
緒 言
近年，単純X線撮影検査では，フィルムレス化や処

理の高速化にともない，撮影終了後，画像は直ちに
picture archiving and communication system(PACS)
に転送されるようになった．通常，検像は画像転送前
に目視によって行われるが，膨大な画像枚数の検像作
業は誤認を招き，間違いがそのまま訂正されない危険
性がある．撮影後の画像の検像には，ポジショニング
の正確さや画像の方向，被写体の動き，アーチファク
ト，撮影部位の左右の撮り間違い，画像の濃淡やコン
トラスト，ノイズ等の画質，左右のマーカの入れ間違
い等の確認が含まれ，検像を行う診療放射線技師(以

下，技師と略す)はこれらの確認作業をできる限り短
時間で行わなければならない．しかし，撮影後の検像
作業は集中力を必要とする中，時間のかかる作業であ
り，技師の負担となっている．もしこれらの検像作業
を支援し，修正するシステムがあれば，技師の検像作
業への負担は軽減され，検像作業時間の短縮が期待で
きる．
一般的に技師は撮影の際，医師が読影時に X 線画

像上における患者の左右を間違えないように，患者の
右側には右(R)，患者の左側には左(L)という鉛製，ま
たはX線高吸収体のマーカ(以後，これらを総称して
本文では単にマーカと示す)を照射野内で診療の妨げ
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Summary

We aimed to develop a computerized method for the detection of radiopaque markers, such as R and L in chest
and abdomen radiography by using the generalized Hough transform and the template matching. To develop the
computerized method, we used 200 chest and abdomen images in our institution as training cases. First, two
template images for R and L markers were created with the same exposure condition as a chest X-ray. Following
various image processing, such as edge detection, thinning and Hough transformed, a look-up table that consisted of
distance and direction pairs was built for the generalized Hough transform. All training images were preprocessed
with median filter, edge detection, binarization, thinning, back ground removal and labeling. For candidates of
markers that were detected as true positive or false positive, their vote and cross-correlation were calculated with the
generalized Hough transform. To evaluate this proposed method, a validation test was performed with another
database that consisted of 800 chest and abdomen images by use of Mahalanobis distance based on vote and cross-
correlation in statistics. The precision of detecting the radiopaque markers for 800 test images was 99.9%. In
addition, this method worked out well for some specific images in which markers were overlapped with a human
body.
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とならない位置に置いて撮影を行う．マーカは，画像
内に高輝度として写り込み，読影時の指標となる．し
かし，もし仮にマーカを入れ間違えた場合，例えば，
本来患者の右側に左(L)のマーカを入れてしまった場
合，その間違いは医師の読影に混乱をきたし，最悪の
場合，誤診につながる可能性がある．このようなとき
に，画像内のマーカを自動的に検出し，間違いがあれ
ば修正または警告するようなシステムがあれば，マー
カ間違いによる誤診を回避することができる．そし
て，マーカの間違いを判定するためには，マーカの文
字を自動的に認識して，画像上のマーカの位置を特定
することができるコンピュータ手法が必要である．
画像中の対象物を自動的に検出し，認識する手法と

して，テンプレートマッチング1)，一般化ハフ変換2)，
geometric hashing3)などが挙げられ，近年では scale
invariant feature transform (SIFT)4)，histogram of
oriented gradients(HOG)5)など局所特徴量を用いた
一般物体認識に有効なアプローチが提案されている．
また，画像上の文字の認識についてもさまざまな研究
が行われ，現在では商業目的に実用化されたソフトウ
エアもみられるようになった．それらの中で，情景画
像上の文字領域の切り出しを行わずに文字を認識する
手法が小林らや岩村らによって提案されている6, 7)．
また，X 線画像においては倉西らが synthetic dis-
criminant function(SDF)法を用いて，フィルムのネー
ムプリント部にある患者 ID の数字を自動的に認識す
るシステムを開発した8)．倉西らが開発したシステム
の患者 ID 正読率は 97.6％であったが，ネームプリン
トが斜めに写し込まれた場合は検出することができな
かったと述べている．しかし，著者らが知る限り，X
線画像上のマーカの検出を試みた報告はなく，X線画
像で比較的頻繁に経験するマーカが人体構造と重なっ
た場合や照射野の制限によりマーカが欠けている状
態，更に撮影条件や被写体厚，グリッドの有無，散乱
線，画像処理条件等によって，大きく変動する文字透
過画像の画質などを考慮した認識技術の開発が必要で
ある．
本研究では，胸部および腹部単純 X 線撮影画像に

