
2005 年 10 月

X線CT検査における検査の適正化－根拠のあるガイドライン作成に向けて－（村松・他） 1373

座長集約 村松禎久
   国立がんセンター東病院放射線部

1．X線CT検査における検査の適正化－放射線科医の果たす役割とは？ 田中淳司
   埼玉医科大学放射線医学講座

2．X線CT検査における放射線被曝の問題点と最適化 粟井一夫
   国立循環器病センター放射線診療部

   （現　独立行政法人国立病院機構南京都病院放射線科）

3．CT装置上の被曝線量情報の理解と被検者間による最適化 堀内哲也
   GE横河メディカルシステム株式会社技術本部CT技術部

4．疾患から考える腹部造影CTの撮影条件設定について 平野　透・熊谷亜希子
   札幌医科大学附属病院放射線部

5．CT用自動露出機構（CT-AEC）による画質の最適化 寺田正巳
   聖路加国際病院放射線科

6．X線CT検査における個々の被検者に合わせた画像表示 石原敏裕
   国立病院機構甲府病院放射線科

X線CT検査における検査の適正化
－根拠のあるガイドライン作成に向けて－

第61回総会学術大会シンポジウム第61回総会学術大会シンポジウム

　JRC2004において，Gonzalez論文（LANCET，

2004，363c）を受けて，合同緊急シンポジウム「“診断

用のX線がガンを増やす”との論文は真実か？」が開催

されたことは記憶に新しい．特にX線CT検査は医療被

曝増大の主因であり，図らずも日本を被曝大国に押し

上げた．一方，CT検査は画像診断の根幹を形成して

おり，被検者に対し検査の正当化が容認されれば医療

被曝に制限はない．マルチスライスCT（MSCT）が日本

中に普及した現在において，CT検査の適正化が強く

要求されている．しかし，CT検査の適正化を図るた

めの医療技術者に対するガイドラインはなく，特に重

要である被検者に対する被曝の最適化，つまりどれだ

けの被曝を与える代わりにどれだけの画質を保障して

いるかを表す指標は不明瞭である．

　本シンポジウムでは，はじめに検査の適正化に関す

る考え方を示したうえで，上腹部領域の疾患をモデル

ケースに議論し，これらの問題を解決すべく具体的な

方策を示唆することを目的に開催された．

　演者は現在では最強とも思える 6 名の講師にお願い

をした．各演者の詳細な内容は以降の抄録にお任せ

し，ここではそのキーワードを含めて概略を述べる．

　田中淳司氏は放射線専門医の立場から，閾値なしの

直線モデル（LNT仮説）は50mSv以下では統計的有効性

はなく，必要な放射線検査を躊躇なく実施すべきであ

り，また一般的なCT検査で胎児被曝が問題となるこ

ともないことを述べた．

　粟井一夫氏は，X線単純検査と比較し，CT検査の最

適化は進んでいない，画質評価に対し，被曝線量の検

討がほとんどなされていない，また，CT検査に止ま

らず，放射線検査における被曝線量の記載が要求され

ていると述べた.　

　堀内哲也氏は，CT装置に表示されるCTDI（CT dose

index），DLP（dose length product）は被検者のサイズ

に適応しておらず，その使用に注意を喚起した．また

小児を対象としたCT検査では，体重別の撮影プロト

コールを導入することが大切であると述べた．

　平野　透氏は，治療対象となるHCCの検出，直径

5mm，画像コントラスト1.5％を具体例として，その

画質（ノイズ）レベルはSD=10であると述べた．ただ

し，この結果はCT装置による依存性が高く，各施設

での検討が重要であると述べた．

　寺田正巳氏は，被検者やスライス位置間の画質依存

を軽減するにはCTにおける自動露出機構（CT-AEC）の

使用が現実的であり，その積極的活用を述べた．画質
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1．X線CT検査における検査の適正化－放射線科医の果たす役割とは？

　X線CT検査（以下，CT）の現場における具体例を通

じて，今回のシンポジウムのテーマを掘り下げてみよ

うと思う．

　ケース 1：5 歳女児，3 日前よりの嘔吐，腹痛を主

訴に深夜救急車で搬送される．内科系当直医は卒後 3

年目の循環器内科医 1 名．外科当直医は緊急手術中で

あった．当直医は感染性胃腸炎を第一に疑い，鑑別と

して急性虫垂炎を考えたが圧痛点が大人のようにはっ

きりせず，超音波上も虫垂の同定が困難であった．

CTの適応についてのコンサルテーションが放射線科

当直医にもたらされた．放射線科医は急性虫垂炎の除

外が必要と判断し，ただちにCTを施行すべきである

と内科医に回答した．現場の放射線技師へは以下の指

示が出された．スキャン範囲は横隔膜上縁から恥骨結

合下縁までとし，5mm厚の再構成画像が得られる最低

限のヘリカルピッチと線量で撮像する．単純スキャン

は省き，体重×2mlのヨード造影剤を静脈投与したう

えでスキャンを行う．その結果，穿孔初期状態の急性

虫垂炎と診断され，基幹病院へ搬送のうえ緊急手術が

行われて患児は一命を取りとめた．

　コメント：腫大した虫垂を特定し，かつ炎症の周囲

への広がりを確実に診断するには現時点ではCTが優

れている．この例では，内科系当直医と放射線科当直

医の連携がスムーズかつ適切に行われたために危うい

ところで患児は難を逃れたといえる．小児に対する

CTの適応と被曝管理には十分な留意が必要であり，

Brennerらの論文（AJR，2001）に代表される小児被曝

への警鐘には謙虚に耳を傾けなければならないが，被

曝と発がんのリスクに過剰に反応して適切な検査のタ

イミングを失うことがあってはならない．必要な検査

は間髪をおかずに行うべきであり，臨床医にもそのよ

うに指導を行うべきである．ちなみにヒロシマ，ナガ

サキの被曝者への長期にわたる追跡調査などを通じて

現在までに得られた諸データを見る限りでは「直線閾

レベルの入力となるSDは装置間の依存はあるが，現

実的な客観的指標の一つであると述べた．

　石原敏裕氏は，MDCTにおける上腹部検査では造影

タイミングが特に重要であり，造影タイミングには，

被検者による依存性が大きくモニタリング機構の積極

的な活用を述べた．また，被曝低減に対し，量子ノイ

ズ低減化フィルタによる画像処理が有効で，被検者に

最適な係数選択が重要と述べた．

　本シンポジウムでは根拠（エビデンス）のあるガイド

ライン作成に向けて，最も重要と思われる被曝の最適

化に絞って討論した．CT検査においては被曝責任を

表す指標，画質保障を表す指標（静的，動的）の検討は

いまだ不十分といえるようである．しかし，今この瞬

間もCT検査は実施されている．そのデッドマンスイ

ッチを握る診療放射線技師の手から，医療被曝は始ま

っていることを再認識していただきたい．

値なし仮説」の有効性がはっきりするのは50mSv以上

と思われる．装置または測定方法によりX線CTの被曝

線量には差があるが，最も平均的な値は体幹の撮像 1

回につきおよそ10mSvである．多相のダイナミック

CTなどを行う際には総線量が50mSvを超えてしまう

ケースも考えられるため，線量の把握と低減にはつね

に努力を払う必要があるのはいうまでもない．

　ケース 2：32歳，妊娠 3 カ月の女性．検診で発見さ

れた右卵巣嚢腫の経過観察を半年ごとに近医のCTで

施行していた（この施設にはMRIはなかった）．前回の

検査を先月受けたあとで妊娠していたことが判明し，

妊娠中絶すべきかどうかの相談に新聞記者である夫を

同伴して放射線科専門医が常勤する当院を受診した．

放射線科医は妊娠の継続と分娩に何ら支障がないこと

を 2 人に時間をかけて説明し，7 カ月後に女性は健康

な双子の女児を出産した．

　コメント：胎児への放射線被曝の影響は過大評価さ

れることが強く，一般人はもとよりマスコミにもその

傾向が強い．「妊娠中の女性に対して＜こともあろう

に＞CTを施行してしまった病院があり，妊娠中絶を

余儀なくされた」式の報道が画一的になされる傾向が

Fig.　三役揃い踏み
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ある．骨盤部のCT撮像を 1 回受けた程度の被曝線量

