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研究成果の概要（和文）：造影超音波の定量法は、現在臨床の機種ではtime intensity curve解析が搭載されて
いる。Peak intensityやarea under the curveがパラメータとして算出され、これらがMVDと相関することが報
告される。我々は、新法としてあるピクセルに着目して、このピクセルの色味が時間軸方向にどのように変化し
ているのか計測し、変化の度合いの大きいものと小さいものを閾値で分け、変化の大きいものを造影剤の検出さ
れたピクセルとしてdetectするという方法を開発した。今回、新法の定量値が浸潤癌の病理学的MVDと相関する
ことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The quantitative method of contrast ultrasound is currently equipped with 
time intensity curve analysis in clinical models. Peak intensity and area under the curve are 
calculated as parameters, and it is reported that these correlate with MVD. As a new method, we 
focus on a certain pixel, measure how the color of pixel changes in the time axis direction, divide 
one with a large degree of change and one with a small change by threshold．We developed a method to
 detect things as detected pixels of the contrast agent. Finally, an area ratio (enhancement area 
ratio) of the region where the contrast medium is detected is calculated with respect to the region 
of interest. In this study, we clarified that the enhancement area ratio correlates with the 
pathological MVD of invasive cancer.

研究分野： 画像診断学

キーワード： 乳癌　血管密度　造影超音波　定量解析
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１．研究開始当初の背景
乳癌をはじめとした悪性腫瘍が発生、増殖

する際には、腫瘍細胞のみが増殖するのでは
なく、腫瘍間質を伴う。腫瘍間質には新生血
管と膠原線維や線維芽細胞が含まれる。腫瘍
血管新生は癌の増殖、転移に密接に関与して
おり、血管新生を標的とした分子標的治療
バシズマブ
れている。腫瘍血管新生は①癌細胞自身によ
る血管新生促進因子、②癌組織内の間質細胞
やマクロファージなどから分泌される血管
新生調節因子、③癌増殖に伴う低酸素状態か
らの血管新生促進因子、により調節されてい
る。マイクロバブル造影超音波は
り肝腫瘍、
ている。肝腫瘍では早期相での腫瘍内血管構
築像と、クッパ
的診断を得る、というように画像評価方法が
確立されている。一方、乳癌でのマイクロバ
ブル造影超音波の診断基準は血管構築の形
態による基準があるのみで、今後の課題とな
っている。マウスでの動物実験ではマイクロ
バブル造影超音波で血管密度を測定し、血管
新生阻害薬の効果判定に有用であることを
証明した報告はあるが
ブル造影効果と病理での新生血管密度を対
比し、臨床応用させた報告はない。我々は、
ラットのリンパ節腫大モデル実験において
マイクロバブル造影超音波での増強効果定
量がリンパ節内の血管密度を反映している
ことを確認した。
というバブルの大きさの特徴により
m の腫瘍新生血管を可視化できる超音波
影剤なのである。

 
２．研究の目的
本研究の目的は、

波による血管密度定量と病理での腫瘍新生
血管の対比

 
３．研究の方法
 
腫瘍における

は、新生血管の定量で
疫染色で血管内皮を染めることにより計測
される
とは、
survival
る。MVD
CT や
管内皮の隙間から間質に漏れ出るため、
との相関がうまく得られ
超音波造影剤は粒子径が大きく血管内に留
まるため、理想的な
だと言われてい
造影超音波の定量法

は time intensity curve
れてい
が得られ
under the curve

式 Ｃ－１９、Ｆ－１９

１．研究開始当初の背景
乳癌をはじめとした悪性腫瘍が発生、増殖

する際には、腫瘍細胞のみが増殖するのでは
なく、腫瘍間質を伴う。腫瘍間質には新生血
管と膠原線維や線維芽細胞が含まれる。腫瘍
血管新生は癌の増殖、転移に密接に関与して
おり、血管新生を標的とした分子標的治療
バシズマブ)は様々な癌腫での効果が期待さ
れている。腫瘍血管新生は①癌細胞自身によ
る血管新生促進因子、②癌組織内の間質細胞
やマクロファージなどから分泌される血管
新生調節因子、③癌増殖に伴う低酸素状態か
らの血管新生促進因子、により調節されてい
る。マイクロバブル造影超音波は
り肝腫瘍、2012
ている。肝腫瘍では早期相での腫瘍内血管構
築像と、クッパ-相での欠損部画像化により質
的診断を得る、というように画像評価方法が
確立されている。一方、乳癌でのマイクロバ
ブル造影超音波の診断基準は血管構築の形
による基準があるのみで、今後の課題とな

