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《原　著》

肝シンチグラムの臨床的有効度の定量的評価

一
（1）方法論とSOL1）診断のROC2）解析を中心に一

松本　　徹＊　飯沼　　武＊ 舘野　之男＊　　町田喜久雄＊＊

　要旨　肝シンチグラムの臨床的有効度を客観的，定量的に評価するため，8施設から406例の診断確定症

例をretrosp㏄tiveに収集し，異った施設の肝シンチグラムを11人の医師が読影するという実験を行った．

各症例の臨床情報と医師による読影所見データは2種のワークシートに記録され，そのデータをもとに種々

のROC解析が行われた．本報ではまずこの実験で用いた方法の詳細が述べられる．つぎにその方法にょり

得られた多くの知見の中から，SOL診断のROC解析に的をしぼり，その結果と方法論上のいくつかの問

題点が示される．

1．緒　　言

　肝シンチグラム診断法は核医学イメージング法

のうちで最も古くから行われているものである．

最近，X－CTや超音波断層法など原理的に異る他

の有力な肝イメージ診断法が導入されているが，

これら医用画像による総合画像診断システムにお

いて肝シンチグラムは第1次スクリーニング検査

法として重要な位置を占めている．

　肝シンチグラムの臨床的評価に関する初期の研

究は，1953年Stirret1）1963年Sorensen2），　Nagler3），

1964年MacAfee4’5），等により行われた．ただし，

この時のRIは今では全く使われていない1311ロ

ー ズベンガルや，9gMo，69mZnc1などであった．そ

の後，肝の形態や機能診断に適した新しいRI

（1311－HSA，198Au－，113mln－，99mTcSn－，99mTc2C7コ

ロイド，99mTcフチン酸など）が続々と開発され，

そのたびに多くの著者がそれらのRIによる肝シ

ンチグラムの臨床的価値を検討した6”8）．これら

の評価研究は主に，手術や剖検等による診断確定
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結果と肝シンチグラム読影所見を対比する形で進

められた．しかし，1978年Drum9）が指摘したよ

うに，そこで採用された肝シンチグラムの評価方

法は著者ごとに様々なものがあり，診断成績の定

量性や客観性を左右する多くの問題点を含んでい

る．

　われわれはWHOの分類によるclinical　eMcacy

No．110）に相当する肝シンチグラムの臨床的有効

度を客観的，定量的に評価することを目的として，

まず対象症例の臨床情報の記述や医師による定性

的な肝シンチグラム読影所見の記録形式を標準化

した．っぎに，複数施設から多数の診断確定症例

を収集し，異った施設の肝シンチグラムを多数の

医師が読影するという実験を行った．本報ではま

ずこの実験で行われた方法の詳細について述べる．

っぎにその方法を用いてSOL診断のROC解析

を行った結果を示しこれから方法上のいくつかの

問題点を考察する．

H．方　　法

　解析対象の症例は東京周辺の8施設から1施設

当り50例を目標として収集されたものである．

　症例収集に際しては次のような点に留意した．

すなわち質的な偏りを避けるため，正常，局在性

病変，びまん性疾患，各1／3ずつで構成されるこ

と，症例はすべて手術，剖検，内視鏡，その他に
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52 核医学

・鵠番号［耳阜2鰹潔ロエロコ
　　　　　　　　配入しない

4．患者氏名

6・生年月日 甦一，一覧皿年悶月罵日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
7・体重　［kg　　　　　9・（3）
　　　　　　　　　14　15

8・触診所見 ロ蹴1）隔lii：蕊触れる

9．シンチグラム

　　　　　　　　フィテート　スズコロイド　　その他

　　（1）使用RIL」9一（2）施行日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1920

　　　　　　　　　GOT　　　　　　GPT　　　　　　LDH　　　　　　Al．P　　　　　　a・Feto

1・・肝機能検査□　□　□　□
　　　　　　　　　　25　　　　　　　26　　　　　　　27　　　　　　　28　　　　　　　29

　　（O～3記入重複可）　0…異常なし　1…軽度異常　2…中等度異常　3…高度異常

　　　　　　　　　剖検　　　手術　　　内視鏡　　　生検　　アンギォ　　臨飴　　　CT

11・ 麟肥り□□□□□□□
12・手術・剖検・検査日昭和［口年［口月［口日

　　　　　　　　　　　　　　34　35　　　　　　36　37　　　　　　38　39

13．肝所見

　　（1）病　名

19巻1号（1982）

　　肝手術・剖検所見報告シート

　　　　　　　　　　　　　　3・轡野口

　　　　　　　　　　　　E　　　　　t（tt
　　　　　5．性　別　口　　　口
　　　　　　　　　　　M－6－F

エロ・
C　

　

　

16

鰹

「

m
口
o

昭和口］年口月口日

口　口

　21　22　　　　　　23　24

T・Bil

30

　　＊）S　Xしない

gcエAト［［口

　　　　313233

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：E？・［［［口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　41　42　43
　　　　　　　　有　　　　　　無　　　　　不明
（2）異　常　　　口　　　口　　　口

（以下有・・き記入）一、、一

　　　　　　　　有　　　　　　無　　　　　不明
（3）肝の変形　　口　　　口　　　口

　　　　　　　＼Lt　45＿＿y9
　　　　　　　　有　　　　　無　　　　　不明
（4）位置異常　　口　　　［コ　　　ロ

　　　　　　　vl．＿＿＿」L＿46一

　　　　　　　　有　　　　　無　　　　　不明
（5）腫大・萎縮　ロ　　　ロ　　　ロ　　　　　　　　　　　EX　　　右葉　　m「s

　　　　　　　－1　°47－：9－／一罰｛1鵠一言量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊂49一

　　　　　Fig．1　Report　form　used　to　record　clinical　informations　for　each　cases　which　was　later
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肝シンチグラムの臨床的有効度の定量的評価 53

