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　マルチスライスCT（以下MDCTという）に代表され

る新しいCT，MRI装置の導入は撮影技術，診断技術

の著しい向上とあいまって，血管の描出において血管

性病変に一定の役割を果たすようになってきた．その

結果，血管撮影はマッピングおよびinterventional ra-

diology（IVR）目的にその適応が限局される傾向にあ

る．画像化された血管の情報は診断そして治療方針の

決定にとどまらずIVRに代表される治療に有用性が示

されている．

　本シンポジウムは血管の描出に関してCT，MRI，

血管撮影の 3 種類の異なったモダリティの最新の検査

技術を取り上げた．最初にIVRの立場から，血管内治

療に必要な血管情報の本質と利用方法をご発表頂い

た．その後，血管の画像情報を提供する診療放射線技

術の立場から，各モダリティの血管描出に関する最新

の撮影技術，利用技術を各分野のエキスパートにご発

表頂いた．

　堀　信一先生（ゲートタワーIGTクリニック）は「放

射線科医が診療放射線技師に求めるもの－血管内治

療医の立場から－」と題して発表した．まず血管内治

療を取り巻く環境の変化について述べた．その後，

肝細胞癌の動脈塞栓術を例に血管の描出に関して，

病変部の診断画像と血管内治療に必要な血管の立体

表示画像の提供，そして主要な血管と病巣の位置関

係が理解できる画像の的確な表示技術の 2 点を強調

した．画像診断は検査の簡便性と臨床的有用性を考

慮しモダリティの選択を行うと述べ，各モダリティ

の高度に専門化した画像は治療に直結する画像処

理，画像表示を行うことで血管内治療の精度向上につ

ながるとの期待感を述べた．

　井田義宏先生（藤田保健衛生大学病院）は「MDCTに

おける血管描出の最新技術」と題してMDCTの性能と

それを生かした血管描出について発表した．撮影時間

の短縮はまずスライスの薄層化とその結果としてiso-

tropic imageを生み出した．isotropic imageは複雑な走

行の血管を任意の方向から表示しても画質が維持でき

る特徴を有する．また撮影時間の短縮は同時に造影剤

の有効利用を生み出し，CT-angioの臨床的有用性を確

かなものにしたと述べた．MDCTの血管描出に関する

有用性として検査の簡便性，画像が広範囲にわたる精

密で均一な情報を有する点を強調し，最新技術として

心臓領域の血管描出に特化した収集法と再構成技術を

紹介した．

　土橋俊男先生（日本医科大学病院）は「MRIにおける

血管描出の最新技術・利用技術」と題して，MRIにお

ける最新技術を用いた血管描出について臨床画像を供

覧し，その有用性，問題点などについて発表した．

MRIは放射線被曝がなく，撮像断面の自由度や造影剤

の使用量が少ないなど，他のモダリティにはない優れ

た特徴を強調した．血流を高信号に描出するmagnetic

resonance angiography（MRA）の撮像技術に関して，造

影剤を使用する方法と使用しない方法についての最新

技術，利用技術そして両者に利用可能な撮像時間短縮

技術について述べた．

　市田隆雄先生（大阪市立大学病院）は「血管撮影の近

未来展望」と題して，flat panel detector（FPD）を用いた

DSA，回転撮影の三次元画像，IVRのサポート技術，

angioにおけるMDCTの応用，angioにおける心臓の血
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はじめに

　血管造影法は，1953年にセルジンガーが考案したカ

テーテル挿入法の確立により臨床的に有用な方法とし

て認められ，血管性病変や腫瘍性病変の診断に用いら

れてきた．1978年にはdigital subtraction angiography

（DSA）が開発されるに至って血管造影はさらに一般的

になり，非イオン性水溶性造影剤の開発により安全に

行われるようになった．これらの進歩により画像診断

の王座としての血管造影検査が確立されたように思え

たが，1975年頃からCTが急速に一般化し，非イオン

性水溶性造影剤の導入と相まってCTがたちまち画像

診断の花形になった．追い討ちをかけるようにMRの

進歩があり，いまや画像診断法としての血管造影の価

値はないに等しいといっても過言ではない．しかしな

がら，CTが一般化した頃，血管内に入れたカテーテ

ルから治療を行うinterventional radiology（IVR）が行わ

れ始め，急速にその適応を拡大し，今では血管造影と

血管内治療はほぼ同義語に使われている．放射線科医

がIVRのパイオニアたり得たのは血管造影の技術と経

験が，IVRの進歩を支えているからであろう．

　本稿では，IVR医の立場から診療放射線技師に求め

るものは何かについて私見を申し述べるが，IVRの手

技は多様に発達しているため，焦点を血管系のIVRで

ある血管内治療に絞って考えてみたい．

1．血管内治療を取り巻く状況

　IVRをチーム医療として捉えた場合，血管造影検査

と同じく放射線科医と放射線技師，看護師が一体とな

り，治療を進めてゆくやり方が望ましく，技師の業務

として血管撮影に関わる部分が重要な役割分担であ

る．ところが，IVRが始まってからの20年近くの歴史

のなかでIVR診療を取り巻く環境が大きく変わり，こ

れに従って撮影業務が大きく変わりつつある．診療放

射線技師のIVRへの関わり方を考えるうえで，まずこ

の変化を認識することは重要であろう．

1-1　X線診断機器の進歩

　まず，血管造影装置をはじめ画像診断機器の進歩は

目を見張るものがある．DSAの発達により重たいフィ

ルムチェンジャーから解放され，血管造影装置は軽く

取り回しの良い装置に変貌した．そして，ディジタル

装置であるがゆえにコンピュータの発達とともに，撮

影条件はほぼ自動的に設定される．Cアームをはじめ

装置の可動部分は，問題が生じれば自動安全停止装置

が働き安全性を高めている．このような装置では周辺

機器を含めた操作パネルは術者の手元に集中し，術者

一人で透視から撮影までをすべて行うことができるよ

うになっている．造影剤注入機までもが術者一人で操

作できるものもある．最近の装置では画像の選択も手

元で行えることが多く，血管造影室内は医師と看護婦

だけで仕事ができるようになりつつある．

　他の画像診断機器の進歩として血管内治療と関連が

深いのはMR，CTによる血管像のバーチャルイメージ

であろう．これらの画像は大動脈とその一次分枝のレ

ベルであれば，通常の大動脈造影に比べて画像の精度

は高く，臨床的な意味もはるかに高い．例えばカテー

テルを大動脈に進め，腹腔動脈に選択的に挿入する

際，大動脈の蛇行の程度，壁在血栓の存在の有無，壁

の石灰化の位置，腹腔動脈の分岐の角度，方向を

MR，CTによるバーチャルイメージから知ることがで

きる．これらのことをカテーテル挿入前に知っておけ

ば，安全で確実なカテーテル挿入の大きな助けにな

る．最近の画像処理装置では，これらのバーチャルイ

メージは短時間でつくることができることから，血管

内治療を行うものにとって極めてありがたい術前情報

である．従来，この画像の作成には多大な労力と時間

流評価，脳血管静脈像でのangioとMRIの比較につい

て利用技術を主に発表した．各モダリティの画像情報

と利用方法についてIVRに利用するという観点で分

類・評価した．画像の重要性，正確性を強調するとと

もに，最善な画像情報を提供する立場の意見を主張し

た．

　本シンポジウムではあえて血管の描出部位を特定せ

ずに発表して頂いた．一般に専門医が臓器別診療であ

堀　信一
ゲートタワーIGTクリニック

1．放射線科医が診療放射線技師に求めるもの
      －血管内治療医の立場から－

ることに対し，本学会員の大多数はモダリティ別の専

門制を引いている．3 種類の異なったモダリティそれ

ぞれの特徴，有用性を通して画像診断，そして治療に

必要な血管情報を明らかにすると同時に，各モダリテ

ィの最新の撮影技術，診断技術が画像診断およびIVR

を行う臨床の要求，期待にどの程度応えているかを明

らかにし，現時点での血管描出に関するモダリティ選

択の判断基準を提示し，将来を展望する機会とした．
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がかかっていたが，最新の3Dワークステーションを