っている。マウスでの動物実験ではマイクロ
バブル造影超音波で血管密度を測定し、血管
新生阻害薬の効果判定に有用であることを
証明した報告はあるが
ブル造影効果と病理での新生血管密度を対
比し、臨床応用させた報告はない。我々は、
ラットのリンパ節腫大モデル実験において
マイクロバブル造影超音波での増強効果定
量がリンパ節内の血管密度を反映している
ことを確認した。
というバブルの大きさの特徴により

の腫瘍新生血管を可視化できる超音波
影剤なのである。

２．研究の目的 
本研究の目的は、

波による血管密度定量と病理での腫瘍新生
血管の対比を行うことである。

３．研究の方法 

腫瘍における Microvessel density (MVD)
、新生血管の定量で

疫染色で血管内皮を染めることにより計測
る。乳癌症例では、

とは、relapse free survival 
survival の短縮と関連すると報告されてい

MVD を手術前の画像で測ろうと
や MRI の造影剤は細胞外液性造影剤で、血

管内皮の隙間から間質に漏れ出るため、
との相関がうまく得られ
超音波造影剤は粒子径が大きく血管内に留
まるため、理想的な
だと言われている。
造影超音波の定量法
time intensity curve

れている。ｘ軸が時間、
が得られる。Peak intensity
under the curve（

Ｃ－１９、Ｆ－１９

１．研究開始当初の背景 
乳癌をはじめとした悪性腫瘍が発生、増殖

する際には、腫瘍細胞のみが増殖するのでは
なく、腫瘍間質を伴う。腫瘍間質には新生血
管と膠原線維や線維芽細胞が含まれる。腫瘍
血管新生は癌の増殖、転移に密接に関与して
おり、血管新生を標的とした分子標的治療

は様々な癌腫での効果が期待さ
れている。腫瘍血管新生は①癌細胞自身によ
る血管新生促進因子、②癌組織内の間質細胞
やマクロファージなどから分泌される血管
新生調節因子、③癌増殖に伴う低酸素状態か
らの血管新生促進因子、により調節されてい
る。マイクロバブル造影超音波は

2012 年から乳癌に保険適応され
ている。肝腫瘍では早期相での腫瘍内血管構

相での欠損部画像化により質
的診断を得る、というように画像評価方法が
確立されている。一方、乳癌でのマイクロバ
ブル造影超音波の診断基準は血管構築の形
による基準があるのみで、今後の課題とな

っている。マウスでの動物実験ではマイクロ
バブル造影超音波で血管密度を測定し、血管
新生阻害薬の効果判定に有用であることを
証明した報告はあるが in vivo
ブル造影効果と病理での新生血管密度を対
比し、臨床応用させた報告はない。我々は、
ラットのリンパ節腫大モデル実験において
マイクロバブル造影超音波での増強効果定
量がリンパ節内の血管密度を反映している
ことを確認した。マイクロバブルは約
というバブルの大きさの特徴により

の腫瘍新生血管を可視化できる超音波
影剤なのである。 

 
本研究の目的は、マイクロバブル造影超音

波による血管密度定量と病理での腫瘍新生
を行うことである。

 

Microvessel density (MVD)
、新生血管の定量で，病理学的には

疫染色で血管内皮を染めることにより計測
。乳癌症例では、MVD が高値であるこ
relapse free survival 
の短縮と関連すると報告されてい

を手術前の画像で測ろうと
の造影剤は細胞外液性造影剤で、血

管内皮の隙間から間質に漏れ出るため、
との相関がうまく得られない。
超音波造影剤は粒子径が大きく血管内に留
まるため、理想的な vessel imaging

る。 
造影超音波の定量法は、現在臨床の機種で
time intensity curve(TIC)

