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2001 Dual-source dual energy CT におけるスペクトラル曲線の精度検証と誤差

因子の解明

髙根侑美*，影山凌太**，澤谷勇太***，高野博和*，茅野伸吾*，佐藤和宏** 

*東北大学病院 診療技術部 放射線部門 **東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻

***仙台市立病院 放射線部

【目的】Dual-energy（DE）CT における画像ベースで取得したスペクトラル曲線の精度を検証し，誤差因子を明らか

にする．

【方法】組成が既知で濃度が 10 mg/ml のヨードロッドを multi-energy（ME）ファントムに挿入し，SOMATOM 

Definition Flash（SIEMENS）にて DE スキャン（80-Sn140 kV）した．ME ファントムの形状は 2 種類（円柱：直径

20 cm，楕円柱：長径 40 cm，短径 30 cm）とした．ロッドの組成を基にスペクトラル曲線を理論計算し，これを基

準曲線とした．さらに線質硬化補正有と無のカーネルで再構成した画像から，1）画像ベースのmaterial decomposition，

2）専用ワークステーション（syngo．via，SIEMENS）の 2 通りの方法でスペクトラル曲線を取得した．なお，1）

でスペクトラル曲線を算出する際，処理プログラムを Mathematica 12.1（Wolfram）で作成した．また，低および高

管電圧の実効エネルギーはヨードロッドの CT 値と基準曲線からスキャン条件およびファントム毎に求めた．精度

を検証するため，基準曲線に対する material decomposition および syngo.via で求めたスペクトラル曲線の絶対誤差お

よび相対誤差を算出した．

【結果】material decomposition では，最大の絶対誤差および相対誤差はそれぞれ 16.2 HU，8.6%だった．Syngo.via で

は，最大の絶対誤差および相対誤差はそれぞれ－62.1 HU，33.0%だった． 

【考察】実効エネルギーの設定が適切であれば，画像ベースの material decomposition でも線質硬化の影響は相殺され

る．この場合考えられる主な誤差因子は散乱線である．

【結論】画像ベースの material decomposition では，適切な実効エネルギーの設定が可能であればスペクトラル曲線を

精度よく求められる．

2002 Dual Energy CT におけるファントムを用いた血液の物質弁別に関する

基礎的検討

范睿恒*，木暮陽介*，佐藤英幸*，横田卓也*，工藤晃*，稲毛秀一* 

*順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線部

【目的】本研究は dual energy CT（DECT）における画像解析パラメータを検討し，血液とヨード，血液とカルシウム

に対する物質弁別画像の画質及び物質弁別効果を向上させることを目的とする．

【方法】CT 装置は Aquilion ONE ViSION Edition（Canon 社製），ファントムはマルチエナジーCT ファントム（GAMMEX

社製）を用いた．固体インサートは 3 種類の血液インサート，2 種類の血液とヨードの混合インサート，2 種類のカル

シウムインサート，脳実質，脂肪，水の合計 10 本とした．画像解析パラメータの検討は，①virtual monochromatic imaging

（VMI）におけるエネルギー毎の各固体インサートの SD 値計測，②最も SD 値が低いエネルギーを中心とした各入力

エネルギー（低 keV，高 keV）の組合せによる virtual non-iodine（VNI）及び virtual non-calcium（VNCa）の CT 値と SD

値計測，③最適な入力エネルギー下での各基準物質（水，脂肪，脳実質，血液）の組合せによる VNI 及び VNCa の CT

値と SD 値計測を行った．

【結果】①全ての固体インサートにおいて，最も SD 値が低かったのは 60 keV であった．②最適な入力エネルギーの

組合せは 60 keV と 70 keV であり，その際の造影剤の傾きは 0.7，カルシウムの傾きは 0.78 であった．③最適な基準

物質の組合せは脳実質と血液であった．

【考察】3-material decomposition においては，一概に入力エネルギー域を広げれば良いというものではなく，各組合せ

による CT 値と SD 値のバランスを考慮することが物質弁別効果に重要であると示唆された． 

【結論】本研究ではファントムを用い，血液とヨード，血液とカルシウムに対する物質弁別の最適な DECT 画像解析

パラメータを明らかにした．
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2003 Deep Learning based Spectral CT におけるヨード密度定量解析の精度の評価 

藤崎凌平*，吉本真也*，松井健紘*，東村海督*，小味昌憲* 

*宮崎大学医学部附属病院 放射線部

【目的】Spectral CT の定量解析は物質内の特定成分の密度測定も可能であり，臨床応用は多岐にわたっている．近

年リリースされた Deep Learning based Spectral CT（DL-Spectral CT）は，Deep Learning を用いた画像再構成により，

高いエネルギー弁別能とノイズ低減効果が期待されているが，spectral Imaging の定量解析に関する報告は少なく，

定量解析精度について解明することは今後の臨床使用においても重要である．そこで本研究では，DL-Spectral CT に

おけるヨード定量解析の精度を評価することを目的とした．

【方法】CT 装置は Aquilion ONE GENESIS Edition（Canon Medical Systems 社製），ファントムは 40 cm×30 cm 径の 

Multi-Energy CT Phantom（Gammexs 社製）を使用し，ファントムの中心から 75 mm 離れた同じ位置の円柱ロッド部 

（直径 28.5 mm，長さ 165 mm）に，8 種類のロッド（Iodine 2，5，10 mg/ml，CTHE SolidWater + φ 2，5，10 mm Iodine 

5 mg/ml，HEBlood + Iodine 2，4 mg/ml）を挿入し，5 回撮影した．データ解析用としてヨード（水）密度画像を作成し，

各ヨード密度値を測定した．また，CTDIvol が 7.1，13.1，18.1 mGy になるように線量を変化させて撮影し，ヨード密

度測定誤差の線量依存性について検討した．

【結果】各ヨード密度の真値と測定値に統計的な有意差は認められなかった（P > 0.05）．また，線量可変下におい

ても，統計的な有意差は認められなかった（P > 0.05）． 

【考察】結果より，DL-Spectral CT の物質密度画像は，高いエネルギー弁別能を有し，濃度，内径，血液成分の影響

を受けないと考えられる．また，異なる SD 下でも，Deep Learning 技術による基礎画質の向上により，測定精度は

保たれていると考える．

【結語】DL-Spectral CT は，高い精度でのヨード密度定量解析が可能である． 

2004 画像ベースのエッジ保存ノイズ低減技術を用いた低 keV 仮想単色画像の

画質改善

牛丸裕基*，下川蒼永**，豊原勇理**，市川勝弘***，川嶋広貴*** 

*金沢大学 医薬保健学域保健学類 **金沢大学院 医薬保健学総合研究科

***金沢大学 医薬保健研究域保健学系

【目的】Dual energy computed tomography（DECT）で得られた低 keV の仮想単色画像（mono 画像）は，ヨードコン

トラストを著しく向上させるが画像ノイズの増加が問題である．よって single energy に線量を集中できる低 kV 画

像よりも画質的に劣る．本研究の目的は，画像ベースのエッジ保存ノイズ低減技術である 3D cross-directional bilateral

filter（3D-CDBF）を利用して，低 keV の mono 画像の画質を改善することである．

【方法】2 mg/ml のヨード濃度のロッドが内部に配置された直径 300 mm の円筒形水ファントムを，80 kV と 150 kV+

Sn フィルターによる DECT と 70 kV の single energy により同線量（20 mGy）でスキャンした．Mono 画像のエネル

ギーは 55 keV とした．解像度の指標である task transfer function（TTF）とノイズパワースペクトル（NPS）は，そ

れぞれロッド部と水のみの部分から測定した．3D-CDBF の処理においては，70kV 画像のノイズテクスチャ（NPS）

との近似を意図して，処理係数を調節した．臨床の腹部 CT 画像について，処理を施した mono 画像と 70 kV 画像

を，同様の BMI を持つ患者間で比較観察した．

【結果】3D-CDBF による TTF への影響は皆無であった．3D-CDBF によって mono 画像の NPS は，70 kV と全空間

周波数で同等レベルまで減少し，ノイズテクスチャはほぼ等しくなった．臨床の CT 画像では，mono 画像が 70 kV

と同様となることが確認できた．
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2005 Deep Learning Image Reconstruction を用いた仮想単色 X 線画像の画質評価 

