
骨シンチの CAD について説明します。

近年、乳がんや肺がん検診などで、CAD と呼ばれ
るコンピュータ支援の画像診断が利用されるように
なってきています。ここにきて、核医学検査の分野
でも人工ニューラルネットワーク（Artifical Nural 
Networks：ANN）に基づくコンピュータ支援診断
システムの有用性が注目されています。
報告する「BONENAVI」は国内で初となる骨シン
チグラムの診断支援ソフトウエアであります。

実際に使用するにあたり、異常集積を正確に検知で
きるか ? 骨外集積を除外できるか ? 安定した解析結
果がでるのか ? など幾つかの疑問がありました。

そこで、診断が確定している骨シンチ904症例を用
いて作成された日本人のデータベース群を基に、当
院で施行された骨シンチ65症例を無作為抽出し
BONENAVI で解析し、視覚的評価に加えて客観
的な指標として得られる ANN 値、hotspot 数、
BSI（%）を評価しました。

「BONENAVI」には定量的な指標として3つの数
字があります。
転移があるかどうかの指標として0から1の連続値
で示される ANN 転移症例の経過観察の指標として
全身骨に占める高集積部位の割合を BSI そして、
高集積部位（赤）の数を Hotspot の数として表示し
ます。

演  題

092
診断支援ソフト BONENAVIへの期待と課題

発　表　者 沼畑　孝志 神奈川県　大和市立病院

はじめに 

 近年、乳がんや肺がん検診などで、CAD (Computer Aided 
Diagnosis)コンピュータ支援画像診断が利用されるようになっ
てきている。ここにきて、核医学検査の分野でも人工ニューラ
ルネットワーク（Artifical Nural Networks:ANN）に基づく
コンピュータ支援診断システムの有用性が注目されている。 
  
 ２０１１年5月に富士フィルムRIファーマ（株）は日本人
データベースを搭載した国内で初となる診断支援ソフトウエア
「BONENAVI」をスウェーデンのEXINI Diagnosis社と共同
開発した。これにより骨シンチグラムに客観的な指標が追加で
きるようになった。 

診断支援ソフトBONENAVIへの 

期待と課題 

大和市立病院 診療放射線科 
 坂上友行 古田善規 二瓶和弥 和嶋善信 
 山野 衛 工藤法仁 
大和市立病院 放射線科 布袋伸一 
 
演者：沼畑孝志 

Key word : コンピュータ支援画像診断 
              CAD (Computer Aided Diagnosis) 

「BONENAVI」使用前の疑問 
 
・動作環境、設定は？ 
   ソフトウエアライセンス費 
   処理PCへのインストール 
   ネットワークライセンス設定 
 

・処理時間、操作性は？ 
   検査スループットへの影響 
 

・病変部の検出、解析値 
  異常集積を正確に検知できるか？ 
  骨外集積を除外できるか？ 
  安定した解析結果がでるのか？ 

＜目的＞ 

当院での使用経験から診断支援ソフトウエア
「BONENAVI」の運用を考察する。 

 

＜方法＞ 

診断が確定している骨シンチ904症例を用いて作成
された日本人のデータベース群を基に、当院で施行さ
れた骨シンチ65症例を無作為抽出しBONENAVIで
解析。 

視覚的評価に加えて客観的な指標として得られる
ANN値、hotspot数、BSI（％）を算出し評価。 
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BONENAVI における実際のソフト解析の流れに
なります。
WB データをソフトに入れれば、ほぼ自動で解析か
ら表示までソフトが実施します。

領域の特徴を考慮し集積の高い部分を自動検出しま
す。

残りの部分の平均カウントを正規化しスケールを統
一します。

検出した高集積の局所 BSI を算出します。

検出した高集積部位の特徴量（重心の位置や形、エッジ
の立ち上がり方等）を数値化し、その数値が、日本人
DB から求めた数値と比較します。学習した転移パター
ンに近ければ赤、正常パターンに近ければ青となる。
赤判定された局所 BSI を合計し全セグメント内に
おける腫瘍の割合として BSI を［%］の単位で表示。