（6）腫瘤
（以下有のとき記入）

有　　　　　無　　　　不明

口　　　口　　　口
vl＿＿．一一一．．9＿50．2ノ

　　　　無数のとき
　　　　チェック
右葉　　口
　　　　　51

両葉境界口
　　　　　59

左葉　　口
　　　　　67

個　　　数

o－

口
52

口
60

口
63

1－

口
53

口
61

口
69

2－

口
54

口
62

口
70

3　－・

口
55

口
63

口
71

4－

口口
56　　　　57

口口
64　　　　65

口口
72　　　73

　　　原則として全体で5つ以上は無数としてよい。

　　　しかし、ある程度同定できる場合はそれを記入する。

　　　　　　　有　　　疑　　　無　　　不明
（7）肝硬変　　　口　　口　　口　　口

　　　　　　　〉＿⊥＿，5＿L＿シ　　MEMO

14．その他の所見

（1）胆のう
田大　　　萎縮　　　正常　　　無　　　不明

ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ

v3＿＿三＿76＿一

5～　　　10～（大きさ：●）

）
下相

口

⊃
　
　
7
7已

　
　
　

桶
口

㎝

　　　遭
　　　　　　㎜

　
　
　
“口
久

認 　　■）記入しない

gc咋口
　　　7980

punched　on　to　computer　cards　for　processing．
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54 核医学　　19巻1号（1982）

　　　　　　　　　　　　　　施設ごと
・・患者番号［［［［口

　　　　　　　1　2　3　4　5　　　　　　i，d．番号

4・医師コード［［口（漂㌫医師。，．，）

　　　　　　　131415

5．肝シンチグラム所見

　（1）肝所見

　　　　　　　　　有　　　　無
　　（a）異常　　　　口　　口
　　　　　　　　　1－一一16－O

　（以下異常有のときb～●記入）

　　（b）RI集積　　　6　　i6ら　　晋

　　　　　　　　　L17＿⊥＿＿＿v3

　　　　　　　　　有　　　　無
（c）肝の変形

　　及び

　位置異常

2・の患者［［口］］］

口　　　口
1－18－O

（有のときチェック）

（d）腫大・萎縮

肝シンチグラム報告シート

678＿3・ 醗〒口

　　　有　　　　無
逆位ロ　　ロ
　　　1－19－O
　　左葉　　　　右葉　　　　両葉

挙上ロ　　ロ　　ロ
　　亡＿2。」L＿＿㌧

　　左葉　　　右葉　　　両葉
下垂口　　　口　　　口
　　vL＿＿21＿L＿＿旦ノ

　　左方　　　　右方

偏位ロ　　ロ
　　　L－22－R
肝外性異常圧排（有のときチェ・ク、重複可）

　　心臓　　　　胃　　　　　膵
　　口　　　口　　　口
　　右督　　　　胆のう　　　　胆道　　　　．記入しない
　　［コ　　　　　　［コ　　　　　　［］　　　　　　OCTAL

　　晋瞥㌣［丘1
　　　　　　　　　　　　　232425

6
↓

有

口H

（有のときhvク）

腫大　左葉　　右葉　　醸
　　口　　　ロ　　　ロ
　　亡＿＿」＿＿訂」シ

　　左葉　　　右葉　　　両葉
萎縮ロ　　ロ　　ロ
　　亡＿＿＿三＿銘」ン

Fig．2　Report　form　used　to　record　findings　on　the
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　　　　　　　　　　　　　　　肝シンチグラムの臨床的有効度の定量的評価

　　　　　　　　（e）病的欠損

　　　　　　　　　　　　；i竃四謬il繍

　　　　　　　　　　　　　　　　＼二＿＿＿＿＿二＿31＿＿二＿＿＿＿ニノ　　　　　32

　　　　　　　　　　　　左葉甦巡」　P個

　　　　　　　　　　　　　　　　　有　　　　　疑　　　　　無

　　　　　　　　（f）Artifact　　ロ　　ロ　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　L35

　　　　　　　　（g）生理的欠損　　　（無しのときはチ・・クしない）

　　　　　　　　　　　　　　有　　病的の疑否定し得ず　　　　　　有　　痢的の疑否定し得ず　　　　　　有　　病的の疑否定し得ず

　　　　　　　　　（1）肝門部　□　　　□　　aD胆のう□　　　□　　価腎圧痕□　　　□
　　　　　　　　　　　　　　2－36－1　　　　　　　　　　　　　　　2－37－1　　　　　　　　　　　　　　　2－一一38－一一1

　　　　　　　　　　　　　　有　　病的の疑否定し得ず　　　　　　有　　痢的の疑否定し得ず　　　　　　有　　病的の疑否定し得ず

　　　　　　　　　働下大静脈ロ　　　ロ　　（V）門脈　口　　　口　　（VD肋骨　ロ　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　2－39－一一1　　　　　　　　　　　　　2－40－－1　　　　　　　　　　　　　2－－41－－1

　　　　　　　　　　　　　　有　　病的の疑否定し得ず
　　　　　　　　　働その他ロ　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　2－42－1

　　　　　　　②脾所見
　　　　　　　　　　　　　　（肝より浪い）（肝と同じ）
　　　　　　　　　　　　　　　帯　　　　9　　　　＋　　　　土　　　　一　　　不明
　　　　　　　　（a）描出の有無　口　　口　　口　　ロ　　ロ　　ロ
　　　　　　　　　（前面像）　　vA：．一．一．一．．．一一一一：B＿43＿＿C　　　D　　　E　　　F

　　　　　　　　　　　　　　　大　　　　中　　　正常　　　不明
　　　　　　　　（b）腫　大　　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　vAiL－＿一！！＿“＿E．＿一＿シ

　　　　　　　　　　　　　　　有　　　　無　　　不明
　　　　　　　　（c）欠損　ロ　ロ　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　∪＿＿L45＿当

　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　＋　　　　土　　　　一　　　不明
　　　　　　　（3）骨髄の描出　　口　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ

　　　　　　　　　（前面像）　一＿、－

　　　　　6．肝シンチグラム診断

　　　　　　　　　　　　　　有　　　　　無
　　　　　　　（1）異常　　ロ　　　ロ
　　　　　　　（以下有のときチェック）　1－47－0

　　　　　　　　　　　　　　有　　　有の疑　　無の疑　　　無　　　　　　　　　　　　　　有　　　有の疑　　無の疑　　　無
　　　　　　　（2）局在性病変　口　　ロ　　ロ　　ロ　　（3）肝硬変　　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　＼三＿二＿48L＿ye　　　　＼」L三＿49＿L＿y°

　　　　　　　（4）胆道系異常4竿竿6（5）罐遭4廿竿4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼二＿＿二＿51＿二＿＿＿ニノ　　　　　　　　　　　　　　＼二＿＿＿二＿50＿二＿＿二1