ついて，マーカを自動的に検出し判定するために，一
般化ハフ変換とテンプレートマッチング法を組み合わ
せたコンピュータ手法を提案し，その提案手法のマー
カ認識精度を明らかにすることを目的とする．

1．方 法
1-1 画像データベース
本手法の開発には，当院で撮影された 200 例の胸部

正面および腹部正面画像(年齢 16～92 歳，平均 62.6
歳，male(m)：female(f)=6：4)を学習用の画像として
用いた．使用した 200 例の画像の内訳は，胸部立位
139 例，腹部立位 39 例，腹部臥位 22 例である．そし
て，200 例中 100 例は右(R)のマーカが写り込んだ画
像であり，残りの 100 例は左(L)のマーカが写り込ん
だ画像であった．撮影装置は富士フイルムメディカル
社製XU-D1，カセッテ撮影の場合，読み取り装置は富
士フイルムメディカル社製 FCR5000 を使用した．撮
影条件は胸部の場合，管電圧 110 kvp，管電流 250
mA，撮影時間 0.02–0.3 s，距離 2 m，腹部の場合，管
電圧 85 kvp，管電流 320 mA，撮影時間 0.03–0.5 s，距
離 1.5 m(臥位)または 2 m(立位)とした．画像サイズ
は半切 1760´2140 ピクセルまたは大角 1760´1760 ピ
クセル，グレースケールはオリジナル画像は 10 bit
で，本研究における処理のために 8 bit に変換した画
像を用いた．
本手法の評価には，学習用の画像とは別に当院で撮

影された 800 例(年齢 15～95 歳，平均 61.4 歳，m：f=
6：4)の胸部正面および腹部正面画像をテスト用の画
像として用いた．画像の内訳は，胸部立位 660 例，腹
部立位 61 例，腹部臥位 79 例であり，すべての画像は
マーカの入れ間違いや左右の画像表示方向に間違いが
ないものを使用した．このときテスト用の画像には，
マーカが写り込んだものや写っていないものが含ま
れ，撮像条件は学習用のときと同様の条件であった．
そして，本研究で用いたすべての画像では，X線の吸
収値が大きい物質は画素値が高く，画像上高輝度で描
出され，X線吸収値が小さい物質は画素値が小さく，
画像上低輝度で描出されることとした．また，本研究
のデータベースに含まれる画像の使用については，当
院の倫理審査委員会の承認を得た．

1-2 一般化ハフ変換とテンプレートマッチングにつ
いて

Ballard によって提案された一般化ハフ変換は，そ
の耐ノイズ性，処理の柔軟さ，アルゴリズムの簡明さ
といった点で優れた手法である2, 9)．更に一般化ハフ
変換は，検出対象物の輪郭が他の物体と重なった場合
や雑音の影響で途切れていた場合でも検出することが
可能であるという特徴を有する10)．したがって，一般
化ハフ変換は，X線画像上の人体構造と重なったマー
カを自動的に検出することにおいて非常に有効な手法
であると考えられる．しかし，単純X線画像では，同
一部位であっても，撮影条件や被写体厚，グリッドの
有無，散乱線，画像処理条件等によって撮影後の画像
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の画質が大きく変動する可能性がある．
一方で，一般化ハフ変換は，輪郭点ごとに求めた勾

配情報から候補点を決定するため，濃度変化が急峻で
ない箇所やノイズなどの影響があった場合，マーカの
位置とその形状を精度よく求めることは難しい11)．し
たがって，本研究においては，一般化ハフ変換を直接
的に単純 X 線画像におけるマーカの検出に用いるの
ではなく，一般化ハフ変換で候補領域を決定するため
に使用される投票値を用いて，まず，マーカの候補点
を絞り込み，その候補点に対してテンプレートマッチ
ング法を応用してマーカを検出するコンピュータ手法
を提案する．
テンプレートマッチング法は，テンプレート画像の

