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Summary

A temporal subtraction image, which is obtained by subtraction of a previous image from a current one, 
can enhance interval changes on a chest radiograph by removal of most normal structures. However, subtrac-
tion artifacts, which tend to reduce its effectiveness in the detection of interval changes, were still included in 
the conventional method. In this study, we have developed a pixel matching technique to reduce artifacts in 
the temporal subtraction images. With this technique, the pixel value in a nonlinearly warped previous image 
is replaced by a pixel value within a kernel, which is closest to the pixel value on a current image. For evalua-
tion of the proposed method, one hundred temporal subtraction images with a simulated nodule were used. 
When the kernel size of 3×3 was employed in the pixel matching technique, the misregistration artifacts 
decreased by 72%, and the contrast-to-noise ratio of the simulated lung nodules was increased by 5% in 
comparison with the conventional method. However, the area of the simulated nodule on the subtraction 
image decreased by 6%. Our results indicated that the pixel matching technique can enhance simulated 
nodules, with a substantial reduction of misregistration artifacts in comparison with conventional subtraction 
images. Therefore, we believe that the temporal subtraction method with the pixel matching technique would 
assist radiologists’ diagnoses for detection of lung nodules in digital chest radiography.
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緒　言
　胸部単純 X線画像のもつ情報量の多さと検査の簡便
性は広く知られ，多くの病院や健康管理施設において，
病巣発見のための一次検査として用いられている．ま
た，胸部単純 X線画像を読影する際に，その精度向上
のために寄与しうる要因として，同一患者の過去画像と
の比較読影が挙げられる．
　しかし前述した施設において 1日に検査する患者

の数は，読影医師にとって大きな負担と感じるほどに
多い．そこで，医師の負担を軽減することに加え，読
影精度の改善のために胸部のコンピュータ支援診断
（computer-aided diagnosis: CAD）への期待が高まって
いる．
　これまでに胸部 CADとして病巣陰影の検出と鑑別の
手法が開発され，また，検出能を改善する手段の一つ
として経時的差分画像法が開発された1～5）．胸部単純 X

線画像における経時的差分画像法は，現在画像から過
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去画像を差分することで，肋骨などの正常構造を除去
して陰影の変化分だけを強調することができるため，経
時変化の検出に優れている6～11）．しかし，過去画像と現
在画像の整合が正確でなければ，肺野全体に強いアー
チファクトが出現し，読影の大きな妨げとなる．した
がって，従来の経時的差分画像法においては，過去と
現在画像を整合させるための非線形画像変形が最も重
要な基盤技術であった12）．しかし，従来の経時的差分画
像法では画像変形を行ってもまだアーチファクトが残留
している場合があり，そのことが問題となっていた．特
に，肺野の位置と大まかな形状が整合されていても，わ
ずかな位置ズレによる肋骨エッジの鋭い直線状のアーチ
ファクトや心拍動に伴う肺血管の細かなアーチファクト
の除去は，従来の画像変形技術では不可能であった．
　画像変形後の経時的差分画像に対して，さらにアー
チファクトを低減するために，Itaiらは胸部三次元
computed tomography（CT）画像においてボクセルマッチ
ング法を提案した13, 14）．ボクセルマッチング法は，画像
変形による肺野形状の整合に加えて，ボクセル値の整
合を行うことでさらにアーチファクトを低減させる試み
である．臓器の重なりのない CTのようなボリューム画
像では，過去と現在画像で撮影体位に変動があって
も，各臓器のボクセル値が三次元的に保存されている
ために，ボクセル値の探索および整合は比較的容易で
あり，経時的 CT差分画像では大幅なアーチファクトの
低減が達成されている．しかし，臓器が重なって描出
される胸部単純写真では，CTでの三次元ボクセルマッ
チング法に対応する二次元ピクセルマッチング法は試
みられていない．
　また，経時的差分画像における差分の正確さの評価
に関しては，これまでにアーチファクトの程度に関する
評価は行われていたが12），差分画像上の病巣陰影の見
えやすさに関する物理的な評価に関しての報告はみら
れなかった．その理由は，病巣陰影のバリエーションが
多く，評価のために多数の臨床画像の収集が必要で，
さらに，病巣の正確な形状を知ることが困難であったた
めと考えられる．
　本研究では，アーチファクトをさらに低減させるため
に胸部 X線画像におけるピクセルマッチング法を用い
た経時的差分画像法を開発した．そして，計算機処理
で作成した模擬腫瘤を付加した現在画像を用いて，経
時的差分画像におけるアーチファクトと模擬腫瘤陰影
の物理的特性の評価を行い，ピクセルマッチング法を
用いる本手法と，非線形画像変形のみを用いる従来法
との比較検討を行った．

