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腹部 CT像への肝腫瘍埋め込み処理に関する研究 
1312050 三枝 駿介 

（指導教員：武尾 英哉 教授） 

 
1. 研究背景・目的 
近年，医療の現場では CTやMRIなど撮影装置の高精細化に
より生成される医用画像の量が増大している. 撮影される画像
枚数の増加により，読影する医師の負担も急増している。 
そのため CAD（Computer Aided Diagnosis/Detection : CAD
ディジタル画像技術を用いた診断支援システム）の開発が重要
視されている. 
CADシステムの開発においては，サンプルデータの不足が長
い間，問題とされてきた.システムの有効性を示すためには多く
の臨床画像を使う必要があるが，プライバシなどの問題から症
例画像の入手が困難になっている. 
そこで本研究では，病変の存在しない画像に腫瘍などの病変
を埋め込み，人工的に症例画像を作成する 3次元腹部 CT像へ
の肝腫瘍の埋め込み処理を行うことで，CAD システムの開発
における症例画像の不足を補うことを目的とする. 
 
人工症例画像の作成は過去 JAMIT CAD コンテスト 2013 に
て初めて行われた. 本研究室も 2016 年度の第 8 回 JAMIT 
CAD コンテスト[1]に参加した． 
 本論文では，肝腫瘍における人工症例画像の作成概要と 2016
年度 JAMIT CAD コンテストの結果から本研究の考察・まと
めについて述べる. 
 
2. 手法 
本手法では腫瘍の存在する症例 CT 画像と正常 CT 画像を素
材として用いる.正常 CT 画像に腫瘍画像を埋め込むことによ
り人工症例画像を作成する. 

 

図 1．埋め込み手法 

  

図 2 肝腫瘍の埋め込み概要図 

3. ポアソンブレンディングによる合成 
腫瘍境界付近の領域でのみポアソン方程式で計算を行うこ

とで，平滑化処理をせずに滑らかな合成ができ，さらにベース
画像からの影響を受けずに明るさや大きさを指定できる手法
[2]が開発された. ポアソン方程式とは電荷分布から電位の分
布を求めることができる計算式である . この手法にて過去
CADコンテスト 2014にて優勝を果たしている. 

 

図 3 ポアソンブレンディングによる埋め込み 

 
4. CAD コンテスト・結果 
 テーマは「3 次元腹部 CT 像への肝腫瘍の埋め込み」 
これは人工的に肝腫瘍を生成し，CT 像の肝臓領域に違和感な
く埋め込むという課題である．各施設が作成した人工症例画像
を複数の放射線科医師／技師 （今回は 6 名）の目視による総
合評価を行った．CADコンテストの結果を表 1に示す. 

表 1コンテスト結果 

 
 本年度の CAD コンテストでは 5 施設が参加し，本研究室は
第 1位で優勝を果たした. 表 1の結果から，本物の腫瘍画像の
平均点（63.7点）を本研究室チーム（69.3点）のみが超えてい
ることがわかる. このことから，本研究室での人工症例画像の
作成手法は，高度な技術であるとともに，作成した人工症例画
像は，専門家の目から見ても本物と偽物の判別が難しい水準に
あると言える. 
 
5. 考察・まとめ 
 コンテスト結果の「平均の差」が偶然的な誤差の範囲にある
ものかどうかを判断するために，t 検定を行った. ｔ検定は２
つのグループの平均の差が偶然誤差の範囲内にあるかどうか
を統計学的に調べるものである. ｔ検定の結果を図 4に示す. 
 

図 4 t検定の結果 
 

Pは危険率を示し，P<5%の範囲内であれば有意であると断言
できる. 図 4より，C(2位)チームに対して D(本研究室)チーム
は P=3.5%であることから有意であるといえる. 一方，T(本物)
に対して D(本研究室)は P=6.1%であることから優位とはいい
きれないが，その傾向であると言える. また，C(2位のチーム)
に対して T(本物)は P=55.2%と危険率が高く，有意でない. 
本研究室の平均スコアおよび人工症例画像の作成技術は，統

計学的観点から見ても，偶然や誤差で生じた差ではないことが
言える. 

