
We have developed a system to analyze the respiratory activity of the lung using CT images. This analysis includes functions 
to automatically extract the lung region from several phases of chest CT images, register the different respiratory phases, and 
obtain a motion vector field. This enables an overlay display of the low attenuation areas, the quantification of the expansion rate 
of the lung, and the measurement of local movement. With these functions, we can visualize the local respiratory activity, which 
was previously difficult to observe. Using this system, we hope to obtain indicators that are effective for studying the areas from 
which respiratory diseases originate, their severity, and their causes.

Abstract

1.	 はじめに

　近年，CT（Computed Tomography）やMR（Magnetic 
Resonance）などの撮像装置の普及やその撮影技術の向上，
および画像診断ネットワークシステム（Picture Archiving 
and Communication System）の院内インフラ化が進み，放
射線科のみならず，外科や内科といった臨床科でも3次元医
用画像が利用されつつある。
　このような環境下において，富士フイルム（株）では，従
来から培ってきた高度な画像処理技術を応用して，2008年
に3次元画像診断ワークステーション「SYNAPSE VINCENT
（シナプス　ヴィンセント）※1」を発売した。本製品の特徴
としては，画像診断を行う放射線科向けに読影をサポートす
るさまざまな解析機能を提供するだけでなく，治療を行う
外科分野において，3次元医用画像を用いた手術シミュレー
ション機能も提供しており，特に肝臓の部分切除術シミュ
レーションにおいては実際の臨床現場で広く利用されてい
る。また近年では，呼吸器分野においても，肺のCT画像を
用いて疾患（癌，慢性肺疾患，肺気腫等）の診断を支援する
機能や，造影した肺のCT画像から肺動脈・肺静脈・気管支

などの自動抽出技術を利用して手術シミュレーションを行う
機能も提供している。
　一方で，内科的な呼吸器の機能診断には，呼吸運動による
肺の換気能力の把握が重要なファクターであり，肺内部の疾
患の部位を特定するだけでなく，その重症度や要因も特定す
るような診断方法が研究されている。
　本報告では，呼吸機能の新しい画像診断方法になる可能性
を秘めた，CT画像を用いた肺の動態解析機能について報告
する。

2.	 従来の呼吸機能の診断方法

　現在，呼吸器内科の分野においては，慢性閉塞性肺疾患
（Chronic Obstructive Pulmonary Diseases，COPD）1） を始
めとして，肺塞栓，間質性肺炎など多数の疾患があり，診断
には専門的でかつ深い知識が必要になる。なかでもCOPDは
世界的にトップレベルの死亡原因であり，罹患数は増加傾向
2）3）にある。このCOPDを例に挙げると，肺胞の崩壊による
肺気腫や，気道の閉塞による慢性気管支炎といったように，
要因によって疾患は詳細に分類される。さらにこれらが複合
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的に影響している場合もあり，正確な診断は容易ではない。
　現在の肺の呼吸機能の診断方法を以下に示す。

2.1	 呼吸機能検査（スパイロメトリー）
　現在の呼吸機能診断におけるデファクトスタンダードと呼
べる検査であり，患者に実際に息を大きく吸って吐くという
一連の呼吸動作を行ってもらい診断する。この方法では，肺
全体の呼吸機能について一定の評価を行うことが可能である
が，肺のどの部分の呼吸機能が落ちているかどうかまでは特
定できない。

2.2	 CT画像（吸気肺）による診断
　胸部のCT画像を用い，肺野内の信号値の分布をもとに診
断する。一般的に，肺胞がつぶれて空気のみで充満している
部分は信号値が低く，呼吸機能が低下している部分と考えら
れるため，この領域の分布状況を把握することで肺機能を診
断することができる。この方法では，疾患が現れている部位
や一部の重症度を診断することはできるが，その要因まで特
定することは困難である。