1．方　法
1-1 使用症例
　提案手法の開発と評価のために，2000年と 2001年
に実施された肺癌の集団検診で正常と診断された過去
および現在画像を有する 100症例，合計 200枚の胸部
単純 computed radiography（CR）画像を用いた．すべて
の画像は正面画像であり，正常な症例を連続して 100

症例選択した（男性 37症例，女性 63症例，平均年齢
66.1歳）．画像のマトリクスサイズは 1760×2140であ
り，濃度階調は 10ビットであった．また臨床画像の使
用については，肺癌集団検診を実施した医療機関の倫
理委員会の許可を得ている．

1-2 経時的差分画像法の概要
　提案する経時的差分画像法の概要を Fig. 1に示す．
はじめに，差分画像作成の処理時間を短縮させるため
に，ファイル容量でオリジナル画像の約 1/9に相当する
マトリクスサイズ 586×586に縮小した．本研究では，オ
リジナル画像のマトリクスサイズを 586×586に縮小した
画像を用いて，すべての差分画像処理を行った．な
お，オリジナル画像が長方形の場合は，肺野を含む正
方形の領域を切り出したのち，縮小処理を行った．
　最初に，撮影体位や息止めの位相が過去および現在
の画像間で変動している場合には，過去と現在画像にお
いて肺野の位置と形状を大まかに整合させる必要があ
る．そのため，グローバルマッチング処理によって肺野
の位置の整合を行い，ローカルマッチング処理で肺野の
形状の整合を行った．まず，グローバルマッチング処理
では，胸部の正中線を検出して，正中線が画像の中心で

Fig. 1 Overall scheme for a temporal subtraction method with 
pixel matching technique.
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垂直となるように画像の回転および移動を行った．
　次に，過去画像の上肺野領域に設けられた region of 

interest（ROI）のテンプレートマッチングによって，過去
画像と現在画像における肺野の大まかな位置を整合さ
せた．ローカルマッチング処理では，現在画像の肺野
領域にマトリクスサイズ 64×64の探索領域 ROIを多数
設定し，対応する過去画像の肺野領域にマトリクスサ
イズ 32×32のテンプレートROIを多数設定した．そし
て，テンプレートと探索領域 ROIの相互相関値が最大
となるようにして，非線形画像変形（ワーピング）に必要
な x方向および y方向の移動量をテンプレートマッチン
グ法で決定した．テンプレートマッチング法における，
相互相関値 Cの計算式を以下に示す．
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σ σ 　…………………（1）

　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 aσ bは画像 Aと B

の平均ピクセル値および標準偏差である．また Iおよび
Jは画像に設定した ROIの x方向，y方向におけるマト
リクスサイズを指す．画像 Aと Bが完全に一致したと
き，C=1の値をとる．なお，より正確な変形量を求める
ために，式（1）の画像変形処理を 2回繰り返した．ここ
までの手法が，これまでに開発され，従来用いられてい
た経時的差分画像法（以降，従来法と呼ぶ）で，本研究
で提案する新しい手法では，後述するピクセルマッチン
グ法を用いて，現在画像と変形された過去画像との減
算によって経時的差分画像を作成する． 

1-3 ピクセルマッチング法
　従来法におけるローカルマッチングおよび画像変形
だけでは，過去と現在画像における肺野の大まかな形
状変動は整合できても，数ピクセル程度の局所的な位
置ズレや拍動などに起因する細かな変動を整合するこ
とは困難である．したがって，細かな不整合に起因する
アーチファクトを除去するために，本研究では Fig. 2に
示すピクセルマッチング法を提案する．
　従来法による経時的差分画像法では，以下に示す式
（2）のように，変形された過去画像の注目画素 f ′pre(x,y)

