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Abstract—脳血腫は6-24時間に急成長を遂げ, 予測を誤り脳外
科医が手術しなければ命を落とす. しかし, 脳血腫には急成長
をする型と急成長に至らない型の2通りが存在し, CTなどによ
る検査を用いて急成長にいたる脳血腫か否かを人工知能で分
析する技術の開発を行う. この脳血腫の分類問題においては,
正例の少ない分類問題であること, 血腫の形状が不定であるこ
と、 その他, 不均衡分類問題, 共変量シフト, 少量データ問題,
疑似相関問題などさまざまなものが存在する. このため, 単純
なVGGなどのCNNを用いた分類においては精度を出すことが
難しい. そこで, 本論文においては, 血腫のセマンティックセグ
メンテーションと分類とのジョイント学習を行う方法を提案し
て, 性能を評価した.

I. はじめに
脳血腫は6-24時間に急成長を遂げ, 予測を誤り脳外科
医が手術しなければ命を落とす. しかし, 脳血腫には急成
長をする型と急成長に至らない型の2通りが存在し, 脳血
腫か否かはCTなどによる検査を最低限必要となる. 急成
長をする型の脳血腫であることを判定するには通常の医
師には難しく, 専門の脳外科医が判定を行う必要のある
ケースが多く存在する. CTは脳血腫が存在するかないか
の簡便な検査方法として広く知られており、しかも、大
きい病院だけでなく, 小さな病院においても検査が可能
となる. このため, われわれのターゲットとするシナリオ
は, 小さな病院においてCTで撮影を行ない, このCT画像
を人工知能で分析し, もし疑わしければ, 大学病院など
の脳外科の専門医に患者を運び込むというシナリオであ
る.
このシナリオに従って, CTでの撮像画像を与えられ,
急成長する可能性のある血腫のどのクラスに属するかを
判定するタスクを本論文では扱う. この急発達の予測は
典型的に頻度の少ない事象を学習する困難な問題となる
だけでなく, 形状が動的な変化をしているかのようにフ
レキシブルな形状を取る.
本論文の構成は以下の通りである. 第2節では, 血腫の
分類の歴史的なコンテクストと急成長のための分類法を
レビューする. 第3節ではセグメンテーションと分類のジ
ョイント学習法を提案し, 性能を評価する. 第4節では, 結
論と今後の課題について述べる.
II. 関連手法
III. 血腫分類タスク
A. 血腫分類の歴史的コンテクスト
急性脳内血腫(ICH)は脳小血管病(SVD)が発展したもの
で, このうち3分の1の患者においてはさらに出血が持続
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する. 臨床的にこの脳内血腫の増大の可能性を初期に検
知できることは患者の治療に非常に役立つと考えられて
いる. 脳血腫の増大の最も単純なモデルにおいては、 ま
ず, 初期症状において小血管の一つが血腫を形成する. 次
に, 二次的な機械的な剪断損傷などを原因として出血が
持続して広がる. さらに, ヘマトクリット値と蛋白質に
より密度が個々のケースにより異なる形で凝集する. こ
のとき, 見た目は柔組織の傷害、 出血による脳浮腫、 脳
室系の拡大などの隣接する構造に依存し, 呈する形状は
これらに依存してかなり異なる. このモデルからも示唆
されるように, 脳血腫の形成は以下のような特徴をもつ.
1つ目は時系列で血腫拡大が形成されることである. 2つ
目は最終的な出血の体積は周辺部の損傷した血管の個数
によることである. 3つ目は拡大する方向は軸の向き通り
ではなく, 拡大した血腫の形状は非定型となることであ
る.
脳血腫の分類にはさまざまな方式が考えられてきた.
1つ目, マージンの形状の分類を記述する初期の論文は形
状の分類を題材とし, 出血の拡大の影響を直接の題材と
していないが, 後の研究により関係が報告されている. こ
れらは以下の3つの論文である. [8] は脳血腫の形状によ
る分類を試みた. 丸形状(丸形状のスムーズなマージン),
非定型形状(非定型形状のマルチノードのマージン), 分
離した形状(定型と非定型を二分するフルイドレベル)の
3つである. [3]は急性脳内血腫(ICH)の形状を定型から非
定型までの5段階で分類した. [1]は同じスケールを用い
て, 非定型なマージンと出血の拡大は独立な関係にある
ことを考察した. 2つ目, 血腫拡大がヘテロな出血から来
ることを示唆する最初の率直な証拠は, [5]のスワールサ
インの分類による. 3つ目, [4] はスワールサインにさらな
る条件を課し, ブラックホールサインを定義した. このブ
ラックホールサインは高い特異値において出血拡大に関
係していることを示した.
本論文においては, 出血拡大に関係性が高いと考えら
れるハイポデンシティー(hypodensities), マージンイレギ
ュラーサイン (margin irregularity), ブレンドサイン(blend
sign), フルイドレベル (fluid levels)の4つのクラスに対し
て分類を行なう[2].
B. ICH拡張に焦点を絞った血腫分類
図2はBoulouisら[2]の以下の4つのクラスへの分類を示
す.
• A: ハイポデンシティー(hypodensities, swirl sign/black
hole sign/central hypodensity)