山﨑暁夫*，倉田知明*，永澤直樹*，松永崚佑*，江木千明*，田中充* 

*三重大学医学部附属病院 中央放射線部

【目的】Dual Energy 撮影によって生成することができる仮想単色 X 線画像は低エネルギー画像の場合，ノイズが

多く発生することが知られている．今回 Deep Learning Image Reconstruction（DLIR）を用いた仮想単色 X 線画像の

画質評価を行ったので報告する．

【方法】画質評価ファントム（Catphan 700，The Phantom Laboratory）を Revolution CT（GE Healthcare）で撮影した．

GSI モード（80 kV-140 kV）で撮影し，X 線量は 145 mA，300 mA，445 mA とした．再構成は DLIR（Low，Med，

High），逐次近似型画像再構成（ASiR-V50 %: ASiR），Filtered Back Projection（FBP）とし，実効エネルギーを 70，

50，40 keV，スライス厚を 1.25 mm，再構成関数を Standard とした．CTmeasure（JSCT）を用い，Noise Power Spectrum

（NPS），Modulation Transfer Function（MTF）を求めた． 

【結果】各実効エネルギーにおいて NPS の積は FBP > ASiR > Low > Med > High の順に小さくなった．NPS の平均周

波数は 70 keV において FBP と比較して ASiR，Low，Med，High で 16.9±0.8 %，11.5±0.3 %，17.3±0.5 %，25.0±0.9 %

低下した．また 50 keV では 17.0±0.1 %，12.9±1.4 %，18.9±1.9 %，26.9±2.5 %，40 keV では 15.9±1.7 %，13.5±1.8 %，

20.4±2.1 %，29.4±2.2 %低下した．50 % MTF は 70 keV において FBP と比較して ASiR，Low，Med，High で 0.2±0.3%，

9.5±1.1 %，9.3±1.0 %，9.9±1.0 %向上した．また 50 keV では 0.6±2.0 %，8.9±0.9 %，8.7±1.0 %，9.3±1.4 %向上した．40 

keV では ASiR で 0.8±2.4 %低下したが，Low，Med，High で 8.1±0.9 %，8.1±1.2 %，10.4±1.9 %向上した． 

【結論】DLIR を用いた仮想単色 X 線画像は低エネルギーにおいても空間分解能を損なわずにノイズ低減を行って

いた．

2006 Dual-source dual energy CT における VNC 画像解析の誤差因子の検証 

影山凌太*，高野博和**，茅野伸吾**，佐藤和宏*，齋藤春夫* 

*東北大学大学院 医学系研究科保健学専攻 **東北大学病院 診療技術部放射線部門 

【目的】Dual-energy（DE）CT における virtual non-contrast（VNC）画像作成のアルゴリズムを推測し，誤差因子に

ついて検討する．

【方法】15 条件（0.5-50 mg/ml）作成した希釈造影剤を MRI ファントム（日興ファインズ）に挿入し，SOMATOM 

Definition Flash（SIEMENS）にて DE スキャン（80-Sn140 kV/100-Sn140 kV）した．低および高電圧画像を線質硬化

補正有と無の関数で再構成した．理想的には VNC 画像の希釈造影剤領域の CT 値は 0 HU であり，これを理想値と

した．再構成画像の希釈造影剤の領域の CT 値から 3-material decomposition にて VNC 画像を作成した場合の CT 値

を算出した（以下，計算値）．また，再構成画像から装置搭載の解析ソフトウェア（Liver VNC）にて VNC 画像を作

成し，希釈造影剤の領域の平均 CT 値を取得した（以下，実測値）．理想値と実測値を比較し，線質硬化の影響を検

証した．さらに，計算値と実測値の絶対誤差を求め，線質硬化およびその他の誤差因子を検証した．

【結果】理想値と実測値の差は，線質硬化補正有の場合，-5.4～21.1 HU であった．補正無の場合，-5.7～71.2 HU で，

高濃度ほど理想値から乖離した．計算値と実測値は低管電圧画像の高濃度域で乖離した．

【考察】濃度が高くなるほど線質硬化の影響を受けやすい．低濃度域での理想値と実測値の差は散乱線の可能性が

ある．計算値と実測値の結果より，解析アルゴリズムの推測は妥当であった．実測値が理想値に近づくためには，

低管電圧画像の CT 値の精度が重要であることを，アルゴリズムを基に確認した． 

【結論】VNC 画像の CT 値の精度は，低管電圧画像の CT 値の精度に影響される．高濃度ほど線質硬化現象の影響

を大きく受けて解析誤差を生じる．
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2007 独立した管電流設定が可能な高速スイッチング方式の dual energy CT に

おける画質評価

川口優衣*，下川蒼永**，豊原勇理**，市川勝弘***，川嶋広貴*** 

*金沢大学 医薬保健学域保健学類 **金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科

***金沢大学 医薬保健研究域保健学系

【目的】新たな高速スイッチング方式の dual energy CT（DECT）装置では，各管電圧において独立した管電流設定

が可能となった．これにより，低管電圧側のデータをより高品質に保つことが可能となり，DECT 解析の精度向上

が期待される．そこで本研究では，この方式が仮想単色 X 線 CT の画質に与える影響について評価した． 

【方法】直径 30 cm の水ファントム内に 2 mg および 12 mg のヨードが含有された円柱ロッドを固定した．新旧の

高速スイッチング方式（New-FKS，Conv-FKS）を用い，撮影線量を CTDIvol=10 mGy で，このファントムをスキャ

ンした．取得した DECT データから仮想単色 X 線 CT のアプリケーションにより，70 keV の画像を生成した．ま

た，比較のため 120 kV の single energy CT についても同様の線量で撮影した．これらの画像について，ロッド部分

から task-based transfer function（TTF）を，均一な水部分からは noise power spectrum（NPS）をそれぞれ測定した．

