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《講　座n》

医用画像における臨床的有効度の評価

一
（II）ROC解析と意志決定一

飯　沼 武

Lはじめに
Table　1 局在性病変の肝シンチグラム診断

　　　　　　　　　　　（医師A）

　本講i座の（1）で肝シンチグラムの読影診断を例

にあげて，決定マトリックスの作成と各種の正診

率の考え方や算出法を勉強した1）．本稿では上の

方法の延長としてROC（receiver　operating　cha－

racteristic：受信者動作特性）曲線による解析とそ

れによる意志決定の問題について論じ，最後に臨

床的有効度の考え方と医用画像診断の将来につい

て展望しよう．
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II．　ROC解析

　まず，第1部の肝シンチグラム読影の節で述べ

たTable　4を再びTable　lとして示す．この表は

医師AによるSOLのシンチグラム診断と確定診

断の比較を表わしている．この表でシンチグラム

診断の確信度は「有」「有疑」「無疑」および「無」

の4段階に分けられており，この表からROC曲

線が作成できる．まず，第1に医師Aができるだ

け読み過ぎをしないような態度で診断を行なうと

すると，シンチグラム診断で「有」のみを所見有

ととリ，それ以外の「有疑」「無疑」および「無」

は全て所見無として分けることになるであろう．

　この場合の有病正診率（TPR）と無病誤診率（F

PR）はTable・1を参照して次のように計算できる

（前回の講座のIII章）．

TPR一鑑一66％

　　　　9
　　　　　－4％FPR＝　　　251

　ここで他の2種の正診率，すなわち，有病誤診

率（FNR）と無病正診率（TNR）は上の2つがわ

かれば，自動的に決ることはすでに述べた．

FNR－1・・－TPR－15帯14－34％

TNR－1　・・－FPR　・．　2t＋li告14L96％

　次に医師Aができるだけ見落しをしないような

態度で診断を行なうとすると，シンチグラム診断

で「有」「有疑」および「無疑」の3つを所見有と

とり，「無」のみを所見無として2つに分類する

ことになろう．

　この場合のTPRとFPRは上と同様にTable　1

から次のように計算できる．

　　　75十15十9
TPR＝　　　　　　　　＝＝88％
　　　　　113

　　　9十33十68
FPR＝　　　　　　　　－44％
　　　　　251

　第3に上期の2つの態度の中間として，シンチ

グラム診断の「有」と「有疑」を所見有ととり，

「無疑」と「無」を所見無として2つに分類する

と，TPR，　FPRはTable　1から次のように計算で

きる．
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　　　　　75十15
　　　　　　　　　　－80％TPR＝　　　　　　113

　　　　　9十33
　　　　　　　　　　－17°6FPR＝　　　　　251
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　ここで，ROC曲線は次のようにして作成する．

Fig．1に示すように，縦軸に有病正診率（TPR）を

とり，横軸に無病誤診率（FPR）を目盛る．そのグ

ラフに上に述べた3つの確信度におけるTPRと

FPRの対をプロットするとFig．1の3つの黒点

が得られる．ROC曲線の両極端の点は全ての症

例を所見無とした場合と，全ての症例を所見有と

した場合で前者は当然のことながら，TPR，　FPR

とも0となり，後者はTPR，　FPRとも1．0とな

ることがわかる．

　この中間の3つの点を通して結んだ曲線がROC

曲線と言われるものであり，この曲線の意味する

ところは医師の読影における確信度や態度によっ

て，正診率（TPRとFPR）が異なること，この曲

線を同一人がその確信度によって変化し得る動作

曲線であることを示している．

　ROCで最も性能がよいのは曲線が左上端，す

なわち，TPR＝LO，　FPR－0．0にできるだけ近い

ところを通る場合であり，逆に，完全にやまかん

で症例を診断した場合はTPR＝FPR－0．0（左下

の端）から，TPR＝FPR＝1．0（右上端）を結ぶ対
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Fig・1医師AのROC曲線（中央の●）Table　1より
　　　作成．