位置や大きさを変えながら入力画像とのマッチングを
行い，最も類似度の高い画像領域を検出する手法であ
る．そして，マッチングに相関係数を用いた場合，相
関係数は画像の明度やコントラストが変化しても不変
な量であるため10)，robust な検出結果を得ることが可
能であると考えられる．一般的に，テンプレートマッ
チングは画像の広い範囲を対象に，総当たりで位置，
回転角などを考慮して比較するため，処理時間が増大
するという問題があるが，本手法では，最初に一般化
ハフ変換を応用して，その候補領域を絞り込むことに
より，効率良く，マーカを自動的に検出することを可
能にした．

1-3 マーカの検出および判別方法
使用したコンピュータは，CPU が Pentium(R)

Dual-Core，2.5 GHz，Memory が 2.0 GB，OS が
Microsoft Windows 7 であり，画像処理アルゴリズム
の開発に Borland 社製 C++ Builder を用いた．使用し
たマーカは日本メディカル社製「ぺったんマーカー
(PM-112P)」のアルファベット文字 R と L のマーカ
であり，1.2 mm 鉛当量 99.99％，サイズは縦 25 mm
横 17 mm である．そして今回，マーカを検出するに
あたりマーカの検索条件は，画像内の全範囲を検索
し，更にすべての方向(0 度から 359 度)のマーカを検
索することとした．
本法は，Rと Lのマーカの形状情報を作成する作業

(Fig. 1a)と，後述する前処理を施したのち，一般化ハ
フ変換の手法とテンプレートマッチング法によりマー
カを自動検出する処理(Fig. 1b)の 2 段階に分けられ
る．形状情報を作成する作業(Fig. 1a)では，事前に胸
部の撮影条件で撮影したマーカの画像を使用した．そ
して，Fig. 1b では，作成した形状情報と同じマーカ画
像を切り出し，テンプレートとして使用した．
システムの学習においては，前段階処理の形状情報

設定を行った後に，その形状情報を用いて一般化ハフ
変換自動検出処理を行い，マーカの候補点から一致度
と投票値を求め，マーカの判別に必要なマハラノビス
汎距離の統計値を算出した．そして，システムの評価
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Fig. 1 Overall computerized scheme for the identification of radiopaque marker.
(a) Processing of the creation of R-table, (b) Processing of the identification of radiopaque markers

a b



においては，800 例のテスト用の画像を用いて，学習
用の画像で決定したマハラノビス汎距離の閾値をルー
ルに用いて，自動検出処理の validation test を行い，
本法のマーカの検出の精度について検証した．以下に
それぞれの処理の詳細を示す．
1-3-1 マーカのテンプレートと形状定義表(R-table)

の作成
一般化ハフ変換は，直線の検出に用いられたハフ変

換の手法を，直線以外の任意図形に応用したものであ
る10)．そして，一般化ハフ変換では，任意図形の特徴
を表現するためのテンプレートの形状定義(R-table の
作成)，パラメータ空間の設定，投票(候補となる画素
に対して，用意したテンプレートが一致した場合に，
そのテンプレートが選択されたことを記録する作業)，
ピーク点の抽出といった作業が必要となる．
本研究では，まず，Fig. 1a の手順に従って，検出す

るマーカ(R と L)のテンプレートと，テンプレートの
形状を定義するための R-table を作成した．R-table
は一般化ハフ変換において，図形候補の基準点が位置
する可能性のある点に投票するための指標で，本研究
においては検出対象である R と L のマーカそれぞれ
について，一つのR-table が必要となる．
R-table の作成は，マーカ Rを例にあげて述べる．

まず，Fig. 2 に示すように，抽出したマーカのテンプ
レートの画像中心を基準点 Q とし，すべてのエッジ
点列に対して P 点の直交座標軸とエッジ点列の接線
の角度 i，基準点Qからエッジ点列までを結ぶ線と P
点の直交座標軸の角度 i，基準点Qから edge 点列ま