最終結果は［ANN 値］と呼ばれる単位を持たない
独自の数値を算出します。

BONE NAVI解析の流れ③ 

骨シンチデータ入力 

ANN値の算出 

全身の骨格分類 

高集積部分の検出 

高集積の定量化 

高集積部分の分類 

正規化 

Bone Scan Index (BSI) 

局所BSI 
セグメントの面積 

高集積面積 × C* 
＝ 

＊C：解剖学的領域係数 

ICRP. Task group on reference man 1975  

対象の高集積を定量化 
   （＝局所BSIを求める） 

対象セグメントが全体骨格のうち、 
どのくらいの割合を占めるか等を 
反映する係数。 

BONE NAVI解析の流れ① 

骨シンチデータ入力 

ANN値の算出 

全身の骨格分類 

高集積部分の検出 

高集積の定量化 

高集積部分の分類 

正規化 

Bone Scan Index (BSI) 

 患者データを解剖学的領域に区分。 

 正常日本人の骨格データを元に 

 12の解剖学的領域へ区分 

Karl Sjöstrand et al. Medical Image Computing and Computer Assisted Invervention (MICCAI). 2009 

 Morphon理論により 
 大きさや位置を自動的に 
 調整して合わせ込む。 

「BONENAVI」３つの数字 

  ANN  : 転移があるかどうかの指標 
                     日本人DB（MDPのみ）を用いて骨シンチの転移の 
                     可能性を数値で提示。（0～1の連続値） 
                     0に近ければ正常の確率が高く、1に近ければ異常 

                   （meta）の確率が高い。 

  BSI（％）: 転移症例の経過観察の指標 
                      New York Memorial Sloan-Kettering Cancer 
                      Centerで報告された定量指標。 

                      全身骨に占める高集積部位（赤）の割合。 

  Hotspot : 転移症例の経過観察の指標 
                      高集積部位（赤）の数（ただし2つの集積が1つに 
                      合わさると数は減る） 

Artifical Nural Networks 

Bone Scan Index 

BONE NAVI解析の流れ④ 

骨シンチデータ入力 

ANN値の算出 

全身の骨格分類 

高集積部分の検出 

高集積の定量化 

高集積部分の分類 

正規化 

Bone Scan Index (BSI) 

検出した高集積部位の特徴量（重心の位置

や形、エッジの立ち上がり方等）を数値化

し、その数値が、日本人DBから求めた数

値と比較します。学習した転移パターンに

近ければ赤、正常パターンに近ければ青と

なる。 

Bone Scan Index (BSI) 
異常（転移）のリスクが高い局所BSI
を合計。 
BSI は全セグメント内における腫瘍の
割合として [％]の単位で表示。 

Imbriaco M, et al. The Bone Scan Index. Clinical Cancer Research 1998; 4: 1765-1772. 

BONE NAVI解析の流れ② 

骨シンチデータ入力 

ANN値の算出 

全身の骨格分類 

高集積部分の検出 

高集積の定量化 

高集積部分の分類 

正規化 

Bone Scan Index (BSI) 

セグメント内の平均値とSDの情報や領域の 
特徴を考慮し、高集積部分を検出する。 
  
膀胱部分と高集積部分を除いた平均カウント 
を算出し、スケールの統一化を行う。 

BONE NAVI解析の流れ⑤ 

骨シンチデータ入力 

ANN値の算出 

全身の骨格分類 

高集積部分の検出 

高集積の定量化 

高集積部分の分類 

正規化 

Bone Scan Index (BSI) 