　　　仮想的なROC曲線（×と△）を比較した．

角線とRoc曲線が一一致する（Fig．1参照）．この

場合が最低でこれ以下には下らない．

　ROCの比較をどのように行なうかであるが，

まずFig．1の医師Aの曲線の他に，×印で示し

た曲線と△印で示した曲線を同図にプロットした．

これは仮想的なROC曲線であるが例えば，医師

Bが×印，医師Cが△印のROC曲線を示した
としよう．この場合，正診率がよいのは医師Bで

あって，次いで，A，Cの順となることは直ぐわ

かるであろう．しかし，もし，2名の医師のROC

曲線がFig．2のように交叉する場合には話しは面

倒になってくる．この場合には後述するような誤

診の結果おこる損害の大きさによってどちらの

が良いかを決めなければならない．すなわち，重

大な価値判断が入ってくることになるのである．

　ROC曲線のよさを定量的に評価する方法には

いくつか提案されているが，Fig．1のA，　B，　Cの

場合のように曲線が交叉していない時のみ有効で

ある．それらの中にはおのおのの確信度において

得られるTPRとFPRから情報理論によって得

られる情報密度の最大値を求めて比較する方法と

かROC曲線と対角線で囲まれる面積を比較する

方法などがある．詳細は省略するので文献を参照

されたい．

　ROC曲線をよリ完全に理解して頂くために，
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Fig・2　交叉するROC曲線
　　　　このことは2人の医師を比較した場合，

　　　　こる．
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ξ病（D－）（・） （2） （1）

＼ ／有病（D＋）

TNR
TPR

ノ FNR

FPR
＼

　無　　　　　所　見　　　　　有

　小←一確信度　　　　　大

Fig．3　ROC曲線の成立過程の模式図

別にFig．3によってその考え方を説明する．一

般に有病（D＋）群はFig．3のように所見有の側に

偏よって分布していると考えられ，無病（D－）群

は所見無の側に偏って分布しているといえよう．

Fig．3の分布の山の下側の面積が患者数を表わす

ことになる．実はこの山が全く重なっていなけれ

ば，ある所見または確信度で診断し，2つの群を

分離することにより，誤まりなく，有病群と無病

群に分けることができる．

　残念ながら，画像検査を含め全ての医学検査は

必らず重なりがあり，その結果，必然的に誤まり

が存在する．Fig．3はそのような現実の状態を示

している．このような時に診断を行なうと，前述

した4つのカテゴリーの正診率（TPRとFNR，

FPRとTNR）が得られることが図より見られる

であろう．医師は所見の程度，すなわち確信度に

応じて診断を行なうが，その際，Fig．3の（1），

〈2）と（3）の3段階で診断したとすると次のよう

なことがわかるであろう．

　まず，確信度が大きい（1）の場合，TPRは小さ

い（FNRは大きい）が，　FPRも小さい（TNRは

大きい）．これはROC曲線の1つの点である．

・一方確信度が小さい（3）の場合，TPRは大きい

くFNR　小さい）が，　FPRも大きい（TNRは小さ

い）．確信度が中間の（2）の場合この両者の中間に

くるであろう．診断を行なう限界線を（3）より左

側とすると，図より有病群は全例正しく診断され

るが，（TPR－1．0）無病群は全例誤まって診断さ

れる（FPR－1．0）．逆に限界線を（1）より，ずっ

と右にもってきたとすると，無病群は全例正しく
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診断されるが（FPR－0．0），有病群は全例誤まっ

て診断されてしまう（TRR・・＝O．0）．以上の説明に

より，確信度の移動につれ，TPRとFPRが変化

し，Fig．1のようなROC曲線がプロットでき

ることがわかるであろう．

　ここで2つの分布の山が分離していくにつれ，

誤まりの割合（FNRとFPR）が減少し，　ROC曲

線は左上端に近ずくであろうし，逆に，2つの分

布の山が近ずくにつれ，誤まりの割合が増加し，

ROC曲線は対角線の方に近ずき，もし2つの分

布が完全に重なると（識別能が全くない），ROC

曲線は対角線に等しくなる（TPR＝FPRの線）．

これがROC曲線の定性的な説明である．

　最後にROC曲線の比較を行なう場合の誤差の

問題について検討しておこう．実はこの問題は大

変難かしいのである．なぜなら，人間（医師）側

の因子が多く含まれ，それらは測定困難だからで

ある．その中には疲労，慣れ，画像表示と視覚な

どがあり，いずれも簡単には評価し得ない．そこ

て，これらはほぼ一様であると仮定して，統計的な

変動のみによって誤差が生ずるとして計算する2）．

　その基本的な考え方はある症例を所見有とする

か，無とするかの平均的な確率が2項分分布する

と仮定し，その標準偏差を求める．従ってROC

曲線上の各動1乍点におけるTPRとFPRの標準

偏差は次式で求められる．

σTPR（TPRの標準偏差）

一 ±ン元轟ぽ黒1

σFPR（FPRの標準偏差）

＿
±　FPR（1－FPR）

　　　無病者数（D－）一一・　1

（1）

（2）

上式をTable　1の医師AのROC曲線上の1点

で，TPR－80％，　FPR－17％のところに適用し

てみよう．D十＝113，D－＝251であるから，

a・PR一
ンα8手ε2

ニ0．038＝土3．8％

触一
ンα＝83－…24一土2・4％
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　Fig．1の概当する点に，ここで求めた標準偏差

