルと呼ぶ）ｘｎ，ｉが計算さ
れ、各特徴ベクトルはサイズＭ（Ｍ個の成分）を有する。
【００２８】
　次のステージＳ３において、統計アトラスは、複数の参照ボリュームデータセットから
生成される。参照ボリュームデータセットは、訓練データセットとも称される。統計アト
ラスを生成するために、Ｎ個の参照ボリュームデータセットが、相互に位置整合される（
リジッドおよび非リジッド位置合わせによって）。
【００２９】
　多数の特徴（例えば画像テクスチャ特徴）が、各ボクセルｉにおいて利用可能である。
統計アトラスは、各々のボクセルｉにおいて、Ｍ×１平均ベクトルμｉおよびＭ×Ｍ共分
散行列Σｉを維持する。Ｍ×１平均ベクトルμｉおよびＭ×Ｍ共分散行列Σｉは、Ｎｉ個
のサンプルから推定される。Ｎｉ個のサンプルは、そのアトラス位置（統計アトラス内の
位置）で（リジッドおよび非リジッド位置合わせによって）相互に整列される。参照ボリ
ュームセットによって覆われるボリューム全体が、このポイントにおいて重複するとは限
らず、および／または、いくつかのボクセルが異常として隠されるかもしれないため、あ
る場合において、ＮｉはＮ（訓練ボリューム（参照ボリュームデータセット）の総数）よ
り小さくてもよい。Ｎｉが小さいとき、例えば、Ｎｉ＜Ｍの場合には、Σｉは非正則なた
めに不可逆である可能性がある。これが起こると、共分散重み付けを使用することが可能
である。または、Σｉを全体積（参照ボリュームデータセットにより覆われる全体積）に
わたって推定されたΣｇｌｏｂａｌに置き換えることが可能となる。このため、整合され
たボリューム（位置合わせされた参照ボリュームデータセット）における画像テクスチャ
特徴の多変量ガウスモデルは、各アトラスボクセル（統計アトラスにおける複数のボクセ
ル各々）に対して維持される。
【００３０】
　平均ベクトルと共分散行列と（統計的特徴量）は、統計アトラスにおけるボクセル各々
について計算される。具体的には、複数の参照ボリュームデータセットにおいて、統計ア
トラスにおけるボクセルｉと同位置の複数のボクセルにおける画像テクスチャ特徴各々に
ついて平均値が計算される。これにより、ボクセルｉについて、Ｍ個の画像テクスチャ特
徴の平均値が、Ｍ×１の平均ベクトルμｉとして、ボクセルｉに記憶される。ボクセルｉ
におけるＭ個のテクスチャ特徴に基づいて、Ｍ×Ｍ共分散行列Σｉが計算される。
【００３１】
　統計アトラスを生成するために、Ｎ個の参照ボリュームデータセットは、相互に位置合
わせしなければならない。すなわち、各参照ボリュームデータセットｋ、ｋ＝１…Ｎにつ
いて、共通のアトラス座標系にｋの座標をマッピングするための変換Ｔｋ、Ｔｋ：Ｒ３→
Ｒ３が計算される。この変換を実現するために、リジッドおよび非リジッド位置合わせを
含む多くの方法が存在する。いずれの適切な方法が使用されてもよいが、変換を決定する
ために、ここでは２つの変形例の方法について概説する。変換Ｔｋは、３次元実空間から
３次元実空間への写像（Ｒ３→Ｒ３）に対応する。
【００３２】
　統計アトラスＳを漸次的に生成するために、第１の変形例の方法は、各参照ボリューム
データセットを反復的に位置合わせさせる方法である。この方法は、２つのループを有す
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る。第１ループにおいて、統計アトラスＳは、開始点として、複数の参照データセットの
うちのいずれか１つｋ１に一致させて使用される。他の参照データセット各々は、順に統
計アトラスに位置合わせされる。参照データセット各々が統計アトラスに位置合わせされ
た後、統計アトラスは、この変換された参照ボリュームデータセットを含んで更新される
。図２の実施形態において、統計アトラスは、上述したように、位置合わせされた参照ボ
リュームデータセットから推測されたＭ×１平均ベクトルμｉおよびＭ×Ｍ共分散行列Σ

ｉを、各ボクセルにおいて維持する。平均ベクトルおよび共分散行列に寄与する参照ボリ
ュームデータセットの数は１つずつ増加し、最終的にはすべての参照ボリュームデータセ
ットが位置合わせされてアトラスＳに含まれる。第１ループは、以下のように表すことが
できる：
　Ｓ＝ｋ１

　ｎ＝２からＮについて
　　Ｔｎ←ＫｎをＳに位置合わせ
　　Ｓ←Ｔｎ（Ｋｎ）をＳに追加
　換言すると、第１ループにおいて、ループの開始点における統計アトラスとして、複数
の参照ボリュームデータセットのうちのいずれか１つ（ｋ１）が選択される。次いで、他
の複数の参照ボリュームデータのうち一つ（ｋ２）が、統計アトラスｋ１に位置合わせさ
れる。この位置合わせにより、ｋ２をＳ（ｋ１）にマッピングするための変換Ｔ２が決定
される。変換Ｔ２を用いて、ｋ２がＳ（ｋ１）にマッピングされ、Ｓ（ｋ１）にｋ２が加
えられる。これにより、Ｓ（ｋ１）がＳ（ｋ２）に更新される。この時、Ｓ（ｋ２）にお
ける複数のボクセル各々について、Ｍ×１平均ベクトルμｉ、Ｍ×Ｍ共分散行列Σｉおよ
び統計アトラスＳ（ｋ１）のボクセル値が更新される。第１ループでは、位置合わせ及び
統計アトラスＳの更新に係る処理がＮ－１回繰り返される。なお、変換Ｔ２は、例えば、
参照ボリュームデータにおけるボクセル単位ではなく、参照体に関するスケール（例えば
ｍｍ）単位で、決定される。これにより、複数の参照ボリュームデータセット各々におい