B: マージンイレギュラーサイン(Intracerebral hemor- り方で用いて分類すると, ほとんどのブレンドサインの
rhage with irregular margins and ICH with heterogeneous み, フルイドレベルのみという分類は非常に少なく, 大半
densities)
のCT画像は他のクラスとの混合クラス、もしくは, 血腫
• C: ブレンドサイン
なしという分類となる. ただ、 血腫の形状がハイポデン
• D: フルイドレベル
シティーが球状で, マージンイレギュラーサインが楕円
この分類に従って血腫分類タスクを上記4つのクラス 状であるという違いからこれらが同時に起こるというの
に分類するタスクとして考える. つまり, 与えられた時 はあまりない.
刻tにおける患者hi の脳CT画像列に対して, ハイポデンシ C. 血腫ICH拡張タスク
ティー, マージンイレギュラーサイン, ブレンドサイン,
ICHが拡大するか否かは, 現実的な問題として非常に
フルイドレベルの4つのクラスに対して分類を行なうタ
重要である.
また,脳血腫にはIVHという指標も関係する
スクである.
が,
本論文ではCT撮影時の体積を測定し,
それに基づい
血腫をこれら4クラスに分類をするBoulouisらの目的の
た時間間隔において,
ICHが30%以上拡大したか否かを判
一つは, これらのそれぞれの血腫の分類の型のICHの拡
張率の違いである. つまり, ハイポデンシティー: 20.2%, 定する. 他に30ml以上増加したなどが議論されることも
マージンイレギュラーサイン: 14.0%, ブレンドサイン: あるが, ここではICH30%以上の拡大のみを論ずる.
このプロトコルはいくつかの機械学習的な困難さを伴
35%, フルイドレベル: (記述なし)という拡張率となるか
う.
1つ目, この間隔は実際の患者の撮影条件によるため,
らである. なお, これらの4クラスは重複可能である. 血腫
まちまちである.
これは正確には時間ごとに変化するは
は複数のクラスに同時に属するモデルを考え,各々のク
ずだが,
ここではこれを議論しない.
これを突き詰めると
ラスを独立とみなし二値分類問題と考える. つまりマル
欠損値問題になるが,
ここでは単純な教師あり学習とし
チクラスの分類ではない.
ハイポデンシティー(図3参照)は出血の中にハイポデン て扱う. 2つ目, ICH30%以上拡大するか否かという2値分
スな構造が存在することを総称する. 具体的にはスワー 類のみの形で論ずる. 3つ目, 本来, 個体毎にICH が30%以
ルサイン, ブラックホールサイン, ヘテロな密度スケー 上拡張するか否かということを議論しているが, スライ
ル(density heterogeneity scale)という, いずれも同じ現象を スで見た場合にはあるスライスではICH30%以上するか
捉えていると考えられているサインがあるかないかで判 もしれないが, 他のスライスでは拡張する必要はない. 画
断される. スワールサインは飲み込むような見え方,ブラ 像のみの情報に基づき拡張性を議論する場合, スライス
ックホールサインはブラックホールが中心に存在するか に拡張があるかないかはどちらかといえば, ないように
のような見え方,ヘテロな密度スケールはヘテロな出血 思える. 血腫はある部位で異常が起こったとしても, そ
かホモジニアスな出血かを１から５までのスケールで評 の部位以外の所で起こる事象とは独立であることが多い
と考えられる. 一方, 血腫がある場合, その血腫が一定時
価する指標をさす.
間後に拡張するかどうかは画像内に表われる可能性があ
ブレンドサイン[4]は血腫の中に, ハイパーアテニュエ
イトな領域と隣接するハイパーアテニュエイトな領域が る.
混ざったものをいう. 17%の患者から, このブレンドサイ
IV. 手法
ンの存在は出血拡大を示唆するという報告もある.
A. データセットと前処理
マージンイレギュラーサインは,出血の形状が丸型の
CTスキャンは、12の施設から収集した。各被験者の情
形状や分離した形状ではなく非定型な形状をいう[8]. こ
報は匿名化した。
CTスキャンにおける血腫の範囲や位
のサインは出血が成熟していないことを視覚的に捉えな
置、状態などのアノテーションは、12の施設の専門医で
がら, 周辺部における血腫の境界における二次的な出血
それぞれ別で行われた。
に影響されている可能性はある.
CTスキャンのスライス画像のサイズは、 512×512で
ハイポデンシティーは球状で, 中心が一つで, その形状
ある。
CTスキャンのデータは、 DICOM形式で保存され
で一度だけ拡張して収縮する. 中心に黒い点(ブラックホ
ており、
ピクセル値の単位はハウンズフィールド単位
ール)があれば, 拡張率は高い. イレギュラーマージンの
（HU）である。
1つ目の前処理として、式1のように、対
形状は(複数の中心を持ち)丸ではなく, 若干ひしゃげて
象のHU範囲を選択してコントラストを調整した。
いる. ブレンドサインはハイポデンシティーと類似する
が, 形状は若干小さく, 白みがかっている. 拡張率は高い.


