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Summary

The fact that accurate detection of metastatic brain tumors is important for making decisions on the treat-
ment course of patients prompted us to develop a computer-aided diagnostic scheme for detecting metastatic 
brain tumors. In this paper, we first describe how we extracted the cerebral parenchyma region using a stan-
dard deviation filter. Second, initial candidates for tumors were decided by sphericity and cross-correlation 
value with a simulated ring template. Third, we made true positive and false positive templates obtained from 
actual clinical images and applied the template matching technique to them. Finally, we detected metastatic 
tumors using these two characteristics. Our improved method was applied to 13 cases with 97 brain metasta-
ses. Sensitivity of detection of metastatic brain tumors was 80.4%, with 5.6 false positives per patient. Our 
proposed method has potential for detection of metastatic brain tumors in brain magnetic resonance (MR) 
images.

Key words: computer-aided diagnosis (CAD), metastatic brain tumor, 3.0 tesla magnetic resonance imaging 
(MRI), template matching
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緒　言
　転移性脳腫瘍は，発生数において全脳腫瘍の約
17.6％を占めており，比較的発生頻度の高い脳腫瘍であ
る．転移性脳腫瘍の原発巣は，肺癌が 51.9％で最も多
く，続いて乳癌，直腸癌，腎癌であり，担癌患者の 10～
30％に転移性脳腫瘍は発症するとされている1）．転移性
脳腫瘍の治療は，腫瘍の個数や大きさによって治療方
針が異なる．腫瘍数が 1個から数個である場合，
stereotactic radiotherapy（SRT）もしくは手術の適応が考
えられ，また腫瘍数が数個であり径 ≤3 cmであれば

stereotactic radiosurgery（SRS）の適応が考慮される．そ
して，多発性脳転移（4～5個以上）や全身状態が悪い症
例では，一般的に全脳照射が行われる2）．Magnetic 

resonance imaging（MRI）検査は，空間分解能が高く，中
枢神経系の大部分の疾患，病態においては第一選択の
検査法である．そのため，脳神経外科領域を対象とし
たMR画像による研究が，数多く報告されている3～7）．
転移性脳腫瘍のスクリーニングにおいてもMRI検査が
第一選択肢として用いられ，造影 T1強調画像による検
出率が最も高いとされている．そして，この造影 T1強
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調画像では，転移性脳腫瘍は点状や中心部に壊死を伴
うリング状の増強像で示される8）．
　Computer-aided diagnosis（CAD）とは，コンピュータ
が画像情報の定量化および分析を行い，その結果を医
師が“第 2の意見”として利用し行う画像診断である9）．
CADはこれまでに多くのモダリティや部位で研究が進
んでおり3～7, 10），最近の北米放射線学会での CAD関連
の発表における臓器別発表件数による比較では，脳を
対象にしたものは，胸部，乳腺，大腸についで 4番目
に多くなっている11）．
　転移性脳腫瘍は，その存在の有無や個数によって治
療方針が大きく変わるため，正確な診断が必要となる．
しかし，微小な腫瘍，脳血管と隣接する腫瘍，コントラ
ストの低い腫瘍の検出は困難であり見落される可能性
が高い．そこで，転移性脳腫瘍の画像診断の正確さを
改善し，読影医の診断を支援するために，頭部MR画
像における転移性脳腫瘍検出の CADシステムが開発
されている．そして，これまでに報告された研究のいく
つかは，腫瘍を模擬したテンプレートによるテンプレー
トマッチングを用いて検出する手法であった．それらの
研究のうち，Ambrosiniらが開発した，three dimensional

（3D）球形テンプレートを用いた CADシステムは，
snake法によって脳領域を半自動抽出し，転移性脳腫瘍
の境界を zero-paddingによって境界を明瞭にしたうえ
で，3D球形テンプレートとの正規化相互相関係数を求
めることで腫瘍を検出した3）．また，Farjamらによって
開発された CADシステムは，直径 5 mm未満の微小脳
腫瘍を対象として，拡大に伴って壊死を含む腫瘍を排
除したうえで，成長パターンをシミュレートした 3D球
殻テンプレートを適用した4）．

　本研究では，従来からの腫瘍の模擬テンプレートに
加えて，実際の臨床画像から選択した真陽性と偽陽性
のテンプレートに対する相関係数から求めた特徴量を追
加し，転移性脳腫瘍を検出する新しい手法を開発した．