　　　　　　　嚇罐甦駆甦（7）その他の異常甦臼甦

1iver　images　interpreted　by　l　l　physicians．
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56 核医学　 19巻1号（1982）

より病態が確定し，後述する種々の臨床情報が明

らかなものであることを条件とした．その結果，

406例が収集された．

　1・臨床データファイルの作成

　1）　ワークシート

　各症例の臨床情報は「肝手術・剖検所見報告シ

ー ト」とよばれるワークシートに記録された．ワ

ー クシートは概略つぎのような項目で構成される

（Fig．1）．

　項目1～6は患者の識別データ，7～8は理学

検査データ（体重と触診所見）である．9は使用

装置，RI，および検査施行日，10は肝機能検査デ

ー タである．異常無しから異常有りを0～3の段

階に分けて記入する．この時の重症度は施設ごと

の基準に従って判定された．11は診断根拠を示し

ており，該当する項目をチェックする．（重複可）

12は手術，剖検，その他で診断が確定した日付け

をあらわす．13の（1）～（7）に肝所見を記入する．

（1）でまず病名を記載し，そのICDコードを記入

する．つぎに（2）で全体的な肝所見の異常がチェッ

クされる．異常有りの時だけ（3）以下をチェックす

る．（6）で腫瘤有りの時，腫瘤の位置と大きさ個数

を記録する．すなわち，右葉，両葉境界，左葉ご

とに腫瘤の大きさを7段階に分けて，その個数を

記入する．この時腫瘤が5つ以上ある場合は無数

の欄をチェックしてよいが，同定可能な場合はで

きるだけその数を記入することにした．また，記

入の元になった腫瘤の位置関係を図示できるよう

に肝のシェーマが入ったスペースを用意した．最

後に，項目14で胆のう，胆管，脾臓，その他の肝

外性所見に関する情報をチェックする．

　2）電算機入カ

　ワークシートの各項目の内容は図のように英数

字やアルファベット文字を用いてコード化情報に

変換される．これをカードにパンチし，電算機に

入力した．入力データはエラーチェックプログラ

ムにより記載もれや誤りの有無をチェックされ，

エラー有りのワークシートは各施設に返送され，

訂正を求められた．訂正後再びエラーチェックを

受け，最終的に完全にエラー無しの臨床データフ

アイルが磁気テープに保存された．

　2・画像データベースの作成

　各症例の肝シンチグラムはスキャナーを使用し

た場合は正面像と後面像の2枚，カメラの場合は

正面，後面，右側面像の3枚を1組とした．使用

RIや肝シンチグラムの表示方法に対しては特に

制限を設けなかった．各施設から提出されたX線

フィルム，または，ポラロイドフィルムの肝シン

チグラムは同一条件で複写され，それが後の読影

に供された．

　3．肝シンチグラムの読影

　読影実験に参加した医師は5年～15年の肝シン

チグラム診断の経験を有する核医学専門医11人で

あり，症例を提出した8施設のいずれかに属する．

その内訳は，1名参加の施設が6，2名，3名参加

した施設が各1である．なお，各施設には症例を

選択した医師1名が含まれる．

　8施設から提出された症例（406例）はランダム

抽出され，約50例ずつの8ブロックに分けられた．

各施設の医師は8ブロックの肝シンチグラムを1

ブロック／月のスピードで読影した，読影の結果は

「肝シンチグラム報告シート」とよばれるワークシ

ー トに記録された．8か月かけて，すべてのブロ

ックがすべての施設で読影されたが，最後にもう

一度，各施設に対して最初に割り当てたブロック

の読影が追加された．これは，最初のブロックの

読影ではワークシートの記入が不慣れなため，そ

の結果に偏りが混入すると懸念されたからである．

　読影に際しては，Fig．1に示した「肝手術・剖

検所見報告シート」の項目5～10「触診所見，肝

機能結果」など，が臨床情報として医師に与えら

れた．また，11人の医師は読影前に症例群が正常，

局在性病変，びまん性疾患各1／3の率で集められ

たものであることを情報として入手していた．

　4・読影データ・ファイルの作成

　1）　ワークシート

　読影結果の記録に用いられた「肝シンチグラム

報告シート」は概略次のような項目で構成される

（Fig．2）．

　項目1～2は患者識別コード，項目3～4は読
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肝シンチグラムの臨床的有効度の定量的評価

影医師識別コードである．項目5に肝シンチグラ

ム所見の詳細が記録される．全体は（1）肝所見と

（2）脾所見，（3）骨髄の描出の3つに大別される．

（1）ではまず肝全体の異常の有無がチェックされ，

異常有の時のみ（b）RIの集積，（c）肝の変形およ

び位置異常，（d）腫大，萎縮（e）病的欠損の各項

目がチェックされる．

　特に（e）においては肝を右葉，両葉境界，左葉の

3区画に分け，SOL診断の確信の程度を，「有」，

「有疑」，「無疑」および「無」の4段階で判定し，

かっSOLの数を記入する．

　つぎに（f）でartifactの存在が，また（g）で種々

の生理的欠損の存在と病的の可能性がチェックさ

れる．（2）の脾所見ではまず脾の描出の程度を前面

像を参考にして主観的に判定する．次に他方向か

らの像も参照して腫大の程度，欠損の有無をチェ

ックする．（3）では前面像のみから骨髄の描出の程

度を主観的に判定する．次の6項目は種々の所見

を総合判断した結果得られる肝シンチグラム診断

をまとめたものである．まず異常の有無が問われ

る．異常有りの時のみ，図に示す種類の項目にっ

いて確信の程度を「有」，「有疑」，「無疑」，「無」

の4段階に分けて診断する．

　2）電算機入力

「肝手術・剖検所見報告シート」と同様の手順に

より読影データファイルが作成された．

　5・解析法

　磁気テープに保存された臨床データファイルと

読影データファイルに対して，各種の統計処理や

ROC解析11・12・14）を行った．ただし，　SOL診断の

ROC解析においては以下の読影データは解析に

含めなかった・1）肝シンチグラムを提出した医師

11名中の8名により読影された自施設症例のデー

タ・これは8名の医師がそのシンチグラムの症例

について最終的な結果を記憶している恐れがあっ

たためである．なお残りの8名は該当施設に新規

に配属されたばかりであり，その医師にとっては

自施設の症例でも，以前に読影してないことが確

認されたため，その読影データは解析に含めてい

る．2）読影実験に習熟する目的で行われた最初の
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ブロックの読影データ，およびスキャナー，カメ

