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ンピ タ支援画像診断コンピュータ支援画像診断
CADCAD

(C t d Aid d Di i )(Computed Aided Diagnosis)
とは？とは？



C ( ) 自動診断CAD(Computed Aided Diagnosis)と自動診断

従来の診断
L R

診断結果

CADは

自動診断
L R

診断結果

CADは、
決して医師の代わりに
診断を行うものではない。

CAD

CADは、

マンモグラフ画像をコンピュタ解析し、その結果を呈示することで
医師の読影に注意を喚起するものである

L R

診断結果

医師の読影に注意を喚起するものである。
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の
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CAD

コンピュータ

検出支援画像

診断
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診断結果

使用目的 診断
CAD



CAD併用によるがん検出率の向上

CAD なし読影で CAD によりCAD なし読影で

指摘された

がんの数

CAD により

検出された

がんの数

がんの総数がんの総数 がんの総数

CAD 併用読影で

医師により指摘

がんの総数

がんの総数

医師により指摘

されたがんの数

「赤」＋「青」によりがん検出率は向上する。



Ｘ線画像における主要ＣＡＤ分野

●乳房領域
 乳がん検出支援 乳がん検出支援

●胸部領域
 経時サブトラクション 経時サブトラクション
 心胸郭比計測支援
 エネルギーサブトラクションネルギ サブトラクシ ン

●整形領域
 計測ナビゲーション

胸部用

診断支援
 人工骨手術計画

診断支援

整形用 乳房用

診断支援診断支援 診断支援



M h  CADMammography CAD

Mass Enhancement and
Candidates detection
Mass Enhancement and
Candidates detection

Display Marker based on
Analysis of Candidates
Display Marker based on
Analysis of CandidatesAnalysis of CandidatesAnalysis of Candidates

Calc Enhancement andCalc Enhancement andCalc Enhancement and
Candidates detection
Calc Enhancement and
Candidates detection

Display enlarged
Calc cluster ROI image
Display enlarged
Calc cluster ROI image



Temporal Subtraction

Image from the pastImage from the pastLatest ImageLatest Image Subtraction ImageSubtraction Image



Auto Heart-Lung Ratio Calc.

Lung Region 
Recognition
Lung Region 
RecognitionRecognitionRecognition

Heart & Lung size
Recognition
Heart & Lung size
Recognition

Heart & Lung ratioHeart & Lung ratioHeart & Lung ratio
Calculation
Heart & Lung ratio
Calculation48%48%



整形計測ナビゲーション

整形領域における各種計測において測定点の指定をナビ
ゲーションすることにより、計測の簡便化、効率化を図る。



人工骨手術計画支援ソフト

• 人工骨のテンプレートをX線画像上に手術計画に従って、

配置するとともに 手術後の左右脚長差の見積もり等を配置するとともに、手術後の左右脚長差の見積もり等を
行うシステム



マンモグラフィーCAD



マンモグラムマンモグラム
左右それぞれの乳房で、２方向の画像を左右それぞれの乳房で、２方向の画像を
下記にように並べて読影する。

右乳房 左乳房 左乳房右乳房右乳房
CC

左乳房
CC

左乳房
MLO

右乳房
MLO



ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌﾏﾝﾓｸ ﾗﾌ

がんは グ 上がんはマンモグラフ上
白い影として現れます



マンモグラフ画像中のマンモグラフ画像中の
乳がん代表所見乳がん代表所見

「腫瘤」と呼ぶ白い塊と「石灰化」と呼ぶ白い点々が
乳がんの代表所見（全体の７０％）として現れます乳がんの代表所見（全体の７０％）として現れます。

   

腫瘤 石灰化



CADシステム



CADシステムの概要

 画像 
入力

CAD 

解析

CAD 結果

の表示

CAD 結果

の転送・保入力 解析 の表示 の転送・保

SERVER 

①画像入力 ：CAD システムへの画像入力①画像入力 ：CAD システムへの画像入力

②CAD 解析  ：コンピュータ解析による病変候補の検出等

③CAD 結果の表示 ：解析結果（がん候補の位置等）の表示③ 結果 表示 解析結果（がん候補 位置等） 表示

④CAD 結果の転送、保存：解析結果の他の装置への転送や保存 



マンモグラフィーＣＡＤン グラフィ Ｃ
アルゴリズム



検出処理の概要

画像データ画像デ タ

腫瘤影候補の検出腫瘤影候補の検出 ⽯灰化陰影の検出腫瘤影候補の検出

悪性度評価悪性度評価 クラスタの検出腫瘤影判別

乳がん候補の決定乳がん候補の決定



腫瘤検出処理

画像データ

腫瘤影候補の検出腫瘤影候補の検出腫瘤影候補の検出腫瘤影候補の検出

悪性度評価腫瘤影判別

腫瘤候補決定



適応リングフィルタを用いた候補検出適応リングフィルタを用いた候補検出
(FujiFilm Mammo CAD)