1．方　法
1-1 対象および使用機器
　本研究では，転移性脳腫瘍を有する 15症例を用い
た．これらの画像は，3.0 tesla（3.0 T）MR装置 Achieva 

3.0 T（PHILIPS）によって撮像された，3D-turbo field 

echo（3D-TFE）の T1強調画像である．また，すべての画
像はガドリニウム系造影剤で造影された検査によって
得られた．マトリックスサイズは 256×256，ピクセルサ
イズは 0.94 mm，スライス厚は 1.0 mmであった．1症
例あたりの腫瘍数は 1～55個で，15症例には充実性陰
影 135個，リング状陰影 70個の計 205個の腫瘍が存
在していた．使用した症例は治療後の経過観察によっ
て転移性脳腫瘍と確定診断された症例である．症例の
概要を Table 1に示す．腫瘍の位置は，神経放射線科
医が決定し，その腫瘍の位置情報をもとに，共同研究
者の一人（医師ではない）が腫瘍の領域を決定し，領域
決定の後，再度，医師が確認を行った．この腫瘍領域
を本実験における gold standardとして用いた．腫瘍の
実効直径の分布は約 2.5～37.7 mmであった．1症例あ
たりの腫瘍数の分布を Table 2に示す．本実験で用いた
15例のうち，50個以上の腫瘍が含まれる 2症例は真陽
性と偽陽性のテンプレートの作成に用い，残りの腫瘍数
が 50個未満の 13症例，腫瘍数 97個を本手法の開発お
よび評価に用いた．また，本研究の開発環境を Table 3

に示す．

Table 1 Summary of the patients

 Case Age Sex Primary lesion No. tumors The average size
     total (solid/ring) of tumors (mm)

 1 46 F lung cancer 2 (2/0) 4.3±0.9
 2 54 F breast cancer 1 (0/1) 34.2±0.0
 3 78 M lung cancer 16 (11/5) 6.2±2.1
 4 72 M lung cancer 16 (11/5) 6.0±2.5
 5 60 M lung cancer 53 (46/7) 5.1±1.9
 6 60 M lung cancer 1 (0/1) 11.4±0.0
 7 67 M esophageal cancer 2 (0/2) 22.1±15.7
 8 80 M lung cancer 7 (6/1) 5.3±1.7
 9 67 M lung cancer 55 (24/31) 8.9±4.5
 10 59 F lung cancer 17 (11/6) 6.1±2.4
 11 50 F sarcoma 3 (0/3) 11.6±4.7
 12 60 F lung cancer 13 (9/4) 7.7±6.9
 13 64 F lung cancer 12 (11/1) 4.4±1.1
 14 47 M lung cancer 2 (1/1) 8.1±3.3
 15 75 F lung cancer 5 (3/2) 7.7±5.5
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　なお，本研究における臨床画像は，画像の収集時点で
腫瘍の位置情報以外の個人情報をすべて匿名化し，そ
の使用に関して当施設の倫理審査委員会の承認を得た．

1-2 転移性脳腫瘍の検出の概要
　脳腫瘍検出方法の概要を Fig. 1に示す．まず，頭部
MR画像から標準偏差フィルタと領域拡張法を用いて
脳実質を抽出した．次に，濃度ヒストグラムを作成し，
percentile法（P-タイル法）によって上位 0.1％の閾値を
求め，その閾値を基準に多重閾値処理を適用し候補領
域を決定した．各候補領域から，球形度が高い，もしく
は中心部に壊死を伴う腫瘍を模擬したリング状のテン
プレートとの相関が高い領域を初期候補領域として決
定した．それぞれの初期候補領域から 2個の特徴量を
計測し，それらを入力値とした線形判別分析によって
転移性脳腫瘍と偽陽性を区別した．
1-2-1 脳実質の抽出
　造影頭部MR画像では，板間層や血管など脳実質以
外の領域にも多くの高信号が存在する．転移性脳腫瘍
は脳実質内にあることがほとんどであるため，これらの
高信号領域は偽陽性数を増加させる要因となる．そこ
で，検出対象領域を脳実質内に限定するためまず，脳
実質の抽出を行う必要がある．これまで，脳実質部を自
動的に抽出する手法がいくつか報告されているが12, 13），
本研究では，ボクセル値の標準偏差が小さい，ある特
定の領域を強調する標準偏差フィルタを適用し，脳実
質部（特に白質部）の抽出を試みた．
　標準偏差フィルタ処理は入力画像を f(x,y,z)，出力画
像を g(x,y,z)とすると，以下の式（1）によって計算される．