その後，TTF2/NPS によりシステム感度（SPF2）を算出した．

【結果】New-FKS の TTF は，Conv-FKS と比較して，2 mgI ロッドにおいてわずかに高値を示した．NPS に関して

は，Conv-FKS において低周波ノイズが顕著に増加していた．SPF2 は，全周波数域にわたって New-FKS が上回り，

最低周波数では約 2.1 倍高くなった．一方で，120 kV と比較すると，SPF2 は同等であり，DECT による画質劣化は

ほとんど見られなかった．

【結論】各管電圧において独立した管電流設定を可能とする高速スイッチング方式の DECT では，仮想単色 X 線

CT 画像の画質は大幅に改善され，120 kV の画像とも同等の画質が得られた．

2008 等価 SSP を有する MPR CT 画像を用いた system performance function の評価 

丹羽伸次*，原孝則*，西丸英治**，瓜倉厚志***，市川勝弘**** 

*中津川市民病院 医療技術部 **広島大学病院 診療支援部

***静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 ****金沢大学 医薬保健研究域保健学系

【目的】CT システムの system performance function（SPF）は総合的な画質評価の一つとして用いられる指標値であ

るが，その計算式に体軸方向の特性は考慮されていない．従って異なるスライス厚の画像比較において，何らかの

方法で体軸方向の補正が必要である．そこで本研究では，十分に厚くかつほぼ等しいスラブ厚の MPR 画像を用い

ることで，等価 SSP による公正な比較を可能とする簡便な手法を提案し，その有効性を検討する． 

【方法】CT 装置として SOMATOM Definition Edge（Siemens Healthcare）を用いて，コインファントムをスキャンし，

設定スライス厚 0.6，2.0 及び 3.0 mm の画像を再構成した．それぞれのデータからスラブ厚 10 から 30 mm の axial

の MPR 画像を作成した．MPR 画像における SSP から体軸方向の MTF を算出し，等価 SSP となる最適な MPR 画

像のスラブ厚を検討した．更に filtered back projection（FBP）画像と iterative reconstruction（IR）画像間の SPF を本

手法の有無で比較評価した．

【結果】各スライス厚間の体軸方向の MTF 差は，MPR 画像のスラブ厚を大きくすることで小さくなり，30 mm の

スラブ厚で MTF 曲線は一致した．FBP 画像と IR 画像間の SPF の比較において，本手法を用いない場合は，全周波

数帯において IR 画像が高い SPF を示したが，本手法を用いた場合は，ゼロ周波数付近における両者の差はなくな

った．

【結語】本手法における最適なスラブ厚は 30 mm で，等価 SSP による SPF の評価が可能である．
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2009 画像ベースのストリークアーチファクト低減技術を使用したディー

プラーニング再構成画像の品質改善

西山楓*，下川蒼永**，豊原勇理**，市川勝弘***，川嶋広貴*** 

*金沢大学 医薬保健学域保健学類 **金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科

***金沢大学 医薬保健研究域保健学系

【目的】低線量 CT 画像に現れるストリークアーチファクトは，ノイズではなく信号として識別される傾向がある

ため，最新のノイズ低減技術であるディープラーニングベースの再構成（DLR）によっても残存する．本研究では，

新しく開発した画像ベースのストリークアーチファクト低減技術（ISR）の DLR 画像におけるアーチファクト低減

性能を評価した．

【方法】ISR では，約 2.8 度毎の 64 回の平行ビーム投影で生成した仮想投影データに基づき，同一の 64 方向平滑

化フィルターを適用することでアーチファクトを抑制する．アクリル製バーパターンファントムを含む楕円形の水

ファントムを 256 列の CT システムにより 10 mGy の CTDIvol でスキャンした．スライス厚 = 0.625 mm の DLR 画

像に ISR を適用し，0.25 mm-1 のバーの画像上で，ノイズと振幅の比率（amplitude-to-noise ratio: ANR）を測定した．

また，約 10 mGy でスキャンした臨床の腹部 DLR 画像を用いて，門脈部の contrast-to-noise ratio（CNR）を処理済み

画像と未処理画像で比較した．

【結果】ISR によりバーパターンの振幅は約 11%減少したが，ISR により平均 ANR 値は有意に増加した（ISR あり：

5.21，ISR なし：3.60）．臨床画像の平均 CNR 値は，ISR により有意に向上した（ISR あり：3.03，ISR なし：2.60）． 

【結論】開発された ISR は，DLR CT 画像に残存するストリークアーチファクトを低減させ DLR CT 画像の画質向

上に寄与する．

2010 Deep Learning Reconstruction のストリークアーチファクトに関する基礎

検討

石川和希*，香川清澄*，根冝典行*，日下亜起子*，堀雅敏**，村上卓道** 

*神戸大学医学部附属病院 放射線部 **神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR 科

【目的】Deep Learning を用いた画像再構成法である AiCE は，教師画像として FIRST による再構成画像を用いて

いる．このことから AiCE は FIRST と同様に高いアーチファクト低減効果が期待できると考えた．そこで本検討

では FIRST と比較した場合の AiCE におけるストリークアーチファクトに関する特性を明らかにする． 

【方法】水ファントムに高吸収体を配置してストリークアーチファクトが発生する系を構築し CT 装置（Aquilion 

ONE Genesis）にて撮影を行い，アーチファクトインデックス（AI）及び相対 AI（AIr）にて評価を行った． 

【結果】低線量での再構成法による AI は AiCE Body Sharp < AiCE Body < FIRST Body ≒ FIRST Body Sharp とな

った．AIr はいずれの再構成法においても大きな差はなかった．高線量での再構成法による AI は FIRST Body < 

FIRST Body Sharp ≒ AiCE Body Sharp < AiCE Body となった．AIr においては FIRST Body Sharp ≒ FIRST Body < 

AiCE Body Sharp < AiCE Body となった． 

【考察】低線量における AI は AiCE が有意差をもって FIRST より小さくなった．AiCE は低線量領域において

優れた画質特性を持っていることから，低線量におけるストリークアーチファクトに関する特性において FIRST 

と比較し優れていたと考える．

【結論】AiCE は低線量領域において，ストリークアーチファクトに対して優れた特性を示すことが示唆された． 
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2011  シミュレーション画像を用いたダークバンドアーチファクト評価

保吉和貴*，佐藤和宏**，菊地雄歩*，松岡真由***，本間経康**** 

*山形大学医学部附属病院 放射線部 **東北大学大学院 医学系研究科 画像解析学分野

***弘前大学医学部附属病院 放射線部 ****東北大学大学院 医学系研究科 医用画像工学分野

【目的】シミュレーション画像によりダークバント（DB）アーチファクト評価時における既存の評価法の問題点を

明らかにする．問題点を解決する評価法を提示し，その妥当性を実証する．

【方法】水を満たした直径 22 cm の円柱ファントム内に直径 5 mm のチタンロッドを 2 本挿入したディジタルファ

ントムを作成した．多色 X 線を模擬し，ファンビームによる 360°スキャン，1024 view にてディジタルファントム

を順投影した．入射光子数と検出器到達光子数の対数比を基に光子ノイズの影響を含んだ投影データ値を求めた．

Filtered back-projection 法にて再構成し，DB アーチファクト画像を取得した．さらに光子ノイズを除外した投影デー

タ値からも DB アーチファクト画像を作成した．得られた DB アーチファクト画像に既存の評価法（Artifact Index:

AI，relative Artifact Index: rAI，Gumbel 評価法: GM）と我々が提案する Averaged profile（AP）法を適用し，光子ノイ

