少数投影からの 3 次元画像再構成
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脳動静脈奇形に対し放射線治療を行う際、病巣部に正確な照射を行うため血管の３次元的な位置や
形状を知る必要がある。脳血管の３次元映像化は臨床における重要性からさまざまな方法が提案され
ているが、複雑な血管の３次元形状を２次元の血管造影画像から正確に再構成することは非常に困難
とされている。そこで我々は CT の逐次近似アルゴリズムである MAP‑EM を用い少数方向から得た血管
造影画像をもとに３次元脳血管再構成を試みた。さらに MAP‑EM は計算に時間がかかり実際に臨床で使
用する場合の障害となるため、計算時間を短縮する新たな方法を提案した。この結果、従来の方法に
比べ早期の段階で良質な画像を得ることができた。

1. はじめに
脳動静脈奇形は出血をきたし致死的となる疾患であ
るが、最近では診断技法の発達により無症候性に発見さ
れることも多い。この治療法として効果を発揮している
定位手術的照射(Radiosurgery)は、限局した血管奇形領
域に線量を集中照射することで病巣部を破壊するもので、
外科的手術に置き換わりえる治療法として注目されてい
る[1]。しかし、脳動静脈奇形は非常に複雑な形状をし
ており、また流入、導出血管の血流動態を明らかにし時
間的な変化も把握する必要があるため、空間分解能、時
間分解能共に優れた 3 次元映像化が必要となる。我々の
研究目的は、このような 3 次元画像を用いた脳動静脈奇
形の治療における病巣部の正確な位置決定システムの開
発である。
脳血管の３次元映像は血管病変の治療において有効な
情報を与えてくれる。この臨床における重要性から様々
な方法が提案されている[2]‑[6]が、いまだに優れた再
構成法がない。３次元映像化法として代表的なバイプレ
ーン法[2]‑[4]では血管造影により２方向から撮影を行
い、それぞれの画像上での血管の位置座標から３次元で
の位置座標を推定する。しかし、この方法では画像と直
交する平面上に血管が存在するような場合、血管の３次
元的な位置を特定できないという問題が生じる。また、
造影剤を投与できる間隔には制限があるため、多方向か
ら撮影を行うことはできず、血管の重複部分や直径の非
常に小さな血管の誤配置や、誤連結の可能性があり、正
確な 血管 の３ 次元 形状 の 抽出 は非常に 困難 となる 。
CT(computed tomography)を用いて十分な方向からのデ
ータをもとに再構成を行えば非常に空間分解能の高い画
像を得ることは可能だが[5]、時間的な幅を持たせて撮
影を行うことが難しくなり時間的分解能の高い画像を得
ることができず、やはり血管奇形の再構成法としては不
向きである。加えて被曝線量の増加という問題も新たに
生じてしまうことになる。
そこで、本論文では CT の逐次近似的なアルゴリズム
を利用し少数方向から撮影された血管造影画像から 3 次
元再構成を行うことを考えた。この逐次近似法は、投影

データや投影ジオメトリの制限に対し融通性に富み、 投
影方向が限定されるような場合でも比較的良好な画像を
再構成することが可能である。逐次近似法の代表的なも
の と し て ML‑EM (Maximum Likelihood‑Expectation
Maximization)[7]‑[10],MAP‑EM(Maximum A Posteriori‑
Expectation Maximization)[11]‑[17]などが提案されて
おり、MAP‑EM では画像を平坦化するような画像の先験的
知識としての事前確率を組み込むことにより統計的なノ
イズを抑え、ML‑EM より高品質な再構成画像を得ること
ができる。 これらの方法の利点としては、初期画像を
正値にとる限り全ての画素値が原理的には負値をとらな
いこと、画素値の総和が測定投影データの総和と等しい
ことなどがあげられる。
一方、逐次近似法は計算に時間がかかるという問題
点がある。そこで 3 次元画像再構成に要する計算時間を
短縮するために MAP‑EM を改良した新たな方法を提案し
た。この方法は、画像再構成手順を 2 段階にわけ、はじ
めの再構成過程において通常の MAP‑EM を用い大まかな
推定画像を得る。そして、新たに導入するペナルティー
関数を組み込んだ MAP‑EM 高速化手法により更に良好な
画像を再構成する。この高速化手法の効果を確かめるた
めに行ったシミュレーション結果から、計算回数ごとの
平均絶対誤差が通常の MAP‑EM を用いた場合に比べ高速
化法を適用した第二段階の再構成過程において早期の段
階で収束しており、提案手法が通常の手法に比べ少ない
計算回数で良質な再構成画像を得ることができることが
明らかになった。 さらに実験で得られた X 線画像から
の再構成を行ったところ、得られた再構成画像は非常に
空間分解能が高く、手順の有効性を証明することができ
た。
2. 画像再構成理論
3 次元画像再構成法として CT の逐次近似アルゴリズ
ムを用いた。これは反復計算を繰り返すことにより、求
める画像を推定していく方法で投影データや投影ジオメ
トリの制限に対し融通性に富み、 今まで難しいとされ
てきた少数方向の血管造影画像からでも良好な画像を得