g x y z
N

f x i y j z k avg
i N

N

j N

( , , ) ( , , )
/

/

= + + −{ }
=−=−
∑1

3

2

2

2

//

/

/

/

2

2

2

2 N

k N

N

∑∑
=−

+

……………（1）

　このとき，Nはフィルタのマスクサイズを表す変数で

あり，avgはマスク内のボクセル値の平均値である．ま
た，マスクサイズ Nは経験値から 3とした．
　一般に，脳実質内部（白質部）のボクセル値は比較的
均一であり，脳実質境界はボクセル値の変動が大きい
ため，脳実質内の標準偏差は小さく，脳実質境界の標
準偏差は大きくなる傾向がある．そのため，この標準偏
差フィルタを用いることで，標準偏差の小さい白質部を
含む領域が選択的に強調される．
　次に脳実質の初期候補領域を決定するために，標準
偏差フィルタを適用した後，大津の判別分析法で決定
したボクセル値の閾値によって 2値化した14）．このと
き，フィルタ適応後の画像では，標準偏差の小さい箇
所のボクセル値が大きく，強調されるように出力値を反
転させた．したがって，この判別分析法で得られた閾
値以上の領域は主に脳実質を含むものであり，閾値未
満の領域は脳実質外の構造を主とするものである．こ
のように決定された 2値画像において，脳実質外の孤
立した領域や不要成分を除去するために，三次元ラベ
リング処理によって最大体積を有するラベル以外を削
除し，脳実質の初期候補領域を決定した．原画像のス
ライス画像を Fig. 2（a）に，標準偏差フィルタによって脳
実質を強調した画像の同一スライス画像を Fig. 2（b）
に，また，脳実質の初期候補領域を Fig. 2（c）に示す．
　標準偏差フィルタを適応した場合，ボクセル値の変
化が比較的少ない脳実質が選択的に強調されるが，脳

Table 2 Distribution of tumors per patient

 The number of tumors The number of cases

 0–5 7
 6–10 1
 11–15 2
 16–20 3
 21–25 0
 26–30 0
 31–35 0
 36–40 0
 41–45 0
 46–50 0
 51– 2

Table 3 Development environment

OS Windows XP
CPU clock rate 2.99 GHz
Main memory 4 GB
Monitor size 1920×1200 pixels
Compiler C++ Builder 2007

Fig. 1 Overall CAD scheme for detecting metastatic 
brain tumors.
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実質の辺縁部は標準偏差が大きいため，標準偏差フィ
ルタによって抽出することはできない．したがって，脳
実質の初期候補領域を決定した後に，領域拡張処理に
よって脳実質辺縁部の抽出を行った．まず，脳実質の
初期候補領域を脳実質領域とし，脳実質領域に隣接す
る領域を拡張判定領域とする．次に，脳実質領域の境
界を拡張領域の開始領域とする．開始領域の 1ボクセ
ルに注目し，まず，注目ボクセルの 26近傍であり，か
つ脳実質領域に含まれるボクセルの平均値 μを算出す
る．そして，注目ボクセルの 26近傍であり，かつ拡張
領域のボクセル値が μ±10である場合，脳実質領域に
加えた．すべての開始領域のボクセルに注目し同様の
処理を行い，この処理を 5回繰り返した．
　脳表の血管は偽陽性となりやすいため，脳表は正確
に抽出する必要がある．したがって，最後に領域拡張
処理後の 2値画像に対して，形状を平滑化するため
に，サイズ 5×5×5，半径 2ボクセルの球を構造要素と
するモルフォジカルフィルタによってクロージング処理
を行い15, 16），脳実質領域として最終決定した．最終的に
決定した脳実質の領域を Fig. 2（d）に示す．
1-2-2 テンプレートマッチング
　テンプレートマッチングとは入力画像とテンプレート
画像とを重ね合わせることによって比較照合し，両者が
一致しているかどうかを判定する処理のことである．テ
ンプレートとしては，画像パターン（対象物体の二次元・
三次元画像）が利用される．入力画像とテンプレート画
像を評価する尺度として相違度や類似度が用いられ
る．本研究では類似度を求める尺度として相互相関係
数を用いた17, 18）．

