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要旨
本研究の目的は，頭部 四次元 computed tomography (four dimensional CT: 4DCT) において画質を改善する手法の有用性を確認することである．また，新たな虚血評価
手法の開発と有用性を検証することである．造 影剤を用いて血行動態を観察する 4D-CT 血
管造影 (4D-CT Angiography: 4D-CTA) では，脳動脈の血行動態と側副血行動態の観
察が容易になり，虚血性脳血管障害の診断に有用な情報を提供する．しかし，4D-CT は連
続で撮影をするため，放射線量を抑えた撮影条件が一般的である．臨床におけるプロトコー
ルの設定については，より低い放射線量の設定が推奨される．したがって，画像ノイズが他の
CT 検査と比較して多いことも特徴である．画像ノイズは，微細な血管の観察において妨げに
なるため，より少ないことが望ましい．つまり，画像ノイズの低減は 4D-CT における皮質枝の
評価にとって重要な問題である．この問題の解決のため，4D-CT の特性を活かし，画像を時
間軸で加算平均して画像ノイズを低減させる temporal average (TA) 法を考案した．TA
法の有用性について，同じく画像ノイズを低減させる別手法を対象に，頭蓋内微細血管の
描出について 14 症例の脳血管 4D-CT を用いて比較した．その結果，TA 法はノイズと空
間分解能について良好なバランスをもたらし，皮質枝の視認性を顕著に改善した．
次に，4D-CT の画像を用いて新たな虚血評価手法の開発と有用性を検証した．CT 検査
における脳血流評価は，ヨード造影剤の脳内循環をあらわす CT Perfusion (CTP) が広く
臨床応用されている．その解析計算は，造影剤が脳組織に到達してから通過するまでの時
間で理論上，解析される．解析は正常血管を基準として全脳組織の造影剤の流れが評価さ
れる．したがって，頚部など近位血管に狭窄などが存在する場合，頭蓋 内にもともと存在する
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正常血管との造影剤の流れの差を，更に助長する可能性がある．したがって，解析法にはさ
まざまな諸問題に対応した手法が提唱される．しかし，解析法の多さは，灌流画像として異な
る結果を示すことも考えられる．申請者は解析法に依存しない新たな灌流評価用画像
(phase ratio image map: PI map) を考案した．PI map の有用性について，慢性期の
虚血性脳血管障害 20 症例の患側健側比において PI map と positron emission
tomography-cerebral blood flow (PET-CBF)を比較した．その結果，PI map は CTP の
灌流マップよりも PET-CBF と強い相関を示した．したがって，PI map は灌流評価用画像と
して有用であることが示唆された．
急性期脳虚血において Multiphase CTA (MP-CTA) は，頭蓋内血管を迅速に画像化
する手法として確立される．また，側副血行を評価する迅速かつ使いやすい画像診断ツール
である．頭蓋内血管を塞栓子が閉塞する心原性脳塞栓症の血栓回収療法では，早期の最
開通であるほど予後良好な確率が高いとされる．したがって，頭蓋内血管の画像化は迅速か
つ正確であることが望ましい．MP-CTA では，血管描出領域の欠損が広汎ではない場合を
再開通で予後が良好となり得る患者として取扱っていた．MP-CTA では早期相と遅延相に
よって，頭蓋内血管の最末梢である脳軟膜動脈 の描出と造影強度の左右差が，経時的にも
評価可能である．こうした遅延相の付加は，詳細な病態評価において有用であることが明ら
かにされている．急性期 脳虚血において脳梗塞領域の画像的な評価は，核磁気共鳴画像
の拡散強調像や単純 CT，また CTP の cerebral blood volume (CBV) が一般的である．
一方，CTA では頭蓋内血管の欠損領域から，脳梗塞領域を予測せざるを得ない．MPCTA で客観的に脳梗塞領域の評価が可能ならば，より正確な病態評価 の手法として患者
予後の向上に寄与するであろう．この問題点の解決策として，PI map を応用した脳梗塞領
域の特定を簡便に行うことが可能な新しい後処理アルゴリズム (phase ratio map: PR
map) を開発した．開発手法の提案と有用性を評価することを目的 に，脳梗塞領域を特定
するカットオフ値について検証した．その結果，PR map の値においてカットオフ値 が 0.1 以
下であれば，CTP-CBV と関連した脳梗塞の領域が面積として特定可 能であった．この結果
より，MP-CTA で作成されたカットオフ値が 0.1 以下での PR map の脳梗塞領域は，4DCT で作成された CTP-CBV と同様の脳梗塞領域評価が可能であることが示唆された．
PR map において CTP-CBV と同様の脳梗塞領域が特定可能であった．ただし，従来の
MP-CTA における評価 との関連については明らかにされていない．MP-CTA による病態評
価との比較によって関連性が明らかになれば，PR map は簡便かつ客観的に MP-CTA 画
3

像で虚血の病態評価が可能なツールとして，有用性が確立できると考える．したがって，MPCTA の従来評価手法である視覚評価結果と PR map の脳梗塞領域を比較し，PR map の
病態評価における有用性を確認することを目的として検証を行った．その結果，視覚評価結
果である MP-CTA スコアが低下して病態が悪 いほど，PR map の脳梗塞領域は広がりをみ
せた．また，脳梗塞領域 の広がりは各 MP-CTA スコアの症例群における平均値で有意差を
示した．以上の結果より，PR map は簡便かつ客観的に MP-CTA 画像である早期相画像
および後期相画像 で虚血の病態評価が可能であることが示唆された．
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第1章
緒論
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1.1 心原 性脳 塞栓 症と画像診 断
脳卒中は日本人の死亡原因として，癌，心疾患についで第 3 位
は第 1 位である

2)

1)

，寝たきりになる疾患で

．そして，心疾患の発症率との比較では 3～10 倍の発症率を有 する

3)

．な

かでも，脳 梗 塞 は脳 卒 中 の病 型 において，年 々増 加 している疾 患 である． 近 年 では発 生 機
序が異なる脳梗塞が脳卒中の病型別頻度において上位 3 位を占める．その割合は，アテロ
ーム血栓性梗塞 が 24.1％，ラクナ梗塞 が 22.7％，心原性脳塞栓症 が 19.2％であり，脳卒中
全体の 2/3 を占める 4) ．治療 は，病型 と発症時期において様々である．
急 性 期 脳 梗 塞 おいて，心 原 性 脳 塞 栓 症 は特 に診 断 と治 療 戦 略 の決 定 に迅 速 さが求めら
れる．その発症 は，不 整 脈によって心 腔内 に生じた血 栓 が脳主 幹 動 脈を閉 塞して起 こる．閉
塞 した血 管 の抹 消 側 では，血 流 が滞 るため急 速 に梗 塞 巣 が完 成 する．したがって，早 期 の
血 流 再 開 には，血 栓を取 り除 く治 療 が有 効である．組 織 プラスミノーゲン活 性 化 因 子 製 剤 は，
血栓を強力に溶かして症状を改善させる効果を有し，使用の適応時間 は 4.5 時間以内と定
められている

5)

．また，血栓回 収療法は，血 管 内カテーテルを使用して高い確率で血栓を取

り除いて再開通させる効果を有し，使用の適応時間は 8 時間以内と定められている 6) ．
適 応 時 間 が定 められた心 原 性 脳 塞 栓 症 の早 期 治 療 では，発 症 から治 療 までの時 間 をい
かに短 くできるかが重 要 である．そのうち，早 期 治 療 の適 応 における判 断 決 定 にも迅 速 さが
求められる．適 応 は，診 察 による身 体 状 況 評 価 と種 々の検 査 による診 断 結 果 で決 定 される．
種々の検査 のうち，画像 検査は診断への寄与が大きく，今日では心原性 脳塞栓 症 の診断に
欠かせない重要な役割を担っている．
画像診断における第一の目的は梗塞巣の検出である．Magnetic resonance imaging（MRI）
による拡散強調画像（diffusion weighted image: DWI）は非常に高い検出感度を有する 7) ．
そのため，今日では脳梗塞の画像診断において MRI が検査の第一選 択となることが多い．
しかし，強力な磁 場を有 する MRI は，体 内インプラントのいくつかが検 査の禁 忌とされる．ま
た，検 査 によるインシデント・事 故 を未 然 に防 ぐために，体 内 インプラント，装 飾 品 ，衣 服 など
に関するさまざまな事前 チェックがなされる．そうした検査前 の患 者情 報 の取得 に要する時間
は，検査にかかる時間を延長させる．
Computed tomography（CT）検査は簡便性に優れ，MRI のように体内インプラントなど検査
への制限が無いこと，スループットが優れることが特徴である．したがって CT 検査は迅速な診
断 および治 療 適 応 の判 断 が求 められる場 合 に有 用 である．そのため，急 性 期 脳 梗 塞 では必
ずしも MRI が画像 診 断の第 一 選択とはならない場合が多いと考えられる．実際，血 栓回 収
9

療法 の有 効性を実証した大 規模 研究では，すべての研究 において CT 検査で患者 の治 療
適 応 が決 定 されている

8-12)

．こうした心 原 性 脳 塞 栓 症 における治 療 戦 略 の進 展 にともない，

CT で画像診断を行うケースが特に欧米において主流となりつつある

13)

．

CT 検査による脳梗塞の診断は，頭部単純 CT に次いで，脳血管の閉塞や狭窄の有無，
さらに閉 塞血 管の末 梢 側について皮質枝の描 出と側副血 行路 の評 価 が行われる．この場 合，
血 管 内 のコントラストを向 上 させて診 断 をしやすくするために，ヨード造 影 剤 が静 脈 投 与 され
る．撮 影 は目 的 部 位 への造 影 剤 の到 達 を確 認 して開 始 される．従 来 は，ヘリカルスキャンに
よって寝台を移動しながら目的部位が含まれるように撮影が行われた．
血管情報の撮影方式は CT 装置の技術発展によって進展を見せている．近年では CT の
検出器において体軸方向幅に相当するデータ収集機構は多列化され，最大で 160 mm の
幅を有する CT 装置が存在する．こうした CT 装置によって，寝台を移動せずに 160 mm の範
囲を連続して撮影する 4 次元 CT（four dimensional CT: 4D-CT）検査が可能となった．また，
造影剤を用いて脳血管を通過する様子を観察する 4D-CT 血管造影（4D-CT Angiography:
4D-CTA）は脳梗塞の診断に有用な情報を提供する．

1.2 4D-CT の概要
CT 装置において人体を透過した X 線を受け取る検出器は，この 20 年ほどで飛躍的に
列数が多列化した．従来，体軸方向を広範囲に撮影する場合は，寝台の移動をともなうデー
タ収集が必要であった．一方，160 mm の検出器 を有する CT 装置では，その範囲内におい
ては，寝台が移動することなく検出器の 1 回転分 のデータ収集で 160 mm を撮影可能であ
る．
1 回転分のデータ収集で 160 mm を撮影することは，繰り返し撮影によるボリュームデータ
を用いた動態評価，つまり 4D-CT を可能にした．4D-CT による動態評価 は，脳や心臓，肝
臓，更には肺などの臓器において，従来の形態評価より詳細な病態情報を付加できる．4DCT の詳細な病態情報 は多くの領域で臨床的に有用であることが報告されている

14-16)

