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あらまし  がん診断のための撮影手法である陽電子断層撮影(PET)は，がんの進行度判定や，初期の小さながんの発見に有効

であると期待されている．PET 画像の読影には固有の医学的知識や経験が不可欠であるが，現在それらの知識は明確には蓄積さ

れていない．そこで我々は，PET 画像読影と，読影後の確定診断の際に生じるデータをモデル化し，医師全体で共有できる DB
モデルを提案してきた．本論文では，医師が読影の際に判断に迷うような場面において，PET 画像 DB に蓄積された情報を活用

して，新たに指標となるべき情報を提示することによる支援方法を提案する．まず，確定診断と読影の情報から，PET 診断にお

ける偽陽性・偽陰性や典型的な異常例，臓器の正常部位平均 SUV といった情報が検索可能となる．それらのデータのうち読影

時に有効である適切なデータ集合に対して集約演算を行う．その結果を利用して要注意領域を強調するように PET 画像の色調

を割当てることで，集積の危険度を視覚的に知ることが可能となる．そして本モデルの実現性と有用性を検証するためにプロト

タイプシステムを構築し，模擬データを蓄積することで，可能となる検索の評価を行なった． 
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Abstract Diagnosis by whole-body PET (Positron Emission Tomography) images are considered as an effective method of 
finding cancer. When radiologists interpret PET image, they are required special knowledge and much experience, but such 
knowledge has not been clearly accumulated now. Therefore, we have proposed a new modeling method to share these proper 
knowledge with doctors by using a database. In this paper, we propose PET interpretation support method by utilizing PET 
image DB information in various scene doctors are unable to make decisions. Firstly we introduce a data modeling in which 
they can retrieve false negative, false positive, typical abnormality, and background accumulation, etc. by PET diagnosis 
information and confirmed diagnosis information. Secondly, we design data aggregation of those retrieval data by utilizing 
those aggregation data, warning region are emphasized by correcting color hue of PET image, and so they are able to know 
risk of accumulations visually. As for the result, we implemented prototype of the system, and also evaluated the effectiveness 
of it. 
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1. はじめに  

現在の医療現場において，陽電子放射断層撮影

(PET : Positron Emission Tomography)はがんの早期発

見に有効であるといわれ [1]，画像診断の一つの手段と

してよく用いられるようになってきている．CT や MRI

が体内の形態を画像化したものであるのに対して，

PET は体内の代謝を画像化した機能画像であり，計算

機上で可視化する際には医師個人のノウハウに依存す

る部分が多い．このために診断する医師には多くの知

識や経験が求められるのが現状である．そのため，読



 

 