で妊娠の継続をあきらめる必要はないことを広く一般

に知らしめるべきである．同様の誤解は一般医にも根

強くあり，患者と一般医とマスコミが「誤解の三役揃

い踏み（Fig.）」をしているのが現状ではないだろうか．

　このケースのように放射線科専門医の戸を叩いて正

しい方向へ軌道修正できた例はむしろ稀な部類かもし

れず，その陰におびただしい数の胎児の生命が失われ

ている恐れもないとはいえない．放射線科医ならびに

診療放射線技師には，正しい知識を踏まえてこの誤解

を解いていく社会的責務がある．

2．X線CT検査における放射線被曝の問題点と最適化
粟井一夫

 国立循環器病センター放射線診療部
 （現　独立行政法人国立病院機構南京都病院放射線科）

緒　言

　医療に放射線を利用するようになってしばらくの

間，従事者および患者に火傷や皮膚障害などの確定的

影響の発生が散見されたため，人々は医療放射線の利

用に注意を払うようになった．その後，機器の開発や

品質管理の徹底により，患者の被曝線量は大幅に減少

し，日常の診療において放射線の影響を考慮しなくて

もほとんど問題のないレベルで放射線が利用できるよ

うになった．しかし，さらなる装置の開発は，新たな

被曝の問題を生み出している．今回，わが国の医療放

射線利用におけるCT被曝の問題点について述べる．

1．行為の正当化はなされているのか

　現在，CT検査の頻度は増加しており，その内容も

多様化している．そのようななか，2004年 1 月31日に

発行された英国LANCET誌に「Risk of cancer from di-

agnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other coun-

tries　診断X線検査による発がんのリスク：英国と他

の14カ国における推定」が掲載された．そのなかで，

日本の医療における放射線被曝が世界で最も高いレベ

ルにあり，CTがその原因と指摘されていた．それで

は，検査の正当化がなされないままに検査が依頼され

ているのだろうか．Fig. 1は国立循環器病センターに

MDCTが導入（2001年）される前（1998年）と導入後

（2004年）において，診断を目的とした大血管と末梢血

管系の血管造影検査数の比較である．国立循環器病セ

ンターではMDCTが導入されて以後，大動脈や末梢動

脈疾患の診断は大部分がMRIとMDCTに移行し，心カ

テ室において診断目的で大動脈や末梢動脈疾患の血管

撮影を行うことはほとんどなくなった．このデータを

見る限り，ある程度行為の正当化は図られているよう

に思う．

　われわれは新しいモダリティの出現に際して，従来

の検査法との整合性を図るとともに，最適な検査法を

選択してきた．CT稼働台数の多さは，その結果と考

えたい．

2．CT被曝線量の現状

　Fig. 2にわが国の胸部撮影における入射表面線量の

変遷を示す．データは本学会誌に報告された論文1～6）

や研究発表抄録7～12）から抽出した．一方，CTの患者被

曝線量は，当初，CTの被曝線量評価法が確立されて

いなかったこともあり，現在の装置と同じ指標で比較

できるデータが少なく，胸部撮影のように時代の流れ

に沿って比較することが難しいため，鈴木昇一氏（藤

田保健衛生大学）に施設のデータを提供いただくとと

もに，本学会誌に掲載されているデータ13～15）を加えて

検討した（Fig. 3）．鈴木氏のデータは，16cmφファン

トムでのCTDI（computed tomography dose index）vol

で，1990年はコンベンショナルCT，1996年はシング

ルスライスCT，2004年はMDCTのものである．文献

のデータは人体ファントム内にTLDを挿入し測定した

ものなど，鈴木氏のデータと異なる測定法のものもあ

り，あくまでも参考値として参照いただきたい．一般

的な放射線診療では，装置機器の進歩改良とともに患

者の被曝線量が低減される方向にあるが，CTの技術

進歩は画質向上と撮像時間の短縮や撮像取得枚数の増

大などに向けられ，被曝線量低減を実現するには至っ

てないようである．今後の動向を見守る必要がある．

　CTの被曝線量は，他のX線診断よりも多いが，移動

しながら撮像するため，特定の部位に大きな線量が照

射されることはない．ところが，近年実施されている

CT-perfusionなどでは，同一断面を連続的に撮像する

ため局所に大線量が照射される可能性がある．今後

CTでは確率的影響だけでなく，確定的影響も視野に

入れて考える必要があるかもしれない．

3．被曝の最適化

　前述のマスコミ報道などによりCTによる医療被曝

が取り沙汰され，検査を受ける患者に不安を与えてい
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る．しかし，CT検査は，使い方を一歩誤れば周囲に

あるすべてを危険にさらすようなものでは決してな

く16），普通に使用することで患者に大きな利益をもた

らすものである．検査を担当する診療放射線技師は疾

患に応じたプロトコールで撮像することを常に心掛け

る必要がある．その際，ともすれば低い線量で撮像す

ることが正しい，と思われている節が見受けられる．

確かに低い線量で撮像するに越したことはないが，そ

の結果，必要な情報が失われるような撮像をしては意

味がない．あくまでも，検査目的に応じた撮像条件の

選択が重要である．そのためには何らかの指標が必要

であり，線量評価と画質評価がそれにあたる．

4．CTの線量評価

　CTの被曝線量評価を難しくしている原因の一つ

に，線量測定法の煩雑さが挙げられる．現在，

CTDI，CTDIw（weighted CTDI），DLP（dose length

product）などの評価方法が示されており，それらを使

用して線量評価がなされている．しかし，それらの方

法は，装置の品質管理を目的として考案されたもので

あり，患者の受けた線量を把握する方法ではない．今

後，これらの方法をそのまま患者の被曝線量測定法と

してよいのか，それとも新たな方法を考案しなければ

ならないのかを検討する必要がある．

5．定量的な画質評価法

　X線診療は，画質と被曝のトレードオフの関係にあ

Fig. 1 国立循環器病センターにおける大血管と末梢血管造影
検査数
－1998年と2004年の比較－

Fig. 2 わが国の胸部撮影における入射表面線量の変遷
－日本放射線技術学会誌掲載論文関連調査論文等よ
り－

Fig. 3 頭部CTにおける線量の変遷　日本放射線技術学会関
連文献と，藤田保健衛生大学のデータ（鈴木昇一氏よ
り提供）

り，CTも例外ではなく，その指標となるのが画質評

価である．アナログのX線画像では，鮮鋭度，粒状

度，コントラストなどに関する定量的な評価法が確立

されており，それを利用して最適な画像と被曝線量の

関係が見いだされている．CTにおいても新しい装置

や撮像法を使用するにあたり，画質評価が行われてい

るものの定性的なものが多く，画質評価の指標が明確

でないように見受けられる．今後，被曝線量低減の指

標としての定量的な画質評価法の確立が急務である．
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3．CT装置上の被曝線量情報の理解と被検者間による最適化

