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Abstract – This paper proposes a three-dimensional cardiovascular model construc-
tion system. With the system, medical doctors can interactively construct patient-specific
cardiovascular models from echocardiographic images. For the construction of cardiovas-
cular models with diverse and complex congenital heart illness, the system proposes a set
of algorithms and interface that enable editing of the shape and topology of the three-
dimensional models. In order to facilitate interactivity during the construction of the
cardiovascular models, centerline and radius are added to the surface of the heart vessels.
This forms a skeleton where the centerlines of blood vessel serve as the nodes and edges,
while the radius of the blood vessel is given as an attribute value to each node. Moreover,
parent-child relationships are given to each skeleton. They are expressed as the directed
acyclic graph, where the skeletons are viewed as graph nodes and the connecting points
are graph edges. The results of cardiovascular model construction using real patient data
confirmed that the developed technique is capable of constructing cardiovascular models
in a tolerable timeframe. Thus, it is suitable for practical use. Moreover, it is successful
in representing the important structures of the patient-specific heart vessels for better
understanding of the congenital heart disease. Therefore, the developed system enables
well representation to the congenital heart disease, which is diagnosed by medical doctors
through echocardiography.
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1 はじめに

近年，心エコーが臨床で広く用いられ，心疾患の診

断と正確な病態把握に大きな役割を果たしている [1]．

特に新生児の先天性心疾患の診断においては心エコー

が第一選択となっている．現在，国立循環器病研究セ

ンターでは，先天性心疾患が疑われる新生児に対して，

横断面連続スキャン法による心エコー遠隔診断が行わ

れている [2]．横断面連続スキャンとは，プローブを体

軸に対して常に垂直に当てながら走査的に撮る方法で
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ある．この方法により，熟練した専門医であれば，送

られてくる心エコー動画像から心臓の三次元構造を頭

の中で構築し，診断することができる．しかし，治療

に携わる医療スタッフ，例えば実際に執刀する外科医

が心エコー動画像のみから病態を正確に把握すること

は極めて難しい．

現在は，専門医が他の医療スタッフに対して２次元

のイラスト（シェーマ）(図 1)を用いて病態を説明し

ているが，先天性心疾患の病態把握において特に重要

な心血管形状や相互の位置関係といった３次元情報を

共有することに多くの時間と労力を要している．本研

究では，心エコー動画像から患者固有の３次元心血管

モデルを構築することを目的とする．

　これまでに，三次元心エコー法が提案されている

[3]が，二次元心エコーに比べて画像解像度が低く，そ

の有用性は限定的であり，先天性心疾患の診断に耐え

うる画質は現状得られていない．一方，心エコー画像

から関心領域を自動抽出することを目的とした研究
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図 1 正常な心臓のシェーマ