影支援を行うシステムを望む医師の声は高く，近年注

目が集まっているものの一つに自動診断 [2][3]があげ

られる．  
技術の発展により現在では電子カルテを代表とす

る様々な診断支援ツールが出現し，医師が注目した領

域 (ROI : Region of Interest)や読影環境の保存が可能と

なり [4]，情報の共有化が進められている．しかし，そ

れらは特定のシステムに依存したファイルとして保存

されるものであり，再利用には向かない．そのため病

院の枠組を越えての共有は現状では困難である．もし

医師が読影時に設定した ROI やその時の読影環境をモ

デル化して蓄積すれば，医師がどの様に画像を見たこ

とで所見を下したか，どの疾病が疑われたからどの様

な見方をしたのかをツールに依存することなく知るこ

とができ，病院間でのノウハウ共有が可能になると考

えられる．  
これまでに我々は読影時に生じるデータをモデル

化し DBMS で管理することによって，いわゆる医師の

「ノウハウ」を共有するための手法として，過去の読

影情報を画像と共に検索・提示できる読影モデル [5]
や，読影モデルをベースに確定診断モデルの追加や

SUVMAX に注目した ROI のモデル化を行った PET 診断

モデル [6]を提案してきた．  
本稿では，医師が読影の際に判断に迷うような場面

において，PET 画像 DB に蓄積された情報を活用して，

新たに指標となるべき情報を提示することによる支援

方法を提案する．まず，確定診断と読影の情報から，

PET 診断における偽陽性・偽陰性や典型的な異常例，

臓器の正常部位平均 SUV(Background 集積，BG 集積)といっ

た情報が検索可能となる．それらのデータのうち読影

時に有効である適切なデータ集合に対して集約演算を

行う．その結果を利用して要注意領域を強調するよう

に PET 画像に対して色調を割当てることで，集積の危

険度を視覚的に知ることが可能となる．  
以下，第 2 章では現状の読影方法とその特徴，問題

点を述べ，第 3 章では PET 画像データベースのデータ

集合に対する集約演算の結果を利用した PET 画像への

色調割当てによる読影支援手法の設計を行い，第 4 章

ではプロトタイプシステムの構築を行い，第 5 章では

模擬データを用いて可能となる検索の評価と，それを

用いてプロトタイプシステムの評価を行い，第 6 章で

まとめと今後の課題を述べる．  
 

2. PET 画像と読影方法  
2.1. PET 画像の読影の流れ 

PET 検 査 で 投 与 さ れ る FDG(18F-Fluorodeoxy- 
glucose)は糖代謝が盛んな箇所に集まり，またがん細胞

は正常な細胞に比べて糖代謝が盛んであるため， がん

細胞が存在する部位には FDG が多く集積する．読影

に際して，医師は生理的な集積と異常集積の鑑別のた

めに，その集積の強さを評価する必要があり [7]，その

ための値として SUV(Standardized Uptake Value)と呼ば

れる値を用いて定量的評価を行う．SUV とは，FDG の
集積度を，患者の体重と RI(Radio Isotope)投与量で標

準化した半定量的指数である [8]. 
医師は特定した集積に対して関心領域 (ROI : Region 

of Interest)と呼ばれる注目した領域を設定する．  ROI
における SUV 大値 (SUVMAX)を算出し，その集積の

SUV や臓器毎の標準な SUV，あるいは周辺の正常部位

平均 SUV(Background 集積，以下 BG 集積 )と比較しな

がら，がんの可能性があるかを定量的に解析する．ま

た ROI の設定の際，その ROI に含まれる集積の

SUVMAX だけでなく平均 SUV(SUVAVG)も参照すること

がある [9]．そして，解析した結果を「画像所見」とし

て所見レポートに記述する．つまり，ここで医師はそ

の集積がある部位とその集積が何であるかという関連

付けを行っていることになり， [ROI:(部位，集積の種

類，その集積の SUV)]という構造を持つ情報が抽出さ

れる．  

2.2. PET 画像可視化の際の色調補正と割当て 
可視化とはそのままでは分かりにくいデータを誰

にでも分かりやすい形で表示することであり，本研究

の場合は PET で得られた人体データを画像化すること

である．しかし画像化する際には，画素値の扱いに工

夫を要する．一般的な方法としては，表示する原デー

タ値の上限と下限を設定し，その区間を線形的，ある

いは非線形的に画素値の明度に割当てる方法があり，

結果として白黒濃淡画像が表示される．これはグレー

スケール表示と呼ばれている．グレースケール表示の

特徴は，線形的に画素値を割当てた場合には，原デー

タ値の差が画像に直に反映されている点である．その

ため，医師は画像の明度の差から原データ値の数値差

を経験的に解釈することができ，正常な部位に比べて

明らかに有意な差を持つ集積に対して診断を下すこと

が可能となる．  
これに対し，色調補正とは，意図的に画素値の一部

を強調したりするなど，非線形的な変換を行うことで

ある．例えば，PET 画像に見られる中程度の画素の数

値の偏り (集積 )を線形的に視覚化するのではなく，そ

の偏りの周辺値のコントラストを強める，などの補正

を加えることで偏りの差異が明確になる．しかし，色

調の補正に関しては，どのような補正を行うのが 良

であるのか医師が読影時に判断するのが難いことや，

自動的に補正を行うシステムを用いた場合に原データ

値と補正済み画素値との対応を医師が連想し難いなど

の欠点が考えられる．  

2.3. PET 画像可視化とカラーマップ 
PET 画像可視化の際に，現在では白黒濃淡画像とは



 