と現在画像の注目画素 f ′cur(x,y)との単純な減算によっ
て経時的差分画像を作成する．

fsub(x,y)=fcur(x,y)−f ′pre(x,y)　……………………………（2）

　一方，ピクセルマッチング法では，以下に示す式（3）
のように，変形過去画像の注目画素 f ′pre(x,y)の周辺に
探索領域を設定し，その領域内で現在画像の注目画素

f ′cur(x,y)との差が最小となる画素を探索する．

|fcur(x,y)−f ′pre(x+∆x,y+∆y)|→ min　……………………（3）

　次に，探索決定した画素 f ′pre(x+∆x,y+∆y)と現在画像
の注目画素との減算によって経時的差分画像を作成す
る［式（4）］．

f sub(x,y)=fcur(x,y)−f ′pre(x+∆x,y+∆y)　…………………（4）

　以下では，探索領域の 1辺のマトリクスサイズをカー
ネルサイズと定義する．なお，前述したように，本研究
で用いる画像はマトリクスサイズをオリジナルのサイズ
から 586×586に縮小したもので，カーネルサイズは縮
小画像に対するサイズを示す．
　Fig. 3に，現在画像で新たに腫瘤が出現した症例に
対して，従来法とピクセルマッチング法を適用して作成
した経時的差分画像の 1例を示す．従来法の経時的差
分画像［Fig. 3（c）］でも肋骨などの正常構造が除去さ
れ，右鎖骨と重なる腫瘤が明瞭に描出されているが，
肋骨のエッジおよび肺野全体に分布する肺血管で細か
なアーチファクトが多数みられる．しかし，ピクセル
マッチング法による経時的差分画像［Fig. 3（d）］では，視
覚的には腫瘤の描出は明瞭に保たれたままで，肺野全
体でアーチファクトが減少していることがわかる．

1-4 物理的特性評価のための模擬腫瘤
　経時的差分画像における病巣陰影の見えやすさの物
理的特性を評価するために，模擬腫瘤陰影を計算機処
理で作成し，現在画像の肺野内に 1症例につき 1個付
加した．使用した症例はすべて正常症例であったた
め，100症例の過去画像には腫瘤なし，現在画像には 1

個の模擬腫瘤が存在することになる．また，模擬腫瘤
は 100症例で肺野全体に均等に分布するように付加し
た．作成した模擬腫瘤の断面を Fig. 4の上部に示す．
形状は上底の半径が下底の半径の 1/2である円錐台形

Fig. 2 Illustration of pixel matching technique.
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Fig. 3 Temporal subtraction images of chest 
radiograph.

 (a) previous image, (b) current image with 
a lung nodule in the right lower lobe, (c) 
temporal subtraction image obtained 
without a pixel matching technique, and 
(d) temporal subtraction image with a 
pixel matching technique.

a

c

b

d

Fig. 4  Schematic illustration of a simulated lung nodule which 
was superimposed on a current image, and ROIs for 
signal (S) and background (B).

とし，下底の半径 Rを 10 mm（17ピクセル），高さ Hを
30ピクセル一定とした．模擬腫瘤の半径および高さ
は，実際の平均的な腫瘤陰影のコントラストと視覚的に
同程度になるよう経験的に定めた．次に，模擬腫瘤を
付加した 100症例を用いて，従来法およびピクセル

