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研究目的
深層学習を用いた X 線画像解析
研究方法
深層学習を用いてビデオ嚥下造影検査画像で観察される誤嚥所見を分類する。
研究成果
90％以上の分類精度を得た。
研究成果の発表方法
以下の学会発表（別紙に抄録添付）、論文発表を行った。


Aspiration analysis of dysphagia using deep learning: Iida Y, Yoshida H,
Katsumata A. The 2021 International Association for Dental Research (IADR) /
American Association for Dental Research (AADR) / the Canadian association for
dental research (CADR) General Session & Exhibition
 ビデオ嚥下造影検査画像の誤嚥分類： 飯田幸弘、 北野倫哉、 吉田広行、 勝又明敏
第三回歯科 AI 研究会
 雑誌 Dysphagia (Impact Factor 3.438 :2020)に研究成果を投稿中（2022 年 3 月 12 日
時点）
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Iida Y, Yoshida H, Katsumata A.
Title:
Aspiration analysis of dysphagia using deep learning.
Objectives:
The VideoFluoroscopic Swallowing Study (VFSS) method is a gold standard examination of
aspiration in dysphagia. Because aspiration sometimes causes pneumonia, it is one of the most
important events to observe in VFSS. However, detecting aspiration without human error is very
difficult. Deep learning can be used to perform image classification. We studied aspiration analysis
system for dysphagic patients using deep learning.
Materials and Methods:
The subjects were 560 dysphagic patients who underwent VFSS at Asahi University Hospital.
VFSS was recorded as a movie at a speed of 30 frames per second. A frame showing the aspiration
was extracted from the movie. The movie files were separated into individual image frames. After
that, a region of interest (ROI) was set for the pharynx. Nine images were generated from one
image to augment the data. The same image processing was applied to the movie without aspiration.
Sony Neural Network Console (SNNC)® was used for deep learning in Windows 10. The
convolutional neural network was designed for image classification. The epoch was 200, the batch
size was 64 and the image size was adjusted to 130*200.
Results:
Of the 560 dysphagic patients, 54 swallowing movies with aspiration (Aspiration) and 75 movies
without aspiration (non-Aspiration) were selected. Regarding the detection of aspiration, our
system exhibited sensitivity of 83.5%. In addition, specificity was 98.1% for the non-Aspiration group.
Overall accuracy including Aspiration and non-Aspiration was 91%.
Discussion:
This study suggests that deep learning can detect aspiration in dysphagia. Because aspiration
occurs within a short time and is difficult to detect, VFSS analysis causes fatigue and error for
clinicians. However, if deep learning can detect aspiration with high accuracy, it will provide useful
information. Only 129 movies were collected, suggesting that more cases are required to improve
accuracy.

第三回歯科 AI 研究会 2021 年 7 月 25 日
飯田幸弘、 北野倫哉、 吉田広行、 勝又明敏
演題名
ビデオ嚥下造影検査画像の誤嚥分類
目的
ビデオ嚥下造影検査（VFSS）とは、Ｘ線透視装置を用いて、特に口腔から食道にかけての嚥下
運動の様相を動画として記録したものである。嚥下機能検査のゴールドスタンダードであり、特に
誤嚥の瞬間を映像化できる唯一の方法とされている。誤嚥とは、食べ物や飲み物が声帯をこえて
気管内に流入することである。肺炎や窒息を起こす危険性があり、嚥下障害の最も重篤な合併症
の一つとされている。嚥下運動は高速かつ複雑な運動であり、模擬食品の流入量、小さい観察範
囲、などの要因により、誤嚥を正確に診断することは労力を要する。本研究では、ディープラーニ
ングを用いて嚥下障害患者の誤嚥画像を学習し、高い精度で分類することを目的とした。
対象と方法
対象は朝日大学病院で VFSS を受けた 560 人の嚥下障害患者であった。 VFSS は、毎秒 30 フ
レームの速度で動画として記録された。動画から誤嚥を表すフレームが抽出された。動画ファイル
は、一枚ずつの画像フレームに分割されました。その後、咽頭に関心領域（Region of Interest: ROI）
が設定された。ディープラーニングを行うには少ないため、データを水増しするために、1 つの画像
から 9 つの画像が生成されました。同じ画像処理が、誤嚥のない動画にも行われました。
Sony Neural Network Console（SNNC）は、Windows 10 を用いたディープラーニングに使用され
た。異なる３つの畳み込みニューラルネットワークが、画像分類用に設計された。エポックは 200、
バッチサイズは 64、画像サイズは 130*200 に調整された。
結果
560 人の嚥下障害患者のうち、誤嚥のある 54 本の嚥下動画（以下、誤嚥群）と誤嚥のない 75
本の動画（以下、非誤嚥群）が選択された。誤嚥の検出に関して、私たちのシステムは 83.5％の感
度を示した。さらに、非誤嚥群の特異性は 98.1％であった。誤嚥と非誤嚥を含む全体的な精度は
91％であった。
結論
この研究は、深層学習が嚥下障害の誤嚥を検出できることを示唆している。誤嚥は短時間で発
生し、検出が難しいため、VFSS 分析は臨床医に倦怠感とエラーを引き起こすことがある。ディープ
ラーニングで誤嚥を高精度に検出できれば、臨床医の負担を減らすことができる。対象となった動
画は 129 本のみであり、精度を向上させるには、さらに多くのケースが必要であることを示唆して
いる。