。ｘ軸が時間、Y軸が信号強度で
Peak intensity

（AUC）がパラメータとして

Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９

乳癌をはじめとした悪性腫瘍が発生、増殖
する際には、腫瘍細胞のみが増殖するのでは
なく、腫瘍間質を伴う。腫瘍間質には新生血
管と膠原線維や線維芽細胞が含まれる。腫瘍
血管新生は癌の増殖、転移に密接に関与して
おり、血管新生を標的とした分子標的治療

は様々な癌腫での効果が期待さ
れている。腫瘍血管新生は①癌細胞自身によ
る血管新生促進因子、②癌組織内の間質細胞
やマクロファージなどから分泌される血管
新生調節因子、③癌増殖に伴う低酸素状態か
らの血管新生促進因子、により調節されてい
る。マイクロバブル造影超音波は 2007 年よ

年から乳癌に保険適応され
ている。肝腫瘍では早期相での腫瘍内血管構

相での欠損部画像化により質
的診断を得る、というように画像評価方法が
確立されている。一方、乳癌でのマイクロバ
ブル造影超音波の診断基準は血管構築の形
による基準があるのみで、今後の課題とな

っている。マウスでの動物実験ではマイクロ
バブル造影超音波で血管密度を測定し、血管
新生阻害薬の効果判定に有用であることを

in vivo でマイクロバ
ブル造影効果と病理での新生血管密度を対
比し、臨床応用させた報告はない。我々は、
ラットのリンパ節腫大モデル実験において
マイクロバブル造影超音波での増強効果定
量がリンパ節内の血管密度を反映している

マイクロバブルは約 3μ
というバブルの大きさの特徴により 5-30

の腫瘍新生血管を可視化できる超音波

マイクロバブル造影超音
波による血管密度定量と病理での腫瘍新生

を行うことである。 

Microvessel density (MVD)
病理学的には CD31 

疫染色で血管内皮を染めることにより計測
が高値であるこ

relapse free survival 、 overall 
の短縮と関連すると報告されてい

を手術前の画像で測ろうとしても
の造影剤は細胞外液性造影剤で、血

管内皮の隙間から間質に漏れ出るため、
ない。これに対し、

超音波造影剤は粒子径が大きく血管内に留
vessel imaging が可能

、現在臨床の機種で
(TIC)解析が搭載さ
軸が信号強度で

Peak intensity（PI）や area 
がパラメータとして

、Ｚ－１９、ＣＫ－１９

乳癌をはじめとした悪性腫瘍が発生、増殖
する際には、腫瘍細胞のみが増殖するのでは
なく、腫瘍間質を伴う。腫瘍間質には新生血
管と膠原線維や線維芽細胞が含まれる。腫瘍
血管新生は癌の増殖、転移に密接に関与して
おり、血管新生を標的とした分子標的治療(ベ

は様々な癌腫での効果が期待さ
れている。腫瘍血管新生は①癌細胞自身によ
る血管新生促進因子、②癌組織内の間質細胞
やマクロファージなどから分泌される血管
新生調節因子、③癌増殖に伴う低酸素状態か
らの血管新生促進因子、により調節されてい

年よ
年から乳癌に保険適応され

ている。肝腫瘍では早期相での腫瘍内血管構
相での欠損部画像化により質

的診断を得る、というように画像評価方法が
確立されている。一方、乳癌でのマイクロバ
ブル造影超音波の診断基準は血管構築の形
による基準があるのみで、今後の課題とな

っている。マウスでの動物実験ではマイクロ
バブル造影超音波で血管密度を測定し、血管
新生阻害薬の効果判定に有用であることを

でマイクロバ
ブル造影効果と病理での新生血管密度を対
比し、臨床応用させた報告はない。我々は、
ラットのリンパ節腫大モデル実験において
マイクロバブル造影超音波での増強効果定
量がリンパ節内の血管密度を反映している