はじめに

　CTの性能はヘリカルCT，そしてマルチスライスCT

へと飛躍的な進歩を続けており，これに伴いCTの検

査件数の増加，適応範囲も拡大している．また，検査

件数の増加とともに，マルチスライスCTではその装

置性能の向上によりスキャン範囲が拡大される傾向に

あり，また多時相撮影が頻繁に行われるようになって

きている．これらの結果，医療被曝に占めるCTの割

合が増加傾向にあることが指摘されており，撮影条件

の最適化と同時に検査時の線量を把握しその妥当性を

正しく評価することが求められている．

1．線量情報表示について

　現在，線量指標として国際規格の整備も進められて

いる．その一つとしてIEC60601-2-44においては線量

情報を装置上に表示することを勧告している．この勧

告に基づき最近の装置に表示されている線量指標とし

て，

・CTDIvol（mGy）

・dose efficiency（％）

などがある．

　さらに，付加情報として撮影範囲を加味した線量情

報として，

・DLP（Dose-Length Product）（mGy・cm）

を同時に表示している装置もある．

　これらの線量情報は設定した撮影プロトコールに対

応した値を表示するため，事前に線量を把握して検査

を開始することができる．そのためプロトコール作成

時および変更時の有用な線量ガイダンスとなる．Fig.

1に線量情報表示の一例を示す．

1-1　CTDI

　CT検査の被曝線量の目安としてCTDI（computed

tomography dose index）が一般的に用いられている．

CTDIには定義の仕方によって幾つかの種類がある．

そのためそれぞれの違いを認識しておく必要がある．

　
・CTDI100

　CTDI100=

　測定範囲をビーム厚によらず，100mmに固定．hは

名目上のスライス厚を，kairは空気カーマを表す．後

述のCTDIFDAではファントムの材質（PMMA）への吸収

線量に変換する必要からX線の実効エネルギーを知る

1
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h
k z dzairmm

mm⋅ ⋅−∫ ( )