て、参照体に対する縮尺が異なっていても、位置合わせが可能となる。
【００３３】
　この後、複数の参照ボリュームデータセット各々ｋが第１ループを使用して生成された
統計アトラスＳに再び位置合わせるという第２ループが実行される。そして、複数の参照
ボリュームデータセット各々ｋに対して、統計アトラスＳは、変換された参照ボリューム
データセットを用いて更新される。第１ループにおいて、参照ボリュームデータセットを
統計アトラスＳにマッピングすることにより統計アトラスＳを更新するため、統計アトラ
スへ参照ボリュームデータをマッピングするための変換は、ほとんどの場合、第１ループ
における変換とわずかに異なる。第２ループは、以下のように表すことができる：
　ｎ＝１からＮについて
　　Ｔｎ←ＫｎをＳに位置合わせ
　　Ｓ←ＳにおけるＴｎ（Ｋｎ）を置き換え
第２ループは、所望であれば、例えば、統計アトラスが許容可能なレベルの変動内に収束
するまで、数回繰り返されてもよい。
【００３４】
　換言すると、第２ループは、以下で説明する手順を、複数の参照ボリュームデータセッ
トの数について実行される。なお、第２ループの繰り返しは、例えば、Ｓに追加された（
Ｋｎ）を第２ループで新たに決定されたＴｎ（Ｋｎ）に置き換えることによる統計アトラ
スの変動幅が所定の変動幅に収束するまで、繰り返されてもよい。第２ループは、第１ル
ープにより生成された統計アトラスＳに対して、複数の参照ボリュームデータセットを再
度位置合わせする。再度位置合わせすることにより、参照ボリュームデータセットｋｉを
統計アトラスＳにマッピングするための変換Ｔｉが決定される。統計アトラスＳに含まれ
るｋｉは、参照ボリュームデータセットｋｉを変換したＴｉ（ｋｉ）に置き換えられる。
この置き換えは、すべての参照ボリュームデータセットｋｉ（ｉ＝１…Ｎ）について実行
される。
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【００３５】
　図２の実施形態において、統計アトラスへの参照ボリュームデータセットの位置合わせ
は、マハラノビス距離（形態的相違度）を最小化することによって、最尤法の枠組みで実
行される。統計アトラスＳに関する参照ボリュームデータセットの候補となるどんな位置
合わせに対しても、平均ベクトルおよび共分散行列に基づいて、ボクセル各々でマハラノ
ビス距離を計算することは可能である：
　Ｄｉ＝（（ｘｉ－μｉ）’Σ－１（ｘｉ－μｉ））１／２

ここでｘｉは浮動ボリュームデータセット（位置合わせされる参照ボリュームデータセッ
ト）のボクセルｉにおける特徴ベクトルである。
【００３６】
　特徴ベクトルとは、形態的指標計算部（テクスチャ特徴モジュール１８）で計算される
複数種類の形態的特徴を成分とするベクトルである。
【００３７】
　直感的に、Ｄｉは、統計アトラスにおいて参照されるサンプルとｘｉが統計的にどれほ
ど異なっているかを表す。Ｄｉは、類似性測度（形態的相違度）を形成する。一変量の場
合（Ｍ＝１）、Ｄｉは、平均値からの標準偏差の数まで減少する。
【００３８】
　いずれの類似性方法が使用されても、図２の実施形態による位置合わせは、リジッド位
置合わせステージと、それに続く非リジッド位置合わせステージとを含む。リジッド位置
合わせは、９つのリジッド変換パラメータ（３つの並進、３つの尺度（scales）、３つの
回転）を前提として、ボクセルごとの平均的な類似性を最適化することを伴う。図２の実
施形態ではパウエル最小化が使用されるが、代替実施形態ではいずれの適切な最適化が使
用されることも可能である。
【００３９】
　換言すると、例えば、参照ボリュームデータにおける複数のボクセル各々の特徴ベクト
ルと、統計アトラスにおける複数のボクセル各々の平均ベクトルおよび共分散行列とに基
づいて、マハラノビス距離が計算される。マハラノビス距離が最小となるように、参照体
の実体スケール（例えばｍｍなど）に合わせたリジッド変換のパラメータが決定される。
【００４０】
　非リジッド段階は、類似性測度の局所的な最適化を必要とする。図２の実施形態では、
２００３年のWR Crumらによるコンピュータ・サイエンスの講義ノート、非リジッド位置
合わせにおける情報理論的類似性測度（Information Theoretic Similarity Measures in
 Non-Rigid Registration）に記載されるものと類似の密度場枠組が使用される。要する
に、湾曲場上の「力」が類似性測度における勾配から計算される。勾配は中心差分によっ
て、数値的に計算される。湾曲場の正規化は、平滑化された累積湾曲場に加えられる前に
力場に適用されるガウス平滑化関数によって達成される。このプロセスは、収束するまで
繰り返される。平滑化の２つのステージはそれぞれ、湾曲場の複雑さにおいて、「粘性流
体」および「弾性体」拘束条件の形態を実現し、不可逆的であることを保証する。
【００４１】
　正常な解剖学的構造を表す統計アトラスＳを用いての異常の検出における使用を検討す
る前に、統計アトラスＳを生成する代替方法が記載される。
【００４２】
　統計アトラスＳを構築する代替方法は、より従来型の位置合わせ手法を使用する。繰り
返しになるが、Ｍ個の特徴（例えば画像テクスチャ特徴）が各ボクセルで利用可能である
と仮定する。Ｎ個の参照ボリュームデータセットのうちの１つが基準として選択される。