での距離 riを求めた．ここで，今回の研究では，エッ
ジ点列の接線の角度 iの分解能は 1° であったことか
ら，i は 1° から 180° の値をとる．そして，各エッジ点
列の接線情報を精度よく求めるために，多段階型のハ
フ変換11)を用いて接線情報を算出した．次に，すべて
のエッジ点列に対して求めた値(i，i，ri )を Table 1
のように登録し，マーカRと Lそれぞれの R-table と
した．マーカ L についても，上述のマーカ R と同様
の手順でR-table を作成した．
1-3-2 前処理
Figure 1b の一般化ハフ変換を行うための前の処理

として，まず，画像内のノイズを除去する目的で原画像
の全領域に対して 3´3 のメディアンフィルターを適
用した．次に X 線が被検体を通らず直接入射した直
接 X 線領域と体幹部領域を区別するために，画像の
ヒストグラムを作成し，画素値 20 以上でかつ，もっと
も大きい面積の領域を体幹部領域と決定した．ここで
決定した画素値 20 という閾値は，学習用の画像を用
いた予備実験によって，画素値 20 未満が直接X線領
域であることを確認してから設定した値である．
体幹部領域を決定した後，フィルタサイズ 3´3 の

Prewitt のエッジ検出処理を行った．このときエッジ
検出処理では，エッジ強度による閾値を設定した．使
用したマーカは，画像上では画素値が非常に高く，コ
ントラストも高い傾向にある．そこで学習用の画像に
ついてエッジ強度を変化させてエッジ処理を行い，
マーカの欠損がないか目視で確認しながら最適なエッ
ジ強度を求めた．その結果，エッジ処理では体幹部領
域のエッジ強度が 30 以上の画素値のみ抽出し，直接
X線領域では，エッジ強度が 40 以上の画素値のみ抽
出した．そして小さなごみを除去するために，残った
エッジに対してラベリング処理を行い，ラベリングさ
れたすべての候補についてエッジ面積(エッジ総画素
数)を求め，その中から検索するテンプレートのエッ
ジ面積の 0.5 倍以上を満たす候補点のみを抽出した．
ここで決定したテンプレートのエッジ面積の 0.5 倍と
いう閾値は，学習用の画像を用いた予備実験によっ
て，テンプレートのエッジ面積の 0.5 倍未満の候補点
がすべてマーカ以外の構造物であったことから設定し
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Fig. 2 Illustration of R-table components.
i : the angle, i is an angle between tangent line of a

boundary and x-axis in orthogonal coordinates, P.
i : The angle, i is an angle between a line drawn from a

boundary to the reference point, Q and x-axis in
orthogonal coordinates, P.

ri : The distance, ri is a line drawn from a boundary to the
reference point, Q.

Table 1 R-table
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た値である．
更に，マーカと重なって写っている被写体の影響を

排除するために，体幹部領域の候補点に対して背景除
去処理を行った．この処理では，ラベリングされたそ
れぞれの候補点の陰影内部領域に対してヒストグラム
を作成し，最大画素値から 10％以下の画素値をマーカ
以外の背景と考え，それを閾値として原画像から取り
除き，画素値を 0とした．同じように最大画素値から
20％，30％と閾値を変化させて背景を取り除き，残っ
た画素数とテンプレートの画素数を比較して，もっと
もテンプレートの画素数に近い閾値で背景除去された
画像を選択した．ここで決定した最大画像値の 30％
という閾値は，学習用の画像を用いた予備実験によっ
て，30％より大きな割合で背景除去した場合，マーカ
の一部も背景とみなして除去されたことから，背景除
去処理の上限値として設定した値である．
そして，背景除去後の画像には，境界に不要なエッ