ラ両方のシンチグラムがある2症例のデータ．

III．結　　果

　1・対象症例の分析

　まず，retrospectiveに集められた全症例（406）の

質と量に関する基本的な情報をTable　1～4に示す．

　まず，疾患別にみると（Table　1），406例中，正

常は148例，局在性病変118例，肝硬変55例，肝硬

変以外のびまん性疾患69例，胆道系異常13例，他

3例となり，データ収集前予定した通りのバラン

スのよい構成が得られた．Table　2はこれらの疾

患の診断根拠別の統計を示す．1つの症例に対し

て1つ以上の手段で診断が確定されたため合計は

406を越えている．Table　3に患者性別，年齢分布

をしめす．全症例中65％，が男，35％が女であり，

患者の平均年齢は55歳を中心として10歳以下から

90歳以上の範囲に分布する．また，Table　4より

使用したRIは93％が99mTc一フチン酸，5％が

Table　l　Distribution　of　cases－confirmed　diagnosis

Normal．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．148

SO］L　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．　118（tota1）

　Hepatoma．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，　18

　Hepatoma　with　cirrhosis　．．．．．．　18

　Metastasis．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．69

　0thers．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　13

Bile　duct　abnormality．．．．．．．．．．．．　13

Diffuse　liver　disease．．，．．．．．．．．．．．　69（total）

　Chronic　hepatitis　．．．．．．．．．．．．．．　42

　Acute　hepatitis　．．．．．．．．．．．．．．．．　13

　0thers．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　14

Liver　cirrhosis　．．．．．．．．．．．．．．．．．．　55

0thers．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　3

Tota1 406

Table　2　Distribution　of　cases－methods　of　con一

　　　　丘rmation

Autopsy
Surgery

Endoscopy
Biopsy

Angiography

CT
CIinical　diagnosis

92

161

45

77

53

31

102
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Table　3　Distribution　of　cases－age　of　patients 100

Age Man　　Woman　　Tota1

0－9
10－19

20－29

30－39

40－49

50－59

60－69

70－79

80－89

90－99

unkown

1
1
6
3
2
0
5
1
6
0
1

　
　
1
∩
Z
く
】
6
く
ン
5

0
0
H
1
2
3
2
2
6
ω
1
6
1
2
0

1
1
7
5
4
6
5
7
7
2
1

　
　
（
∠
3
8
∩
6
Q
ノ
ー
0

80

Average

266

55．4y

140

54．4y

406

55．1y

Table　4　Distribution　of　cases－－radiopharmaceuticals，

　　　　instrurnents　and　displays

60

40

20

（ま
｝
四
＞
F
あ
◎
ら
田
⊃
㏄
↑

Operating　point

　　　口
　　　△
　　　＊

99mTc　phytate

99mTc　Sn　colloid

Others

Unkown

378

19

　6

　3

Scanner

Anger　Camera

Scanner十Camera

95

309

　2

X・ray創m
Poraloid　film

1

0
0

く
∨
ξ
」

3

99mTc一スズコロイドであり，肝シンチグラムは

76％がアンガーカメラ，24％がスキャナーを用い

て撮像され，88％弱がX線フィルム，12％がポ

ラロイドフィルムにディスプレイされた．

　2．SOL診断のROC解析
　1）SOL検出の平均ROC曲線
　Fig．3はFig．1の項目13（6）「腫瘤の有無」を

用いて対象例をSOL有り群と無し群の2つに大

別し，それぞれの群の肝シンチグラムを医師が読

影した結果（Fig．2項目6（2）「局在性病変の診

断」）から求めたROC曲線である．すなわち，本

報のROC曲線は，　SOL有り群，無し群に対して

SOL有無の判定動作を「有」，「有疑」，「無疑」と

3段階の確信度で行った時「有」，「有または有疑⊥

「有または有疑または無疑」に属する症例の数を

計算し，それらがSOL有り群，無し群全体の，

それぞれ何％あるか（前者が有病正診率，後者が

　　0
　　　0　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　100

　　　　　　FALSE　POSITIVE｛％｝

Fig．3　The　average　ROC　curve　of　l　l　physicians　for

　　　the　detection　of　SOL　when　118cases　of　SOL－

　　　presence　and　277　cases　of　SOL・absence　were

　　　chosen　for　image　reading．　The　solid　Iine　is　an

　　　interpolated　part　of　operating　Points　and　the

　　　dotted　line　is　the　extrapolated　part．　Three

　　　symbols　represent　the　true　positive　rate

　　　（TPR：％）and　the　false　positive　rate（FPR：

　　　％）　at　each　operating　Point　for　individual

　　　physician．　Note　that　the　observer　variation

　　　from　the　average　ROC　curve　is　relatively　small．

無病誤診率）を求め，横軸無病誤診率，縦軸一有

病正診率の座標系にプロットしたものである．

Fig．3の実線は11人の医師から得られた有病正診

率と無病誤診率の平均値を結んだもの，破線はそ

れを外挿したものである．

　これよりROC曲線上の1点で肝シンチグラム

によるSOL検出の平均的な成績を代表してみる

と，例えば確信度「有疑」でSOL有り無しを分

けた場合は，有病正診率85％，無病誤診率20％に

なる．

　ここでFig．3の各動作点において各医師ごとに

得られた有病正診率，無病誤診率とその精度（標

準偏差）を任意の医師間で比較したところSOL

検出能に有意の差は認められなかった．そのため

以後の結果はすべて11人の医師の平均で示されて

いる．また，Fig．3に於ては，　SOL有り群，無
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し群中にスキャナーで撮像された症例がそれぞれ