ズの有無による DB アーチファクトの線量依存性を評価した．

【結果】光子ノイズがない場合，すべての評価法の指標値は線量に依存せず一定であった．光子ノイズがある場合，

AI と GM の指標値は線量に依存して低下し，rAI の指標値は線量に依存して上昇した．一方，AP 法の指標値は高

線量域で一定，低線量域で低下した．

【考察】理論的に高線量域での DB アーチファクト強度は光子ノイズに影響されない．しかし，既存の評価法は光

子ノイズに影響され，線量変化で DB アーチファクト強度が変化すると評価した．それに対して AP 法は理論通り

に光子ノイズに影響されない．

【結論】AP 法は DB アーチファクトの妥当な評価が可能であり，光子ノイズに対してロバストである． 

2012 医工産連携研究で開発した石灰化除去 software “Calcification”の胸～

下肢 CTA における初期画像評価 

東海林綾*，工藤和也*，藤原敏弥**，柴原徹**，湯浅哲也***，渋谷幸喜**** 

*市立秋田総合病院 放射線科 **市立秋田総合病院 循環器内科

***山形大学大学院 工学部理工学研究科応用生命システム工学科 ****北海道科学大学 診療放射線学科

【目的】石灰化および blooming artifact が診断を妨げる症例は，胸腹部～下肢動脈 CT において多数存在する．解決

策として 2013 年に稲田らが subtraction 法有用性について報告しているが，画像処理技術を用いた報告はない．本研

究の目的は，山形大学と北海道科学大学と ZIO が共同開発した石灰化除去 software Calcification（薬事未承認，未発

売）を用い胸腹部～下肢動脈 CTA における石灰化除去画像の初期評価を行うことである． 

【方法】2019 年度 6 月～12 月まで市立秋田総合病院で subtraction 法を用い胸腹部～下肢動脈 CT を行った 14 例を

対象とし，循環器内科医師 2 名が，subtraction 法と Calcification の石灰化除去後 MIP 画像の視覚評価を行った． 

【結果】subtraction 法と比較し Calcification 石灰化除去精度は，14 症例全てにおいて，膝窩動脈より近位動脈は同

等，膝窩動脈より遠位動脈は Calcification の低下，という評価であった． 

【考察】膝窩動脈より遠位の直径約 6 ㎜以下の血管に付着した石灰化除去精度低下は，撮影領域に対する血管径の

縮小と，beam hardening や blooming artifact 等のスキャン法が原因で起こる解像力低下が原因と考えられた． 

【結論】膝窩動脈までと限定的であるが，Calcification を用いた石灰化除去法は，subtraction 法の課題である被ばく

線量の増加，検査時間の延長，体動や呼吸による motion artifact の解決の可能性が示唆された． 
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2013 医工産連携研究で開発（work in progress）した石灰化除去 software の冠動脈

CTA における画像評価 

工藤和也*，東海林綾*，藤原敏弥**，柴原徹**，湯浅哲也***，渋谷幸喜**** 

*市立秋田総合病院 放射線科 **市立秋田総合病院 循環器内科

***山形大学大学院 工学部理工学研究科応用生命システム工学科 ****北海道科学大学 診療放射線学科

【目的】冠動脈 CT 画像は，冠動脈に石灰化が付着し blooming artifact が発生する場合，高輝度陰影が診断を妨げる

症例が多数存在する．我々は，評価・診断不可能症例減少を目的に，山形大学と北海道科学大学とザイオソフト株

式会社が共同開発した石灰化除去 software Calcification（薬事未承認，未発売）の画像評価を行った． 

【方法】2018 年 4 月から 2019 年 3 月まで市立秋田総合病院で冠動脈 CT と CAG を行った 16 例中石灰化のある 108

セグメントを対象とした．冠動脈 CT 画像は，ステントが挿入されておらず画像にブレがない症例を対象とした．

対象症例に対しては，Agatston スコア解析を行い，スコアを 400 未満，400 以上 1000 未満，1000 以上の 3 群に分け

た．石灰化除去前 MIP 画像と Calcification 石灰化除去後 MIP 画像の読影を行い，CAG を模範解答とし，経験年数

29 年と 23 年の循環器内科医師 2 名が両者の狭窄率比較評価を行った．

【結果】循環器内科医師 2 名の評価結果は，Calcification と CAG が一致したセグメントは Agatston スコアが 400 未

満では 36 中 28（77.8%），400 以上 1000 未満では 14 中 10（71.4%），1000 以上では 58 中 25（43.1%）であった．

Agatston スコアが 1000 未満までは CAG と比較的一致したが，1000 以上は冠動脈 CT での評価は困難であった．

【考察】Calcification は，石灰化の三次元形状（大きさ＋形）の決定を一定のアルゴリズムに従い，1 クリックで行

うことが可能である．造影画像のみで石灰化除去を行うため miss-registration と被ばくの増加はない．今回は，単一

施設の臨床評価結果であるが，無作為抽出多施設評価を行い詳細な解析を行うことにより，冠動脈石灰化付着症例

新規診断画像の可能性が示唆された．

2014 医工連携研究で開発した冠動脈 CTA 石灰化除去技術と画像評価 

渋谷幸喜*，湯浅哲也**，工藤和也***，東海林綾***，藤原敏弥****，柴原徹**** 

*北海道科学大学 保健医療学部診療放射線学科 **山形大学大学院 工学部理工学研究科応用生命システム工学科

***市立秋田総合病院 放射線科 ****市立秋田総合病院 循環器内科

*****秋田県立循環器・脳脊髄センター 放射線科診療部

【目的】冠動脈 CT は CAG と比較し，血管内腔と石灰化の両者が評価可能，費用が安価，静脈注射だけの低侵襲性

等の長所を有しており，検査数は年々増加している．しかし，冠動脈に石灰化が付着し blooming artifact が発生する

場合，診断不能な症例も多数存在している．本研究の目的は，冠動脈 CT 画像から石灰化を除去し，血管内腔を定

量的に診断可能な画像構築法の提案を行うことである．

【方法】石灰化除去のために，画像処理技術を用いた image processing algorithm for removing calcified plaque（iPARC）

法を開発した．iPARC 法は，中間強調再構成関数と中心係数 9，周辺係数-1 に設定したラプラシアンフィルターを

適用し 2 段階鮮鋭化を行った後，zero cross 法を用い石灰化プラークの境界を決定し石灰化除去を行う方法である．

iPARC 法画像評価は，経験年数 29 年と 23 年の循環器内科医師 2 名が行った．はじめに石灰化除去前・後 MIP 画像

で読影を行い，次に CAG を模範解答とし両者の狭窄率比較評価を行った．対象症例は，ステント挿入されておら

ず画像にブレがない石灰化付着 48 症例を対象とした． 

【結果】48 症例 74 本の冠動脈の比較評価を行った．iPARC 法と CAG が一致した症例は，57 本（77.0 %），相関関

係が無く臨床有効性無しと判断したのは 17 本（23.0 %）であった．相関関係無しと判断した 17 本は，全て偽陽性

であった．

【考察】iPARC 法石灰化境界決定は目視で行うため，主観的誤差が存在する．陽性的中率低下を解決するためには，

客観性を有する演算手順に則った software 構築が必須と考える． 

【結論】iPARC 法を用いることにより，診断可能な冠動脈石灰化付着症例が大幅に増加した． 
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2015 汎用モンテカルロコードによる Dual-energy CT を想定した線量計算プロ