ジが生じるため，この不要なエッジを取り除くことを
目的に，背景除去されたエッジ画像と先にエッジ処理
を行った画像と各画素でAND処理し，残った画素を
候補のエッジとした．そして，細線化処理を加え，ラ
ベリング処理後，候補点に対してマーカよりも大きい
X線高吸収体(ペースメーカーや術後のインプラント
など)と考えられる候補点を除去するため，学習用の
画像のマーカが含まれた候補の面積を調べ，その結果
より，検索するテンプレート面積の 3倍以上の候補点
を候補から除いた．
1-3-3 一般化ハフ変換処理および一致度の算出
Figure 1b の一般化ハフ変換処理では，図形の位

置・回転を考慮した標準的な幾何変換モデルを使用し
た．この幾何変換モデルでは，テンプレート画像が

度回転し，テンプレート上の点 P が座標(，)に
あったと仮定すると，基準点Q(，)の画像座標は
式(1)および式(2)として表すことができる10)．

   (1)

   (2)

(，)：基準点Qの画像座標
(，)：点 Pの画像座標
：画像回転角
：基準点から各 edge 点列までを結ぶ線と点 P の
直交座標軸の角度(1£ i£180)

：基準点から edge 点列までの距離(1£ i£180)

今回の一般化ハフ変換処理では，ほぼ等倍で画像が

形成される X 線画像という性質から，拡大率につい
ては除外したため，投票するパラメータ空間は，(，
，)の三次元空間とした．そして，前処理を行った
画像のすべてのエッジ点列に対して，多段階型のハフ
変換を用いて接線情報を求めた．そして先に求めた
R，LそれぞれのR-table にしたがって各パラメータ空
間に投票を行った．
次に，一般化ハフ変換から算出された候補点につい

て，投票値の高いものから順番に，座標と角度をもと
にテンプレートを幾何変換し，相互相関係数を一致度
の尺度として式(3)により R，L それぞれの対象画像
との一致度CR，CLを求めた．
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Xqと Yqは基準点 Q の画像座標， 

 



 は対象画像の画素値， はテンプレー

ト画像の画素値，Mおよび Nはそれぞれテンプレー
ト画像の縦横の画素数(マトリックス数)， と は
それぞれ各領域の画素値の平均値である．
1-3-4 マーカの判別方法
Figure 1b のマーカ判定では，まず，一般化ハフ変

換を行った 200 例の学習用の画像を用いて，投票値が
高い候補点から順番に相関テンプレートマッチングを
行い，テンプレート R と L それぞれの一致度 CR， CL
を算出した．そして，マーカが検出されたとき(陽性：
true positive[TP])の投票値と一致度，誤検出された
とき(偽陽性：false positive[FP])の投票値と一致度の
分布を調べた．
本研究では，マーカの判別分類方法として，クラス

の分布の広がりの状態を反映して距離を算出すること
ができるマハラノビス汎距離を用いて，投票値と一致
度の 2変量の判別分析を行った．そして，マハラノビ
ス汎距離Dは以下の式を使用した．




 (6)

ここで，200 枚のトレーニング画像から算出された一
致度と投票値の分散をそれぞれ ，とし，共分散を
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とすると，式中の相関係数は





(7)

となる．そして，(6)式の ucは一致度の一次元マハラ
ノビス距離であり，





(8)

C はテスト画像から測定された一致度，はトレーニ
ング画像から求めた一致度の平均値である．また，
(6)式の uvは投票値の一次元マハラノビス距離であり，





(9)

VOTEはテスト画像から測定された投票値，はト
レーニング画像から求めた投票値の平均値である．し
たがって，マーカ R と L のテンプレートについて，
200 例の学習用の画像から得られた陽性 TP と偽陽性
FP の一致度と投票値の分布から，マハラノビス汎距
離で計算するために必要な平均値，分散，共分散，相
関係数をそれぞれ求めた．ここで，マハラノビス汎距
離を計算するために本研究では，母平均は標本平均，
母分散は不偏分散で代用した．
次に，マハラノビス汎距離を用いて学習用の画像と

は別の 800 例のテスト画像の validation test を行っ
た．このときのマーカの判別方法は，テスト画像で算
出されたマーカ候補の投票値 VOTE と一致度 C か
ら，学習用の画像のマーカが検出(陽性：TP)された群
とのマハラノビス汎距離DTPと，誤検出(偽陽性：FP)
された群とのマハラノビス汎距離DFPをそれぞれ求め
た．そして，マハラノビス汎距離の差(DFP–DTP)が 0
以上であった場合，対象画像にはそのテンプレートの