残りのＮ－１個の参照ボリュームデータセットは、得られたモダリティに関する患者間位
置合わせに適したいずれかの位置合わせ戦略を使用して、それぞれ基準と位置合わせされ
る。これは通常、リジッド位置合わせ段階（並進、尺度（scale）、および回転）および
非リジッド位置合わせ段階を伴うことになる。位置合わせ手順の間に最適化される測度（
類似性測度、形態的相違度）を決定するために、相互情報技術が使用される。
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【００４３】
　相互情報（Ｍｕｔｕａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：以下、ＭＩと呼ぶ）は一般的に、
ジョイントヒストグラムを介して計算される。しかしながら、ＭＩは、ここ（画像テクス
チャ特徴）のような多変数の入力が必要なため、実用的ではない。従って、共分散法によ
るＭＩに関するより計算しやすく便利な類似性（類似性測度、形態的相違度）が使用され
る。
【００４４】
　上記のＭＩ法は統計アトラスＳを決定する代替方法を提供するが、マハラノビス距離に
よる統計アトラスＳへの位置合わせに基づく第１の方法は、実際にはＭＩ法と比較して付
加的な利点を提供できることが見出されている。
【００４５】
　例えば、ＭＩは被検体のボリューム全体にわたってまとめて計算されるため、ＭＩは異
なる解剖学的構造における強度関係の変動に鈍感である。一方、マハラノビス距離法はこ
のような変動に敏感である。加えて、ＭＩ法は、選択された基準となる参照ボリュームデ
ータセットによって占められるボリュームの領域においてのみ、正確な変換（例えば、リ
ジッドおよび非リジッド段階の両方を含む）を導出することが可能である。ＭＩ法では、
すべての利用可能な参照ボリュームデータセットの結合をカバーする十分な大きな参照ボ
リュームデータセットを見つけることはできない可能性がある。対照的に、マハラノビス
距離法は、参照ボリュームデータセットによって示されるすべての領域にわたって正確な
変換を提供することができる。さらに、ＭＩ法では、基準用に使用するための参照ボリュ
ームデータセットの任意の選択が必要となる。
【００４６】
　どちらの統計アトラス生成方法が使用されるかに関わらず、訓練段階の最終ステージは
、最大Ｎ個の利用可能な参照ボリュームデータセットに基づいて、統計アトラスの各ボク
セルに対して、平均ベクトルμｉおよび逆共分散行列Σｉ

－１を得ることを有する。マハ
ラノビス距離法の最小化を伴う方法のさらなる利点は、平均ベクトルおよび逆共分散行列
が統計アトラス生成方法の１部分としてすでに取得されているおり、従って、場合によっ
ては計算負荷および処理時間を削減することができる。対照的に、ＭＩ法では、平均ベク
トルおよび共分散行列を計算するために、さらに重要な処理ステップが要求される。
【００４７】
　統計アトラスＳはその後、いずれの所望の目的にも使用されてもよい。例えば、統計ア
トラスＳまたは統計アトラスＳからいずれかの選択された参照ボリュームデータは、所望
であれば、ユーザに対して表示されてもよい。統計アトラスＳは、多数の参照被検体から
決定された正常な解剖学的構造を表し、正常な解剖学的構造のために関する画像強度デー
タ、様々な画像テクスチャ特徴（複数種類の形態的指標）、および被検体間の上記強度ま
たは画像テクスチャ特徴の分散も表す。したがって、統計アトラスＳは、様々な診断目的
、基準としての使用、あるいは医療またはその他の医療従事者の訓練のために役立つ可能
性がある。
【００４８】
　正常な解剖学的構造を表す統計アトラスＳに対する特に有益な使用の１つは、図２に関
連して先に簡単に記載されたように、患者またはその他の被検体から得られた被検体ボリ
ュームデータにおける異常の検出にある。このような異常検出のさらなる記載が、ここで
提供される。検出段階を模式的により詳細に示すフローチャートが、図５に提供される。
【００４９】
　検出段階の第１ステージＳ４において、被検体から被検体ボリュームデータが取得され
、ステージＳ５において、テクスチャ特徴モジュール１２が、被検体ボリュームデータの
各ボクセルについて、画像テクスチャ特徴（複数種類の形態的指標）を計算する。統計ア
トラスＳの生成のため、参照ボリュームデータセットに対して計算されたのと同じ画像テ
クスチャ特徴（複数種類の形態的指標）が計算される。被検体ボリュームデータはその後
、計算された画像テクスチャ特徴（複数種類の形態的指標）を有するように更新される。
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【００５０】
　次のステージＳ６において、被検体ボリュームデータが統計アトラスＳに位置合わせさ
れる。位置合わせプロセスは、位置合わせモジュール１４によって実行される。位置合わ
せプロセスは、リジッドおよび非リジッド位置合わせ段階を有する。位置合わせプロセス
は、再び、位置合わせされたボクセル各々について、被検体ボリュームデータにおける複
数のボクセルと、統計アトラスＳにおける複数のボクセルとの間におけるマハラノビス距
離の最小化に基づいている。被検体ボリュームデータを統計アトラスＳに位置合わせする
ための位置合わせプロセスは、統計アトラスＳの生成中に個々の参照ボリュームデータセ
ットを統計アトラスＳに位置合わせするために使用されたのと同じ、または類似である。