 

別に主に RGB 色相 (カラーマップ )を割当てて診断を行

う場合が多い．カラーマップとは，入力された値に対し

て対応する出力値をカラーベクトルによって割当てる

対応表である．カラーマップを適切に設定することに

よって，医師はグレースケールによる可視化では判定

しにくい集積を効果的に視覚化することが可能になる．

例えば，明らかに正常と判断可能な低い原データ値は

Blue 領域に，明らかに異常と判断可能な高い原データ

値は Red 領域に含まれるようにカラーマップを設定す

る．これにより，特に慎重に判定しなければならない

原データ値の範囲は直感的なカラーで表示されること

から，異常集積を発見しやすくなる効果が期待できる． 
ツールによってはあらかじめ用意されているカラ

ーマップの他に，利用者がカラーマップを編集したり，

使用したカラーマップをファイル形式で保存すること

もできる．カラーマップを用いた PET 画像の可視化の

際には，カラーマップの選択と，選択したカラーマッ

プと原データ値の対応付け，そしてボリュームレンダ

リングの時には全体不透明度をそれぞれ設定するのが

一般的である．しかし，カラーマップの設定は読影を

行う医師自身が行う必要があり，大きな手間となる．

このため，いつでも適切なカラーマップが用いられる

とは限らない．  
現在，読影の際の画像の可視化は医師個人の医学的

知識や経験，そして可視化に関する技術に依存してお

り，誰が行なっても同じような結果を得られるわけで

はない．そこで我々は，読影時に設定される可視化情

報のモデル化を行ない，ツールに依存しない読影環境

の再現を可能とし，それによる読影医支援の研究をこ

れまでに行ってきた [10]．  

2.4. PET 読影の現状と要注目領域強調法  
実際の医療現場では，PET 画像で異常を疑う場合で

あっても，確定診断の結果，実際に癌でないというよ

うなことも多い．読影医が自分の読影の 終的な結果

を個別に問い合わせる事は，通常の業務の範疇ではな

いので，非常に手間がかかる．しかし，読影結果と確

定診断との比較や考察は読影の質を向上させるために

は必要なものであり [11][12]，実際に読影医からも自分

の読影の結果のフィードバックを望む声がある．しか

し，全ての読影と確定診断を問い合わせて考察すると

いうのは，時間，量，手間を考慮すると現実的ではな

い．  
そこで本論文では，2.3 節の読影時の可視化情報を

利用した再現とは異なり，まず DB に大量に蓄積され

ている，読影時に発生した ROI 情報や医学的知識，確

定診断の関連を検索することによる取得できるデータ

に対して適切な集約演算を行う．その結果を利用して

画像の要注目領域のみを強調して表示することにより，

医師の注意を喚起する手法を提案する．   

3. PET 読影支援のための情報蓄積  
本章では，読影情報と確定診断の関係を DB で適切

に管理・蓄積する方法と，それらの蓄積されたデータ

の集約利用による読影支援について説明する．  

3.1. PET 画像 DB 
我々は今までに，PET 画像を実際の読影プロセスに

基づいてモデル化し，画像と所見データを関連付けて

蓄積する PET 画像 DB を提案してきた．PET 画像 DB
は，PET の読影に携わる人をエキスパート医師，撮影

技師，読影医そして確定診断医に分類し，それぞれが

登録するデータを分割するために知識層，Raw Data 層，

読影層からなる 3 層構造モデルをとった [13]．以下，

各層について簡単に述べる．   
[知識層 ] 
知識層とは，がんの研究者・専門家などのエキスパ

ート医師が医学的知識を登録するための層で，肝臓な

どの部位概念や病変概念，概念間の関連，などの知識

を蓄積する．プロトタイプモデルでは，医師の表記の

違いによる概念のずれを防ぐために，UMLS(Unified 
Modeling Language System)[14]を元にしてデータを登