．

頭部領域の 4D-CT では，造影剤を用いた血行動態評価が主に行われる．造影剤は静脈
より注入され，頭蓋内血管を含む全身の血管系におよぶ．血管に何らかの疾患がある場合
は，その動態が変化する．したがって，造影剤の動態を 4D-CT で観察することは，脳卒中や
血管奇形などの病態評 価に有用な情報を提供する．特に虚血性脳血 管障害では 4D-CTA
の血行動態および CTP の灌流評価が，全脳で評価可能である．これらの検査は一回の検
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査における情報量の多さから，広く臨床応用がされている．
1.3 4D-CTA の作成と評価方 法
4D-CTA は，定義したマスク画像 によるサブトラクション処理で作成される．一連の 4D-CT
データ（4D-CTA source image: 4D-CTA SI）について，まず造影剤が存在しないマスク画像
を定義する．そして，造影剤が到達した 4D-CTA SI からマスク画像を減算（サブトラクション）
する（Fig.1-1）．基礎原理は digital subtraction angiography（DSA）と同様である．肘静脈よ
り造影剤を注入した直後から，造影剤が頭蓋内の脳血管を通過するまで 4D-CT による撮影
を行う．撮影後のデータは先に述べたとおりサブトラクションを行う．サブトラクションされたデー
タは，一般的に最大値投影（maximum intensity projection：MIP）で表示され，動画として
4D-CTA の評価が可能になる．
4D-CTA では形態的および動態評価が可能である．脳虚血は頭蓋内 血管の狭窄および
閉塞が起因するため，形態的に狭窄および閉塞 した部位が 4D-CTA で確認できる．また，そ
れらの部位の末梢側では，血流の低下による側副血行路の発達が予想される．側副血行路
の発達は，軟髄膜吻合というはたらきが機能している．虚血領域の血流を補うために，正常な
血管支配領域の末梢血管が拡張して，逆行 的に虚血領域の血流を補う．4D-CTA ではその
ような末梢血管の様子が動態評価できる．

Fig.1-1 4D-CTA の画像処理の概要
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1.4 CTP の概要と解 析 計算
CTP では，灌流画像の 取得にデコンボリュー ション解析計算が行わ れる

17)

．具体

的には，正常な脳血管 による動脈入力関数（ arterial input function： AIF）と脳組織
の時間濃度曲線（time-enhancement curve：TEC）によるデコンボリューション処理
で伝達関数を得て，脳 血流量（ cerebral blood flow：CBF），脳血液 量（ cerebral blood
volume：CBV），平均 通過時間（ mean transit time：MTT）の各灌流画像を得る． 一
般的には，伝達関数の 高さが CBF，カーブ下面積が CBV，幅が MTT に相当すると
される（Fig.1-2）．こ の解析計算は画素単位 で行われ，灌流画像の 画素値として反
映される．
虚血によって造影剤の 流れ が遅延すると，脳 組織にお ける TEC の形状は 正常より
も平坦化する．さらに 虚血が進んで脳梗塞に 近い状態では， 造影剤 の増強効果が得
られず，脳組織の TEC は形状的にフラット になる． この変化はデ コンボリューショ
ン処理によって伝達関 数 に表される．虚血で は 伝達関数の形状は間 延び し，脳梗塞
では伝達関数はほぼフ ラット になる．そして ，伝達関数の状態は灌 流 パラメータに
反映される．虚血では 伝達関数の高さであ る CBF は低下し，幅である MTT は延長
する．また，脳梗塞に 近い状態では ，CBF および CBV は大きく低 下する．
急性期脳梗塞におけ る CTP では，各灌流画像において血流の低 下が示唆される領
域を比較して病態を評 価する． CBV の低下領域は脳梗塞に陥った 領域としてみなさ
れる．この領域は不可 逆的なものとされ，回 復が望めない領域とさ れる．一方，
CBF が低下した領域と MTT が延長した領 域は，不可逆的な領域 も含みながら，血
流は低下しているもの の，可逆的な領域であ るとされる ．このよう な領域は治療に
よって回復が期待でき るとみなされる．
急性期脳梗塞の治療で は， CTP の灌流画像で予後を予測し治療の適 応を判断す
る．CBV の低下と CBF の低下および MTT の延長した領域がマッ チしていれば， 血
流が低下した領域はす べて脳梗塞とみなされ る．この場合は治療が 行われないのが
一般的である．一方， ミスマッチした場合は ，CBV の低下した領域の外側を CBF
の低下および MTT の低下した領域が広く覆 う． CBV と CBF および MTT がミスマ
ッチした領域は血流低 下が著しいが再開通に よって脳梗塞に至らず に救済できる可
能がある領域とみなさ れ，画像的な 虚血ペナ ンブラ と称される（Fig.1-3）．
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Fig.1-2 CTP のデコンボリューションと虚血による伝達関数の変化
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Fig.1-3 急性期脳梗塞 （左中大脳動脈閉塞）の CTP 画像．左：CBF, 中:CBV, 右：MTT
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1.5 MP-CTA による病 態評価
4D-CT は従来の 3 次元 CT（three dimensional CT: 3D-CT）の形態情報に動態情報を付
加できる．一方で，4D-CT のデータは時間軸において膨大な情報量を有する．その情報量
の多さは，画像再構成など画像表示までの時間を圧迫しかねない．特に，血栓による閉塞か
らの早期再開通を目指す血栓回収療法では，頭蓋内血管の閉塞部位と側副血行路の評
価において，画像診断 の正確さと迅速さが求められる．したがって，簡便 でありながら動態に
近い情報を得ることを目的とした multiphase CTA（MP-CTA）が，近年，血栓回収療法の適
応判断において有用であると報告されている

18)

．

近年，多相撮影によって動態に近い情報を得ることを目的とした MP-CTA は，血栓回収
療法の適応判断において有用な画像表示手法であると報告された

19)

．この撮影方法の目

的は，虚血で血流が低下したことによって造影剤の到達が遅延する領域を評価することであ
る．一般的には，通常の動脈相後に遅延相を追加で撮影する（Fig.1-4）．追加された遅延相
では，造影効果の遅延によって正常な血流領域よりも遅れて描出される皮質枝と側副血行
路が観察できる．2 回の撮影による血管描出の違いを評価して，簡便に灌流相当の情報を
得ようとする撮影方法である．撮影は 2 回で済むため，4D-CTA よりも時間軸 の情報は少な
い．画像再構成から画像表示に至る時間 が短いことも特徴である．
MP-CTA において，血管描出の評価は視覚的に行われる．一般的には，虚血側の血管
描出において正常側との差を比較して評価される．主な評価項目は，正常側に対する血管
描出の遅れ，描出血管 の本数差，および描出血管の領域欠損の有無などである．評価結果
はスコア化される．血栓回収療法においては，再開通による予後予測をスコア分類で予測で
きることが示されている

18)

．

Fig.1-4 左中大脳動脈閉塞症例の MP-CTA 画像．左：早期相，右：遅延相
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4D-CTA，CTP および MP-CTA を用いた多様な評価は，脳梗塞の診断において有用であ
ることは明らかである．しかし，より良い検査手法とするために，改善を要する問題点も存在す
る．１つは，画像ノイズである．連続して撮影する 4D-CTA は 1 検査あたりの撮影線量を増加
させる．つまり患者の被ばく線量が増大する．そのため，臨床のプロトコールでは放射線量 の
低減が推奨される．一方で，低線量であるほど画像ノイズが増加する．4D-CTA において画
像ノイズの増加は血管描出の妨げになるため，その対策は重要な問題である．
次に，CTP は計算解析において厳密に標準化 された手法が存在しない．同じデコンボリュ
ーション法 にも様々な手 法が存 在 する．さらに，同一解 析法であってもソフトウェアに依存した
結 果 を示 すことも知 られている．普 遍 的 な解 析 結 果 であるためには，解 析 法 およびソフトウェ
アに依存しない簡便かつ精度も担保された新たな灌流評価用画像が求 められている．
MP-CTA において，脳梗塞 の領域を評価する基準に明確さが無いことも問題点である．梗
塞 巣 が広 汎である場 合 ，血 管 の再 開 通は出 血 のリスクとされる．そのため梗 塞 巣 の明 確な表
示は重要な情報である．MP-CTA では, 血管の描出で病態を評価するが，梗塞巣を詳細に
評 価 する方 法 としては確 立 されていない．客 観 的 な梗 塞 巣 の評 価 が可 能 になれば，患 者 予
後の向上に寄与できると考えられる．
そこで本研究では 4D-CT や MP-CTA におけるこれらの問題点を解決する手法を提案し，
その有用性について検証することを目的とした．第 2 章では，4D-CT の画像加算に基づく画
像 ノイズの低 減 手 法 について，臨 床 画 像 を用 いて検 証 した実 験 方 法 および結 果 を述 べる．
第 3 章では，4D-CT の画像加算によって早期相および遅延相を作成し，簡便に灌流評価が
行える手法を提案し，その有用性について検証した結果を述べる．第 4 章では，MP-CTA に
おいて脳梗塞領 域を決 定する新たな手法を提 案し，CTP と比較して有用性を検証した結果
を述 べる．また，MP-CTA において，脳 梗 塞 領 域 を決 定 する手 法 と従 来 の視 覚 評 価 手 法 を
比較した結果を述べる．第 5 章では，本論文のまとめを述べる．

16

第2章
脳血管 4D-CTA の高画質化のための時間平均法の開発

17

2.1 緒言
CT 装置において，人体を透過した X 線は検出器でデータ収集され画像再構成される．
検出器はこの 10 数年で多列化され，現在では体軸方向に 160 mm の検出器を有する医用
CT 装置が臨床で使用されている．こうした CT 装置によって， X 線管球が 1 回転するだけ
で人体のさまざまな臓器を撮影することが可能になった．1 回転でデータを収集できることは，
同一部位を連続撮影する 4D-CT が可能であることを意味 する．実際，造影剤を用いて血行
動態を観察する 4D-CTA が現実のものとなった．頭蓋内血管では，4D-CTA によって脳動脈
の血 行 動 態 の観 察 と 側 副 血 行 動 態 の評 価 が容 易 になっ た．脳 血 管 障 害 の診 断 におい て
4D-CTA の有用性は既 に多くの報告で認められている

14,15,20)

．

しかし，4D-CTA の連続 撮影は放射 線量を増加 させ，その量は頭 部単 純 CT と比較して
2~5 倍 程 度 とされる．そのため，臨 床 におけるプロトコールの設 定 において，より低 い放 射 線
量の設定が推 奨される

21)

．一 方で，低 線量プロトコールは検 出器への到 達線 量も必 然 的に

低 下 させる．到 達 線 量 の低 下は，X 線 のゆらぎによって画 像 ノイズを増 加 させる．画像 ノイズ
の増 加 は，頭 蓋 内 血 管 の描 出 を低 下 させる一 因 となる．特 に皮 質 枝 などの微 細 血 管 では，
部 分 容 積 効 果 によって造 影 コントラストが低 下 するため，その影 響 はより大 きくなる．したがっ
て，画像ノイズの低減は、4D-CTA における皮質枝の評価にとって重要な問題である．
近 年，CT 技術 の進 歩 によって，画 像 再 構 成 時 に画 像ノイズの低 減を可 能 にするハイブリ
ッド逐次近似 再構成（hybrid iterative reconstruction: HIR）が開発された

22,23 ）

．HIR には画

像ノイズを低減する効果があり，4D-CT においても被ばく低減に有用であるとされる

24,25)