マッチング法による経時的差分画像を作成し，物理的
特性の評価を行った．ピクセルマッチング法では，カー
ネルサイズを 3，5，7，9，11と変化させた．

1-5 経時的差分画像の物理特性評価
　経時的差分画像の物理的特性の定量評価として，経
時的差分画像上の肺野領域全体のピクセル値ヒストグ
ラムの半値幅（full width at half maximum: FWHM），模
擬腫瘤陰影のコントラストノイズ比（contrast to noise 

ratio: CNR），描出された模擬腫瘤の面積をそれぞれ計
測した．
（1）ヒストグラムの半値幅
　経時的差分画像におけるアーチファクトの量を示す
尺度として，肺野領域のピクセル値ヒストグラムの半値
幅 FWHMを用いた．もし過去と現在画像の整合が完
全で，ピクセル値も変動していなければ，理想的な経
時的差分画像のピクセル値はすべて 0となり，ヒストグ
ラムの半値幅も 1となる．しかし，アーチファクトが存
在すれば，その量に従って半値幅は増大するため，本
研究ではヒストグラムの半値幅をアーチファクトの尺度
として使用した．また，差分画像を作成する過程で，現
在画像は変形を受けないために，経時的差分画像の肺
野領域として，現在画像上で微分法を用いて検出され
た肺野領域を使用した．
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（2）コントラストノイズ比（CNR）
　ピクセルマッチング法では，現在画像の注目画素周
辺に探索領域を設定し，その領域内で変形過去画像の
注目画素との差が最小となる画素を用いて差分が行わ
れるため，腫瘤影近傍の背景雑音は低下するが信号コ
ントラストも低下することが予測される．そこで，模擬
腫瘤影の CNRを求めて，ピクセルマッチング法が病巣
陰影に与える影響を検討した．
　Fig. 4に示した模擬腫瘤影において，腫瘤の上底に
対応する半径 R/2以内を信号領域 Sとし，模擬腫瘤の
周囲で半径 Rより 2R以内を背景領域 Bとして，CNR

は式（5）で求めた．

CNR =
−S B

B
avg avg

SD
　……………………………………（5）

　ここで，Savgは信号領域の平均ピクセル値を，Bavgは
背景領域の平均ピクセル値を，また，BSDは背景領域の
ピクセル値の標準偏差を表す．
　経時的差分画像作成のグローバルマッチングで，現
在画像は画像変形処理を受けないものの，回転と移動
が行われる．したがって，CNRの算出は，現在画像の
回転と移動後の模擬腫瘤影の位置を再計算して行った．
（3）描出模擬腫瘤の面積
　腫瘤陰影の検出は病巣陰影の CNRのほかに，描出
病変のサイズの影響を受ける．したがって，ピクセル
マッチング法の模擬腫瘤影の描出サイズに対する影響
について，模擬腫瘤の面積を求めることで検討した．
　経時的差分画像上で描出した模擬腫瘤影の面積は，
腫瘤の上底に対応する半径 R/2以内の信号領域 S内で
（Fig. 4），式（6）で算出されるしきい値以上のピクセル値
を有するピクセルの総数として定義した．

しきい値 =Bavg+1.5×BSD　………………………………（6）

　しきい値は，視覚的に認識される模擬腫瘤の境界か
ら求めた面積と，算出された面積がほぼ同じになるよう
に，模擬腫瘤の背景領域 Bのピクセル値の平均値 Bavg

と標準偏差 BSDを用いて決定した．

1-6 臨床例への適用
　本研究で提案するピクセルマッチング法を用いた経
時的差分画像の効果を視覚的に確認するために，二つ
の臨症例を用いて，従来法と提案手法それぞれを用い
た差分画像を作成して比較検討した．使用した症例
は，どちらも現在画像で腫瘤が指摘された症例の胸部
単純正面 CR画像である．画像のマトリクスサイズは
1760×2140であり，濃度階調は 10ビットであった．臨

