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あらまし  近年，放射線治療が悪性腫瘍に対する非観血的な治療法として注目されている．特に呼吸によって移

動する肺腫瘍に対し，腫瘍を追尾しながら放射線を照射する動体追尾照射による治療の実現が期待されている．治

療中には二方向からの患者の時系列連続 X 線直接撮影像が取得可能であるが，この X 線画像のみをもとに画像処理

で腫瘍位置を正確に把握する事は容易ではない．そこで，本研究では術前に取得される CT 断層画像から肺メッシ

ュを生成し，有限要素法に基づく変形シミュレーションにより肺腫瘍の三次元位置を推定する．変形結果に基づい

て DRR(Digitally Reconstructed Radiograph)を生成し，実際に撮像される時系列 X 線画像と比較することでシミュレ

ーション精度を定量化し，変形パラメータを最適化する枠組みを提案する．本発表では，実測データを用いた検証

結果を含めて報告する．  
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Abstract  Recently, radiotherapy attracts attention because it is convenient for cancer surgery. Real-time pursuing irradiation for lung 

tumor is expected to come true. Although it enables to get the two-way time-line X-ray images for patients under treatment, it is difficult to 

estimate the 3D lung tumor location only with the image processing. In this study, we create the lung mesh from CT image and estimate the 

3D lung tumor location by deformable model with finite element method. After deformation, we create the DRR (Digitally Reconstructed 

Radiograph) and compare with the time-line X-ray images. We propose the framework that we quantify the simulation accuracy and optimize 

parameters for deformation. This presentation reports the results for verification experiment with actual data. 
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1. まえがき  

近年，放射線治療が悪性腫瘍の有効な治療法として

注目されている．患者が治療中，直接的な痛みを感じ

ることなく非観血的な治療ができることが放射線治療

の最大の利点である．しかし，放射線は悪性腫瘍の細

胞だけでなく正常細胞も死滅させてしまう．したがっ

て，放射線治療の際は，なるべく正常細胞が被ばくし

ないように術前計画を綿密にとらなければならない．

しかし，肺腫瘍の放射線治療 [1]の場合は，腫瘍が呼吸

移動性を持つため患部の位置を推定する事が難しく，

現在の治療では腫瘍が移動する全領域に対して放射線

を照射する方法がとられている．しかし，この方法で

は正常細胞に対する被ばく量が多く患者にかかる負担

が大きくなってしまう．このため，腫瘍の位置を推定

し，放射線をピンポイントに照射できることが望まれ

ている．現在実施されている主な対策法として以下の



 

  
 

 

手法 [2]が考案されている．  

 腹部圧迫などで骨格や臓器の移動距離の絶対

値を縮小する方法 [3] 

 腫瘍周辺に金属マーカーを埋め込み，治療中に

透視投影像を用いて同期をとる方法 [4][5] 

 呼吸モニタリングによって同期をとる方法  

しかしながら，腹部圧迫や金属マーカーを埋め込む

手法は，患者に対し侵襲的な治療となるので放射線治

療の利点が活かせない．また，呼吸同期をとって照射

する手法では，腫瘍が照射位置に来た時に放射線を照

射する手法のため，単位時間当たりに腫瘍に照射でき

る放射線の量が尐ないため治療効率が悪い．  

これに対し，現在，先端医療センターにおいて図１

のような放射線治療装置が開発されている．この装置

では放射線を発生させる加速管にジンバル機能が備わ

っているため，照射ヘッドを自由に振ることができる．

この特性を利用して腫瘍を追尾しながら放射線を照射  

 