．一

方 ，空 間 分 解 能 の低 下 も認 められ，低 線 量 で撮 影した画 像 ほど顕 著であることも報 告 されて
いる

26 ）

．これは，HIR が画像ノイズ低減において線量に依存した挙動を示すこと，つまり低線

量になるほどフィルター効果が強くはたらくことが要因とされている

27)

．したがって，CT 検査の

なかでも 1 画像あたりの線量が特に低い 4D-CTA では，HIR によって画像のノイズ低減が期
待できる反面，皮質枝の描出 能の低下が懸念される．
こうした問題点を解決するために，本章では 4D-CT の特性を活かした画像ノイズ低減手法
を提案する．具体的には時間軸で隣接する 2 画 像を用いて，加算平均 による画像間演算処
理（temporal average: TA）法を採用した．TA 法の有用性を確認するために，4D-CTA におけ
る頭蓋内微細血管の描 出について検証した．検証の方法として，TA 法と HIR 法の 4D-CTA
画像について，客観的 評価と観察者実験による視覚評価を行った．
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2.2 方法
2.2.1 HIR の概要
HIR は画像 ノイズの低減が可 能な手法として，近年，多 くの CT 装置 に実装されている．
HIR は，本質的には従来のフィルター逆投影（filtered back projection：FBP）法と同様に，検
出 器 で収 集 された投 影 データを逆 投 影 して画 像 再 構 成 を行 う．FBP 法 との違いは，画 像 再
構成の過程において 2 つのノイズ低減処理が加わることである．1 つ目は収集された投影デ
ータでのノイズ低 減 である．具 体 的には，CT 装 置であらかじめ設 定 した統 計 学 的 ノイズモデ
ルとスキャナーモデルに沿ってノイズを低減する．2 つ目は，投影データから画像再構成する
際 のノイズ低 減 である．ここでは，アナトミカルモデルを用 いて再 構 成 画 像 中 に含 まれる画像
ノイズ成 分 のみを抽 出して，低 減する処 理を行う．この過 程 のノイズ低 減 においては，一 度 の
大 幅なノイズ低 減 が処 理 のエラーをも生 み出しかねないため，逐 次 的にノイズ低 減 処 理 が繰
り返される．処理の大きな過程としては，投影データでのノイズ低減を経 て，逆投影 後にもノイ
ズ低減が施される．一部 ，再構成画像を順投影 して，再度の投影データでの処理を繰り返す
HIR も存在する．しかし，基本的には FBP 法と同 様に一度の逆投影のみで画像再構成が行
われる．
ノイズ低減の強度は，処 理をどの程度 繰り返すかの違いとされ，数段階のノイズ低減タイプ
が実装されている（Fig.2-1）．本章では CT 装置 に 320 列 CT（Aquilion ONE: キヤノンメディ
カルシステムズ）を用いた．本 CT 装置に実装されている HIR：AIDR 3D（adaptive iterative
dose reduction 3D）では，ノイズ低減のタイプは level 1~4 の 4 段階である．各 level での線量
低減率は，level 1: 25%，level 2: 50%，level 3: 75%，level 4: 75%とされている．なお，level
3 と level 4 は同じ線量低減率であるが，level 4 の方が CT 値の標準偏 差 がより小さくなる．

Fig.2-1 HIR による画 像再構成の概要
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2.2.2 CT 撮 影，画 像再 構成
撮影は 80 kV および 80 mA で行った．撮影のタイミングは，造影剤を注 入して 8 秒後より
連続撮影を動脈相に対して行い，静脈相は 5 秒間隔の間欠撮影を行った（Fig.2-2）．これら
の撮影における管球回転時間は 1 回転あたり 1 秒であった．造影剤の注入はインジェクター
を使用した．注入の条件 は，5 ml/秒のレートで 40 ml を 8 秒間注入した．その後，生理食塩
水を同レートで 30 ml を 6 秒間注入した．
画像再構成は，TA 法の検証 のために連続撮影 された動脈相において 1 秒間隔で行い，
4D-CT SI とした．4D-CT SI の画像再構成は FBP 法と HIR 法で行った．HIR 法の線量低減
率は level 3 の 75%とした．1 秒あたりの 4D-CT SI は，スライス厚，およびスライス間隔はとも
に 0.5 mm，280 枚のボリュームデータであった．マトリクスサイズは 512×512，視 野サイズは
240 mm であった．

2.2.3 TA 法による 4D-CT SI の作成
TA 法は，時間軸において，並列する 4D-CT SI を加算平均する画像間演算処理である．
この画像間演算は，ボクセル単位で実施された．ここで提案する TA 法は，画素値の標準偏
差（standard deviation: SD）を 1/√2 に減少させる．実際の CT 撮影で 1/√2SD の画像ノイズ
レベルを得るためには，2 倍の撮影線量が必要 になる

28)

．したがって，TA 法ではオリジナル

の 4D-CT SI から仮想的 に 2 倍の撮影線量の 4D-CT SI を得ることが可能である．
一方，時間軸で並列する画像を TA 法で加算平均した場合，処理後の画像 の時間も平均
化 される．つまり，処 理 後の画 像 は加 算 平 均した 2 画 像 の中 間 の時 間 情 報を持つ．その結
果，一秒間隔の画像が並列する 4D-CT SI であった場合，TA 法によってオリジナルから 0.5
秒ずれた 4D-CT SI が生 成される．そのため，TA 法後もオリジナルの 4D-CT SI と同じ時間軸
にするために，あらかじめオリジナルから 0.5 秒ずらした時間軸で画像再構成を行なった．
本章では，3 つの条件で作成された 4D-CT SI を用いた．80 mA では FBP 法（low dose
FBP: LD-FBP）と HIR 法 （low dose HIR: LD-HIR）で 4D-CT SI を作成した．TA 法による疑
似 160 mA の 4D-CT SI（TA-FBP）は LD-FBP から作成した．そして，3 つの条件 の各 4D-CT
SI からそれぞれマスク画像を減算し，4D-CTA 画 像を作成した．Fig.2-3 に擬似 160 mA の
4D-CT SI を作成する TA 法の概略図を示す．
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Fig.2-2 4D-CT のスキャンプロトコール

Fig.2-3 擬似 160 mA の 4D-CT SI を作成する TA 法の概略図

2.2.4 4D-CTA の作 成
先に述べたように 3 つの条件 の各 4D-CT SI を用いて，それぞれの 4D-CTA を作成した．
その過程において，造影剤到達後の 4D-CT SI からマスク画像を減算した．マスク画像には，
造影剤が頭蓋内血管に到達する前の 4D-CT SI を用いた．内頚動脈において，目視にて造
影剤が確認される直前までの 4D-CT SI を調べた．それらの 4D-CT SI をボクセル単位で加
算平 均してマスク画像 を得 た．なお，この加 算平 均処 理は TA 法と同様 の方法 論であり，加
算 平 均 に用 いる画 像 分 のボクセル値 がボクセル毎 に平 均 化 される．次 に，作 成 したマスク像
を内頚動脈に造影剤が到達した後の 4D-CT SI から画像間演算により減算処理した．減算
処理はボクセルごとに行った．最後に，減算処理された 4D-CT SI を MIP 表示 することで 4DCTA を得た．
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2.2.5 対 象
慢性期虚血性脳血管障 害例で CTP が施行された 14 例を対象とした．内訳は，男性 6 名，
女性 8 名（平均 65.8 歳）であった ． 各患者の 4D-CT SI から 3 組の 4D-CTA データ（LDFBP，LD-HIR，TA-FBP）を作成した．

2.2.6 画 質の評 価
最初に，画像ノイズと TEC を比較することにより，3 つの 4D-CTA（LD-FBP，LD-HIR，TAFBP）について客観的画 質を評価した．つぎに，4D-CTA の視覚評価 として観察者 実験を行
い主観的な画質を評価した．

2.2.7 画 像ノイズ評価
画像ノイズの評価として，CT値のSDを過去の報 告 29-31) に基づいて測定 した．直径 20 mm
の6つの円形による関心領域（region of interest: ROI）を，4D-CT SIのアキシャル画像上に
配置した（Fig.2-4）．これらのROIは，中大脳動脈 （middle cerebral artery: MCA）領域を含
むM3セグメントレベルに対応するアキシャル画像上において左右対称に設定 した．対象とし
た14例から得 た画像SDはLD-FBP，LD-HIRおよびTA-FBPの各4D-CT SIごとに中央値を求
め，3者間を比較した．

2.2.8 時 間濃 度曲線の評価
3組の4D-CTAのTECを測定し，比較した．ROIは，MCAに垂直になるよう再構成されたサ
ジタル画像に設定した（Fig.2-5）．TECの測定にはROI内のCT値の平均を用いた．14症例の
TECから得たTECはLD-FBP，LD-HIRおよびTA-FBPの各4D-CTAごとに中央値を求め，比
較した．
次に，LD-FBPのTECを基準としたLD-HIRおよびTA-FBPのTECとの相対誤差を以下の式
より求めた．

相対誤差 = (TEC LD-HIR or TEC TA-FBP - TEC LD-FBP ) / TEC LD-FBP × 100

LD-HIRおよびTA-FBPについて各14例の相対誤差を平均し，両者を比較した.
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Fig.2-4 4D-CT SIの画 像上に配置された6つのROI

Fig.2-5 TECの取得のためにサジタル再構成 画像の中大脳動脈に設定したROI
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2.2.9 4D-CTAの視覚 評価
主観的な画質は，比較方法において順序効果を考慮する必要がない．そこで，Scheffeの
一対比較法の中屋の変法を用いて，視覚評価を行った．一対の4D-CTA間 の組み合わせを
ランダムに選択してモニター上に表示した（LD-FBPとTA-FBP，LD-FBPとLD-HIR，TA-FBP
とLD-HIR）．2人の評価 者によって42対の4D-CTA（3ペア×14症例）が観察された．
観察者は22年の診断経験がある放射線科医およびCT操作について13年の経験を有する
診療放射線技師であった．観察者は，血管の連続性および視認性について以下のとおり5
段階で評価した．一対の左右に表示された画像に対して，「左が非常によい」が2点，「左が
いくらかよい」が1点，「左右同じ」が0点,「右がいくらかよい」が−1点，「右が非常 によい」が−2
点とした．評価部位は脳 主幹動脈（中大脳動脈水平部）および皮質枝 とし，それぞれにおい
てスコアをつけてもらった．
2人の観察者スコアは平均化され，3つの4D-CTA間で比較した．実験協力の同意と承諾
は，観察者に本研究の目的を説明して得た．なお，本研究は新潟大学大学院保健学研究
科の研究倫理審査委員会の承認を得た．

2.2.10 統計 解析
LD-FBP，LD-HIR および TA-FBP の画像ノイズにおける中央値の比較，TEC の比較，一
対比較法による視覚評価の結果は，Steel-Dwass test および Wilcoxon signed rank test によ
って分析した．統計分析には統計パッケージ SPSS バージョン 19.0 を使用した．

2.3 結果
2.3.1 画 像ノイズ
Table 2-1 は，3 つの 4D-CTA 間における画像ノイズ（median, range）を示す．画像ノイズ
は，LD-FBP より TA-FBP，LD-HIR が有意に低 く，それぞれ 30.4％，61.3％低減した．SteelDwass test による有意差検定では，3 つの 4D-CTA 間で有意差が確認 された（p <0.001）．

