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 MRI is used not only for diagnosis but also for intraoperative surgical treatment, especially with 
open-type MRI. The surgeon often determines the position of the disease region by observing MR 
images and the patient’s simultaneously during the operation, therefore, the predicted spatial position of 
the diseased part is based mainly on the surgeon’s knowledge and experience, and surgeons do not fully 
utilize the information obtained from the MR image. In order to provide intuitive visualization of MR 
image for surgery navigation, we’ve been developing the LASER scanning system for intuitive guidance 
of the needle path in the MR environment. In this study, to observe the internal information with higher 
resolution image and drawings, we developed the new slice image overlay navigation system with MR 
compatible LCD. We added the additional information such as the simulated internal points, the depth 
bar on the slice image to perform more safe operation. The accuracy evaluation of the overlay system 
was performed and the average error of  1.75±0.45 mm was obtained. This device is helpful to realize 
new augmented reality surgical system for interventional MRI.

1.　はじめに
　現在，高度技術の導入による低侵襲の検査および治療
機器の開発がより積極的に行われ始めている．特に各種
医用画像による体内画像情報を基にした精密検査や局所
治療は，手術室から検査室の中にまで導入が試みられて
いる．本研究では，特に利点が多いMRIに着目した手
術支援システムの開発を行っている．MRIは被曝が無
く，軟組織のコントラストも良いという特長があり，非
侵襲の診断装置として有用である．また，オープンMRI

の手術室内への導入により，診断だけでなく治療にも積
極的に用いられるようになってきた．手術者の手が断層
像の撮影範囲にある患部に直接届くことで，手術中にお
ける患部の状況を確認しながらの手術が可能となり，肝
癌などへの穿刺手術等が行われている [1-3]．しかしなが
ら，術前もしくは術中の患部MR画像と術野を見比べな
がら患部の位置を予測し手術作業を行うため，作業の効
率や正確性は術者の知識と経験に強く依存することとな

り，正確な位置情報は有効に活用されていないと言え
る．
　そこで我々は拡張現実感技術の応用として，ハーフミ
ラーによる断層像重畳表示システムの開発を行い，手術
を遂行しやすくする治療支援環境の構築を目指してき
た．昨年度の報告では，オープンMRI下手術において
視覚支援による断層画像重畳システムを用いた作業支援
を目的とした， MRI対応レーザスキャニング装置の開発
を行ってきたが，本報告ではMRI対応レーザスキャニ
ング装置で問題として挙げられた，使用時の内部状態の
より高解像な画像による可視化を目指し，LCDモニタ
を用いたオープンMRI対応断層画像重畳（オーバーレ
イ）表示ナビゲーションシステムの開発および基礎評価
を行う．

2.　システム構成
2.1　ナビゲーションシステム概要
　本システムは，非接触光学式3次元位置姿勢計測装置
（Polaris, NDI Inc.），MRI対応LCD，重畳表示用デバイ
ス，非磁性デバイス保持具（Point Setter,三鷹光器），モ
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ニタ分配機，制御PCおよび0.2TオープンMRIからな
る．Fig. 1にシステムの外観，Fig. 2にシステムハード
ウェアのブロックダイアグラムを示す．制御PCは
Pentium 4 XEON 2.4 GHzデュアルCPU，2GBのメモ
リ，フレームグラバーボード（ UFG-03HD, ARGO 

Corp.）からなる．これまでに我々は非磁性非金属ディ
スプレイの開発も行ってきているが [4]，より高精細な重
畳表示画像の提示には不十分であった．そこでここでは
LCDをMRI対応化させたものを用いる．また，MRIお
よび画像重畳デバイスの位置を合わせるRegistrationは
3次元位置姿勢計測装置を用いた．オーバーレイ表示手
法には先行研究で開発してきたシステムと同様にハーフ
ミラーを用いた手法を応用する [5]．Fig. 3にオーバーレ
イの原理を示す．
　オーバーレイ表示デバイスを通して患部を見ること
で，断層画像と術野は視覚的に統合される．すなわち術
者の目にはハーフミラー越しに2つの画像が存在するよ
うに見える．第1の像はハーフミラーに映る表示装置上
のMR断層画像の鏡像であり，第2の像はハーフミラー
を通して見える実際の患部である．ハーフミラーの性質
から，ハーフミラーに対してディスプレイと対称の位置
に鏡像ができる．この鏡像部のMR断層画像をディスプ
レイに表示することで2つの像が統合され，対象物を透

