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専門分野・研究分野

画像解析と保健医療分野の融合
　画像は様々な分野で用いられている。医療においても非接触で検査が可
能なX線CT，MRIなどの医用画像のみならず、近年CG，VR技術を用いたシ
ミュレータなども開発されている。人体内外の 3 次元計測・解析などの画像
解析技術や可視化技術が医療分野で貢献できるよう研究を行っている。

研究内容

医用画像解析
脳血管MRA画像の3次元形状解析
　人体における気管支や血管の構造を解析することは医用画像処理におい
て重要である。脳血管障害は重篤な症状を引き起こすため、症状が出る前、ま
たは軽症のうちに異常を発見することが求められる。脳血管疾患の好発部位
である、分岐・合流部分を自動抽出できれば、診断支援に寄与することができ
る。図 1は、脳血管領域のMRA 画像に対し、提案するグラフ構造を用いて血
管領域を再構成した画像である。
　高精度にオブジェクトの構造を記述できれば、これに基づいて対象領域を
高精度に表現（抽出）可能となる上、分岐や交差を容易に抽出出来る。

図1. MRA画像とグラフ構造から再構成した脳血管画像

MRA画像に対するMIP処理画像

グラフ情報から再構成した3次元画像

口腔内視鏡VRシミュレータに関する研究
　開腹や開胸して直接患部を見て手術を行う直視下手術に対し、内視鏡支援
下手術は短い切開から内視鏡と呼ばれる器具を挿入し、映像を見ながら治療
する。図 2に内視鏡と内視鏡画像を示す。患者に対しては低侵襲と入院期間
の短縮という利点から多くの手術分野で応用されている。一方、術者に対し
ては狭い内視鏡の視野内で正確な作業を要求する手術であり、高度な知識と
技術が要求される。このため医療領域ではVR（Virtual Reality）を含む訓練法
が急速に整備されつつある。我々は、口腔分野でのVRシミュレータについて
研究を行った（図3）。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 画像解析技術を用いた保健医療分野への教育支援
■ 医用画像解析
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図2. 顎下腺手術で用いる内視鏡 図3. 口腔内視鏡VRシミュレーター

（b）内視鏡画像（a）内視鏡