参考文献 
 [1] 北坂孝幸 :第 8 回  JAMITCAD コンテスト結果報
告,JAMIT News Letter No.25, December 2016 
 [2] 畠山拓也，武尾英哉，高取祐介：3次元腹部 CT画像への
肝腫瘍埋め込み，信学技報,vol.114,No.482,MI2014-62,pp.49-
54,2015 

チーム 評価点 順位
D（本研究室） 69.3 1

C 61.3 2
A 60.7 3
B 59 4
E 41.7 5

T(本物） 63.7

 

本研究室(69.3) 本物(63.7) ２位チーム(61.3) 



特徴付けした人工肝腫瘍の作成と CAD開発への有効性検証 
1312055 佐野 天人 

(指導教員：武尾 英哉 教授) 

 
1. 研究背景・目的 
近年，医療の現場では，撮影技術の向上により CT
やMRIを用いた画像診断処理が主流となってきて
いる．医用画像診断手法の発展にあわせてコンピュ
ータ画像診断技術 CADの開発が進められている． 
CADシステムの開発のためには多量のサンプルデ
ータが必要である．しかし，症例画像はプライバシ
ーの問題などにより，入手が困難である．そこで本
研究では，3次元腹部 CT像に肝腫瘍の埋め込みを行
い，人工腫瘍を含む擬似的な症例画像を作成するこ
とで，CADシステムの開発におけるサンプルデータ
数を補完するとともに，CAD開発への有効性の検証
を行うことを目的としている． 
 

2. 特徴付した人工肝腫瘍の作成 
 すでに肝腫瘍の大小，濃淡の異なる人工症例画像は
あるが，それらを組み合わせた，大きく濃淡の薄い
肝腫瘍や，小さく濃淡の濃い肝腫瘍などの人工症例
画像の CAD 開発への有効性を検証するために作成
する．また，作成する人工症例画像の腫瘍は，大き
いサイズを 15~20㎜，小さいサイズ 5~10ｍｍとし，
明暗は 20~70HU の範囲とした．作成した人工症例
画像の一例を図 1に示す． 

 

図 1 人工症例画像の作成例 

 

3. 肝腫瘍 CADの開発 
判別器は LIVSVMによる機械学習で設計されたも
のを使用する．特徴量には，球形度，長径・短径お
よびその長さの比率，腫瘍体積と表面積の比率，腫
瘍全体の平均・分散・腫瘍の中心部・辺縁部の平均・
分散など 11種を採用し，判別を行った．SVMは多
項式カーネルを使用した．作成した人工症例画像を
実症例画像に一定の割合で加え，SVMによる判別器
で構成される肝腫瘍 CADを開発した． 
 

4. 結果 
特徴付けた人工症例画像は,学習データとして適して
いるのか検証を行った．判断結果の ROCカーブを図
2に,Az(ROC カーブの下面積)および FP率を一律に
設定した際の TP率を表 1に示す．TP率はあくまで
も ROCカーブの代表点を示したものである． 
 

 

 

図 2 特徴付した 8パターン＋一様に混合の検証結果 

 

表１ 特徴付した 8パターンと一様に混合の検証結果 

FP率は一律15%
TP率(%) Az

①濃く大きい 80 0.8794
②濃く小さい 80 0.8786
③薄く大きい 80 0.878
④薄く小さい 75 0.8781
⑤一様に混合1 80 0.901
⑥大きい 80 0.8896
⑦小さい 65 0.8473
⑧濃い 85 0.8746
⑨薄い 55 0.817
⑩一様に混合2 85 0.89
⑪一様に混合3 70 0.864
⑫本物 85 0.892  

