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冠動脈 CT における石灰化とステントの自動分類のための
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Structure optimization of deep convolutional neural network for
automatic classification of calcifications and stents in
coronary computed tomography angiography
Akira Hasegawa1), Akifumi Yoshida1), 2), Raina Futatsugi2), Yongbum Lee2)
Abstract
Purpose：The purpose of this study was to classify coronary arteries with calcifications or
stents and normal coronary arteries with high accuracy as a computer-aided diagnosis
system in coronary computed tomography angiography (CCTA).
Methods：Altogether, 49 CCTA scans were taken retrospectively. We obtained 72,051
cross-sectional images of coronary arteries (13,035 calcified images, 14,382 stent images, and
44,634 normal images) among CCTA images. For the deep convolutional neural network
(DCNN), we used VGG-22 with six additional convolutional layers from the publicly available VGG-16. From VGG-22, the number of intermediate layers in the full connected layers
were increased from three to five. On the target images, 64,846 images were used as training data, and 7,205 images were used as test images. We performed hold-out validation at
seven times, calculated accuracy and positive predictive value of each group, and compared
the three DCNNs.
Results：The positive predictive value of the calcified group was 95.3% for 3 full connected
layers, 95.6% for 4 layers, and 95.9% for 5 layers. The positive predictive value of the stent
group was 99.2% for 3 layers, 98.9% for 4 layers, and 99.3% for 5 layers.
Conclusion：The accuracy of automatic classification with calcifications and stents using
CCTA can be improved by increasing the fully connected layer of DCNN. The results
show that DCNN is effective for triage of coronary artery disease using CCTA.
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症は冠動脈が狭くなった状態（狭窄）である。これらの