CC
IJK

A i j k a B i j k b

a bi

I

j

J

k

=
−{ } −{ }

===
∑∑1

11

( , , ) ( , , )

σ σ11

K

∑ 　……（2）

　ここで，Aおよび Bは，それぞれテンプレート画像 A

と入力画像 Bであり，a，bおよび，σ a，σ bは画像 Aと
Bの平均ボクセル値および標準偏差である．相互相関
係数は −1から 1までの値をとる．画像 Aと Bが完全に
一致したときCC=1となり，逆相関となるときCC=−1，
画像 Aと Bに相関がない場合は CC=0となる．
1-2-3 腫瘍候補領域の決定
　原画像において，転移性脳腫瘍は球形に近く，充実
性陰影，リング状陰影ともに比較的高信号の領域が存
在する．これらの高信号領域を検出するため，画像か
ら濃度ヒストグラムを作成し，P-タイル法によって上位
0.1％から 16％まで 0.1％刻みでの閾値を求め，求めた閾
値によって多重閾値処理を行った．また，閾値の上限と
下限は画像データベースに含まれる腫瘍コントラストの

分布を求め，その範囲が十分に含まれるように設定し
た．また，多重閾値の間隔は処理時間を考慮し決定し
た．次に，それぞれの 2値画像に対して三次元ラベリ
ング処理を行い，候補領域を決定したのち，各候補領
域から，充実性の腫瘍を候補に残すために高い球形度
である領域，または中心部壊死を伴う腫瘍を候補に残
すためにリング状陰影を模擬したテンプレートとの相互
相関係数が高い領域を初期候補領域として決定した．
ここで，球形度 Sは次式（3）によって求めた19）．

S
V

V
= ’
　…………………………………………………（3）

　Vは候補領域の体積である．V’は候補領域の重心を
中心としかつ体積 Vをもつ球と候補領域が重なる部分
の体積である．相互相関係数は候補領域の重心とテン
プレートの重心を合わせることによって式（2）によって
算出した．リング状陰影の模擬テンプレートはガウス関
数で作成し，候補領域の体積からサイズを決定した．
リングの幅は実際のリング状陰影のプロファイルから経
験的に決定し，4.6ボクセルとした．また，標準偏差は
候補領域の体積とリングの幅から下記の式（6）によって

a

c

b

d

Fig. 2 Extraction result for parenchyma region.
 (a) Original image
 (b) Enhancement by standard deviation 

filter
 (c) Initial parenchyma region
 (d) The result image of extraction
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決定した．リング陰影の模擬テンプレートは次の式（4）
によって求めた．

f x y z Max Min exp
x y z a

( , , ) ( )= − −
+ + −( )2 2 2

2

22σ
+ Min









……………（4）

　ただし

a
D D= + − ×( . )2 4 6

4 　…………………………………（5）

σ = − − ×( . )D D 2 4 6

8 　…………………………………（6）

であり，Maxは候補領域の最大ボクセル値，Minは候
補領域の最小ボクセル値，Dは候補領域の体積から求
めた実効直径である．
　実際にトレースした腫瘍の最小ボクセルサイズは 15

ボクセルであったが，真陽性である候補領域の初期検
出時の最小ボクセルは 1ボクセルであるため，小さな候
補領域まで候補として残す必要がある．しかしながら，
小さな候補領域では正確な球形度が算出できない場合
がある．例えば，6近傍で連結している体積 3ボクセル
の候補領域の球形度はすべて 1.0，4ボクセルの候補領
域の球形度はすべて 0.5以上となり，細長い領域を除
外することができない．したがって，2値画像における
体積が 8ボクセル以下の候補領域においては，球形度
の代わりに 6近傍での最長距離が体積を Nボクセルと
すると (N+1)/2以下の領域を初期候補領域とした．具
体的には体積が 3～4ボクセルの陰影は最長距離が 2

ボクセル以下，体積が 5～6ボクセルの陰影は最長距離
が 3ボクセル以下，体積が 7～8ボクセルの陰影は最長
距離が 4ボクセル以下の陰影を初期候補領域とした．
初期候補領域としてカウントされる 8ボクセル以下の候
補領域の体積と最長距離の関係を Fig. 3に示す．ま
た，体積が 1～2ボクセルの陰影も検出するために，体
積が 8ボクセル以下の候補領域に対して，候補領域内