床画像の使用については，肺癌集団検診を実施した医
療機関の倫理委員会の許可を得ている．

2．結　果
　Fig. 5に，従来法とピクセルマッチング法をそれぞ
れ用いた経時的差分画像の作成結果の 1例を示す．こ
れらの経時的差分画像は，過去画像と模擬腫瘤を付加
した現在画像のペアから得たものである．過去画像
［Fig. 5（a）］には模擬腫瘤はなく，現在画像［Fig. 5（b）］の
左上肺野の肋間に模擬腫瘤が付加されている．従来法
による経時的差分画像［Fig. 5（c）］では，模擬腫瘤陰影
が明瞭に強調されているが，肋骨エッジや肺血管の不
整合に起因するアーチファクトがみられる．しかし，
カーネルサイズ 3のピクセルマッチング法を適用すると
［Fig. 5（d）］，肺血管のアーチファクトはほぼ除去され，肋
骨エッジのアーチファクトも大きく低減している．また，
カーネルサイズを 5，7と大きくすると［Fig. 5（e），（f）］，
肺野のアーチファクトはさらに低減されるものの，模擬
腫瘤のコントラストが低下し，描出される模擬腫瘤陰影
のサイズが縮小する傾向がある．
　模擬腫瘤を用いた経時的差分画像の物理的特性評価
の結果を Fig. 6（a）～（c）に示す．それぞれのグラフにお
いて，横軸の値が 3以上はピクセルマッチング法にお
けるカーネルサイズを示しているが，値 0は差分処理を
しないオリジナル現在画像，また，値 1はピクセルマッ
チング法を適用しない従来法による経時的差分画像に
対応している．
　Fig. 6（a）に，経時的差分画像の肺野領域におけるピク
セル値ヒストグラムの半値幅の測定結果を示す．ヒスト
グラム半値幅は，従来法と比較するとカーネルサイズ 3

のピクセルマッチング法を適用することによって約 72％
減少した．さらにカーネルサイズを大きくするに従っ
て，ヒストグラムの半値幅は徐々に減少した．この結果
は，ピクセルマッチング法を適用すると，肺野に出現す
るアーチファクトは大幅に減少することを示している．
　Fig. 6（b）に模擬腫瘤陰影の CNRの測定結果を示
す．カーネルサイズ 3のピクセルマッチング法を適用し
た経時的差分画像上の模擬腫瘤の CNRは，差分処理
なしの現在画像と比べて約 4倍，従来法による差分画
像と比べると約 5％増加した．また，さらにカーネルサ
イズを大きくすると CNRはわずかに増大した．図から
もわかるように，CNRの計測結果の標準偏差が大きい
のは，模擬腫瘤を貼付する部位によってコントラストの
変動が大きいことと，背景雑音に影響を与えるアーチ
ファクトの量が症例間で大きく変動したためであった．
しかし，実際の臨床画像では，症例ごとに胸部画像の
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Fig. 5  Temporal subtraction image with a simulated nodule.
 (a) previous image, (b) current image with a simulated nodule in the right middle lobe, (c) temporal subtrac-

tion image obtained without pixel matching technique, and (d)–(f) temporal subtraction images obtained 
with pixel matching technique with a kernel size of 3, 5 and 7, respectively.

a b cFig. 6 Evaluation of image quality for simulated lung nodules on temporal subtraction images.
 (a) FWHM of a histogram of pixel values within lung fields, which shows a number of artifacts in a subtraction 

image, (b) CNR of simulated nodules, and (c) area of simulated nodules.

多様性は大きく，また腫瘤の発生場所は異なるため，
症例ごとに CNRは大きく変動していると考えられる．
　Fig. 6（c）に，経時的差分画像上に描出された模擬腫
瘤陰影の面積の測定結果を示す．従来法に比べ，ピク
セルマッチング法を適用すると，描出される模擬腫瘤陰
影の面積はカーネルサイズ 3で約 6％，カーネルサイズ
5で約 17％減少した．またカーネルサイズの増大によっ
て，描出される模擬腫瘤の面積は減少していった．
　Fig. 7，8に，現在画像で腫瘤が指摘された臨症例を
用いて，従来法［Fig. 7（c），Fig. 8（c）］とピクセルマッチ
ング法［Fig. 7（d），Fig. 8（d）］それぞれについて得られた
結果を示す．ピクセルマッチング法では，カーネルサイ

