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研究成果の概要（和文）：コンピュータによって，大腸ポリープの早期診断と治療の両方を融合

的に支援する診断治療支援システムに関して研究し，以下の成果を得た．（１）CT 像からの大

腸ポリープ診断を支援するシステムの開発および実装，（２）大腸鏡カメラの体内での位置を計

測するための計算手法の開発，（３）CT 像から得られるポリープ位置へ大腸鏡を誘導するため

のナビゲーション情報の生成，（４）大腸ポリープ診断治療融合的支援システムのプロトタイプ

の開発を行った． 
 
研究成果の概要（英文）：We investigated in a computer system for assisting both diagnosis 
and therapy of the colorectal polyps. We obtained the following outcomes; (1) Development 
and implementation of a computer aided diagnosis of colorectal polyps from CT images, (2) 
development of an algorithm for measuring the colonoscope’s position in a patient body, (3) 
generation of navigation information to guide the colonoscope to a target polyp, and (4) 
development of a prototype system for assisting image diagnosis and therapy of colorectal 
polyps. 
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１．研究開始当初の背景 
（１）大腸がん診断検査の臨床的背景 

大腸がんは，食習慣の変化に伴って我が国
において近年顕著な増加傾向を示す。大腸が
んは、その前段階である大腸内壁上のポリー
プの状態で発見し、適切な治療を施せばほぼ
完治する疾患である。発見が遅れるとがんは
本来薄い腸壁を破って腹腔内に入り、肝臓、

膵臓、腎臓などの近隣臓器だけでなく血液、
リンパ液を介して全身に転移を引き起こす。
このような進行がんは治療が非常に困難と
なるため、大腸がんの早期発見・早期治療 
が極めて重要である。内視鏡検査は、実際に
ポリープを直接観察することができ、かつ、
組織を採取可能であるため、便潜血検査、バ
リウム検査よりもはるかに精密な診断が可
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能となるが、予め大腸内をきれいにする準備
段階と実際の検査段階の両方において、患者
にはある程度肉体的負担がかかる。大腸は長
く曲がりくねり内壁にひだが多数存在する
ため、異常部位をつぶさに拾い上げるには内
視鏡カメラの方向を何度も変える必要があ
り熟練医師でもポリープの見落としがわず
かながらあり得る。さらに大腸壁に穿孔を起
こす事態も稀に起こり得る。 
（２）工学的背景 
 この問題を解決するため、大腸ポリープの
自動検出、大腸内壁面の仮想展開等による診
断支援に関する研究がある。仮想大腸鏡によ
る診断支援に関しては、欧米、特に米国で盛
んに研究が行われている。しかし，① 医師
は種々の解剖学的情報を利用しながら大腸
CT 像の診断を行っているにも関わらず、こ
れまでのシステムではそれが全く考慮され
ていない、② 大腸検査では伏臥位・仰臥位
両体位で撮影された 2種類の画像を利用する
が、そこに含まれる情報を最大限に利用して
いない、③ 最新の内視鏡は注射や組織切除
などを行う治療器具としての機能を備えて
おり、最終的な大腸ポリープの診断と治療は
内視鏡で行われるがその支援手法が実現さ
れていない、などの課題のあることが判明し、
これらを解決する手法の研究開発が極めて
重要であることが明らかとなった。 
 
２．研究の目的 

本研究は CT データから生成される仮想化
内視鏡像、仮想展開像、断面像などの映像の
知的処理と実際の内視鏡による診断・治療を
融合させたシステムの実現であり，以下の課
題が挙げられる． 
(1) 大腸鏡精密誘導法実現 

①解剖学的構造情報を基にし、CT 像上に
おいて発見された大腸ポリープまで 5mm 以
内の精度で的確に大腸鏡を誘導する手法を
実現 
②(2)と連動することで診断治療を融合的

に支援する手法を実現 
(2) CT 像における的確な正常構造物・病変等
の認識と意味的理解手法の実現 

①伏臥位・仰臥位の両体位画像から大腸に
関連する個人ごとの解剖学的構造情報を最
大限に抽出する手法を実現。超高感度・超高
精密・超高特異度大腸ポリープ検出手法を開
発し、検出率 100%、拾いすぎ 0 個/症例の大
腸ポリープ抽出法の実現 

②大腸の個々のひだの認識、大腸に関与す
る血管・リンパ節の自動認識手順を開発 

③複数画像の座標的のみならず意味的（解
剖学的情報）統合による飛躍的精度向上 

 
３．研究の方法 

本研究は、次世代型大腸ポリープ検査診断

支援システムに必要となる画像解析等をコ
ア技術とした各種要素技術の開発、各種画像
の知的統合法の検討、臨床の場における試験
運用、システム評価などから構成される。 
(1) 大腸周辺解剖学的構造解析手法の開発 
次世代大腸ポリープ検査診断システムに