視したような状態が得られる．この原理では，術者には
実体空間上に情報が正しい位置・大きさに観察される．
また複数の観察者が裸眼で任意方向から観察でき，奥行
も幾何的に正確であるため，2眼式立体視等の手法に比
べ有効である．

2.2	 穿刺情報を付加したMRI対応オーバーレイ表示
デバイス

　MRI内はその撮像原理より，強磁場環境下で微弱な電
磁波を用いた計測を行っている．このため磁性材料が使
用できないことだけでなく，磁場による電子機器への影
響や機器からの電磁波漏洩による画像への影響など様々
な問題があり，MR対応性（MR Compatibility）が求め
られる．MR compatibleは2005年にASTM標準F2503

においてMR safe，MR Conditional，MR unsafeと再定
義されている [6]．本システムは金属材料・導電性材料か
らなるLCDを用いるためMR Conditionalに分類され，
MR画像の撮像への影響の定量評価が必要である．我々
は研究 [7]において，画像中のアーチファクトの有無，画
像のS/N比，標準ファントムによる歪みの評価のみなら
ず，機器から発生する漏洩電磁波による画像への影響調
査の必要性を提言している．具体的は0.2Tオープン
MRIの共鳴周波数帯域における電磁波強度を評価し，撮
像コイル周辺で磁界強度を-71.85 dBμA/m以下とする
ことで撮像に影響を与えないことを明らかとした [8]．こ
の結果をもとに開発したマニピュレータ・デバイスの
MRI対応性を漏洩電磁波とMR画像から詳細に評価可能
である．
　体外において穿刺位置・方向を表示するレーザース
キャニング装置は有効であるが，同時に体内情報をより
詳細に描出するための画像重畳表示が安全な治療には不
可欠であるが，画像情報そのものだけでなく，線画や文
字なども表示することで穿刺を支援する拡張現実感の付
与が求められる．この実現のため，MR画像撮像中に使

Fig.	1		Overview of the Slice Image Overlay Navigation System

Fig.	2		Block diagram of the MR compatible Overlay Navigation 
System hardware

Fig.	3		Principle of image overlay
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用可能なLCDを用いたオーバーレイ表示デバイスの開
発を行った（Fig. 4）．オーバーレイ表示デバイスは
MRI内で使用するため，ハーフミラーはソーダ石灰ガラ
ス，本体のフレーム及び表示装置のケースはアルミニウ
ム材からなり，すべて非磁性材料で構成されている．従
来のLCDは漏洩電磁波および磁性材料により撮像に影
響を与える．さらに液晶バックライトに冷陰極管を用い
たものは強磁場内では安定して点灯しない．このため
に，LEDバ ッ ク ラ イ ト 式 のLCDモ ジ ュ ー ル 

（NL10276BC13-01C, NEC）とRGBインターフェイス
ボード（NY-10276,内藤電誠）を用い，使用されている
磁性材料をできる限り取り除いた．前述のMR Condi-

tional 条件を満たすように，電磁波対策として，ケース
を3mm厚アルミニウムで製作し，表示用の開口部には
フィルム型電磁波シールド（PDP用電磁波シールドフィ
ルム，日立化成）を2重に使用し，アースを取り付け
た．信号ラインにはフィルタ（MD-045D-001，コト
ヴェール）を入れ，信号ラインと電源ラインケーブルは
導電性編組ケーブルでシールドした．以上の厳密な電磁
波対策により高いMRI対応性を得ることができ，0.2 T 

MRIの共鳴周波数帯域の漏洩電磁波はなく，MRI内で
オーバーレイ表示時において，S/N比の低下は1.7%か
つ歪みやアーチファクトの発生は無かった．これによ
り，MR画像の撮像中でも画像への影響を考慮すること
なくオーバーレイ表示が可能となった [9]．
　開発したオーバーレイ表示システムを用いて，穿刺手
術など行うにあたり，オーバーレイ表示面に沿って穿刺
を行う必要があるが，オーバーレイ表示面と患部の正確
な位置関係の把握が必要となる．しかしながら，オー
バーレイ表示面の奥行き認識には習熟が必要である．
レーザスキャニングシステムでは体外での位置姿勢誘導
が可能であるが，体内の情報をより判りやすく表示する
ため，穿刺針などの術具とオーバーレイ表示面の相対位
置情報を直感的にナビゲートする機能を組み込んだ．
　具体的には3次元位置計測マーカを取り付けた術具と
オーバーレイ表示面の奥行き方向に関する相対位置情報
を視覚的に表示する（Fig. 5）．画面にはオーバーレイ表
示面と術具の奥行き方向の関係を表すカラーバーがあ
り，術具先端と中間点の2点がオーバーレイ表示面に対
して前後方向の差を視覚的に表している．また，術具先
端と中間点のオーバーレイ表示平面上における移動方向
は円形のマーカにて示されており，マーカは奥行き情報
を示すカラーバーと同色である．これらはオーバーレイ
表示面の前後30 mm以内に術具が存在しないときは表
示されない．術者は断層画像のみならずこれらの情報を
基に，使用している術具とオーバーレイ表示面の相対位
置関係を直感的に捉えることが可能である．