マーカが存在すると決定し，そのとき算出された座標
および角度を基準点 Q とした．一方，左右両方のテ
ンプレートともにマハラノビス汎距離の差(DFP–DTP)
がマイナスであった場合，対象画像にマーカは存在し
ないと決定した．そして，本システムのマーカ判別の
評価は，算出された基準点 Q の座標と角度からテン
プレートを幾何変換し，対象画像と重ね合わせ，目視
によって一致の可否を判断した．

2．結 果
200 例の学習用の画像に Lマーカのテンプレートで

一般化ハフ変換，相関テンプレートマッチングを行
い，マーカが検出されたときの一致度と誤検出された
ときの一致度と投票値の分布を Fig. 3a に示した．ま
た同様に，Rマーカのテンプレートでマーカが検出さ
れたときの一致度と誤検出されたときの一致度と投票
値の分布をFig. 3b に示した．
Figure 3a のテンプレート Lについて，一致度と投

票値の分布は，TP1 クラスと FP2 クラスの計 3 クラ
スに分けられた．この内，図左下の領域に分布してい
る，FP群は，マーカ Rに対しテンプレート Lを使用
したときの分布であった．次に，TP 群に近い領域に
分布しているFP群は，マーカ Lに対してテンプレー
ト L を誤った角度でテンプレートマッチングしたと
きや，マーカA-P などが含まれていた．そして，三つ
のクラスの場所は，投票値に偏りが認められた．した
がって，本研究で精度よくマーカを検出するために
は，投票値を考慮した TP 群と TP 群に近い FP 群と
の境界を正確に判断することができる判別方法が必要
になる．加えて，実際の臨床でわれわれが予期してい
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Fig. 3 (a) Votes of the parameter space (x-y) and the cross-correlation CL for the 200 training images by using the template L
(b) Votes of the parameter space (x-y) and the cross-correlation CR for the 200 training images by using the template R

a b



ない X 線遮蔽物や医療機器など，投票値が低いにも
かかわらず，背景除去不良によって相関係数が高くな
る誤検出の可能性を排除するために，本法では，クラ
スの分布の広がりの状態を反映して距離を算出するこ
とができる 2 変量のマハラノビス汎距離を使用して
TP と FP の判別分析を行った．そして，テンプレー
ト Lについて，マハラノビス汎距離を求めるために必
要な統計情報を算出した(Table 2a)．
Figure 3b のテンプレート Rについてもテンプレー

ト L と同様の分布結果を示した．一致度と投票値の
分布は，TP の 1 郡と FP の 2 群の計 3 群に分けられ
たため，TP 群と TP 群に近い FP 群の境界をマハラ
ノビス汎距離で判断するために，テンプレートRにつ
いて必要な統計情報を算出した(Table 2b)．
Table 2 の結果から，(6)式のマハラノビス汎距離を

用いて，800 例のテスト画像の validation test を行っ
た．Table 3 は 800 例のテスト画像に対するマーカの
認識結果である．これら算出された基準点からテンプ
レート画像を幾何変換し，対象画像と重ね合わせ，目
視によって一致の可否を確認した結果，本法のマーカ
の認識精度は 99.9％であり，800 例中，799 例の画像を
正確に認識していることが確認できた．800 例の画像
の中にはマーカが被写体と重複した画像が 271 例含ま
れ，その中の 1例を除いて良好な結果を得ることがで
きた．また，800 例の画像の中にはマーカの一部が欠
損した画像が 5例含まれ，それらの画像に対しては 1
例を除いて正確にマーカを認識することができた．
マーカを正しく認識できた画像 6 例を Fig. 4 に示