日本放射線技術学会雑誌

第 61 卷　第 10 号

1378

必要があるが，空気カーマを用いるCTDI100では必要

ないことになる．

・CTDIFDA

　CTDIFDA=

　測定範囲をスライス厚の14倍の長さと規定されてい

る．hは名目上のスライス厚を，Dはファントム材質

（PolyMethyl MethAcrylate：PMMA）での吸収線量を

表す．

・CTDIw（weighted CTDI）

　被写体の中心部と辺縁部とではX線の透過長が異な

るため局所の線量は変動する．このような特性を考慮

した線量指標がCTDIwである．CTDI100を用いて

PMMAファントム（head用16cmφ，body用32cmφ）の中

心線量（center）および，周辺線量（peripheral）に重み付

けをしたもの．

　CTDIw=

　従来はeffective CTDI（CTDIw,eff）と表記されていたも

ので，CTDIwにヘリカルピッチ（p）を考慮したもので

ある．

・CTDIvol（volume CTDI）

　CTDIvol=CTDIw,eff=

　マルチスライスCTにおけるヘリカルピッチは次式

によって表される．

　pitch=

※マルチスライスCTにおけるCTDIの考え方

　マルチスライスCTにおいてもX線ビームという観点

から考えればシングルスライスCTと等価であるとい

える（Fig. 2）．

　しかし，シングルスライスCTにおいてはスライス

厚とビーム幅（BW）がほぼ等しいのに対し，マルチス

ライスCTにおいてはスライス厚とビーム幅が一致し

ない点を考慮する必要がある．マルチスライスCTに

おけるCTDI100を測定する場合は事前にビーム幅を知

る必要がある．

　CTDI100=

　Fig. 3は撮影プロトコール設定画面においてビーム

幅の情報を表示している例を示す．

1-2　dose efficiency

　シングルスライスCTとマルチスライスCTの違い

は，検出器からの感度プロファイルがシングルスライ

スCTではコリメータによるX線ビーム成形で決定され

るのに対して，マルチスライスCTでは検出器セルの

開口幅とその組み合わせによって決まる点にある．そ

のため各検出器セルに均等なフォトン入力が必要にな

るためX線プロファイル（Z軸方向）の肩の部分（半影

Fig. 1 装置上に表示される線量情報表示の一例

Fig. 2 CTDIはマルチスライスCTにおいてもX線ビームとい
う観点からみればシングルスライスCTと等価として
考えられる．

Fig. 3 撮影プロトコール設定画面におけるX線ビーム幅
（Beam Collimation）の表示例

1
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部）を利用できないためビーム幅を広げる必要がある

（over beaming）．このためシングルスライスCTでのX

線利用効率が100％であるのに対して，マルチスライ

スCTでは，X線利用効率が低下する．このZ軸方向の

X線利用効率を表す指標がdose efficiency（DF）であ

る．

　IEC規格においてこのX線利用効率が70％を下回る

ときにコンソール上に表示するよう勧告されている．

一般的に，X線利用効率の低下は使用するX線ビーム

の幅が狭いときに顕著となる．

1-3　DLP

　現実的な検査プロトコールの被曝線量を意図した指

標として用いられる．DLPは次式により表される．

　
DLP（mGy・cm）=CTDIvol×（exposure length）

　このDLPを用いて実効線量（effective dose）を推定す

る方法がEUR16262（EUROPEAN GUIDELINES ON

QUAL I TY  CR I TER IA  FOR  COMPUTED

TOMOGRAPHY）において紹介されている．

　
E=EDLP・DLP（mSv）

　ここで，Eは実効線量（mSv），EDLPはスキャン部位

ごとに正規化された実効線量変換係数（mSv・mGy−1・

cm−1）を表す．代表的な部位のEDLPは以下のとおりで

ある．

 《部位》 《EDLP》

頭部　 0.0023

頸部　 0.0054

胸部　 0.017

腹部　 0.015

骨盤部 0.019

　ただし，上記変換係数は欧米人の成人に対して決定

された値であるため，体格の著しく異なる場合，特に

小児に対してこのまま用いるには問題がある．

2．線量情報表示の問題点

　CTDIvolは，成人の体幹部と頭部を規格化した直径

16cmと32cmのPMMA（PolyMethyl MethAcrylate）ファ

ントムに基づく線量情報を提供するに過ぎない．一方

でCT検査を受ける被検者の体格は新生児から成人ま

でさまざまである．そのため，CTDIvolは常に患者線

量を表す指標にならないことに注意しなければならな

い．

　CT装置の自動露出機構（CT-AEC）の開発により被検

者個々の体格に応じて自動的に撮影条件が設定で実現

されつつあり，小児や体格の小さい成人において撮影

条件が低減される．このとき，装置上に表示される線

量情報は被検者の体格を考慮していないため，撮影条

件にのみに依存して見かけ上減少したことになる．こ

の結果，体格の小さい被検者における線量が過小評価

されてしまう危険性があり，特に小児CTにおいて問

題となる．

　Fig. 4は腹部検査においてCT-AECを用いて同一画像

ノイズになるように撮影条件を設定した場合の体重と

DLPを指標とした線量低減率の関係を表したグラフで

ある．体重が小さくなるほど，見かけ上の線量が減少

していることが分かる．低減率は次式により算出し

た．

　低減率（％）=　　　　　　 ×100

3．患者サイズ適応線量

　前述の問題を改善するため，被検者個々の体格およ

び撮影部位を考慮した線量表示（患者サイズ適応線

量：PSAD）の検討を行った．患者サイズ適応線量は

CT-AECとしてのAuto mAにて使われている原理を応

用して，スキャン位置決め用スカウトのデータを用い

て計算する．

　直径の異なるPMMAファントムにおける線量を測

定する．それぞれのファントムをスカウト撮影し，そ

れらのデータから得られたサイズおよび形状情報を算

出して線量との関係を求めておく．これによりスキャ

ン計画を立てた段階で被検者の体格や撮影部位を考慮

した線量が概算される．

　Fig. 5は14歳女児と 2 カ月男児における頭部スキャ

ンのPSADを比較した例である．同一の撮影条件

（mAs）でスキャンした場合，左の14歳女児のPSADと

比較して右の 2 カ月男児のPSADが高い値にあること

が分かる．また，いずれの症例においてもCTDIvolで

は線量が低く見積もられていることになる．

4．体重による線量補正

　前述のPSADはその機能が装置側に組み込まれる必

要性がある．そこで，一般的な方法として体重法によ

る線量補正を検討した．直径の異なるPMMAファン

トムの画像データを再投影して得られる投影面積と線

量の相関を求める．

　同様に腹部CTの基準画像とした肝門部の画像デー

タの投影面積を測定し体重との相関を求める．これら

二つの関係から投影面積を媒介として体重と線量の関

係を導出する．

　これにより，被検者の体重をパラメータとして体格

を考慮した線量補正を行う．

　Fig. 6は体重と線量（nCTDIvol）の関係を示したグラフ

である．直径16cmと直径32cmのPMMAファントムの

1−
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

DLP

DLP
AEC

         固定
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はじめに

　マルチスライスCT（MSCT）の登場により，腹部領域

特に肝臓領域においては，撮影時間の短縮により

multi-phase dynamic CTが実用範囲で可能となり，腫

瘍性病変の質的診断が従来のシングルスライスCT

（SSCT）以上に容易となった1）．またMSCTの性能向上

によりSSCTでは困難であった高線量の撮影ができる

ため，臨床画像において従来では常に線量不足による

ノイズの影響を受けていたが，現在では必要な画質レ

ベルの画像を取得可能となってきた．しかし複数回同

一断面を撮影することや，過剰な線量での撮影を行う

Fig. 4 腹部検査においてCT-AECを用いて同一画像ノイズに
なるように撮影条件を設定した場合の体重とDLPを指
標とした線量低減率の関係を表したグラフであるが，
体重が小さくなるほど，見かけ上の線量が減少してい
ることが分かる．

Fig. 5 14歳女児と 2 カ月男児における頭部スキャンのPSADを
比較した例である．同一の撮影条件（mAs）でスキャンし
た場合，左の14歳女児のPSADと比較して右の 2 カ月男
児のPSADが高い値にあることが分かる．また，いずれの
症例においてもCTDIvolでは線量が低く見積もられている
ことになる．

Fig. 6 体重と線量（nCTDIvol）の関係を示したグラフである．
直径16cmと直径32cmのPMMAファントムのnCTDIvol
から，そのファントムを人体の等価体重に換算すると
直径16cmファントムは約20kg，直径32cmファント
ムは100kg以上に相当することになる．

nCTDIvolから，そのファントムを人体の等価体重に換

算すると直径16cmファントムは約20kg，直径32cmフ

ァントムは100kg以上に相当することになる．

5．まとめ

　近年，装置の発展は患者個々の体格により自動的に

最適な撮影条件が選択される装置の開発をもたらし，

被曝の最適化が期待されるところまで来ている．それ

ゆえに，これまで以上に患者線量を正しく把握し管理

することが重要になってきている．そうした背景から

被検者個々の体格，撮影部位に適応した線量を検討し

ていくことは重要であると考えられる．

平野　透・熊谷亜希子
札幌医科大学附属病院放射線部

4．疾患から考える腹部造影CTの撮影条件設定について

ことは患者被曝について大いに関係することとなり，

検査の最適化が求められる．multi-phase dynamic CT

の使用に関しては，臨床医や診断医による検査の取り

組み方に依存するため，被曝低減のために単純に撮影

回数を減らすことは難しい．しかし装置の向上による

被曝に関しては，個々の患者に対して適切な撮影線量

を決定することで，無駄な線量をわれわれがコントロ

ールできると考える．本稿では肝臓の造影検査の最適

化のなかで，必要とされる画質レベルを主題とし，そ

の画質レベルの決定についての当院での試みを紹介す

る．
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Aquilion：120kV，画像スライス厚 5mm（3mm×4 列）