μm
30μ

の腫瘍新生血管を可視化できる超音波造

マイクロバブル造影超音
波による血管密度定量と病理での腫瘍新生

Microvessel density (MVD)
CD31 免

疫染色で血管内皮を染めることにより計測
が高値であるこ

overall 
の短縮と関連すると報告されてい

しても、
の造影剤は細胞外液性造影剤で、血

管内皮の隙間から間質に漏れ出るため、MVD
これに対し、

超音波造影剤は粒子径が大きく血管内に留
が可能

、現在臨床の機種で
解析が搭載さ

軸が信号強度で TIC
area 

がパラメータとして

算出され、これらが
報告されてい
臨床例でもいくつかの報告があ
しかしながら信号強度は深さやゲインの

設定に影響され
るときには、これらを一定にすることが必要
だが

また、
うパラメータは、造影剤注入後の連続したデ
ータが必要で
動などにより困難
TIC
している新法（
を解説する。

この方法は経時的に並んだ
クセルに着目してこの、ピクセルの色味が時
間軸方向にどのように変化しているのか、計
測する。
ものを閾値で分け、変化の大きいものを造影
剤の検出されたピクセルとして
手法である。
影 剤 の 検 出 さ れ た 領 域 の 面 積 比
（enhancement area ratio)
 
我々は

delay
関するのかどうかを評価

対象は術前に
例
例や
0.0075ml/kg
うなものもを用いた。

 
新法での解析方法の詳細
detection
うに着目フレームの着目ピクセルにおける
色味の
化する
は、分母
剤があると検出された

、ＣＫ－１９（共通）

算出され、これらが
報告されている
臨床例でもいくつかの報告があ
しかしながら信号強度は深さやゲインの

設定に影響され
るときには、これらを一定にすることが必要
だが、実臨床では困難で

また、TIC 解析からえられる
うパラメータは、造影剤注入後の連続したデ
ータが必要であるが
動などにより困難
TIC 解析には limitation
している新法（
解説する。 

この方法は経時的に並んだ
クセルに着目してこの、ピクセルの色味が時
間軸方向にどのように変化しているのか、計
する。変化の度合いの大きいものと小さい

ものを閾値で分け、変化の大きいものを造影
剤の検出されたピクセルとして
手法である。最終的に関心領域に対して、造
影 剤 の 検 出 さ れ た 領 域 の 面 積 比
enhancement area ratio)
 
我々は enhancement area ratio

delay の時相）が浸潤癌の病理学的
関するのかどうかを評価

対象は術前に
例 40 病変である
例や DCIS 症例は除外し
0.0075ml/kg を用い
うなものもを用いた。

 
新法での解析方法の詳細
detection のアルゴリズム
うに着目フレームの着目ピクセルにおける
色味の variance

する。最終的に
は、分母 segmented area
剤があると検出された

（共通） 

算出され、これらが MVD と相関することが、
る。主に動物実験で報告され、

臨床例でもいくつかの報告があ
しかしながら信号強度は深さやゲインの

設定に影響される。臨床で症例ごとに比較す
るときには、これらを一定にすることが必要

、実臨床では困難である
解析からえられる

うパラメータは、造影剤注入後の連続したデ
あるが、臓器によっては呼吸変

動などにより困難なことが多い。このように
limitation がある．

している新法（new bubble detection 
 

この方法は経時的に並んだ
クセルに着目してこの、ピクセルの色味が時
間軸方向にどのように変化しているのか、計

変化の度合いの大きいものと小さい
ものを閾値で分け、変化の大きいものを造影
剤の検出されたピクセルとして

最終的に関心領域に対して、造
影 剤 の 検 出 さ れ た 領 域 の 面 積 比
enhancement area ratio)