Fig. 1 A schema of normal heart

が盛んに行われており，様々な手法が提案されている

[4, 5, 6]. しかし，心エコー画像の解像度や臓器描出能

は十分ではなく，必ずしも正確な抽出結果が得られる

とは限らない．そこで本研究では，心エコー画像のみ

から心血管モデルを構築するのではなく，専門医の入

力を加えることで，専門医が頭の中でイメージする病

態の三次元形状の表現を支援することを考える [7, 8]．

　本論文では，専門医が心エコー動画像から診断した

先天性心疾患の病態を表現することを目指し，専門医

が心エコー動画像を参照しながら予め用意した心血管

モデルをインタラクティブに編集することで，患者固

有の心血管モデルを構築するシステムを提案する．こ

れまでに，MRや CT画像から血管モデルを構築する

システムが報告されている [9]．しかし，従来システム

では血管モデルの編集方法が煩雑で直感的ではない．

一方，3次元 CADの分野において，インタラクティ

ブなサーフェスメッシュ編集手法およびユーザインタ

フェースが提案されている [10]．しかし，従来のサー

フェスメッシュモデルでは，心血管モデルの太さの定

義が難しく，また，血管の接続関係を変更するには，

メッシュの細分割や衝突判定といった処理を行う必要

があり容易ではない．そこで，心血管の形態的特徴を

形状とトポロジーの二つに分類し，両者をインタラク

ティブに編集可能なデータ構造と編集法を提案する．

また，心エコー動画像に写る患者固有の心血管の形態

を正確にモデルに反映し，かつ複雑に入り組んだ心血

管モデルを容易に構築するために，心エコー動画像上

での入力を可能とする形状編集インタフェースを提案

する．幾つかの検証を通して，提案方法により専門医

が心エコー動画像から診断した先天性心疾患の病態を

表現できることを確認したので報告する．

2 心血管モデルのデータ構造と編集アルゴリズム

2.1 先天性心疾患

先天性心疾患とは，生まれつき心臓および心臓周辺

の血管構造に何らかの異常を有する病気であり，新生

児 1000人に約 8人の頻度で出現する [11]．先天性心

疾患は，非常に多くの種類が存在し，複数の病名が並

立し複雑 [12]である．また，病名のみから病態を推察

するには，数年間の専門的トレーニングが必要である．

さらに，同じ病名が含まれていても，病態が変われば

症状や治療方法が全く異なる．

　本研究で対象とする先天性心疾患の一例を図 2 に

示す．完全大血管転位 (図 2(a))は，大動脈と肺動脈

が入れ替わっており，大動脈が解剖学的右室から起始

し，肺動脈が解剖学的左室から起始する (図 2(a)中赤

丸)．このため，大動脈は肺動脈の前方，ないしは右前

方に位置する．肺循環系と体循環系が連続していない

ため，生命を維持するためには，心室中隔欠損，心房

中隔欠損または動脈管開存 (図 2(a)中紫丸)が必須で

ある．大動脈縮窄 (図 2(b))は，動脈管の下行大動脈

への流入部，ないしは動脈管索の付着部に縮窄が存在

する (図 2(b)中赤丸)．縮窄の程度は極めて軽度なも

のから完全閉鎖に近いものまで様々である．大動脈弓

離断 (図 2(c))は，大動脈縮窄の極型と考えられ，大

動脈弓のいずれかの部分が完全に閉鎖しているか，欠

損している (図 2(c)中赤丸)．大多数に心室中隔欠損

と動脈管開存が合併する．また，上行大動脈から離断

部までの大動脈弓には通常著明な低形成がみられる．

両大血管右室起始 (図 2(d))は，大動脈，肺動脈の両

大血管が解剖学的右室から起始する (図 2(d)中赤丸)．

一般に大動脈，肺動脈の断面積をそれぞれ 100％とし

たとき，両大血管の 150％以上が右室より起始する疾

患として定義されることが多い [12]．大動脈と肺動脈

が並列関係となるものが全体の 65％を占め，最も多

い．

　このように，非常に多様かつ複雑な先天性心疾患

の心血管の形態を表現するために，心血管の形態的特

徴を二つに分類する．一つは，中心線と半径によって

定義する心血管の形状である．もう一つは，心血管の

数や相互の接続関係であり，これをトポロジーと呼ぶ

こととする．心血管モデルの形状およびトポロジーを

編集することにより，患者固有の心血管の形態を表現

する．

2.2 データ構造

本研究では，心血管モデルの形状・トポロジー編集

をインタラクティブに行えるよう，以下のようなデー

タ構造を定義する．まず，ノードとエッジからなるス

ケルトン (図 3(a))を心血管の中心線とする．そして，

スケルトンの各ノードに半径を属性値としてもたせ，
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(a) 完全大血管転位 (b) 大動脈縮窄

(c) 大動脈弓離断 (d) 両大血管右室起始

図 2 先天性心疾患の一例

Fig. 2 Examples of congenital heart disease

(a) スケルトン (b) 半径と表面頂点

図 3 心血管モデルのデータ構造

Fig. 3 Data structure of cardiovascular model

表面頂点を配置 (図 3(b))し，各ノードにおける表面

頂点からサーフェスメッシュを生成し，それを心血管

の表面とする．ここで，各ノードにおける表面頂点は，

隣接ノードを結ぶ (ただし，端点では隣接ノードが一

つしか存在しないため，隣接ノードと端点を結ぶ) 直

線に垂直な平面内で，中心を各ノードの座標とし，各

ノードのもつ半径の円周上に一定間隔で配置する．

　また，各心血管モデルの間に親子関係をもたせるこ

とによって，心血管モデルの接続関係を定義する．し

かし，木構造だと血管輪 (Vascular ring)を表現する

ことができない．そこで，各心血管モデルを節点，そ

れらの接続点を辺とする無閉路有向グラフ (Directed

Acyclic Graph; DAG)で表す．これによって，血管輪

を伴う心血管形態の表現が可能である (図 4).

