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1．緒 言
中核病院や大規模病院では，病院情報システムが稼働し，
様々なビッグデータが蓄えられている．これまでの病院情
報システムは，医事会計などの業務の効率化を中心に開発
がなされてきた．そのため，ビッグデータを医療の質の向
上に活用する例は多くはない．したがって，今後は，蓄え
られたビッグデータと人工知能を活用して医療の質の向上
を支援するシステムの開発がますます重要である．このよ
うな知的情報処理技術を医療に応用する研究に，CAD
（Computer-Aided Diagnosis）[1]と Radiomics[2-8]がある．CAD
は，病変の存在診断や良悪性の鑑別診断の支援に応用され
てきた．一方，Radiomicsは，病変を発見した後の医療の
プロセスを支援するものであり，がんの遺伝的性質に基づ
く鑑別診断や至適治療法の提案などが検討されている．医
療は，病変の存在診断，鑑別診断，病勢・予後評価，治療
の順番で行われるから，CADは前半を，Radiomicsは後半
の医療を支援するシステムとして分類できる．
肺がんに関する Radiomics研究は，画像から肺がん遺伝

子変異の有無を推定する研究[9-11]，転移を予測する研究
[12]，放射線治療の効果を予測する研究[13,14]，再発と放
射線性肺障害を鑑別する研究[15]などが行われている．本
研究に関連する予後予測に関する研究としては，例えば，
Tunaliら は，胸 部 CT（Computed Tomography）画 像 か ら

Radial Gradient（RG）mapおよび Radial Deviation（RD）map
を作成し，それらの画像から得た画像特徴量と予後との関
連性を調べている[16]．Oikonomouらは，CT画像だけで
なく PET（Positron-Emission Tomography）画像から得た画像
特徴量も加えて予後予測を行っている[17]．これらの研究
では，予後の良い患者群と悪い患者群を分離する画像特徴
量の発見とカプラン・マイヤー法[18]による評価が行われ
ている．また，Sunらは，8種類の画像特徴量の選択方法
と 5種類の機械学習の手法の組合せ 40通りを検討し，予
後予測に最適な組合せを評価している[19]．しかし，いず
れの先行研究も患者一人ひとりの予後を予測するための生
存関数の推定は行われていない．
肺がんの治療方針は，原発腫瘍の進展度（Tumor），リン
パ節転移の有無や程度（lymph Node），遠隔転移の有無
（Metastasis）に基づいて腫瘍の進展度を分類する TNM分類
によって決定される．TNM分類は腫瘍の進展度と予後の
関係に基づいて作成・改訂されている[20]．しかし，実際
には，TNM分類で同じ病期（Stage）となった患者間におい
ても生存時間にバラツキがある．もし，肺がん患者の予後
が正確に推定できれば，既存の病期分類を補う新しい判断
材料を医師に提案できる可能性があり，また，患者にとっ
ても納得できる治療法の選択に好影響を与える可能性もあ
る．そこで本研究では，病変から高次元画像特徴量（レディ
オミクス特徴量）を計測し，それらを用いて当該患者の生
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Abstract : The treatment plan of lung cancer patient is determined based on TNM classification. However, this treatment
plan is not necessarily based on prognosis. The ability to predict patient’s prognosis by image examination would yield new
information in formulating a treatment plan. The purpose of this study is to develop a method for the prognostic prediction
among lung cancer patients. The public database NSCLC-Radiomics was used in this study. Sixty seven patients classified
as stage I were selected and their pretreatment computed tomography（CT）images and survival times were obtained. First,
we selected one slice containing the largest tumor area and manually segmented the tumor regions. We subsequently
determined 294 radiomic features such as tumor size, shape, CT values, texture, and so on. Four radiomic features were
selected by using least absolute shrinkage and selection（Lasso）. Cox regression model and random survival forest（RSF）
with the selected 4 radiomic features were employed for estimating the survivor functions of 67 patients. Time-dependent
receiver operating characteristic（ROC）analysis was used for evaluating the estimation accuracy. Average area under the
curve（AUC）values of Cox regression model and RSF were 0.741 and 0.826, respectively. Therefore, it revealed that RSF
had higher accuracy in prognostic prediction. Our proposed method for the prognostic prediction of lung cancer patients can
provide useful information in formulating patients’ treatment plans.
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存関数を推定する手法を構築する．一般に，生存関数の推
定にはコックス回帰モデルが用いられる[13,18]が，それ以
外のモデルを適用して性能を比較した研究は少ない．本研
究では，Random Survival Forest（RSF）[21]による手法を提
案し，コックス回帰モデルとの性能比較を行う．