用いれば 1 分以内に作成が可能で，ネットワークを利

用して画像を血管造影室内のモニタに表示することも

可能である．

1-2　医療用具の進歩

　次に，血管内治療に必要不可欠なカテーテル類の進

歩には目を見張るものがある．血管内治療を行う場所

にカテーテルを安全に送り込むことは絶対的なことで

ある．例えば肝腫瘍の治療を行う場合，動脈を傷つけ

ずに血流を保った形でマイクロカテーテルを腫瘍の直

前まで進める必要がある．このためにはマイクロカテ

ーテルに求められる条件は厳しいものがあり，最近の

テクノロジーを以ってやっと可能になったものであ

る．マイクロカテーテルは繊細な医療用具であり，わ

れわれ血管内治療に携わるものは，いかに血管画像が

見やすい形でモニタ上に表示され，透視画像上で見え

ているマイクロカテーテルが正しく血管画像に重なっ

ているかということに神経を集中している．この環境

は極めてストレスの多いもので，血管内治療の成否は

この瞬間にかかっているといっても過言ではない．

　医療材料の進歩も欠かせない．動脈塞栓術では塞栓

材料，血管拡張術ではステントが挙げられる．塞栓材

料を使う際は，やり直しがきかないため塞栓を始める

前に透視画像と血管造影像，術前検査の画像を見比

べ，本当に塞栓を行ってよいかを確認する必要があ

る．ここではこれらの画像が最終的な判断基準となる

ため，われわれはこの画像に全幅の信頼を置かなけれ

ばならない．血管拡張術においても同様で，ステント

を置く位置はミリ単位で調整する必要があり，さらに

血管画像の重要性が高い．

1-3　IVRを行う放射線科医

　放射線診療は画像診断業務と放射線治療業務に大別

され，IVRは画像診断の業務に含まれていたが，画像

診断の多様化，IVRの専門化に従い，分化の傾向にあ

る．IVRを行う前提として医師に画像診断能力が備わ

っていることが必須であることから，この分化傾向は

望ましいことではないが，IVRの技術を高いレベルに

保つためには避けがたいことと捉えている．血管内治

療においては，いかに短い時間で，血管の損傷を避け

ながら正確にマイクロカテーテルを必要な部位に到達

させるか，治療を実施する医師の技術にかかってい

る．医師の教育訓練は極めて重要であり，疾患の専門

知識，解剖学的知識を習得したうえでこの技術を習得

しなければならないが，指導体制，修練機関が未だ整

備されておらず，これらを充実させることが急務であ

る．

1-4　低侵襲性治療の社会的認知

　インターネットの発達を契機として，患者と医療者

の情報の共有が一挙に進みつつある．多くの医療施設

が情報提供の手段としてホームページを利用し，治療

の詳しい内容，自らの成績を公開し始めた．これらの

ホームページを見て患者が医療施設を選ぶことができ

るようになり，患者自身が治療法を選択できる環境が

整い始めている．また，この状況下で，低侵襲性治療

の有効性が広く知られるようになり，患者自身が低侵

襲性治療を希望するようになった．低侵襲性治療の一

つである血管内治療に関しても同様であり，筆者の施

設でも，インターネットで情報を見て来ましたという

患者が想像を超えて多い．

1-5　医療費節減の必要性

　平成14年の時点で国民の総医療費は30兆円を超え

た．この費用が高いのか安いのか議論のあるところで

あるが，少なくとも昭和23年に定められた国民保険支

払い制度が既に破綻していることは明らかであり，わ

が国の医療制度を改革してゆかなければならないこと

は事実のようである．低侵襲性治療の多くは患者に優

しい治療であると同時に，従来の治療法に比べて医療

費の節減に役立つものである．一例に示すと，肝細胞

癌の治療も肝動脈塞栓術を行えば，入院期間，治療経

費ともに従来の外科的治療に比べ大幅に圧縮できる．

低侵襲性治療の重要性が叫ばれる所以である．

　以上に述べてきたように，低侵襲性治療には追い風

が吹いていることから，今後さらに血管内治療の患者

数の増加が見込まれる．これに従って血管内治療を行

う診療側の体制の整備が必要であろう．これには血管

造影機器とその周辺機器の整備だけでなく，これを行

うスタッフが専門職としての技術の習得が急務であろ

う．

2．診療放射線技師の業務

　血管内治療医の立場から診療放射線技師に求めたい

ものは以下の 2 点に絞られる．すなわち血管内治療の

前に行う画像診断では，病変部の診断画像の提供にと

どまらず，血管内治療に必要な血管の立体表示画像の

提供である．次に血管内治療を行っている現場では，

主要な血管と病巣の位置関係をすばやく理解できるよ

うに，常に術者の前に必要な画像を的確に表示するこ

とである．この 2 点を踏まえて，肝細胞癌の動脈塞栓

術を例にとり血管内治療医，看護師と診療放射線技師

のチーム医療を想像してみたい．

2-1　術前画像診断

　血管内治療の前には必ず画像診断が必要である．肝



日本放射線技術学会雑誌

第 59 卷　第 3 号

322

細胞癌の治療では通常，MRよりもCT検査のほうが簡

便で臨床的な有用性が高い．肝細胞癌のCTではマル

チスライスCTによるdynamic scanが望ましく，単純，

動脈相，門脈相，遅延相が撮影される．治療を行おう

とする肝細胞癌は通常，動脈相で濃染する腫瘍であり

放射線技師にとっても理解が容易である．撮影後，す

べての画像はPACSと3Dのワークステーションに送ら

れ，腫瘍の位置，大きさ，主たる動脈との位置関係，

門脈，肝静脈との位置関係を画像化し，大動脈とその

分枝の3D画像を作成する．

2-2　術前検討会

　放射線科医，看護師，放射線技師の出席する術前検

討会ではまず，担当の放射線科医から患者の現病歴の

紹介，治療方針の説明がある．CT画像で治療しよう

とする腫瘍の大きさ，位置が示され，治療手技の終了

目標が示される．次に，放射線技師が3D画像を提示

し，主なる血管と腫瘍の関係が明らかにされる．これ

らの情報をもとに議論が行われ，用意すべきカテーテ

ル，施行に際しての注意，薬剤の準備などが看護師に

も伝えられる．

2-3　血管内治療の実施

　血管造影室に患者が入り，放射線科医，看護師が準

備を行い，その間に，放射線技師は血管の3D画像を

血管造影室のモニタ上に表示する．操作室ではカテー

テルが肝内に入り塞栓術が行われるときに必要な腫瘍

の位置，血管との関係がよく理解できるように，透視

イメージに近い観察方向で表示した画像を用意する．

カテーテルは腹腔動脈にかかりマイクロカテーテルが

肝内に進んだ状態になれば，血管造影室のモニタには

先ほど準備した画像に切り替わり，透視画像と3D画

像により術者がマイクロカテーテルと腫瘍の位置関係

を正確に理解できるように援助する．Cアームが動き

透視の方向が変われば，この角度に従って3D画像も

変化させる．

　最終的にマイクロカテーテルが目的とする位置に挿

入され，実際にここから塞栓物質を注入して問題がな

いかを確認するために，CT-angiographyが撮影され

る．このとき放射線技師は血管造影室に入り，CTの

準備を行い，放射線科医とともにCT撮影を行う．撮

影されたCTにより腫瘍が十分に塞栓されることを確

認する．この際，3D画像を作成し，塞栓される肝臓