beam pitch：0.875，画像再構成関数：FC10

Light speed Ultra：120kV，画像スライス厚 5mm

（2.5mm×8列），beam pitch：0.875，画像再構成関数：

standard

とし，ファントム内のSDが 7，8，9，10，11，12，

15になるよう両機種ともサイズの異なるファントムに

対して線量を調整した．

　評価方法は， 4 名の放射線科医師と 4 名の診療放

射線技師に異なるSDで撮影したファントム画像をモ

ニター上で観察してもらい，視覚評価にて模擬腫瘍の

有無，さらに模擬腫瘍のサイズを計測してもらった．

　模擬腫瘍のサイズはモニター上で計測することによ

る人的誤差を考慮して誤差20％以内を合格点とした．

今回の評価では，古典的肝がんを描出するための撮影

線量決定であることから，観察者全員が模擬腫瘍を検

出しさらに，正確にサイズを計測できたレベルを合格

1．対象とした症例

　腹部領域において特に上腹部を対象とした最も一般

的であり重要な疾患は肝がんと考える．肝がんの検査

のなかにもスクリーニング，精査，3D-CT angiogra-

phy（3D-CTA）等の検査があるが，精査や3D-CTAに関

しては依頼される医師の期待度（血管造影等の他のモ

ダリティの検査の省略等）によって造影剤量や撮影線

量を含む画質については統一された見解を得るのは困

難と考えられるため2，3），今回の対象となる症例群は

B型やC型の慢性肝炎の患者で，定期的に肝臓CTで

follow upしている，または肝がんの患者でIVRや手術

などを施行され，その後のfollow upされている患者，

いわゆる肝臓のスクリーニングである造影dynamic

CTを行う患者の検査を対象とした撮影条件の検討を

行った．また肝がんのCT検査において最も重要なの

は，造影dynamic CTの動脈後期相で濃染される腫瘍つ

まり古典的肝がんの検出であると考える．肝がんの治

療対象となる状態は高分化型肝がんから古典的肝がん

に移行した時点であり，CTでは動脈後期相での造影

された腫瘍の検出が肝臓の検査では必須条件と考え

る．この古典的肝がんの検出に対するCT検査方法

で，撮影タイミングや造影剤注入条件に関しては，そ

れぞれ参考となる文献4）などあり，またスライス厚に

関しては，撮影時間や装置のスペックにより設定が決

定できる．よって患者ごとの撮影線量を考慮した画質

の決定を検討項目とした．

2．評価方法

2-1　ファントム実験を行うための臨床データ解析

　ファントム実験より撮影条件を検討するための項目

としては，① 病変部と周辺の正常組織とのCT値差，

② 最小の病変サイズの決定について，実際の臨床デー

タおよび治療方針から検討することにした．① 病変部

と周辺の正常組織とのCT値差については，当院で施

行した肝がん症例のCT値について造影dynamic CTで

Fig. 1（矢印）に示すような非常に淡い濃染を呈してい

た267症例に対し，腫瘍と正常肝組織のCT値差を評価

した．

2-2　ファントム実験による解析

　使用したファントムはFig. 2に示すような，中心に

5mmのアクリル球（模擬腫瘍）を配置し，周囲とのCT

値差が異なるように調整した自作ファントムに，福井

大学医学部附属病院より借用した腹部対応型楕円ファ

ントムを用いた．使用装置は東芝社製Aquilion-multi

（4DAS）とGEYMS社製Light speed Ultra（8DAS）であ

る．

撮影条件は

Fig. 1 対象となる臨床データ
臨床データは当院で肝がん症例のdynamic CTで図の
矢印に示すような非常に淡い濃染を呈していた症例を
対象とした．

Fig. 2 使用ファントム
CT値差15HU異なるように調整した自作ファントム
に，腹部対応型楕円ファントムを用い，被写体サイズ
を変化させた．
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ラインとした．

3．結　果

3-1　ファントム実験を行うための臨床データ解析

　肝がんと正常肝組織とのCT値差は，全体の約 5％が

15HUで，15HU以上が約90％であり大部分がCT値差

15HU以上となることから，ファントム実験に用いる

CT値差を15HUとした．また腫瘍サイズに関しては当

院のIVR医師と協議し，IVRや切除手術等を含めた治

療方針決定には 5mm以上の病変の検出が必要である

ことから，ファントム実験では画像ノイズのSD値か

ら最適な線量を求めることとし，目標を1.5％-5mmが

描出可能なSDを検討した．

3-2　ファントム実験による解析

　両機種のCT装置における腹部対応型楕円ファント

ムがSサイズのときのファントム実験の結果をFig. 3，

4に示す．腹部対応型楕円ファントムがSサイズの結果

から，両機種ともSD：11まで観察者全員が模擬腫瘍

を確認でき，さらに20％以内の誤差で計測ができた．

SD：12以上では模擬腫瘍を確認可能であるが，計測

の誤差が大きくなった．またSD：15では模擬腫瘍の

確認が不可能になった．腹部対応型楕円ファントムサ

イズを変更した場合の模擬腫瘍の描出能をFig. 5に示

す．結果はSサイズと同様にSD：11まで観察者全員が

模擬腫瘍を確認でき，さらに20％以内の誤差で計測が

可能であった．しかしLサイズにおいてSD：12以上で

は模擬腫瘍の確認が極端に悪くなり，これは散乱線に

よる実行エネルギーの変化によるコントラストの低下

のためと考えられる．今回のファントム実験では模擬

病変の評価をon-centerの状態で行っていたが，実際の

臨床の場合を想定するとoff-centerでの評価が必要とな

る．Fig. 6は今回用いたファントムをSD：8とSD：10

で撮影し，模擬病変をon-centerから1.5mm，2.0mm，

2.5mm，3.0mm，3.5mm離れた位置での両画像を評価

した結果では，視覚的には病変の検出には差はなく，

今回われわれは検討を行った撮影条件でも，病変の検

出能としては問題ないと思われる．

　実際の臨床での応用では，どの被写体サイズにおい

ても，SD：11で病変の検出が可能であるが撮影領域

がファントムと異なり複雑であること，さらにファン

トム実験でSD：12では描出困難と評価されたことな

ど人体内でのSD：1の変動は容易に起こると考え，今

回の対象とする症例に関して臨床で用いる画質の基準

としてはSD：10での撮影条件に決定した．Fig. 7にボ

ランティアによるSD：8とSD：10で撮影した同一断

面の画像を示す．

　SD：10はSD：8に比べ当然ノイズが多く見える

が，脈管系の描出に差はなく，今回の主目的である動

脈後期相の腫瘍の膿染とは対象が異なるが，十分なコ

ントラストが得られていると思われる．また線量と被

曝に関して，Fig. 7のような被写体ではメーカー推奨

SD：8では撮影線量が328mAs，CTDIwが31.65mGyで

あるのに対し，SD：10では撮影線量が210mAs，

CTDIwが20.61mGyであり，検査の目的を達成しなが

ら，このような比較的大きな被写体においても被曝低

減が可能となった．

4．現状の問題点

　今回当院での肝臓のスクリーニング検査における画

質決定について紹介したが，この決定には撮影タイミ

ング，造影剤注入方法（造影剤注入レート，造影剤注

入量），再構成スライス厚等が同一環境下で行えるこ

とが前提となる．つまり前に示した造影検査における

撮影条件が個々の施設では多彩であること，さらに使

用する装置が異なることにより病変と正常肝組織との

Fig. 3 腹部対応型楕円ファントムSサイズ時のファントム実
験結果（Aquilion）

Fig. 4 腹部対応型楕円ファントムSサイズ時のファントム実
験結果（Light speed Ultra）
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Fig. 5 腹部対応型楕円ファントムのサイズを変化させたとき
の模擬腫瘍の描出能（Aquilion）

Fig. 6 SD：8とSD：10でのoff-centerでのファントムの描出
能
off-centerでの両画像を評価した結果では，視覚的に
は病変の検出には差はなく，病変の検出能としては問
題ない．

Fig. 7 ボランティアによる実際の臨床データ

CT値差が違うことが予想される．Fig. 8は異なる 4 メ

ーカーのMSCTを用い同一ファントムを120kV，同一

SDになるよう線量を設定し，同一ウィンドー幅，ウ

ィンドーレベルで表示したものであるが，実行エネル

ギーの違いと思われるコントラストの違いが観察され

る．よって逆に撮影条件等がすべて同一であっても装

置（または使用管電圧）が異なる場合には，同一コント

ラストが得られない可能性があるため，各施設での臨

床データの収集および撮影条件の設定が必要と思われ

る5）．また必要とした画質レベルを決定しても，撮影

断面内ではすべての位置で同一ノイズレベルにはなら

ない．Fig. 9は人体模擬水ファントムを用い，撮影断

面内のSDの分布を示したものであるが，断面内の周

辺部と中心部ではSDが大きく異なっている．またFig.