録した．UMLS では部位や病理概念に対して一意の

CUI(Concept Unique Identifier)：概念識別子をもち，概

念間の関連 (例：肝 S4 は肝臓の一部である．等 )も記述

されたメタシソーラスの集合体である．  
[Raw Data 層 ] 
Raw Data 層とは，検査技師が撮影画像と検査・患者

に関するデータを登録するための層で，検査時に

DICOM [15] 形式で得られる一次データを蓄積する．

画像データは DICOM 形式で出力されるデータの中で

画像データを表す部分のみをスライス単位で蓄積する． 
[読影層 ] 
読影層とは，読影医が読影に関するデータを登録す

るための層で，画像に対して設定した ROI，設定した

読影環境に関する情報，検査に関する所見データや確

定診断データなどを蓄積する．PET による良性・悪性

診断では，集積の SUVMAX を調べるために関心領域を

設定するため，SUVMAX を表す画素 (以下 Peak Voxel)が
重要であると考えられる．そこで ROI は Peak Voxel の
集合としてモデル化した．読影層は知識層と Raw Data
層を関連付けるための中間層である．  

3.2. 確定診断の活用  
PET 画像 DB では，読影情報と確定診断の関連が記

述されているので，読影情報のみではわからなかった

情報を検索可能である．確定診断を利用することによ

り新たにわかるようになる情報と，その有用性につい

て以下に簡潔に説明する．  
1)偽陽性・偽陰性  
読影では陽性と判断されたが確定診断では陰性と

診断された症例 (偽陽性 )やその逆 (偽陰性 )の症例を検



 

 

索することが可能であり，どのような集積が偽陰・偽

陽性と診断されやすいのか等を知ることができる．偽

陰性は「見落とし」，偽陽性は「過剰指摘」と言い換え

ることもできる．どちらも誤判定といえる情報である

が，見落としはできる限り減らすよう努めるべき要素

であるため，偽陽性に比べて偽陰性が特に重要視され

ている．  
2)正常・異常例  
確定診断はその患者の疾病の 終的な結果判定で

あるため，読影情報のみでは「正常，または異常と判

断された」という情報しか知ることが不可能であった

のに対し，確定診断情報を利用すれば 1 件 1 件の検査

に対して正常・異常という分類を行うことが可能であ

る．多くの症例の情報を蓄積していくことにより，正

常・異常症例の集積の SUVMAX 範囲を部位ごとに提示

することや，どのような集積が異常になりやすいかな

どを知ることが可能となる．  
 
これらの医師にとって有用であると考えられる情

報を，読影の際に医師に提示することにより，診断を

下す際の指標の一つとなりえると考えた [16]．  

3.3. PET 画像 DB の改良  
3.1 節のモデルでは，所見が下された部位に対して 1

件 1 件確定診断を対応させており，所見が下されない

部位に対して確定診断を付与できなかった．しかし，

実際の医療現場で利用されている電子カルテなどのシ

ステムでは，読影情報と確定診断は特に関連性を持つ

ことなく作成される．新しいモデルでは，所見と確定

診断を同列に扱うように改良することで，その問題を

解決し，より実際の医療現場のシステムに親和するよ

うになる．所見のモデル化を図 1 に，それに基づいて

設計した DB スキーマの概念モデルを図 2 に示す．  
上記の DB モデルから取得できるプリミティブなデ

ータとしては次のものが考えられる．  
(1)各臓器の異常症例の SUV 分布  
(2)各臓器の正常症例の SUV 分布  
(3)各臓器の偽陰性となった症例の SUV 分布  
(4)各臓器の偽陽性となった症例の SUV 分布  
(5)各臓器の BG 集積  
(6)検査を受けた患者の年齢分布  
(7)ROI が設定された集積の座標  

