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二次元超音波画像を用いた三次元超音波像再構成法の開発
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Summary

In this study, a computerized scheme for reconstructing three dimension (3D)-ultrasonography (US) of a 
breast mass using off-line B-mode two dimension (2D) dynamic US images obtained by conventional 2D 
equipment was developed. Two off-line 2D dynamic US images were obtained with two orthogonal directions 
for each mass. The z axis of reconstructed 3D-US of a breast mass was estimated by using a length of the mass 
on the orthogonal image. In order to verify whether the 3D-US reproduces the real form of a breast mass, the 
correlation between two image features (volume and effective diameter of a mass), which were calculated 
from 3D-US, and visual assessment reported by physicians were evaluated. For seventy-nine breast masses 
used in this study, estimated mass volumes obtained from 3D-US had a high correlation (R=0.925) with those 
obtained from diagnostic reports. In conclusion, it was suggested that our computerized scheme could repro-
duce the 3D form of breast masses with relatively small errors.
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緒　言
　近年，超音波診断装置の進歩によって三次元超音波
画像を得ることが可能となり，臨床や研究において多く
利用されている1～4）．臨床において，三次元超音波画像
が活用されることで，腫瘤と臓器の位置関係の把握が
容易になることや，さまざまな方向から観察可能となる
ため術前のシミュレーションとして利用可能となる．さ
らに，二次元超音波画像では経時的変化の観察におい
て同じ断層像を得られているのかどうかが疑問であった
が，三次元超音波画像では立体的に表示することが可
能であるためこの問題点を補うことができる5）．
　一般に，三次元超音波画像データの取得には，二次
元超音波画像（Bモード）を撮像するためのプローブを

手動，または補助器具や特別な装置を用いて機械的に
走査して複数の画像を撮像した後，再構成する手法4）

と，超音波診断装置に付属の位置検出機構を用いる手
法がある1～3）．位置検出機構には磁気を用いた位置セン
サを使用する方式，電子走査と機械走査複合型プロー
ブを用いる方式，高フレームレートリアルタイム三次元
超音波画像用プローブおよび装置を用いた方式などが
あり，比較的，鮮明で診断能の高い三次元超音波画像
が得られる3）．一方，前者の位置検出機構が付属しない
超音波診断装置を用いる手法には，単純に二次元超音
波画像用のプローブをスライス幅方向に平行移動もしく
は扇状走査させて情報を得る free-hand走査，スライス
幅方向のビームを広げた拡散ビームプローブを用いた
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方式，そして，リアルタイムパノラミックビューを応用
した free-hand走査，検査部位を固定し，プローブを機
械的に二次元的に走査し，後処理で三次元画像データ
を再構成する手法などがある1～4）．
　しかしながら，位置検出機構を使用せずに free-hand

走査で得られた二次元超音波画像データから三次元超
音波画像を再構成する方法では，何らかの方法で走査
方向の速度や移動距離の情報を得ることが必要とな
り，それらの情報が得られず，手振れなどが存在する
場合には，再構成された三次元超音波画像における再
現性は低くなる．一方，位置検出機構を用いる方式で
は，三次元超音波画像を再構成し表示するために専用
の超音波診断装置またはプローブが必要となり，さら
に，その適用はオンラインで収集される画像データに限
定される場合が多い．
　本研究では，専用の超音波診断装置およびプローブ
を用いずに，従来型の装置からオフラインで free-hand

走査によって得られた直交する二つの二次元動画像
データからプローブの走査方向の速度（距離）を推定
し，走査方向の揺らぎによる誤差の少ない三次元超音
波画像を再構成する手法を開発した．これまでにも，
free-hand走査によって得られた二次元動画像データか
ら三次元超音波画像を再構成する手法については，大
城らによる提案があったが6），彼らの提案手法では，
ディジタイザを用いてオンラインで位置情報を取得する
機能が必要で，われわれが調べた限りでは，オフライン
で得られた画像を対象とした三次元超音波画像の再構
成手法に関する研究はこれまでに報告されていない． 