Table 2-1 画像ノイズの比較
24

Image noise [range]

LD-FBP

LD-HIR

TA-FBP

51.4 [40.4−59.9]

19.9 [17.0−22.1]

35.8 [32.2−47.9]

2.3.2 時 間濃 度曲線
Fig.2-6 に 3 つの 4D-CTA 間の平均 TEC を示す．TA-FBP と LD-FBP の TEC は類似し
ていたが，ピーク付近では Wilcoxon signed rank test で有意差はなかったものの若干の差が
生じた．一方，LD-HIR の TEC は，ピークの CT 値が TA-FBP と比較して Wilcoxon signed
rank test で有意に低下した（p <0.05）．LD-FBP に対する LD-HIR と TA-FBP の相対誤差
のグラフを Fig.2-7 に示 す．TA-FBP の相対誤差 は 3％以内であったが，LD-HIR は 5％以
上の相対誤差であった．

Fig.2-6 TEC の比較
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Fig.2-7 LD-FBP に対する TEC の相対誤差 の比較

2.3.3 視 覚評 価
Fig.2-8 は観察者実験の結果を示す．脳主幹動 脈において，3 つの 4D-CTA のスコアは
LD-HIR がやや劣ったものの，Steel-Dwass test では 3 者間に有意差は無かった（Fig.28.a）．一方，皮質枝において 3 つの 4D-CTA のスコアは，TA-FBP，LD-HIR，LD-FBP の順
に高く，Steel-Dwass test では有意差が認められた（Fig.2-8.b）．特に，TA-FBP のスコアは他
の 4D-CTA よりも著しく高かった．LD-FBP，LD-HIR，TA-FBP により得られた 4D-CTA を
Fig.2-9 に示す．脳主幹 動脈は，3 つの 4D-CTA 間で同様の明瞭さで観察されたが，皮質枝
は TA-FBP において他の 2 つの 4D-CTA よりも明瞭に描写された．
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Fig.2-8 観察者 実験による視覚評価の結果．(a)脳主幹動脈，(b)皮質枝

Fig.2-9

4D-CTA の比較．(a),(d):LD-FBP, (b),(e):LD-HIR, (c),(f): TA-FBP

（a）,（b）,（c）：脳主幹動脈，（b）,（e）,（f）：皮質枝
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2.4 考察
結果の各データは，TA-FBP が LD-FBP よりも高画質の 4D-CTA を作成できることを示し
ている．画像ノイズは TA-FBP では LD-FBP よりも低下し，LD-HIR はさらに低下した．一方，
TA-FBP は LD-HIR と比較して，皮質枝の視覚的な明瞭性を有意に改善した．これらの結
果は，HIR が画像ノイズだけでなく皮質枝のコントラストも減少させることを示唆している．TEC
の比較において，LD-HIR の CT 値が低下した結果はこの考えを支持する．血管のコントラス
トは HIR によって減少する結果であったが，TA ではコントラストを維持した．HIR は画像ノイ
ズの低減に関して TA より優れていたが，皮質枝の明瞭さに関して TA より劣っていた．TA は
微細血管について，画 像ノイズと視認性のバランスが HIR よりも良好であった．これらの知見
は，TA が診断においてより適切な 4D-CTA の提供に有用であることを示唆するものである．
また，大幅な画像ノイズの低減 が無くとも，皮質 枝の同定において HIR より優れると推察す
る．同じく TEC の比較において，LD-HIR は他の 2 つの FBP 法よりも低い TEC を示した．こ
れは，HIR が画像ノイズを低減 させるが，同時に CT 画像の空間分解能を低下させ，画像の
輪郭をぼかすことを示している．輪郭のボケはコントラストの低下を引き起こす．したがって，
LD-HIR では，HIR による画像再構成によって血管のコントラストが低下し，TEC を低下させ
る要因になったと推察される．また，TA-FBP の TEC は LD-FBP の TEC と概ね一致したが，
ピーク付近において差が生じ，TA-FBP の方がわずかに低値を示した．ピーク近辺では，CT
値の時間による変動はそれほど大きくなく，画像ノイズおよび TA 法による CT 値の平均化が
差を生じた要因であると推察される． LD-HIR の相対誤差のベースラインは，TA-FBP よりも
高く，特に初期（0〜3 秒）の時間的段階において高かった．明確な理由は明らかではない
が，HIR の特徴によって引き起こされた可能性がある．
4D-CTA および CTP の画質改善に関しては，これまでにいくつかの報告がある

24,25,32,33)

．

これらの報 告では，時相的な画像演算に基づいたアプローチで画像ノイズの低減 を図ってい
る．さらに，時相的な画像演算と 2 次元的な画像ベースによる画像ノイズ低減技術の組み合
わせは，診断に十分な CTP 画像を作成する上で有効であったとしている

33)

．本手法では，

他のノイズ低減 手法を組み合わせることなく，時相的な画像演算によるノイズ低減のみを使
用した．その結果，4D-CTA での画質改善の性能は十分であった．これは本手法の利点の１
つと考えられる．TA 法を用いることで，血管のコントラストをほぼ維持しながら，適切に画像ノ
イズを低減させることが可能であった．
HIR は使用した CT 装置で 4 つのレベルが選択できるが，ここではひとつのみで検証され
28

た．今後，画像ノイズの低減と空間分解能 の担保において，バランスが最も良い HIR のタイ
プを調べるための検証が必要と考える．さらに，HIR と TA 法の組み合わせの検討も重要で
あると考える．

2.5. 結論
TA 法はより高品質の脳血管 4D-CTA を提供できることが示された．14 症例 の脳血管 4DCTA を用いて，TA 法の有用性を評価した結果，TA 法はノイズと空間分 解能 について良好
なバランスをもたらし，皮質枝の視認性を顕著に改善した．したがって，TA 法 は診断におい
て適切な 4D-CTA の実現に有用であることが明らかとなった．
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第3章
頭 部 4D-CT の位相比画像マップを用 いた新たな灌流評価法の開発
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3.1 緒言
脳血流検査は，虚血性 脳血管障害の病態評価 において，予後予測お よび治療適応の
判定に有用な情報を提供する

34-36)

．核 医 学 検 査では，血 液 脳 関 門 を通 過 する放 射 性同

位元素をトレーサーとして用いる．トレーサーは脳組織に一定 時間 保持 されるため，その間に
脳血流の測定が可能である．CT や MRI では脳血液 関門を通過しない造影剤をトレーサー
として用 いる．造 影 剤 は脳 組 織 レベルの毛 細 血 管 に達 して血 管 内 の血 流 を反 映 する．その
ため造影剤が通過している間を連続的に撮影して，灌流画像として表す．
CT においては，ヨード造 影 剤の脳 内 循 環による CTP が広 く臨床 応 用されている

37-40)

．

CTP の灌流画像 には CBF，CBV，MTT があり，これらは伝達関数から算出される．伝達関数
は，動脈および脳組織の TEC を用いたデコンボリューション法

41-43)

で取得され，現在では特

異値分解（singular value decomposition: SVD） 42,44) 法を導入する方法が多くの解析処理装
置に実装されている．
CTP の解析では，理論 上，造影剤が脳 組織に到達してから通過するまでの間に解析され
る．しかし，実 際 には近 位 血 管 に狭 窄 などが存 在 する場 合 は，造 影 剤 の頭 蓋 内 への到 達 に
左 右 差 が生 じる（ディレイ効 果 ）．通 常 の解 析 では，正 常 血 管 を基 準 として全 脳 組 織 の造 影
剤の流れが評価される．したがって，近位血管の問題によるディレイ効果は，正常血管との造
影剤の流れの異なりを助長する可能性がある．
こうした問 題点を解 決するため，SVD 法にはディレイ効果の影 響を少なくする方法が提案
されている

45-47)

．しかし，SVD 法にはさまざまな解析法があり，それぞれ異なる結果を示すこ

とが知られているため

48)

，解析法の標準化が提 唱されている．また，同一解析法であってもソ

フトウェアに依存した結果を示すことが知られており

49)

，灌流マップ自体の精度は保たれたと

しても，普 遍 的 な評 価 画 像とするには多 くの課 題 が残 されている．したがって，解 析 法 および
ソフトウェアに依 存しない簡 便かつ精度も担 保 された新 たな灌流 評 価 用 画 像が求められてい
る．
そこで本研究では，解析法およびソフトウェアに依存せずに CTP ソース画像から簡便に取
得可能な新しい灌流評価用画像（phase ratio image map: PI map）を考案した．慢性期の虚
血 性 脳 血 管 障 害 症 例 を対 象 に従 来 の灌 流 画 像 と比 較 することでその有 用 性 について検 証
したので，以下に詳細を報告する．
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3.2 方法
3.2.1 撮 影条 件，画像 再構成
CT 装置は Aquilion ONE（キヤノンメディカルシステムズ）を使用した．CTP の撮影条件は，
管電圧 80 kV，管電流 80 mA，体軸方向ビーム幅 140 mm，スキャン方式は寝台移動なしの
ノンヘリカルスキャンであった．撮影は，造影剤注入 8 秒後より 1.0 s/rotation の回転速度で
連続して 23 秒間行い，その後は 1.0 s/rotation の 5 秒間欠で撮影した．画像再構成は逐次
近似応用再構成である AIDR3D を用い，ノイズ低減強度は中程度の standard とした．連続
撮影画像は，1 秒間隔で画像再構成した．スライス厚は 0.5 mm，display field of view は 240
mm，再構成関数は頭 部 CT Angiography 用 の FC42 とした．造影剤 の注入には CT 用造影
剤自動注入器 Dual shot GX（根本杏林堂）を使用した．370 mgI 造影 剤を用い，注入条件
はレートが 5 ml/sec，投与量が 40 ml で右肘静脈より 20 G 留置針で注入した．

3.2.2 対 象
対象には，2015 年 4 月から 2016 年 12 月までの 21 ヵ月間で内頚動脈起始部および中
大脳動脈の狭窄・閉塞により血行再建術の適応判断目的で CTP および PET 検査が施行さ
れた 20 症例（男性 16 名，女性 4 名，平均年 齢 61.6 歳）を用いた．本研究は，秋田県立脳
血管研究センター倫理委員会の承認を得た．

3.2.3 灌 流評 価用画 像 （PI map）の作 成手 順
提案する灌流評価用画像について，作成の概要を Fig.3-1 に示す．提案手法では，連続
撮影画像において，TEC をもとに 4D-CT SI の加算平均処理によって早期位相および遅延
位相に相当する 2 つの画像をまず作成した．次に，早期位相画像（early phase image: EPI）
を遅 延 位 相 画 像 （late phase image: LPI）で除 算 して位 相 比 画 像 マップ（phase ratio image
map: PI map）とした．
PI map の詳細な作成手順は以下のとおりである．①23 秒間の連続撮 影画像において基
底核レベルの正 常側 中 大脳 動 脈領 域に 70 mm（長 径）×25 mm（短 径 ）の楕 円形 の関 心 領
域を設定した（Fig.3-2）．②設定した関心領域内におけるボクセルの CT 値について平均値
を求めた．そして 4D-CT SI において各時相の平均値を測定して最も高い時相（ピーク画像）
を求めた．③EPI はピーク画像 の前後 2 秒の時相を含めた 5 秒分の画像を加算平均処理し
て作成した．④LPI は EPI 直後の 5 秒分の時相の画像を加算平均処理して作成した．なお，
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EPI，LPI ともに，ボクセル毎に加算平均処理 を行った．⑤EPI および LPI はスライス厚が 0.5
mm のボリュームデータであるが，PI map 作成用として 5 mm 厚に多 断面変換処理した．②
から⑤までの処理は CT 装置のコンソール上で行った．⑥5 mm 厚の EPI から LPI を除算処
理した（Fig.3-3）．なお，除算処理はボクセル毎に行 った．算出されたボクセル値 を PI 値と定
義し，color look up table を用いて PI map として表示した．
虚 血性 脳 血 管障 害 において，脳 組織 おける造影 剤の動 態は正常 側 に対 して虚血 側で有
意に遅延する