これらのデータは，単独で利用しても有用であるが，

複数組み合わせることによってより複雑で有用な情報

を表すようになる．どのように組み合わせるかはエキ

スパートの自由である．詳しくは 4 章で述べる．  

3.4. PET 画像 DB のデータの集約利用による読影

支援  
3.3 節で述べた情報は，そのままでは医師にとって

有効であるとは言い難い．そこで我々はそれらのデー  

 

 
 

 
 
 

タのうち読影時に有効であると考えられる適切なデー

タ集合を集約演算により抽出する．その結果を医師に

提示するには様々な方法が考えられるが，本論文では，

要注目領域を強調するように PET 画像の原データ値に

カラーマップを割当てることで，集積の危険度を視覚

的に認識させることによる読影支援方法を提案する．  
先に本稿の結論に言及すると，通常のカラーマップ

割当て (図 8 左 )では画像全体を見て線形的に全体に対

する RGB の調整を行うのに対し，提案手法 (図 8 右 )
では，原データ値に対して「要注目度」を 0～255 の階

調値に割当てた変換を行う．このとき，要注目度は，

過去の読影結果を様々な適切な条件を用いて検索し，

得られた結果を集約することによって生成される．図

3 は，ある種のがんが過去に発見された検索結果に対

して，その時の SUV の分布を作成し， 頻値は要注意

度を高く，低頻値には要注意度を低く，殆ど出現しな

い値には要注意度を 0 に割当てる様な例を示している．

この割当てにより，読影医は現在読影を行う画像に対

して過去のデータの頻度を画像に重ね合わせて見るこ

とができるため，判断の一つの指標とすることが可能

である．この説明における原データ値としては SUV が

相当する．  
 

図 1 医学所見のモデル化  

図 2 概念モデル  



 

 

4. プロトタイプシステムの設計と実装  
実際に有効な検索や可視化が可能であるかを評価

するために，3 章の設計に基づき PET 画像 DB の検索

結果に基づいて可視化を行なうためのプロトタイプシ

ステムを構築した．データベースサーバは以下のとお

りである．  
機種名：Dell Precision 530 
CPU：Intel Xeon 3.4GHz(DUAL 構成) 
Memory：4GByte 
OS：Microsoft Windows Server 2003 
DBMS：Microsoft SQL Server 2005 
また，プロトタイプシステムの実装環境は以下のと

おりである．  
機種名：自作構成 PC 
CPU：AMD Athlon64X2 Dual Core Processor 4800+ 
Memory：2GByte 
OS：Microsoft Windows Vista Business 
開発環境：Visual Studio .NET 2005 

4.1. 集約データの利用  
3.3 節で述べたデータに対して，単独もしくは複数を

組み合わせて集約することによって得られる，読影の

際に医師にとって有効であると考えられる集約データ

の例として以下のものが考えられる．  
1)各臓器の正常・異常症例の件数の比率  
3.3 節 (1),(2)のデータを「肝臓」に関して集約するこ

とにより，「肝臓」に下された過去の診断のうち，正常

例と異常例の SUVMAX の SUV 範囲別の件数を取得する

ことができる．そして，正常と異常の症例の件数の比

率を計算し，その比率を用いて PET 画像のカラーマッ

プ割当てを行う．この場合，画像が表現する情報は「正

常と異常のどちらにも判定される可能性が高い SUV
範囲」すなわち「 も慎重に判断すべき SUV 範囲」と

いうことになる．  
2)各臓器の偽陰性の件数の比率  
3.3 節 (3)のデータを「肝臓」に関して集約すること

により，「肝臓」に下された過去の読影と確定診断の情

報から，SUVMAX の SUV 範囲別の偽陰性の件数を取得

することができる．そして，偽陰性と判定された

SUVMAX が も多い SUV 範囲を基準として他の SUV
範囲の偽陰性数の比率を求め，その比率を用いて PET
画像のカラーマップ割当てを行う．この場合画像が表