図 4 血管輪を伴う心血管モデルとそのグラフ

の例
Fig. 4 Directed acyclic graph and its example

2.3 形状編集

2.3.1 中心線

中心線の編集では，ユーザによる入力を制約として

スケルトンの各ノードの位置を決定する．ユーザの負

担を軽減するため，少ない操作数で，血管形状でみら

れるようなひねりや大きな曲げといった非線形な変形

を表現することが求められる．また，操作感の向上の

ために，ユーザがマウスで指定するノード位置は厳密

な制約としてユーザ操作以外では位置が変わらず，か

つそれ以外のノード位置は滑らかな形状となるよう自

動的に位置決めがされ，かつこれらをインタラクティ

ブに操作できるようリアルタイム変形処理が求められ

る．これらの条件を満たすために，Nealenらによって

提案された手法 [13]を用いてスケルトンを変形する．

　中心線の編集例を図 5に示す．操作点を緑，固定点

を赤で表示している．

ユーザが入力を行う前は，全てのノードは自由点と

し，ユーザによって操作されたノードは固定点とする．

スケルトン SiのノードNj を操作したとき，スケルト

ン Si においてノード Nj 以外で固定点が存在しない

場合は，ノードNj の移動量に合わせて，スケルトン

Si全体を平行移動する (図 5(a))．スケルトン Siにお

いてノードNj 以外で固定点が存在する場合は，全て

の固定点と操作点の位置制約を満たしながら，Nealen

らによって提案された曲線変形の式 [13]を用いてスケ

ルトン Si を変形する (図 5(b))．

　また，スケルトン Si のノード Nj を操作したとき

に，スケルトン Si に親が存在する場合は，親との接

続点を固定点とし，スケルトン Si を変形する．この

とき，スケルトン Si の親は変形しない．スケルトン

Siに子が存在する場合は，子はスケルトン Siとの接

続点を位置制約として，スケルトン Si の変形に伴っ

て変形し，さらにその子へと再帰的に繰り返す．スケ

ルトン Si に複数の子が存在する場合は，幅優先探索

で子を探索し，未訪問の子を変形させていく．このと
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(a) 固定点が存在しない場合

(b) 両端ノードが固定点の場合

図 5 中心線の編集例

Fig. 5 Examples of centerline editing

(a) 接続関係の例 (b) トポロジカルソート

図 6 中心線編集の探索順序

Fig. 6 Linear search of centerline editing

き，全ての親子関係に対して，子は親よりも先に訪問

されないという順序関係を満たす必要がある．図 6(a)

に示す例において，赤のスケルトンのノードを操作す

る場合を考える．幅優先探索により，赤の子である青，

緑，紫が橙よりも先に訪問される．しかし，青は緑の

親であるため，青よりも先に緑が訪問されてはいけな

い．また，紫は青の親であるため，紫よりも先に青が

訪問されてはいけない．これらの順序関係を満たすた

めに，トポロジカルソートを行い，そのソートの順番

を満たすように探索する．図 6(a)に対してトポロジ

カルソートを行うと図 6(b)のようになり，従って探

索順序は赤⇒紫⇒青⇒緑⇒橙となる．

2.3.2 半径

半径の編集では，ユーザによる入力を制約として心

血管モデルのスケルトンの各ノードにおける半径を

決定する．中心線の編集と同様に少ない操作数で，低

形成のように全体的に太さが異なる血管や，縮窄のよ

(a) 固定半径が存在しない場合

(b) 両端ノードにおける半径が固定の場合

図 7 半径の編集例

Fig. 7 Examples of radius editing

うに局所的に太さが異なる血管の形状を表現すること

が求められる．そこで，半径の編集における条件を，

ユーザによる半径制約を満たし，隣接する半径を滑ら

かに補間することとする．これらの条件を満たすため

に，本研究では以下の評価関数を定義する．

min
r

 ∑
i,j∈E

∥ri − rj∥2 +
∑
i∈C

∥ri − r′i∥2
 (1)

　ここで，ri は i番目のノードにおける半径，r′i は i

番目のノードにおける半径制約，Eはエッジ集合，C

は制約集合である．第一項は，隣接する半径を滑らか

に補間するための項で，第二項はユーザによって与え

られる半径制約を満たすための項である．

　半径の編集例を図 7 に示す．半径を操作している

ノードを緑，固定半径を赤で表示している．

ユーザが入力を行う前は，全てのノードにおいて半

径制約は存在せず，ユーザによって操作されたノード

の半径を固定半径とする．スケルトン SiのノードNj

のもつ半径 rj を操作したとき，スケルトン Si にお

いてノードNj 以外のノードで半径制約が存在しない

場合，スケルトン Si全体の半径が半径 rj と等しくな

る (図 7(a))．スケルトン Si においてノード Nj 以外

のノードで半径制約が存在する場合，全ての半径制約

を満たしながらスケルトン Si の半径を編集する (図

7(b))．

2.4 トポロジー編集

心血管モデルのトポロジー編集として，追加・削除・

切断および各心血管モデルの接続点や接続関係の変更
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を表す接続の 4つを提案する．トポロジー編集では，