2.3	 オーバーレイ表示システムワークフロー
　本システムにおいてオーバーレイ表示を以下の1）～
17）の手順で行う．術前に1）～4）を行い，術中に7）
～12）の手順をループさせることで，オーバーレイ表
示デバイスの移動に追従した断層画像を重畳表示が可能
である．
　デバイスの設置，画像の撮像・転送は手動で行う必要
があるが，MRI撮像座標系とMRI装置座標系はあらかじ
め位置合わせ（レジストレーション）されているため，
撮像パラメータを入力するのみで実空間とMR画像座標
系の統合が可能である [4]．光学式3次元位置計測装置から
MRI装置座標系，オーバーレイ表示デバイス座標系，術
具座標系を取得することで自動に座標系の統合が行われ
るため，術者にはレジストレーションなどの手間はない．
　本システムを用い穿刺作業や関心領域の術中の様子を
観察する場合には，デバイスを固定し，オペレータが制
御PCに表示される撮像位置情報をコンソールに入力し，
14）～ 17）のループを行うことで術中画像のオーバー
レイ表示が可能である．また，断層画像オーバーレイ表
示ナビゲーション機能は7） 以降に使用可能となる．
1） 関心領域の3次元MR画像を撮像．
2） 撮像したMR画像をDICOMサーバ経由で取得．
3） 3次元位置計測装置とオーバーレイ表示デバイスを

MRI室に設置．

Fig.4		Overview of The LCD slice image overlay device installed 
the MRI gantry.

Fig.	5		Overview of depth navigate function



152  MRI環境下における拡張現実感ディスプレイに関する研究　第 2報　LCDによる画像重畳デバイスの評価

4） 制御PCに3次元MR画像の撮像パラメータを入力．
5） MRI装置座標系を取得．
6） MRI装置座標系と撮像パラメータを用いて，MR

画像座標系を算出． 

7） 実空間とMR画像座標系を統合．
8） オーバーレイ表示デバイス座標系と術具座標系の
座標系を取得．

9） すべての座標系を変換可能とし統合．
10）  オーバーレイ表示面の断層画像を術前MR画像より

算出．
11） オーバーレイ表示用の画像処理．
12） 画像処理を行った術前画像をオーバーレイ表示．
13） 関心領域でオーバーレイ装置を固定し，関心領域の

撮像断面情報を取得・表示．
14） 撮像位置情報に従いMRフルオロスコピーで穿刺断

面の術中画像の撮像．
15） MRIコンソールのモニタに表示される術中画像を

モニタ分配機とフレームグラバーボードから取得．
16） 取得した画像をオーバーレイ表示用に画像処理．
17） 画像処理を行った術中画像をオーバーレイ表示し，

ターゲットへ穿刺などを行う．

3.　オーバーレイ表示精度評価実験
　開発したシステムを用いて，模擬格子ファントム，術
前3次元MR画像とオーバーレイ表示デバイスの座標系
を統合し，オーバーレイ表示を行い，すべての誤差要因
を含めたシステムのオーバーレイ表示精度を評価する．
　オーバーレイ表示用の画像として，模擬格子ファント
ムの3次元MR画像を1pixel=1mmスライス厚2mmで
FOV＝256×256×200mmの領域を撮像した．この画像
データをオーバーレイ表示システムに転送・座標系を統
合した後に，模擬格子ファントムに対してオーバーレイ
表示を行った．模擬格子ファントムはアクリル製であ
り，一定間隔で並べられた格子状の角柱の間に水を満た
したものである．そのため，MR画像には水が描出さ
れ，角柱は格子状に画像上は黒く抜けた画像となる．そ
の状態で，格子部の各格子の頂点および稜線の位置関係
を計測することにより，オーバーレイ表示精度の評価を
行った．Fig.6に実験の設置の様子を示す．
　オーバーレイ表示精度は，グリッドファントムの格子
にオーバーレイ表示した状態で，1軸のステージを取り
付 け た デ ジ タ ル カ メ ラ（Camera：7D, Canon Inc., 