2．実験試料
本実験では，The Cancer Imaging Archive[22]の NSCLC-
Radiomicsを用いた．NSCLC-Radiomicsには，非小細胞肺
がん患者 422例のデータが収録されている．本実験では，
ステージⅠに分類された 93症例のうち，非小細胞肺がん
以外の病変や手術による肺の欠損がある症例，CT画像の
順序が乱れている症例，ならびにマトリクスサイズが著し
く異なる症例を除いた 67症例を選択し実験に用いた．67
症例の性別は男性 47名：女性 20名，年齢は 51歳～87
歳：中央値 71歳，腫瘍サイズは 1.5 cm～8.5 cm：中央値
2.9 cm，全生存時間は 52～1670日：中央値 437.5日であ
る．これら 67症例の治療前 CT画像，及び全生存時間の
データを実験に用いた．画像のマトリクスサイズは 512×
512，スライス厚は 3 mm，ピクセルサイズは（0.9766～
0.977）mm2であった．なお，ステージ Iを選択した理由に
ついては考察で述べる．また，本研究の実施にあたり，倫
理審査委員会の承認を得た．

3．方 法
本手法の概要を Fig.1に示す．取得した非小細胞肺がん
ステージⅠ患者 67例の CT画像から腫瘍領域を手動で
マーキングし，マーキングした領域のレディオミクス特徴
量を一般公開されているソフトウェアMaZda[23]を用いて
294項目取得した．次に，294項目のレディオミクス特徴
量から，予後予測に有用な特徴量を，least absolute shrinkage
and selection（Lasso）[24]を用いて 4項目選択した．選択さ
れた 4項目のレディオミクス特徴量を入力変数として，（1）
コックス回帰モデル，（2）RSFの 2つのモデルを用いて予
後予測を行った．学習と評価を leave-one-out法[25]にて行
い，予後の推定精度を時間依存性 ROC（receiver operating
characteristic analysis）解析[26,27]を用いて比較した．以下
に，手法の詳細について述べる．

3.1 腫瘍領域のマーキング
67症例全ての CT画像に対して，腫瘍が最も大きく描
出されているスライス画像を 1枚選択して実験に用いた．

腫瘍領域は，著者の 1人（診療放射線技師 1年目）が手動で
マーキングをし，その結果を共著者が確認，必要であれば
修正を行った．Fig.2に示すように，腫瘍領域のマーキン
グは，スピキュラなどの腫瘍の形状特徴が正確に計算でき
るように行った．

3.2 レディオミクス特徴量の計測と選択
マーキングした腫瘍領域のレディオミクス特徴量は，
特徴量解析ソフトウェアとして一般公開されている
MaZda[23]を用いて 294項目取得した．294項目の内訳は，
大きさ 1項目，ヒストグラム特徴量 9項目，テクスチャ特
徴量 265項目，画素値の変化に関する特徴量 7項目，解像
度に関する特徴量 12項目である．レディオミクス特徴量
を取得する際のパラメータは，MaZdaのデフォルト値を
そのまま用いた．例えば，テクスチャ特徴量を計算する際
の濃度共起行列を取得する際のパラメータは，濃度階調が
16，画素間の距離は 1～5，方向は 0度，45度，90度，135
度である.
実験に用いた症例数が 67症例であるのに対して，計測
されたレディオミクス特徴量が 294項目であるため，予後
予測に有用なレディオミクス特徴量を選択して次元数を削
減する必要があった．そこで本研究では，次式の Lasso[24]
を用いて 4項目のレディオミクス特徴量を選択した．

