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要

旨

llm部単純X線はデジタル化，モニター診断の神及を受け，近年は経ll*差分や'￨1'除去などの読
彬支援システムが診旅現場で利用されてきている．胸部CTはマルチスライスCTの進歩によ

り形態画像としては一つの到達点を迎え，近年は機能，肋態評価や被曝低減などの付加価値を
提供できるようになってきている．今後もさらなる発腱や新たな展開が期待される領域であり，
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il:llしていく必要がある．
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はじめに

2．骨除去画像

以前からエネルギー差分による''1'除去両像は存
胸部単純x線はデジタル化，モニター診断の普

在していたが，搬彬法が−●般のX線搬影とは異な

及を受け，近年は経時差分や,￨2i'除去などの読影支

るなどl l術診療への沸及には制約があった．近年

援システムが診療現場でll川されてきている．胸

は通端のデジタル柵影に使川可能な''1ｹ除去ソフト

部CrはマルチスライスCTの進歩により全肺の

ウエアが,ﾙ,発されており，診旅への導入がより現

薄層画像データが短時間で取好できるようになっ

実的になってきている．骨除去画像を参照するこ

たことで形態画像としては一・つの到述点を迎え，

とで結節の検出は16％向上し，特に骨の重なり

近年は機能，肋態評illiや被曝低減などの付加価値

の大きいllili尖,

Hl'li野でｲi川であると報告されて

が求められている．当院ではllm部iii純x線では経

いる3)． また, llili炎の検出にｲl.川との報告もある4).

時差分画像,CTではdualenergyimagingによる
機能評illi, (lynamiCvolumescanによる助態評価，

過去il'i像は必要なく，ポータブル搬彩や小児へも
利川i'l能である．

逐次近似再椛成法の利川による批影線ilt低減が可

能となっており，本棚では当院の状況を中心に解

胸部CT

説する．

1 ． dualenergyCTによる機能評価
胸部単純X線

当院では2柚;球榊￨蛾1多列検出器CT(Siemens

社製SomatomDennitionFlash)が稼働しており，
1.経時差分画像

dualenergyimagingによる機能評illiが可能とな

同一忠音の異なる2回分のX線lilli像に経時差

っている．物賦のCT値は搬影時の欄;JI憧圧により

分処理を行い，経IIf的に変化した部分を強調する．

異なり，その変化l,tが物伽,'il有であることが知ら

骨や縦隔など肺野と亜なる描造物が}i'i去されるた

れている． 2笹球揺I俄型CTでは2つの異なる管

め，結節の検出はIﾘlらかに向上する )． さらに肺

迩圧で搬影し，棚;泄庄の違いによるCT値の変化

癌検診に応川した研究報告によると，一人の医師

から，特定の物簡を抽出（あるいは抑制）

による経IIf差分I山i像を利川した読影の方が二人の

像を作成することができる．呼I吸器仙城で賎も高

医師による二砿読影より成紋が良い2)．課題とし

頻度に利川されているのは, ll'li塞栓症の評価にお

て，過去画像が必須であること，過去画像との位

けるll,li樅流仙i像である. llili実質の造影剤分布は従

した画

置ずれによりアーチファクトが生じること，など

来のCTでは評価lｲ§l雌であったが, dualenergy

が挙げられる．アーチファクl､を減らすためには

CTでは造形剤に含まれるヨードを抽出し，強調

撮影時のポジショニングのi'}現性のみならず，深

表示することでll,lilm流シンチグラフィに顛似した

I吸気厳守など忠者￨!lllの協力も不可欠であり，必然

'血i像が得られる. ll,li血流シンチグラフィが肺循環

的に小児やIⅢ症の心背，ポータブル批影での利川

のnrstl)assを画像化するのに対して, dualeneF

は困難となる．

gyCTによるﾙli沸流画像は肺ii を辿り抜け体循
環に秘行した造影剤の影稗も受ける点には注意が

必要であるが,CTﾙli勤脈造影による血栓の検索
を併せて行える点が及所となる．肺堆栓症でも肺

画像診断の進歩
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図1 320列al･eadetectorCrによる呼吸動態評価
A:最呼気相,B : IMI吸気相（いずれも矢状断）

胸確に広く接する左肺下蕊の籾火なl匝瘍であるが,腫癌(T)には胸畷に対しておよそ1肋間分
の上下動が認められており，胸壁浸潤はないことがわかる実際は助画として棚察できる．

動脈の非完全閉塞例ではその末梢域のヨード分布

逐次近似再榊成はGE社が先行したが，計算に非

が欠損とはならない場合があるため，形態両像と
灌流画像を併せて評mliすることが堕要である5) .

