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■

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

■

論文
■

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。

■

「3軸加速度センサと3次元深度センサを用いた呼吸検査方
法に関する研究」井澤純子，松岡光希，深澤伸慈，日本
医療機器学会Vol91, No5, pp433-438, 2021
「Inhomogeneous Motion Analysis of 3-D Lung Surface
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Surface Model」，Vejjanugraha Pikul, Kanazashi Mami,
Izawa Junko, Kotani Kazunori, Kongprawechnon
Waree,SICE Annual Conference 2016
■「High quality free viewpoint synthesis using multi-view
images with depth information」, Itaru Tsuchida, Fan
Chen, Junko Izawa, Kazunori Kotani, IEEE International
Symposium on Multimedia, pp13-18, 2011
■「 POSE INVARIANT ROBUST FACIAL EXPRESSION
ANALYSIS 」, Khin Thu Zar Win, Fan Chen, Junko
Izawa, Kazunori Kotani, IEEE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING（ICIP2010）
pp3837-3840, 2010
■「頭部MRAと頸部造影MRAにおける頭蓋底レベ ルの動脈
径の評価」，齋藤陽子，辻敏朗，三浦弘行，阿部由直，福
井康三，福田幾夫，井澤純子，濱田圭登，臨床放射線，

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。

画像解析技術を用いた保健医療分野への教育支援
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報メディア学会論文誌，Vol58, No4, pp514-521, 2004年
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Ichiro Nagasawa, The 5 th Asian Conference on
Computer Vision(ACCV), Vol2, pp864-970, 2002年

グラフ情報から再構成した 3 次元画像

図 1. MRA 画像とグラフ構造から再構成した脳血管画像

口腔内視鏡 VR シミュレータに関する研究
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）
。
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movement of the left and right lungs using a three
dimensional depth sensor 」,Junko Izawa, Kouki
Matsuoka, Shinji Fukasawa, APSR2021, 2021年
■「3軸加速度センサを用いた肺機能検査」
，松岡光希，深澤
伸慈，井澤純子，第96回日本医療機器学会大会，2021年
■「 A quality model of virtual reality endoscopic
simulator for oral surgery」, S. Hoshino, J. Izawa, F.
chen K. Kotani, T. Miki, T. Matsui,International Forum
on Medical Imaging in Asia (IFMIA) pp223-226, 2011
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（a）内視鏡

「 A method of analysis of pulmonary function by

社会貢献活動

（b）内視鏡画像

図 2. 顎下腺手術で用いる内視鏡

「非侵襲で簡便な閉塞性肺疾患診断支援システムの構築」
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■

図 3. 口腔内視鏡 VR シミュレーター
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