の体積を画像上から推定する．

2-4　治療終了後の画像作成

　治療終了後，放射線科医は治療記録の作成とデータ

整理を行い，放射線技師は治療記録に従ってこれを説

明するのに最も適した画像を選び，所見ファイルに添

付する形でPACSに画像データを送る．この際，作成

した3D画像も治療結果を患者に説明する際に活用す

るためにPACSに送り込む．

3．診療放射線技師に求めるもの

　以上に述べたように，血管内治療に際し放射線科医

が診療放射線技師に求めるものは，画像の専門家とし

ての役割であり，この画像を処理や解析を行って，血

管内治療医としての放射線科医の業務を支援すること

であると考える．従来の技師が行ってきた血管造影機

器の操作や撮影は，現在の機器では放射線科医が単独

で十分操作できるようになっており，技師がこれを担

当しても利点はなく，業務の効率化にはつながらな

い．それよりも高度に専門化した画像を血管内治療の

ために分かりやすく処理を行うことで，血管内治療の

精度を向上させるのに大きく貢献するものと確信して

いる．血管内治療のような高度に専門化した医療には

チーム医療が必要不可欠であろう．このチームのなか

で画像専門家として果たす責務は，これからもさらに

大きくなるものと考えている．

井田義宏
藤田保健衛生大学病院放射線部

2．マルチスライスCTにおける血管描出の最新技術

はじめに

　X線CTを使用した血管描出では，呼吸停止時間や造

影剤コントラストの確保のため短時間のスキャンが要

求される．しかも，末梢血管描出においては高い空間

分解能も要求され，さらに全身をめぐる血管に対して

は広範囲にスキャンが必要となる．現在X線CTはマル

チスライスCTの時代を迎え，これらの要求に対して

十分な性能を手にすることが可能となった．現在もな

お更なる多列化や4DCTなどの技術革新が目覚まし

く，今回は現時点（H. 14. 4 現在）でのマルチスライス

CTの性能とそれを生かした血管描出に関して述べ

る．
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1．マルチスライスCTとは

　マルチスライスCTとはX線管の回転方向と直交する

体軸方向に対して，複数の検出器列を持ち，データの

導出列により 2，4，8，16列のCTが製品化されている

（Fig. 1）．マルチスライスCTでヘリカルスキャンを行

うと，複数の検出器のデータを乗り換えながら画像再

構成をするため，寝台速度（ヘリカルピッチ）を大きく

しても画質劣化が少なく高速スキャンが可能となる．

2．撮影時間の短縮とスライスの薄層化

　ヘリカルスキャンの登場から現在までの装置の進歩

では，撮影時間が短縮され，スライス厚は薄層化して

きた．例えば，X線管－検出器の回転速度は 1s/rから

0.5s/rへ（当院の研究機では 0.4s/r）また最小スライス厚

も 0.5mmが実用可能となった．

　これらの技術により，横隔膜から坐骨までの範囲

（約500mm）を撮影する時間は，2mmスライスを用い

て10秒以下でスキャン可能となり，同等のスキャン時

間で，肝臓などに範囲を限定した場合（約200mm）は

0.5mmスライスでスキャン可能である（Fig. 2，3）．

3．isotropic image

　短時間スキャンにより 0.5～1mm程度のスライス厚

を手に入れると，断層面方向と体軸方向の解像力がほ

ぼ等しくなる．この意味するところは，1 回スキャン

したボリュームデータはどの方向から観察しても同等

の画質となるため，データの方向依存性もほとんどな

くなる（Fig. 4，5）．

　血管描出の立場で言い換えると，複雑な走行の血管

をどのような方向から表示しても画質は維持されるこ

ととなる．

4．撮影時間の短縮に伴う造影剤の有効利用

　造影剤の使用方法も短時間スキャンにより変化す

る．比較的太い血管の場合は造影剤量を減少させるこ

とが可能となる（Fig. 6，7）．また微細な血管を描出す

る場合や，三次元処理を行う場合には，周囲の組織と

のコントラストをより高く得るために造影剤注入速度

を上げ，造影剤量は減少させない．また正確なスキャ

ンタイミングを得るために造影剤モニタリング法（東

芝ではリアルプレップ）などのアプリケーションを積

極的に利用する．

臨床例

・頭部AVM（Fig. 8）　135kV  260mA 0.5mm×8，
HP5.8，0.75s/r，100ml 3ml/s，delay21s（real prep.）

　　従来ウイリス動脈輪付近の範囲を撮影していたスラ

イス厚（0.5mm）で脳全体のスキャンが可能となった．

Fig. 1 シングルスライスCTとマルチスライスCTのデータ導
出
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Fig. 2 高速化　2mmスライスで500mmの範囲を撮影した場
合のスキャン時間
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Fig. 3 高速化　0.5mmスライスで200mmの範囲を撮影した
場合のスキャン時間
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Fig. 4 CTのスライスとボクセル Fig. 5 isotropic image

Fig. 6 造影剤量の減少

Fig. 7 大動脈解離　造影剤50cc

Fig. 8 AVM
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Fig. 9 Vertebral Artery Desection: Rt. VAG
Fig. 10　Vertebral Artery Dissection: Rt. VA MPR

Fig. 11　穿通枝の描出

・椎骨動脈解離（Fig. 9，10）　135kV  260mA

0.5mm×4，HP3.5，80ml 3ml/s（real prep.）
　　カーブMPRで良好に描出されている．

・穿通枝の描出（Fig. 11）　135kV  260mA

る（Fig. 16，17）．

5．心臓領域の血管描出

　マルチスライスCTで心臓領域の撮影をする場合，

心臓の拍動の影響を抑える必要がある．このため多列

化収集されたデータを高速・広範囲には利用せず，心

臓専用の収集法と再構成技術により，時間（位相）分解

能の向上に利用する．したがって，寝台速度は速くで

きないため，全心臓を 0.5mmスライスで撮影するには

16列以上のマルチスライスCTが必要である．

臨床例

・陳旧性心筋梗塞　0.5s/rot，0.5mm×8，HP 2.2（Fig. 18）

Fig. 12　大動脈解離

0.5mm×8，HP7.0
　　MIP表示にて前後方向に観察した脳血管．中大脳

動脈より上方に穿通枝（LSA）が確認できる．

・大血管

　　スクリーニングで使用するスライス厚は 4 列装置で

3mm，8 列の装置では 2mmを使用している．3mmス

ライスでも解離腔の同定は可能である（Fig. 12～14）．

　精密検査で 1mmスライスでの撮影を行うと，全体

像の把握と局所の精密な観察が可能となる（Fig.