【００５１】
　位置合わせプロセスは、被検体ボリュームデータにより示されたボリュームにおける座
標ｊを、対応するアトラス座標系のアトラス座標ｉにマッピングする変換Ｔ：Ｒ３→Ｒ３

に帰着する。変換Ｔは、３次元実空間から３次元実空間への写像（Ｒ３→Ｒ３）に対応す
る。
【００５２】
　次のステーＳ７では、異常検出モジュール１８は、異常であることに関する選択された
尤度（閾値）よりも大きいいかなるボクセルも検出するために、位置合わせされた被検体
ボリュームデータを統計アトラスＳと比較する。異常検出ステージＳ７は、以下のような
一連のプロセスを含む：
　被検体ボリュームデータにおける各ボクセルｊについて：
　（ａ）アトラス空間（アトラス座標系）において対応するポイントｉ＝Ｔ（ｊ）を同定
し、平均ベクトルμｉおよび共分散行列Σｉ

－１を選択する；
　（ｂ）ｘｊと、μｉおよびΣｉ

－１によって表される分布との間のマハラノビス距離Ｄ

ｊを決定する； 　　　 
　（ｃ）これ（決定されたマハラノビス距離）が見られる確率、またはより類似しない観
測（あるいは異常値の確率を参照して）を決定する；
　（ｄ）ボクセル（ポイント）に対する異常値の確率が選択された閾値よりも大きいか否
かを決定する。異常値の確率が閾値よりも大きい場合には、（被検体ボリュームデータに
おける）ボクセルは可能性のある異常を表すように示される。
【００５３】
　図２の実施形態において、各ポイントの異常値の確率は、ホテリングのＴ２統計を用い
て決定される。ホテリングのＴ２統計は、一変量ｔ検定の多次元的な一般化である。十分
に大きいサンプルから推定された分布に対して単一のＭ次元サンプルを検定する場合には
、マハラノビス距離の自乗Ｄｊ

２に関して、自由度Ｍを有するχ２関数まで減少する。こ
のためマハラノビス距離に対する閾値は、特定のＭおよび選択された偽陽性動作閾値（Ｆ
ａｌｓｅ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）に設定されて
もよい。偽陽性動作閾値は、いくつかの実施形態において、操作者によって選択される。
【００５４】
　高い偽陽性動作閾値が選択されると、可能性のある異常を表すより多くのポイントがプ
ロセスによって検出される可能性がある。しかし、これらのうちのいくつかが実際には異
常を表していないという可能性がより大きくなる。低い偽陽性動作閾値が選択されると、
可能性のある異常を表すより少ないポイントがプロセスによって検出される可能性がある
。しかし、すべてのポイントが実際に異常を表すという可能性がより大きくなる。
【００５５】
　選択された閾値は、図６に示されるように「正常」を表す特徴空間に、楕円形状を定義
する。図６は、ひとつのアトラス位置に対する特徴空間を示す。アトラス位置で正常な解
剖学的構造を表す複数の参照ボリュームデータセットからのサンプルポイントは、＋の印
で示されている。点線は、選択された閾値Ｄが等しいマハラノビス距離の等値線を示して
いる。被検体ボリュームデータにおいてアトラス位置に対応するボクセルにおいて計算さ
れた特徴ベクトルは、Ｘで示されている。この場合、ポイントＸは、選択された閾値マハ
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ラノビス距離Ｄよりも大きいマハラノビス距離Ｄｘを有することがわかり、したがって、
このアトラス位置に対応する被検体ボリュームデータにおけるボクセルは、異常を表す潜
在的可能性として識別される。
【００５６】
　特徴空間とは、統計アトラスＳにおける複数のボクセルにそれぞれ対応する複数の参照
ボリュームデータセットにおける複数のボクセルにおける画像テクスチャ特徴（複数種類
の形態的指標）の分布を、画像テクスチャ特徴（形態的指標）に関するパラメータ（主成
分分析による直交するパラメータ）の値を軸として表した分布空間である。例えば、画像
テクスチャ特徴がＭの場合、特徴空間はＭ次元空間となる。図６は、画像テクスチャ特徴
（形態的指標）の項目が、２種類の場合（ｆ１、ｆ２）の特徴空間を示している。なお、
特徴空間の軸として、画像テクスチャ特徴（形態的指標）各々の値としてもよい。
【００５７】
　プロセス（ａ）から（ｄ）は、被検体ボリュームデータにおける各ボクセルに対して繰
り返され、その結果、異常を表す潜在的可能性として検出されたボクセルの集合を生じる
。検出されたボクセルは、アトラス空間において分断された領域を形成する。いくつかの
実施形態において、例えば素集合アルゴリズム（ｄｉｓｊｏｉｎｔ　ｓｅｔｓ　ａｌｇｏ
ｒｉｔｈｍ）またはその他の適切な方法を使用して、連結成分解析が実行される。あるい
は、孤立したボクセルからの応答を抑制するために、マルコフ平滑化（Ｍａｒｋｏｖ　ｓ
ｍｏｏｔｈｉｎｇ）が適用される。この結果、ゼロ以上の異常の候補領域が生じる。ユー
ザのオプションとして、複数の点に関して、ユーザにより定義された閾値より小さい閾値
を有する領域が抑制されてもよい。
【００５８】
　異常の候補領域は、逆変換Ｔ－１を適用することによって、被検体ボリュームデータの
空間に戻るようマッピングされる。被検体ボリュームデータはその後、異常を表している
可能性があることを示すいくつかのボクセルに関連づけられた標識で更新される。
【００５９】