マウスなどによって入力された二次元座標から三次元

座標に変換することで，心血管モデル空間内の三次元

位置を指定する．ユーザがウィンドウ内の二次元座標

w を指定したときに，二次元座標 w に対応するデプ

ス値を取得する．このとき，二次元座標wから視線方

向に心血管モデルが存在すれば，最も手前に存在する

心血管モデル表面の三次元座標を取得する．二次元座

標 w から視線方向に心血管モデルが存在しない場合

は，視線方向に対して一定のデプス値を与える．これ

により，ユーザが指定した二次元座標から心血管モデ

ルを選択することができる．

2.4.1 追加

ユーザがストローク（マウスドラッグの軌跡）を入

力している間，ストロークの始点におけるデプス値

を一定に保ちながら三次元座標を取得する．ストロー

クの入力を終えると，取得した三次元座標に対して一

定間隔にノードを配置し，スケルトン Siを生成する．

スケルトン Si のノード数を n，スケルトン Si の端

点を Pi(i = 0, n − 1)，既存スケルトンの各ノードを

Nj(j = 0 ∼ N)，ノードNj の半径を rj とする．この

とき，スケルトン Siの端点 Pi(i = 0, n− 1)に対して

Pi −Nj ≤ rj (2)

を満たすノード Nj が存在し，かつスケルトン Si の

端点 Pi(i = 0, n − 1)から最も近いノード Nc と端点

Pi(i = 0, n − 1)を接続する．その際，スケルトン Si

を子，ノードNcをもつスケルトン Sj を親とする (図

8)．

2.4.2 削除

ユーザが削除することを選択したスケルトン Si に

親子関係が存在する場合，スケルトン Si と接続して

いるスケルトン Sj ,Sk からスケルトン Si との親子関

係を削除する．このとき，スケルトン Siの親 Sj と子

Sk は接続しない．その後，スケルトン Siを削除する

(図 9)．

2.4.3 切断

ユーザがストロークを入力している間，ストローク

上に存在するノードのインデックスを取得する．スト

ロークの入力を終えると，取得した中でデプス値が最

小のノードNiをもつスケルトンSi（ノード : N0 ∼ Nn

）を，二つのスケルトン S′
i（ノード : N0 ∼ Ni−1），S′′

i

（ノード : Ni+1 ∼ Nn）に分離する．ノード Ni と接

続するスケルトンが存在する場合，親子関係を削除す

る．その後，ノード Ni を削除する．

2.4.4 接続

ユーザが選択したスケルトン Si を移動させること

により，選択スケルトン Si と他のスケルトンの間の

図 8 スケルトン Si の追加

Fig. 8 Add skeleton

図 9 スケルトン Si の削除

Fig. 9 Remove skeleton

接続点，接続関係を変更する．選択スケルトン Si と

他のスケルトンを接続，または切り離す判定は追加と

同様に式 (2)により行う．

3 心血管モデルの編集インタフェース

本章では，提案するシステムの構成および心血管モ

デルの編集インタフェースについて述べる．

3.1 システムの構成

本研究で提案するシステムは，専門医が心エコー遠

隔診断を行った結果，手術が必要であると判断された

患児が救急搬送され到着を待つ間に，専門医が使用す

ることを想定している．専門医は，遠隔地からリアル

タイムに送られてくる心エコー動画像を頭の中で積み

重ねることで病態の三次元構造をイメージし，診断し

ている．それと同じプロセスで心血管モデルを構築で

きるよう，遠隔診断で得られる心エコー動画像を参照

する．また，形状編集では心エコー動画像上での入力

を可能とする．これにより，実測患者画像に基づいた

指定や操作が可能となるだけでなく，二次元画像上で

の操作になるため，複雑に入り組んだ心血管モデルを

容易に構築することができる．提案するシステムの概

観を図 10に示す．システムは二画面で構成されてお

り，左画面に心エコー動画像を，右画面に心血管モデ

ルを表示する．心血管モデル上には心エコーが撮影さ

れた位置を表す平面（撮影位置平面）を表示しており，

その撮影位置における心血管モデルの断面形状を心エ
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図 10 システムの概観