常に長い時間がかかり日附業務での利用には大き

な制約があった． その後, Philips社の開発した
IterativeModelReconstl･llction (IMR)が1例あ

2． dynamicvOlumescanによる動態評価

たり5分という短時間での計算を実現し，それを

当院では320列area(letectorを搭載したCr

搭載したCT(PhiUps社製Ingenuily(yr)が2013

(東芝社製AquilionONE)が稼働しており，寝台

年末に当院に導入されたIMRはシステムモデル

移動せずに頭尾側16cmの範囲の動態撮影が可能

と統計学的ノイズモデルを考慮することでノイズ

である．胸部では呼吸動態検査として利用可能で

の大幅な低減（最大90%)と低コントラスト分

あり，肺実質や気管支の動態視覚解析ならびに肺

解能の大￨隔な向上（淡いコン￨､ラストが明瞭にな

腫瘍の胸壁・縦隔浸潤の評illiに有用である（図1).

る）を実現しているが， ノイズのあるCr画像に

慣れている我々にはかなり述和感のある画像とな
3．逐次近似再構成

っている（図2)．

CT従来の再榊成法であるフィルタ柿正逆投影

逐次近似再榊成の臨床応用は,①通常線蹴での

法は比較的計算量が少なく短時間で画像が得られ

画質向上（高分解能CTのさらなる画質向上，大

る一方， ノイズが避けられなかった．逐次近似再
榊成法は近年実川化され'臨床現場への導入が進ん

柄な患者,胸肋移行部などの画質改善，など)，②
画質を同等に保ったうえでの線!ii低減,③若干の

でいる新たなCr再椛成法で，仙i像再櫛成を繰り

画質劣化を承知した上での線賦の大I隔な低減（肺

返して段階的に画像を修jl呈し，理想的な画像に近

癌CT検診など）に分類されている6) .通常の￨臨

づけていくことで画像ノイズとアーチファクトを

床検査においては②が亜要であり，逐次近似応用

大幅に低減する．逐次近似再榊成はフィルタ袖正

再構成法では3−4削の線餓低下でも従来線睡の

逆投影法を併用した逐次近似応用再構成と完全な

逐次近似再榊成とに分けられ,現在主に普及して

フィルタ袖正逆投影法と同等の画質が得られると
報告されている7)．

きているのは逐次近似応用再榊成である.完全な

当院における逐次近似再榊成利川の実際である
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図2完全な逐次近似再柵成,逐次近似応用再構成，フィルタ棚正逆投影法の画像比較

A:完全な逐次近似iﾘII!i成(IMR),B :逐次近似応用再椛成(iDose!I),C :前回のフィルタhliJI
逆投影法（すべて1mmスライス厚）

CrDIvoIはA,Bで5.8mGy,Cでは8.2mGyであり，次近似再椛成導入後の方が低線賦で撮影さ
れている.Aが最もノイズが少なく，すりガラス濃度結節（矢印）も明l服であることがわかる．

が，当院中央放射線部のCr全3機種のうち完全

IMRによる薄屑Crでは'l吹部組織評mli用の再椛成

な逐次近似再榊成は皿Rを搭戦したPhiUps社の

をせずにそのまま縦隔条件に変換するだけで充実

'台のみであり，逐次近似応用再榊成は前述の2

性腫瘤の内部性状や近傍の胸膜外脂肪層の状態が

機種を含めた全3機種で利用可能である(Siemens

評価可能になるなど，肺癌の簡的診断や広がり診

社: SAFIRE,東芝社:AIDR3D, Philips社：

断に役立つ縦隔条件の追加情報をより簡便に取得

iDose.')ことから，逐次近似応用再櫛成を標準と

できる．

し，過去の報告7）を参考にして3−4割の線量低
下で従来と同等の画質を維持している．一方，逐

おわりに

次近似応開再構成で従来と同等の画質を達成して
いるということは，完全な逐次近似再榊成である

近年臨床応用が進んでいる単純X線の読影支

IMRでは従来の画像より高画質を達成している
ことを意味する．フィルタ補正逆投影法や逐次近

援システムと胸部Crの機能，動態検査，線通低
減（逐次近似再枇成）につき，当院に導入されて

似応用再榊成による商分解能CTと比較して，

いるものを中心に解説した．今後もさらなる発展

IMRによる薄屑CT(注：フィルタ補正逆投影法

や新たな展開が期待される領域であり，注目して

や逐次近似応I抑州成で用いられるような関数が

いく必要がある．

IMRには存在しない）ではllili野条件において気
腔，肺実質，すりガラス淡度領域，充実性領域の
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肝特異的造影剤であるG(l‑EOB‑I)TPA(以 ドEOB)を使川した造影M皿により，肝細胞
州の診断能は桔段に向̲'九，以前では画像で柵出されなかったような前癌病変やlll期肝細胞猟
が数多くみつかるようになった．憧性肝疾忠において,EOB造形MRIの肝糺ll胞朴￨で低信}ﾅを示