の最小ボクセル値より 25ボクセル値低いボクセル値ま
で領域拡張を行い，拡張後の体積が元の候補領域の体
積の 100倍より小さい値となる場合に，その候補領域
を初期候補領域として追加した．この手法の適用に際
して，もし，コントラストの低いノイズが候補領域と
なってしまった場合には，領域拡張によって元の候補領
域の 100倍以上の大きさになる場合がほとんどであり，
ノイズが初期候補領域となる問題は発生しなかった．
　最後に，腫瘍候補領域を決定するために，前述の方
法で求めた，それぞれの初期候補領域から最小ボクセ
ル値を求め，求めたボクセル値より一つ小さな値をもつ
ボクセルが候補領域の周囲に存在する場合にその領域
を候補領域とする領域拡張処理を施した．そして，領
域を拡張したボクセルの値からボクセル値を一つずつ
減らすことで拡張条件を更新し，拡張後の候補領域の
体積が，拡張前の体積の 30倍以上となったとき，拡張
前の領域の転移点とし，この転移点における候補領域
を最終的な腫瘍候補領域として決定した．
1-2-4 真陽性・偽陽性テンプレートの作成
　前段階で得られた初期候補に含まれる偽陽性を排除
するために，真陽性と偽陽性の 2種類のテンプレート
を，当初のデータベースから排除した腫瘍数が 50個以
上の 2症例から作成した．まず，この 2症例に対して
1-2-3に示した手法で，多重閾値処理，領域拡張を行
い，真陽性 154個，偽陽性 3508個のテンプレート候補
領域を得た．テンプレート候補のサイズを 5×5×5に統
一するため，また処理時間の短縮のため，得られたす
べての候補領域のうち，5×5×5より大きい場合には，テ
ンプレート候補領域をすべて含む最小領域を切り出し
たのち，それを 5×5×5に縮小して用いた．その後，真
陽性，偽陽性のすべてのテンプレート候補領域同士の
組み合わせについて（ただし，同一の候補同士は除く）
相互相関係数を求めた．すべてのテンプレート候補領
域の真陽性テンプレート候補および偽陽性テンプレート
候補との相互相関係数の分布を Fig. 4に示す．横軸は
偽陽性のテンプレート候補との相互相関係数，縦軸は
真陽性のテンプレート候補との相互相関係数を示す．
なお，Fig. 4に示したデータは，それぞれ，真陽性，偽
陽性のテンプレート候補に対しての特異なデータによる
影響を排除するため，各テンプレート候補との相互相関
係数の高かった上位 3位の相互相関係数の平均値でプ
ロットしている．
　真陽性 154個，偽陽性 3508個のテンプレート候補か
ら，本実験に用いるテンプレートを選択するために，真
陽性のテンプレートについては，真陽性のテンプレート
候補との相互相関係数が，偽陽性のテンプレート候補

Fig. 3 Determination of small initial candidates.
 When N (volume of candidates) was more than 2 voxel, 

the candidate was determined as initial candidate if x- or 
y-, z-axial maximum distance was (N+1)/2 or less.
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に対する値よりも 5％以上大きい真陽性のテンプレート
候補を真陽性のテンプレート［式（7），Fig. 4の破線より
上の候補］，偽陽性のテンプレート候補との相互相関係
数が，真陽性のテンプレート候補に対する値よりも 5％
以上大きい偽陽性のテンプレート候補を偽陽性のテン
プレート［式（8），Fig. 4の実線より下の候補］とした．
CCFPは偽陽性の候補領域との相互相関係数の上位 3位
の平均値であり，CCTPは真陽性の候補領域との相互相
関係数の上位 3位の平均値である．

1 05. <
CC

CC
TP

FP
　……………………………………………（7）

CC

CC
TP

FP

< 0 95.
　……………………………………………（8）

　最終的に，上記の 2式を適用し，真陽性 154個，偽
陽性 3508個のテンプレート候補から，83個の真陽性の
テンプレート，2754個の偽陽性のテンプレートを得た．
83個の真陽性のテンプレートのうち，充実性陰影のテ
ンプレートは 51個，リング状陰影のテンプレートは 32