50)

．したがって，EPI では，TEC のピーク付近である正常 側に対して，虚血側

の脳組織の造影剤動態の遅れによって，各ボクセルの CT 値は低値を示す．一方，LPI では，
造影剤が通過した正 常 側に対して，虚血側の脳 組織 に遅 延してあらわれた造影剤 の動態に
よって，各ボクセルの CT 値は高値を示す．このため，EPI と LPI の除算処理 において，正常
側では高い CT 値から低い CT 値が除算されるため，ボクセルの PI 値は 1.0 以上を示す．一
方，虚血側では低い CT 値から高い CT 値が除算されるため，ボクセルの PI 値は 1.0 以下を
示す．

CTP source images

Averaging of CTP source image
(early phase & late phase)

Dividing averaged images
(an early phase image by a late phase image)
Fig.3-1 PI map 作成の概略図
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Fig.3-2 中大脳動脈領域の時間濃度曲線の測定に用いた関心領域

Fig.3-3 PI map作成の詳細手順
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3.2.4 従 来の灌 流画像 の取得と提案 画像との比較
CTP 解析には，医用画像ワークステーション Ziostation2（アミン）の血流解析アプリケーシ
ョンを使 用 した．解 析 方 法 には，ディレイ効 果 の影 響 が大 きいとされる standard SVD
SVD），およびディレイ効果の影響が少ないとされる block-circulant SVD

45-47)

42,44

（s

（b SVD）を用

いた．CTP 解析により s SVD と b SVD の灌流マップを得た．
15

O 脳 循 環 代 謝 positron emission tomography （ PET ） 測 定 に は ， SET-3000GCT / M

（Eminence SOPHIA: 島津製作所）を使用した．CBF 測定では，H 2 15 O を前腕部静脈より 2
分間静注して，静注 1 分後から 3 分間の測定を行った．画像再構成は 2D-FBP モードを使
用し，マトリクスサイズは 256×256，スライス厚は 5 mm とした．
PI map および CBF 画像において，正常側および虚血側の中大脳動脈 域に関心領域を
設定し（Fig.3-4），領域内の平均値から患側健側比（lesion to normal ratio：LNR）を求めた．
PI map の LNR について，灌流評価として信頼性 が高い

15

O 脳循環代謝 CBF（PET-CBF）の

LNR と比較して相関関 係を調べた．また，比較対象として CTP の CBF 画像（CTP-CBF）を
用い，同様に PET-CBF の LNR と比較して相関関係を調べた．CTP-CBF には解析法の異
なる s SVD および b SVD の 2 つの CBF（CBFs，CBFb）を用いた．また，PET-CBF の LNR と
PI map，CBFs，および CBFb の LNR 間の相対誤差を求めた．相対誤差が正の割合を示す
と PET-CBF に対して虚血の程度を過小評価し，負の割合を示すと PET-CBF に対して虚血
の程度を過大評価することを意味する．相対誤差の計 算は，PI map と CBFs，および CBFb
のいずれかの CT 灌流 画像と PET-CBF の差分を PET-CBF で除した割合として，（1）式で算
出した．

（CT 灌流画像 の LNR－PET-CBF の LNR）/ PET-CBF の LNR×100 % （1）
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Fig.3-4 中大脳動脈領域の患側健側比の算出に用いた関心領域

3.3 結果
PET-CBF と PI map，CBFs，CBFb の LNR の相関関係の比較結果を Fig.3-5 に示す．PI
map，CBFb，CBF ともに正の相関を示し，PI map が R = 0.82 で最も強い相関を示した（Fig.35a）．次いで CBFs が R = 0.62 で中程度の相関を示した（Fig.3-5b）．CBFb は R = 0.30 で弱
い相関を示した（Fig.3-5c）．
PET-CBF と各 CT 灌流画像の LNR の相対誤差 の比較結果を Fig.3-6 に示す．PET-CBF
は PI map との間に－6.7%～28.6%，CBFs との間に－20.9%～8.2%，CBFb との間に－6.2%
～45.5%の相対誤差をそれぞれ示した（Fig.3-6.a~c）．PI map は－22.2%～7.2%，CBFs は－
7.6%～26.4%，CBFb は－31.3 %～6.6 %の相対誤差を PET-CBF との間にそれぞれ示した
（Fig.3-6.d~e）．
EPI および LPI と PI map，また，各 CBF の画像例を Fig.3-7 に示す．この症例では，PI
map の LNR は PET-CBF の LNR と同程度（0.83）であった．一方，CBFs の LNR は 0.65，
CBFb の LNR は 1.00 であった．
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Fig.3-5 PET-CBF と各 CT 灌流画像における患側健側比の散布図

a) PI map と PET-CBF, b) CBFs と PET-CBF, c) CBFb と PET-CBF
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Fig.3-6

PET-CBF と各 CT 灌流画像の患側健側比の相対誤差

a~c) 各 CT 灌流画像における PET-CBF との相対誤差
d~f) PET-CBF における各灌流画像との相対誤差
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a

b

c

d

e

f

Fig.3-7 右内頚動脈狭窄症例 a. 早期位相画像（EPI）, b. 後期位相画像（LPI）,

c. PI map, d. PET-CBF, e. CBFs, f. CBFb

3.4 考察
CTP において加算平均と除算演算処理のみで作成される PI map を用いて灌流を評価す
る手法を新たに考案し，その有用性を検証した．PI map は手法的に非常に簡便な手法であ
る．また，この方法では早期相と後期相間に 5 秒程度の時差が存在すれば撮影方式を問わ
ない．急性期脳梗塞に対する 64 列 CT のヘリカルスキャンを用いた多相撮影では，虚血側
において静脈 相や遅 延 相で側 副血 行路 による皮質 枝の描 出遅 延を評 価して予後 予 測が可
能であるとされている

18,51)

．現在の 64 列 CT では，スキャン時間の高速化により頭部全体の

多相撮影は概ね 5 秒程度の時間差をもって可能であり，PI map は取得可能と推察される．
したがって，64 列 CT においても従来の血管描出評価に PI map を加えることで，簡便かつよ
り精度の良い脳虚血の病態評価が行えると考える．
PI map は EPI を LPI でボクセルごとに除算して作成された．正常な灌流であれば，造影剤
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の動態がピークである EPI は，造影剤の動態が低下した LPI よりも CT 値が高い．虚血にお
いては，造影剤の動態は遅れるため，EPI と LPI の関係性は逆転する．このような動態による
CT 値の差を明瞭にするために，PI map では EPI を LPI で除算した．除算によって正常領域
は 1 以上の PI 値を示す．一方，虚血領域では 1 以下となり，動態が滞るほどより小さい PI 値
を示す．減算する手法も考えられたが，減 算した場合は虚血領域で負の PI 値となる．そのた
め PI 値の解釈 のわかりやすさを考慮して，除算による画像演算を採用した．
PI map は LNR において，PET-CBF と強い相関を示した．このことは，対象とした慢性期脳
血管障害症例において PI map が灌流評価用画 像として PET-CBF と同程度に有用であるこ
とを示唆するものである．また，PET-CBF と PI map の相対誤差は，PET-CBF の LNR が 0.85
以上であれば概ね 5%以内であった．このことより，PI map による灌流 評価法は症 例個々の
PET-CBF との誤差が小さく信頼性が高い評価法であると考えられる．一方，LNR が 0.85 以
下では 9 例中 7 例で PET-CBF との相対誤差が 7 %〜−22%を示した．そして，9 例中 8 例
で負の相対誤差であった．このことは，PET-CBF で高度な虚血であるほど PI map は PETCBF よりも虚血の程度を過小評価する可能性があることを示唆している．
本手法では加算平均後に 5 秒の時相差を持つ早期相と遅延相を用いて PI map を作成
した．MRI による脳組織 の造影剤動態と虚血域を検証した報告では，ピーク値が正常域と 5
秒 の時 相 差 で区 別 される領 域 において，PET-CBF の虚 血 域 と感 度 および特 異 度 が良 好 に
一致したと報告されている

52)

．最適な時相差の検証は必要であると考えるが，5 秒の時相差

は虚血評価において概ね妥当であったと考える．
次に，加算平均の時相 数と画像ノイズおよび CT 値への影響 について考察する．EPI およ
び LPI は 1 秒間隔で再構成した画像を 5 秒分 加算平均した画像である．一般的に加算平
均 による画 像 処 理 は画 像 ノイズを低 減 させる．4D-CT 画 像 を加 算 平 均 する手 法 は，Fischer
らによって肝癌を対象にした検証において報告されている 53) ．Fischer らは，加算平均が画像
ノイズを低 減 させて画 質 向 上 に寄 与することを明 らかにした．さらに，造 影 効 果 において最 適
な時相を選択して加算平均した肝臓 3 相（動脈 相，門脈相，平衡相）は従来の CTP よりも高
い病変検出率を有するとしている．PI map の画質においても加算平均処理によるノイズ低減
が contrast to noise ratio の向上に寄与すると推 察される．また，緩やかな CT 値変化を示す
脳組織の TEC では，そのピーク付近を加算平均しても CT 値の変化は少ないと推察される．
しかし，ノイズ低 減を図って加 算 平 均 数を大 幅 に増やすことは，造 影 剤 が到 達する以 前の画
像，および造 影 剤が通 過した画 像を含む可 能 性があり，CT 値への影 響 が強 く現れると推 察
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される．
今後，追加検証が必要と思われる点を述べる．4D-CT は連続撮影であるため被検者の体
動の影響が大きい．PI map への影響を考えると，加算平均時および EPI と LPI の除算演算
時 に，画 像 間 の位 置ずれを補 正する機 能が必 要と考える．また，4D-CT は低 線 量 条 件であ
るため 5 秒の加算平均 のみでは画像ノイズの影響を排除しきれない．PI map において視覚
的に虚血 領 域をさらに検出しやすくするためには，画 像ノイズの低減を図るフィルター処 理な
どを画像作成過 程に組 み込む必要がある．さらに，本 手法では関心領 域内の脳組 織の造影
剤 動態 のピーク値をもって早 期相を決 定し，続 けて遅 延相を決 定した．この決め方は概ね良
好に PI map 作成に寄与したと考えられる．しかしながら，高度な虚血症例においては PETCBF との相対誤差が大きくなり， PI map が PET-CBF に対して虚血を過小評価したことが示
された．このことから，虚 血 の程 度 に応 じた早 期 相 および後 期 相 の時 相 差 ，および加 算 平 均
の時 相数 について追 加 検証 が必 要であると考える．また，対 象 症例は慢 性期 脳 血管 障 害 症
例のみであった．PI map の有用性をより明らかにするために急性期脳梗 塞症例を対象にさら
に検証を進めていく必要 があると考える．