2.3	 SPECT画像による診断
　81mKrや133Xeといった放射性同位体（Radio Isotope，RI）
を吸引し，これらのガスが肺胞内に留まる様子を撮像した画
像（SPECT画像）をもとに診断する。この画像は分解能が低
く，肺内部の換気状況を大まかに把握することができるが，
他の診断に比べて，鑑別の難易度が高く検査時間も長い。

3.	 肺の動態解析の仕組み

　今回提案する手法は，呼吸運動における複数フェーズの
CT画像を利用して，肺の動態そのものを解析することで，
短時間でかつ従来よりも詳細な診断を可能にするというもの
である。
　複数フェーズのCT画像に対して，解剖学的な知見（肺の
形状，気管支の位置等）を取り入れた上で画像間の位置合わ
せを高精度に行い，肺の詳細な変形情報を観察することで呼
吸運動による肺の換気能力の診断を支援する。

3.1	 位置合わせ技術
　肺の各部位における換気機能を算出するためには，まず最
大吸気と安静時呼気のCT画像に写っている肺の詳細な解剖
構造の動きを正確に計算しなければならない。この計算にお
いて，従来の位置合わせ手法4）5）に対して，今まで培ってき
た画像処理技術を応用した新しい非剛体位置合わせ手法を開
発した。最大吸気CT画像と安静時呼気CT画像の一方を参照
画像（Fixed画像）とし，もう一方の画像を対象画像（Moving
画像）として，対象画像に非線形変形（Transform）を加え
ながら変形して，これら参照画像と対象画像の間の類似度
（Metric）を計算する。これを繰り返しながら，変形後の対
象画像と参照画像の間の類似度が最も高くなる変形を求め，
参照画像と対象画像の間の最適変形とする（Fig. 1）。計算さ
れた最適変形から参照画像と対象画像の間のすべての画素
（ボクセル）の対応関係が得られ，その対応関係から肺の任
意の部位の最大吸気と安静時呼気の間の動きを計算すること
が可能となる。

3.2	 位置合わせ結果の可視化
　本システムでは位置合わせの結果をもとにして，各画素の
対応付けを行い，画像間の信号値の差分を可視化することで
位置合わせの精度を確認することができる。血管や気管支と
肺野は信号値が大きく異なるため，位置合わせのずれは差分
画像に明確な濃淡の差として表れる。結果として，差分画像
内で濃淡の差がない平坦な画像ほど，正確に位置合わせが行
われており，正常であることを示している。
　Fig. 2に差分画像の結果を示す。（a）は吸気画像から呼気
画像の信号値をそのまま引いた差分画像であり，（b）は吸
気画像から自動で位置合わせした呼気画像の信号値を引いた
差分画像である。（a）では肺野や血管のずれが濃い白と黒で
描出されている。一方で，（b）では肺野が平坦な同一色で
表示されており，また血管や気管支は輪郭部分に濃淡差が検
出されエッジとなっているが，これは呼吸動作による肺野の
圧力の違いにより，それぞれの組織が収縮しているためで，
各脈管の両端に同じようにエッジが検出されていれば，中心
線の位置が正しく合っていることを示している（Fig. 3）。

Fig. 1　Mechanism for the registration of the images

Fig. 2　Difference imageFig. 3　Difference image
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　また，位置合わせの自動計算の結果に，仮に解剖構造の観
点からずれが生じていた場合は，双方の画像において解剖構
造上同じである特徴的な位置を手動で指定し，再度位置合わ
せを実施することで，より高い精度の結果を得ることができ
る。

4.	 肺の呼吸動作の定量化

　呼吸機能の評価では2つの観点があり，1つは生理学的に
肺胞を介して肺野と血管とで空気の循環を行えているか，も
う1つは肺野内の空気自体が入れ替わっているかということ
である。
　位置合わせの結果から得た画像間の対応関係をもとにし
て，画素レベルで信号値の変化や移動（動き）などを計算す
ることで呼吸機能を定量化し可視化する。