の範囲を示してある．

　誤差は式からわかるように，TPRやFPRが

50％の時に最大になる．

　ROC解析については画像全体としての異常を

認識するだけでなく，異常の部位の判定まで行な

わせる際のROC曲線についても研究が行なわれ

ているが，難解になるので省略することにする．

興味ある読者は後述の参考文献によって勉強して

頂きたい．また，読者の勉強のために，講座1の

Table　5についてROC曲線を描いて見ることを

お勧めしたい．

m．最適意志決定

Table　2決定マトリックス（一般化した表現）

読影診断
確定診断

有病（D＋）無病（D－）
十言

ロ

所見有（T＋）　　a

所見無（T－）　　b C
d

a十C

b十d

計 a十b c十d a十b十c十d

　今まではある医師または診断系がどのような正

診率をもっているかについて，ROC解析という

手法を用いて調べてきた．そこでは，正診率は有

病正診率（TPR）と無病誤診率（FPR）によって示

され，その2つの因子は確信度によってある特性

曲線上を移動することが明らかになった．

　さて，医師はROC　曲線上のどこかの動作点

（operaling　point）で，診断を行なわねばならない．

すなわち，最終的な意志決定をしなければならな

いわけである．どの動点で意志決定すべきなので

あろうか．具体的には医師AはRoc曲線（Fig．

1）のどの点で　「SOL有」と決定すべきなのか．

原理的には，曲線上の任意の点で医師Aは診断を

決めることができるのであるが，どの点がもっと

も望ましいのであろうか．本節では，この問題に

対する解答をだしたいと考えている．

　ここではMetzに従って一般論を論じさせて頂

くことにしよう3）．一般に放射線検査の平均コス

ト（広義の）は，検査を実施するために払う固定

費用（over　head　cost）C。と診断した結果の予後に

関するコストとその診断結果が得られる確率を乗

じたものの総和になると考えられる．最も簡単な

2×2決定マトリックスの場合を取り上げてみよ

う．その例として，講座（1）で述べたTable　7を

再びTable　2として利用する．そこでは全対象患

者数は（a＋b＋c＋d）であリ，そのうち，有病正

診例はa，有病誤診例はb，無病誤診例はc，無病

正診例はdであり，4つのカテゴリーに分けられ
た．

　実はこの4つのカテゴリーの予後が異なり，従

ってそのコスト（広義の）も異なるはずであるので，，

有病正診例に対するコストをCTP，有病誤診例に

対するコストをCFN，無病誤診例に対するコスト

をCFP，無病正診例に対するコストをCTNとする．

有病正診例や無病正診例はメリットと考えられる

ので負のコストであるとする．次に，4つのカテ

ゴリーが得られる確率をおのおの，PTP，　PFN，　PFP

およびPTNと表すと，次の関係がある．

　　　　　aPTP＝
　　　a十b十c十d

　　　　　b
PFN＝
　　　a十b＋c十d

　　　　　cPFP＝
　　　a十b十c十d

（3）

（4）

（5）

　　　　　　d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）　PTN＝　　　　a十b十c十d

　そこで，Table　2のような2×2決定マトリッ

クスの場合の検査結果の平均コストCは次式で

与えられる．

　C＝C。十CTP・pTP・十CFN・pFN

　　十CFP・pFP十CTN・pTN　　　　　　　　　　（7）

　この（7）式は固定費用（C。）に，各4つの予後．

の確率とそのコストを乗じたものの総和である．

　ここで，（7）式の確率を一般化しておくことに

しよう．実はPTPは次式によって書けることがわ

かる．

P・・一
。＋9E’Pgl＋d×。十，

　　　＝P（D十）・TPR＝P（D十）×P（T十ID十）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
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　（8）式は（3）式を2つに分解し，有病率（P（D＋））