3.5 結論
CTP において装置ソフトウェアに依存せずに CTP ソース画像から簡便に取得可能な新し
い灌流評価用画像 として PI map を提案し，その有用性について検証した．慢性期の虚血性
脳血管障害 20 症例の患側健側比において PI map と PET-CBF は強い相関を示した．した
がって，PI map は灌流評価用画像 として有用であることが示唆された．
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第4章
MP-CTA における脳梗塞領域を同定する PR map の開発
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4.1 緒言
脳 主 幹 動 脈 閉 塞 における機 械 的 血 栓 回 収 療 法 は，近 年 ，血 管 内 治 療 デバイスの進 歩 に
ともない，高い再開通 率 の実 現を可能としている

54)

．そして，良 好な予 後の獲得 には早 期 の

再開通が深く関わる．これは，患者搬 入時から治療までの時間を短縮 する必要性を表してい
る．したがって，頭蓋内血管の画像化は迅速かつ正確であることが望ましい．
迅 速 かつ正 確 な閉 塞 血 管 の画 像 化 は，機 械 的 血 栓 回 収 療 法 の適 応 を決 定 するうえで重
要な情報を与える．頭蓋内血管の迅速な画像化において CT 検査はスループットに優れる．
なかでも，単相性の CTA（single phase-CTA: SP-CTA）および MP-CTA は，血管閉塞の有無
および箇所を迅速に示 すことができる

55-59)

．血 栓回収療法の有効性を示した大規模 研究で

は，CT 検査で頭蓋内血管について評価 を行っていた

8-12)

．こうした背景から，近年では CT

検 査で脳 主 幹 動 脈 閉 塞 の診 断と機 械 的 血 栓 回 収 療 法 の適 応を判 断する機 会 が多 くなって
いる．
CTA において，急性期 虚血性脳卒 中の重症 度 は，頭蓋内血管の描出 の左右差によって
評価される．また，MP-CTA では，早期相と遅延相によって頭蓋内血管の最末梢である脳軟
膜 動 脈 の描 出 と造 影 強 度 の左 右 差 を経 時 的 にも評 価 可 能 である．遅 延 相 の付 加 は，詳 細
な病態の評価において有用であることが明らかにされている

18)

．評価 方法では，虚血領域に

おいて描 出 血 管 の本 数 や欠 損 領 域 の有 無 によって，視 覚 的 に重 症 度 がスコア化 される．機
械 的 血 栓 回 収 療 法 の適 応 にあたっては，血 管 描 出 領 域 の欠 損 が広 汎ではない場 合を再 開
通によって予後が良好となり得る患者として取扱っている．
一方，MP-CTA は血管描出に基づいて病態を評価する手法であるため，脳組織の詳細な
評 価 までには至 らない．機 械 的 血 栓 回 収 療 法 において脳 梗 塞 領 域 を特 定 することは，再 開
通による脳出 血 の発症 リスクを低 減するためにも重 要である．脳 梗 塞に陥った領 域は不 可 逆
的であるため，再 開 通 が果 たされても改 善 は見 込めない．そして，脳 梗 塞 領 域 の広 汎 さは再
開通によって脳出血を発症するリスクとされる 60-64) ．したがって，機械的血栓回収療法におい
て，画像上，脳梗塞領域は明瞭に描出されることが望ましい．
急性期脳虚血における脳梗塞領域の画像的な評価 には，MRI の DWI や単純 CT，また
CTP の CBV が一般的 に用いられる．一方，CTA では頭蓋内血管の欠損領域から，脳梗塞
領域を予測せざるを得ない．したがって，MP-CTA のデータのみで頭蓋内血管の評価に併せ
て，客 観 的 に脳 梗 塞 領 域 の評 価 が可 能 になれば，より正 確 な病 態 評 価 の手 法として患 者 予
後 の向 上 に寄 与 すると考えられる．この問 題 点 の解 決 策 として，MP-CTA のデータを用いて
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簡便に脳組 織の評価が可能な新しい後処 理アルゴリズムの開 発 が望まれている．また，開発
手法と MP-CTA による病態評価との関連性が明らかになれば，開発手 法は簡便かつ客観的
に MP-CTA 画像で虚血の病態評価が可能なツールとして，有用性が確立できると考える．
そこで，本 章 では，MP-CTA のソース画 像 から脳 梗 塞 領 域 を同 定 する新しい灌 流 評 価 手
法（phase ratio map: PR map）を提案する．また，PR map の有用性を評価することを目的とし
て CTP の CBV と比較した．さらに，MP-CTA の従来評価手法である視 覚評価結果と PR map
の脳梗塞領域を比較し，PR map の病態評価における有用性を検証した．

4.2 方法
4.2.1 撮 影条 件
CT 装置は Aquilion ONE（東芝メディカルシステムズ）を使用した．CTP の撮影条件は，管
電圧 80 kV，管電流 80 mA，体軸方向ビーム幅 140 mm，スキャン方式は寝台移動なしのノ
ンヘリカルスキャンであった．撮影は，造影剤注入 8 秒後より 1.0 s/rotation の回転速度で連
続して 23 秒間行い，その後は 1.0 s/rotation の 5 秒間欠で撮影した．造影剤の注入は自動
注入器を用いて，5 ml/s の流速で注入した．その後 40 ml の生理食塩水 を同様の速度で注
入した．

4.2.2 対 象
対象には，2010 年 4 月から 2016 年 12 月までの間で急性期脳梗塞を発症して CTP を施
行した症例のうち，23 症例を対象とした（Table 4-1）．対象はいずれも，発 症時刻が明確で中
大脳 動脈もしくは内 頚動 脈に血 栓性 の塞 栓を有 する症例であった．モーションアーチファクト
などで画 質 が不 十 分 な患 者 は対 象 から除 外 した．本 章 の検 証 は秋 田 県 立 脳 血 管 研 究 セン
ターの倫理審査委員会で承認された．

4.2.3 4D-CT SI の後 処 理の概要
本章では，MP-CTA において簡便に脳梗塞 領 域 を評価するための新しい後処理アルゴリ
ズムを開発して，その精度を検証した．全患者の 4D-CT SI は開発されたアルゴリズムで後処
理された．新しい後処理 アルゴリズムは， mask image（MI）と EPI と LPI を作成するための
4D-CT SI の平均化 ，そして適応型部分平滑化 フィルターを用いた平均化画像のノイズ低減
と PR map を作成するための EPI と LPI 間の画像計算の 2 つのセクションで構成される（Fig.444

1）．以下に，PR map 作 成の 2 つのセクションについて説明する．
4.2.4 EPI と LPI の作 成
PR map における EPI と LPI の作成について以下に述べる．MI，EPI，LPI は正常側の脳
組織で測定された TEC を参考に，4D-CT SI を平均化してそれぞれ作成した（Fig.4-2）．TEC
を得るために 23 秒間 の連続撮影画 像において基底核レベルの正常側中大脳動 脈領域に
70 mm（長 径）×25 mm（短径 ）の楕円 形の関 心 領域を設定した．そして，関 心領 域 内におけ
るボクセルの CT 値について平均値を求めた．MI は関心領域内の平均 値が造影剤の到達
によって上昇する前の 4D-CT SI を用いた．造 影剤の到 達 時 間には個 人差があるため，MI
の作成に用いる 4D-CT SI の枚数は 2~4 枚の範囲であった．
次 に，4D-CT SI において各 時 相 の平 均 値 を測 定して最 も高い時 相 （ピーク画 像 ）を求 め
た．ピーク画像を含む前後 2 秒までの時相を含めた 5 秒分の画像を加算平均処理し，EPI と
した．次に，EPI 直後の 5 秒分の時相の画像を加算平均処理し，LPI とした（Fig.4-2）．EPI
の画像的 特徴 として，正常領域では脳組 織の造 影剤動 態がピークであるため高い CT 値を
示す．一方，虚 血 領 域 では脳組 織の造影 剤動 態が遅れるため，CT 値は正常 領域に比して
低値を示す．LPI の画 像的特徴として，正常領 域ではピーク後であるため，低い CT 値を示
す．一方，虚血領域では遅れた造影剤動態がピークに達するため，CT 値は正常 領域に比し
て高値を示す．なお，EPI，LPI ともに，ボクセル毎に加算平均処理 を行った．MI，EPI および
LPI はスライス厚が 0.5 mm のボリュームデータであるが，PR map 作成用に 5 mm 厚に多断
面変換処理した．ここまでの処理は CT 装置のコンソール上で行った．

Table 4-1 本章における患者背景
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4D-CT source images (4D-CT SI)
Section 1

Perfusion CT

Average of 4D-CT SI

Deconvolution algorithm

Section 2

MI

EPI

LPI

(Mask image)

(Early phase image)

(Late phase image)

Cerebral blood volume

Apply of APMF, and Subtraction (EPI-MI, LPI-MI)
Dividing
(Subtracted EPI by subtracted LPI)
Phase ratio map
Fig.4-1 4D-CT SI から PR map の形成に至るフローチャート

Fig.4-2. 4D-CT SI における正常側中大脳動脈領域の TEC と，TA による MI, EPI, LPI の
形成タイミング（Section 1）
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4.2.5 適 応型 部分平 滑 化フィルターを用いたノイズ低減と PR map の作成
PR map におけるノイズ低減と画像演算について以下に述べる．MI と EPI と LPI には画像
ノイズの低減のために adaptive partial median filter 65) を適用した．その後に EPI および LPI
からそれぞれ MI を減算 した（Subtract EPI, Subtract LPI）（Fig.4-3）．減算処理は，ボクセル
単位で行った．Subtract EPI と Subtract LPI では脳組織と骨の領域が減算されるため，造影
剤の増強効果を反映した CT 値が各ボクセルに主に残存する．
PR map は Subtract EPI を Subtract LPI で除算して作成した（Fig.4-4）．なお，除算処理は
ボクセル単位で行った．PR map の値は，正常 脳組織で 1.0 以上を示 し，虚血脳組織で
1.0 以下を示す．また ，それらの値を 各ボクセルにおいてカラースケール表示 することで，
カラーの PR map を得た．ノイズ低減と画像演算は，Image J（National Institutes of Health）
を用いて行った．

4.2.6 PR map における脳梗塞 領域の定義 とカットオフ値の関係
PR map における脳梗塞 領域の定義について述べる．PR map では脳梗塞領域は任意の
カットオフ値を用いて定義した．具体的には規定したカットオフ値以下のボクセル
数 （ Ncore） を 測 定 し ， ピ ク セ ル 数 に ピ ク セ ル サ イ ズ を 乗 算 し て 脳 梗 塞 領 域 の 面 積
（ischemic core area of PR map: CA PRM ）を算出した．ピクセルサイズ は 0.47 mm×0.47
mm であ ったため 算出 式は以下 を用いた．
CA PRM = Ncore×0.22

PR map のカットオフ 値と CA PRM の関係性について検証した．そのために基底核レベル
より 10 mm 頭頂側のスライスを用いて関心領域 内 の CA PRM を算出した．関心領域は EPI を
参照して，診 療放 射線 技師が虚血 側の中大 脳 動脈 領域 に設 定した（Fig.4-5）．全 23 症例
の各関心領域でそれぞれの CA PRM を求めた．カットオフ値は 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 と
した．そして，各 カ ッ ト オ フ 値 での CA PRM と CBV の脳 梗 塞 領 域 （ischemic core area of
CBV: CA CBV ）を比較した．CA CBV は Schaefer らの検証

