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あらまし  肝切除術では，物理的な制約から肝臓を変形させつつ切離を進めるため，術前計画時と血管の位置関

係が変化する．このため，従来の肝血管の支配領域に基づいた切離面の計画に加えて，臓器変形時の切離面の変

化や切離の進展に伴って出現する血管の理解が重要となる．本研究では，肝切除術の支援を目的として術中に想

定される臓器変形時の切離面をシミュレートし，切離プロセスを可視化する方法を提案する．医師による評価に

より，可視化結果が肝切除術の支援に有効と認められたので報告する． 
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Abstract  In liver resection surgery, surgeons deform the liver due to physical constraints. This makes resection 

procedure difficult because the incision surface and positional relationship of the blood vessels totally change from the 

initial state. Therefore, it is important to understand a change of the incision surface by deformation of the organ and 

vessels appeared with procedure of resection. In this study, we propose a set of algorithm and interface that simulate the 

resection surface deformed by surgical procedure and visualize the resection procedures. This presentation reports that 

the results of visualization have positive impact for the support of liver resection surgery according to evaluation by 

doctor. 
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1. はじめに  

肝臓がんの外科療法の一つである肝切除術は肝臓

内部を走行する複数の脈管に沿って患部の切除を行わ

なければならないため，難易度の高い手術である．ま

た，肝臓がんは他の部位に転移しやすく，手術には根

治性と安全性が同時に求められる．肝切除術は一般的

に次のような流れで行われる．事前に計画した予定切

除区域の門脈枝に青い色素を注入し，肝表面をマーク

する．次にこれに沿って肝臓の切離を進め，深部で予

定切除区域を支配する血管を結紮し，切除部位を切離

する [1]．  

肝臓の切離を進める際，執刀医は術前計画時に CT

画像などから得た肝臓の内部構造のイメージと実際に

切離した部分から見える脈管の様子や術中に得られる

超音波画像を照らし合わせ，どの方向へ切るべきか推

測しながら徐々に切除を行っている．  

しかし，実際の手術では図 1 に示すように物理的な

制約から肝臓を変形させた状態で切開をするため，内

部の血管の位置関係が変わってしまう．そのため，術

前に計画した切離面通りに切開を進めることは難しく，

誤った切開をしてしまい，切離面に出現する血管が想

定していたものと異なる場合がある．手術時に変形し



 

  

 

 

た状態での切離面を可視化できれば，計画した通りの

理想的な切開が可能になると考えられる．  

現在，肝臓手術支援システムとして，術前に撮像さ

れた CT 画像を用いて三次元肝臓モデルを作成し，内

部の脈管やそれらの支配領域の可視化，切除後の残存

体積の算出，腫瘍と血管の位置関係に基づいた切離面

計画などが報告されている [2][3][4]．しかし，先述の

ような変形を考慮した切離面の可視化についての報告

はされていない．  

 本研究では術中の臓器変形に着目し，肝切除術の支

援を目的として術中に想定される臓器変形時の切離面

をシミュレートし，切離プロセスを可視化する方法を

提案する．  

 本稿では，まず 2 章で切離プロセスの可視化のため

の枞組みについて述べ，3 章で詳しい可視化アルゴリ

ズム，4 章で本手法を実際の医用データに適用した結

果と医師による評価について報告する．  

 

図  1 実際の手術映像  

Fig. 1 Images of actual surgery 

2. 肝切除術支援のための臓器切離プロセスの

可視化  

本章では，肝切除術支援のための臓器切離プロセス

の可視化方法の全体について述べる．図 2 にシステム

の流れを示す．提案手法は 3 つのステップで構成され

ている．  

(1)  切離面の入力：ユーザはマウスによる自由曲線入

力および２つのパラメータ設定を行い，切離面を

定義する．  

(2)  切離面の可視化：肝臓実質部分と切離面それぞれ

に対し，異なる LUT*を用いることで，切離部分

から見える血管等を可視化する． *LUT(Look Up 

Table)とは CT 値を RGBA 値に変換するためのカ

ラーマップ情報．  

(3)  臓器変形：CT 断層画像から作成した四面体メッ

シュを変形させ，その変形に基づいてボリューム

レンダリングをすることで，切離面の変化を可視

化する．  

提 案 手 法 を Microsoft Visual C++,MFC(Microsoft  

Foudation Class Library), OpenGL, CGAL を用いて図 3

のアプリケーションを実装した．  

 

図  2 ナビゲーションの流れ  

Fig. 2 Our navigation system flow 

 

図  3 開発アプリケーションの概観  

Fig. 3 Overview of the application 

 

3. 変形に対応した切離面の可視化  

本章では変形に対応した切離面の可視化方法につ

いて具体的に述べる．  

3.1.  切離面の構成方法  

肝切除術では，  CUSA(超音波吸引装置 )という手術

器具を使い，組織を破壊・吸引しながら切離を進める．

そのため，柱体状に切離面を構成し，その領域を透明

にすることで，実際の手術に近い表現を可能とした．

また，本手法では切離した部分を開くような操作を行

わないため，一定の幅を持った領域を設けることで切

離面に出現する血管を可視化することとした．  

○柱体の定義方法  

入力された自由曲線，点群           と横幅 から

柱体の底面となる多角形をつくり，その多角形と奥

行き から柱体を定義する（図 4）．  



 

  

 

 

    

 

 

 

図  4 柱体状に定義された切離面  

Fig. 4 The incision surface defined by cylindrical object  

 