現する情報は「偽陰性の可能性が高い SUV 範囲」とい

うことになる．  
3)臓器の BG 集積を基準とした異常症例数  
上記の 2 例は現在読影中の PET 画像に含まれる情報

は一切利用していない．現在読影中の PET 画像の「肝

臓」の BG 集積を検索条件とし，3.3 節 (1),(5)のデータ

を集約することにより，BG 集積が近い症例のみに絞

りこんで異常症例の分布を取得することができる．こ  

 
 
れにより，現在読影中の PET 画像に SUV 分布が近い

症例のみを抽出したことになる．SUV は半定量値であ

るため，患者の撮影時の健康状態や撮影環境，撮影ま

での時間などにより数値の揺らぎが発生する．BG 集

積が近い症例のみに絞り込むことにより信頼性の高い

データになると言える．取得した異常症例の分布を (2)
と同様にカラーマップ割当てに適用することにより，

「現在読影中の PET 画像の SUV 設定における異常と

なりえる SUV 範囲」を表現することになる．  

4.2. 模擬データの蓄積  
提案手法の実現性を評価するために模擬データを

生成して，DB に蓄積する．模擬データは，横浜市立

大学医学部放射線科からサンプルとして提供された読

影診断情報付き全身 PET 画像データ 10 件を元に作成

した．  既に DB に登録されている 10 件の画像データ

を複製し，新たに 120 件の画像データとして登録した．

その 120 件の画像データに対して「肝臓」にのみ模擬

の読影結果データを付与の上，適当な確定診断結果を

付与して DB に蓄積した．模擬データの分布は，120
件の画像データうち，60 件は正常例，60 件は異常例と

し，また，正常例 60 件のうち偽陽性を 20 件，異常例

60 件のうち偽陰性を 20 件となるようにした．  
提案手法が，設計通りに機能することを評価するた

めに，模擬データを登録する際には以下の点を考慮し

た．  
・肝臓の正常な SUV は 3 程度で，4 を大きく上回る

とほぼ異常確定とみなされるため，SUV3～4 の間に異

常・正常症例共に多く分布するようにする  
・医師が読影を行う際に，肝臓に関しては SUV3.5

図 3 提案手法と通常可視化の違い



 

 

付近が一番判断の難しい領域であるので，その付近に

偽陽性・偽陰性が多くなるようにする  
・集積の発生している部位情報に対しては細かく判

定を行うようにする (例：肝右葉前区域，など ) 
・現実の読影に近くなるよう，1 人の患者に対して

1～3 件の所見と 1 件の確定診断を付与するようにする  
・今回の模擬データでは，異常か正常かが重要な要

素であり，病名に関しては重要ではないため，病名の

間違いなどは考慮しない  

4.3. 提案システムの実装  
3 章の設計と 4.2 節の模擬データを基に，プロトタ

イプシステムを構築した．本節では，4.2 節の (1)の集

約データを用いた場合を想定して以下説明を行う．  
[集約データの取得 ] 

PET 画像 DB にクエリを発行し，集約データの取得

を行う．取得に際し，SUV 範囲の下限・上限と SUV
の間隔を指定する必要がある．これらの指定は，シス

テムを利用する側が，どのような場面を想定したデー

タが欲しいかによって変わるものであり，その場面に

おいて医師が適切な数値を指定することになる．  
今回必要な集約データは，「肝臓の，SUV1.5～5.5 に

おける，SUV0.5 区間ごとの正常例・異常例の件数を取

得せよ」とする．DB にクエリを発行すると，図 4(a)(b)
のようなテーブルが返される．尚，DB に登録する上

で，SUV は 1000 倍した数値を用いている．  
[集約データの加工と利用 ] 
取得したテーブル (図 4(a)(b))から，正常と異常の件

数の比率を各区間で計算する．区間数を nとして，各

区間 i  (=1～ n)の正常と異常の件数の比率を iR  (=0～
1)とする． iR の中で 大値のものを MAXR とする．各 iR
を MAXR で正規化したあと 256 階調に変換し，カラーマ

