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研究成果の概要（和文）： 
 今回の研究の目的は、CT 像から肺局所の体積と同部の気管支内腔体積の計測を基に肺のリ

モデリングを定量化するバイオマーカーを導出することであるが、この目的のために、まず肺

区域体積計測ソフトを開発した。このソフトを用いた計算結果と臨床所見及び肺機能検査所見

との相関解析を行ったところ、閉塞性肺疾患ではリモデリングの進行とともに、気管支内腔の

体積と局所肺体積の増加し、一方間質性肺炎群ではリモデリングの進行とともに、気管支内腔

の体積と局所肺体積の減少が生じることが判明した。この研究の結果を通じて、新薬の薬効評

価のエンドポイント等各種臨床試験、実臨床にて利用可能な robust な肺のリモデリングを定量

化するバイオマーカーとなり得る可能性が示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 The purpose of this study is to find biomarkers for the evaluation of lung remodeling 
using CT volume data of lung focal volume and endobronchial volume. At first, we 
developed computer segmentation software to divide lung field into lobes for this purpose.  
Using this software lung focal volume and endobronchial volume were calculated and 
correlated with clinical findings and lung function tests.  As a result, it was found that 
lung focal volume and endobronchial volume were increased in progression of obstructive 
lung disease, and these were decreased in progression of interstitial lung disease.  It was 
suggested that these parameters could be robust biomarkers for the evaluation of lung 
remodeling in the clinical trial and routine clinical settings. 
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１．研究開始当初の背景 
肺の構造改変（リモデリング）とは慢性閉塞
性肺疾患（Chronic Obstuctive Pulmonary 
Diseases;COPD）や喘息といった閉塞性肺疾
患および急性慢性の間質性肺炎において、初
期の炎症性変化から線維化へと病態が変化
するとともに出現する現象で、気管支壁や肺
胞隔壁の線維化により、気管支を中心とした
肺の既存構造が、非可逆的に変化することを
いう。つまり線維化による非可逆的な変化の
形態的な表現型がリモデリングということ
になる。リモデリングは X 線 CT を中心とし
た画像診断においては以下の様に表される。
閉塞性肺疾患の場合には、初期には気管支壁
肥厚と捉えられ、進行するにつれ気管支拡張
を伴う (Jeffery PK. Am. J. Respir. Crit. 
Care Med. 2001, 164: pp28S-38S)。それと同
時に、進行するにつれ、気流制限による
check-valve formation により肺体積は増加
する。間質性肺炎の場合、リモデリングは、
肺胞隔壁の線維化が生じると、周囲肺胞の線
維化による細気管支の牽引性拡張が出現す
ることでまず捉えられる。線維化の進行とと
もに牽引性気管支拡張の出現範囲は拡大し、
より低次(肺門側)の気管支へと及ぶ。肺野で
は容積の減少と拡張した気腔と線維化から
なる蜂巣肺が生じる。我々も、慢性型の usual 
interstitial pneumonia (UIP)（Radiology. 
2006; 241(1): 258-266 ）、 Non-specific 
Interstitial Pneumonia (NSIP)(Radiology. 
2002; 225(1): 199-204)、急性型の acute 
interstitial pneumonia (AIP) (Radiology 
1999; 211: 859-863.)、Acute Respiratory 
Distress syndrome (ARDS)(Radiology 
2000; 216: 531-538)といった様々な間質性肺
炎で、病変の進行とともに、牽引性気管支拡
張が、出現範囲は拡大し、より低次の気管支
へと及ぶことを高分解能 CT 像から示し、牽
引性気管支拡張の程度が間質性肺炎のリモ
デリングの指標となりうることを導いてき
た。したがって、閉塞性肺疾患であろうと拘
束性肺障害を示す間質性肺炎であろうとも、
肺のリモデリングは局所の体積と気管支内
腔体積の変化として捉えられることになる。 
様々な肺疾患において CT 像から定量的指標
を導出しようという試みは古くからなされ
てきた。初期には視覚的な評価スコアから半
定 量 化 を 試 み る も の が 主 体 で あ っ た
(Kuwano K et al.Am Rev Respir Dis 1990; 
141:169-178)。さらにコンピュータによる画
像解析を応用する試みもなされた（Nakano 
Y, et al. Am J Resoir Crit Care Med 
2005;171; 142-146）。我々も、膠原病肺