if IHU (i, j) < a
フルイドレベルは血腫が(黒みがかって)液状化する図と
0
(i,j)−a
なる.
I(i, j) = IHUb−a
× 255 if a ≤ IHU (i, j) ≤ b (1)


なお、 血腫の形状は実際には3D空間にこれが存在す
255
if IHU (i, j) > b
る. このため, 血腫の形状が球である場合, CT画像で丸で
ここで、 I(x)は、 位置xでのコントラスト調整後の強
あることと同時にCT画像と直行する方向においても, 球
度である。 a = 0とb = 80は、 脳のCT画像を可視化する
程度である必要がある.
また, それぞれ4種類の分類は排他的関係にある. つま ために一般的に使用される。 本研究では、 CTスキャン
り重複を許す. したがって,目標としては, これらの重複 を収集したそれぞれの施設の専門医が決定したパラメー
を考慮したクラスを増設した. つまり, CT画像において, タa,bを用いており、おおよそa = 0とb = 80であった。
さらに、 CT画像の前処理の記事 （https://vincentblog.
ハイポデンシティーとブレンドサインの両方に当て嵌る
クラスであれば, これをクラスとして設定した. このや xyz/posts/medical-images-in-python-computed-tomography）
•

に従って、ノイズ除去、骨除去、中央への位置合わせの
前処理を行った。 ノイズ除去では、 CTスキャンの際に
映るアーイファクトを除去した。骨除去では、頭蓋骨部
分を除去した。 これは、 コントラスト調整後のCT画像
において骨の部分が白く映り、情報が強くなる（白は最
大のピクセル値255）と考えたためである。 中央への位
置合わせでは、脳を画像の中央に平行移動する作業を行
った。
B. セグメンテーションと分類のためのジョイントモデ
ル
図1は、 本研究で提案するセグメンテーションと分類
のためのジョイントモデルのアーキテクチャを示して
いる。 提案するモデルは、 1つのモデルでセグメンテー
ションと分類の2つのタスクを行う。 具体的に、 U-Net
（図1の上のパス）でセグメンテーションのタスクを行
い、Wavelet CNN（図1の下のパス）で分類のタスクを行
う。 ここで分類のタスクでは、 U-Netのエンコーダより
得られる特徴と、Wavelet CNNより得られる特徴の2つを
用いて分類を行う。 提案するモデルへの入力は前処理
後の2DのCT画像であり、 セグメンテーションタスクの
出力は確率マップ（[0,1]）
、 分類タスクの出力は確率ベ
クトル（[0,1]）である。 ここで、確率マップの各位置の
値は対応するピクセルが属する確率を示す（血腫領域の
場合は1、それ以外は0）
。確率ベクトルの各要素の値は、
対応する血腫状態である確率を示す。