Fig. 10 Overview of the system

コー動画像上に重畳表示することで，心エコー動画像

に対する入力を可能としている．心血管モデルは，流

れる血液の種類で分類しており，動脈血が流れる血管

を赤，静脈血が流れる血管を青，それらが混ざってい

る血管を紫で表示し，メニューから各血管の色を切り

替えることが可能である．また，Undo，Redo操作も

可能である．

3.2 形状編集インタフェース

心血管モデルの形状編集は，心エコー動画像を表示

しているシステム左画面上でマウスなどによる二次

元入力によって可能とする．まず，ユーザはシステム

下部に配置されたコントロールボックス内のスライダ

を操作することによって，心エコー動画像の任意の画

像を選択し，その画像に対応する撮影位置平面を指定

する．心エコー画像上に重畳表示された心血管モデル

を左クリックで選択し，マウスドラッグによって選択

した心血管モデルの画像内での位置を操作することが

できる．同様に，心エコー画像上に重畳表示された心

血管モデルを左クリックで選択し，マウスホイールに

よって選択した心血管モデルの半径を操作することが

できる．ユーザはこれらの操作によって，心エコー画

像に映る実際の心血管形状に，重畳表示された心血管

モデルの断面形状を合わせる．この操作を複数の断面

位置で行うことで心血管モデルの形状を編集する．形

状編集の流れの例を図 11に示す．

3.3 トポロジー編集インタフェース

心血管モデルのトポロジー編集は，心血管モデルを

表示しているシステム右画面上でマウスなどによる二

次元入力から心血管モデル空間内の三次元位置を指定

することで可能とする．トポロジー編集の追加・削除・

切断・接続は，コントロールボックス内のボタンで切

り替えが可能である．

図 11 形状編集の流れの例

Fig. 11 An example of shape editing flow

3.3.1 追加

画面内にストロークを入力することによって，その

ストロークを中心軸とする心血管モデルが新たに追加

される (図 12(a))．

3.3.2 削除

心血管モデル上で右クリックするとポップアップメ

ニューを表示し，その中の削除を選択することによっ

て心血管モデルを削除する (図 12(b))．
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(a) 追加

(b) 削除

(c) 切断

(d) 接続

図 12 トポロジー編集

Fig. 12 Examples of topology editing

3.3.3 切断

心血管モデルを横断するようにストロークを入力す

ることによって，ストロークとの交差点で心血管モデ

ルを切断する (図 12(c))．このとき，切断部の長さは

エッジの長さにより決まる．

3.3.4 接続

マウスドラッグによってスケルトンを平行移動し，

他のスケルトンとの距離が一定範囲内に近づくと，接

続する．このインタフェースを利用することで，新し

い枝をスケルトンに追加したり，血管の分岐位置を変

(a) サーフェス (b) スケルトン

図 13 テンプレートモデル

Fig. 13 Template model

更することができる (図 12(d))．

4 検証結果と評価

提案方法によって心エコー動画像から患者固有の心

血管モデルを構築することが可能かどうかを検証す

るために，C++によって一連のアルゴリズムを実装

した．実験には，CPU：Intel Xeon X5450 3.0GHz，

Memory：3.25GBの汎用 PCを用い，行列演算には

Intel Math Kernel Livraryを用いた．本検証では，横

断面連続スキャン法によって得られた，正常心，完全大

血管転位，両大血管右室起始の実症例を用いて，専門

医の付き添いのもと，心血管モデルの構築実験を行っ

た．

　実験で使用したテンプレートモデルを図 13に示す．

テンプレートモデルは 7つのスケルトン S1～S7で構

成し (図 13(b))，正常心の心血管形態にできるだけ近

くなるように構築した．横断面連続スキャン法では，

肺静脈はほとんど写らず，また，肺静脈の形態が病態

把握において重要となる例は非常に限られているため，

今回は，大動脈，肺動脈，大静脈をモデル構築の対象

とした．

4.1 心血管モデル構築結果

正常心の心血管モデル構築結果を図 14に示す．要

した時間は約 5分で，操作数は 17回 (中心線：13，半

径：3，追加：1)，操作断面数は 4断面であった．正常

心は大動脈と肺動脈が螺旋状に交差することが知られ

ており，今回の結果からその特徴を表現できているこ

とを確認した．

　次に完全大血管転位の心血管モデル構築結果を図 15

に示す．要した時間は約 7分で，操作数は 26回 (中心

線：18，追加：2，削除：3，切断：3)，操作断面数は

5断面であった．結果から，大動脈と肺動脈が平行で

あることや，大動脈と肺動脈を接続する動脈管開存も

表現できた．また，大動脈と肺動脈を流れる血液の種

類 (動脈血，静脈血)の特徴も表現できた．

　最後に両大血管右室起始の心血管モデル構築結果を
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(a) 正面図 (b) 左側面図 (c) 下面図 (d) 透視図