　被検体ボリュームデータはその後操作者に対して表示されてもよい。異常を表すと特定
された箇所が、ユーザに対して強調表示されてもよい。異常の箇所を強調表示するいずれ
の適切な方法も使用可能である。例えば、異常箇所は他の箇所とは異なる色（例えば赤）
、あるいは他の箇所より明るい色で表示されてもよく、または異常領域の周りに線が引か
れてもよい。１つの動作モードにおいて、候補となる異常領域（以下、異常候補領域と呼
ぶ）は、矩形で囲まれた候補領域を有する関連２次元画像に対してスクロールすることに
よって、領域内のサイズまたは合計マハラノビス距離の順番で（大きい順に）、ユーザに
対して示される。その他いずれかの適切な表示方法が使用されてもよい。
【００６０】
　一実施形態において、スライダを有するオペレータインターフェースが提供される。ス
ライダは、偽陽性動作閾値を選択するために操作者により用いられてもよい。被検体ボリ
ュームデータは表示される。より低いまたはより高い閾値を選択するために、操作者がス
ライダを摺動させると、異常候補領域を示すように、より多くのまたは少ない箇所が表示
画像上で強調される。これは、操作者が偽陽性率を制御し、異常に関する潜在的な領域を
表示するという特に有益な方法を提供することができる。
【００６１】
　上述した実施形態は、医療データベースにおいて、ボクセルレベルで、異常に関する広
範な範囲を同定することができる。上述した実施形態は、画像テクスチャ特徴、患者間位
置合わせ、および確率的距離測度に基づいたコンピュータ支援検出（ＣＡＤ）の形態を提
供する。選択された画像診断法および解剖学的領域（全身の可能性もある）に対して、本
実施形態は、異常である可能性が高い接続されたボクセルを何らかの方法で強調すること
ができる。システムは全自動式であり、現在のハードウェア上の典型的なデータセットに
対して、本実施形態における処理は、合理的に数分かかる可能性がある。記載されている
実施形態に関する方法における特定の値は、検出可能な異常の一般性に関するものである
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。本実施形態において、訓練用の参照ボリュームデータセットのみが要求される。実施形
態は、ＣＡＤ問題を検討する手法を、正常分布からの異常値の検出の１つとして捉える。
これは監視されないパターン認識問題となるために、特定のグラウンドトルース（ｇｒｏ
ｕｎｄ　ｔｒｕｔｈ）を用いず、参照ボリュームデータセットのみが必要とされる。した
がって、正常な解剖学的構造を表すボリュームデータセットを選択するのとは異なり、訓
練段階の間に専門家の入力が必要とされるとしても、わずかである。
【００６２】
　記載されている実施形態の強みは、事実上、特に各解剖学的領域のために分類器が訓練
されることである。解剖学的構造各々は、複数の構造のエッジまたは表面を有する。解剖
学的構造各々は、一般的には大きく異なる画像テクスチャ特徴を有する。それは、位置合
わせアルゴリズムが有効である場合のみである。身体における非常に複雑かつ重要な部位
（腸など）において、位置合わせはより不確実であるかもしれない。しかしながら、方法
のさらなる強みは、これらの領域におけるその感度に自然に適応（減少）し、この特異度
を一定に維持することである。即ち、位置合わせが不正確な箇所（腸、または小血管など
）ではアトラス空間への対応は無秩序状態となる。従って、計算された分布は大きな広が
りを有するため見落としが多くなり感度が低下するが、計算されたマハラノビス距離は一
般的に小さくなり、したがって偽陽性信号（偽陽性率）は他の箇所よりも高くならないた
め特異度は維持される。
【００６３】
　特異度は閾値によって制御されることが可能であり、原則的に、少なくとも閾値は特異
度に直接関連している。従って、特異度は閾値の設定に拠るためと言うより、較正の出来
ない尺度と言える。一方、いずれか特定の病変に関する感度は、いずれのＣＡＤシステム
に関しても、グラウンドトルースに対する適切な試験によってのみ決定されてもよい。こ
のため、特異度は設定することはできるが、感度は未知のグラウンドトルースと逆相関と
なるため変化する。位置合わせアルゴリズム、または画像テクスチャ特徴の計算が改善す
ると、感度は、与えられた特異度の設定に対して（再訓練を続けることにより）改善する
。
【００６４】
　ある特定の解剖学的特徴に特化し、および訓練を受けた医療従事者の協力によるこの特
定の解剖学的特徴（例えば、心臓、肝臓、腎臓）に対する異常データについての訓練用集
合（参照ボリュームデータセット）に基づくいくつかの既知の解剖学固有の教師付きアル
ゴリズムは、この特定の特徴に関する異常の有無の検出において、最終的にはより正確と
なる可能性がある。しかしながら、記載されている実施形態に関する特別の強みは、いず
れのタイプの解剖学的特徴においても多くの異なるタイプの異常を迅速に検出し、患者ま
たは画像データ（被検体ボリュームデータ）に対してさらなる注意的または診断的分析を
必要としていることを示すことが可能であることにある。必要であれば、さらなる解剖学
特有の教師付きアルゴリズムは、記載されている実施形態によって異常の可能性を表して
いると示されたデータについて選択された部分に適用されてもよい。
【００６５】
　本実施形態における方法は、また、偶発的な所見を報告するための補助としても利用可