要旨
【目的】本研究の目的は coronary computed tomogra-

虚血性心疾患は主に動脈硬化に起因する。動脈硬化が進

phy angiography（CCTA）におけるコンピュータ支援

むと冠動脈の血管内膜にコレステロールが蓄積し、次第

診断システムの要素技術として、石灰化またはステント

に脂肪分が沈着しプラーク化することで狭窄の原因とな

を有する冠動脈と通常の冠動脈の断面像を高精度に自動

る。したがって冠動脈狭窄の予防や早期発見により、虚

分類することである。

血性心疾患での死亡者数を減らすことができる。

【方法】49 症例の CCTA 画像から再構成した冠動脈の

虚血性心疾患の診断においては侵襲性の高いカテーテ

直交断面画像 72,051 枚（石灰化群 13,035 枚、ステント

ル挿入による冠動脈造影が行われてきたが、近年は

群 14,382 枚、正常群 44,634 枚）を用いた。Deep convo-

coronary computed tomography coronary angiography

lutional neural network（DCNN）には一般に公開され

（CCTA）が普及している2）,3）。これは multi detector com-

ている VGG-16 から畳み込み層を 6 層増やした VGG-22

puted tomography（MDCT）の進化によって安定した

を使用した。この VGG-22 から全結合層の中間層数を 3

冠動脈狭窄診断が可能となったためである。CCTA は

層から 5 層と増やした。対象画像のうち 64,846 枚を学

冠動脈造影と比較して短時間に冠動脈狭窄の診断を行え

習データに、7,205 枚をテスト画像に使用した。Hold-

ることから、虚血性心疾患の早期発見のための手段とし

out 検証を 7 回行い、各群の的中率を算出し、3 種類の

て期待される4）-6）。一方で CCTA による虚血性心疾患の

DCNN を比較した。

診断精度は感度 76～99％、特異度 94～99％、陽性的中

【結果】石灰化群の的中率は 3 層では 95.3％、4 層では

率 56～89％、陰性的中率 95～100％と報告されている7）。

95.6％、5 層では 95.9％であった。また、ステント群の

CCTA による虚血性心疾患の陽性的中率が低い原因と

的 中 率 は 3 層 で は 99.2 ％、4 層 で は 98.9 ％、5 層 で は

して、高度石灰化によるブルーミングアーチファクトや

99.3％であった。

ステントによる金属アーチファクトが挙げられる8）（図

【結論】DCNN の全結合層を増やすことにより、CCTA

1）。そのため、CCTA で冠動脈の狭窄が疑われた場合

を用いた石灰化とステントの自動分類精度を向上させる

は、侵襲性の高い冠動脈造影で確定診断を行っている。

ことができる。本研究結果は、CCTA による冠動脈疾

虚血性心疾患の早期発見のために CCTA を活用するた

患のトリアージに有効である。

めには、CCTA の陽性的中率を向上させるための画像
診断支援技術が必要である。

Ⅰ

一方、CCTA は 1 回の検査で数千枚程度の膨大な画

はじめに
心疾患は日本人の死亡原因で第 2 位となっており、

像情報が提供される。発生した膨大な画像データは正確

2018 年では年間 20 万人余りが亡くなっている1）。この

な診断がなされることで意味を持つが、医師が膨大な

うち約 7 万人が急性心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾

データを読影するのは負担がかかる。さらに、1 日あた

患で死亡している。心筋梗塞は心臓の筋肉に血液を送る

りの画像検査件数は飛躍的に増加しており、全体の読影

冠動脈が完全に塞がり血液が流れなくなった状態、狭心

時間が著しく増加している。結果、読影する医師の負担

図1

虚血性心疾患の陽性的中率が低くなる原因となる CCTA 画像例
（a）高度石灰化付着例
（b）ステント挿入後例
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が著しく増加している9）。この問題を解決するには短時

CCTA 画像から対象とする冠動脈に対して直交断面と

間で正確な読影を支援する方法のひとつとして、コン

なる画像を取得し、冠動脈に合わせて画像のトリミング

ピュータ支援診断（computer-aided diagnosis：CAD）

をした。これらの画像に対して DCNN を用いて学習・

技術の開発が期待される。

分類を行った。DCNN は VGG-16 から畳み込み層を 6

この課題を解決するべく、我々は石灰化、線維性、脂

層増やした VGG-22 を基準とし、全結合層を増やすこと

質性といった冠動脈プラークの解析を自動で行い、さら

で分類精度を検証した。分類精度の評価は hold out 検

に治療が必要な有意狭窄であるかを自動判定するシステ

証を実施した。

ムを開発している。これにより、治療が必要な患者の早

1

画像の取得

期発見、および CCTA を解析する医師の負担軽減を目

本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会（承認番号：

指している。先行研究では、人工知能技術の一つである

18190-190625）、新潟大学倫理員会、富山赤十字病院倫

深層畳み込みニューラルネットワーク（deep convolu-

理委員会の承認を得た。対象症例は 49 症例（72.2±9.5

tional neural network：DCNN） を CCTA に お け る 冠

歳、男性 30 人）とし、2017 年 7 月から 2018 年 10 月ま

動脈内の石灰化とステントの自動分類に応用することを

でに Revolution GSI（GE Healthcare）
、SOMATOM Force

10）

試みた 。しかしながら正診率は 81.3％であり、CAD

（Siemens Healthineers）で撮影された CCTA 画像を使

システムとしては満足いく結果に至っていない。

用した。撮影条件は、Revolution GSI では管電圧 120

そこで本研究の目的は、CCTA から虚血性心疾患を

kVp、 管 電 流 210-245 mAs、 ス ラ イ ス 厚 0.625 mm、

早期発見するための CAD システム技術として、石灰化

SOMATOM Force で は 管 電 圧 100 kVp、 管 電 流 370

とステントの自動分類精度を向上させるために DCNN

Quality reference mAs、スライス厚 0.6 mm であった。

を検証することである。本研究ではネットワークモデル

対象画像の取得作業は医用画像解析ワークステーショ

が公開されている DCNN を利用し、ネットワークの構

ン（Advantage Workstation VolumeShare 4.7、GE

造を調整することで自動分類の精度を向上させる手法を

Healthcare）で行った。CCTA の axial 画像から冠動脈

提案した。

を自動抽出し、冠動脈に垂直な 640×640 pixels の直交
断面像を取得した。本研究では、これらの画像に対して

Ⅱ

冠動脈を中心とした 256×256 pixels にトリミングした。

方法
図 2 に提案手法のフローチャートを示す。提案手法

では深層学習のうち DCNN

11）
-13）

また、window width を 1200 HU、window level を 240

を用いた。はじめに

HU に設定し、24 bit true color の bitmap 形式で保存し
た。この window width および window level は、臨床
において特に石灰化やステントを有する画像所見の場合
に用いられる設定である。また、bitmap 形式で保存し
た画像は観察者が適切と判断したコントラストの画像と
なる。
対象画像となる冠動脈直交断面像の内訳は、石灰化像
13,035 枚、ステント像 14,382 枚、正常像 44,634 枚の合
計 72,051 枚である。なお、本研究においてソフトプラー
クの存在を疑われる症例は除外した。対象画像例を図 3