（European Journal of Radiology 1994; 18: 
114-121 ）、 癌 性 リ ン パ 管 症 （ AJR 
1992;158:1217-1222）、悪性リンパ腫とサル
コイドーシス（J Comput Assist Tomogr 
1999; 23: 374-379）、ARDS（Radiology. 2006; 
238: 321-329）で画像所見を視覚スコアから
半定量化し、様々な病態・機能指標との対比
検討を行った。しかしながら、従来の CT 装
置には一回の息止めで撮像可能な範囲に制
限があった。そのため、解析しようとする
CT 像のスライス間隔が 1-2cm と大きく、サ
ンプルとして大まかで、肺全体の評価指標と
するには精度の上で難点があることは否め
なかった。 
その状況にパラダイムシフトを引き起こし
たのは臨床現場へのマルチスライス CT の導
入であった。この装置は体軸方向に複数の検
出器を配置することにより、1 回の管球回転
にて体軸方向に長い範囲の data を得ること
ができ、撮像時間の大幅な短縮が得られるも
のである。米国で 1998 年に導入されたマル
チスライス CT は世界的に急速に普及した。
技術革新により、検出器の多列化は現在 64
列まで進み、全肺を 0.5mm 厚 0.5mm 間隔の
連続画像で、しかも 5-10 秒程度の息止めし
かせずに撮像可能となった。この CT 装置を
用いると、x,y,z3 方向全て 0.5mm の空間分
解能からなる isotropic voxel imagingが可能
となった。x,y,z3 方向全ての分解能が等しい
ことは 3次元的な形態計測の信頼性が高いこ
とを意味する。その volume data を 3 次元的
に画像解析することで、より精度が高く、客
観的な指標が導出可能となった。我々も、フ
ラクタル解析（J Comput Assist Tomogr 
1997; 21: 955-961 ）、 volume histogram 
analysis（J Comput Assist Tomogr. 2006; 
30: 244-249）といった高次統計量を間質性肺
炎の CT の全肺 thin-section volume data に
対する画像解析に導入し、新しい客観的指標
の創出を連綿と試みてきた。この様に画像か
ら導かれる機能を反映する定量的指標はイ
メージングバイオマーカーと呼ばれ、様々な
臨床試験、臨床評価の指標となることが期待
されている。米国の新薬承認機関である FDA
は新薬の薬効評価のエンドポイントとする
ことを目的にこのようなイメージングバイ
オマーカーの開発・応用を積極的に奨励して
いる。 
 
２．研究の目的 
今回の研究の目的は、CT 像からの肺局所の

体積と同部の気管支内腔体積の計測を基に肺

のリモデリングを定量化するバイオマーカー



を導出することである。閉塞性肺疾患ではリ

モデリングの進行とともに、気管支内腔の体

積と局所肺体積の増加が予想され、一方間質

性肺炎群ではリモデリングの進行とともに、

気管支内腔の体積と局所肺体積の減少が生じ

ると考えられる。さらに導出された指標にお

いて、治療に反応する可逆的な変化と非可逆

的な変化との境界を同定可能と考える。現在

COPD,喘息を始めとする閉塞性肺疾患及び、

急性・慢性の間質性肺炎に対して続々と新薬

の開発が進んでいるが、この研究の結果、新

薬の薬効評価のエンドポイント等各種臨床試

験、実臨床にて利用可能な robust な肺のリモ

デリングを定量化するバイオマーカーを導出

されることが期待される。 
 
３．研究の方法 
平成 19 年度 
（1）肺区域体積と同区域内の気管支内腔体
積を計測するシステムの開発 
①以下のシステムの開発は市販３Dワークス
テーション（Vitual Place, (株)Aze）（現有）
の開発環境を有する高速パーソナルコンピ
ュータ(Dimension 9200, DELL)2 台の上で行
う。 
②作成したシステムは現在市販されている
全ての３Dワークステーションに plug-in 可
能な仕様にする。 
a. 肺区域体積計測ソフトの開発（富山、大
学院博士前期課程 2年西村加奈子） 
③前述の３Dワークステーションの肺
segmentation 機能を用いて、肺のみの３D像
を抽出する。 
④葉間には葉間裂が走行することに注目し、
葉間裂を面成分を協調する sheet filter を
用いて抽出する。閾値処理、ラベリング処理
でノイズを除去するが、この時点では抽出し
た葉間裂に欠落が生じているのでThin Plate 
Spline 法で補間。 
⑤肺区域間には亜区域静脈が走行している
ので、各亜区域静脈が作る面を境界面とした。
前述の３Dワークステーションの血管抽出機
能を用いて亜区域静脈を抽出する。その後、
抽出した亜区域静脈に基づき、右下葉、左上
葉、左下葉では 3次元ベクトルの原理より 2
本の亜区域静脈より 1 枚の境界面を決定し、
右上葉では Thin Plate Spline 法により 4本
の亜区域静脈から 2 枚の境界面を作成する。 
b.肺区域内気管支内腔体積計測ソフトの開
発（小縣、大学院博士後期課程 1年田中悠子） 
⑥当初は可変的閾値処理による気管支抽出
を行う。 
⑦上記可変的閾値処理との対比を行いなが
ら、断面積、半径、円周、分散度、方向ベク
トル、閾値、重心位置より各断面での抽出領
域を気管支かどうか判断しながら気管支を