能である。例えば、ＣＴまたはその他のスキャンが例えば被検体の解剖学的構造の特定部
位を詳細に見るためなどの別の目的で被検体に対して実行されている場合、取得された画
像データ（被検体ボリュームデータ）は、画像データ中に何らかの異常が存在するか否か
を判断するために、習慣的な背景確認として、統計アトラスと比較されてもよい。方法は
、例えば外傷画像診断、または心臓専門医によって行われるＣＴ冠動脈造影などの画像デ
ータを最初に再検討するのが放射線医ではない状況において、使用されてもよい。
【００６６】
　記載されている実施形態を使用して正確に検出されることが可能な異常の例としては、
動脈瘤、大動脈の石灰化または高度狭窄、肺、肝臓、または脳の高悪性度腫瘍、いくつか
の先天性異常、先の手術の箇所（例えば切除された腎臓）、重篤な骨折、器官萎縮（例え



(15) JP 5954769 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

ば脳の）およびその他の慢性疾患の進行の兆候（例えば骨変性、左心室不全による心肥大
）、または複雑かつ広範な画像所見を用いた疾患経過の鑑別診断の要素が挙げられるが、
これらに限定されるものではない。
【００６７】
　方法は、各ボクセルについていくつかの特徴の決定を必要とし、これに対して多変量解
析が実行される。上述のように、例えば数十の画像テクスチャ特徴などの使用可能な多く
の可能性のある特徴が存在する。保管効率のため、およびより重要なことは統計的な過剰
適合を回避するために、限られた数の特徴（形態的指標）が使用される。特徴選択は原則
的に、参照となる統計アトラスにおける複数のボクセル各々（以下、参照アトラスボクセ
ルと呼ぶ）について独立して実行されてもよい。しかしながら、効率性のため、通常は同
じ特徴集合（画像テクスチャ特徴、複数種類の形態的指標）が、統計アトラスにおける複
数のボクセル各々について使用される。これにより、各ボクセルの特徴識別子を保存する
必要性が回避され、特徴の効率的な計算が可能になる。
【００６８】
　Ｍ×１平均ベクトルおよびＭ×Ｍ（左右対称）共分散行列を計算するために最大Ｎ個の
参照ボリュームデータセットが用いられているため、ボクセル当たりＭ＋Ｍ（Ｍ＋１）／
２個のパラメータ（形態的指標）を有する。例えば、Ｍ＝４の場合、これは１４個の特徴
となるので、信頼できる予測にはおよそ１５０個のサンプルが必要となる（経験則にした
がって、または予測された各パラメータについて１０個のサンプル）。特徴選択は、よく
研究された主題である。このケースでは、解剖学的箇所、ひいては病変を識別するために
最大の力を有するように、統計アトラスにおける複数のボクセル間の統計的重複を最小化
するように特徴を選択することが望ましい。
【００６９】
　特徴選択の代替は、多数Ｌの特徴を計算し、その後主成分分析によってＭ個の直交する
特徴まで次元を減少させることである。これは、Ｍ×Ｌ射影行列が各基準アトラスボクセ
ルのために保管されることを必要とする。すべてのＬ個の特徴は使用時に計算されなけれ
ばならないので、計算時間がかかるが、場合により、さらなる正確さまたは感度が得られ
る可能性がある。
【００７０】
　すべての訓練されたアルゴリズムと同様に、訓練および使用されるデータが限定される
ほど、精度が向上する。このため、統計アトラスは、性別、年齢層、または民族性に特化
されてもよい。訓練データ集合（参照ボリュームデータセット）および患者画像データ集
合（被検体ボリュームデータ）が同じスキャナモデルを使用してすべて得られるような、
特定のスキャナモデルへの特化もまた、有益である可能性がある。訓練プロセスは自動で
あり、正常データ集合（参照ボリュームデータセット）のみが必要とされ、したがってこ
のような特化が有益である。特化されるメタパラメータの選択は、実行時間に操作者によ
って行われることが可能である。しかしながら、実現される統計的偏りの減少と、小型化
された訓練集合（参照ボリュームデータセット）から生じる偏差の増加（過剰適合）との
間には、二律背反がある。
【００７１】
　メタデータが順序値（ｏｒｄｉｎａｌ　ｖａｌｕｅ）（年齢または体重など）であると
き、これらはデータ集合のすべてのボクセルに共通な、付加的特徴として組み込まれ、こ
うして離散部分集合を形成する必要性を回避する。
【００７２】
　統計アトラスに寄与するＮ個の参照ボリュームデータセット各々は、通常は、異なる解
剖学的領域をカバーし、異なる空間尺スケールで取得される。さらに、（参照ボリューム
データセットにおける）ボクセルは、通常は立方体ではない。このため、統計アトラスが
保管される明確な解像度はない。統計アトラスの尺度（すなわち解像度）を選ぶ際には、
必要とされるデータストレージの用量、および過剰適合の危険性を考慮する必要がある。
【００７３】
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　Ｍ個の特徴が（主成分分析を使用するのではなく）明確に選択されると仮定すると、平
均ベクトルおよび逆共分散行列は、統計アトラス内の各ボクセルのために保存される必要
がある。検討されている解剖学的領域は、例えば３００ｍｍ×３００ｍｍ×３００ｍｍを
カバーしてもよい。例えば５ｍｍのアトラス解像度は６０３＝２１６，０００個のアトラ