個であった．
1-2-5 特徴量の決定
　テスト用の 13症例から得た腫瘍候補領域と 1-2-4で
作成した偽陽性および真陽性のテンプレートとの相互
相関係数を計算し，それぞれ上位 3位の平均値を各腫
瘍候補領域の特徴量として求めた．これらの二つの特
徴量を用いて腫瘍領域を決定した．

1-2-6 候補領域の大きさによる分類
　体積の小さい偽陽性はノイズや血管の一部がほとん
どであり，体積の大きい偽陽性には，白質の高信号，
小脳と大脳の境界や血管の一部が多く含まれる．この
ことは，候補領域の大きさに依存して，偽陽性の種類
が大きく異なることを示すことが予想される．そこで，
本手法においては，腫瘍候補領域全体に対して，一つ
の線形判別分析（linear discriminant analysis: LDA）を適
用する方法と，さらに多くの偽陽性を効果的に削除する
可能性を考慮し，候補領域を大きさで 2グループに分
け LDAを行う二つの方法を比較検討した．
1-2-7 偽陽性の削除
　前述した 2個の特徴量である，真陽性および偽陽性
のテンプレートとの相互相関係数で最も高い値から 3番
目に高い値の平均値を入力値として LDA18）を行い，線
形判別関数の出力値を用いて腫瘍と偽陽性を区別し
た．なお，線形判別関数の学習と評価には leave-one-

case-out法を採用した．最終的な転移性脳腫瘍の検出
能の評価は，LDAの出力値から真陽性率と偽陽性数を
計算し free-response receiver operating characteristic

（FROC）曲線を作成することで行った．

1-3 真陽性の定義
　本研究では候補領域が腫瘍領域（gold standard）と
1ボクセルでも重なる場合，コンピュータが検出した候
補領域を真陽性とした．また，複数の候補領域が一つ
の腫瘍領域と重なる場合はすべての候補領域を真陽性
とし，そのどれかが最終腫瘍候補領域として決定され
れば，その腫瘍は検出されたと判定した．

2．結　果
　LDAに用いた二つの特徴量の分布を Fig. 5に示す．
腫瘍は偽陽性と比較して真陽性テンプレートとの相互
相関係数の方が高く，偽陽性テンプレートとの相互相関
係数が低くなる傾向があった．一方，偽陽性は偽陽性
テンプレートとの相互相関係数が高く，真陽性テンプ
レートとの相互相関係数が低くなる傾向にあった．実線
は LDAによって求めた判別式であり，実線より上に位
置する候補領域は腫瘍である可能性が高い．
　方法で述べたように，本研究で用いたテンプレートの
ボクセルサイズは 5×5×5（2.0×2.0×2.0 mm）と小さく，腫
瘍候補が大きい場合には線形補間で縮小した画像デー
タを用いる．そのため，効果的に偽陽性候補を排除す
るため，候補領域を大きさで二つのグループに分けて，
LDAを適用した．Table 4に示すのは，2グループに分割
する際の候補領域の実効直径の閾値を 5，10，15，20ボ

Fig. 4 Distribution of cross-correlation values with false posi-
tive and true positive templates.

 Candidates over the dashed line were decided as TP 
templates. Candidates under the solid line were decided 
as FP templates. 
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クセル（それぞれ，実効直径 2.0 mm，2.6 mm，2.9 mm，
3.2 mmに相当）に変化させた場合の，感度が 80.4％の
ときの 1症例あたりの偽陽性数である．Table 4から，
候補領域を実効直径で 15ボクセル以下と 16ボクセル
以上の 2グループに分け LDAを行った結果が最も偽陽
性数が少なかった．候補領域を大きさでグループ分け
しなかった場合と，候補領域を 15ボクセル以下と 16ボ
クセル以上の二つのグループに分けて解析した場合の
FROC曲線を Fig. 6に示す．感度 80.4％のとき，1症例
あたりの偽陽性は候補領域を大きさで分けずに LDAを
行った場合に 12.7個，15ボクセルを閾値として分けて
行った場合に 5.6個であり，候補領域を分けて LDAを
行うことで偽陽性が約 56％減少した．
　転移性脳腫瘍の検出例を Fig. 7に示す．腫瘍が正し
く検出され，なおかつ，偽陽性がない例を Fig. 7（a）に
示す．腫瘍は正しく検出されているが血管の高信号域
が偽陽性（矢印）となった例を Fig. 7（b）に示す．また，
壊死を含む腫瘍が正しく検出されたが周囲の高信号と
隣接する腫瘍（矢頭）が検出されなかった例が Fig. 7（c）
である．壊死を含む体積の大きな腫瘍は，多くの場合
二つ以上の候補領域に分かれるため，検出できないこ
とが多かった．また，周辺の高信号と結合している腫瘍
の多くが検出できなかった．大きさの小さい腫瘍を検出
することができたが，それと同じような信号値をもった
領域の多くが偽陽性として検出された． 