と有病正診率（TPR）とに分けたものである．同

様に，その他の3つの確率も以下のように表わさ

れる．この点については読者諸兄の演習問題とし

て考えて頂こう．

PFN＝P（D十）・P（T－lD十）

PFP＝P（D－）・P（T十p－）

PTN＝P（D－）・P（T－p－）

（9）

（10）

（11）

1039

そこで（14’）式を次式のように変形してみよう．

C＝k1・P（T十iD十）十k2・P（T十ID－）十k3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）

　（15）式を微分して，dC－oとおくと，　ROC曲

線における最適動作点の傾斜（タンジェント）が求

められる．

dP（T十ID十）

dP（T十ID－）

2

1k
k一方，講座（1）で述べたように，

P（T－ID）十＝1．0－P（T十　ID十）

P（T－ID－）＝1．0－P（T十P－）

）
）

「
∠

？
」

－
■
且
　
1

（
（

　であるから，（8）～（13）式を（7）式に代入する

と次式が得られる．

　　C＝C。十CTP×P（D十）×P（T十ID十）

　　　　十CFN×P（D十）×〔1．O－P（T－e　ID十）〕

　　　　十CFP×P（D－）×P（T十ID－）

　　　　十CTN×P（D－）×〔1．0－P（T十ID－）〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

　これを整理すると，

　　C・＝　一｛［CFN－CTp］×P（D十）｝×P（T十ID十）

　　　　十｛［CFp－CTN］×P（D－）｝×P（T十ID－）

　　　　十｛C。十CTN×P（D－）十CFN　x　P（D十）｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14’）

　さて，（14’）式をよく見てみると，有病正診率

（P（T＋ID＋））と無病誤診率（P（T一トID－））の関数

として，平均コストCが変化し，第3項はもし，

コストや有病率が一定とすれば，一定値となるも

のである．この式から，いくつかの特徴的な事柄

が推論できる．第1は当然のことではあるが，平

均コストCはC。が高ければ高くなるし，低く

なれば低くなる．従って，正診率が高く，コスト

（リスク）が低い検査があったとしても，C。が高

い場合には平均コストCは高くなる場合がある．

　第2はCはROC曲線上の動作点によって変
化する．（14’）式はP（T＋iD＋）（TPRと同じ）とP（T

＋ID－）（FPRと同じ）によって変わり，それらは

ROC曲線上を変化するからである．　ROC曲線上

のどこかでCが最小になる点があるのである．

　　　　　　　　　＿P（D－）〔CFP－CTN］
　　　　　　　　　－P（D十）〔CFN－CTP］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）

　ここで注意すべきことは最適動作点の決定は

C。には依存しない．もちろん，最小の平均コス

トはC。によることになるが．

　（16）式はいくつかの重要な事柄を示している．

まず，Roc曲線の形を思い出して頂こう．　Fig．1

に見られるように上に凸の曲線であって，曲線の

左下側（TPR小，　FPR小の方）では傾斜は大きく．

右上側に近づくにつれて（TPR大，　FPR大），傾

斜が小さくなっていく．すなわち，ROC曲線の

傾斜は左下側から右上側に向かって，単調に減少

する関数である．このことは最適な傾斜があると

すれば，ROC曲線上のどこか一点に決まること

を示している．

　次に，有病率P（D＋））の影響を考えてみよう．

もし，対象とする集団内でその病気の割合が小さ

い場合は（P（D＋））は1．0より非常に小さくなり．

逆にP（D－）－1．0－P（D＋）であるから，1．0に近

くなる．この結果，P（D－）／P（D＋）は大きくなり．

（16）式より，コストの値が一定とすれば，傾斜は

大きくなる．このことは最適動作点が左下側，す

なわち，読み過ぎをしないような態度で読影する

ことがよいことを示している．そうしないと「所

見有」とした症例がほとんど全て無病誤診（FP）

例となってしまうであろう．一方，有病率が大き

い場合には，P（D－）が小さくなり，　P（D＋）が1．0

に近くなる．その結果，P（D－）／P（D＋）も小さく

なり，最適動作点の傾斜が小さく，その点は右上

側に移る．このことは少しでも異常と思われる所
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見を拾うという態度で読影する方がよいことを意