スボクセルを生じるが、これは扱いやすい。典型的なデータ集合（参照ボリュームデータ
セット）は、例えばボクセル当たり１ｍｍの解像度で取得されてもよい。Ｎ＝１００個の
参照ボリュームデータセットを有する場合には、各アトラスボクセルに寄与する最大５３

×１００＝１２，５００列（部分的に相関しているが）のボクセルがある。このため過剰
適合は問題とならない。
【００７４】
　アトラス尺度の選択とは無関係に、画像テクスチャ特徴およびその結果生じるマハラノ
ビス距離の計算は、参照ボリュームデータセットにおけるボクセル各々について実尺度（
例えばｍｍ単位）で実行される。このため本明細書に記載されるパラメータの削減は、元
データのダウンサンプリングと同等ではない。画像テクスチャ特徴を通じて細かい詳細が
見えているままである。モデルパラメータは、補完によって部分ボクセルのために取得さ
れることが可能である。共分散行列の場合には、補完はログ－ユークリッド的に実行され
ることが可能である。
【００７５】
　図２の実施形態は、被検体ボリュームデータにおける異常の自動検出に関連して記載さ
れてきた。関連する用途は、いずれかのユーザ選択図上に正常解剖学的構造の画像の例を
提示することによって、被検体に関する画像が正常か異常かの評価を視覚的に行うように
、臨床医（場合により研修生）を支援することである。例えば、脊椎に関して何らかの疑
わしい形態を可視化するために特定のＭＰＲ（場合により傾斜している）を選択したとき
、「正常性の表示」ツールが、例えば４ｃｍ×４ｃｍ四方の参照ボリュームデータセット
からの対応するデータの図を、現在のデータ集合と一致する尺度および方位に置き換えて
もよい。
【００７６】
　さらに、正常性のいくつかの例が提示されることが可能である（参照ボリュームデータ
セットおよび位置合わせ湾曲場が実行時間に利用可能な場合）。システムは、ユーザイン
ターフェースを通じてユーザの命令があったときにスクロールされるように、例えば５つ
の例示画像または画像の部分を選択することができる。対象とされる各例示画像または画
像の各部は、先の段落に記載されたように、表示された画像の残りと照合され得る。例え
ば、少数の例が可能な限り広い範囲の正常変動を捕捉するように、特徴空間のスパニング
（すでに測定された画像テクスチャ特徴）を最小化するように、選択されることが可能で
ある。
【００７７】
　図２に関連して先に記載された動作のモードにおいて、ＣＴ画像データは参照ボリュー
ムデータセットおよび被検体ボリュームデータの両方について使用されており、統計アト
ラス生成および異常検出で使用される多変量特徴（複数種類の形態的指標）はＣＴ値に関
する画像テクスチャ特徴である。しかしながら、例えば陽電子放出コンピュータ断層撮影
装置（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ
：以下、ＰＥＴと呼ぶ）または磁気共鳴イメージング装置（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏ
ｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ：以下、ＭＲＩと呼ぶ）などのいずれの適切な画像診断法が
使用されることも可能である。さらに、記載されている実施形態は、統合された多モード
の画像データセット（以下、統合多モード画像データセットと呼ぶ）から統計アトラスを
生成するために、またはこの中の異常を検出するために使用されることが可能である。
【００７８】
　ＰＥＴ／ＣＴまたはマルチシーケンス（ｍｕｌｔｉ－ｓｅｑｕｅｎｃｅ）ＭＲＩなどの
このような統合多モード画像データセットへの拡大は、直接的であり得る。マルチシーケ
ンスＭＲＩによるデータセットは、例えばＴ１重み付け、Ｔ２重み付け、またはＦＬＡＩ
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Ｒデータセットのいずれかの適切な組合せなどのいずれかの適切なデータセットの組合せ
を含むことができる。
【００７９】
　統合多モード画像データセットは通常、被検体の運動が最小限であって非リジッド位置
合わせによって修正され得るように、間を空けずに連続して取得された複数のボリューム
データセットからなる。画像テクスチャ特徴はその後、各ボリュームデータセットについ
て計算され、各ボリュームデータセットにおいて利用可能なパターンベクトルを増加させ
る。ＰＥＴ信号は腫瘍成長の強力な標識であるが、ＰＥＴ／ＣＴの場合には、これは解剖
学に特化された方法で解釈される必要があり、例えば膀胱からのＰＥＴ信号は無視される
べきである。ＰＥＴ／ＣＴで使用される本開示の方法は、特別な規則を用いずに、必然的
にこれを実現する。例えば、膀胱領域に関する統計アトラスは、正常な解剖学的構造につ
いて膀胱領域から取得されたＰＥＴ信号において大きなばらつきを見せる。したがって、
正常な解剖学的構造についての膀胱からのＰＥＴ信号の広範な分布を前提として（膀胱か
ら得られたＰＥＴ信号のマハラノビス距離に対する閾値は非常に大きくなる）、方法は、
検査対象の被検体の膀胱から受診したＰＥＴ信号に基づいて、膀胱領域のいかなる異常も
示さない可能性が高い。
【００８０】
　ＭＲＩ検査はしばしばマルチシーケンスのために取得される。Ｔ１およびＴ２重み付け
の両方を含む例えばマルチシーケンスによるボリュームデータの取得は、脳内の灰白質（
