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ですよね Tlの方はどんな具合いですか.

山崎 Tlも撮っているんですが Tlの万はもLとも上

TRの時間が非常に短いので,特をこブァ-ス トだから特

別,撮像時間も短 くはありません.

司会 IR法という Tlに似た像を得る方法がありま

すが,それはお使いになっておりませんか.装置によっ

て出来るのと出来ないのがあるんですか.撮像時間を従

来の半分以下に滅 l二,して しかも Tlよ;)かなり:1ント

ラス トのついたいい ⅠR像が得 られる装置が出てお り

ますが先生の所では出来ないので しょうか.

山崎 使っておりませんのでお答えできません.
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司愈 そのほかございませんでしょうか.どうもあり

りまして次に高速 CT ということでご講演いただきた

いと思います.今は MR も時間が短縮 さ.hたとし､うお

話でしたが.Crの万も非常に時間が短縮 さかまして.

なってきております.この機械は,長岡の赤十字病院に

いち早 く入-1ておりまして清野先生が経験恩富でござい

ますのでお議いただきたいと思います,よろしくお願い

いたします.
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高速 CT.-IJ-h′LCT

本院では 1992年9月より横河 メデ rカ′し社製 CT

｢proSeed｣を導入 し運周にあたっている.従来機橡をこ

比 した一一番の特徴はそtT)スキャン時間の短さにある.加

えて 1993年 5月からはバージョソアップにより- リカ

ルスキャソも可能となった.今回は最初をこ,高速 CT 盈
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ぴ- リカル CT の基本と各々の韓数を述べ,ついでス

キャン時間が短い二王が具体的にどうし､･-)ことなのか.

臨床にもたらすメリットはどんなことがあるのかという

ことを検討する.最後に実際に日常診療でこかを使用 し

ている放射線科医から見た現状の問題点とこれからの展
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望をこついて考える.

PTOSeedは 1秒スキャン, 1秒テ-プル移動,すな

わち2秒で 1スライスの撮影を可能とした.当院の従来

機種は横河 メディカル社製 CT-9200であったが,これ

は まスキャソに5秒を要 し,更に次の撮影までに15秒程

度の間隔を要 した.おおよそ 1分間をこ2.5枚の撮影が可

能であ-､たと考えて良い.通常肝の撮影には 10mm 摩,

lOmm 間隔で15回程度L')てキャンを必要とする.従来

機では約 6['l問を要 していた検査が.わずか3O秒ほどで

終了 して しまうことをこなる.これを可能とした技術は 1

秒 1回転しT)て■Ll,イりン'fL技術であり.大背球容量のX

線管である.こLT)例に代表される様に高速 スキャンの特

徴は撮影時間LJ)短縮とし､′)こLT)1点に-.-きる.すべての

メリットはここから生 じるといって屯過言ではない.

具体的をこ,撮影時間の短縮により屯たらされたものは

画質の向上である.これは,呼吸や体動等L')動 きによる

アーチファク トが減少することによる.また血管造影上

の動脈相に相当する早い位相で血行動態をとらえること

が可能となった.従来機種でとらえることが困難であっ

た位相を比較的容易に見ることができる様になったこと

は,広い意味での画質の向上と考えられる.

撮影時間の短縮は,ひいては息止め時間の短縮,また,

造影剤の節約となり患者の負担軽減-とつながる.検査

患者数 も増加 し いわゆるスル-プットの改善となる.

二十日こ加え,,f本斡を連続的に .一定速度で休軸方向-移

動 させるテ-プル移動技術の開発により, 1回の息止め

で 目的とする部位の撮影がで きる- Uかル CT が可能

となった,ヘ リカル CT はまた任意の位置での画像再

構成ができ,従来法に無い,継 ぎ目LIT)無い画像を作るこ

とができるようになった.

具休的にはこか吊 ')高速 CT を用し､ることで.肺癌

における肺門部 リンパ節の評価書騨尾部の小鰐癌の描出,

肝細胞癌の動脈確での緒と払 上腸間膜動脈翻 こカテ-チ

ルをおき肝内の門脈彪流をみる CT 下級動脈性門脈造

影 (CT-APlに大きな成果を収EVlている.

- り-I),し(T は改良さかた11ト,-川 ン'/型高速 CT

紘,正確なテーブル移動の技術が合体することで可能と

なった.この CT の特徴 としては,1)体軸方向の連続

性が保たれていること,2)任意の位置での画像再構成

が可能であること,3)三次元画面-の対応が開かれる

ことが上げられる.