す．Figure 4a は，対象画像の Rマーカが被写体の手

掌部と重なった胸部正面画像である．ここに示す
Edge image は，背景除去処理する前のエッジ処理の
み施した画像である．エッジ処理によってマーカ周辺
の背景が除去されていることが確認できた．そして，
Result image は，Edge image から背景除去処理を施
し，前処理をすべて終えた画像と一般化ハフ変換で算
出された基準点から幾何変換したテンプレート画像を
重ね合わせた画像である．このとき重ね合わせた画像
を目視し易くするために，対象画像の画像濃度は反転
し，テンプレート画像は青色で表示した．テンプレー
ト画像は，対象画像と一致しており，正確にマーカを
認識していることが目視によって確認できた．Figure
4b は，Rマーカの向きが逆になっておかれている胸部
正面画像である．画像の下部には生殖腺防護のエプロ
ンが高吸収体として高輝度に写りこんでいる．Result
image では，向きが逆になっているマーカを正確に認
識していることが確認できた．Figure 4c は，対象画
像の L マーカが肩関節と重なった胸部正面画像であ
る．マーカは肩峰と烏口突起に重なってはいるもの
の，Edge image では，エッジ処理によって，マーカ周
辺の背景が除去されているのが確認できた．Figure
4d は，対象画像の Rマーカが肋骨と重なった腹部正
面画像である．Edge image では，肋骨の輪郭が残り，
Rマーカと重なっている．Result image では，マーカ
周辺の肋骨の輪郭がなくなっており，背景除去処理に
よって肋骨が正確に取り除かれていることが確認でき
た．Figure 4e は，R マーカのほかに撮影方向を示す
A-P マーカが写りこみ，肩甲骨と重なっている胸部正
面画像である．Edge image では，肩甲骨の輪郭が多
少残ってはいるものの，Result image では，背景除去
処理によって肩甲骨の輪郭は正確に取り除かれ，R
マーカを正確に認識していることが確認できた．
Figure 4f は，対象画像の Lマーカの一部が画像領域外
にでて欠損していた胸部正面画像である．Result im-
age では，マーカの一部が欠損しているにもかかわら
ず，Lマーカを正確に認識していることが確認できた．
そして，マーカを正しく認識できなかった画像を

Fig. 5 に示す．マーカは被写体と重なって写り込み，
照射野の制限によってマーカの一部は欠損していた．
また，背景除去処理画像では，背景除去処理後，照射
野外の高輝度領域が除去されずに残っているのが確認
できた．

3．考 察
本法のマーカの認識精度は，800 例中 799 例

(99.9％)であり，高い認識率を達成することができた．
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Table 2a The statistic result of the votes and the cross
correlation values with template L

Template L
TP FP (others)

Votes CL Votes CL

Mean (u) 72.68 0.915 53.04 0.678
Variance 272.54 0.002 113.2 0.001
Covariance 0.13 0.03
Correlation coefficient () 0.21 0.08

Table 2b The statistic result of the votes and the cross
correlation values with template R

Template R
TP FP (marker A-P)

Votes CR Votes CR

Mean (u) 68.75 0.847 68.89 0.687
Variance 66.01 0.001 53.95 0.001
Covariance 0.04 0.06
Correlation coefficient () 0.21 0.35
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Fig. 4 Examples of correctly identified radiopaque markers.
(a) The R marker overlaps the hand of the subject. (b) The orientation of the R marker is upside-down. (c) The L
marker overlaps the shoulder joint of the subject. (d) The R marker overlaps the rib of the subject. (e) The R
marker and the A-P marker overlap the scapula of the subject. (f) A part of the L marker is outside of the image.

Fig. 5 An example of incorrectly identified radiopaque markers.