腫瘤影判別腫瘤影判別
(FujiFilm Mammo CAD)

特徴量の算出
①腫瘤陰影辺縁は不整である①腫瘤陰影辺縁は不整である。
②概円形に近い形状である。
③腫瘤内部の濃度分布は均一ではなく、凸凹している。

等の特徴に対応した特徴量等の特徴に対応した特徴量
を算出する。を算出する。 特

徴徴
量
２

特徴量１



機械学習（SVM）を用いた識別器機械学習（SVM）を用いた識別器

• SVMのトレーニングとは，「２つのクラスを分離する線の
幅を最大にする識別線をひく」こと幅を最大にする識別線をひく」こと．

• メリット ： データの次元が大きくなっても識別性能が良い
22

• メリット ： データの次元が大きくなっても識別性能が良い．



石灰化クラスタ検出

画像データ

腫瘤影候補の検出石灰化陰影の検出腫瘤影候補の検出化陰 検

悪性度評価クラスタの検出

石灰化クラスタの決定



石灰化検出石灰化検出
(FujiFilm Mammo CAD)

選択的に石灰化状信号のみを検出可能な
モフォロジーフィルタを用いた石灰化検出モフォロジ フィルタを用いた石灰化検出



クラスタ検出クラスタ検出
(FujiFilm Mammo CAD)

石灰化抽出結果をもとに画像中の石灰化
分布密度を調べ分布密度を調べ、
密に(１平方ｃｍ内の石灰化像が５個以上)
存在する領域をクラスタ領域として抽出して存在する領域をクラスタ領域として抽出して
いる。



その他のCADその他のCAD

・エネルギーサブトラクション
・経時サブトラクション・経時サブトラクション



エネルギーサブトラクション

胸部X線画像から 肋骨、鎖骨などの骨組織を除去する
ことより がん陰影等の異常陰影の検出を支援することより、がん陰影等の異常陰影の検出を支援する。



エネルギーサブトラクションの原理
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臨床例①



臨床例②



経時サブトラクション経時サブトラクション



経時サブトラクション処理

• 過去画像との差分画像を作成することにより、早期がん
陰影の検出 病態変化の観察を支援する陰影の検出、病態変化の観察を支援する。

現在画像 過去画像現在画像 過去画像 経時サブトラ
クション画像



経時サブトラクションにおける
位置あわせ処理

• 現在画像と過去画像では、
「ポジショニング」「呼吸」「ポジショニング」「呼吸」
「拍動」のズレがあり単純
な線形位置あわせではズ

現在画像 過去画像

位 合わな線形位置あわせではズ
レを補正できない。

⇒

位置合わせ

⇒

• 画像の各部分領域の位置
が合うように 画像を変形

－

が合うように、画像を変形
させることにより位置合わ
せを行う。この変形処理が

ワーピング後 
過去画像

行う。 変形処 が
ワーピング

差分画像 



ワーピングの有無の影響ワ ピングの有無の影響

現在画像 過去画像 ワーピング画像

ワーピング無し ワーピング有り



経時サブトラ画像の例経時サブトラ画像の例

現在 １ヶ月前 １年前

現在－１ヶ月前 １ヶ月前－１年前



経時サブトラクション経時サブトラクション
Work StationWork Station



Century of CAD

• 20th Century was the Century of y y
Digital Imaging System.
– Radiography,CR,CT,US,MR,PETRadiography,CR,CT,US,MR,PET

• 21st Century will be the Century of • 21st Century will be the Century of 
Digital Utilization System.
– Network,Diagnosis on Display,EMR,CAD