（1）

ここで，yiは i 番目の患者の生存時間，xjはレディオミク
ス特徴量の値，β0は定数項，λ�0は縮小度合いを制御す
る複雑度パラメータ，p はレディオミクス特徴量の総数を
表す．パラメータ βjは，（1）式の 2次計画問題を解くこと
で得られる．本研究では，βjがゼロでないレディオミクス
特徴量の数が 4個になるように λ を設定し，予後予測に
有用な 4個のレディオミクス特徴量を選択した．

3.3 予後予測
前節の手法によって選択した 4個のレディオミクス特徴
量を入力変数として，（1）コックス回帰モデルと（2）RSF
の 2つのモデルを用いて予後予測を行い，推定精度を比較
検討した．

3.3.1 コックス回帰モデルによる予後予測
レディオミクス特徴量によるコックス回帰モデルは，あ
る特定の時間における当該患者の死亡のハザードが，p 個
のレディオミクス特徴量 X1, X2, …, Xpの値 x1, x2, …, xpに
依存すると仮定した場合のモデルである[18].

hi（t）＝exp（β1 x1＋…＋βp xp）h0（t） （2）

ここで，hi（t）は i 番目の患者のハザード関数，βpはレディ

Fig.2 An example of manually segmented tumor region.

Fig.1 Overall scheme for the prognostic prediction of lung
cancer patients.
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オミクス特徴量の係数をそれぞれ表す．また，h0（t）は全
てのレディオミクス特徴量の値がゼロである患者のハザー
ド関数であってベースラインハザード関数と呼ばれる．こ
のモデルの中の未知パラメータである係数 βpは実験デー
タから最尤法を用いて決定することができる[18]．このハ
ザード関数は，当該患者が時点 t まで生存したという条件
のもとで，その時間に死亡する確率である．しかし，この
ハザード関数は生存時間分析の結果表示に用いられず，一
般的には生存関数が用いられる．生存関数とは，生存時間
が t 以上となる確率 S（t）であって，ハザード関数から累
積ハザード H（t）を求め，S（t）＝exp{－H（t）}に代入する
ことによって求められる．また，（2）式は以下の式に書き
直せるから，コックス回帰モデルは線形モデルと見なすこ
とができる．

（3）

3.3.2 RSFによる予後予測
コックス回帰モデルは線形モデルであったが，RSFは
非線形モデルである．RSFでは，ブートストラップサン
プルと呼ばれるデータの集合を複数個作成する．本実験で
は 2000個のブートストラップサンプルを作成した．この
ブートストラップサンプルを用いて推定木を生成する．推
定木の各ノードでは，ノードにより分離される症例間のハ
ザードの差が最大となるようにレディオミクス特徴量の選
択と閾値が決定される．このようにして作成した複数の木
（ランダムフォレスト）の結果に対して多数決を行うことに
よって，当該患者のハザード関数を推定する[21]．RSFで
は，ブートストラップサンプルが用いられることから，実
行するたびに推定される生存関数の値が若干変動する．そ
こで本実験では，RSFを 10回実行して，その平均値を最
終的な予後予測の結果として用いた．

3.4 予後予測の精度評価
コックス回帰モデルと RSFによる予後予測における学
習と評価は，leave-one-out法[25]にて行った．予後予測の
精度は，時間依存性 ROC解析[26,27]を用いて行った．開
発したシステムの診断特性の評価には ROC解析がしばし
ば用いられる．予後予測の出力は，横軸が時間，縦軸が生
存確率であるから，横軸をある時間に固定した時の縦軸の
値と当該患者の生死の情報を用いれば ROC曲線を描くこ
とができる．これを死亡イベントが発生した各時間で行い，
横軸を時間，縦軸を ROC曲線以下の面積（AUC（Area Under
the Curve））で表示したものが時間依存性 ROC解析である．
時間依存性 ROC解析を用いれば，各時間に関する診断特
性を視覚的に評価することが可能である．