リスクの高い集積の位置や局所BSI値
等の情報を日本人DBと比較し、学習
した転移疾患と正常パターンのどちら
に近いかを判断。 
 
最終結果は[ANN値]と呼ばれる単位を
持たない独自の数値を提示。 
異常（転移）の可能性を数値化。 
 
この値は０－１の間の数値で示される。 
 

骨シンチの診断支援情報 
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ANN はまず各区分に検出された高集積がどんな形か
左右の対称性はどうか重心の位置などをニューラル
ネットワークで赤青判定します。
次に赤判定された局所 ANN に対して区分ごとの重
み付けを行い全身 ANN を0～1で算出します。

従来の骨シンチグラフィにおいては、読影者様の主
観による判別が主流でした。
また、同一患者様の経過を追った際に、スケールの
バラツキが発生する事がありました。
BONENAVI では、スケールの統一化により濃度
のバラツキが解消され、経時変化の評価が容易にな
ります。

更に、病変部を赤青判定することで、視覚的にも理
解しやすくなっており、BSI、Hot Spot の値で客観
的に病態を評価することができるようになります。

従来の骨シンチでは、視覚的評価と PSA との乖離が
見られたのに対し BONENAVI で算出した BSI によ
り治療効果判定を客観的に評価できたという症例です。

解析で検出されなかった集積について
1の症例では、CT 検査で判明していた左下位肋骨
の転移による集積は全く検出できませんでした。
2の症例の右下位肋骨の集積は検出できたりできな
かったりで BSI の値へも影響がでているように思
われます。

ANNによる高集積部位表示 

転移の可能性を定量的に算出 

ニューラルネットワーク 
 ①どんな形か 
 ②左右対称性 
 ③重心の位置 
 
 ④各区分ごと重み付け 
  骨盤ANN・・・ 
  頭部ANN・・・ 
  頸部ANN・・・ 

・ 
・ 

骨シンチの判定 
全身におけるANN値を 

0～1で算出 
（1に近いほど転移の可能性が高い） 

全身ANN=0.31 

従来の骨シンチ BONENAVI 

時間 

濃度のバラツキが存在する場合があった 表示スケールの統一化 

＜結果＞ スケールの統一化 

時間 
治療開始 治療開始 

骨シンチの経時変化の評価が容易になる 

＜結果＞ 定量指標BSI、Hotspot数 

BSI、Hotspot数によって客観的に評価できる 

0.64 2.03 2.09 1.27 0.63 
6 26 24 17 14 

BSI 
Hotspot数 

時間経過 
治療開始 

DEC therapy 

‘10/06/01 ‘10/09/01 ‘10/12/01 ‘11/03/01 

PSA Value 

100 

200 

300 

400 

0 

BSI ：4.163    0.044 

視覚的評価：やや改善～不変 

BSIの有用性を示した例  

BONENAVIによる評価 

BSIにより治療効果の判定を 
客観的に行う事が出来る 

治療前の 
骨シンチグラフィ 

治療後の 
骨シンチグラフィ 

治療前の 
骨シンチグラフィ 

治療後の 
骨シンチグラフィ 

検出されない集積① 

検出されない集積② 

検出されなかった集積 
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尿路ストーマや尿パックなど骨集積以外の高集積部
分を誤認識することがあるので、　セグメントにか
からない部分に尿パックなどを離して撮像するか、
どうしても骨集積に重なる時は手動修正し解析対象
から除外することが必要です。

表1は日本人 DB と解析対象患者の内訳です。
表2で日本人 DB を使った時の解析結果です。ソフト
のオリジナルDBよりはるかに解析精度が良かったです。
表3　疾患別の解析精度ではいずれも優秀な成績で
あり、前立腺癌は最も解析精度が高かったです。

表示スケールの統一化、ANN 値、BSI 値による定
量評価により時系列での同時解析が可能であり、病
状進行状態の把握が容易になりました。
疾患の違いで解析精度に違いが見られたことには、
病態による転移の集積パターンが影響していること
が推察できます。
前立腺癌の造骨型転移は感度が高いが、溶骨型転移の
乳癌では感度が低下する傾向がありました。今後は、
溶骨型転移のデータベースの症例数を追加していくこ
とで感度を上げていけるのではないかと考えています。