ることが可能な方法である。
2.1 MAP‑EM
MAP‑EM は、現在の推定画像から実測投影データが得ら
れる確率を最大化することにより、確率的に最も確から
しい画像を得ようとする ML‑EM を、更に良好な画像を得
るため画像の先験的知識を事前確率として組み込んだ方
法である。この再推定式は式(1)のように表される。
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ここで、求める画像の領域は J 個の画素で構成されてい
るものとし、計算回数 n における画素 j の推定値をλjn
とする。I は検出器の総数を表している(I = D [投影方
向数]×B [ビン数])。投影 i で検出される投影の実測値
を Pi、画素 j が投影 i に検出される確率を cij とする。
また、投影 i に関わる画素の集合を Ii、画素 j に関わる
投影の集合を Jj とし、Rin は n 回目の計算における再構
成画像の投影 i で検出される投影である(式(2))。
U(λjn )は注目する画素がその近傍画素から受ける影
響を表すエネルギー関数、βはエネルギー関数の利き具
合を調節するためのパラメータである。エネルギー関数
U(λjn)は、注目画素 j と近傍画素 l の画素値の差を r(=
λj‑λj)、画素 j の近傍画素の集合を Nj、ポテンシャル
関数を V(r;δ)とすると式(3)で表される。

wjl V ( r ;δ )
U (λ nj) = ∑
∈

であるが、ここでは更に MAP‑EM 再構成過程の途中で得
られる推定画像を投影のもつ情報として新たに MAP‑EM
の再推定式に組み込むことで高速化を図る。ここで得ら
れる推定画像は血管を映像化する際重要な血管の連続性
などの情報を持っているため、この情報を利用し再構成
することで正確な形状を保持しつつ、収束を速めること
が可能となる。
この高速化法の手順は、まず画像再構成過程を 2 段階
にわけ、はじめの再構成過程において血管と思われる部
分とそれ以外とを分離できる m 回目まで MAP‑EM 画像再
構成を行ない最終推定画像をηj と定義する。
(5)

そして、 ηj の画素値により変化する関数 W(ηj)を組み
込んだ新たな再推定式(式 6)を用いて m+1 回目より再構
成を行う。この W(ηj)をペナルティー関数と定義する。
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ここでγはペナルティー関数の利き具合を調節するパラ
メータである。

(3)

l Nj

ここで wjl は画素 j,l 間の重み係数であり画素 j,l 間の
距離の逆数とし、クリークは 3 次近傍(注目する画素に
隣接する 26 画素)まで考慮に入れている。
また、ポテンシャル関数は 1 次微分関数が r=δにおい
て最大値 1 を持つ関数

∂V ( r ;δ ) = 16( r δ )
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を用いた。δは、ポテンシャル関数の正規化定数で、注
目する画素が近傍領域内にある一画素から受ける影響の
度合を決定するパラメータである。

図 1 ペナルティー関数

3.シミュレーション
3.1 シミュレーション条件

2.2 MAP‑EM 高速化アルゴリズム
MAP‑EM の計算時間は臨床で使用する際の障害となるた
め、収束に要する時間を短縮することはきわめて重要で
ある。そこで、我々は MAP‑EM を改良した新たな方法を
提案する。MAP‑EM は、画像の持つ先天的な情報を事前確
率として組み込むことにより画質の向上をはかった方法

提案した MAP‑EM 高速化手法の効果を確かめるため、従
来の ML‑EM、MAP‑EM と高速化手法を用いて画像再構成を
行い再構成画像の画質を比較した。
作成したファントムは図 2 左図に示すように 2 つのら
せんを組み合わせたファントムでらせん部分は値 100、
そ れ 以 外 は 値 0 で ある 。 画 像 サ イ ズ は 128 × 128 ×