3．考　察
　本研究では，偽陽性を効果的に削除するために，シ

ミュレーションで作成されたテンプレートを一次検出に
用い，実際の症例から作成した偽陽性と真陽性のテン
プレートとの相関係数から得られた特徴量を最終的な
腫瘍候補の検出に用いた．Ambrosiniらの研究3）では，
感度 89.9％のとき，1スライスあたりの偽陽性数が 0.58

（34.8/症例）であり，硬膜静脈洞や内径動脈分岐部を除
外し脳領域のみに制限すると 1スライスあたりの偽陽性
数が 0.22（13.2/症例）であると報告されている．また
Farjamらによって開発された腫瘍の成長パターンをシ
ミュレートした 3D球殻テンプレートを用いた CADシ
ステム4）は，感度が 93.5％のとき，頭蓋内の偽陽性率は
0.024（3.3/症例）であると報告されている．しかし，
Ambrosiniらの研究は硬膜静脈洞や内径動脈分岐部の
除外が半自動であり，感度 80％のときの 1スライスあ
たりの偽陽性数は脳領域のみに制限しない場合 0.5（30/

症例）である．また，Farjamらの研究では腫瘍の強調や
偽陽性を減少させるためのサイズや球形，輝度に対す
る基準を用いず，3D球殻テンプレートとの相互相関係
数のみで腫瘍領域を決定したときの精度は，感度が
81.6％のとき 1スライスあたりの偽陽性数が 0.104（14.3/

症例）である．本手法で得た結果は感度が 80.4％のとき
の偽陽性数が 5.6個 /症例であり，われわれが症例から
作成したテンプレートは偽陽性の削除に有用である．ま
た，Farjamらの研究のように腫瘍領域の強調や，サイ

Fig. 5 Distribution of cross-correlation value with false posi-
tives and true positives.

Table 4 False positives per patient with 80.4% sensitivity

Divide Not  5  10  15  20 
 divide voxel voxel voxel voxel

FPs/case 12.7 6.8 6.7 5.6 6.0

Fig. 6 FROC curves for detection of metastatic brain tumor.
 The solid line shows the result from LDA. The dashed 

line shows the result from two LDA for two groups 
divided by 15 voxel (2.9 mm).
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ズや球形，輝度に対する特徴量を腫瘍の決定に用いる
ことでさらに偽陽性を減少できる可能性があると考えら
れる．本手法は実際の症例から真陽性と偽陽性テンプ
レートを作成しているため，テンプレートの種類や数が
感度に大きな影響を与え，本手法の limitationであると
考える．したがって，今後，真陽性，偽陽性テンプレー
トの種類や数に対するさらなる考察が必要である．
　本手法において，感度が 80.4％のときに検出されな
かった腫瘍の数は 19個で，そのうち充実性陰影は 9個
（全体では 65個），リング状陰影が 10個（全体では 32

個）であった．つまり，充実性陰影の感度が 86.1％であ
り，リング状陰影の感度は 68.8％である．これらの偽陰
性となった腫瘍の実際の体積（gold standard）から求めた
実効直径と初期検出時の実効直径の関係を Fig. 8に示
す．このグラフから，リング状陰影は，実効直径の大き
さに関係なく検出不能な場合が多く，検出不能であった
充実性陰影のほとんどが 5 mm以下の小腫瘍であるこ
とがわかった．また，検出不能であったリング状陰影の
ほとんどは，gold standardのサイズと比較し初期検出時
の候補領域のサイズが小さいことがわかった．候補領
域のサイズが実際の腫瘍より小さいということは，候補
領域がリング状陰影の一部のみしか示していないことを
意味する．また，Fig. 8から，gold standardのサイズと

