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概要: 近年，椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症に対して，内視鏡下で椎骨の一部を切削する手術が試み

られている．手技の普及が望まれる一方で，術者には高度な技術が求められるため，術中支援シス

テムが注目されている．従来，術中の内視鏡画像に加えて 3 次元 CT 画像から生成されたレンダリン

グ像を参照する方法がとられてきた．しかし，切削対象は 3 次元形状であり，現形状から目的形状

までの差分を正しく推定しつつ精密な切削を達成することは，内視鏡画像とレンダリング像を独立

に参照するだけでは依然難しい問題である．本研究では，切削による形状変化を反映して目的形状

と現形状の差分情報を内視鏡画像に重畳可視化する方法を提案する．提案手法では，切削時のドリ

ル先端位置の履歴をもとに，目的形状までの差分を色の変化によって提示する．その際に内視鏡画

像の画素値を参照し，局所的に修正することで，内視鏡画像の劣化を抑えた情報重畳を達成する． 
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1. はじめに 
現在，日本では約 220 万人の脊椎障害をもつ患者が存

在し，今後の高齢化に伴い患者数の増加が予測される．椎

間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの症例に対する手術は，

以前は大きな皮膚切開および筋肉の剥離を伴う術式が基

本であったが，近年では微小な切開のみで処置が可能な内

視鏡下脊椎後方手術（MED 法） [1] が試みられている．

しかし，MED 法では，術者は視野が狭く，奥行き情報の

乏しい二次元の内視鏡画像を観察しながら，限られたスペ

ースにドリル等の器具を挿入して手術を行わなければな

らない．また，目的の病変部位に到達するためには症例固

有の解剖と空間の認知が必要であり，術者に高度な技術が

求められる[2]．このような難しい手術において患者の椎間

関節をより温存し，安全に治療を行うために，術中支援シ

ステムを用いた手術が注目されている[3]． 
現状において製品化されている術中支援システムでは

術具の先端の三次元位置を計測することに加え，神経や切

削予定領域のように手術中に重要となる情報を示すため

に，内視鏡を通して観察した術野に対応して患者の CT ボ

リューム像を提示することが可能である．これまでに考案

されているシステムでは，内視鏡画像と CT ボリューム像

をそれぞれ並べて表示する方法[4][5] が用いられている．

しかし，切削対象は三次元形状であり，切削途中の現形状

と目的形状との差分を正しく推定しつつ精密なAR切削を

達成することは依然難しい問題である．また，手術支援向

けの AR 研究としては，口腔および下顎手術において，マ

ーカーを用いずに術野をリアルタイムに検出しながらハ

ーフミラーを用いてCT画像と術野画像を統合する研究[6]
や，腹腔鏡手術において，肝臓の変形に合わせて血管や腫

瘍などの内部組織をリアルタイムに腹腔鏡画像と位置合

わせを行う研究[7]などが報告されているが，切削支援を目

的とした AR システムはまだ知られていない． 
本研究では，切削による形状変化を反映して目的形状と

現形状の差分情報を内視鏡画像に重畳可視化する方法を

提案する．提案手法では，切削時のドリル先端位置の履歴

を元に，目的形状までの差分を色の変化によって提示する．

その際に内視鏡画像の画素値を参照し，局所的に修正する

ことで，内視鏡画像の劣化を抑えた情報重畳を達成する． 



 