15）．

・腹部血管（HCC）　1mm×8，HP7.0
　　三次元表面表示では血管の立体的走行が，MIP

では腫瘍に至る微細な血管の描出がなされてい
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Fig. 13　大動脈解離（Aortic
Dissection）

Fig. 14　大動脈解離

Fig. 15　ASO 8DAS
（a）全体像
（b）局所拡大

a b
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Fig. 16　HCC

Fig. 17　HCC（MIP)

Fig. 18　陳旧性心筋梗塞（下壁）

・1 回に撮影できる範囲が広い（1m以上）

・目的臓器内の血管の三次元的走行や隣接臓器との関係も明瞭

・1 回の造影剤使用であらゆる方向からの観察が可能（血管の重な
  りがない）

・広範囲に感度ムラがない（均質性が良い）

・広範囲のボリュームデータの空間分解能が良い

・乱流の影響を受けない

・制約事項，禁忌事項が少ない（簡便）

・設備投資が少ない

Table 1　DSAに対する有用性 Table 2　MRIに対する有用性
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6．マルチスライスCTにおける血管描出（3D-

CTA）の有用性

　MRI，DSAなどと比較した場合，マルチスライス

CTにおける血管描出にはさまざまな利点がある（Table

1，2）．とりわけ重要なことは，静脈注射で15分程度

の検査時間で終了することと，得られた画像が他のモ

ダリティと比し，広範囲にわたり精密で均質な情報を

持っているということである．ただし，X線被曝や造

影剤の使用など考慮をすべき問題も抱えている．ま

た，血管描出を目的とした検査では，8 列以上のマル

チスライスCTで1,000枚を超える画像データが発生す

る．これらの画像処理に対し，現状ではワークステー

ション（WS）の処理能力に大きな差があり，古いWSで

は画像数の制限があり扱いきれないこともある．さら

にこのような大容量データが十数秒のスキャンから発

生するので，ネットワークや画像保管に対して大きな

負担をかける（Table 3）．

・X線被曝

・造影剤を必要とする

・金属アーチファクトが避けられない

・骨の除去が困難（WSに依存）

・マルチスライスの多列化により高密度で大量のデータが発生する

・高密度のデータから必要な情報の抽出（画像処理）に時間がかかる

・ネットワークへの負担

Table 3　マルチスライスCTによる3D-CTAの問題

土橋俊男
日本医科大学付属病院放射線科

3．MRIにおける血管描出の最新技術・利用技術

はじめに

　MRIは任意の断面を撮像できるため，大血管の走行

に合わせた撮像断面の設定が可能となる大きな特徴が

ある．さらに，血管内腔を造影剤を用いることなく描

出可能であるとともに，撮像方法（pulse sequence）の

選択により血流を低信号あるいは高信号として描出可

能である．また，心電図に同期したシネMRIを応用す

ることにより，血流動態の解析も可能である．最近で

は，T1短縮型の造影剤を使用した高速撮像（造影3D-

MRA：three-dimensional  magnet ic  resonance

angiography）が躯幹部を中心に広く臨床応用されてい

る1～3）．

　これらのMRIの特徴に最新の撮像技術が加わり，短

時間で繰り返し撮像を行うtime resolved MRAやMR-

DSA（magnetic resonance digital subtraction angiography）

が臨床で使用されている．また，1 回の造影剤の投与

で寝台を動かしながら広範囲を撮像するtable moving

MRA4，5）や，目的血管に造影剤が到達した最適タイミ

ングで撮像が行える，タイミングモニタリング機能

（smart prep，visual prep）6～8）が実用化されている．造

影剤を使用せずに，pulse sequenceを工夫した非造影で

の躯幹部・下肢MRAの実用化，マルチコイル高速撮像

法（parallel imaging）9，10）を利用した撮像時間の短縮や

高分解能での撮像も話題となっている．

　本シンポジウムでは，MRIにおける最新技術を用い

た血管描出について，臨床画像を供覧しながらその有

用性および問題点などについて述べた．

1．MRAの撮像技術

　MRIにおける血管描出は，血流を低信号に描出する

spin echo（SE）法系列のpulse sequenceを用いた方法

と，血流を高信号に描出するgradient echo法系列の

pulse sequenceを用いた方法がある（Fig. 1a，b）．さら

に，造影剤を使用しない血管描出技術と造影剤を使用

する血管描出技術が臨床で利用されている．今回のシ

ンポジウムでは，血流を高信号に描出する撮像技術に

関して，造影剤を使用する方法と，造影剤を使用しな

い方法に分けて，最新技術およびその利用技術につい

て述べた．また，両者に利用可能な最新の撮像時間短

縮技術についても述べた．

1-1　造影剤を使用しない血管描出技術

　造影剤を使用しない血管描出の代表的な技術は，

time-of-flight（TOF）法11）と呼ばれる，RF pulseを受け

ていない未励起のスピンがスライス面内に流入する効

果を利用する方法がある．TOF法は，造影剤を使用す

ることなく，短時間で血管を高信号に描出可能であ

り，頭部および頸部で広く利用されている．Fig. 1c，

7．まとめ

　検査目的を明確にし，それぞれに適した検査法を選

択することが基本ではあるが，包括化医療をむかえた

現在，検査法には 1 回でどこまで多彩で高品質の情報

が含まれるかが問われてくる．マルチスライスCTの

高画質，簡便性などの有用性は，血管描出検査におい

ても重要な選択肢となると考える．
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dに頭部3D TOF-MRAとDSAの画像を示す．造影剤を