グラムの開発

松原孝祐*，吉川諒**，秦美鈴**，廣澤文香** 

*金沢大学 医薬保健研究域保健学系 **金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科保健学専攻

【目的】現在，Dual-energy CT が臨床において普及しつつあるが，被ばく線量を評価する手法は確立していないの

が現状である．そこで本研究では，汎用モンテカルロコードを用いて，Dual-energy CT を想定した線量計算プログ

ラムを開発した．

【方法】Particle and Heavy Ion Transport code System（PHITS）ver.3.20（日本原子力研究開発機構）を使用して，CT

装置 SOMATOM Emotion（Siemens Healthineers 社製）のモデル化を行い，線量計算プログラムを作成した．管電圧

80kV と 130kV における X 線エネルギースペクトルは Tucker の近似式を用いて導出し，当該 CT 装置を用いて取得

した線量減弱曲線より，材質をアルミニウムと仮定した場合のボウタイフィルタの形状を決定した．プログラムの

精度を検証するために，当該 CT 装置を用いて管電圧 80kV および 130kV，管電流時間積 200mAs における CTDIw

を測定し，線量計算による CTDIw と比較した．次に，女性胸部ファントム RAN-110（Phantom Laboratory 製）のモ

デル化を行い，80kV と 130kV の線量分布のブレンド割合を変更させた仮想 Dual-energy CT の線量分布を取得した．

【結果】80kV と 130kV の実測による CTDIw は 6.29mGy および 22.2mGy，線量計算による CTDIw は 6.32mGy およ

び 21.2mGy であった．80kV と 130kV の線量計算結果から，両者のブレンド割合を変更した 5 種類（0:100，25:75，

50:50，75:25，100:0）の線量分布を取得することができた．

【結語】本研究で開発した線量計算プログラムによって，高い計算精度で Dual-energy CT を想定した線量分布を取

得することができた．この線量計算プログラムは，あらゆる撮影方式の Dual-energy CT に適用できる可能性がある．

2016 回帰分析による CT 被ばく線量管理に関する検討 

前田悠一郎*，堤貴紀*，水口貴詞*，阿知波正剛*，近藤悟*，阿部真治* 

*名古屋大学医学部付属病院 医療技術部放射線部門

【目的】CT 検査の適切な放射線量の管理のために，診断参考レベルの利用が推奨されているが，標準的な患者体格

は体重 50～70 kg と定義され，異なる体格における被ばく線量に関する指標や管理方法は明確になっていない．そ

こで，本研究では，撮影装置・プロトコール別に患者の体格（体重）と被ばく線量（平均 CTDIvol）のデータを解

析し，被ばく線量の最適化・管理について検討を行った．

【方法】当院の Canon 社製 CT 装置 Aquilion ONE（装置 A）及び，Siemes 社製 CT 装置 Definition Flash（装置 D）

で，2020 年 4 月から 7 月に撮影された患者の線量データ 3111 件をプロトコール毎に分け，回帰分析等の解析を行

った．

【結果】装置・撮影プロトコール毎の 3 ヶ月分の CT 被ばく線量データと体重との回帰分析を行った結果，胸部～

下腹部（1 相）撮影では，装置 A で相関係数が 0.87，装置 D で 0.79，胸部（1 相）撮影では，装置 A で 0.84，装置

D で 0.88，いずれにおいても強い相関が認められた．3 ヶ月分のデータから得られた 95%予測区間を超える線量を

警告値としたところ，翌 1 ヶ月分において，824 件中 2.7%が該当した． 

【考察】警告値として該当した多くは，腕を下げた状態下の撮影や，体重情報誤りと推測されるケース，皮下脂肪

が多く体重の割に体厚が大きいケースの 3 つに分類することができ，予測区間 95%を警告値とする妥当性が確認さ

れた．装置・プロトコール毎に患者体格に応じた被ばく線量の警告値を撮影前に提示することができれば，撮影設

定間違いの有無の確認などにも有用と考える．

【結論】撮影装置・プロトコール毎に，被ばく線量・体重による回帰直線から被ばく線量の最適化を行う線量管理

の有用性が示唆された．
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2017 頭部 CT 検査における水晶体線量を評価する際の線量計の深さ位置に

よる影響

廣澤文香*，松原孝祐**，森岡祐輔*，北川雅康*，橋本敏一*，坂田茂* 

*富山県立中央病院 画像技術科 **金沢大学医薬保健研究域保健学系 

【目的】頭部 CT 検査における水晶体線量の評価を行う場合，眼の表面付近に小型線量計を配置して測定が行われ

るが，実際の水晶体の位置とは異なっていることによる影響が考えられる．そこで本研究では，頭部ファントムを

想定した円柱ファントムの眼に相当する位置における表面と 3 mm の深さでの線量を実測およびモンテカルロシミ

ュレーションによって算出し，線量計の深さ位置による影響を検討した．

【方法】CT 装置 SOMATOM Force（Siemens Healthneers 社製）を使用し，左右表面と 3 mm の深さ位置に小型 OSL

線量計（長瀬ランダウア社製）を配置した．直径 16 cm，高さ 20 cm のアクリル円柱ファントムを管電圧 80 kV と

120 kV，CTDIvol 30 mGy にて線量計を交換しながら撮影を行い，表面と 3 mm の深さでの平均空気カーマを算出し

比較を行った．Particle and Heavy Ion Transport code System（PHITS）ver.3.20（日本原子力研究開発機構）を使用し