2. 提案手法 
2.1 目的形状と現形状の差分情報の生成 
提案手法では，切削時のドリル先端位置の履歴から切

削対象の現形状を推定し，切削予定領域に色の変化を与

えて，目的形状との差分情報をリアルタイムにボリュー

ム可視化する．支援画像生成にはバーチャル切削アルゴ

リズム[8]を改良して用いる． 
バーチャル切削アルゴリズムでは，支援画像は図 1 で

示される過程を経て生成される．最初に，光学センサによ

り術具先端位置の情報 P(t)を計測する．次に，取得した術

具先端の位置情報の履歴をボリュームデータ Iと同サイズ

の切削ラベル L に保存する．L により切削途中の現形状を

推定することができる．また，切削予定領域はユーザー入

力により，あらかじめ I に対して定義されているものとす

る．そして，L とあらかじめ用意してある I を合成してボ

リューム可視化することで，目的形状と現形状の差分情

報 D を生成する．最後に，D を用いて内視鏡のカメラ画像

C を支援画像 CARに変換する． 
術具先端は半径 r mm の球とし，術具先端の中心位置と

球の中心の関係から切削ラベルの値（8 ビットで表現）を

更新する．まず，未切削のボクセルのラベル値を 255 とし

て初期化する．また，球の内部にボクセルがすべて含ま

れた場合，ラベル値は 0 とし，完全に切削されたとみな

す．ボクセルの一部を球が通過した場合は，そのボクセ

ルのラベル値は術具先端の中心位置から対象のボクセル

の中心位置までの距離と術具先端の半径との比に応じた 0
～255 の間の値を用いて部分切削を表現する． 
次に，あらかじめユーザーによって定められた切削予

定領域内の各ボクセルに対して，非切削領域までの距離 d
を求めておく．この距離情報と切削ラベル L から目的形状

までの差分情報 D を生成する．切削予定領域内の全てのボ

クセルに対する dの最大値を dmaxとし，切削予定領域内の

各ボクセルに対して HSV 空間における色相の 60°から

180°までの色を d に応じて割り当てる．図 1 の D では，

色相が 180°である水色の領域は，非切削領域までの距離

が最も大きく，色相が 60°である黄色の領域は，非切削

領域までの距離が最も近いことを意味する． 

2.2 重畳可視化方法 
手術時において，医師は内視鏡カメラ画像で現形状を確

認しながら少量ずつ椎骨を切削するため，カメラ画像をで

きるだけ劣化させずに支援画像を提示することが望まし

い．そこで，本研究では，カメラ画像の画素値の局所的

なシフトにより，劣化を抑えた情報重畳を達成する方法

を提案する．なお，本稿ではカメラ画像 C と差分情報 D
は正確に位置合わせがなされているものとする． 
2.2.1 画素値の局所的シフト方法 
手術時，医師は患部に到達するために，軟部組織の一部

を切除する場合があり，出血が生じることもある．また，

周辺には神経などの重要な構造物も存在している．出血が

発生した場合や神経等の軟組織が見えている場合は切削

対象の現形状を確認しつつ，切削操作をより慎重に行う

必要がある．しかし，従来の AR の重畳で用いられている

不透明度を用いた単純な画像のブレンディングでは，背

景画像のコントラストが低下し，上記のような重要な手が

かりが視認しづらくなる．そこで，本研究では，内視鏡画

像の画素値を直接参照し，差分情報に基づいて画素値を

シフトさせる伝達関数 TF を導入する．  

))(()( xx CTFCAR ←   (1) 

現状において，TF は C(x)の画素値が血液に近い値であれ

ば，画像値をそのまま用い，画素値が骨に近い値であれば，

その色相と彩度をシフトさせる関数として設計している．

これにより，切削対象の骨組織に対して情報重畳を行い，

出血や軟組織は重要な手術情報としてできるだけ保存し

た AR 画像を生成する． 
2.2.2 距離に基づく可視化 
椎骨の切削時には粉塵がレンズに付着して，カメラ画

像が視認しづらくなる場合がある．また，術者は現形状を

確認しつつ切削を行うため，術中には頻繁に内視鏡や手

術ドリルの抜き挿しが行われる．このような切削開始前

や切削中断時には状況把握のために周辺組織を視認でき

るようにしつつも，切削対象の位置を見失わないような対

処が望まれる．そこで，本手法ではドリル先端位置と切削

予定領域までの距離に応じて可視化結果を幾何学的に制

 

図 1: 切削支援 AR 画像生成アルゴリズム 



 

御する．具体的には，ドリルの先端位置が切削予定領域内

に位置する場合は支援情報全体を可視化し，切削予定領

域から離れている場合は切削予定領域の境界のみを可視

化する． 
 
3. 実験結果 
3.1 目的形状と現形状の差分の可視化 
本節では，切削時における目的形状と現形状の差分の重

畳可視化の有効性を確認するために実施した実験の内容

と結果を示す．本実験では，椎骨の一部に見立てた 1 辺

5cm の立方体形状の木材を切削する場合を考え，木材に対

して電動ルータを用いて実際に切削操作を行い，切削途中

のカメラ画像と切削ラベル及びカメラパラメータを取得

することとした．図 2(a)は実験者が木材の上部に対してあ

らかじめ定めた半楕円体の切削予定領域である．システム

が生成する差分画像を参照しつつ実験者が木材を切削し，

初期状態と目的形状まで 25%. 50% 切削した時点での切

削ラベルとカメラ画像を取得した．なお，本実験では，術

具の三次元位置の取得には SensAble Technologies 社製

PHANToM Omni を用い，カメラと木材の位置関係及びカ

メラの姿勢検出には Nobby Tech 社製 VENUS3Dを用いた．

また，25%の切削を行う際には，切削予定領域の表面を薄

く切削するようにし，50%の切削を行う際には，切削予定

領域の右側半分をより深く切削するようにした． 
図 2 は b) 初期状態, c) 切削予定領域の体積の 25％，d) 