Table 3 Results summarizing the investigation of all test images

The parts of the body
(a type of radiopaque

markers)

Total number
of images

Number of images
identified correctly

(%)

Number of images identified incorrectly

Template R Template L Total

Chest (R) 289 289 (100) 0 0 0
Abdomen (R) 87 87 (100) 0 0 0
Chest (L) 164 163 (99.9) 0 1 1
Abdomen (L) 29 29 (100) 0 0 0
Chest (–) 207 207 (100) 0 0 0
Abdomen (–) 24 24 (100) 0 0 0
Total 800 799 (99.9) 0 1 1

a b

c d

e f



そして，Table 3 のマーカ別の内訳についても sensi-
tivity は，マーカR，Lそれぞれ 100％，99.5％であり，
specificity は R と Lのマーカともに 100％と非常によ
い成績を得ることができた．このことは，画像の左右
の表示方向が正しい場合に限り，本システムを用いれ
ば，自動的にRと Lのマーカを認識し，検出された画
像上のマーカの位置からマーカの置き間違えによるエ
ラーを判定することが可能であることを示唆してい
る．そして，今後さらにマーカ R と L の反転文字の検
出と digital imaging and communications in medicine
(DICOM)情報の画像方向情報を用いれば，画像の表
示方向(AP，PA)を考慮したマーカの置き間違えを判
定するシステムの構築が可能となると考えられる．
胸部・腹部単純X線画像では，マーカが被写体と重

複して写ることが多く，今回のテスト用の画像につい
ても，マーカが写り込んだ画像 569 例中，マーカが被
写体と重複して写り込んでいる画像は 271 例とマーカ
が写り込んだ画像の 47.1％を占めていた．そのような
中でも本法は，1例を除いてマーカが被写体と重複し
て写っている画像を安定して認識することができた．
加えて，術後のホッチキスやドレーンチューブ，心電
図の電極，体温計，コイン等が含まれた画像について
も誤検出することはなかった．これは，前処理によっ
て不必要なごみや背景，マーカ以外のほとんどの X
線高吸収体を除去できたためと考える．更に，撮影の
ときにマーカの置いた位置が悪く，マーカが画像領域
の外にでて，マーカの一部が欠損している画像につい
ても検出することが可能であった(Fig. 4f)．このよう
に，一般化ハフ変換は対象画像が欠損していた場合に
おいても検出可能であり，本法でも一般化ハフ変換の
有効性が証明されたと考える．
次に，本法でマーカを認識することができなかった

画像(Fig. 5)について，マーカを認識することができ
なかった原因は，背景除去処理不良であったと考えら
れる．なぜなら，画像の投票値のパラメータ空間 x-y
をみてみると，投票値がマーカ周辺に集積しているの
を確認することができた．このことから，エラーの原
因は，一般化ハフ変換処理の時点では候補点として挙
げられた基準点が，テンプレートマッチングの段階で
退けられていたと推測できる．つまり，マーカが照射

野の制限によって照射野外の高輝度領域に重なって写
り込み，背景除去処理が不完全だった場合，最終判断
で用いるテンプレートマッチングの一致度の値は，
マーカ以外の背景によって小さくなり，マハラノビス
距離の検出可能な閾値を超えることができなくなった
と考えられる．
単純 X 線検査の検像において，技師は撮影中また

は撮影後に短時間で検像を行っている．そして，今回
検討した画像内のマーカの左右間違いの確認において
も，技師は数秒以内に確認を終える．したがって，検
像システムに求められる処理時間も数秒以内であるこ
とが求められる．本法では，画像サイズを 4分の 1に
したとき，一つのマーカを判定するための平均処理時
間は 3秒(前処理：1秒，一般化ハフ変換：1秒，テンプ
レートマッチング処理：1秒)であったことから，この
ような処理速度で本システムを実際の臨床に導入すれ
ば，技師の検像を支援することが可能であると考えら
れる．更に，その他の運用方法として，撮影業務に直
接影響しない環境下，例えば検像システムのバックグ
ラウンドで本システムを使用して，マーカの左右間違
いがあればその画像を PACS に転送しないような方
法も医師の誤診を回避するために有効であると考えら
れる．

4．結 語
胸部および腹部単純 X線画像について，単純 X線

検査で使用する鉛製のマーカ(R と L)を一般化ハフ変
換と相関テンプレートマッチングを用いて自動的に検
出するシステムを開発し，マーカの認識精度について
検証した．その結果，本法のマーカの認識精度は，800
例中 799 例(99.9％)が正しくマーカを認識することが
できた．さらにマーカが被写体と重複した画像やマー
カが一部欠損した画像についても良好な結果を得るこ
とができた．
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