ップの RGB 色相の G に割当てる．このとき区間 iにお

ける G の値を iG  (=0～255)とおくと次の式が成立する． 

MAX

i
i R

R
G

255×
=      …  (1) 

次に，各区間 iに含まれる全症例 (異常・正常共に )が持

つ SUVMAX の平均値 (図 4(c))を検索により求め，その

値を iAVG とおく．各区間 iにおける iAVG と iG をセッ

トとし，SUV が iAVG の時の階調を iG となるようにカ

ラーマップ割当てのためのグラフにプロットしていく．

iG と 1+iG の間の数値は iG と 1+iG を結ぶ 1 次直線で線

形的に変化すると仮定する．以上のことを簡潔に表し

たものが図 5 になる．本来，カラーマップ対応グラフ

上の線は点の集まりで表されるべきであるが，そのた

めには区間の広さを極端に小さく取る必要がある．し

かし，その場合には頻度が 0 や 1 など極端に低い区間

が多く生じ，結果として無意味な割当てになると想定

される．したがって，区間をある程度 (SUV0.1～0.5)  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

広く取る必要があるため，点と点の間は一時直線で補

完することとした．  
 [要注目領域強調画像の利用方法 ] 
通常のカラーマップ割当てでは SUV を一律な線形

式によって変換するのに対して，今回のカラーマップ

割当てでは色調の持つ意味が根本的に異なる．4.2 節

でも説明したように，「正常と異常のどちらにも判定さ

れる可能性が高い SUV の値ほど濃い Green に」すなわ

ち「 も慎重に判断すべき SUV の値ほど濃い Green
に」という意味を画像が持つからである．そのため，

Green 以外の Red と Blue に関しては表示する意味がな

いと言える．要注目領域強調画像と読影画像の比較を

行うことによって，読影医は現在注目している集積が，

明らかに異常 (or 正常 )と言えるのか，もしくは判定が

非常に難しいために慎重を要するのか，などの新しい

判断材料を得ることができるようになる．  
提案手法で生成された画像を有効に利用するため

には，一般的なカラーマップ割当てがなされている画

像と並べる，または瞬間的に切り替える，などの方法

を用いてオリジナルの PET 画像との比較を行うことが

重要となる．例えば，グレースケール画像との比較を

行う場合は，グレースケール画像に提案手法で生成さ

れた画像を重ねる，などが考えられる．この場合，グ

レースケール画像と提案手法で生成された画像では，

画像の持つ意味が違うため，画像の合成を行う際には，

提案手法で生成された画像の Green に割当てられた画

素でグレースケール画像の対応する画素を置換すると

いう方法をとる必要がある．図 3 を例にとって説明す  

(a)正常例件数の分布  

(b)異常例件数の分布  

(c)各区間における SUVMAX の平均値

図 4 取得した統計データ

図 5 カラーマップ対応グラフ  



 

 

 

 

 

 
 

ると，Green が SUV1.5～5.0 の領域において存在する

ので，グレースケールの SUV1.5～5.0 に対応する画素

を提案手法で生成された画像に置換することになる．  
今回実装したシステムでは，グレースケール画像に

対して該当 SUV 値のみ Green に表示する機能，通常の

PET 画像と瞬間的に切り替える機能，画像の Green 領

域のみ表示する機能を実装した．  
今回の実装では，各 SUV 範囲の異常・正常例の件数

の「比率」を元にカラーマップ割当てを行っているた

め，4.2 節の 2)や 3)のような他の検索結果に対しても

対応して，それぞれのデータが表現する情報を強調す

るようにカラーマップ割当てを行うことができる．  
 

5. 検索と実験による評価  
構築したシステムを評価するために，PET 画像 DB

に 対 す る 検 索 評 価 と ， 2 種 類 の ビ ュ ー ア (PET 
Manager[13]，AMIRA[17])を用いての動作実験を行っ

た．検索では，4.2 節で提案した検索例が実現可能か

どうか，実際に DB へ検索クエリを発行して正しいテ

ーブルが取得できるかどうかを確認した．実験には，4
章で登録した模擬データ 120 件を利用し，PET Manager
上で行い，様々な集約データのパターンに対応できて