味している．

　続いて，4種のコストが最適動作点の決定にど

う影響するかを見てみよう．　（16）式の（CFP－

・CTN）が（CFN－CTP）よりもずっと大きい場合は

最適傾斜は大きくなり，動作点は左下側となる．

このようなことは無病誤診（FP）例が治療や追加

の検査によって，大きな損害をうけるが，有病例

は正診にしろ，誤診にしろ大きな損害とならない

場合におこる．逆に，（CFp－CTN）が（CFN－CTP）

に比して小さい場合は傾斜は小さく，最適動作点

は右上側に移るのである．このことは有病誤診例

の損害の方が大きい場合におこる．

　さて，ROC曲線上の最適動作点はこのように

して決められるのであるが，具体的に4種のコス

トに数値を当てはめることは実際にはなかなか難

しい．例えば，肝シンチグラムのSOL診断にお

いて，（CFp－CTN）と（CFN－CTp）の比をどのよ

うな値にすべきかは簡単には決められないが，複

数の専門家間の合議によることになろう．今後，

多くの実際の場で，このようなコストの見積りが

必要となると思われる．例として，P（D十）が0．2

（CFP－CTN）／（CFN－CTP）を0．5とすれば，最適傾

斜は2となり，最適動作点は左下側にくる．

IV・　臨床的有効度と総合画像診断

　今まで，画像の読影診断の正診率について肝シ

ンチグラムの読影という具体例をもとに，いくつ

かの因子を求めてきた．そして，正診率自体が読

影する医師の確信度によって異なるため，それを

考慮したROC曲線による評価法を解説し，最後

にROC曲線上のどの点で最終的な診断という意

志決定をすべきであるかについて論じた．

　実は最適な意志決定という問題では，診断結果

のコスト（広い意味での）を考慮しなければ解答

をだせないことを示したが，ここでいうコストは

何のために画像診断を行なうのかを知らなければ

定義できないことになる．画像診断の臨床的有効

度とは画像診断の目的の達成度であると考えられ

るので，本節では，この講座の本来の目的である

臨床的有効度について述べることにしよう．

　WHO（世界保健機構）は臨床的有効度を次の4

段階に分けている．

　（1）診断有効度（Diagnostic　Efncacy）：この有

効度は有効度一1とも呼ばれ，その検査が医師の

診断にどのような影響をおよぼしたかを測る尺度

と定義されている．この有効度は今まで述べてき

た正診率と密接な関係があり，もしある検査が有

病正診率，無病正診率共に100％ならば，その検

査は医師の診断を決定的に左右することになるで

あろう．

　（2）治療有効度（Patient　Management　Effica－

cy）：有効度一2とも言われ，その検査が患者の

処置や治療法になんらかの影響を及ぼしたか否か

を測る尺度で，上の有効度一1から更に進んだ有

効度である．注意すべきことは有効度一1が高い

からと言って，必ずしも有効度一2が高いとは限

らないが，有効度一1が低いならば，有効度一2

は高くなり得ない．なぜなら，診断が正確につか

ないならば，治療方針に影響を与えることはでき

ない．しかし診断が正確についたとしても，治療

方針になんらの影響を与えないことはしばしばあ

ることである．

　（3）予後有効度（Outcome　Eflicacy）：有効度

一 3とも言われ，その検査が患者の予後になんら

かの影響を及ぼしたか否かを測る尺度で，有効度

一 2から更に進んだものであると考えられる．上

と同様に有効度一2が高くなければ，有効度一3

は高くなり得ないが，有効度一2が高いからと言

って，必ずしも有効度一3は高くならない．少な

くとも，個々の患者に対する検査については，こ

の有効度一3が最終目標であると考えてよい．

　（4）集団有効度（Population　EMcacy）：有効度

一 4とも言われ，その検査が集団に施行されるこ

とによって，集団全体の健康になんらかの影響を

及ぼしたか否かを測る尺度で，有効度一3が個人

の尺度であったのに対し，集団に対するものであ

る．検査の有効度の最終目標は有効度一4が高い

ことである．

　さて，医用画像検査の臨床的有効度はどのぐら
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いわかっているのであろうか．実は本講座で述べ

