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1．緒 言
ポストゲノム時代に入り，遺伝子解析のコストが驚異的
な速さで低下している．2007年には 1千万ドル（約 11億 3
千万円）かかっていた解析コストが，2013年にはわずか
1000ドルになった[1]．そのため，近い将来には遺伝子検
査が日常の診療で行われている可能性が高い．このような
背景のもと，これまで病変の大きさや形状などの表現型を
中心に進められてきた放射線医学の研究に遺伝型の視点を
加えるレディオミクス（radiomics）に関する研究が進められ
ている[2-7]．
例えば，Aertsらは，肺がんから抽出されるレディオミ
クス特徴量（病変の大きさ，形状，濃度，テクスチャなど
に関する高次元画像特徴量）が特定の遺伝子発現パターン
と関係することを報告している[2]．Liらは，乳がんの遺
伝子発現の検査を行うMulti-gene Assay（MammaPrint,
OncotypeDX, PAM 50）が出力する再発リスクスコアとMR
画像から抽出したレディオミクス特徴量の関連性を調べる
研究を行っている[6]．また，Yuらは，T2強調画像と Fluid
Attenuated Inversion Recovery（FLAIR）画像を用いて grade II

の gliomaから予後に関連する IDH1変異を推定する手法
を提案している[7]．
ポストゲノム研究の進展によって，病理検体を用いてが
んの遺伝子発現プロファイルを網羅的に分析する研究が進
む一方で，その成果を臨床に応用するために，従来の病理
形態所見に基づくがんの診断に加え，がんの遺伝型を同定
する分子病理学的診断も行われている[8]．分子病理学的
診断を考慮すれば，個人の遺伝子タイプに基づいて，至適
治療法が選択できる点で従来の病理形態所見に基づく診断
よりも効果的である．しかし，がんは空間的にも時間的に
も不均一であるため，がん組織の一部の情報が，がん全体
の性質を表しているとは限らない．また，がんが深部に存
在する場合には，がん組織を採取することが困難であるか
ら，そもそも遺伝子検査を行えない．一方，画像検査は，
非侵襲で経時的変化の観察も容易であり，がんの全体像を
把握できるから，画像から遺伝子タイプを推定できる技術
が開発できれば，その応用範囲は極めて広い．
本研究では，これまで病変の存在診断や鑑別診断に応用
されてきたコンピュータ支援診断の技術を，膠芽腫の予後
予測に応用する手法を構築する．また，messenger RNA
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Abstract : Technologies of computer-aided diagnosis（CAD）have been applied to the detection or differential diagnosis of
lesions so far. However, there are few cases where CAD technology is applied to therapy. The purpose of this study is to
propose a method for the prognostic prediction of glioblastomas by using genes and image features. Our database consists
of messenger RNAs（mRNAs）, MR images and survival times obtained from 62 patients（41 males, 21 females）. First, we
selected 20 genes from 12042 mRNA, which were having small Deviance residuals in the univariate Cox regression. After
the tumor regions in MR images were manually segmented, we calculated 94 image features such as size, shape, pixel value,
and texture in the segmented tumor regions. Twenty image features were selected by the same manner used in the selection
of genes. We estimated the survivor functions for 62 patients by using Cox regression with selected genes and image
features. The outputs of Cox regression were evaluated by using the time-dependent receiver operating characteristic
（ROC）analysis. The experimental result showed that the time-specific area under the curve AUC（t）exceeded 0.82 when
the survival time less than 296 days. Because our method can provide objective information about the patient’s prognosis, it
would be useful for assisting in the determination of suitable treatment of brain tumor patients.
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（mRNA）量を用いた場合，レディオミクス特徴量を用いた
場合，mRNA量とレディオミクス特徴量の両方を用いた
場合で，予後予測の精度を比較することによって，画像検
査を遺伝子検査の代わりに用いることができるのかについ
て，その可能性を検討する．