128[voxel]、らせん部分の直径は 2.0[mm2])である。

図 4
図 2

再構成画像の 3 次元表示

シミュレーションファントムと投影データ

4. 実験
投影データは、図 2 右図のように、左 90°から右 90°
までを等間隔に投影を取り作成した。投影数は 3, 5 の 2
種類で、投影方向は 3 投影の場合 左 90°, 30°, 右 30°
(60°おき)、5 投影の場合左 90°, 60°, 30°, 右 60°,
30°, 0°(36°おき)である。また投影ビン数は 128×128
とした。パラメータβは 60, 80, 100、δは 1, 5, 10 と
変化させた。また高速化アルゴリズムにおけるパラメー
タγは 0.5, 1.0, 1.5、スケーリングファクタ a は 0.001,
0.005, 0.01 と変化させ、計算回数 m は 10 に設定した。

4.1 実験ファントム
次に、 実験データから 3 次元画像再構成を行った。
ファントムは直径の異なるアルミワイヤーを変形させて
2 種類用意した。ファントム A は脳血管の簡単な形状を
表すファントムで直径 2.5[mm]のものを用いた。ファン
トム B は複雑な脳動静脈奇形を表すファントムで直径
0.7[mm]のものを用いて作成した。

3.2 結果
再構成画像の評価法として原画像と再構成画像の平均
絶対誤差( Mean Absolute Error : MAE )をそれぞれの
計算回数ごとに求め比較した。MAE は画素数を J、原画
像の画素 j の値をλjorg、 再構成画像の画素値をλjrec と
すると、 式(8)のようになる。

1 J
rec
MAE = ∑ λ org
j −λ j
J j =1

図 5

実験画像(右:ファントム A，左:ファントム B)

(8)
4.2 撮影条件

反復計算回数と MAE との関係を図 3 に示す。このグラフ
から ML‑EM に比べ MAP‑EM を使用した方が良好な画像が
得られていることがわかり、また高速化手法を適用した
計算回数 10 回以降で MAE が急激に減少している。図 4
は投影数 5 の場合の再構成画像を閾値 80 で二値化した
画像の 3 次元表示である。

実験装置は GE ADVANTX ACT を使用し、LAO90°〜RAO90°
まで、30°おきに撮影したデータを投影データとして用
いた。今回はこの中で特に歪みが少なかった 5 方向
(LAO90°, 60°, 30°, RAO30°, 0°)から撮影した画
像を用いた。ここでファントムを置く前に撮影したデー
タによりサブトラクション処理を行い、アルミワイヤー
の投 影部 分の みを 抽出 し てい る。撮影 条件 は管電 圧
70.0[kVp]、管電流 50.0[mA]、照射時間 約 9.6[ms]、Field
of view 9.0[inch]、線源と I.I.の距離 110.0[cm]であ
る。
4.3 結果
4.3.1 ファントム A

図 3 平均絶対誤差(左:投影数 3，右:投影数 5)

画 像 サ イ ズ 318 × 318 、 ピ ク セ ル サ イ ズ 0.49 ×
0.49[mm2/pixel]のものを再構成時間を短縮するため再構
成の前に 159×159 に縮小して使用した。再構成画像を
評価するため、得られた 3 次元画像の投影をとったもの
(図 6(a))と投影データとして使用した X 線画像(図 6(b))
を比較し、また、投影データを使用していない方向から
も再構成画像の投影をとった(図 6(c))。これらの結果か
ら正確に再構成されていることが確認できた。また再構

成画像を閾値 30 で二値化処理して 3 次元表示したもの
を図 7 に示す。実物の写真(上図)と比較すると正確に形
状を再現していることが確認できた。

図 8

図 6

再構成画像の投影(a)と血管造影画像(b)および非計
測角度における再構成画像の投影(c)

再構成画像の投影(a)と血管造影画像(b)および非計
測角度における再構成画像の投影(c)

図 9 再構成画像のプロファイル（左：LAO30°、右：RAO30°）

5. 検討

図 7

再構成画像の 3 次元表示（２方向）

4.3.2 ファントム B
血管奇形領域と思われる部分のみ(画像サイズ 135×135)
の 再 構 成 を 行 っ た 。 ピ ク セ ル サ イ ズ は 0.49 ×
0.49[mm2/pixel]である。再構成画像を評価するため、フ
ァントム A と同様に得られた 3 次元画像の投影をとった
もの(図 8(a))と投影データとして使用した X 線画像(図
8(b))を比較し、また投影データを使用していない方向
からも再構成画像の投影をとった(図 8(c))。更に、空間
的精度の確認を行なうため投影データを使用していない
方向から得られた再構成画像の投影をプロファイルで比
較した(図 9)。この結果、非常に細い直径のアルミワイ
ヤーの複雑な形状を高い空間分解能で正確に再構成され
ているこが確認できた。