1)については,従来の方法では,息止めと息止めの

問で,大 きな体軸方向での画面のずれが,特に短いスラ

イス間隔の場合見られることがあったが,ヘ リカル CT

では対象を一回の息止めでスキャンするため画像の連続

性が保たれる.更に撮影後の画像処理で,任意の位置で

の画面を作成できるため,従来法での画面と南面の間の

画面,いわば隙間の画面を,見ることができるようになっ

た. くわえて,これらの薄 く切った横断面を多数重ねあ

わせることにより詳細な三次元画面作成-の道が開かれ

た.

しか し,ヘ リカル CT にもまだ問題は残 る.まずひ

とつは,空間分解能の低下である. これは体軸方向-一

定速度でテ-ブルを移動させるという方法上,避けられ

ないことである.チ-プルの移動速度を遅 く,かつスラ

イス幅を薄 くすれば,ある程度の補鱗は可能であるが,

すると今度は-回の恩疫めによる撮影範囲が減少するこ

とをこなる.通常テーれ レ移動速度とスライス幅は同一に

しているLT)で (何日 10mm 秒十--TL'′｣移動.10mm -1.

ライ畏縮)酸素吸入等の特別な処置を しない場合,撮影

範鍔はおのずと限られて くる.

また予ヘ リカル CT は連続的に撮影を行 うた軌 Ⅹ

線管球にかなりの熱が発生する.各 メーカーとも大容量

碍管球を使用 しているが,それでも撮影には管球の冷却

のためにある程度の待ち時間が必要 となる, 日常のル-

テンワ-タとして使用するには,まだこの時間が濃すぎ

ると思われる.管球-の免荷にともない,撮影条件 (mAS)

に制限が加わることが多 く,体格のよい症例ではぎらつ

いた印象の画像 となることが澄まある.

直接には- リカル CT 本体の システムとは無関係で

あるが, これらをサボ--卜するコンビュ-タ…にもなお

一層の処理能力を期待 したい.任意の画面が再構成でき

ることにより,従来よりも画像勉理枚数が端的に増加 し

すでに画像枚数は2倍となるのである.撮影の速 さに,

画像処理がついていけない印象が非常にある,再構成時

間の短縮,撮影画像の リアルタイム蓑示化の早急な実現

が望まれる.

CT の進歩は,スキャン時間の短縮,画質の向上,過

応の拡大にある.その意味で太管球審塵のスリップリン

グ CT はこれからの主流になると考えられる. これに

チ-プル移動を加えた- リカル CT は,更なるスキャ

ン時間の短縮と連続性のよい横断面を提供するようになっ

た.- ■卜!]/LCT には∴ 空間分解能の相対的低下.管

球冷却時間の延長等の問題 もあるが,サボ… 卜するコン

ビュ-ターの処理能力の更新とともにこれらが改善され

てい削 ぎ,尚-層の発展を望むことができると考えられ
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る.

司会 非常をこ速いスピー ドで撮っておられまして学動

脈相が骨離 して見える像あるいは呼吸等のア…テファク

トが少なくて非常にシャ…プな像を見せてもらいました.

また,私の所のような病院ですと-ヶ月先も予約の詰まっ

ているような状態ですが毎日予約なしでも余力があると

いうようなうらやましいお話でございました.これに関

してご討議やご質問ございましょうか.-リカルスキャ

ンということに対 しては疑問を呈 しておられますが症例

に応 じて使い分けをなさるということが先生のお考えと

推察 しました.それではどういう所に使いたいかあるい

は使 った方がいいとお考えでしょうか.

清野 期待 しておりますのは,比較的換気容量が少な

くてすむ肺の領域ですれ 体軸方向の連続性がよく保た
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れていることと,比較的管球をこ対する免荷が少ないとい

うことで肺がヘリカルのいい対象になると思います.加

えて 3D の ソフ トもいっそ うの改良を願いたいんで,

ぜひ肺のいい画面がヘ リカルのいい特徴になるんではな

いかと私は考えております.

司会 どうもありがとうございました,いかがでござ

いましょうか.無げわは最後に放射線性医薬品とスペタ

トということで立川綜合病院内科の石黒先生お願い しま

す,ご承知の通 り放射性医薬品は,次から次-と開発さ

れて市場をこ出てきております.その辺の新 しい知見をお

教えいただきたいと思います.同時に,立川綜合病院で

は3検出器のスペグ トが県内では初めて入っておりまし

てその結果がまとまる時期でもありますので,もしその

結果が出ましたらお教えいただけるとありがたいと思い

ます.
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