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特別寄稿特別寄稿

なってきている．

　胸部関係では，単純X線写真と胸部CTの領域で実用

化が行われており，R2社をはじめとするベンチャー

企業から大企業に至るまで，複数の企業からノジュー

ル検出のための胸部専用CADシステムが商用化され

ている．また，大腸関係では，ポリープの自動検出に

関するCADシステムがFDAの認可を取得している．

　これに比べ，現時点のわが国における薬事承認を得

ているCADシステムは，まだマンモグラフィCADに

ついてのみであり，GE横河メディカルシステム社の

ディジタルマンモグラフィCADシステム用のもので

あり，開発元はR2社とiCAD社のものである．他社か

らも精力的に薬事承認に向けて申請中と聞くが，容易

に認可は降りないといわれている．

2．CADの性能と臨床評価

　CADの開発時期における実験室レベルの評価で

は，ROC解析による評価が最も一般的であるが，商用

化が一番進んでいる（売られている）マンモグラフィ

CADでは，少なくとも10編程度の臨床的な評価の研

究論文がメジャーなジャーナルに掲載されるように

なっている．

　前向き研究（Prospective study）としては，文献14）～

19）などがあり，症例数は 1 万前後から多いものでは

10万を超えるものまである（ただし，検診画像である

から正常症例が圧倒的に多い）．がんの検出性能（最大

で19.5％の検出率の増加14））ではマンモグラフィCAD

の有効性を示すものが多いが，その代償としてrecall

rateや生検数も増えていることが多い．逆に，文献15）

と，後ろ向き研究（Retrospective study）ではあるが文

献20）では，CADを利用してもその有益な効果はな

かったとする論文もあり，議論を呼んでいる．特に，

文献20）は有名なジャーナルに掲載されたためにその

反響は大きく，マスコミでも取り上げられ，CADへ

の保険適応を取りやめるという騒ぎまで起きている．

しかしながら，これらの研究の検証方法の問題点が

多々指摘されており21），CADの臨床評価研究の難しさ

はじめに

　世界で最初のCAD（コンピュータ支援診断あるいは

コンピュータ支援検出）システムとして，マンモグラ

フィCAD装置が米国で商用化に成功したのが1998年 6

月であるから1）（この年は“CAD元年”とも呼ばれる2）），

すでに約10年が経過したことになる．また，本誌に

「CAD技術論文特集号」が企画・掲載されたのは2000

年 3 月である3）．この特集号発刊以来のCADの進展状

況は実に著しいものがあり，これまでに医用画像に

関連する学会誌や商業誌で多くの企画が組まれてい

る4～12）．そこで本稿では，特に最近のCADに関係す

るトピックスを概観し，その現状を分析する．ただ

し，紙数の制限もあり，単なる画像処理などによる

支援機能に基づく“コンピュータ（を利用した）診断

（の）支援（システム）”とも呼ぶような広義の意味での

CADまでは含めない．また，それぞれの記述項目の

詳細は引用文献を参照されたい．

1．商用化の進展

　現在までに，FDA（米国食品医薬品局）で承認され商

用化されたCADシステムは，乳腺（breast），胸部

（chest），大腸（colon）の三つの画像診断領域である．

乳腺関係では13），R2 Technology社（以下，R2社，現在

はホロジック社に統合される），iCAD社，コダック社

（現 ケアストリームヘルス社）からのマンモグラフィ

CADである．また，乳腺のMRIでも商用機が出てお

り，超音波画像のCADもまだ研究開発段階である

が，実用化に向けて検討が行われている．R2社のマ

ンモグラフィCADシステムは，現在までに，米国を

中心に全世界で5000台を超えるシステムが臨床現場で

稼働していると聞く．マンモグラフィCADでは，

フィルム（アナログ）をディジタル化して利用するタイ

プから，フラットパネル検出器（FPD）やCRによる

ディジタルマンモグラフィ専用のCADへと移行しつ

つあり，このようなディジタルマンモグラフィ撮像機

器を製造・販売する企業のシステムにも，複数のCAD

開発専門企業のソフトウェアが取り組まれるようにも
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題はないという大規模な研究報告が出ている32）．特