使用しない3D TOF-MRAでも動脈瘤が明瞭に描出さ

れている．

　造影剤を使用しない新しい血管描出技術としては，

TOF法に心電図同期法を併用した心電図同期2D TOF-

MRA，single shotの高速SE法に心電図同期を併用した

flesh blood imaging（FBI）法12，13），steady state coher-

ent imaging法14～16）およびデータの収集方法が従来法と

異なるspiral-MRAなどが挙げられる．

1-1-1　心電図同期2D TOF-MRA

　骨盤から下肢の血管描出を目的とした場合，通常の

方法でTOFを用いると，in flow効果が少ないタイミン

グでのデータが含まれるため，血管が明瞭に描出でき

ない．心電図に同期し，in flow効果が強い流れの速い

タイミングでデータ収集を行うことにより，血管が明

瞭に描出可能となる．Fig. 2a，bに両者の比較を示

す．in flow効果を利用した同じTOF法であるが，明ら

かに心電図同期を併用した手法の血管描出が良好であ

る．Fig. 2c，dには，造影剤を使用したMRAとの比較

を示す．横断面で撮像する心電図同期2D TOF-MRA

では，スライス方向の流れに対しての描出が低下して

いるのが分かる．これは，本手法の欠点である．

　最近では高感度coilの開発により，骨盤から下肢す

べてを撮像可能なcoilが存在する．Fig. 3a，bは，後述

するtable moving MRA用に開発された，phased array

peripheral vascular coilを患者に装着し，心電図同期2D

TOFで撮像した例である．高感度coilの使用により，

大腿部，下腿部ともに良好な血管描出となっている．

2～3mmの薄い横断面で隙間なく広範囲を撮像するた

め，撮像時間は非常に長くなる．Fig. 3a，bに示した

画像は，1 部位13分程度かかっている．しかしなが

ら，造影剤が使用できない場合の描出方法としては，

非常に有用な方法である．

1-1-2　FBI

　MR hydrography用に利用されているhalf Fourierを

用いた高速SE法のecho spaceを短縮し，心電図同期2D

TOF-MRAとは逆に血流の一番遅いタイミングでデー

タ収集を行う手法である．Fig. 3cに画像を示す．造影

剤を使用していないにもかかわらず血管が明瞭に描出

されているが，動脈と静脈の両者が同時に描出される

問題点もある．しかしながら，拡張期と収縮期の画像

を同手法で撮像し，（拡張期－収縮期）により動脈のみ

の描出を行う手法（flow spoiled FBI）17）が開発され，臨

床利用されている．

1-1-3　steady state coherent imaging法

　steady state coherent imaging法は，3 軸のgradientが

完全に位相補正（rephase）されているsequenceである．

各社で名称は異なるものの，基本的には 3 軸（位相エ

ンコード方向，周波数エンコード方向，スライス方

向）のgradientが完全に位相補正されて，スポイラーの

ない左右対称の読み取り傾斜磁場（readout gradient）に

より，自由誘導減衰信号（free induction decay：FID），

spin echo信号（SE），stimulated echo信号（STE）のすべ

ての信号成分が含まれる14）．このため，高いSNR

（signal to noise ratio）の画像が得られる．さらに，各

軸の傾斜磁場が 1：2：1 の割合で印加されるため，各

軸で動きの位相補正が行われるため，血管，心内腔が

高信号に描出される（Fig. 4）．しかしながら，静磁場

の不均一の影響が画像劣化の大きな原因となる．画像

のコントラストは，T2/T1に比例する．このsequence

Fig. 1 （a），（b）MRIによる血管描出
（a）血管を低信号に描出　spin echo法系列
（b）血管を高信号に描出　gradient echo法系列
（c），（d）3D TOF-MRAとDSAの比較
　造影剤を使用しない3D TOF-MRAでも，DSAと同様に動脈瘤（矢印）が明瞭に描出されている．
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Fig. 2 （a），（b）心電図同期なしの2D TOF-MRAと心電図同期併用2D TOF-MRAの比較
心電図に同期した2D TOF-MRAで明らかに明瞭に血管が描出されている．
撮像条件　a：TR=33ms，TE=6.1ms，flip angle=50˚，matrix=256×128，b：TR=18ms，
TE=3.7ms，flip angle=50˚，matrix=256×128，1 心拍内のデータ数=16

（c），（d）心電図同期併用2D TOF-MRAと造影3D-MRAの比較
造影剤を使用しない心電図同期併用2D TOFでも明瞭に血管が描出されているが，撮像面内方向の流
れ（矢印）の描出は不良である．
撮像条件　a：TR=18.6ms，TE=4.1ms，flip angle=50˚，matrix=256×128，1 心拍内のデータ数
=16，b：TR=6.3ms，TE=1.4ms，flip angle=40˚，matrix=256×192

Fig. 3 （a），（b）phased array peripheral vascular coilを使用した心電図同期2D TOF-MRA
高感度なphased array peripheral vascular coilを使用することにより，大腿部，下腿部
の血管が明瞭に描出されている．撮像時間は約13分．
撮像条件　TR=18ms，TE=1.9ms，flip angle=45˚，matrix=256×160

（c）非造影MRA（fresh blood imaging：FBI）/データ提供：済生会熊本病院
half Fourierを使用した高速SE法のecho spaceを数msまで短縮し，心電図同期を併用し
た手法．造影剤を使用していないが，明瞭に血管が描出されている．
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は，血管描出において現在最も注目されている最新技

術であり，冠動脈，胸腹部血管の描出に関する研究が

多数行われている18，19）．

1-1-4　spiral-MRA

　spiral sequenceは，直線状にk-spaceを充填する従来

法と異なり，螺旋状にk-spaceを充填する（Fig. 5a）．実

際のデータ収集では，図に示したように 1 本の螺旋で

すべてのデータを収集するのではなく，数本の螺旋を

使用してk-spaceを充填する．spiralデータの収集後，

それぞれのデータは格子状（通常のk-spaceの状態）に補

完される．spiral sequenceの大きな特徴は，動きの影

響が少なく，モーションアーチファクトが低減される

点である．また，撮像時間が秒単位からミリ秒単位の

高速で，さらに高分解能化が可能なため，冠動脈の描

出に使用されることが多い．Fig. 5bにspiral法で撮像

した冠動脈の画像を示す．

Fig. 4 steady state coherent imaging法
（FIESTA/GE）による画像
心内腔および血管内腔が高信号に描
出される．
撮像条件　TR=4.6ms，TE=1.6ms，
flip angle=60˚，matrix=256×160

Fig. 5 spiral sequenceのk-space充填方法
とMRCA（データ提供：GE横河メデ
ィカルシステム株式会社）
spiral sequenceは螺旋状にk-space
を充填する（a）．spiral sequenceの
大きな特徴は，動きの影響が少な
く，モーションアーチファクトが低
減される点である．また，撮像時間
が秒単位からミリ秒単位の高速で，
さらに高分解能化が可能なため，冠
動脈の描出に使用されることが多い
（b）．

a b

1-2　造影剤を使用する血管描出技術

　造影剤を使用する血管描出技術は，TOF法で利用し

ているin flow効果に依存せず，造影剤のT1短縮効果を

利用する手法である．したがって本方法は，撮像方向

が任意に設定可能であり，冠状断あるいは矢状断を用

いた広範囲撮像が可能である．造影MRAは，三次元

Fourier変換のgradient echo法を使用し，下肢を対象と

した撮像を除き，呼吸停止下で撮像を行うのが基本と

なる．良好な画像を撮像するための最新技術として

は，撮像タイミングの決定，データ収集法の工夫，広

範囲撮像に関する技術が挙げられる．

1-2-1　撮像タイミングの決定に関する最新技術

　造影剤を使用する血管描出では，目的血管に造影剤

が到達したタイミングで撮像が開始される必要があ

り，撮像開始のタイミングが画像の良否に大きく関係

する．この撮像タイミングを最適に合わせる方法とし

て，少量の造影剤をテスト注入し，造影剤の到達時間

をあらかじめ調べてから撮像を行うテストインジェク
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ション法20）が従来行われていた．この方法を用いる