マ ル チ ラ ベ ル の 分 類: 血 腫 状 態 の 分 類 タ ス ク は、
各CT画像が1つずつのクラスに属する多クラス分類で
はなく、いくつかのクラスに属するマルチラベルの分類
タスクである。一般的な多クラス分類では、出力層の活
性化関数としてsoftmax関数を用いる。一方で、マルチラ
ベルの分類タスクではsigmoid関数を用いる。 これは明
確で、 softmax関数の定義が、 sigmoidの和で割ったもの
だからである。 softmax関数の出力yi の合計は必ず1にな
るが、sigmoid関数の出力yi の合計が1になる保証はない。
sigmoid関数の出力yi は、 yi のそれぞれが[0,1]の範囲の値
になる。
また、 一般的な多クラス分類では損失関数として多
クラス交差エントロピーを用いることが多い。 一方で、
マルチラベルの分類では二値交差エントロピーを用い
る。 本研究では、 血腫状態のラベル分布が不均衡なた
め、 式2のような重み付きの二値交差エントロピーを用
いる。
L(x, y) =
−

N
C
1 XX
[wc yn,c · log(xn,c )
N C n=1 c=1

(2)

+ (1 − yn,c ) · log(1 − xn,c )]
sum(negativeexamples(c))
weight(c) =
sum(positiveexamples(c))
学習手順: 提案するモデルは、 2段階の学習手順を採
用している。 第1段階では、 セグメンテーションを行
うU-Netを学習する。 第2段階では、 分類を行うWavelet
CNNを学習する。 この際、 U-Netのエンコーダより得ら
れる特徴も使用するが、U-Netの重みは固定している。
V. 実験
A. 血腫領域のセグメンテーション

Fig. 1. 提案するセグメンテーションと分類のためのジョイントモデ
ルのアーキテクチャ

U-Net: 血腫領域のセグメンテーションタスクには、エ
ンコーダ/デーコーダ構造のCNNを採用している。 ダウ
ンサンプリングのエンコーダには、Efficientnet-b3モデル
を用いている。 また、 U-Netに従い、 エンコーダとデー
コーダの対応するレイヤ間にスキップ接続を追加してい
る。
Wavelet CNN: 血 腫 に は テ ス チ ャ に も 情 報 を 持 っ て
いる。 そのため、 血腫状態の分類タスクには、 一般的
なCNNではなく、Wavelet CNNを採用している。 Wavelet
CNNの 中 心 的 な ア イ デ ア は、 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 変 換
をCNNアーキテクチャに組み込んで、 画像のテクスチ
ャ情報を保持することである。一般的なCNNでは、受容
野を拡大するために用いられるプーリング処理の際に、
エッジ情報が保持され、テクスチャ情報は損失する可能
性がある。本研究では、VGG16モデルのプーリング層を
ウェーブレット変換に変更したCNNをWavelet CNNとし
て扱う。

1) データセットの分割方法や前処理の影響: データセ
ットの分割方法や前処理の影響を評価した。 CT画像を
訓練用とテスト用に分割する方法として、ランダムに分
割する場合と、患者ごとに分割する場合の2つを考えた。
また、 CT画像の前処理がセグメンテーションの精度に
対してどのような影響を与えるのかを評価した。
データセットを患者ごとに分割する場合よりも、ラン
ダムに分割した場合の方が精度が低かった（表x）
。 この
結果は、ランダムに分割した場合には、訓練データセッ
トとテストデータセット間で似た画像が含まれる可能性
があるためである。 つまり、ランダムに分割すると同じ
患者から得られる複数枚のスライス画像が、訓練データ
セットとテストデータセットに含まれる可能性がある。
また、CT画像の前処理を行うことで、精度が向上するこ
とを確認した（表x）
。
ランダム分割
患者分割
患者分割
+ ノイズ除去
+ 骨除去
+ 中央への位置合わせ