てきたのはそのうちの診断有効度（有効度一1）の

みであるが，有効度一1さえもほとんどの医用画

像で測定されていない．有効度一1は医用画像の

種類や対象とする疾患などによって，当然異なる

ので，各種の検査法について測定する必要があり，

わが国においては今後の重要な課題である．まし

てや，治療有効度（有効度一2）や予後有効度（有

効度一3）に至っては定量的にわかっているもの

は皆無に等しい．

　それでは，どのようにしてある画像検査の有効

度一1を測ることができるのであろうか．この問

題について詳しく述べると，多くの紙数を要する

ので原理だけを記し，後は文献を参照して頂くこ

ととしたい．測定法には（1）retrosPective　method

と（2）prospective　methodの2つがある．前者は

過去の症例のうち，確定診断のついているものを

多数例選びだし，それらを再読影するというや！

方である．この方法の利点は過去の症例の記録が

正確に保管されているところであれば，割に簡単

に症例を選択でき，再読影も比較的短時間で済ま

すことができることである．しかし，欠点として

は過去の症例であるため，症例の選択にバイアス

がかかり易く，それによって正診率の精度に問題

がおこる．また，過去のデータであるため，現在

の画像技術との差があり得るかも知れない．この

点は多くの施設が共同で行なう研究の場合には問

題が大きい．再読影については，できれば他施設

の複数の医師にやって頂くことが理想的である．

このようなretrospective　studyに｝ま本講座（1）の

例としてあげた肝シンチグラム読影実験や筆者ら

が大阪府立成人病センターの鈴木らと行なった研

究が参考になる4）．

　prospective　studyは，現在行なっている読影診

断を記録に残しておき，その症例を追跡して確定

診断の得られるものと比較する方法である．その

際，患者の診療記録が各科から同一ファイルに集

中管理され，共同利用が可能になっている施設で

は，この研究は比較的容易に行なえるが，そうで

ないところでは担当医が対象とする症例を詳しく

104r

追跡しなければならないという手間がかかる．も

ちろん，確定診断とはいっても，完全に手術や剖

検などの確定的な方法で決められたものでなく，

臨床経過などから考えられる診断であっても多く

の参考になるので，排除すべきではない．

　この方法は現実の読影診断の正診率（有効度

一 1）や場合によっては，有効度一2や3まで評

価し得る方法であり，とても秀れた方法であるカ㍉

上に述べたような困難な問題があるので，事前に

どのぐらいの症例数が必要で，確定診断がある程

度付け得るか，主治医の協力が得られるかなどを

十分に調査し，無理のない実験計画を立てる必要

がある．2つの方法は一長一短があるのでどの方

法が可能かを慎重に考慮することが望ましい．

　この2つの測定法ではいずれも多数の読影結果

と症例の比較を行なうので，電子計算機による処

理が不可欠である．そのため，確定診断の内容と

読影診断の結果を電算機入力可能な形にコード化

しておくことが必要である．講座（1）のFig．1は

その1例である．

　近年，総合画像診断という考え方が広く普及し

てきた．その基本は多種多様な医用画像をどのよ

うな状態の患者に適用したら最も正確に，最も安

全に，最も早く，最も安く診断に到達できるかを

見つける方法といってよいであろう．実はこのこ

とは言うは易いが，定量的に証明することはきわ

めて難かしい．上の総合画像診断の目標の中にはSt

今まで議論した臨床的有効度はもちろんのこと，

検査のリスクや手間，時間などが含まれており，

これらを比較可能な形で求めることは容易なこと

ではない．しかしながら，これらの値を定量的に

求めておくことがどうしても必要であり，これが

なければ真の意味での総合画像診学は成立し得な

い．今後，地道な研究が必要である．

V．　おわりに

　医用画像は現在，レントゲンによるX線発見

以来，第2のルネッサンスを迎えているといわれ

る．今後の新しい医用画像の開発はXCTの発明，

を機に一層拍車がかかることになるであろう．こ
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れらの新しい画像情報はわれわれに新しい生体内

部構造や機能を示して，医学の発展に寄与するで

あろう．

　しかし，一方で，これらの多様化する画像情報

を有効に医学の現場に導入することも必須の条件

である．そのためには本講座で述べた臨床的有効

度一1，2，3などを定量的に知ることが，まず，

必要である．本講座では主に有効度一1のみにつ

いてその考え方や算出法を述べたにすぎない．総

合画像診断の体系化のためには組み合せ検査の正

診率，検査の侵襲度や潜在的危険性，有効度一2

や3についてももっと詳しい検討が必要であるが，

筆者の能力をもってしてはとても手に負えない．

新しい医用画像の開発とその画像情報の有効度評

価とは車の両輪のごとく進んでいかねばならない．

その意味で本講座は後者の糸口を示したに過ぎな

い．核医学の若手の医師，物理屋を中心として，

地味ではあるが，患者にとって直接に重要なこの

分野の研究が盛んになることになれば，筆者の望

外の喜びである．
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