26％，21％，程度含まれていたが，SOL有り群，

無し群をさらにスキャナー群，カメラ群別に分け

て有病正診率，無病誤診率を求めたところその平

均的な成績はFig．3と殆んど一致していた，即ち，

本報で得られた種々の検討結果にはイメージ装置

のちがいによる影響は余り寄与していないと判断

される．さらに，Table　4に示した如く，93％以

上の症例が99mTc一フチン酸を使用しており，　RIの

ちがいによるROC曲線の偏りも無視できる．

　2）疾患群別ROC曲線
　Fig．4はsoL無し群をFig．1項目13（1）「病名」

と（6）「腫瘤の有無」，を用いて正常，肝硬変，及

び肝硬変以外のびまん性疾患の3群に分け，それ

ぞれをFig．3と同じSOL有り群と共に読影した

場合に得られる平均ROC曲線である．この図は，

正常群や肝硬変以外のびまん性疾患群よりも，

SOLを伴わない肝硬変群に対して無病誤診率が増

加するような傾向を示しており，肝シンチグラム

診断においては，肝硬変をSOLと誤診する場合

があることを示唆している．

　3）SOL、の大きさ，個数別，　ROC曲線

　Fig．5はFig．1項目13（6）「腫瘤の有無」，のデ

ー タよりSOLが肝右葉にあり3cm以下単発の

症例，3cm以上単発および無数のSOLがある症

例の3群に分け，それぞれの群をFig．3のSOL

無し群と共に読影した場合に得られる医師11人の

平均ROC曲線である．ただし，この時の有病正

診率はSOLが右葉にある症例に対してシンチグ

ラム診断により右葉にSOLが「有」「有疑」「無

疑」と判定されたもの（Fig．2項目（e）「右葉」），

無病誤診率はSOLがどの区画にも存在しない

症例に対して，右葉にSOLが「有」，「有疑」，

「無疑」と判定されたものから計算した．これよ

り，3cm以下のSOL単発症例に対する検出能が

もっとも悪く，3cm以上単発とSOL無数症例の

検出能は殆んど同じ程度に良いことが示された．

　このような傾向は肝左葉の場合も全く同様であ

った．また，肝右葉と左葉の場合でSOL検出能

の差は認められなかった．肝両葉境界の場合は

100
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≧
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20 40 60 80　　100

　　　　　　　FALSE　POSITIVE｛％）

Fig．4　The　average　ROC　curve　of　l　l　physicians　for

　　　the　SOL－det㏄tion　when　the　grouping　of

　　　cases　was　performed　such　that　the　group　of

　　　SOL－absence　was　composed　diff「use　liver
　　　diseases　（65　cases），　cirrhosis　（53　cases）　and

　　　normal　su切ect（148　cases），　respectively，　but

　　　the　group　of　SOL－presence　（118　cases）was

　　　the　same　for　Fig．3．　The　ROC　curve　with　the

　　　symbo1（●）is　lower　than　the　others（□▲）．

　　　This　shows　that　the　physicians　sometimes

　　　miミiudge　the　cirrhosis　for　the　SOL

SOL有り群の症例数が少く，　ROC曲線が得られ

なかった．

　4）診断根拠別ROC曲線

　Fig．6はsoL有り群，無し群をFig．1項目11

「診断根拠」を用いて（1）手術のみ，または手術およ

び剖検以外の方法，で診断が確定した群（手術群）

（2）剖検のみ，または剖検および手術以外の方法に

よる群（剖検群），（3）手術，剖検以外の方法によ

る群（その他群）の3群に分けた時の平均ROC曲

線である．これより，内視鏡，生検，CT，臨床診

断，アンギオなどで確診のついた症例を読影対象

とした場合は，肝シンチグラムによるSOL検出

能は高くなる傾向にあり，剖検例，手術例を対象

とした場合はこの順により低いSOL検出能を示

すと言える．
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Fig．5　The　average　ROC　curves　for　the　SOL－detection

　　　as　a　f皿ction　of　the　size　and　number　of　SOL

　　　at　the　right　lobe．

　　　Number　of　cases　involving　the　SOL　of　sizes

　　　larger　than　3　cm（3　cm＜：□），1ess　than　3　cm

　　　（＜3cm：▲），　and　many　SOL（many：●）was

　　　25，9，55，respectively．

　　　Number　of　SOL－absence　was　the　same　as　in

　　　Fig．3（277　cases）
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Fig．6　The　average　ROC　curves　for　the　SOL－detec－