dice loss
0.1367
0.1609

iou
0.7809
0.7573

fscore
0.8633
0.8390

0.1464

0.7660

0.8536

2) 血腫位置を考慮した学習: 血腫の位置を考慮して
モデルを学習させることで、精度が向上するのかを評価
した。 具体的には、まず初めに、血腫の位置を考慮せず
にモデルの学習を行い学習済みモデルを作成する。その
後、 血腫の位置xのデータセットのみを用いて、 学習済
みモデルをファインチューニングさせる。データセット
は患者ごとで分割を行い、前処理は行なっていない。
血腫の位置に従ってファインチューニングを行なった
が、精度の向上は見られなかった。 具体的には、血腫の
位置を考慮せずに学習を行なったモデルの、「位置a. 被
殻」のデータセットに対する精度は0.9094であり、「位
置a. 被殻」のデータセットのみを用いてファインチュー
ニングを行なったが、精度は0.88904と低下した。同様に
他の血腫の位置についても、ファインチューニングを行
うことによる精度の向上は見られなかった。
条件
全データで学習
位置a. 被殻に従って
ファインチューニング
位置b. 視床に従って
ファインチューニング
位置c. 皮質下に従って
ファインチューニング

位置a.
被殻
0.9094

位置b.
視床
0.8524

位置c.
皮質下
0.8726

条件
重み付きwavelet vgg16
重み付きwavelet vgg16
+ マスク

Fig. 2.

hypodensity
0.655

irregular
0.790

blend
0.559

0.676

0.732

0.559

重み付きwavelet vgg16

VI. おわりに

0.8904

脳血腫は6-24時間に急成長を遂げ, 予測を誤り脳外科
医が手術しなければ命を落とす. しかし, 脳血腫には急
0.8607
成長をする型と急成長に至らない型の2通りが存在し,
CTなどによる検査を用いて急成長にいたる脳血腫か否
かを人工知能で分析する技術の開発を行う. この脳血腫
B. 血腫状態の分類
の分類問題においては, 正例の少ない分類問題であるこ
1) Wavelet CNNの影響: Wavelet CNNによって分類の精 と, 血腫の形状が不定であること、 その他, 不均衡分類
度が向上するかを評価した。データセットは12つの施設 問題, 共変量シフト, 少量データ問題, 疑似相関問題など
から得られたCT画像を用い、患者ごとに訓練用とテスト さまざまなものが存在する. このため, 単純なVGGなど
用に分割した。 データセットの前処理は行っていない。 のCNNを用いた分類においては精度を出すことが難し
ジョイントモデルの条件として次の4つを考慮した；1. い. そこで, 本論文においては, 血腫のセマンティックセ
VGG16、 2. 重み付き損失のVGG16、 3. Wavelet VGG16、 グメンテーションと分類とのジョイント学習を行う方法
4. 重み付き損失のWavelet VGG16。 結果として、 重み を提案して, 性能を評価した.
付きwavelet vgg16の場合、特にhypodensityやirregularで高
いaucが得られた（表xxx）
。
R EFERENCES
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wavelet vgg16
重み付きwavelet vgg16
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hypodensity
0.692
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0.650
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0.337
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0.608
0.684

blend
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2) 血腫領域に絞った血腫状態の分類: 本研究では血
腫領域のセグメンテーションを行っている。 そこで、
血腫状態の分類タスクにおいてWavelet CNNの入力の際
に、 元のCT画像の血腫領域のみを与えることで、 血腫
状態の分類精度が向上するかを評価した。 具体的に、
Wavelet CNNの学習の際は、元のCT画像に血腫領域の正
解マスクをかけて得られた血腫領域のみの画像を使用
する。 テスト時は、 元のCT画像に、 セグメンテーショ
ンモデルの出力マスクをかけて得られた画像を使用す
る。 データセットは4つの施設から得られたCT画像を用
いた。結果として、マスクをかけて血腫領域を絞ること
で、irregularの分類精度は下がったが、hypodensityの分類
精度は向上した（表x）
。
3) Grad Camの一例: Wavelet CNNモデルより計算され
るGrad Camを示す。 Grad Camでは、 モデルが見ている
であろう箇所が強調される。
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