3.2.  切離面の可視化方法  

3.1 で定義した切離面とその他の部位とで，異なる

LUT を用いることで切離面の可視化を行う．定義した

柱体領域内の各ボクセルに対しラベル付けをし，ラベ

ル付けされたボクセルに対して，柱体領域外とは別の

LUT を用いてボリュームレンダリングをする．例えば，

図 5 左のように切離面は血管のみが見える LUT，その

他の部位は肝実質が見える LUT を設定することで，実

際に切離を加えたような可視化をすることができる．

また，図 7 右の場合は切離面をシアン色にし，その他

の部位は血管と外形が見えるような LUT を設定する

ことで，入力した切離面の様子を観察しやすくできる． 

 

図  5 切離面の可視化例  

Fig. 5 Examples of the visualized incision surface 

3.3.  切離面の変形  

 臓器モデルから作成した四面体メッシュを用いて，

臓器モデルを変形させることで切離面の変化を提示す

る．四面体メッシュの変形アルゴリズムには線形大変

形モデル [5]を用いる．このモデルは操作点に加わった

外力を押込・引張方向と回転方向に分解し，それぞれ

を有限要素モデルと局所座標系に基づくメッシュ修正

の手法で独立に求解することで，大変形を実現してい

る．また，ボリューム変形の表示方法については，テ

クスチャベースボリュームレンダリング [6]を用いた．

四面体メッシュを平面集合でサンプリングし，それら

の平面へ 3D テクスチャをマッピングすることでボリ

ュームレンダリングを行う．四面体の頂点変位に基づ

いて画像を局所的に歪めることで変形を表現できる．  

 本手法では，肝切除術の際に行われる肝臓変形操作

をシミュレートするために大動脈付近を回転軸とし，

肝臓左側部分を操作点としている（図 6）．これにより，

肝臓を手前に引き出すような変形を表現できる（図 7）． 

尚，四面体メッシュ生成は，CGAL ライブラリ [7]を

用いて行い，インタラクティブな変形操作ができるよ

うに頂点数を 300 点程度に設定した．四面体メッシュ

の弾性パラメータは一様にヤング率 1.0MPa, ポアソ

ン比 0.4 としている．  

   

図  6 肝臓モデルの四面体メッシュ  

Fig. 6 Tetrahedral mesh of liver model 

 

図  7 変形させた肝臓モデル  

Fig. 7 Deformed liver model  

 

4. 切離面の入力結果と考察  

本章では，切離面の入力結果およびその結果に対す

る考察，医師による評価結果について述べる．以下の

汎用 PC 上で開発アプリケーションを実行した．  

 OS: Windows Vista Ultimate (64bit OS)  

 CPU: Intel Core2 Extreme X9770 3.20GHz 

 Memory：4GB 

 Graphic Card：NVIDIA GeForce GTX 275 

図 8 は切離面の入力結果の一例である．マウスによ

る自由曲線入力，w と d の値によって，腫瘍や内部血

管の位置に合わせて，自由に任意の幅や奥行きで切離

面を構成できる．図 9 は切離面を入力した肝臓モデル

に対し，異なる組み合わせの LUT を用いることで切離

面の見せ方を変えた可視化例である．左図は，切離面

に血管のみが見える LUT，その他の部位に肝実質が見

える LUT を設定することで，切離後に見える血管の様



 

  

 

 

子を観察できる．右図は切離面をシアン色，その他の

部位に血管と外形が見える LUT を設定し，内部血管と

切離面との位置関係を理解しやすくしている．図 10

は切離面を与えた肝臓モデルに対し，肝臓の左部位を

手前に引き出すような回転変形を加えた結果である．

変形に伴って，切離面が歪むように変化している様子

や内部血管の位置が変化していることが確認できるた

め，変形によって切離を進めていくべき方向が変形前

に比べ複雑になっていることが分かる．このように臓

器変形により変化した切離面を術前に計画しておくこ

とで，医師は実際に切離を進める際に切離方向をイメ

ージしやすくなり，手術の精度を上げることができる

と考えられる．  

変 形 結 果 は 高 速 に レ ン ダ リ ン グ で き て お り

(13-15fps)，インタラクティブな操作で切離面の変化を

観察することができた．また，変形による体積変化率

は 94-101％程度であり，体積を保存した自然な変形が

できている．  

胆肝膵外科の医師に試用して頂いたところ，術中の

臓器変形に近い変形を再現できており，その変形に伴

って変化した切離面の可視化結果は手術時の切離方向

の決定することを容易にできるだろうという評価を頂

いた．一方で，視線に対して垂直方向に定義した切離

面しか入力できないため，複雑な切離面入力ができる

よう曲がった面で定義したいという意見を頂いた．ま

た切離した部分に対し，開くような変形を加えた可視

化をして欲しいという意見も頂いた．  

 

(a) w=15voxel, d=30voxel  

 

(b) w=30voxel, d=60voxel  

図  8 切離面の入力結果  

Fig. 8 Input results of the incision surface  

 

図  9 切離面の可視化結果  

Fig. 9 Visualized results of the incision surface  

  

 

図  10 臓器モデルの変形結果  

Fig. 10 Results of deformation 

 

5. まとめと今後の課題  

本稿では，肝切除術の支援を目的として術中に想定

される臓器変形時の切離面の変化をシミュレートし，

切離プロセスを可視化する方法を提案した．医師によ

る評価により，可視化結果が肝切除術の支援に有効と

認められた．今後の予定として，切離面を開くような

変形を加えた状態の可視化に取り組みたい．このよう

な可視化結果を提示することで，より肝切除術の支援

に有効なナビゲーションシステムとなると考えられる． 
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