10はSD設定を10に撮影した人体の肝門部領域のaxial

画像であるが，肝臓領域の位置によってSDが異なっ

ている．今後はどの位置に対して画質レベルの設定を

行うか等，実際の運用における画質設定方法の決定が

検討課題になると考える．

おわりに

　当院で行っている肝臓のスクリーニング検査におけ

る撮影条件の決定方法について報告した．今回採用し

た臨床目的を背景に撮影条件を見いだした方法は，他

Fig. 8 異なる装置によるコントラストの違い
ファントム実験において装置による実行エネルギーの
違いと思われるコントラストの違いが観察される．

Fig. 9 人体模擬水ファントムでの撮影面内のSDの分布
人体模擬水ファントムで，断面内の周辺部と中心部で
はSDが大きく異なっていた．
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領域にも適応が可能と考えられるが，何を目的にする

かの検討を明確にしていく必要がある．今後の課題と

しては被写体によって線量制御できる自動露出機構

（Auto mA等）によって，画質レベルを容易に決定する

ことが可能となったが，人体の面内でのノイズレベル

のばらつきがあることで，どの部位（またはどのノイ

ズレベル）に画質レベル設定を行っていくか等，実際

の運用を考えていく必要があると考える．また，臨床

に必要な分解能を維持しつつ画像再構成関数を変える

ことによるさらなる被曝低減を検討する必要があると

考えている．

Fig. 10　人体での撮影断面内のSDの分布

寺田正巳
聖路加国際病院放射線科

5．CT用自動露出機構（CT-AEC）による画質の最適化

はじめに

　ここ数年，PACSの導入等により画像診断部門のデ

ジタル化が大幅に進み，一般X線撮影でも今までのア

ナログ撮影を凌駕する勢いである．デジタル化は使用

するほうから見れば非常に便利であるが，「功」もあれ

ば「罪」もあることを理解しておく必要がある．デジタ

ルではアナログと違い，撮影条件の過多，過少が出力

画像の濃淡に影響することはなく，撮影条件を多めに

設定しておくことにより，失敗を避けることが可能と

なる．

　CT検査もそうであるが，デジタル画像は適正線量

より低い場合は，そのノイズ成分の増加による画質の

劣化で確認が可能となるが，線量が多い場合は目視で

確認することは難しく，きれいな写真を得るために必

要以上の線量設定になる傾向が強いのが実態である．

シンポジウムでも標準の10分の 1 から20倍までの胸

部単純X線写真（CR：computed radiography）を提示し

たが，濃度差による確認は難しい．このように非常に

広いダイナミックレンジを持ち，条件による失敗をな

くしたことは「功」といえる反面，線量増加傾向を強め

ていることは否めなく，「罪」といえよう．アナログか

らデジタルへと変化するなか，最適な画質を得るため

の最適な撮影条件を設定するための客観的指標が必要

となる．一般X線検査の領域では，AEC（automatic

exposure control）の歴史は古く，関心領域の適正なフ

ィルム濃度を得るためのシステムとして発達してきた

が，デジタル化以後も基本的にはその延長線上で大き

く機能は変化していない．デジタルシステムにおけ

る，画像ノイズを基準としたAEC機能としてCT-AEC

は新しい考え方を提示している．

1．CT-AECの効果と課題

　CT-AECは1998年にHi-Speed LX/i（GE社製）に初め

てその機能（Auto mA）が搭載され，臨床で使用するこ

とができるようになった．現在では各社のCT装置

で，この機能がそろいつつあるが，その代表的なシス

テムは，出力画像のノイズレベル（SD）を指定するこ

とにより，位置決め画像を基に計画各断面の適切な管

電流（mA）を自動的に設定するという機能である．X

線管球 1 ローテーションごとに管電流が変化すること

により同一検査内のどの断面においても，画質（ノイ

ズ）が一定の画像を得られることができ体軸方向の最

適化が図られる．また被検者サイズごとの最適化も図

られるため，条件設定にあたっては経験による差もな

・・

・・・・・・
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くなり，特にCT被曝が問題視されている小児領域の

検査の最適化には大いに貢献するものと考える．Fig.

1にアポロファントムを用いたCT-AECの使用（a），不

使用（b）の管電流とSDの関係を示す．ファントムは

MPR画像であり，分かりにくいが画質の判定も可能

である．左軸に管電流，右軸にSDを表示している

が，Fig. 1（a）に示すようにある一定の大きさ以上，以

下では装置出力の最大管電流以上，以下を必要とし，

指定SDにならないこともあるが，被写体の大きさを

考慮し時間等，他のパラメータを変化させることであ

る程度の対応は可能である．

　Fig. 2は臨床におけるCT-AECの働きをロット状のフ

ァントム1）を使用し確認したものである．ファントム

を置く位置に関しては一つの方法しか確認していない

が，11という設定SDに対してほぼ満足のいく結果が

得られている．左軸に管電流，右軸にSDを表示し，

管電流とSDの動きをグラフに表している．

　Fig. 3，4はCT-AECを使用した前後の当院における

胸部，腹部の線量（DLP）低減率のグラフである，被写

体の大きさをDFOVで 3 群（29cm以下，30～33cm，

34cm以上）に分けて表示している．

　当院では各部位ごとにプロトコルが設定されており

被写体の大きさにより条件を変化させることはほとん

どなかったこともあり，小さな被写体による線量の低

Fig. 1 （a）アポロファントムを用いたCT-AEC使用時の管電流とSDの関係
（b）アポロファントムを用いたCT-AEC不使用時の管電流とSDの関係 a b

Fig. 2 臨床におけるCT-AECの評価（管電流とSDの関係）
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Fig. 3 CT-AEC使用による胸部CT検査の線量低減率（DLP
比較）

Fig. 4 CT-AEC使用による腹部CT検査の線量低減率（DLP
比較）

減効果が大きいことが分かる．胸部においては体軸方

向に条件が変化することにより，線量が必要な肺尖部

分の画質を担保しながら，全体の線量を大幅に低減す

ることが可能となっている．また，腹部ではCT-AEC

を使用することにより線量が増加した群もあったが，

これは従来，画質の最適化がなされていなかったこと

を意味している．現在多くのシステムで位置決め画像

を基準とした条件設定が行われるため，位置決め画像

との呼吸位相の違いにより適正画像が得られない可能

性があること，また撮影部位，疾病による診断可能な

ノイズレベルのエビデンスが示されていないこと等，

いくつかの問題は残されてはいるが，各社スタートラ

インに並び始めた現状を考えると近い将来多くの課題

が解決されるものと考える．

おわりに

　医療における被曝リスクはそれ以上の利益があるこ

とで許容されるが，リスクは最小限にとどめる必要が

ある．適正な画像を得るための，適正な線量を自動的

に機器が設定してくれるのがCT-AECであり，この機

能の導入により一つの基準はできつつあると考える．

また，CT-AECを使用することで被曝が大幅に減少し

たということは，従来私たち検査に携わる者が画質追

求もしくは，被曝に対して無頓着に検査を行っていた

可能性もあり，反省すべきことなのかもしれない．

CT検査の出力画像をアナログ的に表現すると，多く

の施設が真っ黒な写真，もしくは診断に値しない真っ

白な写真をたくさん出力していた，または今も出力し

ているという実態が考えられる．私たちは今までデジ

タルの「功」の部分の恩恵を受けてきたが，今このよう

な機能を使える状態においてデジタルの「罪」の部分を

認識する良い機会とも考える．

　アナログのフィルム濃度から，デジタルのノイズ基

準が今後のAEC機能の指標の一つになることが予想さ

れるが，私たちが装置性能を理解するとともに読影力

の差異による施設間の線量格差が出ないような方向性

を示すことも必要と考える．最適な画質は最適な線量

によりもたらされる．すべての装置へのCT-AEC機能

搭載が義務化されることを期待したい．

参考文献

1）池田　秀：CareDose4Dの使用経験．Rad Fan，2（3），86-89，（2004）．
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石原敏裕
国立病院機構甲府病院放射線科