　さらに，本手法で得られた乳腺腫瘤の三次元再構成
画像が実際の乳腺腫瘤の形状を再現しているかどうか
を検証するため，本手法で開発した三次元像から推定
した乳腺腫瘤を半自動的にセグメンテーションする手法
を適用し，そこから得られた乳腺腫瘤の画像特徴量と
診断レポートに記載された数値データとの相関性につい
て検討を行った．

1．方　法
1-1 使用装置および画像データベース
　使用装置は，14 MHzの高周波リニアプローブ（EUB-

8500，日立メディコ）および 12 MHzの高周波リニアプ
ローブ（aplio XG，東芝メディカル）であった．超音波動
画像は，本手法の開発のためにファントム画像を用い，
その後の評価では臨床画像を用いた．開発のために
ファントム画像を使用した理由は，臨床画像では元の乳
腺腫瘤の形状を正確に評価することが困難で，再構成
した三次元像の形状と実際の形状を比較することが困

難であったためである．
　ファントム撮影には，直径 100 mm，高さ 90 mmの
アクリル円筒内の中央部に直径 20 mm，高さ 20 mmの
超音波画像上で低信号となる円柱状のファントムを固
定したエラストマ樹脂製のファントムを用いた．
　臨床画像は，本学医学部附属病院において 2010年 2月
から 2011年 2月に撮像された 79個（良性 51個，悪性
28個）の病変を含む 71例を用いた．79個の乳腺腫瘤に
ついての確定診断（悪性に関しては細胞診などの病理診
断，良性に関しては，病理診断または経過観察など）を
以下に示す．
　良性［51個］：囊胞［10］，乳管内乳頭腫［6］，線維腺腫
［5］，乳腺腫瘤［4］，濃縮囊胞［1］，低エコー腫瘤［2］，
粉瘤［1］，囊胞内乳管腫［1］，線維腺腫または囊胞［1］，
線維腺腫疑い［9］，囊胞疑い［4］，濃縮囊胞疑い［2］，腺
内リンパ節疑い［1］，脂肪腫疑い［1］，乳管内乳頭腫疑
い［2］，線維腺腫または囊胞疑い［1］
　悪性［28個］：乳頭腺管癌［13］，乳癌［6］，乳頭腺管癌
もしくは硬癌［2］，硬癌［2］，充実腺管癌［1］，充実腺管
癌もしくは硬癌［1］，低エコー域［1］，乳頭腺管癌もしく
は硬癌［1］，アポクリン腺癌［1］
　すべての臨床画像は 2名のマンモグラフィ検診制度
管理中央委員会認定検診マンモグラフィ撮影認定診療
放射線技師（超音波検査経験が 2年と 19年）によって撮
像され，対象とする乳腺腫瘤について，直交する 2方
向で走査し取得された Bモードの二次元超音波検査の
動画像を AVIフォーマットで CD-ROMに保管し，その
後，画像データを病院外へ持ち出す前に病院で使用さ
れていた IDを研究 IDで匿名化し，氏名などの個人情
報を削除した．なお，本研究における臨床画像の使用
に関しては，本施設の倫理委員会の承認を得た．
　本研究において，ゴールドスタンダードとなる 79個
の乳腺腫瘤の実際の体積および直径の計算には，超音
波検査の所見に記載されたサイズを用いた．乳腺腫瘤
の体積は，所見に記載されていた腫瘤径（a×b×c mm）を
用いて，以下に示す式によって計算し，決定した．腫瘤
径に関して，aは病変の最大径，bは aに直交する断面
の最大径，cは最大径面における高さである7）．

V
a b c= × × × ×
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π体積 　…………………………（1）

　乳腺腫瘤の直径の評価には，（1）式で算出した体積か
ら実効直径を算出して用いた．実効直径 Dは，乳腺腫
瘤の体積 Vと同じ体積となる球を想定し，その球の直
径を算出することで与えられる．以下に実効直径 Dを
求める式を示す．
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　Fig. 1に今回用いたデータベースに含まれる 79個の
乳腺腫瘤の所見の記載値から計算した体積と実効直径
（mm）のヒストグラムを示す．79個の乳腺腫瘤の実効直
径の平均値は 10.8 mm（標準偏差 =6.2 mm）で，最大は
33.9 mm，最小は 3.6 mmであった．