Lens：EF-S17-55 F2.8 IS USM, Canon Inc.）をファン
トムから1 mの位置に設置し，ステージを用いてカメラ
を平行移動させ2視点から撮影した．そして，撮影した
2視点の画像から三角測量法により格子部のオーバーレ
イ表示位置誤差を算出した．評価に用いたカメラ画像の
解像度は1pixel=0.43 mmであった．

　本システムを用いて，模擬格子ファントムに対して
オーバーレイ表示の位置誤差精度評価実験を行った結
果，各格子点の実際の位置と画像上での位置の誤差平均
が1.75±0.45 mmであった．試行回数は5回である．位
置誤差は一定の方向にずれていたことから，誤差要因と
して座標系統合時の誤差とハーフミラーによる歪みが考
えられる．これらの位置誤差方向が一定方向であること
から，キャリブレーションすることにより精度の向上が
見込まれた．

4.　考察および結語
　本報告では，MRI環境下で撮像した画像を観察しなが
らの治療を支援するガイダンスデバイスとして，LCD

を用いたオープンMRI対応断層画像オーバーレイ表示
ナビゲーションシステムの開発および評価を行った．昨
年度開発したレーザスキャニングシステムとの併用によ
り，穿刺手術などの低侵襲手術において有用な手術支援
機器となる．今後はシステムの精度向上および臨床前実
験を行い，臨床使用を目指す．

Fig.	6		Experimental Setup



   MRI環境下における拡張現実感ディスプレイに関する研究　第 2報　LCDによる画像重畳デバイスの評価 153

参考文献
1)  R. T. Blanco, R. Ojala, J. Kariniemi, J. Perala, J. Niinimaki, 

and O. Tervonen, “Interventional and intraoperative MRI at 

low field scanner—a review”, Eur J Radiol, vol. 56, no. 2, pp. 

130-142, 2005.

2)  B. Stephan Clasen, Diethard Schmidt, Christina Schraml, 

Jan Fritz, Fritz Schick, Claus D. Claussen, Philippe L. 

Pereira, “MR-guided radiofrequency ablation in a 0.2-T open 

MR system: Technical success and technique effectiveness in 

100 liver tumors”, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 

vol. 26, no. 4, pp. 1043-1052, 2007.

3)  N. V. Tsekos, A. Khanicheh, E. Christoforou, and C. 

Mavroidis, “Magnetic resonance – Compatible robotic and 

mechatronics systems for image-guided interventions and 

rehabilitation: A review study”, Annual Review of Bio-

medical Engineering, vol. 9, pp. 351-387, 2007.

4)  正宗賢，佐藤生馬，舟久保昭夫，土肥健純 , MRI下治療支援
用断層画像オーバーレイ表示システムの開発，日本コン
ピュータ外科学会誌 , Vol.11, No.1. pp.15-23, 2009.

5)  松家大介，石川達也，村垣善浩，伊関洋，正宗賢 , フレーム
レス医用断層画像オーバーレイ表示システムの開発 , 日本コ
ンピュータ外科学会誌 , vol.8, no.1, pp.9-17, 2006．

6)  American Society for Testing and Materials (ASTM) 

International, “Standard Practice for Marking Medical 

Devices and Other Items for Safety in the MR Environment”, 

ASTM Standard F2503-05, 2005.

7)  佐藤生馬，舟久保昭夫，葭仲潔，廖洪恩，山下紘正，土肥
健純，正宗賢，オープンMRI環境下における電磁波のMRI

画像撮像への影響に関する評価，日本機械学会2009年度年
次大会演論文集 Vol. 7, pp. 259-260, 2009.

8)  佐藤生馬，長縄明大，舟久保昭夫，土肥健純，正宗賢 , MRI

対応画像誘導下手術支援マニピュレータの開発及び電磁波
対策に関する評価，日本コンピュータ外科学会誌 , Vol.10, 

No.4. pp.529 - 538, 2009.

9)  SATO, A. FUNAKUBO, H. KAMIUCHI, H. LIAO, H. 

YAMASHITA, T. DOHI and K. MASAMUNE, Develop-

ment of LCD Slice Image Overlay Device with Electro-

magnetic Wave Measurement, 2009 JSME-IIP /ASME-ISPS 

Joint Conference on Micromecharonics for Information nad 

Precision Equipment, pp. 389-390, 2009.