　　　tion　when　the　SOL　case　was　divided　into　3

　　　groups　which　was　composed　of　the　cases

　　　diagnosed　by　autopsy→－other　confirmation

　　　methods　excluding　surgery（SOL（十）＝48　cases，

　　　SOL（一）＝32　cases），　surgery十〇ther　confirma－

　　　tion　methods　excluding　autopsy（SOL（十）＝40

　　　cases，　SOL（一）＝111cases）and　other　methods

　　　excluding　autopsy　or　surgery　（SOL（十）＝23

　　　cases，　SOL（一）＝132　cases）．

IV．考　　察

　人間が介在する診断系の偏りを定量的に測り，

その臨床的有効度を客観的に評価する方法として

ROC解析が有用であることは一般に広く知られ

ている13・14）．肝シンチグラムの有用性を有病正

診率，無病誤診率で評価した報告は多数存在す

る6・9）．また，摘出肝に人工的な腫瘤を埋め込ん

だ肝ファントムや15’v　17）デジタル肝シンチグラム

に数学的な欠損を発生させた肝ファントムを用い

た実験の18）報告もいくつかある．しかし実際の臨

床例でROC曲線を求めた文献は意外と少ない．

Raiig）等は肝イメージに対する電算機処理の効果

をROC曲線で確かめたが，方法論は明らかにし

なかった．

　臨床情報や読影所見の記録をワークシートの形

で標準化し，他施設の多数症例（406例）の肝シン

チグラムを多数（11人）の医師が読影した結果を

ROC曲線で示した本格的な認識実験の報告は本

報がはじめてであると考える．

　1．ROC曲線の偏りを左右する因子

　1）個人差

　Nishiyama20）等は4年～20年の肝シンチグラム

診断の経験をもつ核医学専門医と1～16か月の実

地経験しかない大学院生では読影能力に明らかに

差が生じることを示した．

　本報では有病正診率，無病誤診率が全体的に高

い人から低い人まで読影の癖に多少の差は認めら

れるがそれらの曲線の平均曲線からのずれは比較

的小さく，肝シンチグラムによるSOL診断は個

人差の少い検査法であることを明らかにした

（Fig．3）．これは読影者が5年から15年の経験を

有する質的に均一な集団であったことによると思

われる．
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　2）撮像条件

　（a）使用RI

　今までに種々のRIが肝シンチグラム用に開発

されており，その臨床的価値を検討した多数の文

献が発表されている．しかし，Fritz6）によるとそ

の大部分は198Auコロイドと99mTcサルファコロ

イドの場合である．現在，日本でもっとも広く使

われている99mTcフチン酸に関して定量的な評価

を行った報告は本報がはじめてである．

　（b）使用装置

　本報ではFig．3のSOL有り群，無し群を使用

装置（スキャナー，カメラ）別に分けた時のROC曲

線は殆んど差がなかった．ただし，この時のスキ

ャナー群，カメラ群に属する症例の肝シンチグラ

ムは1976年から1978年の間に撮像されたもので

あり，2群間でSOLの大きさや個数の分布に有

意の差はなかった．前述したFritzの文献の一部

を著者が再調査した結果によるとスキャナーを使

用した場合の平均的な成績は，有病正診率73土

8，1％，無病誤診率13±5．9％（文献数5）20”’24）であり，

カメラの場合は有病正診率78±11％，無病誤診率

15±9．7％（文献数8）8・25～31）であった．これらはわ

れわれがスキャナー，カメラ別に求めた平均ROC

曲線上のほぼ1点に位置する．対象症例の内容や

使用RI，その他の条件は異るが，本報の成績と他

の文献の結果はよく一致している．

　（c）表示法

　全症例中50例（SOL有り群15例，無し群35例）

はカメラを用いてポラロイドフィルムに撮像され

たものであった．この症例に対する有病正診率は

X線フィルムに記録された他の症例よりも明らか

に低く，無病誤診率は変らなかった．その主な原

因はポラロイドフィルムの全例が手術で診断が確

定した症例であり，SOL有り群15例中12例のSOL

が3cm以下の小さなものであったことによると

思われる．SOL検出能が肝シンチグラムの表示

媒体や表示方法によりどの程度変化するか明らか

にするには新たな実験が必要である．

　3）SOLの大きさと個数

　SOL検出能はSOLが大きいか個数が多いほど

61

高くなる．Fig．6はそれをRoc曲線で示したも

のである．このような傾向はSOLの存在場所に

よらなかった．これをさらにスキャナーとカメラ

で撮像した群に分けて比較したところ，SOLの大

きさ3cm以上と無数群では全く同じROC曲線

となった．ただし，SOLが3cm以下の場合はス

キャナー例が少く，スキャナーとカメラの差を確

認できなかった．

　SOL有り群を診断確定法が異る3群に分けて

それぞれのROC曲線を求めたところ，無病誤診

率は群間で余り差がなかったが，有病正診率は有

意の差を生じた．

　その直接的な原因は，SOLの大きさと個数が

各群によって異るためと思われる．

　Fig．7（a）はSOLの大きさを7段階に分け，各

段階の大きさのSOLをもつ症例の数を剖検群（48

例），手術群（40例），その他群（23例）について求

めたのもである．1つの症例中にSOLが複数個

あった時，大きさが異った数だけ，該当する大き

さの症例数が＋1されたため，この分布の合計は

各群の絶対数よりも多くなっている．この分布を

SOL　3　cm以下，以上で分けた時，剖検群，その

他群ではSOL　3　cm以上の症例が全体の80％近く

あるのに対して，手術群では，SOL・・3　cm以下の

症例が全体の60％程度を占めている．また，Fig．

7（b）より，SOL無数例の割合（％）は手術群，そ

の他群で殆んど同じであるのに対して，剖検群で

はそれらの2倍近くあることがわかる．Fig．6に

おいて剖検群のROC曲線がその他群より少し低

くなっているのは，（1）剖検例ではシンチグラム検

査日までの期間が長びく場合が多く，その間に病

態が進行するためFig．7のSOLの大きさと個数

は実際よりoverestimateされている．（2）一方，

手術，剖検以外の方法のみで診断を確定する場合，

それから得られる大きさは実際よりもunderesti－

mateされる可能性が大きいためである．　Fig．6の

ような傾向はCovington25）のデータや舘野32）によ

り指摘されたものとよく一致する．施設別に提出

された症例（約50例ずつ）の診断根拠を調べてみる

と，ある施設の症例は全て手術例であり，他施設
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核医学　19巻1号（1982）

0－1　1－2　2－3　3－4　4－5　5－10　10　　　many

　　　　　　（cm）

14

many

　　　　O－1　1－2　2－3　3－4　4－5　　5－10　10　　many

　　　　　　　　　　（cm）

　　（a）SIzE　OF　S．0．L　　（b）NO．　OF　S．Q．L

Fig．7　Distribution　of　sizes　of　SOL　for　autopsy－，

　　　surgery・，　and　other　confirmation　method・

　　　group．　The　shaded　columm　is　the　percentage

　　　of　cases　for　many　SOL．（See　Fig．6）

では全て剖検例であった．またある施設では手術

と剖検以外の確定法による症例が多く存在してい

た．このような事実は，肝シンチグラムの評価を

客観的に行うには対象症例の疾患分布のほか，診

断確定法の分布の偏りにも注意すべきであること，

1施設のみの読影実験の限界等を示唆するもので

あると考える．

　2．問題点

　1）retrospective　stUdyの限界

　Retrospective　studyの利点は実験目的に合わせ

て症例を選択できること，読影実験の経果が早く

得られることにあるが次のような点に問題がある

と考える．すなわち本報では各施設から症例を収

集する時主な疾患の占める割合をあらかじめ指定

したが，読影に参加した医師11名中8名は症例選

択・提出にかかわった当事者だったので自施設症

例の内容を知っていた．これに原因する読影結果

の偏りは8人に対する自施設症例の読影データを

解析の時点で除去することによりその大部分を除

くことができたと思われる．

　しかし，prevalenceの情報に関しては，その記

憶を読影の時点で8名から消すことは不可能であ

り，公平のため他の3名にもprevalenceの情報を

知らせてから読影を行った．したがって，解析結

果にはその影響が多少含まれていると考えられる．

現実に即した結果を得るには，疾患のprevalence

を知らされていない医師群に対して再読影が行わ

れるべきである．さらに理想的にはprospective

studyを行うべきであると考える．

　っぎに本報の画像データベースは過去の症例か

ら作成されたものなので解析結果は現時点の臨床

的有効度を示していない可能性がある．画像技術

の経時的変化をも含めて評価を行うにはやはり

prospective　studyが必要であると考える．

　2）読影結果の再現性

　医師は試験的読影も含め，8ブロックに分けら

れた全症例をブロック別に9か月かけて読影した

が，この期間中各医師の読影能力が再現性よく発

揮されたかどうかの保証はない．読影結果の再現

性を確めるにはA．Reuben33）らの如く，読影実験

を適当な期間をあけて，何度か繰り返す必要があ

る．

　3）今後の検討

　本報では11人の医師の平均として有病正診率と

無病誤診率が種々の因子によってどのように変化

するかを示し，その原因を統計的に推定したが，

臨床的な考察は不十分と思われる．有病正診率，

無病誤診率のほか，無病正診率（True　Negative

Rate：TNR）や有病誤診率（False　Negative　Rate：

FNR）の臨床的な原因についても詳しく検討する
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肝シンチグラムの臨床的有効度の定量的評価