1-2 二次元超音波動画像を用いた三次元像再構成法
　本手法における三次元再構成法の概要を Fig. 2に示
す．まず，ファントム（または乳腺腫瘤）に対して直交す
る 2方向から超音波動画像を撮像した．次に，撮像し
たオリジナルの動画像［マトリクスサイズ：640×480（日
立），800×600（東芝）］からファントムおよび乳腺腫瘤が
含まれる範囲を 400×400のマトリクスサイズでフレーム
画像として切り出し，総フレーム数と同じ数の BMP

フォーマットの二次元画像とした．各フレーム画像にお
けるピクセルサイズは，オリジナルの超音波画像上に表
示されているスケールを用いて，目盛上の 1 cmあたり
のピクセル数を画像解析ソフト ImageJ［Java 1.6.0_20

（64-bit）, National Institutes of Health, USA: http://

imagej.nih.gov/ij］で計測し，ピクセル数で 10 mm（1 cm）
を除した値をピクセルサイズと決定した．計測したピク
セルサイズは 0.09 mm，0.11 mm，0.13 mm，0.17 mm

のいずれかであった．その後，全フレーム画像を合成
し，手振れ補正，二次元画像時間軸から三次元 z軸へ
の変換を行い，三次元像を再構成した．各処理の詳細
について，以下に述べる．
1-2-1 手振れ補正
　フレーム画像をコンピュータへ入力し，全フレーム画

像を合成した後，黒の部分がピクセル値 0，ファントム
および乳腺腫瘤内部がピクセル値 255となるように，白
黒反転処理を行った．その後，超音波動画像におい
て，乳房のような柔らかい組織上を手動でプローブを走
査し撮像するために生じた手振れを補正するための処
理を行った．この手振れ処理では，まず，連続する 2

枚のフレーム画像について，1枚目のフレーム画像の中
央部にマトリクスサイズ 160×160の検索領域を設定
し，続く 2フレーム目の画像中央部からマトリクスサイ
ズ 150×150のテンプレート画像を取り出す．なお，検索
領域およびテンプレート画像のマトリクスサイズは経験
的に決定した．次に，1枚目の画像の検索領域内でテン
プレート画像をオリジナルの座標から x軸方向に ±5ピ
クセル，y軸方向に ±5ピクセル，1ピクセルずつ移動さ
せ，その都度，テンプレート画像と 1枚目のフレーム画
像の同じ位置，同じマトリクスサイズの画像データとの
相互相関係数を計算する．そして，すべての座標にお
いて相互相関係数が最も高い値を示した座標から，テ
ンプレート画像（2フレーム目の画像）の 1枚目のフレー
ム画像に対するズレ量を決定し，ズレが 0となるように
2フレーム目の画像を移動させる．以上の作業を，最後
のフレーム画像まで繰り返す．各フレームにおいて，相
互相関係数 Cを算出するために用いた計算式を以下に
示す．

C
XY

A x y a B x y b

a bx

X

y

Y

=
− −{ }{ }

==
∑∑1

11

( , ) ( , )

σ σ 　………………（3）

　ここで，Aおよび Bは原画像およびテンプレート画像
であり，a，bおよび σ a，σ bは Aと Bの平均値および標
準偏差である．相互相関係数 Cは比較する 2枚の画像
が同一である場合に 1.0となり，全く違う画像である場

Fig. 1 Overall computerized scheme for the recon-
struction of 3D-US.