図１ 動体追尾照射用放射線治療装置  

する動体追尾照射の実現が期待されている．動体追尾

照射が可能になると，治療中は腫瘍のみに放射線を照

射することになるので，正常細胞に対する放射線照射

量も減尐し，治療時間も大幅に短縮させることができ

る．  

動体追尾照射には，治療中の肺腫瘍の正確な位置の

把握が必要である．治療中には２方向からの患者の時

系列連続 X 線直接撮影像が取得可能であるが，この X

線画像のみをもとに画像処理で腫瘍位置を正確に把握

する事は容易ではない．二次元 X 線直接撮影像の性質

上，腫瘍位置の正確な特定は困難であることや，肺は

空気の流入・流出によりその透過率が一定ではない事

による．そこで，本研究ではイメージベースではなく

シミュレーションベースの治療計画を提案する．  

本稿では，肺腫瘍に対する動体追尾照射の治療計画

支援を目指し，治療前に取得される胸部 CT 断層画像

を用いた呼吸変形シミュレーションによって肺腫瘍の

三 次 元 位 置 を 求 め る ． 変 形 結 果 に 基 づ い て

DRR(Digitally Reconstructed Radiograph)を生成し，実際

に撮像される時系列 X 線画像と位置合わせ比較するこ

とでシミュレーション精度を定量化し，変形に必要な

パラメータを最適化する枠組みを提案する．  

2. 動体追尾照射のための治療計画支援  

2.1. 提案手法のフレームワーク  

本章では，動体追尾照射計画支援の枠組みについて

述べる．想定するフローを図２に示す．放射線治療で

は，治療計画として息止めの CT ボリュームデータを

取得する．このデータから CT 値を参照して肺領域を

抽出する．肺内部は空気で満たされていて，CT 値も他

の組織と比較しても特有の値を持つため既存のソフト

ウェアを用いて抽出することは容易である．その後，

Mercury 社の Avizo を用いて肺領域に対して四面体メ

ッシュを生成する．その後，モデルに対して境界条件

を設定し，有限要素法を用いて呼吸変形シミュレーシ

ョンをする．そのシミュレーション結果に対して，

DRR(Digitally Reconstructed Radiograph)を生成する．そ

の DRR と位置決めの際に撮影される X 線直接撮影像

を位置合わせさせることで，２画像間の類似度を確認

しシミュレーションの精度を評価する．  

 

図２  一連の処理の流れ  

2.2. 境界条件の設定  

CT ボリュームデータから抽出した肺領域に対して，

呼吸変形シミュレーションをするための境界条件を振

る．  

呼吸運動は，空気を肺に取り込む吸気運動と空気を

排出する呼気運動に分かれる．吸気運動では横隔膜が

下降し，外肋間筋が収縮することにより胸郭が膨らむ

ことによって起こる運動である．これにより，肺内部

と外部で圧力差が生じることにより空気が肺内部へ流

入する．対して呼気運動は，内肋間筋が収縮する事に

より胸郭が小さくなり，腹壁筋の収縮により横隔膜が

上昇することにより胸腔内の容積が小さくなる．また，

肺自身にも弾性があり，自ら収縮することによって空

気が排出される．このことから，本研究では肺を弾性

体とみなし，各境界条件に強制変位を与え，有限要素

法に基づく力学解析を採用した．  

肺の呼吸運動の中で最も変位量が多く特徴的なも

のは，横隔膜の上下運動である．また，空気の流入・

排出により胸郭の膨らみが見てとれる．さらに，気管

支と接する部分は運動がないと見なせる．また，患者

は治療を受ける際，カウチに仰臥位になる．したがっ



 

  
 

 

て，カウチと接している肺の背中側への変位は無いと

考えられる．以上を考慮すると，四面体メッシュの頂

点群 V=(v1, v2, ･･･, vn)を次の５種類に分類する事が出

来る．  

 横隔膜に与える強制変位の影響を受ける頂点

群：Vｄ  

 胸 郭 に 与 え る 強 制 変 位 の 影 響 を 受 け る 頂 点

群：Vｃ  

 気管支によって固定されている頂点群：Vt  

 背面部分に接する頂点群：Vb 

 その他の自由点群：Vo  

それぞれに与える強制変位であるが，横隔膜，胸郭

ともに法線方向に対して与える．背面には，法線正

方向への変位がないように与える．また，既存研究

により肺腫瘍の周囲に埋め込んだマーカーの軌跡

が正弦波によって近似できるとした知見 [3]がある

ことから，境界条件は正弦波で与えることにした．

さらに，横隔膜と胸郭の間に任意の位相差があると

医師からの見地があるので，任意で位相差を設定で

きるようにした．  

 以上から，横隔膜及び胸郭に対する時系列境界条

件はそれぞれ式 (1)， (2)のとおりとなる．  

                         (1) 

                         (2) 

ここで，  は境界条件に与える強制変位ベクトルで，

n は各頂点における法線ベクトルである．また， a，

はそれぞれ各境界に与える振幅と位相である．さ

らに，f は単位時間当たりの呼吸回数，t は時刻であ

る．  

 また，本稿では肺を弾性体として扱うので，肺全

体に弾性パラメータとしてヤング率 0.01MPa，ポア

ソン比 0.25 を与えた．  

 

図３ 右肺の境界条件の設定（左・前，右・後）  

2.3. DRR の生成  

DRR(Digitally Reconstructed Radiograph)とは，CT 画

像データをもとに X 線直接撮影像を再構成したもので

デジタル再構成 X 線撮影像とも呼ばれる．CT 画像は，

複数枚あるスライス画像を重ね合わせることによって

レンダリングされる．これに対して X 線直接撮影像は，

線源が点光源で与えられる形となる．この違いを図示

すると図４のように表せる．  

 

図４ CT と X 線直接撮影像のレンダリング原理  

したがって，CT データから DRR を生成する際は，

各スライス面の大きさを補正する必要がある．  

 