2．実験試料
本研究では，The Cancer Genome Atlas – Glioblastoma
Multiforme（TCGA-GBM）データベースを用いた[9]．この
データベースには，膠芽腫の患者の遺伝子と画像，及び生
存時間データが存在する．このデータベースから，mRNA
量，拡散強調画像，FLAIR画像，及び生存時間のデータ
がすべて存在する患者 62名（男性 41名，女性 21名，年齢
21歳～84歳：平均 56.5歳）を選択して実験に用いた．
mRNA量はマイクロアレイによって取得が容易であるた
めに選択した．また，膠芽腫の Apparent Diffusion Coefficient
（ADC）値は患者の予後に関係あることが報告されている
ため[10-12]，本研究では，拡散強調画像から ADCマップ
を作成して予後予測に用いた．ADCマップは，b 値の異
なる拡散強調画像から次式を用いて作成した．

ADC＝ln[S2/S1]b2－b1 （1）

ここで，（S2, S1）は，異なる b 値（ただし，b2＞b1とする）
で撮像した拡散強調画像の同じ位置の画素値である．

3．方 法
脳腫瘍患者の予後予測手法の概要は次の通りである．ま
ず，予後予後に有用な遺伝子を単変数コックス回帰モデル
[13]によって選択した．次に，FLAIR画像の腫瘍領域を独
自開発したマーキングソフトを用いて手動で抽出した．抽
出した腫瘍領域からレディオミクス特徴量を計測したのち，
遺伝子の選択と同様に，予後予後に有用なレディオミクス
特徴量を単変数コックス回帰モデルによって選択した．最
後に，選択した遺伝子とレディオミクス特徴量を入力とし
たコックス回帰モデルによって，被験者の死亡までの生存
時間関数の推定を行い，その推定性能を時間依存性
Receiver Operating Characteristic（ROC）解析[14,15]によって
評価した．以下に，各手法の詳細について述べる．

3.1 遺伝子の選択
本研究に用いたデータベースには，遺伝子データとして，
症例ごとに 12042個の mRNA量のデータがある．本実験
に用いた症例数は 62であるため，遺伝子の個数 p が症例
数 N よりかなり大きい（p≫N の）高次元予測問題[16]とな
る．したがって，何らかの方法によって予後予測に有用な
遺伝子を選択して次元縮小を行う必要がある．本研究では，
単変数コックス回帰モデルを用いて予後予測に有用な遺伝
子を 20個選択した．単変数コックス回帰モデルは次式で
表される．

hi（t）＝exp（βpxpi）h0（t） （2）

ここで，hi（t）は i 番目の被験者のハザード関数であり，xpi
は i 番目の被験者の p 番目の mRNA量，βpはその係数の
値，h0（t）はベースラインハザードである[13]．
12042個の遺伝子をひとつずつ選び，（2）式の単変数コッ
クス回帰モデルによって生存時間を推定して Deviance残

差[13]を計算した．残差の値が最も小さいものから上位 20
個の遺伝子を予後予測に有用な遺伝子として決定した．

3.2 レディオミクス特徴量の選択
FLAIR画像を用いて，腫瘍が最も大きくなるスライス
を選択したのち，腫瘍の領域を C#言語による独自開発し
たマーキングソフトを用いて手動で抽出した．コンピュー
タを用いて腫瘍領域を自動抽出した場合には，過抽出や過
不足の影響が後の処理に影響する可能性があるため，本研
究では手動抽出した結果を“ゴールドスタンダード”とし
て用いた．Fig.1に，FLAIR画像，ADCマップ，抽出した
腫瘍領域を示す．