おいて不可欠な大腸とその周辺の解剖学的
構造解析手法を実現する。 
①大腸ポリープ検出手法の開発 
主な診断対象であるポリープを高精度に

検出する手法を開発する．従来法である、領
域拡張法による各領域への区分け (セグメ
ンテーション) を行うだけでなく、局所濃淡
構造に着目した偏微分方程式を用いた方法、
曲率を用いた方法、ヘシアン行列を用いた方
法を検討する。 
②腹部血管領域構造解析手法の開発 
 大腸の手術において，血管の構造を正しく
把握することは重要である．太い主要血管に
は解剖学的名称（大動脈，総肝動脈，腹腔動
脈など）が付与されている．そのため，計算
機による診断・治療支援を考えた場合，血管
構造を自動認識することは重要となる．本研
究では，血管枝の親子構造に着目したルール
ベース手法と血管枝の画像特徴に基づく機
械学習ベースの手法のハイブリッド型につ
いて検討する． 
③腹部リンパ節領域検出手法の開発 
大腸がんの手術では，原発巣のみならず，

周辺のリンパ節にがんが転移しているかど
うかを把握し，適切な範囲を切除することが
肝要である．そのため，リンパ節を自動検出
する機能が求められる．本研究では，転移の
疑われる腫大リンパ節の形状に着目した検
出法を開発する．その際，楕円体を強調可能
なフィルタを開発し，その性能と有効性を評
価する． 
④複数 3 次元 CT 像・複数モダリティ 3次元
像位置合わせ手法の開発 
伏臥位・仰臥位両体位で撮影された CT像、

CT装置とMRI装置から得られたマルチモダリ
ティ像を位置合わせする手法（画像レジスト
レーション手法）を開発する。濃度値情報と
前述の解剖学的情報の両方を用いた手法を
実現する。濃度値情報に基づき 2つの 3次元
画像を位置合わせする非剛体レジストレー
ション手法に先述の大腸周辺解剖学的構造
情報を取り入れ、位置合わせ精度を飛躍的に
向上させる。 
(2)大腸ポリープ検査診断・治療融合システ
ムの実現 
①CT 像による大腸ポリープ診断支援システ
ム実現 
これまでに得られた結果を基に、CT 像によ

る大腸ポリープ検査診断支援システムを実
現する。本応募課題で実現された各種機能は、
仮想大腸展開像、仮想化大腸鏡像、MPR 像、



 

 

CPR 像が統合的に表示されるシステム上に実
装する。このシステム上において、大腸ポリ
ープの解剖学的位置情報、関与血管、リンパ
節番号など種々の情報が提示されるように
し、大腸ポリープに関する知的な診断支援を
可能とする。複数画像はすべて解剖学的観点
から完全同期して提示される。また、実際の
大腸鏡検査で必要とされる診断レポート情
報もこのシステムから出力可能とする。 さ
らに、普通のレンズ系ではありえないような
超広視野角を持つ仮想化大腸鏡像など新し
い可視化法も同時に研究する． 
②大腸鏡位置検出機能実現 

大腸鏡を用いた検査時に、大腸鏡の先端位
置を計測する手法を開発する。ここでは、大
腸鏡から得られるビデオ画像と解剖学的構
造情報の対応付けによる先端位置追跡手法、
超小型磁気式位置センサを用いた手法、なら
びに、 両者を用いた手法の 3つを検討する。
ここで大腸鏡の先端位置は、大腸鏡検査前に
撮影された CT像上の座標として表現される。
大腸鏡先端位置追跡手法では，仮想化大腸鏡
像と実際の大腸鏡像との大腸ひだといった
特徴的な解剖学的構造情報を用いた画像間
位置合わせにより実現する。磁気式位置セン
サを用いた手法では大腸鏡先端に超小型セ
ンサを装着することで行う。大腸鏡を用いた
検査時には大腸は大きく変形するため、両者
を組み合わせた方法も開発する。 
③大腸鏡的確誘導システムの実現 

大腸鏡先端位置情報を用い、CT 像上で検出
された大腸ポリープまで的確に誘導する手
法を開発する。大腸鏡画面上に、大腸解剖学
的構造情報を表示し、知的な誘導が可能なシ
ステムを実現する。 

 
４．研究成果 

診断と治療の両方を融合的に支援する次
世代型大腸ポリープ診断治療融合的支援シ
ステムの開発に関して，以下の成果を得た． 
(1) CT像による大腸ポリープ診断支援システ
ム実現 
①大腸ポリープ自動検出 

大腸の画像診断では，撮像の前に造影剤を
飲んで残渣を造影することにより，大腸壁と
残渣を見分けやすくする処置がとられる（残
渣造影なしでは残渣とポリープの見分けは
困難）．コンピュータによる自動解析ではこ
れまでに，この残渣領域を取り除く前処理
（大腸の電子的なクレンジング）が必要であ
った．しかし，残渣領域の取りこぼしや，誤
ってポリープ領域も削除するといった副作
用があった．そこで我々は，電子的クレンジ
ングが不要なポリープ検出手法を新たに開
発した．具体的には，局所濃淡構造解析によ
り，空気・および残渣中のポリープ領域を強
調し，検出するものである．腹部 CT 像 104

例に対する実験の結果，検出率 91.2％のとき
拾い過ぎ 7.8 個という高い検出性能が得られ
た．これは国内外でこれまでに報告されてい
る検出性能と同程度であるが，本手法は電子
的クレンジングが不要な，より簡便な手法で
ある． 
 表１ ポリープ検出結果 