図５ DRR 生成のためのパラメータ設定  

 補正のために各パラメータを図５のように設定

する．各パラメータの詳細は以下のようになる．  

 distance: X 線源からスクリーンまでの距離  

 screensize: スクリーンの１辺  

 psize: ボリュームの１辺の実空間上での長さ  

 P: あるスライス面までの距離  

 X: あるスライス面の補正後の長さ  

ここから，補正すべき長さ X を他のパラメータを用い

て求める．相似の関係より，  

  
            

        
    (3) 

が成り立つ．また，式 (3)で求めた X を用いて各スライ

スの拡大率を次式によって求める．  

  
     

 
      (4) 

以上の拡大率を，各スライスに対して積算し重ね合わ

せることによって DRR を生成する．これにより生成

された肺の DRR は図６のようになる．  

   

図６ 肺の DRR 図７ X 線直接撮影像  

2.4. 位置合わせによる自動パラメータ最適化  

以上の境界条件で変形させた CT ボリュームデータ

を DRR に変換して腫瘍の位置を求めていく．しかし，

臨床の現場で用いることを考慮すると，患者が変わる

ごとに境界条件を振りなおさなければならなく，横隔

膜の振幅などは特に患者固有のものであるため，自動

で設定できるようにすることが望ましい．そこで本章



 

  
 

 

では，そのようなパラメータである DRR の類似度を算

出するとともに，最適なパラメータを導出する手法を

紹介する．  

2.4.1. メッシュの再構築  

抽出した肺と DRR 像（図６）と X 線直接撮影像（図

７）の位置合わせを考えるが，２画像を比較すると血

管や横隔膜下部に見え方の違いがある．これは，肺を

抽出することにより他の組織が CT データから削除さ

れ，その部分がレンダリングされないことによる．し

たがって，本稿では，抽出した肺に境界条件を振った

のち，胸部全体に対してメッシュを生成し，肺と胸部

全体のメッシュをマージする処理をした．また，今回

用いた CT データは両肺のデータなので，両肺に対し

2.2.項の境界条件を振った．胸部全体に対しては，簡

略化のために胸壁のみを固定点として残して他の点は

削除してマージした．両肺のメッシュ頂点群と胸部全

体の頂点群，マージした頂点群を図８に示す．また，

胸壁の四面体メッシュの弾性パラメータは，ヤング率

1.0MPa，ポアソン比 0.4 とした．  

 

図８ 両肺と胸壁全体のメッシュとマージ結果  

2.4.2. 相互情報量を用いた位置合わせ  

位置合わせの手法として，今回は相互情報量最大化

法 [6]を選択した．相互情報量とは，たがいに何らかの

関係がある二つの確率分布（A，B）において A を知

った場合に B を知ることができる平均情報量であり次

式で表される．  

                      

        

          

   

   

   

   

         

 このとき，事象 A が a i(i=0～m-1)，事象 B が b j(j=0

～n-1)をとる確率がそれぞれ P(a i)，P(b j)であり，その

同時確率は P(a i,b j)である．  

 これを画像位置合わせに用いる際は，画像 A と B が

重なった範囲の画素数を N とすると，P(a i)，P(b j)，

P(a i,b j)は，それぞれのヒストグラムを h(a i)，h(b j)，ま

た 2 次元ヒストグラムを h(a i,b j)とすると，h(a i)/N，

h(b j)/N，h(a i,b j)/N と表せる．したがって，(5)式は以下

の式のように表す事ができる．  

        
 

 
              

         

          

   

   

   

   

         