6．X線CT検査における個々の被検者に合わせた画像表示

緒　言

　複数のDAS（data acquisition system）を有するCT装

置（MDCT：multi detector-row CT）の開発・臨床応用

に伴い，撮影の高速化および画像の薄層化が時代の趨

勢となっている．しかし，撮影の高速化により経静脈

性造影検査における最適撮影タイミングのsweet spot

は狭くなり，造影剤注入プロトコールの標準化および

撮影タイミングの厳密な設定が求められている．ま

た，画像の薄層化により空間分解能が向上した反面，

被検者のサイズによっては画像ノイズが増加し，その

画質改善が急務となっている．つまり，マルチスライ

スCT（以下，MSCT）による高速化と高精細化の利点を

損なわず診断能を向上させるためには，個々の被検者

に適応したデータ収集および画像処理をする必要があ

る．

　本稿では，X線CT検査における検査の適正化に対し

て，上腹部領域において，経静脈性造影検査における

最適撮影タイミングおよび量子ノイズを効果的に低減

させる新しい画像処理フィルタによる画質改善につい

て報告する．

1．MSCTによる高速化

　MSCTによる造影検査，特に肝臓や膵臓などの動態

機能検査や血管系の三次元CT（3D-CT）では，適正な

造影タイミングで撮影することにより，さらに診断能

の高い画像が得られる．操作者は造影剤の動態を把握

し，適切な撮影タイミングを設定することが臨床的に

有用な画像提示を可能とする．

1-1　MSCTの到来

　1990年に登場したsingle detector CT（以下，SDCT）

によるヘリカルスキャンにおいては 1sec/rot，スライ

ス厚10mmにて撮影を行うのがスタンダードであっ

た．1999年，4DAS-MSCTの開発と併せて 0.5sec/rot

撮影が可能となり，撮影の高速化に拍車が掛かった．

そして2002年，16DAS-MSCTの開発により広範囲を

短時間に撮影することによる臨床的有用性が多数報告

された．さらに2005年，64DAS-MSCTにおいては，

超高速に撮影，例えば約200mmの肝臓を撮影する時

間はSDCT約30秒に対し64DAS-MDCTでは約 4 秒で

終了し，いわゆる断層撮影という概念からボリューム

データ取得へと変貌を遂げ，近未来には全身を一瞬に

撮影してしまう日が近いことを疑う余地もない．

1-2　肝臓の血流解剖

　肝細胞がんに対するCT画像診断を行ううえで重要

なことは，肝臓の血流解剖を理解することである（Fig.

1）．肝臓は動脈血と門脈血による二重支配を受けてい

るため（全肝の血流量のうち，肝動脈より25～30％，

門脈より70～75％の割合にあり類洞を介してつながっ

ている）他の臓器とは異なった動態画像を呈する．Fig.

2は，実験用動物（豚）に対し，経静脈性に注入した造

影剤による造影効果の時間的変化（TDC：time-density

curve）を表したものである．造影剤注入後，約10秒後

から腹部大動脈が急速に濃染し，次いで肝動脈，門

脈，肝静脈へと移行していく．注入後約50秒後には，

腸管系動・静脈を循環し門脈濃度が上昇し肝動脈と門

脈の濃度は逆転する．血流の二重支配を受けているが

ゆえに，経時的に濃度差が変化することになる．

　一般的に人体において造影剤は，注入開始後30～60

秒後で末梢の動脈に到達する．動脈相とは，検査目的

部位の動脈内に造影剤が存在している間で約10～15秒

間持続し，その後急激に低下する．大部分の造影剤

は，末梢組織において直ちに血管外に漏出する．肝臓

においては，門脈を経た造影剤と緩和され肝実質が強

く濃染される．門脈相とはこの時間をいい，約30秒間

持続する．そして造影剤注入後，3～5 分後に血管内

と細胞外液中の造影剤濃度が平衡状態となる．この時

間を平衡相という．その後，造影剤は腎臓から排泄さ

れる．肝細胞がんの検出を行う際は，その血流時相を

的確に捉え，各血流が優位となる相にて撮影を行わな

ければならない．

1-3　造影剤モニタリング機構

　自動的に適正なタイミングで撮影を開始する方法と

してcomputer-assisted bolus tracking（以下，bolus track-

ing法）を用いる方法などが数多く報告1，2）されてい

る．bolus tracking法は，あらかじめ設定したCT値

（hounsfield unit：以下，CT値）に到達するまで，造影

剤の流入をモニタリングし，設定したCT値に造影剤

が到達する時間の違いにより撮影開始時間が設定され

る被検者個々の血流動態を考慮した手法である．bo-

lus tracking法は，造影剤の到達時間を正確に検知し，

その時点からの経過時間を規定し撮影を開始する非常

に有用な方法である（Fig. 3）．

　Fig. 4は上腹部疾患疑いでbolus tracking法下に検査

が施行された，100例における動脈優位相の撮影開始

時間の統計結果である．CT装置はAquilion 16



日本放射線技術学会雑誌

第 61 卷　第 10 号

1388

（Toshiba），造影剤モニタリング機構としてReal Prep.

を使用した．平均撮影開始時間は造影剤注入後37.9秒

後に対し，最短では32秒後，最長では58秒後と被検者

により大きく異なることが示されている．bolus track-

ing法の使用は，被検者個々の血流動態に適応し，造

影剤を効果的に利用できることを意味する．

1-4　被検者間の造影効果

　被検者個々の造影効果を比較する方法として

“enhancement unit（EU）”と“造影効果指数（CE index）”

が報告3）されている．bolus tracking法により撮影を開

始した症例のうち，同一時間に撮影が開始された10症

例のTDCを比較し，さらにCE indexを用いて比較した

（Fig. 5，Table）．トリガーのかかったCT値を 1 に正

規化したTDCの傾きは，被検者間で異なっている．ま

た，この10症例のうち，体重が同程度の 4 症例につい

てCE indexを比較すると造影効果には違いが認められ

た．つまり，bolus tracking法下において，同一開始時

間かつ同体重の被検者間でも造影効果に違いが認めら

れたことは，TDCの傾きが造影効果に影響することが

示唆された．これは，トリガーがかかった後のディレ

イタイムが最適化されていないことが考えられ，現状

では造影剤の到達を正確に検知したにもかかわらず，

被検者個々の循環動態に完全には適応しているとは言

いがたい．

　重要なことは，MSCTの高速化がより高精度な撮影

タイミングへと波及した現象であり，この問題点の解

決が相乗的に診断能の高い画像提示を実現することを

意味する．なお，傾きから最適な造影効果を得るため

のディレイタイムの設定について，造影効果の標準化

と再現性を求め検討中である．今後の報告に期待して

ほしい．

2．MSCTによる薄層化

　MSCTによる画質特性は，検出器の多列化（薄層化）

Fig. 1 肝臓の解剖模式図（国立がんセンターホームページよ
り引用）
全肝の血流量のうち，肝動脈より25～30％，門脈より
70～75％の割合にあり類洞を介してつながっている．

Fig. 2 実験動物（豚）による肝臓のTDC（time-density curve）
造影剤注入後約50秒後には，腸管系動・静脈を循環し
門脈濃度が上昇し肝動脈と門脈の濃度は逆転する．

Fig. 3 Real Prep.（Toshiba）概要
あらかじめ設定した閾値に到達後，一定時間を介して
撮影が開始される． Fig. 4 bolus tracking法により検査施行した100例の撮影開始