注意点として、自動解析で検出されない集積もあるので、
手動修正ができるよう解析アプリの改善が望まれます。
尿パックなど骨に重なる異常な高集積は解析対象か
ら外す措置や修正が必要であります。

「BONENAVI」の定量解析によって読影者間誤差
の軽減が期待できると思います。
症例データベースを追加することで解析精度は向上
できると思います。
撮像する技師は異常な高集積を解析対象から外す措
置や修正を怠らないようにすることが大切です。

尿路ストーマの汚染が高集積と認識されている。このような 
場合、骨から離してセグメントにかからない部分に尿パック 
などを置いて撮像すると解析エラーにならない。 

解析エラーとなった集積 

汚染を異常と認識している 汚染を骨から避けて撮像 

＜考察＞ 

表示スケールの統一化、ANN、BSIによる定量評価、
時系列での同時解析が可能であり、病状の進行状態
の把握が容易になる。 

原発癌の違いで解析精度に違いが見られたことにつ
いて、骨シンチの集積パターンが影響していると思
われた。造骨型転移の感度が高く、溶骨型転移では
劣る傾向。 

自動解析で検出されない集積もある。手動で解析、
修正ができるよう解析アプリの改善が望まれる。尿
パックなど骨に重なる異常な高集積は解析対象から
外す措置や修正が必要である。 

・日本版データベースによって解析精度が向上 
・前立腺癌の転移は最も解析精度が高い。 

ANN0.5をカットオフ値として検討 

＜結果＞ 感度・特異度・正診率の評価 

  日本人データベース（n＝904）   

    転移あり 転移なし   

  症例数 141 763   

  男 99 358   

  女 42 405   

  年齢 67.0±10.1 62.9±12.7   

  乳癌 25 358   

  前立腺癌 42 224   

  肺癌 39 58   

  腎癌 10 31   

  膀胱癌 2 45   

  胃癌 6 9   

  その他の癌 17 38   

  内訳 
肝癌、直腸癌、
大腸癌、咽頭

癌、尿管癌、甲
状腺癌など 

肝癌、直腸癌、
大腸癌、咽頭

癌、尿管癌、甲
状腺癌など 

  

    

    

          

  解析対象患者（n＝65）   

    転移あり 転移なし   

  症例数 14 51   

  男 9 23   

  女 5 28   

  年齢 69.0±12.3 60.2±14.3   

  乳癌 4 23   

  前立腺癌 6 18   

  肺癌 2 3   

  腎癌 0 0   

  膀胱癌 0 0   

  胃癌 1 3   

  その他の癌 1 4   

  内訳 

大腸癌 
肝癌、大腸癌、

甲状腺癌 

  

    

    

          

Japan CAD Original CAD

感度 90% 83%

特異度 81% 57%

正診率 82% 61%
（ｐ＜0.001）

  日本版とオリジナルのデータベース比較

乳癌 前立腺癌 肺癌

感度 88% 100% 100%

特異度 85% 81% 75%

正診率 86% 89% 85%
（ｔｐ＜0.05）

CADの精度

  日本人データベースと解析対象患者の内訳 
表１ 

表２ 

表３ 

＜まとめ＞ 

 

「BONENAVI」の定量解析によって読影者間誤差
の軽減が期待できる。 

解析精度はデータベースを追加することで向上する
と思われる。 

撮像する技師は異常値を示すような集積を解析対象
から外す措置や修正を怠らないこと。 

（財） 癌研究会有明病院 核医学部 野村悦司 
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4.1前立腺癌

腺癌

腺上皮

高分化

低文化

肺
癌 

乳
癌 

前立腺癌 

腺扁平上皮 
扁平上皮 

高分化型 

低分化型 

造骨型 混合型 溶骨型 骨梁間型 ％ 

資料  骨転移の様態分類 
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