4．実験結果
Lassoにより選択された 4項目のレディオミクス特徴量

を Table 1に示す．S（5, 0）AngScMomは，濃度共起行列
から得られるレディオミクス特徴量であり，S（a, b）は注目
画素（x, y）と近傍画素（x+a, y+b）の濃度の関係を表した濃
度共起行列である．AngScMomは角 2次モーメントを表
す．また，Area_S（0, 5）は，注目画素（x, y）と近傍画素（x, y
＋5）の領域内における組み合わせの数である．GrSkewness
は，注目画素（x, y）に対して，（x－1, y）と（x＋1, y）の差の
2乗，ならびに（x, y－1）と（x, y＋1）の差の 2乗の和の平方
根を注目画素（x, y）における濃度勾配と定義したとき，領
域内の各画素の濃度勾配の歪度を表す．Teta3は自己回帰

モデルにおけるパラメータを表している．MaZdaでは，4
つのパラメータが定義されており，添え字の 3はパラメー
タの番号である．
以上の 4個のレディオミクス特徴量を入力としたコック
ス回帰モデル及び RSFの予後予測の精度を，時間依存性
ROC解析で評価した結果を Fig.3に示す．平均 AUCは，
コックス回帰モデルが 0.741,RSFが 0.826であった．全て
の期間においてコックス回帰モデルよりも RSFの方が生
存時間の推定精度が高い結果となった．

5．考 察
RSFによる予後予測の精度は，コックス回帰モデルと
比較して高かった．コックス回帰モデルは，全てのレディ
オミクス特徴量の比例ハザード性[18]を仮定し，それらの
線形結合によって当該患者の生存関数を推定する手法であ
る．しかし，レディオミクス特徴量が比例ハザード性を満
たすとは考えにくい．一方，RSFは，学習データから複
数個のブートストラップサンプルを作成し，各ブートスト
ラップサンプルを用いてレディオミクス特徴量から生存時
間を推定する木を複数生成してそれらの木の組合せで当該
患者の生存時間を推定する手法であり，比例ハザード性の
ような仮定は必要としない．RSFでは，学習データ生成
の工夫，生存時間に関係するレディオミクス特徴量の選択
ルールの細かな設定，複数の生存関数の推定木の結果の組
合せで最終的な結果を得る，といった 3つの特長が有効に
機能し，より精度の高い予後予測が行えたと考えられる．
本研究では，Lassoを用いて予後予測に有用な 4個のレ
ディオミクス特徴量を選択して実験を行った．本研究で用
いた症例数は 67例と少ないため，次元の呪い[25]の観点
からもレディオミクス特徴量の数は少ない方が良い．しか
し，レディオミクス特徴量の数を増やしたときの実験結果
を考察する必要がある．Lassoでは，縮小度パラメータ λ
の値によって選択される変数の個数が変化する．本研究で
は，λの値を変化させていき，選択されるレディオミクス
特徴量を 1個から順に 12個まで増やした．Fig.4は，レディ
オミクス特徴量の数を 12個まで増やしたときの RSFと
コックス回帰モデルの予測精度を時間依存性 ROC解析で

Table 1 Four radiomic features selected by Lasso.