Fig. 2 Histogram of effective diameter for 79 breast masses.
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合に 0.0となる．
1-2-2 三次元像再構成のための時間軸－ z軸変換
　三次元像は，原理的には，正しく1方向に走査した
動画像から再構成することが可能であるが，超音波動
画像を用いて三次元像を再構成する際の問題点とし
て，撮像する際のプローブ走査の速さによって走査方
向の大きさが変化してしまうという欠点がある．した
がって，そのまま再構成してしまうと，実際のサイズと
は異なる走査軸方向に短い（または長い）三次元像が再
構成される可能性がある．
　この問題を解決するために，ファントム（または乳腺
腫瘤）に対して，それぞれ直交する 2方向から撮像した
二つの動画像を互いに利用した．つまり，本手法では，
ある画像においてプローブ走査の速さが一定で，その
速さによって変化する三次元像の z軸の大きさが，直
交する角度で撮像された直交画像の x軸方向における
対象の大きさに比例すると仮定し，直交画像を利用し
た．例えば，Fig. 3に示したファントム画像の場合，円
柱状ファントムに対して直交にスキャンした動画像（A）
のスキャン軸方向の長さは，動画像（B）で示される円柱
の高さ Dに等しく，動画像（B）のスキャン軸方向の円柱
の直径は，動画像（A）で得られる円の直径 Rに等しい．
したがって，動画像（A）における腫瘤の三次元空間にお
ける X，Y，Z方向のサイズを Sx，Sy，Sz，XY平面のピ
クセルサイズを Pxy（mm），腫瘤の最初から最後までを
含む動画像のフレーム数を Fとすれば，z軸方向のオリ
ジナルのピクセルサイズ P’z=D/F(mm)から，Sz=(P’z＊
F)/Pxyとして線形補間処理を行うことで，ボクセルサイ
ズ Pxy，ボリュームサイズ Sx＊Sy＊Szの等方性ボクセル
のボリュームデータを再構成することが可能となる．

1-3 三次元再構成画像から求めた乳腺腫瘤の推定
体積の整合性の評価

　本手法で求めた乳腺腫瘤の三次元再構成画像が実際
の乳腺腫瘤の形状を正しく再現しているかどうかを検
証することを目的として，乳腺腫瘤の三次元再構成画
像から腫瘤の推定体積を計算によって求め，診断レ
ポートに記載されていた数値データから算出したゴー
ルドスタンダードの体積および実効直径との相関を求
めた．
1-3-1 腫瘤のセグメンテーション
　三次元再構成画像から乳腺腫瘤部の推定体積を計算
するために，まず，腫瘤部分のセグメンテーションを
行った．はじめに，ノイズ除去および腫瘤部分の強調を
目的として，三次元再構成画像に対して，カーネルサイ
ズ 3×3×3（voxel）のガウシアンフィルタ処理を行った．な
お，このガウシアンフィルタにおけるカーネルサイズは
経験的に決定した．次に，全フレーム画像において腫
瘤の重心を求め，重心の（x, y）座標を同じ位置に 10×10

（pixel）の ROIを設置し，ROI全体の平均値および標準
偏差を計算した．計算した平均値 μ および標準偏差 σ
を用いて，μ−σ /2をしきい値として，しきい値以上のピ
クセル値をピクセル値 255，しきい値未満のピクセル値
をピクセル値 0とし 2値化画像を作成した．その後，ラ
ベリング処理を行い乳腺腫瘤部分以外のノイズを削除
し，カーネルサイズ 5×5×5（voxel）の立方体を図形要素
としたモルフォロジー処理（クロージング処理）を行い，
最終的な腫瘤領域として決定した．Fig. 4に，オリジナ
ル画像およびセグメンテーション処理画像を示す．
1-3-2 腫瘤体積の推定
　乳腺腫瘤部の形状に関係の高い腫瘤の体積（mm3）を
コンピュータによって計算し，推定した．
　腫瘤の体積（mm3）は，セグメンテーションされた乳腺

a b

Fig. 3 Two dynamic USs of a cylinder phantom (diam-
eter: R, height: D) obtained with two diagonal 
scanning directions which were used for axial 
view (a) and sagittal view (b), respectively.
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腫瘤部に含まれるボクセル数に，1ボクセルの体積［ボ
クセルサイズ（mm）×ボクセルサイズ（mm）×ボクセルサ
イズ（mm）］を乗算したものとした．