て，CT 装置および小型 OSL 線量計を配置した円柱ファントムのモデル化を行い，管電圧 80 kV と 120 kV による表

面と 3 mm の深さでの吸収線量を取得後，空気カーマに変換し比較を行った． 

【結果】80 kV の実測による表面と 3 mm の深さでの左右平均した線量は 28.8 mGy および 31.6 mGy（p<0.001，対

応のある t 検定），120 kV の実測による表面と 3 mm の深さでの左右平均した線量は 27.8 mGy および 29.5 mGy（p

＜0.001，対応のある t 検定）となった．80 kV の線量計算による表面と 3 mm の深さでの左右平均した線量は 30.0 

mGy および 32.0 mGy，120 kV の線量計算による表面と 3 mm の深さでの左右平均した線量は 28.1 mGy および

29.6mGy となり，実測と同様に表面よりも 3 mm の深さでの線量が高くなった． 

【結論】頭部 CT 検査における水晶体線量の評価を小型線量計を用いて行う場合，線量計を配置する位置による影

響を考慮する必要がある．

2018 逐次近似再構成法による Tin filter を用いた腹部造影単相 CT の基礎的検討 

平石拓巳*，福田侑人*，羽田紘人*，浜中隆宏*，大谷慎一*，木村浩一郎** 

*東京医科歯科大学医学部附属病院 放射線部 **東京医科歯科大学医学部附属病院 放射線科

【目的】SIEMENS 社製 CT 装置（SOMATOM Force）には Tin filter（Sn フィルタ）を用い X 線スペクトルの最適化

により被曝低減が期待できる”Spectrum Shaping 技術”が搭載されている．この Tin filter の有用性は胸部や副鼻腔領

域でおいては既に報告されているが腹部領域での運用に関しての報告はまだ少ないため Tin filter による低線量での

腹部造影単相 CT を仮定した基礎的物理特性を評価した． 

【方法】MTF：ERF 取得ファントム（京都科学）の平滑ブロック CT 値 50HU を使用し 120kV，Sn100kV，Sn150kV，

eff．mAs を 100～800mAs，FBP，ADMIRE2，ADMIRE4 での MTF をそれぞれ測定した． 

NPS：直径 20cm 水ファントム（QA 用）を用いて MTF と同条件でスキャンし NPS を測定した． 

CNR：自作造影剤ファントムを用いて MTF と同条件にて希釈したシリンジ内の造影剤と水の CT 値，SD から算出

した．

【結果・考察】Sn100kV を用いると 120kV と比較して CTDIvol は 70～90%近く減少した．MTF は 120kV，Sn150kV

においては低~中周波数領域にかけて変化はなかったが Sn100kV においては低線量域になると光子数の不足のため

MTF は低下する傾向になった．また ADMIRE の強度を上げると MTF も向上することが分かった．NPS は ADMIRE

を用いることによって低~中周波数領域のノイズが低減した．CNR は 120kV の 200 mAs を基準にした場合，Sn100kV

の 800mAs を用いた FBP では 45%程度であるが，ADMIRE4 を使用すると 75%程度まで改善される． 

【結論】Sn100kV の使用ではノイズの増加に伴い低線量域の MTF は低下した．また，ADMIRE の強度の上昇に伴

い MTF は向上した．造影剤希釈ファントムの CT 値は Sn100kV では全体的に低下するが ADMIRE4 の使用により

ノイズの減少が大幅に期待されるため 120kV，200mAs と比較して 1/4 の線量で 75%の CNR は担保される．
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2019 3D cross-directional bilateral filter を用いた頭部 CT による超急性脳梗塞

の診断能の評価

平入哲也*，市川勝弘*，瓜倉厚志**，原保和***，田畑孝純****，松波環**** 

*金沢大学 医薬保健研究域保健学系 **静岡県立静岡がんセンター 画像診断科

***順天堂大学医学部附属静岡病院 放射線室 ****順天堂大学医学部附属静岡病院 放射線科

*****金沢大学大学院 医薬保健研究科保健学専攻

【目的】3D cross-directional bilateral filter（3D-CDBF）は，市川らによって開発された優れたエッジ保存性能とノイ

ズ低減性能を併せ持つ処理手法である．本研究では 3DCDBF を用いた薄層画像による超急性期脳梗塞の診断能を，

5 mm 厚の Hybrid 型逐次近似応用再構成画像と比較した． 

【方法】対象は超急性期脳梗塞と診断された発症 4.5 時間以内の患者 27 名と，コントロール群 27 名である．頭部

CT データから 3DCDBF を適用した 0.625 mm 厚画像と，5 mm 厚画像（ASiR 40%）を再構成した．定量評価とし

て，白質と灰白質，内包とレンズ核，梗塞域と非梗塞域のノイズとコントラストを測定し，コントラストノイズ比

（CNR）を算出した．定性評価として，放射線診断医 2 名が超急性期脳梗塞と血管内塞栓子の存在について読影試

験を行った．評価は連続確信度法による receiver operating characteristic 解析を用いて area under the curve（AUC）を

求めた．また，5 ポイントリッカートスケール法を用いて画像ノイズ，白質灰白質の分化，総合的画質について評

価した．

【結果】定量評価では，3DCDBF と ASiR の画像ノイズは同程度であった（p＞0.06）．レンズ核と内包，白質と灰白

質のコントラスト，梗塞域と非梗塞域の CNR は有意に 3DCDBF が高値を示した（p＜0.01）．定性評価では脳梗塞

域と血管内血栓の AUC において有意に 3DCDBF が高値を示した（p＜0.01）．さらに 5 ポイントスケール法でも画

像ノイズ，白質灰白質の分化と総合的画質評価は有意に 3DCDBF が高値を示した（p＜0.05）． 

【結語】3DCDBF を使用した薄層再構成頭部 CT 画像は，従来画像との比較において超急性期脳梗塞の診断能を有

意に改善することが示された．

2020 当院 CT 装置における再構成法の違いによる画質の検討 

森澤雅啓*，桐洋介*，片岡翔大*，堂領和彦* 

*順天堂大学医学部附属練馬病院 放射線科

【目的】近年，CT 装置は iterative reconstruction（IR），hybrid iterative reconstruction（HIR）等の再構成が搭載されて

いる．さらに Deep Learning を用いた再構成（Deep Learning Reconstruction：DLR）も開発され画質の向上及び被ば

く線量の低減が図られている．今回，当院 CT 装置が 320 列 CT 装置へ更新されたため，各再構成法におけるノイ

ズ低減効果や分解能への影響について検討を行ったので報告する．

【方法】使用装置は Aquilion ONE PRISM（キヤノンメディカルシステムズ社製）を使用した．臨床で使用している

腹部撮影条件にてファントムを 15 回撮影，4 種類の再構成を行った．また，線量変化させた 2 つの撮影条件でも同

様に行った．CT measure を用いて Task Transfer Function（TTF），Noise Power Spectrum（NPS）の測定を行った． 

【結果】TTF は全ての周波数領域で IR の値が最も高くなった．NPS は DLR の値が最も低く，低周波領域において

IR の約 1/8 程度となった．HIR は TTF，NPS 共に Filtered Back Projection より向上した．線量変化によって IR，DLR

の TTF はわずかに変化した．IR の NPS は線量を低下させても 0.5cycles/mm 以上の領域では変化が無かった． 

【考察】DLR はノイズ低減効果が最も高く分解能も優れている．IR は分解能が最も優れており，高周波数領域では線

量変化による NPS の変化は無かった．HIR は再構成処理速度が速く汎用性が高い．このように各再構成方法には特徴

があり撮影に応じた使い分けが必要であると考えられる．しかし，今回検証を行なった再構成方法にはパラメーター

が複数あり更なる検証が必要であると考えられる．

【結論】当院 CT 装置の各再構成法による画質の特性を理解する事が出来た． 
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2021 Dual energy CT に対応した Deep learning image reconstruction の性能評価 

川嶋広貴*，市川勝弘*，高田忠徳**，三井渉** 

*金沢大学 医薬保健研究域 **金沢大学附属病院 放射線部

【目的】高速スイッチング方式の Dual energy CT（DECT）スキャンデータ用に開発されたプロトタイプの Deep 

learning image reconstruction（DLIR）を使用し，仮想単色 X 線 CT 画像の画質改善について評価すること． 

【方法】直径 30cm の水ファントム内に 2 mg および 12 mg のヨードが含有された円柱ロッドを固定し，高速スイッ

チング方式の DECT 装置を用いて，撮影線量を CTDIvol=10 mGy に設定しスキャンした．取得した DECT データは，

FBP 法と DLIR 法により再構成を行った．その後，仮想単色 X 線 CT アプリケーションを使って，70 keV および 40

keV の画像を生成した．これらの画像について，ロッド部分から task-based transfer function（TTF）を，均一な水部

分からは noise power spectrum（NPS）をそれぞれ測定した．その後，TTF2/NPS によりシステム感度（SPF2）を算出

した．

【結果】DLIR 法を用いることで顕著に画像ノイズは低減されたが，その効果は低周波領域よりも中高周波領域で

大きくなった．そのため，NPS の平均周波数は 70 keV において 7-10 %，40 keV において 8-13 %低下した．TTF の

保存性能は，どちらのヨードロッドにおいても極めて高く，FBP 法と同等の TTF となった．70 keV の最低周波数に

おける SPF は DLIR 法により 11-19 %，40 keV では 13-15 %改善した．0.2 mm-1 においては，それぞれ 61-97 %，62-