に，わが国ではマンモグラフィのディジタル化が最も

進んでおり（その多くはCRマンモグラフィの普及によ

る），最近ではその普及率は50％を超えたと報告され

ている33）．

　また，最近ではようやくディスプレイ（当初はCRT

モニタであり，現在は順次，液晶モニタに移行）を用

いて読影が行われるようになりつつあり（ソフトコ

ピー診断），本当の意味でのディジタル時代となって

きた．マンモグラフィの読影において，従来の増感紙

－フィルム読影とディジタルマンモグラフィ+モニタ
読影との最近の比較では，その診断能は同等かそれ以

上であったという報告が出ている34）．ただし，モニタ

の表示解像度，階調特性，輝度，ダイナミックレン

ジ，あるいは操作性にはまだ技術的な問題点が残され

ている．これを解決する方法の一つとして，画像処理

技術35）とCADへの期待が大きい36）．Roelofsらは，微

小石灰化病変のCAD機能付きのマンモグラフィ・

ワークステーションを用いることにより，診断の質

や効率を犠牲にすることなく，ソフトコピー読影が

従来のフィルム読影と同様に可能であることを示し

ている37）．このようなフルディジタル環境における

CAD利用の診断では，撮影から読影までの時間の短縮

が期待され，費用対効果の向上につながることになる．

4．インセンティブについて

　医療現場へのマンモグラフィCAD導入によるコス

トパフォーマンスについて考えることは重要である．

米国のように，CADの使用に対する「保険」による支援

（当初15ドル，現19ドル）38）がないと，その利用はなか

なか進まない．保険のカバーが承認された後に，R2

社のCADの売り上げが急速に伸びた話は有名であ

る．CADが普及するためには，わが国でもこの診療

報酬化が最重要項目の一つであり，CAD活用による

集団検診への本格的な資金補助も望まれる．また，米

国の乳がん検診では，わが国のように医師 2 名による

二重読影ではなく，放射線科医 1 名による単独の読影

であるため，CADの導入効果はより大きいと考えら

れる．さらに，医療訴訟に対する問題も大きいため，

CADの利用価値が高く評価されていると推察され

る．なお，保険による支援ではないが，厚生労働省の

「平成19年度マンモグラフィ検診精度向上事業」の一環

として，「マンモグラフィ画像読影支援システムの設

備を購入するために必要な備品費」の半額支援が現

在，行われており，わが国における検診現場へのCAD

の普及の一助となると期待されている．

　わが国の検診における医師の二重読影と，1 名の医

師がマンモグラフィCADを用いた読影の診断性能を

が現れる結果ともなっている．

　マンモグラフィCADに対して，さらなる進化が期

待されている．同CADでは，微小石灰化クラスター

と腫瘤陰影の検出が主な検出対象であり．すでに高い

検出性能が実証されているが（特に，前者では100％近

い検出性能が得られることが多い），構築の乱れ

（architectural distortion）の検出については，これらの

性能には全く及ばないことが分かっている22）．よっ

て，その検出アルゴリズムの性能の大きな改善が必要

であり23），これに関してはまだ研究段階であるといえ

る．また，良悪性の鑑別に関して有効性を示す研究論

文が出されてはいるものの，商用機にはまだ組み込ま

れていない状況である．さらに，読影における類似症

例を参照することは重要な一要素であるが24），これに

対応する類似症例を呈示するタイプのCADの研究が

進んでおり25），乳腺診断に用いられる複数の画像に対

するマルチタイプのCADの開発も行われている26）．

　CADの発展型として，乳腺の構造解析によりリス

ク評価を行うシステムの開発が行われており27），マン

モグラフィに限らず，骨粗鬆症のリスク判定などの研

究もCADの一部として研究されている28）．

　CADの評価研究にとって，誰でも利用できる共通

の画像データベース（以下，DB）の開発が重要であ

る．一般に，医療に関するこのような研究では（例え

ば，集団検診で発見されるような初期のがんの画像症

例），臨床データは集まりにくいという特徴がある．

良い画像DBを取得した研究者が，汎用性のある良質

のCADシステムを開発でき得るといっても過言では

ない．例えば，10年間に世界中に1000部を超える部数

が有償配布された本学会発行の「標準ディジタル画像

データベース（胸部腫瘤陰影像）」（2008年からは無料配

布される予定）はその代表的なDBであり29），また，米

国における南フロリダ大学のマンモグラフィDBや30），

NCI（National Cancer Institute）による胸部CT画像のた

めに国家規模のLung Imaging Database Consortiumが

あるが31），いろいろな画像診断領域でのこのような取

り組みは今後も欠かせない．

3．ディジタルマンモグラフィ

　最初のCAD商用機が開発された当時は，まだアナ

ログ（増感紙－フィルム）の使用が一般的であり，フィ

ルムがディジタル化処理して利用されていた（そのた

めに余分な時間が必要）．しかしながら，昨今では

ディジタル画像の普及が急速に進んでおり，CADに

とってその利用環境は次第に整ってきている．

　最後まで画質や被曝線量でアナログが優位であった

マンモグラフィに関しても，最近，CRやFPDによる

ディジタルでもフィルムに比べて総じて画質的には問
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比較評価することは重要である．Karssemeijerらの研