2．結　果
　Fig. 3に示した 20×20 mmの円柱ファントムを 2方向
から free-hand走査で撮像した動画像から再構成し，乳
腺腫瘤のセグメンテーションと同じ手法で円柱領域をセ
グメンテーションして得られた円柱ファントムの三次元
再構成画像を Fig. 5に示す．図に示すように円柱末端
部に生じたアーチファクトが原因で，セグメンテーショ
ンに不完全な部分がみられた．このセグメンテーション
された領域から算出した体積は 4188 mm3で，アーチ
ファクトによって付加された領域部分があるにもかかわ
らず，実測の体積である 6280 mm3より 33.3％小さい値
となった．
　Fig. 6に 79個の乳腺腫瘤について，コンピュータに
よって推定した体積と，所見に記載された腫瘤のサイ
ズから算出したゴールドスタンダードの相関関係を示
す．両者の間の相関係数は 0.925と非常に高い相関を
示した．コンピュータによって推定された体積のゴー
ルドスタンダードに対する誤差を，以下の式で求めた
結果，

誤差（％）=（ゴールドスタンダード −推定値）×100/ゴールドスタンダード
……………（4）

　全 79症例について推定した体積および実効直径の
誤 差 の 平 均 および 標 準 誤 差 は，そ れ ぞ れ，
−16.4±9.8％，−11.0±2.4％となり，ゴールドスタンダード
に比べて，推定値の方が小さい値となる傾向があっ
た．Fig. 7に誤差が非常に大きかった症例，Fig. 8に誤
差が非常に小さかった症例の，オリジナルの直交する
二次元超音波画像と，それらから再構成した三次元超
音波画像の例を，それぞれ示す．

Fig. 4 Computerized images of a breast mass.
 The original image (left) and the segmented image of 

breast mass (right).

Fig. 5 Volume image of a cylinder phantom reconstructed by 
using two dynamic USs obtained with two diagonal scan-
ning directions.

Fig. 6 Correlation between estimated and reported of breast 
mass volumes.

　推定値とゴールドスタンダードの相関について，良性
病変および悪性病変別に調べた結果，本手法で求めた
乳腺腫瘤の推定体積は，悪性病変に比べ良性病変の方
が臨床値に対して高い相関を示した（良性病変
R=0.959，悪性病変 R=0.722）．

3．考　察
　超音波画像を用いて三次元像を再構成する際に問題
となるプローブ走査の速さによる時間軸の大きさの変化
は，直交した角度によって撮像された画像を用いて調
節することで改善することが可能であった．しかし，本
手法はプローブ走査の速さが一定で，その速度が直交
する画像から算出することを前提としているため，も
し，走査速度が変化した場合には，実際の三次元像
データに比べて，z軸上で歪が生じたデータとなる可能
性がある．ただ，走査している範囲が狭いことと，経験
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a b c

a b c

Fig. 7 Original US images for two views (a, b) of a breast mass, and a reconstructed 3D US volume 
(c) of the breast mass.

 This is one example of the inefficient cases which had a large difference (75%) in effective 
diameter between the reference standard (6.7 mm) and an estimated value (1.7 mm) provid-
ed by the computer.

Fig. 8 Original US images for two views (a, b) of a breast mass, and a reconstructed 3D US volume 
(c) of the breast mass.

 This is one example of the excellent cases which had a small difference (1%) in effective 
diameter between the reference standard (3.6 mm) and an estimated value (3.5 mm) provid-
ed by the computer.

のある術者ほど走査速度が一定であると考えられるの
で，その影響は比較的小さいと考えられる．以上のこと
から，三次元再構成が不可能であった従来型の超音波
装置においても，直交する 2方向の動画像データを用
いることで三次元像の再構成が可能となることが示唆
された．
　ファントムデータによる評価では，セグメンテーショ
ンが不完全であったうえに，推定した体積が実際の値
よりも小さい値となった．この理由として，円柱ファン
トムが弾性のある物質であったため，プローブを圧着さ
せた際に変形していた可能性が考えられた．実際，Fig. 