と，確実に最適なタイミングでMRAを撮像できる

が，あらかじめテストスキャンを行わなければならな

い煩雑さと，少量とはいえ造影剤が体内に投与される

ことにより，膀胱に造影剤がたまり障害陰影となるこ

とがある．これらの問題点を改善する方法として，目

的血管に関心領域を設定し，その信号強度の上昇で造

影剤の到達を感知して自動的に撮像を開始する手法が

実用化されている6～8）．さらに，造影剤の到達を信号

強度の上昇ではなく，画面上で直接確認して撮像を開

始する方法が最近実用化されている．これらの手法に

より，確実に最適なタイミングで撮像が行われるよう

になった．

1-2-2　データ収集法の工夫

　造影MRAで使用される三次元データ収集法は，撮像

時間のすべてで画像のコントラストを決定しているの

ではなく，k-spaceの中心すなわち低周波数領域にデー

タが充填されているときに決まる．したがって，この

タイミングと目的血管に造影剤が到達したタイミング

を合わせる必要がある．従来は，撮像時間内の中心で

画像のコントラストに大きく影響するデータを収集す

るsequential view order（sequential）と，撮像開始直後に

画像のコントラストに大きく影響するデータを収集す

るcentric view order（centric）が使用されていた21）．と

ころが，頸部などの静脈の描出タイミングが早い部位

では，centricを使用しても静脈の描出を避けた完全な

動脈相の画像を撮像することは難しかった．centricよ

りもさらにk-spaceの中心から集中的にデータを充填

し，静脈の描出を防ぐデータ収集法としてelliptical

centric view order（ECVO）22～24）が登場した．ECVO

は，従来法のcentricよりもさらに効率的にk-spaceの中

心（低周波領域）から集中的にデータを充填していく方

法である．ECVOの特徴として，静脈への還流が速い

頸部での動静脈分離や，高分解能化に伴う撮像時間の

延長による静脈描出の抑制などに有用である24）．Fig.

6aに頸部の造影3D-MRAを示す．静脈がほとんど描出

されず，良好な動脈相の画像が撮像されている．

1-2-3　広範囲撮像

　MRIにおける撮像範囲は，静磁場均一性の関係から

40～50mmが限度である．広範囲を撮像する場合は，

数回に分割し，そのつど造影剤を投与して検査を行っ

ていた．しかしながら，寝台を動かしながら造影剤の

移動に合わせて撮像範囲を変え，一度の造影剤投与で

広範囲を撮像できるtable moving MRAが可能となっ

た．骨盤から下肢の血管描出を目的とした検査に主に

使用される．検査対象は，動脈性疾患としては閉塞性

動脈硬化症（ASO：arteriosclerosis obliterans），静脈疾

患としては深部静脈血栓症（deep venous thrombosis）

と下肢静脈瘤（venous system of lower extremities）が

ある25～27）．table moving MRAは，寝台を動かして撮

像を繰り返すため，装置内にあらかじめ設置されてい

るbody coilを使用することが多かった．このcoilは撮

像範囲を広く取れる点と，患者に直接coilを設置する

必要がないため検査準備が容易ではある．しかしなが

ら，coilの感度は低く，高いSNRを持つ画像を撮像す

ることが難しかった．最近では，table moving MRA用

に開発されたphased array peripheral vascular coilと呼

ばれる特殊なcoilが臨床利用されている．高感度な4

Fig. 6 （a）elliptical centric view orderingを用いた頸部MRA
k-spaceの中心（低周波領域）から集中的にデータを充填していくため，静脈へ
の還流が速い頸部での動静脈分離や，高分解能化に伴う撮像時間の延長によ
る静脈描出の抑制などに有用である．
撮像条件　TR=3.9ms，TE=1.0ms，flip angle=20˚，matrix=384×192

（b）phased array peripheral vascular coilを患者に設置した状態
高感度な4 channel phase array coilを 3 組つなげ，腹部から下肢全体をカ
バーできる．
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channel phase array coilを組み合わせ，腹部から下肢

全体が撮像可能となっている．実際に患者に装着した

ところをFig. 6bに，撮像した画像をFig. 7aに示す．高

感度なphase array coilを下肢に密着して使用できるた

め，下腿部においても良好な画像を撮像することが可

能となった．

2．撮像時間短縮技術

　MRIにおいて撮像時間を短くするには，repetition

time（TR）の短縮もしくは位相エンコード方向，スライ

ス方向の空間分解能を下げる必要がある．例えば，造

影3D-MRAに使用する三次元の高速gradient echo法を

考えると，撮像時間はTR×位相エンコード回数（位相
エンコード方向のmatrix数）×スラブ分割数（スライス
枚数）×データの加算回数（通常は 1）となる．TRは，装
置の高性能化により現状では 3～5msまで短縮可能と

なっているが，さらに撮像時間を短くするには他の撮

像parameterを変更することになる．matrix数やスライ

ス分割数減少による撮像時間短縮は，空間分解能の低

Fig. 7 （a）table moving MRAによる画像
高感度なphase array coilを下肢に密着させて撮影しているため，下腿部においても良好な
画像を撮像することが可能である．
撮像条件　TR=4.4ms，TE=1.0ms，flip angle=20˚，matrix=384×160
下腿部の撮像には，静脈の描出を抑える目的でelliptical centric view orderingを使用．

（b）parallel imaging法と，phased array peripheral vascular coilを使用した心電図同期2D TOF-
MRA
横断面で撮像する2D TOFでは，広い範囲を撮像する場合，撮像時間が非常に長くなることが
問題であった．parallel imaging法とphased array peripheral vascular coilを組み合わせるこ
とにより，従来の半分の撮像時間で骨盤から下肢全体を画質の低下なく撮像可能とした．
撮像条件　TR=18ms，TE=1.9ms，flip angle=45˚，matrix=256×160，1 心拍内のデータ数=24

下を伴う．この問題を解決可能な最新技術として，

parallel imaging法9，10）と呼ばれる手法が注目されてい

る．この撮像方法の原理は，複数のcoilを使用し位相

エンコードステップを広げることにより行われる．

MRIでは位相エンコードステップの大小（位相エンコ

ード用傾斜磁場の振幅差）は，位相エンコード方向の

field of view（FOV）に反比例する．したがって，par-

allel imaging法はFOVが狭くなり，折り返しartifactが

発生する．この折り返しartifactを，coilの感度分布を

もとに展開し元の折り返しartifactのない画像に戻す．

　parallel imaging法は，位相エンコードを間引くこと

になるため，その減少分だけ撮像時間が短縮するが，

SNRは低下する．しかしながら，空間分解能の低下は

ない．この技術を使用した非造影MRAをFig. 7bに示

す．従来の半分の撮像時間で骨盤から下肢全体を撮像

可能とした．造影剤を使用するMRAにも使用可能で

あり，撮像時間の短縮もしくは，同じ撮像時間で空間

分解能を上げることにも使用可能である．



日本放射線技術学会雑誌

第 59 卷　第 3 号

334

Fig. 8 上肢のMRA
（a）非造影心電図同期2D TOF-MRA

TR=20ms，TE=3.1ms，flip
angle=45˚，matrix=256×160，
1 心拍内のデータ数=16
撮像時間=05:12

（b）造影3D-MRA：連続して撮像を
し，動脈相と静脈相を別々に撮
像
TR=3.4ms，TE=0.9ms，flip
angle=20˚，matrix=256×192，
撮像時間=00:18