必要がある．この結果については別の論文で近く

発表する．また，本研究に参加していただいた11

人の医師別ROC曲線をもとに，医師間変動を解

析し興味ある知見を得ているが，これにっいても

次回に報告する．

V．ま　と　め

　1．　客観的な画像評価法として，複数施設から

多数の診断確定症例をretrospectiveに収集し，異

った施設の肝シンチグラムを多数の医師が読影す

るという実験を行った．

　2．　共通のプロトコルを用いて各症例の臨床情

報と読影所見データを記録し，それを電算機に入

力し，ROC解析を行い，肝シンチグラム診断の

精度に関して多くの知見を得た．

　3．本報ではまず肝シンチグラムの臨床的有効

度No．1を評価するため本研究で採用した方法の

概略を示した．つぎに多くの知見の中からSOL

診断のROC解析に的をしぼり，つぎのような結

果を得た．

　a）　5年～15年の経験を有する核医学専門医11

人を対象とした場合，肝シンチグラムによるSOL

診断の個人差は少ない．

　b）　スキャナーとカメラのSOL検出能はSOL

が3cm以上，または無数にある症例を対象とし

た場合差がない．

　c）肝シンチグラムによるSOL診断の平均的

な成績は有病正診率85％，無病誤診率20％であっ

た．

　d）肝硬変はSOLと誤診されることがある．

　e）SOLの有病正診率はSOLの大きさ，個数
に比例する．

　f）SOLの有病正診率は診断確定法のちがいに

より差が生じる．これより客観的評価を行うには

症例内容が偏らないような配慮が必要であるとの

示唆を得た．

　9）肝シンチグラム読影実験の結果については

今後さらに臨床的，物理的両面から検討を加えて

ゆく予定である．
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「脚　注」（題名の省略文字に対して）

（注） 1）SOL：sPace　occuPyin91esion局在欠損

2）　ROC：receiver　operating　characteristic

　　受信者動作特性（核医学用語集，日本アイソ

　　トープ協会1979）

文　　献

1）Stirret　LA，　Yuhl　ET，　Libby　RC，　et　al：Anew

　technique　for　the　diagnosis　of　carcinoma　metastatic

　to　the　liver．　Surg　Gyneco10bstet　96：201－214，

　1953
2）Sorensen　LB，　Archambault　M：Visualization　of

　the　liver　by　scanning　with　Mo－99（molybdate）as

　tra㏄r．　J　Lab　Clin　Med　62：330－340，1963

3）Nagler　W，　Bender　MA，　Blau　M：Radioisotope

　photoscanning　of　the　liver．　Gastroenterology　44：

　36－43，1963

4）McAfee　JG，　Ause　RG，　Wagner　HN：Diagnostic

　value　of　scintillation　scanning　of　the　Iiver．　Arch

　Intem　Med　116：95－110，1965
5）Lunia　S，　Parthasarathy　KL，　Bakshi　S，　et　a1：An

　evaluation　of　99mTc－sulfar　collid　liver　scintiscans

　and　their　usefUlness　in　metastatic　workup：a

　review　of　1424　studies．　J　Nucl　Med　16：62－65，

　1975
6）Fritz　SL，　Preston　DF，　Gallagher　JH：ROC　analysis

　of　diagnostic　performance　in　liver　scintigraphy．

Presented by Medical*Online



64 核医学

　　　JNucl　Med　22：121－128，1981

　　　0f　diagnostic　perfbrmance　in　Iiver　scintigraphy．

7）Gaeslein　GE，　Pinsky　SM，　Poth　PK，　et　al：The

　　　sensitivity　and　sp㏄ificity　of　99mTc－sulfu］r　colloid

　　　liver　imaging　in　diffuse　hepatocellular　diseases．

　　　Radiology　118：115－119，1976

8）Drum　DE，　Christacopoulos　JS：Hepatic　scinti－

　　　graphy　in　clinical　d㏄ision　making．　J　Nucl　Med

　　　13：908－915，1972

9）Drum　DE：Optimizing　in　the　clinical　value　of

　　　hepatic　scintigraphy．　Seminars　in　Nucl　Med　4：

　　　346－357，1978

10）Committee　on　e缶cacy　studies，　American　college

　　　of　radiology（chairman，　Lee　B　Lusted）：Astudy

　　　of　the　e缶cacy　of　diagnostic　radiographic　pro㏄一

　　　dures，　final　report　of　diagnostic　e伍cacy，31　May，

　　　1977

11）Metz　CE：Basic　principles　of　ROC　analysis．

　　　Seminars　in　Nucl　Med　8：283－298，1978

12）飯沼　武，遠藤真広，梅垣洋一郎：読影過程を含む

　　　X線診断系の定量的評価．医用電子と生体工学14：
　　　200－206，1976

13）Lusted　LB：Introduction　to　medical　d㏄ision

　　　making．　Thomas，　Springfield　Illinois，　1968

　　　（野村　裕，中村正彦訳：臨床診断への新しい道．

　　　コロナ社，東京，1976）

14）飯沼武：医用画像における臨床的有効度の評価（1）．

　　　核医学17：639－464，1980．（II）核医学17：1035－

　　　1043，1980

15）福久健二郎，飯沼　武，永井輝夫：シンチグラム処

　　　理における定量的評価の試み．核医学17：155－165，

　　　1980

16）IAEA　Co－ordinated　research　programme　on　the

　　　intercomparison　of　computer－assisted　scintigraphic

　　　techniques．　Third　progress　report，　Medical　Radio－

　　　isotope　Scintigraphy　1：585－615，　IAEA，　Vienna，

　　　1977

17）Meyer　PB，　Bornemann　H，　Dziuk　E，　et　al：Det㏄一

　　　tability　of　details　in　scintigrams　made　by　rectilinear

　　　scanners　and　scintillation　cameras　Medical　Radio－

　　　isotope　Scintigraphy　Vol．1，559－615，　IAEA，Vienna，

　　　1977

18）Houston　AS：Acomparison　of　fbur　standard
　　　scintigraphic　IV　displays：Concise　communication