図2

に示す。これらの画像の分類は経験年数 15 年の診療放

提案手法のフローチャート

図3

DCNN の学習に使用した CCTA 画像例
（a）石灰化が付着した冠動脈（石灰化像）
（b）ステント挿入後の冠動脈（ステント像）
（c）異常の指摘されなかった冠動脈（正常像）
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DCNN は公開されているもののうち VGG-1614）を使用

射線技師が行い、経験年数 27 年の放射線科医が正しく
分類されていることを確認した。

し た。VGG-16 は ILSVRC 2014 で 第 2 位 を 獲 得 し た

2

DCNN であり、畳み込み層 13 層、全結合層 3 層の構造

Deep convolutional neural network（DCNN）
提案手法では、これらの対象画像を深層学習の一つで

で、 畳 み 込 み 層 は 3×3 の フ ィ ル タ を 使 用 し て い る。

ある DCNN により自動分類した。深層学習は機械学習

VGG は層が深くなっていくごとに畳み込み層から出力

の一手法であり、画像認識の分野では DCNN がよく用

される特徴マップの大きさが小さくなり、フィルタ数が

いられている11）-13）。DCNN では画素値を入力データと

多くなる構造をしている。VGG は他にも VGG-16 から

して学習・分類が行われる。本研究では DCNN 用ツー

畳み込み層を 3 層増やした VGG-19 が一般的に知られて

ルとして DIGIT 6.0（NVIDIA corporation）を用いた。

いる。本研究では VGG-19 の開発と同じ手順を用いて、

ハ ー ド ウ ェ ア 環 境 は CPU：Xeon E5-1650v4 6core/

VGG-16 から畳み込み層を 6 層増やした VGG-22 を用い

12thread 3.60 GHz、 メ モ リ：128 GB、GPU：GeForce

た15）。本研究は全結合層に着目し、VGG-22 における 3

GTX1080 8 GB×4 枚（合計 32 GB）、ソフトウェア環境

層の全結合層を 4 層、および 5 層とした。なお、各層の

は OS：Ubuntu 16.04、deep learning SDK：CuDNN、

ユニット数は VGG-22 と同じ 4096 のままとした。本研

フレームワーク：CUDA 8.0、Caffe、Python であった。

究で構築した DCNN の構成の概要を表 1 に示す。パラ
メータ数は全結合層 3 層が 139,978,624 parameters、4

表1

層が 168,552,320 parameters、5 層が 185,329,536 param-

本研究で構築した DCNN の概要

eters であった。VGG はパラメータ数が多い DCNN で
あるが、構造がシンプルであり容易に調整できることか
ら、本研究では VGG をベースに DCNN を構築した。
3

DCNN の分類精度検証
本研究での DCNN の学習パラメータは、エポック数

を 1000 回、学習係数は予備検討で最適と判断した 0.001
（10－3）
、solver type は 確 率 的 勾 配 降 下 法 stochastic
gradient descent、バッチサイズは 2 とした。これらの
パラメータを各 DCNN に適用し、hold-out 検証を実施
した。精度検証結果として石灰化群、ステント群、正常
群の的中率を求めた。DCNN は学習データが多いほど
精度が向上するため、対象画像 72,051 枚のうち 9 割に
あ た る 64,846 枚（ 石 灰 化 群 11,732 枚、 ス テ ン ト 群
12,944 枚、正常群 40,170 枚）を学習データに、残りの 1
割 に あ た る 7,205 枚（ 石 灰 化 群 1,303 枚、 ス テ ン ト 群
1,438 枚、正常群 4,464 枚）をテストデータに、画像単
位で無作為に分けた。その後、学習とテストを 7 回繰り
返し、その結果の合算を分類精度の結果とした。学習と
テストを繰り返す毎に画像単位で学習データとテスト
データを分けることで、学習で使用した画像データがテ
ストで使われることのないようにした。
Ⅲ