図 14 正常心のモデル構築結果

Fig. 14 Modeling results of normal heart

(a) 正面図 (b) 左側面図 (c) 下面図 (d) 透視図

図 15 完全大血管転位のモデル構築結果

Fig. 15 Modeling results of complete transposition of great arteries

(a) 正面図 (b) 左側面図 (c) 下面図 (d) 透視図

図 16 両大血管右室起始のモデル構築結果

Fig. 16 Modeling results of double outlet right ventricle

図 16に示す．要した時間は約 7分で，操作数は 21回

(中心線：17，半径：3，追加：1)，操作断面数は 6断

面であった．結果から，大動脈が肺動脈の前方で平行

になっているなどの特徴を表現できていることを確認

した．

4.2 専門医による評価

専門医より，提案方法について以下のような評価を

得た．

• 検証結果から，病態把握において重要となる患
者固有の心血管の形状や相互の位置関係が表現

できている

• 臨床で使用できる

• 患者家族への説明や電子カルテにも応用できる

改善点として，

• 弁の形や心室，心房，肺静脈，下大静脈を表示
させると，より病態を把握しやすくなる

• プローブの位置ずれに対する補正が必要である

5 考察

検証の結果，提案方法によって，先天性心疾患を有

する患者固有の心血管モデルを構築し，病態把握にお

いて重要となる特徴が表現できていることを確認した．

今回は，専門医に指示を仰ぎながら，また専門医にシ
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ステムの機能を説明しながらモデルを構築したにも関

わらず，要した時間は三症例とも 10分以内であった．

それに対して，専門医が操作し，同様の実験を行った

結果，それぞれ 5分程度多く時間がかかる結果となっ

た．これは，専門医がシステムの機能について十分に

把握されていないことや，三次元モデルに対して直接

操作するトポロジー編集に慣れが必要であることが原

因である．今後，操作に習熟して頂くことでより短時

間にモデルを構築できると考える．3.1節で述べたよ

うに，本システムでは患児が救急搬送され到着を待つ

間に使用することを想定しており，操作に習熟すれば

十分実用に耐えうる時間内でのモデル構築が可能であ

る．

　また，心血管モデルの形状編集では，操作断面数は

4～6断面で操作数は 17～26回という結果であった．

このことから，提案方法によって少ない操作数での編

集が可能であると言える．

　さらに，心エコー動画像上での入力を可能とする形

状編集インタフェースにより，螺旋状に交差する大動

脈と肺動脈の位置関係のような複雑に入り組んだモデ

ルを容易に構築することができた．

　今回は，病態ごとにテンプレートを用意するのでは

なく，多様な先天性心疾患に対応できるよう，あえて

正常心のテンプレートを用いて心血管モデルを構築し

た．その結果，正常心のテンプレートから大きく形の

異なる病態であっても，提案方法を用いることによっ

て短時間でモデルを構築できることを確認した．

　専門医の方の評価 (4.2節)で述べたように，弁の形

や心室，心房，肺静脈，下大静脈のモデル表示や，手

ぶれ・プローブを胸壁に密着させる必要があるために

生じるプローブの位置ずれに対する補正が今後の課題

である．

6 おわりに

本論文では，新生児心エコー動画像を参照しながら，

患者固有の心血管モデルをインタラクティブに構築・

編集するシステムを提案した．提案方法は，非常に多

様かつ複雑な先天性心疾患の心血管の形態を，少ない

操作数で構築することを可能とする．

　複数の実症例を用いた心血管モデル構築実験を実施

し検証した結果，実用に耐えうる時間内で，心血管モ

デルを構築することができた．専門医の方から，先天

性心疾患の病態把握において重要となる患者固有の心

血管の形態が表現されているというコメントを頂き，

提案方法の有用性を確認した．

　提案方法により，専門医と他の医療スタッフ間にお

ける共通認識を促進することが期待される．また，本

システムは，患者家族へのインフォームドコンセント

や電子カルテにも応用できると考える．今後，提案シ

ステムの更なる改良により，臨床で活用されることを

期待する．
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