究では，腫瘤陰影の読影について，1 名の医師のみに

よる単独読影，医師 2 名の二重読影，および 1 名の

医師がCADシステムを用いた読影（以下，CAD単独読

影）の比較を行っている39）．その結果，CAD単独読影

は二重読影には劣るものの，医師単独読影の性能を十

分に改善すると結論付けている．同様に，やはり二重

読影には及ばないという結果であったとの報告40）があ

る一方で，GilbertらはCAD単独は二重読影よりもが

ん検出率が6.5％向上したと報告している（ただし，要

精検率も向上）41）．もし，医師 1 名をCADに置き換え

ることができるならば，マンモグラフィCADの普及

につながるのは間違いないといえる．どのようにCAD

を効果的に利用すればこれが達成されるかの検討も含

めて，CADの有効性を示すような臨床的な研究成果

が渇望されている．

　最近では，マンモグラフィCADに対する費用対

効果論文を取り扱った論文もRadiology誌に出てい

る42）．

　CADの商用化にはまだ大きな壁がある．「CADソフ

トは非常に手離れの悪い製品系列であることを認識

し，長期戦を覚悟すべきであろう」（中京大学・山本眞

司教授）と述べられているように，CADの開発，特に

実用化には，予想したよりも相当な時間がかかる．

FDAや厚生労働省の薬事申請には，大量のエビデンス

データと資金が必要であり，臨床試験には時間もかか

る1）．最近の傾向は，マンモグラフィCADのように

FDAの通常の難しい審査ではなく，CTの肺がんCAD

や大腸CADシステムのように，PMA（premarket

approval）と呼ばれる比較的簡単な審査で済む510（k）

承認（安全性と有効性の証明不要）43）だけでCADの製品

化が達成されるようになってきている．わが国では，

薬事承認されたCAD製品はまだ外資系企業 1 社のみ

であり（米国の別の二つの企業が開発したマンモグラ

フィCADソフトウェアを装置に組み込んだもの），今

後の動向を見守る必要があるが，できるだけ早期の審

査完了および承認が求められている．

5．大型CAD研究プロジェクト44）

5-1　多次元医用画像の知的診断支援プロジェクト

　わが国で最初のCAD大型プロジェクトとして特筆

すべき事項として，文部科学省の科学研究費補助金

により平成15年度（2003年）に発足した特定領域研

究：「多次元医用画像の知的診断支援」プロジェクト

がある．このプロジェクトでは，従来型の特定臓器

の特定疾病（例えば，がん）を対象とした単能機とし

てのCADシステムではなく，多臓器・多疾病をCAD

の対象とした「臓器・疾病横断型のCADシステム」の

開発を目指した研究を行っており，多大な研究成果

を収めている11，45，46）．参考例として，岐阜大学で開

発中の人体の解剖学的な正常構造の解析に関する各種

臓器の自動抽出結果の例をFig. 1に示す46，47）．人体の

正常構造のモデルを確立し，これらを自動抽出するこ

とにより異常な部位を検出しようとする，従来とは逆

方向からのアプローチ（Fig. 2）として注目されてい

る．詳細は文献を参照されたい46，47）．

Fig. 1 解剖学的な正常構造の自動抽出結果の例
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5-2　知的クラスターにおけるプロジェクト