ズ 3を用いた．Fig. 7は，現在画像の右肺門部に腫瘤が
出現した症例である．従来法において，腫瘤は明瞭に
描出されているものの，肺野全体に肋骨エッジや肺血管
などによるアーチファクトが出現している［Fig. 7（c）］．
一方，ピクセルマッチング法を用いた差分画像では，腫
瘤そのもののコントラストは保たれたままで，腫瘤周辺
のアーチファクトは差分によってほぼ除去されているこ
とがわかる［Fig. 7（d）］．同様に，Fig. 8に示す現在画像
の右上葉に存在する腫瘤の症例においても，従来法
［Fig. 8（c）］と比較して，ピクセルマッチング法では，腫
瘤のコントラストは保たれたままで，肺野全体のアーチ
ファクトがかなり低下していることがわかる［Fig. 8（d）］．
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3．考　察
　胸部単純写真において経時的差分画像は，経時変化
の検出能を改善させることができることを示す多くの報
告がある6～11）．また，経時的差分画像は病巣陰影の検
出だけでなく，差分画像を参照することで，正常胸部
写真の判断も容易となり，正しい最終診断に短時間で

到達することができるため，画像診断の生産性を改善
できることが報告されている15）．しかし，過去と現在画
像間の不整合に起因するアーチファクトは，正しい診断
の妨げとなり，アーチファクトのさらなる低減が要望され
ていた16）．本研究で提案したピクセルマッチング法は，
カーネルサイズ 3の場合，従来法で出現していたアーチ

Fig. 7 Clinical case with lung nodule.
 (a) previous image, (b) current image with a lung 

nodule in the right middle lobe, (c) temporal 
subtraction image obtained without a pixel 
matching technique, and (d) temporal subtraction 
image with a pixel matching technique.

a

c

b

d

a

c

b

d

Fig. 8 Clinical case with lung nodule.
 (a) previous image, (b) current image with a lung 

nodule in the right upper lobe, (c) temporal 
subtraction image obtained without a pixel 
matching technique, and (d) temporal subtraction 
image with a pixel matching technique.
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ファクトを平均で約 72％低減し，カーネルサイズを大き
くするとさらにアーチファクトは減少した［Fig. 6（a）］．し
かし，模擬腫瘤陰影の CNRは従来法と比べて若干増
加しているが［Fig. 6（b）］，描出される模擬腫瘤陰影の面
積はカーネルサイズを大きくすると徐々に減少する傾向
があった［Fig. 6（c）］．その理由は，ピクセルマッチング
法では現在画像の注目画素値に最も近い画素値を，変
形過去画像のカーネルサイズに相当する近傍領域から
探索して差分するために，カーネルサイズを大きくして
いけば，注目画素値により近い画素値が見つかる確率
が高くなり，病巣陰影でも差分画像の画素値は小さくな
り，コントラストが減少していくと考えられるからであ
る．そして，その結果として，描出される模擬腫瘤陰影
の面積は小さくなったものと考えられる．しかし，模擬
腫瘤陰影近傍ではアーチファクトを含めたノイズは小さ
くなっていくために，コントラストが減少してもCNRは
わずかであるが増大する傾向を示した．このように，
アーチファクトの減少と描出された腫瘤陰影面積の増大
は，二律背反の関係にあり，どちらを重視するかで適正
カーネルサイズは異なるが，アーチファクトをかなり減
少させ，描出される腫瘤面積を従来法に近いように保つ
には，カーネルサイズは 3が適当であると考えられた．
　カーネルサイズ 3のピクセルマッチング法では，マト
リクスサイズ 3×3の小領域においてピクセル値を整合
させるために，画像変形による過去と現在画像の整合
精度に依存し，その結果，各症例によってピクセルマッ
チング法の効果が異なることが考えられる．そこで，そ
れぞれの症例に対する従来法とピクセルマッチング法
の CNRを Fig. 9に示した．図からわかるように，従来
法の差分画像における模擬腫瘤の CNRが約 2.5以上の
場合には，ピクセルマッチング法を適用すればほとんど
の症例で CNRは増大するが，CNRが 2.5以下の場合
には，CNRは増大していないことがわかる．このこと
は，画像変形によって過去と現在画像が比較的精度よ
く整合された場合には，ピクセルマッチングにおけるピ
クセル値整合の対象となる画素が 3×3の小領域に存在
するために，類似した値をもつピクセル間の差分によっ
て，細かなアーチファクトが除去されて，さらに CNR