次に，FLAIR画像と ADCマップの腫瘍領域から大きさ，
形状，濃度，テクスチャに関する合計 94個の画像特徴量
を計測した．それらは，腫瘍の面積，円形度，ADCマッ
プと FLAIR画像の腫瘍領域の平均値，標準偏差，変動係
数，最小値である．また，テクスチャ特徴量として，Haralick
によって提案された Angular second moment, Contrast,
Correlation, Variance, Inverse difference moment, Sum average,
Sum variance, Sum entropy, Entropy, Difference variance,
Difference Entropy, Information measure of correlation 1,
Information measure of correlation 2, Maximal correlation
coefficientも計測した[17]．なお，これらのテクスチャ特
徴量を計算する際の濃度共起行列は，濃度階調 16，画素
間の距離 1，方向は 0度，45度，90度のものをそれぞれ
用いた．MR画像の撮像パラメータは，施設によって異な
るのが一般的であるが，線形濃度階調変換によって少ない
画素値の画像に変換してから濃度共起行列を求めるため，
テクスチャに関するレディオミクス特徴量は，ある程度の
標準化処理がなされていると考えられる．
予後予測に有用なレディオミクス特徴量を選択するため，
前節と同様に，レディオミクス特徴量をひとつずつ選び，
単変数コックス回帰モデルを作成したのち，Deviance残差
を計算した．残差の小さいものから上位 20個を予後予測
に有用なレディオミクス特徴量として決定した．

3.2 予後予測とその性能評価
本研究では，次の 3つの条件で膠芽腫の予後予測を行っ
た．（1）20個の mRNA量を用いた場合，（2）20個のレディ
オミクス特徴量を用いた場合，（3）10個の mRNA量と 10
個のレディオミクス特徴量（合計 20個の特徴量）を用いた
場合である．10個の mRNA量と 10個のレディオミクス
特徴量は，前節の手法で選択したものの上位 10個を用い
た．被験者の死亡までの生存時間の推定は，これらの 20
個の変数の値を入力としたコックス回帰モデルによって
行った．

hi（t）＝exp（β1x1i＋β2x2i＋…＋β20x20i）h0（t） （3）

Fig.1 （a）Manually segmented tumor region,（b）FLAIR image,
and（c）ADC map.
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Gene name Deviance