Fig.3 Results of time dependent ROC analysis.
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評価したものである．コックス回帰モデルではレディオミ
クス特徴量の数が増えると予後予測の精度が向上する傾向
が見られるが，これは線形モデルを高次元空間で適用した
場合に起こる見かけ上の精度向上（次元の呪い）であると考
えられる．図から，レディオミクス特徴量の数が 4つのと
きの RSFの予測精度が最も高いことが明らかになった．
しかし，4つのときの RSFと 5つのときの RSFの予測精
度には大きな差はない．変数の数は少ない方が良いが，本
研究で用いた症例とは別の多くの症例で検討する必要があ
ると考えられる．
本研究では，実験対象を非小細胞肺がんステージⅠの患
者に限定した．これは，ステージ別に生存時間の広がりを
検討したとき，ステージⅠの患者の生存時間の広がりが大
きいことが理由のひとつである．ステージ別にカプラン・
マイヤー法で生存関数を推定した結果の例を Fig.5に示す．
ステージⅠの患者は，実線で示される生存率に対して，点
線で示される 95%信頼区間の幅が，特に 500日以下の期
間で大きい．このことは，ステージⅠの患者でも予後の悪
い症例が少なくないことを示している．従来の TNM分類
によるステージングでは，このような潜在的な悪性度が高
い症例でも，早期に発見されればステージⅠと分類される．
本手法によって従来のステージⅠの症例から潜在的に悪性
度が高い症例を抽出できれば，より強度の高い治療を試み
るなど患者ごとの治療法の最適化を図る契機になる可能性
がある．
本研究の結果から，レディオミクス特徴量を用いた予後
予測の可能性が示された．本手法は治療前の CT画像を用
いて非侵襲に，かつ短時間で予後予測を行うことができる
点で有用であり，患者の治療方針を決定する際に既存の分

類を補う判断材料を医師に提供することができる．本研究
のリミテーションは，症例数が少ないこと，実施された治
療法が不明であること，及び死亡原因が不明であることで
ある．死亡した 36症例の中には，肺癌とは無関係な疾患
により死亡した症例が含まれている可能性がある．また，
除外した症例のうち 19症例が死亡しており，除外した症
例が予後予測の結果に影響を与えている可能性もある．今
後は治療法，及び死亡原因が明らかな多くの症例を収集し
て検討する必要があると考えられる．

6．結 語
治療前の CT画像から得られるレディオミクス特徴量を
用いて肺がん患者の予後予測を行う手法を開発した．RSF
を用いた場合の予後予測の精度は，コックス回帰モデルを
用いた場合の精度よりも高いことを示した．本手法は，当
該患者の治療方針の決定に役立つことが期待できる．

謝 辞
本研究の一部は，JSPS科研費基盤研究 C（課題番号
17K09067）にて行われた．

参考文献
[ 1 ] Li Q, Nishikawa RM, Computer-aided detection and

diagnosis in medical imaging, CRC Press, 2015.
[ 2 ] Aerts HJ, Velazquez ER, Leijenaar RT, et al., Decoding

tumour phenotype by noninvasive imaging using a
quantitative radiomics approach, Nature Communications,
5 : 4006, 2014.

[ 3 ] Gillies RJ, Kinahan PE, Hricak H, Radiomics : images
are more than pictures, they are data, Radiology, 278（2）,
563-577, 2016.

[ 4 ] Mazurowski MA, Radiogenomics : what it is and why it
is important, Journal of American College of Radiology.
12（8）: 862-866, 2015.

[ 5 ] Phillips I, Ajaz M, Ezhil V, et al., clinical applications of
textural analysis in non-small cell lung cancer, Br J
Radiol, 91（1081）: 20170267, 2018.

[ 6 ] Thawani R, McLane M, Beig N, et al., Radiomics and
radiogenomics in lung cancer : A review for the clinician,
Lung Cancer, 115 : 34-41, 2018.

[ 7 ] Shi L, He Y, Yuan Z, et al., Radiomics for response and

Fig.4 Relationship between number of selected radiomic
features and average AUC.

Fig.5 Kaplan-Meier estimates of survivor functions and 95% confidence limits, which are obtained from the patients
classified stage I and stageⅢb, respectively.

－96－ 医用画像情報学会雑誌



outcome assessment for non-small cell lung cancer,
Technology in Cancer Research & Treatment, 17 : 1-14,
2018.

[ 8 ] Ferreira Junior JR, Koenigkam-Santos M, Cipriano FEG,
et al., Radiomics-based features for pattern recognition of
lung cancer histopathology and metastases, Computer
Methods and Programs in Biomedicine, 159 : 23-30,
2018.