⑤は①~④を，⑩は⑥~⑨を，⑪は①~④と⑥~⑨を一
様に混合したものである． 
 
5. まとめ 
判別器の評価より，CAD開発には⑤（ ①~④を一
様に混合する）が適していると考えられる．特徴付
けした人工症例画像は，多くのパターンを使えばい
いのではなく，①~④のような特徴を持つ人工症例画
像を一様に混合して活用することが，最適であると
言える． 

 

参考文献 
[1]畠山拓也，武尾英哉，高取祐介，3次元腹部 CT像へ
の肝腫瘍埋め込み，信学技報，vol.114，vol482，
MI2014-62，pp.49-54，2015 
[2]安部和弥，武尾英哉，畠山拓也.他：肝腫瘍 CAD開
発における人工症例画像の有効性の検討，
MedImagTech34(1), 38-42, 2016 
[3] LIBSVM -- A Library for Support Vector Machines：
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ 
[4] 北坂孝幸:第 8回 JAMITCAD コンテスト結果報
告,JAMIT News Letter No.25, December 2016 



腹部 CT 画像への肝腫瘍埋め込み処理の効率化の必要性と手法の提案 
1312017 石田 勝 

（指導教員：武尾英哉 教授） 

 

1．研究背景・目的 

近年，医療の現場では CT や MRI などにより，医用画像の
量が増大しており，それを読影する医師の負担も急増してい
る．そのため CAD（コンピュータ画像支援診断）の開発が現
在進められている． 
CAD 技術の有用性を検証するためには大量のサンプルデー
タによる実験を行う必要がある．症例画像は患者個人から撮
影するものであるため，プライバシーの配慮などにより十分
な量を入手するのは非常に困難である． 
本研究では 3 次元腹部 CT 像への肝腫瘍の埋め込み処理にお
ける効率化の手法について提案する. 
 

2．現在の埋め込み処理における問題点と改善策 

 現在の埋め込み処理で 1 枚の人工症例画像を作成するには
約 20～30分程度かかっている. 
CAD開発に必要となる人工症例画像の数は数百枚に及ぶため,
例えば 1 枚 20 分で 500 枚作る場合,かかる時間は約 167 時間
とになる.これでは時間がかかりすぎているので効率化を行
う必要がある. 
埋め込み処理の効率化にあたり,埋め込み処理のどこに時間
が掛かっているのかを調べた結果の一例が表 1 である. その
結果,修正・調整が作業時間の大半を占めていることが分かり,
現在行っている特定の作業を改善するよりも他の手法で効率
化する方が効果的であると考えた.そこで埋め込み処理を行
う際,1度に出力する人工症例画像の数を増やすことで効率化
することを提案する. 
 

表 1 埋め込み作業の時間配分 

  

 

3．埋め込み処理の効率化における手法 

3.1．肝腫瘍の大きさや濃度を変える手法 

正常画像に本物の症例画像を埋め込むという点まではこれ
までと同じだが,今まで出力していた人工症例画像の他に腫
瘍の大きさを小さくしたものや,濃度を薄くしたものなども
同時に出力することで効率化を図る. 
この手法の利点は腫瘍の特徴が異なる人工症例画像を複数
作成できる所である.ただし違和感のない範囲内で大きさや
濃度を変えなければならないため 1 度に出力可能な数に限界
があるという問題点もある. 

 
図 1 大きさや濃度を変えて複数出力するイメージ 

 

 

 

3.2．肝腫瘍の位置を変える手法 

埋め込み処理を行う際に肝腫瘍の埋め込み場所を変えたも
のを複数同時に出力することで効率化を図る. 
この手法の利点は正常画像と本物の症例画像を今まで通り 1
つずつ用意するだけで非常に多くの人工症例画像を 1 度に作
成することができる所である.問題点は血管に重ならないよ
うにしたり,臓器の有り得ない所に埋め込んでしまわないよ
うにしたりしなければならないため,現状では実現が難しい
という所である. 