enhancement area ratio
）が浸潤癌の病理学的

関するのかどうかを評価した
対象は術前にCE-USを行った浸潤癌連続

である（術前化学療法を行った症
症例は除外した）。
を用いた。撮像装置は以下のよ

うなものもを用いた。 

新法での解析方法の詳細を述べる
のアルゴリズムは、

うに着目フレームの着目ピクセルにおける
variance（分散）を求め、閾値で二値
。最終的に enhancement area 

segmented area に対する分子造影
剤があると検出されたarea

と相関することが、
。主に動物実験で報告され、

臨床例でもいくつかの報告がある。 
しかしながら信号強度は深さやゲインの

臨床で症例ごとに比較す
るときには、これらを一定にすることが必要

ある。 
解析からえられる PI や AUC

うパラメータは、造影剤注入後の連続したデ
、臓器によっては呼吸変

なことが多い。このように
がある．我々の開発

new bubble detection 

この方法は経時的に並んだframeのあるピ
クセルに着目してこの、ピクセルの色味が時
間軸方向にどのように変化しているのか、計

変化の度合いの大きいものと小さい
ものを閾値で分け、変化の大きいものを造影
剤の検出されたピクセルとして detect

最終的に関心領域に対して、造
影 剤 の 検 出 さ れ た 領 域 の 面 積 比
enhancement area ratio)が算出される

enhancement area ratio（ピークと
）が浸潤癌の病理学的 MVD

した。 
を行った浸潤癌連続

（術前化学療法を行った症
た）。ソナゾイド

た。撮像装置は以下のよ

を述べる。Bubble 
は、以下の式のよ

うに着目フレームの着目ピクセルにおける
（分散）を求め、閾値で二値

enhancement area ratio
に対する分子造影

areaの比×100として

と相関することが、
。主に動物実験で報告され、

しかしながら信号強度は深さやゲインの
臨床で症例ごとに比較す

るときには、これらを一定にすることが必要

AUC とい
うパラメータは、造影剤注入後の連続したデ

、臓器によっては呼吸変
なことが多い。このように

我々の開発
new bubble detection 法）

のあるピ
クセルに着目してこの、ピクセルの色味が時
間軸方向にどのように変化しているのか、計

変化の度合いの大きいものと小さい
ものを閾値で分け、変化の大きいものを造影

detect する
最終的に関心領域に対して、造

影 剤 の 検 出 さ れ た 領 域 の 面 積 比
る。 

（ピークと
MVD と相

を行った浸潤癌連続40
（術前化学療法を行った症

ソナゾイド
た。撮像装置は以下のよ

Bubble 
以下の式のよ

うに着目フレームの着目ピクセルにおける
（分散）を求め、閾値で二値

ratio
に対する分子造影

として



算出され

 
Segmentation
よって別々に行
最終的に
ブが算出され
く、面積比であるところが
このカーブからピークと
enhancement area ratio
は 50
た。 

従来法（
た。腫瘤の中の強く造影されると思われる部
位に
ブを算出、
curve
表とする

 

算出される。 

Segmentation は、二人の独立した
よって別々に行った
最終的に time enhancement area ratio
ブが算出される。
く、面積比であるところが
このカーブからピークと
enhancement area ratio

50-70 秒の間で
 

従来法（TIC 解析）も比較対象のために行
腫瘤の中の強く造影されると思われる部

位に 3つの ROI を置き、それぞれの
ブを算出、peak intensity
curve を求め、三つの平均を一つの病変の代
表とする PI と AUC

 
 

 

、二人の独立した
った。 

time enhancement area ratio
。Y 軸が色味の度合いではな

く、面積比であるところがTIC
このカーブからピークと delay
enhancement area ratio が算出され

秒の間で 5秒ずつ平均をと

解析）も比較対象のために行
腫瘤の中の強く造影されると思われる部

を置き、それぞれの
peak intensity と

を求め、三つの平均を一つの病変の代
AUC とした。 

、二人の独立した reader

time enhancement area ratio カー
軸が色味の度合いではな

TIC解析と異な
delay の

が算出される。delay
秒ずつ平均をとっ 

解析）も比較対象のために行
腫瘤の中の強く造影されると思われる部

を置き、それぞれの TIC カー
と area under the 

を求め、三つの平均を一つの病変の代
 

reader に

カー
軸が色味の度合いではな

解析と異なる．

delay

解析）も比較対象のために行っ
腫瘤の中の強く造影されると思われる部

カー
area under the 

を求め、三つの平均を一つの病変の代

 
新法による
クと
TIC
るのかどうかを検証した。
 
 
４．研究成果
 
各パラメータの
と、組織学的
一致度は、新法の
で
agreement
は、やや低く
との相関
いずれのタイミングでも
れ、ｐ値も低く、有意で
一方、
であったが
れなかっ

 
 