66)

に倣って正常領 域の値の 50％を

閾値として 2 値化し，そのときの関心 領域内の面積とした．
CBV は，市販のソフトウェア（Volume perfusion analyzer, Ziosoft，Tokyo，Japan）を用いて，
標準特異値分解によるデコンボリューション分析
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44)

によって算出した．

Fig.4-3．適応型部分平滑化フィルターを用いたノイズ低減，および MI を減算した EPI と LPI
の生成（Section 2）
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Subtracted EPI
(EPI-MI)

Subtracted LPI
(LPI-MI)

Phase ratio map
(PR map)

Apply of color LUT

Fig.4-4．MI で減算された EPI および LPI の除算演算による PR map の生成（Section 2）
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Fig.4-5 CA PRM を算出するために虚血側中大 脳動脈領域に設定した関心領域

4.2.7 MP-CTA における視覚評価 のスコアと脳梗塞領 域の比 較
MP-CTA の視覚評価 には slab MIP 画 像を用いた．EPI および LPI において，24mm の厚
さで基底核領域の断面を MIP 表示して slab MIP 画像を作成した（early CTA image, late
CTA image）．Early CTA image および late CTA image における血管描出の程度は，2 人の
神経放射線科医（経験年数が 15 年および 24 年）を観察者として視覚 的に評価した．評価
の基準として，early CTA image の健常側に対する early CTA image および late CTA image
の虚血側の血管描出について，6 段階のスコアを用いた（Table 4-2）．
MP-CTA と PR map の関連性については，視覚評価のスコアとカットオフ値 が 0.1 のとき
の CA PRM を比較した．具体的には，各症例において計算された CA PRM の中央 値と視覚評価
のスコアを比較した．
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Table 4-2 MP-CTA の視覚評価の規準
スコア
5

無症候性の領域と比較して，虚血領域内での血管描出は同等である

4

無症候性の領域と比較して，末梢血管の描出に遅延があるが，造影強度の
程度は同等である

3

無症候性の領域と比較して，末梢血管の描出に遅延があり，虚血領域の血管
数が有意に減少している

2

無症候性の領域と比較して，末梢血管の描出に遅延があり，虚血領域の血管
が観察されない領域が存在する

1

無症候性の領域と比較して，虚血領域で観察できる血管はわずかである

0

無症候性の領域と比較して，虚血領域で観察できる血管は存在しない

4.2.8 統 計解 析
各カットオフ値での CA PRM と CA CBV の関係性 については，中央値の比較，ピアソン相関
係数，Wilcoxon signed rank test，および Bland-Altman プロットによって分析した．MP-CTA
の視覚評価のスコアと CA PRM の中央値の比較は Steel-Dwass test によって分析した．統計
分析には SPSS バージョン 19.0 を使用した．

4.3 結果
4.3.1 PR map における脳梗塞 領域の定義 とカットオフ値の関係
Table 4-3 にピアソン相関係数を用いて CA PRM と CA CBV の関係性を調べた結果を示す．
相関係数は PR map のカットオフ値によって変化し，カットオフ値が小さいほど CA CBV と
密接に関連していた. また，Fig.4-6 には 74 歳 の女性のカットオフ値 0~0.4 の PR map，
EPI および LPI と CBV を示す．カットオフ値 が 0.1 以下では右中大脳動脈に設定した関
心領域内の脳梗塞領域 は一致したが，0.2 以上で CA PRM の拡大を認めた．

Table 4-3 各カットオフ値における CA PRM と CA CBV 間のピアソン相関係数
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Fig.4-6 右中大脳動脈閉塞 症例の CBV, EPI, LPI, MP-CTA, およびカットオフ 値が 0.0,
0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 の PR map．

Table 4-4 に Wilcoxon signed rank test を用いて CA PRM と CA CBV の中 央 値を比較した結
果を示す．CA PRM はカットオフ 値が 0，0.05，0.1 において変化が無く，CA CBV との間で有
意 差 は無かった（P=0.592，P=0.709，P=0.891）．一 方 ，カ ッ ト オ フ 値 が 0.2，0.3，0.4 では
カ ッ ト オ フ 値 が大 きいほど CA PRM が拡 大 して CA CBV との間 で有 意 差 を認 めた（P=0.03，
P=0.002，P<0.001）．
Figure.4-7 に Bland-Altman プロットを用いて CA PRM と CA CBV について差異を調べた結果
を示す．カットオフ値 が 0, 0.05, 0.1 は CA CBV − CA PRM および±1.96SD が同等であったが，
カットオフ値が 0.2，0.3，0.4 は CA CBV − CA PRM が 0 以下となり±1.96SD が大きくなった．

Table 4-4 CA CBV および各 カットオフ値による CA PRM の比較
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mean 0.27

+1.96SD -1.93

(cm2)

(cm2)

Average of CA CBV and CA PRM

(cm2)

+1.96SD -2.26

(cm2)

+1.96SD 2.62

Difference of CA CBV and CA PRM

(cm2)

Difference of CA CBV and CA PRM

mean 0.10

(cm2)

mean -0.67

+1.96SD -3.96

Average of CA CBV and CA PRM

(cm2)

mean -1.62

+1.96SD -6.24

Average of CA CBV and CA PRM

(cm2)

+1.96SD 2.61

Difference of CA CBV and CA PRM

+1.96SD 3.01

(cm2)

d. カットオフ値 ≦0.2

(cm2)

c. カットオフ値 ≦0.1

Difference of CA CBV and CA PRM

+1.96SD -2.02

b. カットオフ値 ≦0.05

+1.96SD 2.46

e. カットオフ値 ≦0.3

mean 0.23

Average of CA CBV and CA PRM

a. カットオフ値 ≦0.0

Average of CA CBV and CA PRM

+1.96SD 2.47

Difference of CA CBV and CA PRM

(cm2)

Difference of CA CBV and CA PRM

+1.96SD 2.46

mean -2.98

+1.96SD -8.57

Average of CA CBV and CA PRM

f. カットオフ値 ≦0.4

Fig.4-7 CA CBV と CA PRM の Bland-Altman プ ロ ッ ト
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(cm2)

4.3.2 MP-CTA における視覚評価 のスコアと脳梗塞領 域の比 較
Table 4-5 は MP-CTA と PR map 関連性について，視覚評価のスコアと CA PRM を比較した
結果である．MP-CTA の視覚評価において，スコア 0，1，および 5 の症例は存在しなかった．
スコア 4 は 5 症例あり，これらの症例での CA PRM はほぼ 0 であった．スコア 3 は 8 症例あり，
これらの症 例 での CA PRM は 3.8 cm 2 となり，スコア 4 の症 例 群 よりも有 意 に大 きかった（p
<0.05）．スコア 2 は 10 症例 あり，これらの症例での CA PRM は 7.0 cm 2 となり，スコア 3 の症例
群よりも有意に大きかった（p <0.05）（Table 4-6）．
Fig.4-8，Fig.4-9，Fig.4-10 に各スコアにおける症例の early CTA image，late CTA image，
および PR map を示す．視覚評価のスコアが 4 の症例は，左中大脳動脈が閉塞した症例で
あった．この症例では，CA PRM は 0 cm 2 であった（Fig.4-8）．視覚評価のスコアが 3 の症例は，
右内頚動脈が閉塞した症例であった．この症例では，CA PRM は 4.1 cm 2 であった（Fig.4-9）．
視 覚 評 価 のスコアが 2 の症 例 は，右 内 頚 動 脈 が閉 塞 した症 例 で あっ た．この症 例 では，
CA PRM は 12.3 cm 2 であった（Fig.4-10）．

Table 4-5 視覚評価スコアと CA PRM の中央値

Score of MPCTA

CAPRM (Range)

4

(n=5)

0.2 cm2 (0.0-0.7)

3

(n=8)

3.8 cm2 (1.3-7.4)

2 (n=10)

7.0 cm2 (5.5-21.5)

Table 4-6 視覚評価スコアごとの CA PRM の有意 差検定

Score of MPCTA: 4

Score of MPCTA: 3

Score of MPCTA: 2

p<0.05

p<0.05

Score of MPCTA: 3

p<0.05
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4
4.0

EPI image
Early CTA

LPIimage
Late CTA

PRM

0.0
0

Fig.4-8 左中大脳動脈閉塞症例（スコア 4）の early CTA image，late CTA image，および PR map

4
4.0

EPI image
Early CTA

LPIimage
Late CTA

PRM

0.0
0

Fig.4-9 左中大脳動脈閉塞症例（スコア 3）の early CTA image，late CTA image，および PR map
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Early CTA
LPIimage
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0.0

LPIPRM
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Fig.4-10 左中大脳動脈閉塞症例（スコア 2）の early CTA image，late CTA image，および PR map

55

4.4 考察
本章では MP-CTA 画像を用いて簡便かつ客観的に脳梗塞領域を評価する手法として PR
map を提案し，その精度を検証した．また，PR map によって決定された脳梗塞領域を MPCTA の視覚評価と比較 することで PR map の有用性を評価した．
まず，PR map の精度について考察する．PR map の脳梗塞領域はカットオフ値を用いて
その面 積 （CA PRM ）を定 義 した．したがって，カ ッ ト オ フ 値 の設 定 によって脳 梗 塞 領 域 が変
化することが予想された．PR map の有用性を評価するために，カットオフ値ごとの CA PRM
について CA CBV と比較した．その結果，2 つの重要な知見を得た．ひとつは CA PRM と CA CBV
はピアソン相関係数において関係性があり，PR map のカットオフ値が 0, 0.05, 0.1, 0.2 で
特 に強 く相 関 した．もうひとつは，PR map のカ ッ ト オ フ 値 が 0，0.05，0.1 以 下 において
CA PRM と CA CBV の差はほとんど無いことが Bland-Altman plot で示された．そしてカットオ
フ値が 0.2 以上では，CA PRM は CA CBV よりも過大評価され，有意な差 を示した．
2 つの知見 により，カットオフ値 が 0.1 までは CBV と同等の脳梗塞領域 の評価が PR
map において可能であることが明らかとなった．急性期脳梗塞において，SP-CTA や MP-CTA
を用 いたこれまでの研 究 では，皮 質 血 管 の描 出 パターンから側 副 血 行 路 の機 能 を評 価 して
予後を予見した
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．PR map は脳梗塞領域を少ない誤差で CBV と同等に抽出しており，

このことがこれまでの研究と異なっている．CTP において，CBV は脳組織 TEC のカーブ下面
積で規定されている

67)

．CBV が低下した領域は脳梗塞領域と定義され

塞においては予 後を予 測するパラメータとされている

70)

68,69)