Fig. 9 ストレッカーステント（タンタル
ム）使用例
タンタルムは非磁性であり，MRI
においてはartifactをほとんど認め
ない．非造影心電図同期2D TOF-
MRAおよび造影3D-MRAとも
に，ステント内の血流を描出でき
ている．

Fig. 10　PTA後のDSAと造影3D-MRAの比較
DSAと造影MRAで血管の描出にはほ
とんど差がなく，術後の経過観察に
有用と考えられる．
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3．臨床例

　Fig. 8からFig. 12に，上肢，下肢，躯幹部の臨床画

像を示す．

おわりに

　以上，MRIにおける血管描出の最新技術・利用技術

を述べた．MRAは，放射線被曝がなく，撮像断面の

自由度や造影剤の使用量が少ないなど，他のモダリテ

ィにはない優れた特徴を有する．また，造影剤が使用

できない場合にも，他の撮像方法を選択することによ

り血管を描出できるという大きな特徴もある．これ

は，腎機能障害がある場合やヨードアレルギー患者に

おいても，撮像方法の選択で血管を描出することが可

能といえる．また，放射線被曝がないことは，小児の

検査，スクリーニング検査または繰り返し検査が必要

な場合にも有利である．これらのMRIの特徴を生かし

た，よりよいMRAを得るために，最新技術を効率よ

く使用する利用技術が重要になってくる．ひとくちに

MRIにおける血管描出といっても目的は単一ではな

い．また，すべての検査で同様な撮像方法を選択でき

るわけでもない．患者の状態に合わせて，最適な撮像

技術を選択しなければならない．個々の症例を前にそ

の検査目的，患者の状態を考え，最も適した撮像技術

を選択して撮像を行うことが肝要になる．

　血管描出に関連するMRIの技術の発展は現在も進行

中であり，時間分解能・空間分解能・コントラスト

Fig. 11　解離性大動脈瘤
（a）非造影GRASS法で血管を高信号に描出することにより，造影剤を使用しなくと

も，解離の状態が把握できる．
TR=20ms，TE=10ms，flip angle=20˚，matrix=256×224

（b）造影剤を使用したMRAでは，解離の体軸方向の把握が可能であり，連続した撮像を
繰り返すことにより，血流が遅い偽腔の描出も可能である．
TR=3.8ms，TE=0.9ms，flip angle=20˚，matrix=384×192

Fig. 12　静脈の描出（データ提供：さいたま市立病院）
（a）造影剤20ml静注後，約 6 分後に撮像を開

始．
TR=12ms，TE=5ms，flip angle=30˚，
matrix=256×128

（b）動静脈僂．2 回連続してtable moving
MRAを撮像した 2 回目の画像．
TR=6.6ms，TE=5ms，flip angle=30˚，
matrix=256×128

（濃度）分解能はさらに向上すると考えられ，将来的な

発展も大いに期待できる．しかしながら，血管描出に
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4．IVR周辺技術の最前線とその有用性

関しては，今回のシンポジウムで取り上げた，CT，

DSAなどの優れた検査法が存在する．すべての検査を

行うことは，患者負担の増大である．また，そのよう

な検査が許される医療情勢でないことも事実である．

概　要

　シンポジウムではflat panel detector（FPD）でのdigital

subtraction angiography（DSA）1），回転撮影でのthree-

dimentional images（3D像），interventional radiology

（IVR）のサポート技術2），angioにおけるmultidetector-

row CTの応用，angioによる心臓の血流評価3），脳血

管静脈像でのangioとMRの比較4），の 6 項目で題議に

それぞれの検査方法について，最新技術およびその利

用方法を理解し，有用性と問題点を明確にしたうえで

検査を選択する必要があると考える．

臨んだ．「どう使えるかという利用技術」について当施

設でのありのままの見識を紹介した．紙面の関係上，

前項 3 項目に省略し，以下にその内容を記す．

1．FPD

　当施設における世界初のFPDでのDSAを紹介した．

採用したFPDはバリアン社PaxScan4030A，ピクセル数
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2054×1536，1 ピクセルサイズ194�mである．システ
ム構成はimage intensifire（I.I.）との客観的比較を立脚さ

せるために検出器の設置部に回転機構を設け，その回

転部にFPDとI.I.を装備させ，リボルバー式により同一

制御系にて双方撮影ができる仕様とした（Fig. 1）1）．検

出器の評価に際して双方の入出力特性はそろえた．

1-1　FPDの解像特性

　FPDとI.I.の解像特性を示す（Fig. 2）．比較対象のI.I.

は浜松ホトニクスIV12HMで二次蛍光面が60mmの高

精細システムであり5，6），その臨床像はintra venous

digital subtraction angiography（IVDSA）で下腿の細小

血管を描出できる性能を有する（Fig. 3）．FPDは，

12inch視野I.I.と比較して周波数領域 1 付近で約 0.15

高値を示した．7inch視野I.I.との比較では全域でやや

低値を示した．

1-2　FPDの粒状特性

　FPDとI.I.の粒状特性を示す（Fig. 4）．FPDはI.I.に比

し極めて優れる結果を示した．

1-3　FPDの臨床像

　同一患者におけるFPDとI.I.の比較を，intra arterial

digital subtraction angiography（IADSA）での大動脈像

で示す（Fig. 5）．12inch視野I.I.像に比較してFPD像は

鮮鋭で細かな血管の描出に優れている．

1-4 他メーカI.I.-charge coupled device（CCD）シス

テムとの比較

　本FPD像と昨年導入された他メーカI.I.-CCDシステ

ムとの比較を，患者，幾何学的条件，造影剤注入条

件，撮影条件をそろえIADSAでの腹腔動脈像で示す

（Fig. 6）．FPD像が分解能，鮮鋭度ともに優れている．

1-5　FPDの歪み

　格子状ファントムをFPDとconventional angiography

（CA）にて撮影し，その撮影視野を 9 域に分け，おの

おのでの歪みの発生率を比較すると双方の結果は同等

であった．この結果より，当施設ではFPDをradiosur-

geryの位置決め計画のためのangioに使用している．

1-6　計測

　当施設ではstereo撮影像よりソフトウェアを介し距

離計測している7）．既に 7inch視野I.I.による計測で既

知の物体30，10，5，2mmの相対誤差が 0，1.6，4.0，

0％の精度を有するが，本FPDによりCAと同等の精度

向上を期待している．

Fig. 1 FPD撮影よりI.I.撮影への変更行程

Fig. 2 FPDとI.I.の解像特性
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Fig. 4 FPDとI.I.の粒状特性

Fig. 3 高精細I.I.による下腿IVDSA像
（a）live像
（b）64歳女性のIVDSA像（ヨー
ド350造影剤，注入量
35ml，注入率17ml/sec）

a b

Fig. 5 腹部大動脈像でのFPDと
I.I.の比較（ヨード350造影
剤，注入量20ml，注入率
10ml/sec）
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Fig. 6 腹腔動脈像でのFPDと他メ
ーカI.I.の比較（ヨード350造
影剤，注入量18ml，注入率
6ml/sec）