 
②仰臥位および腹臥位で撮影された大腸の
対応付け 
 画像診断では残渣の影響を軽減するため
に，体位を変えて仰臥位と腹臥位の 2姿勢の
CT 像が撮影される．医師はこの 2つの画像中
の大腸を頭の中で対応づけて診断している．
この労力を軽減するために，コンピュータに
より 2姿勢の大腸を自動的に対応づける手法
を開発した．対応付けのランドマークには，
体位による変化の少ない大腸ひだを用いた．
大腸ひだの大きさ・長さを指標とした DP マ
ッチングにより対応関係を求めた．腹部 CT
像 6組による実験の結果，大腸ひだの対応付
け精度は約 5mm であった．さらなる精度の改
善が望まれるが，この対応付け研究は我々が
世界に先駆けて開発したものである． 
③解剖学的構造理解に基づく大腸ポリープ
検査診断支援システムの開発 
CT 像による大腸ポリープ検査診断支援シ

ステムとして仮想大腸展開像、仮想大腸鏡像、
MPR(Multi Planar Reconstruction)像、CPR
（Curved Planar Reconstruction）像が統合
的に表示されるシステムを実装した．複数画
像はすべて解剖学的観点から完全同期して
提示される。 

図１ 大腸ポリープ検査診断支援システ
ムの例．検出したポリープを，仮想大腸鏡像
（左下），仮想展開像（上），大腸芯線周りの
CPR 像（中），MPR 像（右下），外形像（下中）

 ポリー 
プ数  

検出ポリ 
ープ数  

検出率 
[%]  

FP 数 

空気 
領域 

46 42 91.3 7.0 

残渣 
領域 

11 10 90.9 0.9 

合計 57 52 91.2 7.8 



 

 

にて同期して観察できる． 
 

 また，仰臥位と腹臥位の対応付け機能によ
る同期表示の例を図２に示す． 

図２ 腹臥位・仰臥位の対応付け機能の例.
仰臥位の仮想展開像（上），腹臥位の仮想展
開像（中），仰臥位の仮想大腸鏡像（左下），
腹臥位の仮想大腸鏡像（下中），MPR 像（右下）． 
 
④下腹部血管構造解析 
 大腸の手術では，血管の走行情報などの構
造情報が重要である．太い血管には固有の名
前（解剖学的名称）が付与されており，血管
の構造解析において自動で名称を認識する
知的な処理が望まれる．我々は，血管の親子
関係を記述したルールベースの手法と画像
特徴を用いた機械学習ベースを合わせた手
法を開発し，血管名の認識率 88％を達成した．
認識結果の例を図３に示す．下腹部血管の名
称自動対応付けに関する他機関の報告は無
く，我々の研究が世界をリードしている． 

 
⑤下腹部リンパ節自動検出 
大腸がんの手術では，リンパ節にどれくらい
がんが転移しているかを把握することが重
要である．そのため，リンパ節の自動抽出が
望まれる．リンパ節は楕円体を呈することが
多いため，楕円体構造を強調するフィルタを
利用してリンパ節検出を行った．検出率 70％
のとき拾い過ぎが 40 個をいう結果を得た．
まだ精度は低いが，下腹部は臓器が密集して
いるためコントラストが低く難易度の高い

課題である．引き続き精度向上に努めたい． 
 
(2) 大腸鏡精密誘導法の開発 
① 大腸鏡位置検出機能実現 
大腸鏡を用いた検査時に大腸鏡の先端位

置を計測するために，大腸鏡から得られるビ
デオ画像と解剖学的構造情報の対応付けに
よる先端位置追跡手法を検討した．位置検出
の仕組みとして，磁気式位置センサによる測
位と，実際の大腸鏡像と仮想大腸鏡像を用い
た画像処理によるトラッキングのハイブリ
ッド型を検討した．実験では柔らかい大腸壁
を模した人工モデルを用いた．現時点では，
同じ部位を観察していても大腸が大きく変
形するため，実際の大腸鏡像に対応する仮想
大腸鏡像のトラッキング性能は低い．これま
では気管支のようなあまり形状の変化しな
い臓器に対するトラッキング手法は我々の
グループを含め多く提案されているが，大腸
のような柔らかい臓器に対するトラッキン
グ手法は確立されておらず，今後も研究を続
けて，基盤技術の確立を目指したい． 
② 大腸鏡誘導情報統合手法の実現 
大腸の芯線情報・ひだ情報などの大腸解剖学
的構造情報と上記大腸鏡先端位置情報を統
合し，現在位置や大腸鏡視線方向，目標まで
の経路上の距離といった情報の生成を検討
した。 
③大腸鏡的確誘導システムの実現 
CT 像上で検出された大腸ポリープまで的確
に誘導する手法を検討した。大腸鏡画面上に、
大腸解剖学的構造情報を表示し、ポリープの
位置と現在位置の関係が分かる方法を検討
した。大腸鏡の先端位置推定の精度がまだ十
分ではないため，臨床の場における試験運
用・評価までは至っていない． 
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