考察
でみた領域に
の比として求められ
 
今回の新法の
segmentation
検出された領域の比と
 
MVD
有意な相関が得られたと考えられ
ークも
ークは
い。
像で少なくとも
また動物実験では、ピークは個々の循環動態
や injection speed
のほうが
うことが報告されてい
 
本結果からは
グで、
に強く相関していたので、新法では
使った複数病変の評価ができるようになる
可能性があ
 
臨床的に

 
 

新法による enhancement area ratio
クと delay の 50
TICの PIと AUC
るのかどうかを検証した。

４．研究成果 

各パラメータの
と、組織学的MVD
一致度は、新法の
で 0.9 を超えており、
agreement であっ
は、やや低く 0.782
との相関は、新法では
いずれのタイミングでも
れ、ｐ値も低く、有意で
一方、TIC 解析では
であったが AUC
なかった。 

考察としては、
でみた領域に対する
の比として求められ

今回の新法の
segmentation された領域に対する
検出された領域の比と

MVD も enhancement area ratio
有意な相関が得られたと考えられ
ークも delay も
ークは 1回の injection
い。delay は緩やかな減衰の過程で
像で少なくとも
また動物実験では、ピークは個々の循環動態

injection speed
のほうが diagnostic window
うことが報告されてい

本結果からは 75
グで、enhancement area ratio
に強く相関していたので、新法では
使った複数病変の評価ができるようになる
可能性があると考える。

臨床的に1回の造影剤の投与で複数病

enhancement area ratio
50-70 秒の間の

AUCが病理組織学的
るのかどうかを検証した。 

 

各パラメータの observer 間の一致度（
MVDとの相関係数の結果

一致度は、新法の enhancement area ratio
を超えており、

あった。従来法
0.782 と 0.817

、新法では peak
いずれのタイミングでもMVD
れ、ｐ値も低く、有意であった。

解析では PI はｐ値
AUC は 0.07 と有意な相関は得ら
 

としては、組織学的 MVD
対する CD31 陽性の血管の面積

の比として求められる。 

今回の新法の enhancement area ratio
された領域に対する

検出された領域の比となっている

enhancement area ratio
有意な相関が得られたと考えられ

も MVD と相関が得られたが、ピ
injection で

は緩やかな減衰の過程で
像で少なくとも 4回は得られていた。
また動物実験では、ピークは個々の循環動態

injection speed に影響されるため、
diagnostic window

うことが報告されている。 

75 秒までの delay
enhancement area ratio

に強く相関していたので、新法では
使った複数病変の評価ができるようになる

ると考える。 

回の造影剤の投与で複数病

enhancement area ratio （ピー
秒の間の 4カ所）と

が病理組織学的MVDと相関す
 

間の一致度（
との相関係数の結果を示す。

enhancement area ratio
を超えており、 almost perfect 

た。従来法 TIC の PI と
0.817 であった。
peak および delay
MVDとの相関が得ら
あった。 

はｐ値 0.0073 で
と有意な相関は得ら

MVD は、200 倍視野
陽性の血管の面積

enhancement area ratio
された領域に対する bubble

なっている。 

enhancement area ratio も比なので、
有意な相関が得られたと考えられる。今回ピ

と相関が得られたが、ピ
で 1回しか得られ

は緩やかな減衰の過程で 75 秒の撮
回は得られていた。 

また動物実験では、ピークは個々の循環動態
に影響されるため、delay

diagnostic window として妥当とい
 

delay のタイミン
enhancement area ratio が MVD と有意

に強く相関していたので、新法では delay
使った複数病変の評価ができるようになる

回の造影剤の投与で複数病変が評

（ピー
カ所）と 

と相関す

間の一致度（ICC)
を示す。 

enhancement area ratio
almost perfect 

と AUC
であった。MVD

delay の
との相関が得ら

で有意
と有意な相関は得ら

倍視野
陽性の血管の面積

enhancement area ratio も
bubble が

も比なので、
。今回ピ

と相関が得られたが、ピ
回しか得られな

秒の撮
 

また動物実験では、ピークは個々の循環動態
delay

として妥当とい

のタイミン
と有意

delay を
使った複数病変の評価ができるようになる

変が評



価できるようになることは重要と考えてい
る。 
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