114 %と大きく改善する傾向を示した．

2022 Deep Learning Reconstructionを用いた超高精細CT における肺気腫定量解析：

逐次近似応用再構成法との比較

村松駿*，佐藤和宏** 

*大原綜合病院 画像診断センター **東北大学医学系研究科 保健学専攻 画像解析分野

【目的】超高精細 computed tomography（CT）画像で発生するノイズは，肺気腫定量解析に影響を及ぼす．本研究では，

画像再構成法の異なる hybrid iterative reconstruction（HIR）と deep learning reconstruction（DLR）を用いて物理的な画質

特性および CT 検査で測定された low attenuation volume（LAV）%と呼吸機能検査で測定された forced expiratory volume 

in 1 s/forced vital capacity（FEV1/FVC）の相関を比較し，DLR の臨床運用の可能性について検討した． 

【方法】HIR と DLR で取得した CT 画像（マトリックス数: 1024 × 1024，スライス厚: 0.25 mm）を基に分析した．

物理特性を，modulation transfer function（MTF）と noise power spectrum（NPS）で評価した．display-field of view（D-

FOV）は 300 mm と 400 mm で解析した．臨床データは，LAV%と FEV1/FVC との相関をスピアマンの相関係数で評

価した．

【結果】HIR と DLR の 10 %MTF は，D-FOV 300 mm のとき，どちらも 1.3 cycles/mm，D-FOV 400 mm のとき，そ

れぞれ 1.2 cycles/mm（HIR）および 1.1 cycles/mm（DLR）であった．NPS は，すべての周波数範囲で DLR より HIR

が低値であった．HIR と DLR の LAV %と FEV1/FVC の相関係数は，それぞれ 0.64，0.71 であった． 

【結論】DLR は HIR よりも肺気腫に関する詳細な情報を提供する． 
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2023 超高精細 CT を用いた super high resolution モードにおける低コントラスト

分解能の検討

安松昇悟*，酒井友貴*，近藤雅敏*，白坂崇*，加藤豊幸* 

*九州大学病院 医療技術部 放射線部門

【目的】超高精細 CT の super high resolution（SHR）モードにおける画像ノイズを normal resolution（NR）モードと

比較し，NR モードと同等の低コントラスト検出能を保持できる SHR モードの撮影線量と再構成法を調べる． 

【方法】超高精細 CT を用いて CT-automatic exposure control の standard deviation（SD）設定を 10HU（volume CT dose 

index:14.4mGy）とした NR モードと，それを基準に同等線量（14.6 mGy）と+20%線量（17.4mGy）による SHR モ

ードでCatphanファントムを10回撮影した．両モードでhybrid iterative reconstruction（HIR）とmodel based IR（MBIR），

SHR モードでのみ deep learning reconstruction（DLR）を用いて再構成した．観察者 2 名がファントム内の低コント

ラストモジュールの検出可能な最小径を評価した．次に同条件で得た人体模擬ファントム画像の肝実質の SD を測

定し，観察者 2 名が肝実質の粒状性を 5 段階で視覚評価した．

【結果】最小径（中央値）は NR モードの HIR で 6.5 mm，MBIR で 6.0 mm となり，SHR モード（同等/+20 %線量）

の HIR で 8.0/6.0 mm，MBIR で 8.0/6.0 mm，DLR で 6.5/6.0 mm となった．肝実質の SD は NR モードの HIR と MBIR

ともに 5.5 HU となり，SHR モード（同等/+ 20 %線量）の HIR で 8.6/8.2 HU，MBIR で 9.7/9.8 HU，DLR で 7.7/7.6

HU となった．肝実質の粒状性では SHR モードより NR モードの画像の方が良好であった．

【考察】SHR モードの DLR の画像が NR モードと同等の低コントラスト検出能を示した．一方，SHR モードの肝

実質のノイズが NR モードより増加した．原因は低コントラスト検出能への影響が少ない高周波ノイズの増加が考

えられる．

【結論】SHR モードでは DLR を用いて，線量の増加を伴わずに NR モードと同等の低コントラスト検出能を保持

できる可能性がある．

2024 新たな四肢専用超高解像度 CT の開発と挑戦 

中川大誠*，下川蒼永**，豊原勇理**，市川勝弘***，川嶋広貴*** 

*金沢大学 医薬保健学域保健学類 **金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科

***金沢大学 医薬保健研究域保健学系

【目的】臨床用の汎用型 CT では幾何学的な制約により空間分解能を向上することは難しい．また，既存の四肢専

用 CT では，高解像度画像が得られるものの，極小焦点の影響により，撮像時間が顕著に延長する．そこで，我々

は高い空間分解能を維持しながら，高速かつコンパクトなデザインの近接ジオメトリによる超高解像度 CT 装置の

開発に取り組んでいる．本研究では，そのプロトタイプの性能について評価を行った．

【方法】リングレール上に，CMOS 型 X 線検出器（0.099 mm ピッチ，1536 チャンネル，68 列）と小型 X 線管（焦

点サイズ 0.8 mm）を対向に設置した．この際，焦点－回転中心間距離は 465 mm，焦点-検出器間距離は 565 mm と

した．アルミフレームに取り付けたベアリングを用いてこのリングレールを支え，回転機構の駆動用モーターによ

って，それらを 2.3 秒/rot．で回転させた．管電圧 80 kV，管電流 15 mA でアキシャルスキャンを行い，取得した 690

フレームの投影データから FBP 法にて画像を再構成した．これらの画質評価として，ワイヤファントムにより

modulation transfer function（MTF）の測定を，足部ファントムにより骨構造の観察をそれぞれ行った．

【結果および考察】近接ジオメトリおよび高精細検出器により，開発したシステムの 10 %MTF は 3.3 cycles/mm に

達した．足部ファントム画像では，骨梁構造が明瞭に描出されていた．これより，このプロトタイプの高解像度 CT

は，スキャン範囲が 6.8 mm に限られるものの，四肢の疾患に対する骨髄レベルの画像観察を実現できる可能性が

ある．
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2025 腹部 CT において逐次近似応用再構成法が高分解能モード撮影に与える

影響

吉田将人*，丹羽正厳*，高橋康方*，倉谷洋佑* 

*市立四日市病院 中央放射線室

【目的】Discovery CT750 HD（GE）では Hybrid IR の ASiR と新しい ASiR-V があり，両者を高分解能モード撮影 

（HRmode）で使用できる．HRmode は骨や血管の撮影で有用だが，標準分解能モード撮影（NRmode）よりもノイ

ズが増加し，低コントラスト分解能が同時に要求される場合での使用は難しい．本研究では，ASiR-V を HRmode に

使用したとき，腹部 CT を想定したタスクベースでの画質特性を調べ，従来の ASiR および NR mode と比較した． 

【方法】上述 CT 装置を用いて，管電圧 120kVp，管電流 100mA，回転速度 0.5sec，撮影モードは HRmode と NRmode

で Catphan 604 を撮影し，FBP /ASiR60% /ASiR-V60%で再構成した．円柱アクリル（Δ60HU）で task transfer function 

（TTF）を測定し，水等価物質で noise power spectrum（NPS）を測定し，system performance function（SPF）を算出