　文部科学省の知的クラスター創成事業　岐阜・大

垣地域ロボティック先端医療クラスターは，平成16

年度（2004年）から 5 年間の計画で始められたプロ

ジェクトで，現在は 4 年目に入っている48）．本プロ

ジェクトは，1）低侵襲微細手術支援・教育訓練シス

テムの開発，2）医療診断支援システムの開発，3）医

療介護支援システムの開発，の大きな 3 本柱で構成

されている49）．このうち，医療診断支援システムの開

発の重要なテーマの一つがCADシステムの開発であ

る．筆者らの岐阜大学におけるこのCADプロジェク

トでは，近い将来CADシステムの導入が強く望まれ

るとの検討結果に基づいて，「脳MR画像のCAD」，

「乳腺超音波画像のCAD」，「眼底画像のCAD」という 3

テーマについて研究・開発が開始されている．すべ

て，わが国における人間ドックや集団検診で大量の画

像が発生しており，医師からのCAD開発に対する要

望の高い画像診断領域である．

　「脳MR画像のCAD」開発では，MRI画像で診断され

るラクナ梗塞と呼ばれる梗塞部位や大脳白質病変の自

動検出を，また，脳内の血管を画像化するMRA画像

で診断される未破裂動脈瘤や狭窄・閉塞部位の自動検

出を目的としている50）（Fig. 3参照）．

　「乳腺超音波画像のCAD」開発では，超音波画像を用

いた集団検診におけるCADを目指しており，検診専

Fig. 2 解剖学的な正常構造の自動認識に基づくアプローチのCAD

用に開発された超音波スキャナ51）と連携する画像

ビューアを開発し，そのなかに腫瘤性陰影を自動検出

するCAD機能を包含するものである52）（Fig. 4参照）．

　「眼底画像のCAD」開発では，緑内障，糖尿病網膜

症，高血圧性網膜症の三つのCADを目指している53）

（Fig. 5参照）．緑内障の罹患者数は，アジア，アフリ

カおよびインドをはじめとして，2010年までに全世界

で6000万人，2020年までにはほぼ8000万人に達する

と報告されており54），50％近くをアジア人が占めてい

るとされている．このプロジェクトでは，緑内障診断

に有益なステレオ眼底カメラの開発も行っており

（2007年 9 月に商用化），その3D画像ビューアとCAD

機能も付加した製品開発を目指している．このプロ

ジェクトについては，平成18・19年度の経済産業省地

域新生コンソーシアム研究開発事業に「眼底立体画像

を用いた眼科健康診断支援システムの開発」のテーマ

で採択されている．

　これらすべての開発状況は良好で，すでに特許出願

件数は 3 カ年で50件を超えており，すでにビューア機

能部の一部は実用化され，現在はCAD機能部の商用

化を目指して進行中である．

おわりに

　最近，消化管を検査するためのカプセル内視鏡の薬

事認可が日本でも認められ，臨床での利用が進み出し
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Fig. 3 脳MR画像のCADシステムの概要図

Fig. 4 乳腺超音波画像のCADシステムの概要図

Fig. 5 眼底画像のCADシステムの概要図
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