結果
表 2 に全結合層が 3 層における分類の結果、表 3 に

全結合層が 4 層における分類の結果、表 4 に全結合層

Conv は畳み込み層を示し、3×3 はフィルタ
のサイズ、64、128、256、512 はフィルタ数
を示す
FC は全結合層を示し、
（）内の数字はユニッ
ト数を示す
Max pooling は最大値プーリングを示し、softmax はソフトマックス関数による出力を示
す

が 5 層における分類の結果を示す。数値は DCNN がテ
ストデータを各群に分類した 7 回の合計値を示す。ま
た、表 5 に全結合層 3 層、4 層、5 層それぞれにおける
石灰化群、ステント群、正常群の的中率を示す。石灰化
群、およびステント群は全結合層が増えるほど的中率が
向上した。正常群は全結合層が 3 層の場合で的中率が最
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表2

全結合層 3 層における分類結果

分類できるようにするべきである。
我々は先行研究で畳み込み層を見直すことにより、24
症例、27,162 枚の CCTA 画像を用いて石灰化とステン
トの自動分類精度向上を試みた。その結果、VGG-16 か
ら畳み込み層を 6 層増やした VGG-22 が最も高い分類精
度を示し、石灰化群の的中率は 89.3％、ステント群では

数字は DCNN が分類した 7 回の合計画像
枚数を示す

71.0％、正常群では 98.4％となった。本研究では先行研
究から 25 症例、44,889 枚増やし、全結合層の層数を増
やすことで更なる分類精度向上を目指した。本研究にお

表3

ける全結合層 3 層は先行研究における VGG-22 と同じ

全結合層 4 層における分類結果

DCNN の構造である。VGG-22 と全結合層 3 層の結果を
比較しても的中率は石灰化群で 6.0％、ステント群で
28.2％向上していることから、DCNN の学習用画像の枚
数を増やすことは精度向上に有効であることが示唆され
る。また、石灰化群およびステント群といった陽性的中
率は全結合層を増やすことでさらに向上したことから、
表4

全結合層を増やすことは DCNN が異常部を正確に認識

全結合層 5 層における分類結果

するためには有効である。一方で、全結合層を増やすほ
ど偽陽性数が増え、偽陰性数は減少する傾向にあった。
このことから、全結合層を増やすほど見逃しが減るが、
CAD システムの要素技術として採用するためには、偽
陽性を減らすことに対しても考慮すべきである。
本研究の結果、全結合層を 5 層にすることで石灰化群
およびステント群の陽性的中率を向上させることができ

表5 全
 結合層 3 層、4 層、5 層における CCTA 画
像の石灰化、正常、ステントの的中率結果

た。正常の検出数に対する陽性的中数の割合でも、3 層
で 0.61（18,685/30,550）
、4 層でも 0.61（18,681/30,665）
、
5 層で 0.62（18,743/30,168）となった。陽性数、陽性的
中率、正常の検出数に対する陽性的中数の割合いずれに
おいても 5 層が最も高くなったことから、全結合層は 5
層 に 増 や し た ほ う が 良 い と 考 え る。 読 影 医 に よ る
CCTA の診断において感度は 76～99％、特異度は 94～
99％であるが、本研究ではこれとほぼ同等の結果が得ら
れている。ただし、先行研究と比較して症例数が少ない