 
図 2 位置を変えて複数出力するイメージ 

 

3.3．複数の正常画像に肝腫瘍を埋め込む手法 

あらかじめ埋め込み先となる正常画像を複数用意してお
き,1つの本物の症例画像をそれぞれに埋め込んでいくことで
効率化を図る. 
この手法の利点は用意可能な正常画像の数だけ人工症例画
像を 1度に作成することができる所である. 
問題点は 2 つ目の肝腫瘍の位置を変える手法と同様のもの
に加え,正常画像を複数用意する必要がある所である. 

 
図 3 正常画像を複数使用して複数出力するイメージ 

 

4．効率化した結果の具体的な短縮時間 

例えば,今まで作成していた人工症例画像を基準として 1 つ
に加え,それを特徴付けした 8 パターンを,それぞれ場所を変
えた 4 か所に埋め込み,全部で 33 通りの人工症例画像を 1 度
に作成する.その場合単純に考えて 33 倍の効率化となるた
め,5時間程度で 500枚の人工症例画像を作成することが可能
となる. 
 

5．まとめ 

埋め込み画像の効率化は,1 度に出力する人工症例画像の数
を増やし,いくつかの手法を組み合わせれば十分に効果的で
あると考えられる.課題としては,肝腫瘍を拡大するプログラ
ムや,血管を検出して不自然な人工症例画像にならないよう
なプログラムなど,効率化に関する処理を実際に作る必要が
ある所である. 
 

参考文献 

[1]安部和弥,武尾英哉,畠山拓也.他：肝腫瘍 CAD 開発におけ
る人工症例画像の有効性の検討,MedImagTech34(1),38-42, 
2016 
[2]加納徹哉,栗原知之,長谷川純一,篠崎賢治,縄野繁:腹部 CT
像からの肝臓血管抽出結果を用いた肝臓区域自動分割の試み 



マンモグラムにおける人工症例画像の作成と有効性検証 
1312002 中村 友弥 

（指導教員：武尾英哉 教授） 

 

1．研究背景・目的 

女性の癌罹患率 1 位は乳癌であり，早期発見と治療が重要
視されており，撮影と読影の高い質が求められる. 
 アナログ撮影からデジタル撮影へ移行し撮影精度は上がっ
ているが，医師への負担は大きい.そのため CAD(コンピュー
タ画像支援診断)の開発が進められている. 
 CAD の学習には大量のデータが必要となるが，患者のプラ
イバシーの観点から十分な量を用意するのは困難である. 
 本研究ではマンモグラムにおける乳癌腫瘤と石灰化の人工
症例画像の有効性を検証する. 
 

2．乳癌腫瘤人工症例のＣＡＤへの有効性検証 

2．1 乳癌腫瘤人工症例の作成 

 症例を切り取り，他の画像に埋め込む，肝腫瘍で用いられ
た方法を流用する. 

 
図 1．埋め込み処理概要図 

 

2．2ＣＡＤ開発 

 本物のみの学習データで作成した判別機と人工症例を含ん
で作成した判別機を用意した. 
 この 2 パターンで未知データの症例 100 と症例ではないデ
ータ 100を判別する. 
  

2．3 判別結果 

 ＲＯＣカーブを図 2 に，Ａｚ(カーブのした面積)とＦＰ率
15%の時のＴＰ率を表 1に示す. 

 
図 2．検証結果グラフ 

 
表 1 ＡｚとＴＰ率 

 
 

2．4 考察 

 人工症例を含んで作成した判別機であっても，本物のみで
作成した判別機とほぼ同等の性能をだすことができた. 
 乳癌腫瘤の人工症例画像はＣＡＤの学習データとして有効
性があることが検証できた. 
 

3．石灰化人工症例作成 

3.1 処理方法 

 石灰化症例は微小な粒が集まっているので，腫瘤で用いた
処理は行えない. 
 二値化による石灰化の抜き取りで人工症例作成を行う. 
 処理の流れは図 3のようになっている. 

 
図 3処理の流れ 

 
図 4 のように石灰化症例を濃度により二値化することで石

灰化のみを強調した画像ができる 
そして拡張処理，濃度調整を行い正常画像に埋め込む. 