抽出する分岐点探索アルゴリズムを実装す
る（井関他東京情報大学研究論集
2001;5:47-56）。 
⑧得られた結果と、上述の肺区域体積計測ソ
フトでsegmentationされた肺区域の３D像と
fusion することにより肺区域内気管支内腔
体積計測が可能となる 
c. 上記 2ソフトおよび基盤システムの統合
（富山、田中） 
⑨上述の３Dワークステーションに実装して
ある、肺 segmentation 機能、血管抽出機能
と新規に開発した肺区域体積計測ソフト及
び肺区域内気管支内腔体積計測ソフトを統
合させ、一連のシステムとする。 
⑩DICOM 規格の volume CT data に対応可能な
形式とする。 
⑪コンピュータ処理には精通していない一
般臨床医が使用することを前提とした use 
friendly な interface を作成する。 
d. 作成したシステムの初期評価（小縣、田
中） 
⑫64 列マルチスライス CT にて胸部ファント
ム（N1、京都科学）を撮像して得られた volume 
data に作成したシステムを適応する。 
⑬その際の不具合を記録し、改良に資する。 
⑭実測体積との相関検定による精度検定、操
作者間、操作者内での再現性を相関検定、
Bland-Altman 検定で検討する。 
（2）各種疾患における全肺 thin-section 
volume CT data、臨床所見、肺機能所見の蓄
積と収集（本多、大学院博士後期過程 2年大
門皇寿） 
①当施設のデータに加えて、喘息や COPD に
関しては研究協力施設の公立陶生病院（研究
協力者：谷口博之）からも、また
UIP,NSIP,AIP,ARDS 等各種間質性肺炎に関し
ては公立陶生病院に加えて済生会熊本病院
（研究協力者：一門和哉）からも収集する。 
②volume CT data に関しては研究分担者が各
施設に出向き、個人情報秘匿システム（ﾒﾄﾞ･
ｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)（現有）を介して、個人情報を
完全に秘匿した digital data で DVD-RW に保
管し、解析を担当する大阪大学に持ち帰る。
その data は大阪大学の大容量ハードディス
ク（HD-W1.0TIU2/R1、Buffalo）に保管。 
③臨床所見、肺機能所見も完全に匿名化して
研究協力施設より研究分担者が大阪大学に
持ち帰る。 
（3）開発したシステムでの解析の遂行（小
縣、田中） 
①蓄積された各疾患の volume CT data は逐
次解析し、その結果の画像は大容量ハードデ
ィスク（HD-W1.0TIU2/R1、Buffalo）及び
DVD-RW に保管 
②操作者間、操作者内での再現性を相関検定、
Bland-Altman 検定で検討する。 
（4）肺区域体積・同区域内気管支内腔体積