が増大することを示唆している．また，整合が悪い場合
には，ピクセル値整合の対象となる画素が 3×3の小領
域から外れるために，アーチファクトが残留し，CNR

は変化しないか，または低下すると考えられる．このよ
うに，ピクセルマッチングの効果は，過去と現在画像の
整合のための画像変形処理に大きく依存する．した
がって，ピクセルマッチング法を効果的に適用するため
には，大きな位置ズレを起こさないような安定した画像

変形処理に改良することが重要であると考えられた．
　本提案手法では計算処理時間を短くするために，画
像のマトリクスサイズを 1/3に縮小して，オリジナルの
1/9のファイル容量としたが，コンピュータの CPUの処
理速度向上に応じて，画像を縮小せずに原画像のマト
リクスサイズでの処理が実行できる可能性が出てくる．
原画像のマトリクスサイズでの処理が可能となれば，本
研究で決定したカーネルサイズ 3×3より大きな値が最
適カーネルサイズとなる可能性が高い．解像度の高い
カーネルを使用できるために，ピクセルマッチングの精
度も高くなり，その結果アーチファクトも若干減少し，
差分画像の解像度も高くなる可能性もある．しかし，前
にも述べたように過去と現在画像を整合させるための画
像変形処理が，ピクセルマッチングの精度に大きく影
響するために，現状の画像変形処理技術を用いるなら
ば，ピクセル寸法 0.6 mm，サイズ 3×3のカーネルを用
いたピクセルマッチングで十分であると考える．
　本研究では，提案したピクセルマッチング法で作成
した経時的差分画像における病巣陰影の物理的画質の
評価のために，実際の腫瘤陰影ではなく，模擬腫瘤を
貼付した画像を用いてシミュレーション実験を行った．
もちろん，実際の腫瘤陰影を有する臨床画像を用いた
物理的特性の評価が望ましいが，そのためには，過去
画像に腫瘤が存在せず，現在画像だけに新たな腫瘤が
発生した多数の症例を収集し，経験ある複数の胸部放
射線科医に腫瘤の境界をトレースしてもらう必要があ
る．このようなゴールドスタンダードの作成は極めて重
要であるが長い時間と多大な労力を必要とし困難なの
で，今回は模擬腫瘤を利用したシミュレーション実験を

Fig. 9 Comparison of CNR with and without pixel 
matching technique with a kernel size of 3.
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行った．しかし，模擬腫瘤が実際の腫瘤に類似してい
れば，今回のようなシミュレーション実験を行うことで
物理的特性を定量的に評価することが可能となり，そう
いった意味では，臨床で得られた症例で評価を行うより
も利点があると考える．今後，ピクセルマッチング法の
臨床的有用性を検証するために，実際の症例を使った
receiver operating characteristic（ROC）観察実験や臨床
試験が必要であると考える．
　また，本研究では肺癌検診における腫瘤病変に対す
るピクセルマッチング法の効果を検討したが，経時的差
分画像は間質性肺疾患などのびまん性肺疾患の診断に
も適用されている7）．ピクセルマッチング法は現在画像
におけるびまん性陰影の出現の検出には影響は少ないと
思われる．しかし，過去画像にもびまん性陰影が存在
し，現在画像で増悪した場合，陰影の経時変化の面積
を過小評価する可能性がある．このようなびまん性陰影
に対する物理評価も今後の重要な課題と考えられる．

4．結　語
　本研究では，胸部単純 X線画像における経時的差分

画像のアーチファクトを大幅に低減するためにピクセル
マッチング法を開発した．模擬腫瘤を使った差分画像
の物理特性評価の結果，カーネルサイズ 3を用いたピ
クセルマッチング法は，従来法と比較して，模擬腫瘤
陰影の CNRと描出サイズをほぼ同等に保ったままで，
アーチファクトを大きく低減することが示された．した
がって，胸部単純写真におけるピクセルマッチング法を
用いた経時的差分画像は，放射線科医による腫瘤陰影
の検出に有用である可能性があると考えられた．
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