時間
平均撮影開始時間は造影剤注入後37.9秒後に対し，最
短では32秒後，最長では58秒後と被検者により大きく
異なることが示されている．
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に伴い空間分解能が飛躍的に向上した．しかし，被検

者のサイズによっては線量不足となり，画像ノイズが

増加し結果的に診断価値の低い画像となる．

　一般的に，画像ノイズを低減する方法として平滑化

フィルタが用いられる．しかし，平滑化フィルタは画

像全体に一元的にかかるために，ノイズを低減する反

面コントラストが低下し，検出能を低下させる恐れが

ある．これに対し，画像のエッジ強度に応じて鮮鋭化

画像と平滑化画像を混合し，かつボリュームデータに

対応した3Dフィルタ（以下，量子ノイズ低減化フィル

タ4，5））が開発されている．

2-1 量子ノイズ低減化フィルタ（quantum denoising

filter）の基本原理

　量子ノイズ低減化フィルタは，ボリュームデータに

対して，3D畳み込みフィルタを使用し，エッジ強度

が強いほど鮮鋭化画像の混合を，弱いほど平滑化画像

の混合を高めることで，画像のエッジを強調しながら

ノイズ除去を実現するアダプティブフィルタの一種で

ある（Fig. 6）．

　東芝より提供されている量子フィルタは，まず元画

像よりエッジ成分を抽出（エッジ抽出）．その後，平滑

化（ノイズ成分を低減させるスムージング処理）した画

像と鮮鋭化（エッジを強調させるエンハンス処理）した

画像を作成し，画像内の各ピクセルのエッジ強度（エ

ッジ強度を 0～1 に変換）に応じた割合（抽出されたエ

ッジの強度比から鮮鋭化された画像を使う割合）で平

滑化画像と鮮鋭化画像を合成（1 ピクセルごとにアダ

プティブに実施）し，出力画像とすることでエッジを

残しつつノイズを除去する処理としている．量子ノイ

ズ低減化フィルタを調節するパラメータは，大きく分

けて 5 種類存在する．平滑化画像を作成する際のXYZ

のカーネルサイズ（ボクセルサイズ），これはXY方

向，Z方向それぞれ指定することが可能である．その

後，平滑化フィルタの形状を表す係数，鮮鋭化画像を

作る際の鮮鋭化係数を設定する．最後に前述の二つの

画像を合成する割合を決めるカーブのパラメータを選

択し設定する．

2-2　量子ノイズ低減化フィルタの効果

　Fig. 7は，量子フィルタのパラメータの違いを示し

たものである．各画像は，元画像の低コントラスト分

解能評価用ファントム（MTH型：京都科学）画像に対

し，量子ノイズ低減化フィルタにて処理したものであ

る．自作設定した 7 種のフィルタパラメータを適宜選

択することによりノイズレベルを調節することが可能

であり，目的とする画像SD：standard deviations（以

Injection delay time; 36s - Scan start

    ; CE index

 WR ; 297.55（xx.x） ; #

 SN ; 263.48（xx.x） ; #

 ST ; 236.08（41.2） ; 262.88

 AK ; 384.13（52.8） ; 548.16

 WY ; 283.54（59.0） ; 452.13

 FS ; 365.99（67.7） ; 669.66

 FK ; 321.80（52.0） ; 452.26

 KK ; 393.88（56.0） ; 596.14

 SM ; 354.11（39.0） ; 373.25

 NM ; 328.04（51.0） ; 452.16

 TK ; 291.52（70.0） ; 551.52

 NT ; 266.30（52） ; 374.26

Fig. 5 同一時間に撮影が開始された10症例のTDC
トリガーのかかったCT値を 1 に正規化したTDCの傾
きは，被検者間で異なっている．

Table 同一時間に撮影を開始した10症
例のCE index
10症例のうち，体重が同程度の

              4 症例についてCE indexを比較
すると造影効果には違いが認め
られた．

Fig. 6 量子フィルタ（quantum denoising filter）の基本原理
画像のエッジを残しながら画像ノイズを除去するため
に画像のエッジ強度に応じてエッジ強調画像と平滑化
画像を混合して出力する3Dフィルタ．
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Fig. 7 低コントラスト分解能評価用ファントム画像に対し 7
種の量子フィルタパラメータにて処理を施した画像
目的に合致させた量子フィルタを選択し，適応するこ
とにより臨床的効果を導く可能性が示唆される．

Fig. 8 400mA相当・200mA相当画像に対し量子フィルタ処理
を施した低コントラスト分解能評価用ファントム画像
量子フィルタによりCNR・SDが向上していることが
確認できる．

Fig. 9 400mA，200mA画像における量子フィルタ処理前後画像に対
するWiener spectrum解析
各mAに+表示してあるものが量子フィルタを施したものであ
る．量子フィルタにより高周波成分が低下していることが確認
できる（名古屋大学医学部保健学科　市川勝弘先生ソフト借
用）．

下，SD）を指標として，パラメータのテーブル

を構築した．

　上腹部領域を模擬した撮影条件（SD≒11：

400mA相当，SD≒17：200mA相当）にて撮影し

た低コントラスト分解能評価用ファントム画像

に量子フィルタ処理を施した（Fig. 8）．画像SD

の違いによる密度分解能をCNR：contrast-to-

noise-ratio法（以下，CNR）6）により各線量につい

て算出し比較した結果，400mA相当の場合

0.597（SD：11.4）を 0.797（SD：7.75），200mA

相当の場合 0.351（SD：17.1）を 0.557（SD：

11.9）と向上させることが可能となった．また，

元画像とフィルタ処理後画像のWiener spectrum

解析を行った結果，量子フィルタ処理後画像は

高周波成分の信号強度を低下させることが可能

となり，ノイズ成分を平滑化することができた

（Fig. 9）．200mA相当の画像に量子フィルタ処

理を施すことにより，400mA相当の画質に近づけるこ

とができ，少ない線量で画質を向上させる効果が得ら

れることが示唆された．臨床的には，量子フィルタを

用いることにより被曝低減効果があることが考えられ

る．また，極端に大きな体格の被検者についてはCT

装置の最大定格を超えてしまう場合もあるが，量子フ

ィルタを用いることにより画質改善の可能性がある．

　CT装置の進歩とともに医療被曝は増加の一途をた

どっている．昨今の医療被曝問題7）については新聞報

道され医療被曝に対する国民の関心も高まってきてい

る．特にCT装置による医療被曝は装置の進歩ととも

に増加傾向である．医療被曝の低減は急務であり，一

定の画質を保持しながら被曝線量を低減させることが

可能である量子フィルタは臨床において有用であるこ

とが示唆された．

3．結　語

　MSCTの高速化に伴い肝臓の血流動態解剖からの造

影タイミングについて述べた．CT技術の進歩に伴い

造影タイミングのsweet spotが非常に狭くなってきて

いる．撮影タイミングの精度向上のため，bolus track-

ing法の応用など被検者個々の血流動態を反映し，最

適撮影時間を捉え，検査目的に合致させた造影剤の有

効活用が撮影技術を進化させる．また，MSCTの高精

細化および高速化に伴い画像ノイズの増加は避けきれ

ないものとなってきており，臨床における量子フィル

タの有用性が示唆された．フィルタ処理技術を応用

し，画像ノイズの低減および線量不足領域への補償な

ど被検者個人に対する撮影条件の設定が画質保障と被

曝責任を担い，エビデンスガイドラインの構築と被検

者への還元につながる．
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