3の画像から，円柱の断面が楕円状に変形していること
がわかる．仮に円柱が長径 20 mm，短径 15 mmの楕円
形に変形したとすれば，その実際の体積は 4712 mm3と
なり，今回の推定値との差は −11.1％となり，推定値の
方が実測値よりも小さい値となった臨床例による評価と
傾向が一致する．そして，このことは乳腺超音波検査
においては圧迫によって腫瘤の体積が変化する可能性

が高いことを示していると考えられる．
　乳腺腫瘤の体積や実効直径が正確に再現できていな
かった理由は，一つはセグメンテーションの手法が不完
全で，領域を正確に検出できなかったこと，もう一つは
乳腺腫瘤の最大径を計測する際に，計測する断層像の
違いや計測する個人の差が生じたことが原因だと考え
られた．乳腺腫瘍部のセグメンテーションの精度が今回
の結果の誤差に大きな影響を与えていることは，良性
病変と悪性病変における推定値とゴールドスタンダード
との相関の違いからも明らかなように思われる．一般に
良性病変は超音波画像上で辺縁がスムーズで，本手法
で用いたセグメンテーション法では，精度が高くなる
が，悪性病変は辺縁が不明瞭であったり，不整形であ
る場合が多く，そのために体積や実効直径の推定値に
誤差が大きく生じたと考えられる．今回の結果では，腫
瘤の体積において推定値とゴールドスタンダードである
臨床データとは，比較的高い相関を示したが，臨床の
乳腺腫瘤の形状を再現し，診断に応用するためにはセ
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グメンテーションの手法の正確さを向上させる必要があ
ると考えられる．
　上記以外でも，本研究にはいくつかの限界がある．
一つは，症例数が限られていることで，そのため，相関
係数に多くの変動が含まれていると予想される．また，
症例選択において，マニュアルで乳腺の輪郭を抽出す
ることが困難な腫瘤はデータベースに含めていないの
で，びまん性の病変に関して本手法は有用でない可能
性が高い．さらに，ゴールドスタンダードとして用いた
乳腺腫瘤の体積および実効直径は，診断レポートに記
載された腫瘤のサイズから算出したものであり，正確な
体積や実効直径を反映していない場合もあると予想さ
れる．今後，症例数を増加させて再検討する際には，
ゴールドスタンダードのデータをMRIや既存の三次元
画像収集機能付きの超音波診断装置で撮像された腫瘤
の三次元情報を用いるなどの工夫が必要となる．

4．結　語
　オフラインで得られた直交する 2方向の Bモードの
二次元超音波動画像を用いて，三次元像を再構成する
手法を開発し，専用の装置およびプローブを用いずに
乳腺腫瘤部の三次元像を再構成することが可能となっ
た．また，三次元再構成画像から半自動法で乳腺腫瘤
部をセグメンテーションし，その結果から推定された乳
腺腫瘤部の推定体積が，診断レポートに記載されてい
た数値データから求めた体積と比較的高い相関を示す
ことを立証し，本手法によって，腫瘤の体積を比較的高
い精度で推定することが可能であることを確認した．
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Fig. 1 三次元超音波画像再構成のためのコンピュータ手法
Fig. 2 二次元超音波動画像を用いた三次元再構成法の概要
Fig. 3 円柱状ファントム（直径：R，高さ：D）を直交する二つの方向でスキャンし得られた超音波動画像
 （a） アキシャル像，（b） サジタル像
Fig. 4 乳腺腫瘤のコンピュータ処理画像
 オリジナル画像（左）と乳腺腫瘤領域を抽出した画像（右）
Fig. 5 円柱ファントムの三次元再構成画像
Fig. 6 乳腺腫瘤について，所見に記載されたサイズから算出した体積とコンピュータ手法で推定された体積の相関関係
Fig. 7 乳腺腫瘤のオリジナルの超音波像 2方向（a，b）と再構成した三次元超音波画像（c）
 実効直径において，ゴールドスタンダード（6.7 mm）とコンピュータの推定値（1.7 mm）の間に大きな誤差（75％）が生じた推定が

不適当な症例の一例．
Fig. 8 乳腺腫瘤のオリジナルの超音波像 2方向（a，b）と再構成した三次元超音波画像（c）
 実効直径において，ゴールドスタンダード（3.6 mm）とコンピュータの推定値（3.5 mm）の間にほとんど差がなく（1％），推定が成

功している症例の一例．
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