候補領域のサイズが近いリング状陰影のほとんどが検
出できていることから，本手法の問題点はリング状陰影
の初期候補領域の検出法にあると考えられる．Fig. 5に
おいて実際の症例から作成した真陽性テンプレートとの
相互相関係数が低い腫瘍は壊死を伴う腫瘍であり，候
補領域が複数となってしまったものがほとんどであっ
た．これは，充実性陰影の感度と比較しリング状陰影
の感度が低い原因の一つであると考える．したがって，
今後，多重閾値処理の閾値や領域拡張処理の拡張条件
や終了条件などの改善を行い，リング状陰影を正確に
抽出することで，リング状陰影の偽陰性を減らすことが
可能になると考えられる．また，偽陰性であった充実性
陰影は gold standardのサイズと候補領域のサイズに差
はあまりみられなかった．したがって，これらの充実性
陰影に対応する腫瘍テンプレートがない，偽陽性テン
プレートに相関の高いテンプレートが存在する，もしく
は周囲の血管の一部と連結するため，テンプレートマッ
チングを行うとき，テンプレートと腫瘍の中心がずれて
いることが考えられる．
　本手法では，コンピュータが検出した候補領域が腫
瘍領域（gold standard）と 1ボクセルでも重なる場合，そ
の候補領域を真陽性とした．一般に，検出における
CADでは，gold standardは腫瘤の重心座標で，検出領
域の重心座標との距離に一定の閾値を設けて検出率を
算出する．しかし，本研究では，データベースに含まれ
る腫瘤のサイズに大きな差があるため，重心座標間の
距離で真陽性を定義せず，代わりに検出領域が腫瘍領
域と 1ボクセルでも重なる場合（つまり，実効直径より
近い位置を示した場合）を真陽性とした．
　Fig. 6から，初期候補領域を大腫瘍候補領域と小腫

Fig. 7 Metastatic brain tumor detection results for three 
patients.

 White circles point to true positive. White arrow points 
to false positive. White arrowhead points to false nega-
tive.

Fig. 8 Relationship between effective diameters in gold stan-
dard and at initial identification for 19 false negative 
cases and 78 true positive cases.
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瘍候補領域に分け，LDAを行うことでさらに偽陽性を
削除することができた．したがって，今後は体積での区
分数を増やし，いくつに区分することで最も偽陽性を削
除できるか検討する必要がある．
　Fig. 7（b）の例でみられるように，偽陽性のほとんどは
血管もしくは白質の高信号であった．血管と白質の特徴
は異なるため，さらに偽陽性数を削除するためには，血
管の偽陽性を削除するための特徴量と白質の偽陽性を
削除するための特徴量を選択する必要がある．また偽
陰性は，領域を拡張しすぎたことによって血管などの不
要な部分が連結したことが原因のものや，リング状陰影
が複数の候補領域に分かれることが原因であることが
実験結果から明らかになった．したがって，領域拡張
後，転移点とする条件を再検討する必要がある．ま
た，一つの腫瘍が複数の候補領域に分かれた場合，連
結させる手法を取り入れることも必要である．
　本研究は実際の症例からテンプレートを作成し，真陽
性のテンプレートは 83個，偽陽性のテンプレートは 2754

個であった．さまざまな腫瘍や偽陽性に対応するため，
さらにテンプレートの数を増やす必要がある．また，本シ
ステムの評価に使用した症例は 13症例，総腫瘍数 97個

であったため，さらに多くの症例に適用し，さまざまな症
例に有用か検討する必要がある．Gold standardは一人の
神経放射線科医によって決定されたが，複数の医師に
よって決定し，また，本システムの検出結果によって医
師による偽陰性の有無を確認する必要がある．

4．結　語
　頭部MR画像において転移性脳腫瘍を自動的に検出
する手法を開発した．本手法を転移性脳腫瘍を有する
13症例に適用したところ，感度 80.4％，1症例あたりの
平均偽陽性数 5.6個を得た．本手法は転移性脳腫瘍の
検出に有用であると考えられる．しかしながら，実用化
のためには，さらなる偽陽性削除を実現し，その後，医
師の診断能・診断効率を向上に有用かどうか判定するた
めに観察者実験を行い，臨床試験を行う必要があり今
後の課題といえる．
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