#1 MAOKAPK5 0.121363

#2 MRPL12  0.122211

#3 KLHL7 0.122224

#4 PAQR3 0.122660

#5 PHB 0.122675

#6 PGK1 0.122895

#7 FTSJ1 0.122923

#8 PRMT7 0.122933

#9 CKS1B 0.123005

#10 WDR57 0.123127

Gene name Deviance

#11 GLRX3 0.123179

#12 GLOD4  0.123294

#13 RAD1 0.123388

#14 FLAD1 0.123529

#15 PPIH 0.123531

#16 SRPK1 0.123579

#17 GALE 0.123588

#18 WBSCR22 0.123596

#19 LATS1 0.123619

#20 TRSPAP1 0.123658

Radiomic features Deviance

#1 FLAIR  Correlation (0) 0.124423

#2 FLAIR Sum Variance (90) 0.124996

#3 FLAIR Sum Variance (45) 0.125109

#4 FLAIR Variance (90) 0.125165

#5 FLAIR Sum Variance (0) 0.125285

#6 FLAIR Variance (45) 0.125365

#7 FLAIR Variance (0) 0.125418

#8 FLAIR Correlation (45) 0.125667

731621.0eziS9#

#10 ADC  Minimum value 0.126139

Radiomic features Deviance

#11 FLAIR  Diff. Variance (0) 0.126171

#12 FLAIR Diff. Entropy (0) 0.126279

#13 FLAIR Correlation (90) 0.126282

#14 FLAIR Contrast (0) 0.126417

#15 FLAIR Diff. Variance (45) 0.126476

#16 FLAIR Inv. Diff. Mom. (0) 0.126662

#17 FLAIR Ang. Sec. Mom. (0) 0.126668

#18 FLAIR Ang. Sec. Mom. (45) 0.126698

#19 FLAIR Entropy 0.126710

#20 ADC  Coefficient of Variation 0.126741

この式は，次のように変形できる．

log
�
�
�
hi（t）
h0（t）

�
�
�
＝β1x1i＋β2x2i＋…＋β20x20i （4）

したがって，コックス回帰モデルは，ハザード比の対数に
対する線形モデルとみなすことができ，重回帰分析と同様
に超平面によって係数 βpを決定する．
（4）式によって推定した 2名の被験者（生存時間が 268日
の患者 Aと生存時間が 804日の患者 B）の生存関数の値を
Fig.2に示す．mRNAを用いた場合，レディオミクス特徴
量を用いた場合で生存時間が推定できているが，これらの
図から，どちらの方が，推定精度が高いのかを比較評価す
ることは難しい．そこで本研究では，コンピュータ支援診
断システムの性能評価に用いられてきた ROC解析によっ
て推定性能の評価を行った．臨床現場で用いる場合，この
システムは，ある時間での生存の可能性と死亡の可能性に
関する客観的な情報を医師に提示する．医師は，コンピュー
タの出力する生存の可能性を“第二の意見”として参考に
して治療方針を決定する．したがって，このシステムの評
価には，ROC解析による観察者実験の知見が役に立つ可
能性が高いと判断し，ROC解析による評価方法を採用し
た．
生存時間関数の ROC解析は次のようにして行われる．
例えば，1年後に当該患者が生存しているなら，その患者
の推定した生存関数は高い値を出力した方が良い．逆に，
1年後に当該患者が死亡しているなら，推定した生存関数
は低い値を出力した方が良い．時間を 1年後に固定した場
合，実験に用いたすべての症例を死亡群と生存群に分ける
ことができるから，それぞれの生存関数の出力値を用いて
死亡群と生存群で両正規分布を作成すれば ROC曲線を求
めることができる．同じ操作を，1年半後，2年後と繰り
返すことによって，時間依存性 ROC解析[14,15]を行うこ
とが可能である．なお，実際には，実験に用いたすべての
症例の中でイベントが発生した時間において，死亡群と生
存群の個数が変わるため，時間依存性 ROC解析は，イベ
ントが発生した時間についてのみ AUC値（ROC曲線以下
の面積）を求めることになる[14,15]．

4．実験結果
単回帰コックス回帰モデルによって選択された上位 20
個の遺伝子を Table 1に示す．また，Table 2に，選択さ
れた上位 20個のレディオミクス特徴量を示す．上位 20個
のレディオミクス特徴量には，テクスチャ特徴量が多く含

まれていることがわかる．それ以外に，遺伝子検査では得
ることができない腫瘍の大きさや，腫瘍組織の不均一さを
表す ADCマップの最小値などの情報も含まれていること

Fig.2 Two estimated survivor functions with the proposal method from two patients. Their survival times were（a）
268 days and（b）804 days.

Table 1 Top 20 genes selected for the prognostic prediction.

Table 2 Top 20 radiomic features selected for the prognostic
prediction.

Fig.3 Results of the time-dependent ROC analysis by using
three conditions:（1）10 genes and 10 radiomic features
（solid line）,（2）20 genes（dashed line）, and（3）20
radiomic features（dotted line）.
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が特徴的である．
Fig.3に，（1）20個の mRNA量を用いた場合,（2）20個の

レディオミクス特徴量を用いた場合,（3）10個の mRNA量
と 10個のレディオミクス特徴量を用いた場合の死亡まで
の生存時間の推定における時間依存性 ROC解析の結果を
示す．600日以下では，遺伝子とレディオミクス特徴量を
用いた場合の生存時間の推定精度が最も高いことが明らか
になった．また，短い生存時間の推定精度は遺伝子を用い
た場合が高く，逆に，長い生存時間の推定はレディオミク
ス特徴量を用いた場合が高いことが明らかになった．