 このとき，m，n はそれぞれ画像 A と B の階調数を

示す．また，２次元ヒストグラム h(a i,b j)とは，横軸に

h(a i)，縦軸に h(b j)をとり，２画像間での同一座標の画

素値の出現頻度を二次元的にプロットしたものである．

(6)式の値が大きければ大きいほど画像の類似度が高

く，位置合わせされていると見なせる．  

 最適パラメータの導出は，この相互情報量の値を，

あるパラメータの範囲内で全て算出し，その中で最も

大きなパラメータを最適なものとする．  

3. 位置合わせ検証実験  

本章では，前章で紹介した相互情報量を用いて定量

的に画像の類似度を測ることで最適な変形のパラメー

タである各境界条件の強制変位を自動で導出するプロ

セスを紹介する．今回はその試みの第一として，肺の

中でも最も変位が大きい横隔膜の強制変位をパラメー

タとした．  

3.1. 実験の準備とプロセス  

提案手法を CPU：Intel Xeon 3.0GHz，Memory：3.25GB，

GPU：NVIDIA GeForce GTX 260 の汎用 PC 上に実装し

た．本稿ではまず人工で作成した立方体のデータを用

いパラメータと評価値の関係性を確認したうえで，実

際の肺癌患者データに提案手法を適用した．立方体デ

ータは 2563voxel で，底面と左側面に対し強制変位を

与え，右側面の一部分を固定とし，変形させたものを

取得しておく．その後，立方体のデータに対し強制変

位を与える部分や固定する箇所は変えずに底面に与え

る強制変位をパラメータとして変化させて与え，取得

していた立方体と位置合わせをし，パラメータと評価

値の関係を確認する．  

その後，肺癌患者データに対し提案手法を適用する

が，治療前計画で撮像される CT は，安静呼気時に撮

ったものである．したがって呼吸変形シミュレーショ

ンをする前の安静呼気時のデータは実データである．

また，X 線直接撮影像は各呼吸相で撮影されているも

ので実データである．したがって，初めに安静呼気時

の DRR と X 線直接撮影像とを相互情報量を用いて位

置合わせする．このときの位置合わせは１枚の画像を

リファレンスとし，もう１枚をラスタ走査させること

により，各位置での相互情報量を算出し最大のところ

を，位置合わせすべき位置とする．その後，安静呼気

時の X 線直接撮影像を読み込み，位置合わせする位置

を変えずに横隔膜の振幅をパラメータとして変化させ

相互情報量を算出する．その中で最も相互情報量が大

きくなるパラメータを最適解とする．その後，他の呼

吸相の X 線直接撮影像を読み込み，最適解とされたパ

ラメータの中で，横隔膜の変位が読み込んだ呼吸相に

一致するかの確認をする．本稿では，パラメータをあ

る範囲，一定間隔で更新し，その中で最適解を自動で

導出できるようにした．   



 

  
 

 

3.2. 立方体データへの適用結果  

前項のプロセスのもと立方体データに対し検証実

験をした．予め取得しておいた変形させた立方体は，

底面に対して 10mm の強制変位を与えておく．その後，

底面の強制変位をパラメータとする立方体に対しては，

8mm～12mm の範囲で 0.1mm の間隔で変化させた際の

41 パターンの変形結果を得る．その各変形結果と予め

用意した立方体を位置合わせして，その際に得られる

評価値を算出する．図９に得られたパラメータと評価

値の関係を示す．その結果から，最適解である 10mm

のときに最も高い評価値が得られる事が分かり，また，

最適解から離れれば離れるほど，評価値が減尐してい

くため，評価値がパラメータの整合性を定量的に表せ

る事が分かった．  

 

図９ 立方体データにおけるパラメータと評価値

の関係  

3.3. 実データでの検証結果  

本検証では，右肺下葉に約 2cm の腫瘍がある症例を

対象とし，治療前に撮像された 5123voxel の CT ボリュ

ームデータと 10 秒間胸部正面から撮像された 1024×

768pixel の時系列 X 線直接撮影像 74 枚の中からいく

つかの呼吸相を用いることとした．本稿では位置合わ

せをする際のスケーリング変換を予めしておき，X-ray

の画像を 2562 のカンバスの中央に配置し位置合わせ

する．２章でも述べたが，呼吸変形シミュレーション

に必要なパラメータは本稿では，横隔膜と胸郭の振幅

とそれぞれの間の位相差としている．このパラメータ

を自動で設定するために本稿では，横隔膜の振幅をパ

ラメータとし，胸郭の振幅と位相差は先行研究 [7]で最

適であると定められた値を定数として用い検証した．

本検証の目的は，読み込んだ X-ray に合わせて最適な

DRR を導出する事なので，読み込んだ呼吸相と導出さ

れた横隔膜の強制変位の関係を確認した．今回確認し

た呼吸相は呼吸 1 周期を 3.2 秒と定め，安静呼気時か

ら安静吸気時までの半周期を約 0.27 秒間隔で刻んだ 8

パターンである．図１０がシミュレーションで得られ

た時間とパラメータの関係である．この結果から，呼

気相から吸気相に移るに従って徐々にパラメータが増

加していくことが分かる．つまり，時間が進むにつれ

て，横隔膜が下がるようにパラメータが更新されるこ

とが確認された．  

 

図１０ 呼吸相と横隔膜の強制変位の関係  

この結果の妥当性を検証するために，X-ray と変形  

した各相の DRR の腫瘍位置を画像上で計測した．図１

１がその結果である．  

 

図１１ X-ray と DRR の腫瘍位置の変位関係  

 これより，最大誤差が約 2.7mm まで自動でパラメー

タが設定できることが出来た．  

4. まとめと今後の課題  

本稿では，放射線治療における動体追尾照射の支援

として，シミュレーションベースで腫瘍の位置を推定

する手法を提案した．その中で，変形に必要であるパ

ラメータの１つを自動で設定できるようにした．今後

の課題として定数として与えていた２つのパラメータ

も変数として最適化し，複数の症例に適用し検証して

いくことを検討する．  
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