 

 
図 4処理経過 

 

3．2 結果 

コントラスト，縮尺などの条件を揃えて本物の画像と人工症
例を比較したものを図 5に示す. 

 
図 5本物と人工症例の比較(左本物 右人工症例) 

 

3．3 考察 

拡張処理を行うと高精度モニターで確認した際，エッジが
目立つ結果となった. 
辺縁と周りの濃度差が急に変化していて不自然である. 
素人目でも違いが分かり医師に評価を依頼するほどの物が

できなかった. 
今後の改善策としてはマルチ直線構造要素を用いたモフォ

ロジー処理による抽出を考えている. 
 

4．まとめ 

 腫瘤では人工症例のＣＡＤへの有効性を確認できた. 
 石灰化では上記の改善策を用い，ＣＡＤへの応用性も確認
する必要がある. 
 

参考文献 

[1] 森山紀之 デジタルマンモグラフィ実践テキスト オ
ーム社 
 

TP率[%] Az TP率[%] Az
71 0.872 68 0.868

本物のみで作成 人工症例を含んで作成



INTAGE Realia Professional を用いた人工肝腫瘍の 3次元的評価 

 

1412018  尾本彩果   1412068  金子佐代 

(指導教員 武尾英哉教授) 

 

1. 目的 

医療用 AI（CAD：コンピュータ支援画像診断）

の機械学習のデータとして卒研生が製作した人工

の肝腫瘍画像について，3Dで見て本物腫瘍との違

いが見られるか比較・検証をする． 

 

2. 腫瘍抽出方法 

「INTAGE Realia Pro.」で DICOM画像を開き，

プリセット「CT:腹部斜断面陰なし」にして腫瘍の

位置に断面を合わせる．次に，腫瘍の真上から腫

瘍周辺を選択して切り取る．更に，プリセット

「PET-CT:骨格強調」にして閾値を調節し，腫瘍

をなるべくはっきり表示させる．最後に拡大をし

ながら各方面から選択して腫瘍のみを切り取って

いき，周辺の余分なゴミを取り除いていき完成と

なる． 

 

 図 1 断面図 図 2 骨格強調表示  図 3 抽出した腫瘍 
 

3. 評価実験 

簡易 3D ビューワ「Volume Player」で腫瘍 10

個の 3D 画像を見てもらい，本物腫瘍か人工腫瘍

かを 5 名に判別してもらった．本物腫瘍と人工腫

瘍の比率(5:5)は非公開で，表示順は人によってラ

ンダムに変えた．結果は表 1 のようになり，完全

に見抜かれた訳ではなかった． 

 

表 1 腫瘍判別結果 
 正解率 

解答者 A 70% 

解答者 B 60% 

解答者 C 60% 

解答者 D 70% 

解答者 E 40% 

平均正解率 60% 

 

 

  
図 4 本物腫瘍         図 5 人工腫瘍 

 

 

4. 統計・検定を用いた考察 

t検定と χ2判定法の 2通りの方法で検討した． 

t検定では，t値=1.429，t境界値両側=2.009で

|t値|<t境界値両側，p値=0.159となり，0.05よ

り大きかった． 

χ2 判定法では，5 人の合計正解数について，  

χ2=0.8，関数「CHIDIST」より確率 p=0.598 と

なり，0.05より大きかった． 

t 検定・χ2判定法の両方の検定法よりいずれも

「有意差があるとは言えない」に当てはまり，本

物腫瘍と人工腫瘍の区別がついていないと考えら

れる． 

 

5. まとめと課題 

今回の評価実験では，統計的に見て，本物腫瘍と

人工腫瘍間での区別がつかなかった．従って，人

工腫瘍が CAD の学習データとして利用できる可

能性が高まった．しかし課題として，今回は 3D

のみから判別したので，任意スライスのときも本

物腫瘍と人工腫瘍の区別がつかないのかを調べる

必要がある．また，検証数を増やすことで統計的

に精度が上がると考えられる． 
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