　　　JNucl　Med　21：512－517，1980

19）Rai　GS，　Haggith　JW，　Fenwick　JD，　et　a1：Clinical

　　　evaluation　of　computer　processing　of　liver　gamma

　　　camera　scans．　Brit　J　Radio152：116－123，1979

19巻1号（1982）

20）Nishiyama　H，　Lewis　JT，　Ashare　AB，　et　a1：Inter－

　　　pretation　of　radionuclide　liver　images：Do　training

　　　and　experience　make　a　difference？JNucl　Med

　　　16：11－16，1975

21）Liewendahl　K，　Schaumann　KO：Statistical　evalua－

　　　tion　of　liver　scanning　in　combination　with　liver

　　　function　tests．　Acta　Med　Scand　192：395－400，

　　　1972

22）GoUin　FF，　Sims　TL，　Cameron　JR：Liver　scanning

　　　and　liver　function　tests：Acomparative　study．

　　　JAm　Med　Assoc　187：川一116，1964

23）Wilson　FE，　Preston　DF，　Overholt　EL：Det㏄tion

　　　of　hepatic　neoplasm．　Hepatic　scanning　combined

　　　with　liver－function　studies．　JAMA　209：676－679，

　　　1969

24）Lin　S－R，　Mansfield　CM，　Kramer　S，　et　al：Liver

　　　scanning　in　patients　with　suspected　or　proven

　　　cancer，　Am　J　Roentgenol　108：98－101，1970

25）Covington　E：The　accuracy　of　liver　photoscans．

　　　Am　J　Roentgenol　109：742－744，1970

26）Mangum　JF，　Powell　MR：Liver　scintigraphy　as

　　　an　index　of　liver　abnormality．　J　Nucl　Med　14：

　　　484－489，1973

27）Davies　RJ，　Vernon　M，　Croft　DN：Liver　snaps

　　　and　the　detection　of　clinically　unsuspected　liver

　　　metastases．　Lancet　1：279－280，1974

28）Oster　ZH，　Larson　SM，　Strauss　HW，　et　al：Analysis

　　　ef　liver　scanning　in　a　general　hospital．　J　Nucl　Med

　　　16：450－453，1975

29）Fee　HJ，　Prokop　EK，　Cameron　JL　et　a1：Liver

　　　scanning　in　patients　with　susp㏄ted　abdominal

　　　tumor．　JAMA　230：1675－1677，1974

30）Nomura　Y，　Kondo　H，　Yamagata　J，　et　al：Evalua－

　　　tion　of　liver　and　bone　scanning　in　patients　with

　　　early　breast　cancer，　based　on　resUlts　obtained

　　　from　more　advanced　cancer　patients．　Eur　J　Can㏄r

　　　14：1129－1136，1978

31）Biello　DR，　Levitt　RG，　Sieged　BA　et　al：Computed

　　　tomography　and　radionuclide　imaging　of　the

　　　liver：Acomparative　evaluation．　Radiology　127：

　　　159－163，1978

32）舘野之男，宍戸文男：コロイドスキャンによる肝転

　　　移の検出．映像情報12：72－76，1980

33）Reuben　A，　Johnson　AL，　Cotton　PB：Is　pancre－

　　　atogram　interpretation　reliable？－a　study　of

　　　observer　variation　and　error．　Brit　J　Radiol　51：

　　　956－962，1978

Presented by Medical*Online



65

S㎜ary
Est㎞ation　of　Clmical　E伍cacy　fbr　Scilltigmphic　Images　of　Liver

　　　　　（1）Methods　and　ROC　Analysis　for　SOL－detection

Toru　MATuMoTo＊，　Takeshi　A．　IINuMA＊，　Yukio　TATENo＊

　　　　　　　　　　　　　　　and　Kikuo　MAcHIDA＊＊

＊Natio〃α1加鋤te　Of　Radiological　Scie〃cθぷ

＊＊D卿rr〃le〃t　of　Radiologγ，7bんγo　Universitγ

　　In　this　study，　the　clinical　eMcacy　No．1（diagnos－

tic　accuracy）of　liver　images　on　various　liver　dis－

eases　is　investigated．　From　8　different　medical

institutions　the　liver　images　of　406　cases　most　of

which　were　imaged　with　99mTc－phytate　and　con・

firmed　f（）r　its　final　diagnosis　by　the　autopsy，

surgery　and　other　techniques　excluding　the　liver

scintigraphy　were　collected．　In　order　to　evaluate

the　results　of　image　reading，　an　input　sheet　fbr

computer　was　designed　to　describe　the　confirmed

diagnosis　of　each　case．　The　liver　images　were　read

by　ll　physicians　from　the　8　institutions　that

presented　the　cases　and　the　results　of　reading　were

recorded　on　the　work　sheet　for　computer　input．

The　work　sheet　includes　abnormality　in　shape，

size　and　position　of　the　liver，　position　and　number

of　SOL，　and　diagnosis　of　liver　diseases，　etc．　By

comparing　the　record　of　confirmed　diagnosis　and

the　results　of　image　reading　f（）r　individual　case，

various　programs　of　analysis　are　being　undertaken．

The　accuracy　in　detecting　the　SOL　by　means　of

receiver　operating　characteristic（ROC）analysis

is　presented　here．　The　results　of　analysis　are　as

follows．

　　（1）　ROC　curves　are　rather　similar　in　all　physi－

cians　and　average　ROC　points　are　TPR＝71，80，

91％，FPRニ5，15，27％，　respectively．

　　（2）　The　SOL　of　size　larger　than　3　cm　are　de－

tected　more　easily　than　those　of　size　less　than　3　cm，

although　number　of　SOL　less　than　3　cm　is　only

nine　cases　and　so　variation　of　TPR　between　physi－

cians　is　large．　It　is　fbund　that　the　ROC　curve　for

rnany　SOL　of　small　size　is　almost　identical　to　that

of　SOL　Iarger　than　3　cm．　As　to　the　detection　of

SOL　larger　than　3　cm，　Anger　camera　and　scanner

are　fbund　to　have　an　identical　capability．

　　Key　words：Clinical　eMcacy　No．1，　liver　image，

ROC　analysis．
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