した．slice sensitivity profile（SSP）の測定は edge 法で測定し，視覚評価は希釈造影剤と円柱アクリル（Δ30HU）の

画像を試料として検出率を評価した．

【結果】ASiR と比較して ASiR-V では，TTF は低周波数領域で低いが高周波数領域では同等で，NPS は低周波数領

域の低減が大きく，SPF は全周波数領域で ASiR-V が高くなったが，SSP の FWHM の値は大きかった．視覚評価で

は，ASiR に比べて ASiR-V で検出率が向上した．NRmode と比較して HRmode では，TTF は高周波数領域まで高く

なり，NPS は低周波数領域で低いが高周波数領域では高く，SPF は同等となり，SSP に差はなかった．視覚評価で

は，NRmode と HRmode で検出率に差はなかった． 

【結論】ASiR-V を HRmode で使用すると，ASiR よりも高いノイズ低減効果が得られ，NRmode に近い低コントラ

スト分解能が得られることが示唆された．

2026 頭部 4D-CT の多時相画像を利用した新たな画像処理手法の開発 

渡邊翔太*，市川勝弘**，坂口健太***，村田大輔***，石井一成**** 

*近畿大学高度先端総合医療センター PET 分子イメージング部 **金沢大学 医薬保健研究域保健学系

***近畿大学病院 中央放射線部 ****近畿大学医学部 放射線医学教室放射線診断学部門

【目的】各ボクセルの造影効果に適応するよう改良した多時相間画像処理手法が，頭部 4D-computed tomography（CT）

画像に与える効果を検証する．

【方法】既存の多時相間画像処理手法である temporal averaging（TA）法と temporal MIP（TM）法を利用し，脳実質

には TA 法を，脳血管には TM 法を造影効果に応じて反映できる新たな画像処理手法を開発した．頭部 CT perfusion 

（CTP）により取得した 11例の 4D-CT画像に対して開発手法を適応し，白質‐灰白質 contrast to noise ratio（CNRtissue）

および血管‐脳実質 CNR（CNRvessel）を測定して，オリジナル画像と開発手法を施した画像間で比較した．また，

2 名の医師による視覚評価を実施し，3D-MIP 表示における血管描出能を血管のセグメントに応じてスコア法により

評価した．

【結果】CNRissue と CNRvessel はともに開発手法によって有意に向上した（p< 0.05）．視覚評価では，ほぼすべて

の血管セグメントにおいて開発手法のスコアが有意に高値を示し，診断に可能な描出能を得ていると評価された血

管の割合は 4-27 %向上した． 

【考察】開発手法を用いると，CTP から優れた血管描出能を有する CT angiography（CTA）画像を作成できるため，

CTP の定量評価に加えて，血管狭窄の範囲や腫瘍責任血管の同定といった情報をより正確に付加できると考える． 

【結論】開発手法により，CTP から画質や血管描出能の優れた CTA 画像を作成できる． 
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2027 造影 CT 検査における新たな投与ヨード量算出方法の提案－体格パラ

メータと推算分布容積を基準とした算出－

山口功*，宮原哲也**，玉井利尚**，中前仁志** 

*森ノ宮医療大学 保健医療学部 診療放射線学科 **大阪急性期・総合医療センター 医療技術部 放射線部門

【目的】先行研究で投与ヨード量と造影 CT 前後の大動脈 CT 値変化から薬物動態理論に基づいて非イオン性ヨード造

影剤の分布容積が推測できることを明らかにした．本研究ではコントラスト増強の標準化を目的として推算分布容積を

基準とした新たな投与ヨード量算出方法を提案する．

【方法】2017 年 1 月から 2017 年 9 月に腹部ダイナミック造影 CT を施行した推算糸球体ろ過量が 45mL/min/1.73m2 

以上の被検者 527 名を対象とした． 

①造影 CT の平衡相における大動脈 CT 値変化より希釈理論に基づいて使用造影剤の分布容積を算出した．

②分布容積と被検者の体格パラメータとの関係を回帰分析した．

③回帰分析よりコントラスト増強を一定にする投与ヨード量算出式を求め，提案法と従来法での適正ヨード量を比較した． 

【結果】

①使用造影剤の分布容積は，7737.3±1801.3［mL］，体重 1 kg 当たりの分布容積は 131.2±17.6［mL/kg］であった．

②分布容積（y）は体格パラメータ（x）と強い正の相関を示し，一次回帰式で推算可能であった．各体格パラメータ

の回帰式と相関係数は，体重：y = 113.7x + 992.9（r=0.82），体格指数：y = 268.0x + 1507.3（r=0.61），体表面積：y =

7682.0x – 4272.6（r=0.83），除脂肪体重：y = 162.7x + 376.0（r=0.81）であった．

③投与ヨード量（D［mgI］）は，目標コントラスト増強を大動脈ヨード濃度（C［mgI/mL］）とした場合，D = C×y で

算出可能であった．提案法と従来法での適正ヨード量を標準体格パラメータの±20%で比較した場合，除脂肪体重が最

も小さい差異であった．

【結語】体格パラメータと推算分布容積を基準とした投与ヨード量算出方法は造影 CT 検査におけるコントラスト増

強を標準化することができる．

2028 強度変調回転照射中に得られた CBCT 画像におけるメガボルト散乱線補

正法の開発と画質評価

伊良皆拓*，北村彩香**，中村光宏**，溝脇尚志*** 

*京都大学 医学部附属病院 放射線治療科

**京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学専攻 情報理工医療学講座

***京都大学大学院 医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学

【目的】近年，強度変調回転照射法（VMAT）中に kV 撮像を行い透視画像（P_MVkV）を得ることができる．しか

し P_MVkV には患者由来の MV 散乱線が含まれており，再構成した CBCT 画像の画質が劣化する．本研究では，

MV 散乱線補正法を開発し補正前後の画質を評価することを目的とする． 

【方法】散乱体として骨盤ファントムを用いた．VMAT プランには，前立腺がん症例に対して作成されたもの（1-

arc プラン: 11，2-arc プラン: 7）を用いた．MV 散乱線補正法: P_MVkV を得た．撮像装置の kV 管球出口直後の絞り

を全閉し，再度同時撮像を行い MV 散乱線画像（P_MVS）を得た．各撮像角度において P_MVkV から P_MVS を差

し引き MV 散乱線を補正した（P_MVScorr）．また，通常の kV 撮像も行った（P_kV）．画像再構成には FDK 法を用

いた（CBCT_MVkV，CBCT_MVScorr，CBCT_kV）．画質評価には CBCT_kV を基準として，以下のガンマ解析を行

った: CBCT_kV のあるピクセル位置にて，評価画像の同じ位置での CT 値の差，及び CBCT_kV の CT 値と同じ値

を持つ評価画像上の位置との誤差が，許容値（差: 30 HU，位置誤差: 1 mm）以内であればそのピクセル位置は合格

（パス）とした．これを全ピクセル位置にて実施し，パス率を算出した．

【結果】CBCT_MVkV のパス率中央値は 61.1%（1-arc），79.9%（2-arc），CBCT_MVScorr は 94.7%，93.4%だった． 

【考察】CBCT_MVkV は MV 散乱線が加わっていることによりカッピングアーチファクトが発生したためパス率が

小さくなった．処方線量は両プランとも同一であるため，1-arc プランでは線量率が 2-arc プランの各アークに比べ

て大きくなり，パス率が低下した．

【結論】補正法を開発し，補正画像が通常の CBCT 画像と同等の画質を持つことを示した．  
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