，急性期脳梗

．今 回の結 果は MP-CTA ベースの

PR map で CBV と同様な評価が可能であることを示している．
PR map における脳梗塞領域 の機序は 4D-CT SI の造影強 度で規定される．4D-CT SI で
は梗塞巣には造影剤が到達しないため PR map の値が極端に低値となる．虚血領域では造
影剤の到達が遅延するので EPI よりも LPI の造影強度が高くなる．著しい造影剤の到達遅
延がある場合は EPI に比して LPI の造影強度 が極端に高くなる．このような虚血の程度によ
る EPI と LPI の造影強 度の差によって PR map の値は 0.1～1.0 未満となる．カットオフ値
が 0.2 以上の Bland-Altman plot において，CA PRM と CA CBV 差がマイナスだったことは，0.2
以上のカットオフ値による PR map では脳梗塞領域を広く定義してしまう可能性を表してい
る．つまり，CA PRM が CA CBV よりも過大評価されることを示すものである．同じくカットオフ値
が 0.2 以上では±1.96SD も明らかに広がる結果であった．これは CA PRM の精度が劣化し，結
果 の安 定 さが損 なわれたことを示 す．CA PRM の過 大 評 価 と精 度 の劣 化 は脳 梗 塞 の広 がりを
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大 きく観 察 させるため，血 栓 回 収 療 法 の適 応 において患 者 選 択 の判 断 を誤 らせる可 能 性 が
ある．したがって，正確性のある虚血の評価にはカットオフ値が 0.1 以下の PR map を用い
るのが妥当であると考える．
カットオフ値が 0.1 以下の CA PRM と CA CBV では Bland-Altman plot においてほとんど差
は無かったが，完全には一致しなかった．また，±1.96SD は 2 程度であった．CA PRM には脳
血管の成分が残存していした．これは，造影剤の増強効果が特に高い脳血管 が PR map の
作成において削除されなかったためである．一方，CBV などの灌流マップでは，作成の過程
で血管情報 がほぼ除去される．したがって，CA PRM と CA CBV の間には少なくとも血管情報の
有 無 による誤 差 が生 まれる．しかし，この誤 差 は脳 梗 塞 領 域 の大 きさにはほとんど影 響 を及
ぼさなかった．また，この誤 差 は脳 梗 塞 領 域 が広 汎 であるほど相 対 的 に小 さくなる．したがっ
て，血 栓 回 収 療 法 の適 応を判 断 するような状 況 では，その判 断を惑わせるような深 刻な誤 差
とはならないと考えられる．ただし，PR map の精度向上においては解決しなければならない問
題であると考える．
ここからは，PR map によって決定された脳梗塞領域を MP-CTA の視覚評価と比較した検
証について考察する．この検証では PR map で定義される脳梗塞領域 について，MP-CTA に
よる病 態 評 価 との比 較 することによって臨 床 的 有 用 性 を調 べた．MP-CTA の主 観 的 な病 態
評価との関連性が明らかになれば，PR map で定義 される脳梗塞領域 の広さが MP-CTA 画
像の病態評価を客観的に表す指標に成り得ることを示せると考えた．そこで，PR map の臨床
的 有 用 性 を評 価 するために，脳 梗 塞 領 域 として規 定 した CA PRM について検 証 した．CA PRM
は，MP-CTA で視 覚 的 にスコア化 された症 例 群 ごとに中 央 値を算 出 した．その結 果では，ス
コアが低下した症例群ほど有意に CA PRM は拡大した．PR map における CA PRM は，脳梗塞に
相当する領域を示すものであると推察される．したがって，PR map の CA PRM は MP-CTA で
視覚的に評価される血管描出の程度と同等の病態を表すことができると推察 する．
CA PRM は，カットオフ値 以下で定義され，EPI および LPI に造影剤が存在しない領域が
該当する．また，EPI の CT 値が造影剤によって増強されない場合，つまり強い虚血によって
その領 域 の造 影 剤 動 態 が著しく遅 延 する場 合 も該 当 すると推 察 される．MP-CTA の視 覚 評
価において，スコア 4 は虚血領域に血管描出の遅延があるものの，late CTA image で健常域
と同 様 の描 出 を認めている．このような場 合 は，虚 血 領 域 への造 影 剤 の流 入 は，PR map に
おける LPI でも満たされているため，CA PRM では脳梗塞領域 としては特定されないと推察され
る．視覚評価においてスコア 4 の患者群で CA PRM がほぼ 0 であったのは，この推察を支持す
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る結果であると考える．一方，スコア 3 では虚血領域で血管描出に遅延があり，EPI において
血管描出本数の低下 が認められた．また，スコア 2 では同じく遅延と血管描出がない領域の
存 在 を認 められた．したがって，造 影 血 管 本 数 の低 下 や造 影 血 管 のない領 域 の広 さに対 比
して，カットオフ値で定義される CA PRM も広がりを見せることが示されたと考える．
急性期脳梗塞において，不可逆的な脳梗塞領 域とそれ以外の虚血領 域が画像的に一致
しない領 域 は虚 血 ペナンブラとされる．虚 血 ペナンブラは可 逆 的 な領 域 であり，早 期 の治 療
によって回復が見込める領域とされる．CTP において虚血ペナンブラは，CBV と CBF が不一
致する領域であらわされる 71) ．Wang らは 2 相の早期相と遅延相のミスマッチで脳梗塞領域と
虚血ペナンブラの評価が可能であることを明らかにした 72) ．評価方法は 2 相の造影強度を視
覚的に観察した．動脈相の低吸収域は CBF と，そして静脈相の低吸収域は CBV とそれぞ
れマッチし，早 期 相 と遅 延 相 の低 吸 収 域 のミスマッチが虚 血 ペナンブラとされた． Wang らの
研究と同じく，PR map は EPI と LPI の 2 画像で造影剤の動態差を観察した．PR map にお
いて，脳梗塞領域として定義した CA PRM は画像 的に造影剤が存在しない領域 に該当するこ
とは先に述べたとおりである．一方で，虚血領域 は EPI および LPI による造影剤の動態差が
画像間演算によって 1 以下の値かつ cutoff 値以上の領域であらわされる．つまり，この領域
は造 影 剤 の動 態 が遅 延 した領 域 として形 成 される．したがって，CBF と同 様 に虚 血 領 域 とし
て考えることができる．こうした画像形成において，PR map では CA PRM による脳梗塞領域の
周囲は，虚血ペナンブラを含む領域として観察が可能と考える．つまり，1 つの画像で脳梗塞
領域と虚血ペナンブラが客観的に評価できることが Wang らの研究との違いである．この違い
は，1 つの画像で観察が可能という点からも，従来の研究よりも有用性が高い手法であると言
える．
Tan は急性脳虚血が疑われる患者において，閉塞部位，梗塞部位，救済可能な脳組織，
および側副血行路の最 も正確な評価は，CTP と CTA の組み合わせによって与えられると述
べている

55)

．MP-CTA による閉塞部位と側副血行路の評価に加えて，PR map で脳梗塞領

域 と虚 血 ペナンブラの評 価 ができることは，急 性 期 脳 梗 塞 患 者 の病 態 評 価 と予 後 予 測 に有
用であると考える．したがって，PR map は脳虚血の画像評価 法として，簡便でありながら多く
の有益な情報をもたらす手法であると考えられる．
本 章 の研 究 における限 界 点 を述 べる．造 影 剤 は全 ての患 者 に固 定 化 されたレートと量 で
注 入 した．脳 組 織 を造 影 剤 が通 過 する時 間 は虚 血 の有 無 や程 度 の他 に，心 機 能 や造 影 剤
を注入する静脈経路の狭窄などが関係する．しかし，EPI と LPI は 4D-CT SI を一律に 5 画
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像用いて平均 化した．平 均化する画 像数やタイミングの設定 についてはさらに検 証が必 要か
も知れない．二つ目の限界点 を述べる．今回は EPI と LPI を TEC をもとに 4D-CT SI から作
成して MP-CTA とみなした．そして，EPI と LPI は 5 秒の時差であった．これは，64 列 CT の
ヘリカルスキャンで全 脳 の動 脈 相 と静 脈 相 を取 得 する時 間 分 解 能 に概 ね相 当 する．しかし，
ヘリカルスキャンで 2 相の source image のみの撮影では，EPI および LPI のように TEC に対
する任意の時相は得られない．したがって，ヘリカルスキャンデータで PR map を作成する場
合はスキャンタイミングの設定が重要になると考える．そして，概ね EPI と LPI と同様のタイミン
グで 2 つの source image が得られるのであれば，PR map は MP-CTA と同様に多くの汎用
CT において実現可能な手法であると期待できる．

4.5 結論
本章では，新しい MP-CTA の後処理アルゴリズムである PR map を提案し，CBV と関連し
た脳 梗 塞 領 域の定 義 について提示した．そして，至 適 なカ ッ ト オ フ 値 によって脳 梗 塞 領 域
を客観 的 に評価できることを明らかにした．急 性 虚 血性 脳 卒 中の患 者において，PR map が
MP-CTA の側 副 血 行 路 の評 価 に付 加 されれば，迅 速で簡 便 な病 態 評 価 の手 法として患 者
予後の向上に寄与する可能性 があると推察する．
また，MP-CTA の視覚評価結果と PR map の脳梗塞領域を比較した．比較結果では，視
覚 評 価 のスコアが低 下 するほど，PR map の脳 梗 塞 領 域 は広がりをみせた．また，脳 梗 塞 領
域の広がりは各スコア間 で有意差を示した．以上の結果より，PR map によって簡便かつ客観
的に虚血の病態評価が可能であることが示唆された．
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第5章
結論
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本論文では，4D-CT において空間分解能を担保した画像ノイズ低減手法である加算平均
手法である TA 法を提案し，その有用性について検証した．また，4D-CT から TA 法で形成
される早期相と遅延相による位相比画像を新たに提案し，脳虚血 の評価および脳梗塞領域
の決定についてその有用性を検証した．
第 2 章では，TA 法による 4D-CTA と逐次近似応用再構成による 4D-CTA について，画質
を評価した．評価結果より，TA 法による 4D-CTA では空間分解能を担保した画像ノイズ低
減が可能であったことが示された．そして，逐次 近似応用再構成による 4D-CTA と比較して，
視覚的にも血管の明瞭性が優れることが明らかとなった．
第 3 章では，4D-CT SI を用いて，TA 法で作成 した早期相と遅延相 の MP-CTA による新
しい灌流評価法である PI map を提案し，その有用性を核医学および CT 灌流画像と比較し
て評価した．評価結果より，PI map は PET-CBF と強い相関を示した．そして，CT 灌流画像
よりも高い相関が得られた．したがって，PI map は，簡便で特別な解析ソフトウェアを必要とし
ない灌流評価用画像として有用であることが示 された．
第 4 章では，4D-CT SI を用いて TA 法で作成した早期相と遅延相 の MP-CTA から脳梗
塞領域を決定する新しい評価法である PR map を提案し，その精度を評価した．評価結果よ
り，PR map によって脳 梗 塞 領 域 を客 観 的 に 決 定 できることが明 らかとなった．さらに，MPCTA の従来評価手法である視覚評価結果と PR map の脳梗塞領域を比較した．比較結果
では，視覚評価のスコアが低下するほど，PR map の脳梗塞領域は広がりをみせた．また，脳
梗塞領域の広がりは各スコア間で有意差を示した．以上の結果より，PR map によって簡便か
つ客観的に虚血の病態評価が可能であることが示唆された．
虚血性脳卒中，特に急性期脳梗塞では，昨今，検査の迅速性において CT で治療方針
を選択する機 会が増えつつある．そうした中，4D-CT は情 報量 の多 さから，対 応 装置 におい
ては日常的に行われる検査手 法である．本 論 文で提案した 4D-CTA の画質 改善 法と MPCTA による新しい虚血の評価手法が，CT における急性期脳梗塞の診断 精度向上の一助に
なれば幸いである．
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