[ 9 ] Weiss GJ, Ganeshan B, Miles KA, et al., Noninvasive
image texture analysis differentiates K-ras mutation from
pan-wildtype NSCLC and is prognostic, PLoS One, 9
（7）: e 100244, 2014.

[10] Ozkan E, West A, Dedelow JA, et al., CT gray-level
texture analysis as a quantitative imaging biomarker of
epidermal growth factor receptor mutation status in
adenocarcinoma of the lung, AJR, 205（5）: 1016-1025,
2015.

[11] Rizzo S, Petrella F, Buscarino V, et al., CT radiogenomic
characterization of EGFR, K-RAS, and ALK mutations in
non-small cell lung cancer, Eur Radiol, 26（1）: 32-42,
2016.

[12] Coroller TP, Grossmann P, Hou Y, et al., CT-based
radiomic signature predicts distant metastasis in lung
adenocarcinoma, Radiother Oncol, 114（3）: 345-350,
2015.

[13] Li Q, Kim J, Balagurunathan Y, et al., Imaging features
from pretreatment CT scans are associated with clinical
outcomes in nonsmall-cell lung cancer patients treated
with stereotactic body radiotherapy, Med Phys, 44（8）:
4341-4349, 2017.

[14] Hunter LA, Chen YP, Zhang L, et al., NSCLC tumor
shrinkage prediction using quantitative image features,
Comput Med Imaging Graph, 49 : 29-36, 2016.

[15] Mattonen SA, Palma DA, Haasbeek CJ, et al., Early
prediction of tumor recurrence based on CT texture
changes after stereotactic ablative radiotherapy（SABR）for
lung cancer, Med Phys, 41（3）: 033502, 2014.

[16] Tunali I, Stringfield O, Guvenis A, et al., Radial gradient
and radial deviation radiomic features from pre-surgical
CT scans are associated with survival among lung
adenocarcinoma patients, Oncotarget, 8（56）, 96013-96026,
2017.

[17] Oikonomou A, Khalvati F, Tyrrell PN, et al., Radiomics
analysis at PET/CT contributes to prognosis of recurrence
and survival in lung cancer treated with stereotactic body
radiotherapy, Sci Rep. 8（1）: 4003, 2018.

[18] Collett D : Modelling survival data in medical research,
second edition. Chapman & hall CRC, 2003.

[19] Sun W, Jiang M, Dang J, et al., Effect of machine
learning method on predicting NSCLC overall survival
time based on Radiomics analysis, Radiat Oncol. 13（1）:
197, 2018.

[20] Goldstaraw P, Chansky K, Crowley J, et al., The IASLC
Lung Cancer Staging Project : Proposals for Revision of
the TNM Stage Groupings in the Forthcoming（Eighth）
Edition of the TNM Classification for Lung Cancer, J
Thorac Oncol. 11（1）39-51, 2016.

[21] Ishwaran H., Kogalur U.B., Blackstone E.H. et al.,
Random survival forests, Ann. App. Statist., 2 : 841-860,
2008.

[22] NSCLC-Radiomics, https : //wiki.cancerimagingarchive.net
/display/Public/NSCLC-Radiomics，最終アクセス日 2018
年 12月 28日．

[23] MaZda, http : //eletel.eu/mazda，最終アクセス日 2018
年 12月 28日.

[24] 杉山将，井出剛，神嶌敏弘，他，監訳．統計的学習の
基礎 データマイニング・推論・予測．共立出版，東
京，2014.

[25] Theodoridis S, Koutroumbas K. Pattern recognition.
Academic Press, London, 1999.

[26] Heagerty P, J Lumley T, Pepe MS : Time-dependent
ROC curves for censored survival data and a diagnostic
marker, Biometrics, 56, 337-344, 2000.

[27] Heagerty P, J : Survival model predictive accuracy and
ROC curves, Biometrics, 61, 92-105, 2005.

－97－Vol.36 No.2（2019）