いるかを確認した．また，PET Manager 上で行ったカ

ラーマップ割当てを，汎用ビューアである AMIRA 上

でも再現可能かどうかを検証した．  

5.1. 検索による有用な集約データの取得  
4.2 節で上げた検索例が実際に検索可能かどうか検証

した (図 6)．3.3 節でも述べた通り，どのデータを組み

合わせて集約するかによって，取得できる集約データ

の持つ意味が変わってくるため，様々な情報を読影医

に提示することができる．その時々において，読影医

が必要とする情報を取捨選択できるので有用であると

考える．医師が毎回取捨選択するのは現実的ではない

ので，今回 4.2 節で示したような例をテンプレートと

して用意すべきである．また，今回提示した検索例以

外にも読影医にとって有用な検索クエリはあるはずな

ので，今後も検討していく必要がある．  
 

 

 

 

 

 
 
 

図 6 集約データの検索  

(a) SUV 間隔 0.5 正常・異常比率分布と適用画像  

(b) SUV 間隔 0.2 正常・異常比率分布と適用画像  

(c) SUV 間隔 0.5 偽陰性比率分布と適用画像  

図 7 集約データ分布と，提案手法により生成された画像

(a) 偽陰性の件数の集約データ  

(b) BG 集積が 1.8～1.9 の異常症例の集約データ



 

 

 
 

5.2. 実装システムの評価  
120 件の模擬データに対して，検索クエリを発行し，

取得した集約データを元に実装したプロトタイプシス

テムで PET 画像に対してカラーマップの割当てを行っ

た結果を図 7 に示す．カラーマップ割当てを行った

PET 画像は，実際に医師によって読影が行われ，肝臓

に異常集積が認められたものを使用した．今回の模擬

データでは「肝臓」に対してのみ所見と確定診断が付

いているため，システムも「肝臓」に対してのみ割当

てを行っている． (a)は SUV0.5 間隔で異常・正常例の

件数を取得した集約データの分布と，それを元にした

Green の階調の割当て，それをグレースケール画像に

反映させた結果である．(b)は (a)を SUV0.2 間隔で検索

した場合である．(c)は偽陰性の件数を取得した集約デ

ータの分布と，それを元にした Green の階調の割当て，

それをグレースケール画像に反映させた結果となって

いる．どの場合においても，肝臓の要注意領域である

集積に対して Green が割当てられているのが確認でき

た．  

5.3. 他の Viewer による再現  
実装したプロトタイプシステムで使用したカラー

マップの SUV 範囲，階調の割当ての情報を外部に出力

し，汎用医用画像 Viewer である AMIRA に適用するこ

とで，他の一般的な医用画像システムにおいても再現

可能であることを示した (図 8)．図 8 左の画像は通常の

カラーマップ割当てを適用したもので，図 8 右の画像

は提案手法によるカラーマップ割当てを適用したもの

である．  
 

6. まとめ  
本論文では，これまで我々が提案してきた PET 画像

DB を改良し，その集約データを利用した，要注意部

位を強調するようにカラーマップ割当てすることによ

る読影医支援手法を提案した．そして提案手法を元に

プロトタイプシステムを構築し，模擬データを登録し

て有用性を評価した．また，構築したデータベースに

よって可能となる検索を示し，データ工学的な観点か

らの診断支援の可能性を示した．  
今後の課題として，医師の評価をいただき，実際の

臨床において有用性があるか判断していただくことが

必要であると考えている．また，今回利用した集約デ

ータ以外に読影支援に有用な集約データを検討してい

きたいと考えている．  
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