医用画像工学における医用画像 学における
最新のＡＩの応用



第１次ＡＩブーム（1980頃年～）

●キーとなる技術
 ル ルベ ス（知識デ タベ ス） ＋ 推論エンジン ルールベース（知識データベース） ＋ 推論エンジン

●特徴●特徴
 ビッグデータとの親和性が高い
 クラウドサーバーや計算能力の向上に伴い 当時よりも クラウドサ バ や計算能力の向上に伴い，当時よりも

飛躍的に性能向上している
 今でも一番広く使われている （今後もおそらく）

●応用
ＡＩスピ カ など多様 ＡＩスピーカーなど多様

 医療では，電子カルテや読影レポートの自動作成など



第２次ＡＩブーム（1992年頃～）

●キーとなる技術
 ニューラルネットワーク （ＮＮ）（ ）
 ファジー理論

●特徴
 ＮＮは汎化性が悪い（学習データに最適，未知で劣化）
 ＮＮの学習結果の分析がほぼできない ＮＮの学習結果の分析がほぼできない
 ファジー理論は0/1ではない中間的な判断に最適

●応用
 家電製品など一時はブームになったが現在は下火 家電製品など 時はブ ムになったが現在は下火
 医療では，一部の認識システム（FCR/EDR）で利用されてい

るものの現在はメジャーなところでは使用されてない



一般画像を用いた顔識別性能
（ＮＮ：ニューラルネットワーク）

画像サイズ画像サイズ
[32×32pixel]

画像枚数
• 学習データ，テストデータ
[2012枚 21クラス
（1クラスあたり40～50枚）]

学習回数
[10000回][10000回]

正解率約60％
41



第３次ＡＩブーム（2015年頃～）

●キーとなる技術
 ディープラーニング （深層学習）（深層学習）
 畳み込み（Convolutional）ニューラルネットワーク （ＣＮＮ）

●特徴
 ＣＮＮは画像認識のみ
 ＣＮＮの汎化性はＮＮよりもはるかに良い ＣＮＮの汎化性はＮＮよりもはるかに良い
 しかし，ＣＮＮの中身（学習結果）の分析は難しい
 比較的誰でも容易に実現できる 比較的誰でも容易に実現できる

●応用●応用
 広く画像認識分野（顔認識，自動運転など）
 医療でも広く画像認識や診断支援に研究されている



ディープラーニング（ＣＮＮ）の仕組み



ディープラーニング（ＣＮＮ）のポイント

• 「畳み込み層」

フィルタ処理して「特徴マップ」を得ることで 画像の局フィルタ処理して「特徴マップ」を得ることで，画像の局
所的な特徴を抽出している．

「プ リ グ層• 「プーリング層」

特徴マップをさらに縮小処理することで画像の位置移

動に対する普遍性を得て，局所的な特徴をまとめあげ
る処理をしている．

画像の特徴を維持しながら画像の持つ情報量を大幅に画像の特徴を維持しながら画像の持つ情報量を大幅に

圧縮している．すなわち，画像の「抽象化」を行っている．
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一般画像を用いた顔識別

画像サイズ

（ＣＮＮ：畳み込みニューラルネットワーク）

画像サイズ
[32×32pixel]

画像枚数
[2012枚 21クラス
（1クラスあたり40～50枚）]

学習回数学習回数
[10000回]

正解率約80％
46



ディープラーニング（ＣＮＮ）の例

●細胞画像の分類（正常／異常）

評価細胞数：71 検出細胞数：52 （正常判定：31 異常判定：21）



今後の画像工学分野におけるＡＩ応用今後の画像工学分野におけるＡＩ応用
（2018年～）

●動向
 ＣＮＮは，今は医療分野でも広く研究されているが，これは，今 医療分野 広 研究さ ，

ひとつのブームなのか？
 今後も使われ，実用化されるのかは不明．

●最大の欠点
 ＣＮＮの中身（学習結果）の分析はほとんどできず ブラック ＣＮＮの中身（学習結果）の分析はほとんどできず，ブラック

ボックス的な利用となり，怖くて使用できない．

●個人的見解
 医療分野においては医師（エキスパート）の考え（診断プロセ

ス）を取り入れた手作りによる特徴量に基づく機械学習（ＡＩス）を取り入れた手作りによる特徴量に基づく機械学習（ＡＩ
のひとつ）が重要と考えている．



医用画像工学を研究／開発する上での医用画像工学を研究／開発する上での
三種の神器

①臨床画像データ
② 師 所 価②医師の所見と評価
③画像工学技術③画像工学技術

↓
重要なのは医師との情報交換と画像観察

今後ぜひ連携を取り合い，互いの強みをいかした
実用的な臨床システムの開発を進めていきたい．



ご静聴いただき，ご静聴いただき，
ありがとうございました



ディープラーニング（ＣＮＮ）の仕組み

●構成



ディープラーニング（ＣＮＮ）の仕組み

●構成



畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を畳み込みニュ ラルネットワ ク（CNN）を
用いた識別器

53