Ｇｒｅｙ　Ｍａｔｔｅｒ：ＧＭ）、白質（Ｗｈｉｔｅ　Ｍａｔｔｅｒ：ＷＭ）、および脳
脊髄液（Ｃｅｒｅｂｒａｌ－Ｓｐｉｎａｌ－Ｆｌｕｉｄ：ＣＳＦ）の識別を改善するため
に示されてきた。このため、統計アトラスの生成に使用される各ボクセルの特徴がＴ１お
よびＴ２重み付けＭＲＩ画像特徴である場合には、ＧＭ／ＷＭ／ＣＳＦ分布の異常パター
ンが検出され得る。ともに使用されるＴ１およびＴ２重み付け取得は、多発性硬化症を識
別するためにも示されてきた。
【００８１】
　図１および２の実施形態において、システムは最初に統計アトラスを生成し、次に異常
を検出するために統計アトラスを使用する。統計アトラスが事前に生成されて、例えば記
憶部６に保存されることは、より一般的である。統計アトラスはその後、被検体ボリュー
ムデータにおける異常の検出のため、あるいは訓練またはその他の目的のため、画像取得
または処理装置２に提供されることが可能である。
【００８２】
　図２の実施形態は、ボリュームデータセットに関連して記載されてきた。記載されてい
る方法はまた、２次元データセットからの統計アトラスの生成、または２次元データセッ
トにおける異常の検出に使用されることも可能である。
【００８３】
　２次元データセットへの特に有益な適用は、スカウト画像データの解析においてである
。ＣＴ撮影を行うとき、画像撮影における最初の画像データセットが、しばしば単一の角
度または角度集合から、被検体に対して実行される。撮影は通常、Ｘ線源の固定角度位置
での患被検体に対するＸ線投影撮影を含む。このような最初の撮影（以下、初期撮影と呼
ぶ）は、比較的低い出力または解像度である場合が多い。初期撮影はスカウト画像撮影と
呼ばれる。結果的に得られる画像はスカウト画像と呼ばれる。スカウト画像は、従来のＸ
線画像と類似である。操作者は一般的に、撮像装置に対する被検体の位置を同定し、特定
の解剖学的特徴または領域のおおまかな位置を同定するために、スカウト画像を観察する
。操作者は次に、その後の特定の解剖学的領域のより正確なまたはより高い線量撮影のた
めに撮像装置を設定するため、この情報（スカウト画像）を使用する。
【００８４】
　さらなる実施形態において、統計アトラスは、正常な解剖学的構造から得られたＣＴス
カウト画像データセットから生成される。統計アトラスは、ＣＴ撮像装置と関連づけられ
ている制御端末に保存される。動作時、スカウト画像は、ＣＴ撮像装置によって被検体か
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較され、スカウト画像内の異常の可能性のある領域が比較から同定される。異常領域が強
調されたスカウト画像を表示するのと同様に、ＣＴ撮像装置の制御端末もまた自動的に、
検出された異常領域に対するより詳細な撮影のための動作パラメータを決定することがで
きる。より詳細な撮影が、ユーザインターフェースを通じて端末によって操作者に示唆さ
れてもよい。操作者がより詳細な撮影を選択した場合には、制御端末は自動的に決定され
た動作パラメータを使用して撮影を進める。
【００８５】
　マハラノビス距離は、統計アトラスの生成および異常の存在の検出において使用される
統計的距離として、使用されてきた。マハラノビス距離は、論じられたように、この文脈
において特に有益となり得るが、所望であれば、その他の統計的距離が使用されることも
可能である。
【００８６】
　特定のモジュールが本明細書に記載されてきたが、代替実施形態においては、これらの
モジュールのうち１つ以上の機能性は単一のモジュールまたはその他のコンポーネントに
よって提供されることが可能であり、あるいは単一のモジュールによって提供される機能
性は、統合された２つ以上のモジュールまたはその他のコンポーネントによって提供され
ることが可能である。
【００８７】
　実施形態がソフトウェアによって特定の機能性を実現する一方で、この機能性がハード
ウェア（例えば１つ以上のＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）による）のみにおいて、ま
たはハードウェアとソフトウェアとの混合によって実現されることも可能であることも当
業者にはよく理解される。
【００８８】
　特定の実施形態が記載されてきたが、これらの実施形態は例示のみによって提示され、
本発明の範囲を限定するように意図されるものではない。実際、本明細書に記載される新
規な方法およびシステムは、その他の様々な形態で実現されてもよい。さらに、本明細書
に記載される方法およびシステムの形態の様々な省略、置き換え、および変更は、本発明
の精神を逸脱することなく行われてもよい。添付の特許請求の範囲およびこれらの同等物
は、本発明の範囲内に含まれるような形態および変形例を網羅するように意図される。
【００８９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【００９０】
　２…処理装置、４…表示装置、６…記憶部、７…ボリュームデータ、８…入力部、１０
…中央演算処理装置（ＣＰＵ）、１２…テクスチャ特徴モジュール、１４…位置合わせモ
ジュール、１６…アトラス生成モジュール、１８…異常検出モジュール
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