切削予定領域の体積の 50％の切削が完了した時点でのカ

メラ画像（左）と提案方法によって生成した重畳画像（右）

を示している．支援画像の作成には，VENUS3D より得ら

れたカメラパラメータを反映させたボリュームデータ Iと

切削ラベル L から目的形状までの差分情報 D を作成した．

D の不透明度を 30％とし，カメラ画像 C をαブレンディ

ングによって合成することで支援画像を作成した．図 2 よ

り，カメラ画像のみでは目的形状までの切削の到達度が視

認しづらいが，重畳画像では，目的形状までの距離を色の

変化で示すことにより，切削が進行する情報を更新できて

おり，切削の支援に有効と考えられる． 
3.2 内視鏡画像に対する重畳可視化結果 
3.2.1 画素値のシフト結果 
次に，実際の手術で記録された内視鏡カメラ画像を対

象に，局所的な画素値のシフトによる情報重畳について

検討した結果を示す．  
内視鏡画像には図 3(a)のような骨や血液の領域など

様々な画素値を持つものを用いた．事前に図 3(a)の内視鏡

画像における各画素値を参照しておき，出血や軟組織の領

域を抽出可能な閾値を決定した上で，この閾値に基づき領

域抽出した結果を図 3(c)に示す．この領域に関しては，情

報重畳を行わないものとし，入力画像の画素値をそのまま

支援画像の画素値とした．一方，抽出した領域以外の切削

予定領域に関しては，各画素の色相を非切削領域までの距

離に応じてシフトさせたものを支援画像の画素値とし，切

削予定領域を可視化した．このようにして生成した支援画

像を図 3(d)に示す．また，比較対象として，従来の AR 像

生成によく用いられているαブレンディングによって背

景画像に重畳可視化した画像を図 3(b)に示す．図 3(b)では，

局所的な修正を加えずに，背景である内視鏡画像に切削予

定領域のレンダリング像を不透明度 30%として重畳した． 
(d)と比較して，(b)では背景である内視鏡画像の骨の模

様であるテクスチャ情報が視認しづらくなっており，また

 

図 2: 目的形状と現形状の差分の可視化                                                                          

(a)距離の可視化 (b)初期状態(左：カメラ画像,右：支援画像) (c)25％切削時 (d) 50％切削時 



 

出血している領域が不鮮明となり，血液であるか否かが分

かりづらくなっている．一方で，(d)では，内視鏡画像の陰

影が明瞭であり，テクスチャ情報を保存した重畳がなされ

ている．また，出血している領域についても，容易に認識

でき，出血や軟組織の情報を保存しつつ，切削に有効な支

援情報を重畳提示できることを確認した．  
3.2.2 距離に基づく可視化 
最後に距離に基づいて可視化を制御する場合を想定し，

重畳画像を生成した．図 4(a)は，切削開始前の内視鏡画像

に対し，切削予定領域の境界から 3 pixel の境界部分のみ

を表示させた場合であり，切削予定の箇所が確認しつつ，

その領域の陰影も確認することができている．一方，図

4(b)は切削予定領域全体を重畳した場合を示している．こ

れらの図から，術具と切削予定領域間の距離に基づいて可

視化結果を制御することによって，切削時以外において，

切削予定領域の位置を示しつつ，周辺組織の視認に適した

情報重畳が達成できることを確認した． 
 
4. おわりに 
本研究では，切削による形状変化を反映して目的形状

と現形状の差分情報を内視鏡画像に重畳可視化する方法

を提案した．提案手法では，切削時のドリル先端位置の

履歴をもとに，目的形状までの差分を色の変化によって

提示した．実際に木材に対して半楕円体の切削予定領域

を定め，切削過程の木材を撮影したカメラ画像とドリル先

端位置を表す切削ラベルに基いて支援画像を生成した．ま

た，ドリルの先端位置と切削予定領域との距離に応じて可

視化方法を変更すると共に，情報重畳する際には，内視鏡

画像の画素値を参照し，内視鏡画像での骨の領域と血液

の領域を区別し，その画素値に応じて色相をシフトさせる

局所的な修正を行うことで，内視鏡画像の劣化を抑えた

情報重畳を達成した． 
今後は今回提案した重畳可視化手法を用いた木材の切

削実験や，実際の症例データに基づく 3D プリンタ模型を

用いた切削実験により，提案手法の有効性を検証する予

定である． 
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図 3: 画素値をシフトさせた支援画像               

(a)内視鏡画像 (b)αブレンディングによる重畳画像    

(c)画素値による抽出画像 (d)シフト画像 

 

図 4: 距離に基づく支援画像             

(a)エッジ部分のみを可視化 (b)全体を可視化  
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