脳動静脈奇形に放射線治療を行う際、脳血管の正確な
3 次元形状を抽出し照射位置を決定することが治療効果
の向上へつながる。この臨床における重要性から脳血管
の 3 次元映像化は様々な方法が提案されている。
R. Ning と R.A. Kruger は、CT を用いて空間分解能
の高い 3 次元画像の再構成に成功している[5]。しかし CT
は本来診断用の装置であり血管造影画像に比べ治療に利
用するのは制約がありすぎる。また繰り返し撮影を行い
同一位相での画像を得るのも難しく、高い時間分解能は
期待できない。さらに、被曝線量も増加してしまう。
Bullitt は、バイプレーン法による 3 次元再構成を提案
しているが、２方向のデータからでは正確に血管を描く
のは難しく MRA データも組み合わせた方法をとっている
[2]。これに対し、我々の提案したシステムの利点は、
少数方向から撮影されたアンギオ画像のみから再構成を
行っている点である。バイプレーン法のように 2 方向で
はデータが少なすぎるが我々の実験によれば５方向程度
の投影データがあれば再構成は可能となり、更に高速化
を行えば臨床に対しても効果が期待できる。
放射線治療の位置決定のために必要な 3 次元情報は、

実時間で表示することが重要となる。今回提案した方法
は逐次近似法を用いた画像再構成の計算回数を低減する
ことで、より高速な 3 次元画像の獲得を試みたものであ
る。ML‑EM、MAP‑EM、そして MAP‑EM に新たな情報を組み
込んだ MAP‑EM 高速化法の 3 つの方法で平均絶対誤差の
収束速度を比較した結果、計算回数ごとの MAE の変化の
グラフから本手法を適用した場合が最も収束までの時間
が短く早期の段階で原画像に近付いていることがわかる。
また、逐次近似アルゴリズムはほかにも様々なものが
提案されているが、投影数が非常に少ない今回のような
場合、全ての投影を同時に用いて修正していく方法であ
る MAP‑EM は、特定方向の投影データの影響を抑えられ
るので有効であると思われる。
今回は、ある一時刻で得られた少数方向の画像からの
再構成で空間的な精度の高さを実現したが、これと同様
の処理を、時間ごとに撮影を行いそれぞれの位相でされ
た血管造影画像をもとに再構成を行えば、CT と比較して
もより時間分解能の高い画像を得ることは可能だと思わ
れる。脳動静脈奇形の実際の大きさは様々だが、10‑
30[mm]位が治療の対象になっている。そして周辺部の血
管の太さも様々であるが、1‑3[mm]程度の血管が描出で
きれば位置決定のための 3 次元映像として有効である。
実験で撮影したファントムはアルミの直径が 0.7[mm]と
2.5[mm]のもので、これらを高い精度で再構成すること
ができたことは、非常に期待できる結果であると言える。
特に血管奇形を想定したファントム B は、そのプロファ
イルかららせん状に密集した部分の一つ一つを再現する
ことができたため、複雑な血管奇形の再構成にも応用で
きると思われる。
6. まとめ
少数方向の血管造影画像から CT の MAP‑EM アルゴリズム
を用いた再構成を行うことで血管の正確な 3 次元映像化
に成功した。また、収束に時間を要するこのアルゴリズ
ムを高速化するための方法も提案し効果が確認できたた
め、臨床での利用に期待が持てる。
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Summary.

Three-dimensional image reconstruction with MAP-EM method
from few projections
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It is necessary to know exactly the position and shape of blood vessels when radiation therapy is done for intracranial arteriovenous
malformation. Various three-dimensional reconstruction methods for brain blood vessels have been proposed on the basis of clinical
importance. But it is very difficult to accurately reconstruct blood vessels of complex shape from a few two-dimensional angiograms.
In this paper, we used a MAP-EM method to reconstruct three-dimensional brain blood vessels from a few angiograms. Moreover,
we decreased the calculation time by introducing a new penalty function in this MAP-EM method. As a result, a high quality image
was obtained with a few iterations than with conventional iterative methods.
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