計測結果から導出されるバイオマーカー候
補の抽出（富山） 
①前述のファントム data の解析結果と実測
値との対比、初期に解析した各疾患の解析結
果と臨床所見・検査所見との対比から、肺区
域体積・同区域内気管支内腔体積計測結果か
ら導出されるバイオマーカー候補を各疾患
毎に複数抽出する。 
平成 20 年度 
（1）肺区域体積と同区域内の気管支内腔体
積計測システムの精度向上とバイオマーカ
ー候補の実装（富山、田中） 
①前述のバイオマーカー候補は前述の解析
システムで自動計測可能な形にしておく。 
・ファントムデータ及び臨床 volume CT data
の解析を通して発見された不具合を改善す
る。 
（2）各種疾患における全肺 thin-section 
volume CT data、臨床所見、肺機能所見の蓄
積と収集（本多、大門） 
①volume CT data に関しては研究分担者が研
究協力各施設に出向き、個人情報秘匿システ
ム（ﾒﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)（現有）を介して、個
人情報を完全に秘匿した digital data で
DVD-RW に保管し、解析を担当する大阪大学に
持ち帰る。その data は大阪大学の大容量ハ
ードディスク（HD-W1.0TIU2/R1、Buffalo）
に保管。 
②臨床所見、肺機能所見も完全に匿名化して
研究協力施設より研究分担者が大阪大学に
持ち帰る。 
（3）開発したシステムでの解析の遂行と問
題点の抽出（小縣、田中） 
①昨年度に引き続き蓄積された各疾患の
volume CT data は逐次解析し、その結果の画
像は大容量ハードディスク（HD-W1.0TIU2/R1、
Buffalo）及び DVD-RW に保管 
②操作者間、操作者内での再現性を相関検定、
Bland-Altman 検定で検討する。 
（4）肺区域体積・同区域内気管支内腔体積
計測結果から導出されるバイオマーカーの
選定（富山） 
①臨床所見及び肺機能検査所見との対比を
通し、昨年度候補に挙げたバイオマーカーの
精度検証を多変量解析、相関検定を用いて行
う 
②その結果良好と判定したバイオマーカー
のみを解析対象とする。 
平成 21 年度 
（1）肺区域体積と同区域内の気管支内腔体
積計測システム及びそれから導出されるバ
イオマーカーを計測するシステムの最適化
とuser friendlyなinterfaceの開発(富山、
田中) 
①最終決定したバイオマーカーの自動解析
を含めた、全解析システムを完成させる。 
②継続している症例の解析の際に報告され

た不具合の完全解消を行う。 
③64 列マルチスライス CT にて胸部ファント
ム（N1、京都科学）を撮像して得られた volume 
data に完成したシステムを適応する。実測体
積との相関検定による精度検定、操作者間、
操作者内での再現性を相関検定、
Bland-Altman 検定で検討する。 
④完成させたシステムはパッケージ化し、誰
にでも利用可能なものとする。 
（2）開発したシステムでの解析の遂行と問
題点の抽出（小縣、田中） 
①昨年度に引き続き蓄積された各疾患の
volume CT data は逐次解析し、その結果の画
像は大容量ハードディスク（HD-W1.0TIU2/R1、
Buffalo）及び DVD-RW に保管 
②操作者間、操作者内での再現性を相関検定、
Bland-Altman 検定で検討する。 
（3）導出バイオマーカーの精度検証（富山、
本多） 
①導出したバイオマーカーの精度検証を臨
床所見及び肺機能検査所見との相関検定、多
変量解析を通して行う。 
 
４．研究成果 
今回の研究の目的は、CT 像からの肺局所の体
積と同部の気管支内腔体積の計測を基に肺
のリモデリングを定量化するバイオマーカ
ーを導出することであるが、まず肺区域体積
計測ソフトの開発に着手した。方法としては、
３Dワークステーションの肺segmentation機
能を用いて肺のみの３D 像を抽出し、次に葉
間裂を面成分と協調する sheet filter を用
いて抽出後、閾値処理・ラベリング処理でノ
イズを除去し、葉間裂の欠落は Thin Plate 
Spline 法で補間した。肺区域間には亜区域静
脈が走行しているので、各亜区域静脈が作る
面を境界面とすることにより精度を高めた。
亜区域静脈は血管抽出機能を用いて抽出し
た。右下葉、左上葉、左下葉では 3次元ベク
トルの原理より 2本の亜区域静脈より 1枚の
境界面を決定し、右上葉では Thin Plate 
Spline法にて4本の亜区域静脈から2枚の境
界面を作成した。続いて、肺区域体積と同区
域内の気管支内腔体積を計測するシステム
の開発を行った。こちらは、可変的閾値処理
による気管支抽出し、気管支を抽出する分岐
点探索アルゴリズムを実装した。これらのソ
フトを用いた計算結果と臨床所見及び肺機
能検査所見との相関解析を行ったところ、閉
塞性肺疾患ではリモデリングの進行ととも
に、気管支内腔の体積と局所肺体積の増加し、
一方間質性肺炎群ではリモデリングの進行
とともに、気管支内腔の体積と局所肺体積の
減少が生じることが判明した。現在 COPD や
喘息を始めとする閉塞性肺疾患及び、急性・
慢性の間質性肺炎に対して続々と新薬の開
発が進んでいるが、この研究の結果を通じて、



新薬の薬効評価のエンドポイント等各種臨
床試験、実臨床にて利用可能な robust な肺
のリモデリングを定量化するバイオマーカ
ーとなり得る可能性が示唆された。 
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