5．考 察
レディオミクス特徴量を用いた予後予測の精度は，
mRNA量を用いた予後予測の精度と大きくは変わらな
かった．したがって，がん組織を採取することが困難な場
合には，画像検査による予後予測の結果を遺伝子検査によ
る予後予測の代わりに用いることができる可能性がある．
また，短い生存時間の推定精度は遺伝子が高く，長い生存
時間の推定精度はレディオミクス特徴量が高いことが明ら
かになった．これは，がんに蓄積した遺伝子変異が大きい
場合には予後が悪く，短い生存時間の推定には遺伝子が有
用であることを示唆している可能性がある．さらに，遺伝
子と画像を用いた場合の予後予測の推定精度が最も高いこ
とも明らかになった．この結果は，遺伝子と画像は相補関
係にあることを示唆している．実際，Table 2に示すよう
に，予後予測に有用なレディオミクス特徴量には，遺伝子
から得ることが困難な腫瘍の大きさに関する特徴量が含ま
れる．また，上位 8番目までの特徴量は，テクスチャに関
連するものであって，腫瘍の不均質さ（Heterogeneity）を表
す画像特徴量が含まれる．Fig.4に膠芽腫の例を示す．上
段は生存時間の短い患者の例であり，下段は生存時間の長
い患者の例である．これらの画像に見られるように，上段
の腫瘍は下段の腫瘍と比較して，腫瘍内の不均質さが大き
い．このように，遺伝子検査では得られない画像特徴量を
上手く設計することによって，遺伝子検査と画像検査の相
補関係が成り立ち，それらを組み合わせることで予後予測
の精度がさらに向上する可能性がある．したがって，様々
な画像から予後予測に有用な画像特徴量を計測する技術の
開発が重要であると考えられる．
関連研究として，Prasannaらは，膠芽腫の周囲から得た
レディオミック特徴量が予後の悪い群と良い群を区別する
のに有用であることを示している[18]．Liらは，様々なMR
画像から 45792個のレディオミック特徴量を抽出し，予後
予測に有用な特徴量を選択したのち，予後の良い群と悪い
群の区別する手法を提案している[19]．年齢，KPS，腫瘍
体積などの従来法よりもレディオミック特徴量が予後予測
に有用であることを示している．また，Kickingerederらは，
MGMT遺伝子のプロモータ領域メチル化，年齢・KPSな
どの臨床情報に，レディミクス特徴量を加えたコックス回
帰モデルを用いて，膠芽腫患者の予後を 3つの群（悪い，
中間，良い）に分類する手法を提案している[20]．多くの
遺伝子の発現量を用いていない点で本研究と異なるが，（1）
レディオミック特徴量が予後予測に有用であること，（2）
遺伝子情報と組み合わせることによって予後予測の精度が
向上すること，に関して本研究によって得た知見と同様の
傾向である．
本研究では，遺伝子と画像検査による予後予測の精度を
比較するために，線形モデルであるコックス回帰モデルを
採用し，特徴量の数を 20個に固定し，モデル構築と評価

に同じデータを用いた．これによって，画像が遺伝子に匹
敵する予後予測の情報を持っているという実験結果の解釈
が容易になったと言えよう．予後予測の精度を更に向上さ
せるには，モデル構築の際に，役に立たない変数を Akaike’s
Information Criterion（AIC）情報量を用いて取り除く処理を
加えることや，評価で用いる症例はモデル構築に用いた症
例とは異なるものにすることなどが必要であり，今後の課
題であると考えられる．
また，本研究では，mRNA量，FLAIR画像，ADCマッ
プ，生存時間のデータを用いて研究を行った．しかし，実
験に用いた症例数は 62名と少なく，本研究によって得た
結果がより多くの症例で検討した結果と一致するとは限ら
ない．また，造影後の T1強調画像など，他の画像も用い
た方が予後予測の推定精度が向上する可能性もある．本研
究で用いた公開データベースでは，すべてのデータが揃っ
ている症例が少なく，本研究のリミテーションであると言
える．

6．結 語
本研究では，遺伝子と画像特徴量を用いて，膠芽腫の予
後予測を行う手法を開発した．画像のみを用いた場合の予
後予測の精度は，遺伝子のみを用いた予後予測の精度と大
きくは変わらず，画像検査を遺伝子検査の代わりに用いる
ことができる可能性を示した．また，遺伝子検査と画像検
査の結果を統合解析すれば，予後予測の精度がさらに向上
することも示した．本手法は，再発・転移の可能性の評価
や，治療の効果判定などにも応用できるため，これまでに
病変の存在診断や鑑別診断の支援に利用されてきたコン
ピュータ支援診断の技術を治療へ応用する新しい研究の展
開が期待できる．
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