上段は的中率（％）を示し、下段は（正しく分類した
画像枚数/各群の全画像枚数）を示す
画像枚数は 7 回の合計値を示す

こと、また検証方法が異なるため、医師による診断との
比較は更なる検討が必要である。また、5 層では基準と
なる 3 層よりも偽陽性数が増えたため、今後偽陽性率の

も高くなった。全結合層が 5 層における的中率は石灰化

低下が求められる。

群 95.9 ％（8,743/9,121）、 ス テ ン ト 群 99.3 ％（10,000/

本研究では石灰化群やステント群は正常群と比較して

10,067）、正常群 96.5％（30,168/31,248）となった。

画像枚数が少なかったため、自動分類精度の評価指標で
ある、全ての画像に対して正常、異常それぞれを正しく

Ⅳ

的中させた割合を示す正診率を求めなかった。正確な分

考察
本研究では、DCNN における全結合層の構造を調整

類精度評価を行うためには、画像枚数の偏りは解消する

することで分類精度を向上させることが可能であること

べきである。また、本研究は高い CT 値を有する石灰化

を示した。医療画像を正確に解析することは質の高い医

群およびステント群と異常が指摘されなかった正常群を

療を提供するためには重要である。既存の DCNN をそ

分類したが、プラークには脂質性や線維性といった低い

のまま転移学習に利用するだけではなく、ネットワーク

CT 値を有するプラークも存在するため、これらの画像

やパラメータを適切にチューニングすることで、正確に

を DCNN に学習させることが必要である。
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図4

DCNN が異常と誤認識した正常画像例
（a）石灰化ありと誤認識した画像例
冠動脈下部に banding アーチファクトが含まれている
（b）ステントありと誤認識した画像例
冠動脈内の造影効果が不均一である

石灰化群やステント群は全結合層を増やすことで的中

症例の画像が学習データとテストデータに分かれた可能

率を向上させることができたが、その一方で正常群は全

性もある。そのため、類似した画像が DCNN の学習と

結合層が増えると的中率が低下し、偽陽性数が増えた。

検証に含まれている可能性があることから、検証の結果

その理由として、正常群でも冠動脈内の造影効果が不均

は未知の画像に対する分類精度よりも高く出る可能性が

一であったり、画像ノイズやアーチファクトが含まれた

ある。今後、より臨床的な精度検証を行うためには、症

りした画像では、これらに起因する正常冠動脈内の淡い

例単位での hold out 検証を実施した後、未知の画像に

CT 値変化を石灰化やステントとして誤認識したためと

よる精度検証が必要となる。

考えられる。実際に誤認識された正常画像例を図 4 に
示す。全結合層を増やすことにより、ニューラルネット

V

ワークは複雑な関数を表現できるようになるため、非常

本研究では、CCTA において石灰化またはステントを

16）

結論

に似通った特徴であっても分類できるようになる 。こ

有する冠動脈と正常な冠動脈の血管断面像を自動分類す

れにより、似通った特徴を持つ石灰化とステントの分類

るシステムの精度向上を目的とし、DCNN における全

が高精度に分類できるようになる。一方、正常な冠動脈

結合層の構造を調整した。DCNN には VGG-22 を使用

内であっても血液と造影剤は均一に混合しないため、画

し、全結合層を 3 層から 5 層に増加させた。49 症例に

像上非常に微弱な濃淡差が生じる。この濃淡差を全結合

おける冠動脈の石灰化群、ステント群、正常群の自動分

層が増えることで石灰化やステントとして誤認識された

類を行った結果、全結合層 5 層のとき石灰化群とステン

と考えられる。画像ノイズは CCTA 撮影時に X 線量子

ト群の的中率が最も高くなった。したがって、CCTA

数や検出器の感度、電気系ノイズ等で生じるものであ

画像を高精度に分類するためには、全結合層を深くする

り、アーチファクトも心拍動の変化や体動等で生じるも

といった DCNN の構造の調整が有効であることが示唆

ので、冠動脈異常ではないが、ノイズやアーチファクト

さ れ た。 ま た 本 研 究 に よ り 調 整 さ れ た DCNN は、

が原因で正常な冠動脈内に淡い CT 値変化が生じる。こ

CCTA 画像による冠動脈疾患のトリアージ補助の要素

の石灰化やステントとして誤認識したと考えられる。正

技術として有効である。

常群の的中率を向上させるためには、画像ノイズやアー
チファクトの除去といった画像処理や、DCNN の更な

謝辞

る構造の見直し、誤認識した画像の再学習が必要であ

本研究における CCTA 画像取得にご協力いただいた

る。また、本研究ではメモリ容量の関係から全結合層を

新潟大学医歯学総合病院診療支援部放射線部門の皆様、

5 層以上に増やすことは検討できなかった。全結合層を

富山赤十字病院医療技術部放射線技術課の皆様に心より

5 層以上に増やすことによる的中率の変化をさらに検討

御礼申し上げます。

する必要がある。

なお、本研究は新潟医療福祉大学研究奨励金の助成を

本研究では画像単位による hold out 検証により精度

受けた。

検証を行った。Hold out 検証は学習データとテストデー
タが完全に独立していることから、未知の画像に対して

利益相反

もほぼ同程度の精度を示すと考えられる。一方で、画像

本研究において利益相反に該当する事項はない。

単位で学習データとテストデータを分類したため、同一
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