2．回転撮影での3D像

　回転撮影時の「ほんのわずかな作用」が偽画像を誘発

しているとの認識を，装置固有のクセ，被検者のわず

かな動き，造影濃度，閾値を対象に取り上げた．3D

像の臨床に際する不安材料を挙げることとなるが，そ

の有用性を否定するためでなく，その精度についての

検証方法がない現時点，使用に際する実情を掌握して

おくことが正しい利用技術であるとの意味で提示し

た．青森県立中央病院の伊丸岡氏，京都大学医学部附

属病院の大狩氏，国立循環器病センターの粟井氏の協

力を得た．

2-1　装置固有のアーチファクト

　Cアーム回転の軸方向に直行する方向ではアーチフ

ァクトが出ることが指摘されている．それが影響した

と思われる脳血管症例を示す（Fig. 7）．maximum in-

tensity projection（MIP）像では動脈瘤のneckが確認さ

れたが3D像では描出されず，中大脳動脈がアーム回

転軸に直行していることでのアーチファクトと考えら

れた．

2-2　被検者のわずかな動き

　人工呼吸装置およびテスト肺を用い，規則的かつ定

量的に 1，2，4 ミリの動きを誘導して血管ファントム

を撮像すると，その3D像は動きが増すにつれ痩せ細

り描出される．その臨床例を示す（Fig. 8）．クモ膜下

出血の疑いによりangioにて動脈瘤を捜すが顕著な像

が指摘できず，脳底動脈背面の膨らみにその疑いを持

った．位置的に通常のDSAでは描出できない箇所で

3D像に頼るしかないが，セデーション下の呼吸の動

きによるアーチファクトの可能性が考えられ，再度頭

部を傾けての撮影を施行する．それにて瘤が観察され

ず動脈瘤の疑いは否定された．

2-3　造影濃度

　インジェクタおよび拍動流ポンプを用い，造影効果

を変えて血管ファントムを撮像すると，その3D像は

造影濃度が低くなるにつれ滑らかさに欠ける．臨床に

おいても選択的カテーテル術のできなかった造影不良

での3D像で同様の経験をしている．

2-4　閾値

　4 種類の円柱ファントムを撮像し，3D像から計算さ

れる体積についてスレッショルドの違いでの真値に対

する誤差含有率を算出すると，円柱ファントムおのお

のの真値体積で適正なスレッショルドが変わった．ま

た当然ながらスレッショルドの違いで像の見え方も違

う．

3．IVRのサポート技術

　X線透視下でのディバイス操作に重要度を占める

angioでは，術者に最善な画像支援ができるかが肝心

である．その理想は術者位置での自由自在な情報取得

だが，整備されてきている最近のシステムでもまだ最

善ではない．現状システムは情報源が内部メモリに限

定されており，信号方式の違いから異装置間での接続

ができず，独立した操作性がないために瞬時の応答が

できていない．当施設独自にこれらを解決できている
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技術2）を紹介した．

3-1　術者手技での支援例

　モニタの一画面で複数画像を分割表示し，術者のカ

テーテル操作，IVR手技を支援する．肝臓でのtrans

arterial embolization（TAE）では，live像で骨陰影およ

び動脈血管，DSAで細部の動脈血管および腫瘍濃染を

示す（Fig. 9a）．dual balloon occluded embolotherapy

（DBOE）では，live像で骨陰影および門脈，DSAで静

脈瘤の流血路から排血路を示す（Fig. 9b）．

3-2　intra vascular ultrasound（IVUS）での支援例

　術者目前のモニタへ透視像とIVUSを一緒に表示す

る（Fig. 10）．IVUS装置の小型モニタを術者は不自然

な体勢で観察せずにすむ．合成画像のDVR，VTR，

フィルムなどへの記録ができる．

Fig. 7 装置固有のアーチファクトが影響したと考えられる臨床例
（a）中大脳動脈の3D像で動脈瘤（矢印）のneckが分からない．
（b）MIP像で動脈瘤（矢印）のneckが分かる．

Fig. 8 被検者のわずかな動きが影響したと考えられる臨床例
（a）脳底動脈の3D像で動脈瘤（矢印）が疑われる．
（b）再撮影の3D像で疑いがなくなる．

a b

a b

3-3　観血的血圧測定での支援例

　DBOEなどの際，術者目前のモニタへ透視像と観血

的血圧測定値を一緒に表示する．カテーテルを引き抜

きながらの血圧測定が円滑に観察でき，合成画像の

DVR，VTR，フィルムなどへの記録ができる．

3-4　IVR支援の一例（門脈へのステント留置）

　腫瘍による門脈圧排部（狭窄部）へのステント留置を

試みる際，門脈本幹像，上腸間膜静脈像，脾静脈像の

3 種類の画像を重ね合わせ，輝度およびコントラスト

を調整し表示する（Fig. 11）．

最後に

　難度の高いIVRに至るほど画像情報の重要性は高

く，その情報が手技を完遂させるための不可欠な要素

となっている．その画像情報を導くのは技師であり，
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Fig. 9 複数画像を分割表示しての支援例
（a）骨，左肝動脈，腫瘍（矢じり）の関係が容易に観察できる．
（b）門脈，静脈瘤（矢じり），流血路（白矢印），排血路（矢印）の関係が容易に観察できる．

a b

Fig. 10　IVUSと透視像がモニタを分割して同時表示できる．IVUSと
カテーテル先端（矢印）の位置関係が容易に観察できる．

Fig. 11　IVRでの支援例
（a）門脈像と上腸間膜静脈像を重ね合わせる行程（腫瘍；円印）
（b）必要に応じて輝度とコントラストを調整し，脾静脈を重ね合わせる．

a b
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最善な情報提供に臨むことが技師の責務と言及でき

る．ところでその代表的な情報にCT，MR，angioが

挙げられるが，IVRに利用する観点で分類するとCT・

MRとangioに大別できる．前者はIVR手技内容の選

択・計画などに活用するもので術前の検討思考域での

情報となり，対する後者はIVR手技施行に活用するも

ので術中の実務域での情報となる．CT・MRでは情報

取得のための時間的猶予が許されているが，angioは

術者手技のガイドであるため俊敏な応答が求められ，

および手技成否に関与することから適切かつ正確性が

要求されている．IVRに就く技師には俊敏，適切，正

確が，最善な情報提供の人的付加機能として随時に求

められている．

　さて画像情報を産出する昨今の技術は著しく発展し

ている状況にあるが，その技術の使用行程も自動化が

進んでいる．高度な技術や複雑な装置操作も使用面で

の利便性は高く，術者自身がその手技の傍らで臨むこ

とも可能となりつつある．この様相は，考えようでは

angioに技師の必要性が否定される傾向を将来的に感

じさせる．しかしながら，私達は先の人的付加機能は

欠かすことのできない要であり，それを伴う情報提供

が術者手技の成否に深くかかわっていると理解してい

る．私達は，技師の責務を理解する思考姿勢がIVRと

放射線技術を円滑に整合させると考えている8，9）．技

師にとってのangioの近未来展望を問うとの主旨で私

達の考えを記した．

　以上の内容は，同施設の横山貢治，小川隆由，正井

範尚，奥迫謙治，庄垣雅史，奥山和夫，そして工藤弘

明とともに見いだしてきた取り組みと思考であること

を付記する．
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