4.1	 低吸収域表示
　肺の疾患が気腫性のものであれば，吸気画像において
正常な肺野と比べて画像の信号値が低い低吸収域（Low 
Attenuation Area，LAA）が現れるようになる。これを定
量的かつ詳細に診断するために，肺野に対するLAAの割合
（LAA%）を計測したり，重症度を診断するためのGoddard
分類や，進度や領域を特定するためのクラスター解析6）と
いった技術がある。一方で，呼気画像における低吸収域は，
細気管支の狭窄によって肺野内部の空気が滞留する現象（Air 
Trapping）として描出され，末梢の気道病変に由来するも
のと考えられており，こちらは気道の内径および外径から狭
窄の割合などを解析する技術がある。
　このように，撮影フェーズの異なる画像からは，異なった
所見を観察することができるが，さらに吸気画像と呼気画像
のそれぞれの低吸収域の組み合わせが，COPDの疾患の分類
に役立てられるという 研究報告7）もある。
　そこで，本システムでは位置合わせの結果を利用して，吸

気画像と呼気画像の低吸収域，またそれぞれの低吸収域が重
なる領域を観察できる機能を備えている。
　Fig. 4に低吸収域の表示結果を示す。（a）は吸気画像の低
吸収域を表示した結果であり，（b）は位置合わせ結果から
呼気画像の低吸収域を吸気画像に対応付けて表示した結果で
あり，（c）は（a）と（b）を重ね合わせて吸気画像のみの
低吸収域と呼気画像のみの低吸収域と共通の低吸収域とで色
分けして表示した結果画像である。

4.2	 移動の可視化
　肺の収縮動作は単純に肺の中心部から放射線状に動いてい
るわけではなく，例えば肺表面付近では，肋骨に対して滑る
ように動き，横隔膜に近いほど収縮動作が大きくなるといっ
た特有の動きをしている。このため，肺の動きを視覚化する
ことで，正常の肺の動きと比較することや，局所的な動きに
異常が見られる箇所を特定することができる。本システムで
は，位置合わせ結果から吸気画像と呼気画像間の肺の動きを
可視化することができ，さらに個別に指定した位置の移動量
を計測することもできる。
　Fig. 5に，肺の移動を線分で表示した結果を示す。線分の
向きと長さは水平方向の移動を表しており，垂直方向に対す
る移動は向きと大きさに応じて線分に色をつけて可視化して
いる。また，Fig. 5は，肺野の重心を移動量計測の基準（移
動量を0とする）位置として計算した結果である。

4.3	 膨張率の可視化
　肺野内部の空気の入れ替えは，主に横隔膜の収縮と肋間筋
により行われている。呼吸動作がうまく行えていなければ，
肺の収縮動作が弱まり，また先述したAir Trappingなどによ
る空気の滞留があれば，吸気画像と呼気画像間で部分的に収
縮運動が阻害されている可能性が考えられる。このため，肺
野の膨張率を観察することは，肺の換気能力を診断する一助
となる。また，肺は左右だけでなく，さらに肺葉として5つ

Fig. 4　LAA display

30 CT 画像を用いた肺の呼吸機能の定量化



の区域に分離されているが，この区域も加味する事で，各区
域単位での換気能力を観察できるようになる。本システムで
は，位置合わせ結果から特定の領域単位で膨張率を計算・可
視化することができる。
　Fig. 6に，吸気画像の膨張率を表示した結果を示す。呼気
に対する吸気の膨張率を表示しているため，肺野は全体的に
膨張しており，一方で血管や気管支部分は膨張していないた
め，肺野との色の違いから走行を確認することができる。

5.	 まとめ

　今回開発した肺の動態機能解析は，CT画像から肺の動態
を可視化して，肺内部の疾患の部位の特定や，その重症度お
よび要因の診断をサポートする3次元画像診断支援システム
である。今後は，肺野に対するさらに新しい解析機能の追加
に加え，気管支でも動態解析を実施できるような改良などを
行う予定である。
　SYNAPSE VINCENTが，呼吸器の臨床現場に広く導入され，
COPDなどの呼吸器疾患の診断および治療になくてはならな
いシステムとなるよう，今後も開発を進めたい。
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