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【開催日時】 10 月 2 日（土） 12：00－17：20 

【開催方法】 オンライブ＆オンデマンド配信 

《オンデマンド配信期間：10 月 6 日（水）～10 月 15 日（金）》 

― JSCT2021 プログラム ― 

 

〇開会挨拶 12：00－12：05 

大会長：東北大学 佐藤和宏 

協賛動画  富士フィルムヘルスケア株式会社 

 

〇スポンサー講演 12：15－12：45 

富士フィルムヘルスケア株式会社 

座長：熊本大学 船間 芳憲 

JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 診療協同部診療放射線室 柴田 英輝 先生 

 

協賛動画 富士フィルムメディカル株式会社 

株式会社フィリップス・ジャパン 

 

〇シンポジウム 13：05－14：35 

座長：秋田県立循環器・脳脊髄センター 大村知己 

東北医科薬科大学病院 田浦将明 

「臨床で活躍する達人たちのルーティン」 

達人１：三重大学医学部附属病院 永澤直樹 先生  

達人２：大原綜合病院 村松 駿 先生  

達人３：倉敷中央病院 市川翔太 先生  

将来の達人：仙台赤十字病院 船島健太朗  

未来の達人：仙台オープン病院 石黒彩菜 

 

協賛動画 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 

GE ヘルスケアファーマ株式会社 

 

〇教育講演 14：55－15：55 

座長：東北大学病院 茅野伸吾 

「医療プレゼンテーションデザイン講座 伝えるための基礎と実践」 

株式会社 CureApp 製品開発本部 デザイナー  

京都大学大学院 医学系研究科 脳病態生理学講座 

精神医学教室 客員研究員 小林 啓 先生 

 

協賛動画 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

シーメンスヘルスケア株式会社 

 



〇特別講演 16:15－17:15 

座長：東北大学 佐藤和宏 

「CT、MRI による微細脈管構造描出と臨床応用」 

東北大学病院 放射線診断科 教授 高瀬 圭 先生 

 

〇閉会挨拶 17:15－17:20 

次期大会長：中津川市民病院 原 孝則 
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オンラインプログラム 

開催日： 2021 年 10 月 2 日（土） 

 
◆ Dual Energy/Dual Energy 

座長 大橋一也（名古屋市立大学病院） 

 

21001  Dual Energy CT を用いた低ヨード濃度の腎嚢胞病変の解析：ファントムを用いた実験 .......... 5 

神戸大学医学部附属病院 宮崎洋介 

21002  Dual energy CT を用いた動物性油脂の油脂弁別の検討 ······································ 5 

つくば国際大学 菅谷奎人 

21003 Dual energy CT における Deep Learning 画像再構成法がヨードマップに与える影響：ファントム実験

 ······················································································ 6 

三重大学医学部附属病院 山﨑暁夫 

21004 独立した管電流設定と Deep learning image reconstruction による低 keV 仮想単色 X 線 CT 画像の画質改善 

  ······················································································· 6 

 金沢大学 本村嘉響 

21005 Dual-energy CT における光電効果とコンプトン散乱画像を基に取得した仮想単色画像の精度 ····· 7 

 東北大学 高橋彩未 

21006 DECT による腰椎 Ca 画像の作成と骨塩定量の試み ·········································· 7 

 秋田県立循環器・脳脊髄センター 佐々木文昭 

 

 

◆ Artifact Reduction, Performance Evaluation/アーチファクト低減・性能評価 

座長 後藤光範（宮城県立がんセンター）  

 

21007 金属アーチファクト低減処理における歯科金属の位置依存性に関する検討 ····················· 8 

北里大学 轟 辰也 

21008 ノイズ付加補間と bilateral filter と用いた CT 画像のメタルアーチファクトリダクション法 ······· 8 

金沢大学 墨谷碧海 

21009 Tin filter を用いたストリークアーチファクトの定量解析 ····································· 9 

東京医科歯科大学医学部附属病院 平石拓巳 

21010 脳卒中の画像特徴を指標とした頭部単純 CT 短時間撮影の画質評価 ··························· 9 

秋田県立循環器脳脊髄センター 佐藤祐一郎 

21011 89-μm ピクセルピッチを有した四肢用専用超高解像度 CT システムの性能評価 ················· 10 

金沢大学 幸田 陸 

21012 Circular edge 法とヨードワイヤを用いた方法による task-specific な CT 画像の解像度測定 ········ 10 

金沢大学 安田圭佑 



 
 

◆ Contrast Technique, Optimisation /造影技術・最適化 

座長 石原敏裕（国立がん研究センター中央病院） 

 

21013 除脂肪体重に基づいて造影剤量を決定した肝ダイナミック CT の造影効果：Body mass index による

層別解析 ············································································· 11 

広島大学病院 松本頼明 

21014 Contrast enhancement optimizer を用いた肝ダイナミック CT における造影効果：単施設無作為化比較

試験 ················································································· 11 

広島大学病院 松本頼明 

21015 頭部 CTA の微細血管描出における管電圧特性の検討 ······································· 12 

秋田県立循環器・脳脊髄センター 安保哉太 

21016 腹部 3D-CTA における高精細モードを用いた低管電圧撮影の検討 ···························· 12 

神戸大学医学部附属病院 谷和紀子 

21017 高分解能撮影モードと Deep Learning を用いた画像再構成法を併用した冠動脈 CTA における最適な撮

影条件の検討 ········································································· 13 

広島大学病院 木寺信夫 

21018 超高精細 CT 装置における胸部領域を対象とした高分解能 CT 画像の最適な再構成パラメータの検討  

 ····················································································· 13 

広島大学病院 秋山怜那 

 

 

◆ Accuracy Verification ,Radiation Dose,/精度検証・線量低減 

座長 小山修司（名古屋大学） 

 

21019 QCT において逐次近似応用再構成法が骨量ファントムの計測に与える影響 ··················· 14 

国立病院機構富山病院 南 和芳 

21020 線量管理システムにおける実効直径の計測精度に関する検証 ································ 14 

倉敷中央病院 福永正明 

21021 異なるテクスチャに対するディープラーニング CT 画像再構成のノイズ低減性能 ·············· 15 

金沢大学 川嶋広貴 

21022 Deep Learning Reconstruction による線量低減のための基礎検討 ······························· 15 

神戸大学医学部附属病院 石川和希 

21023 冠動脈 CT，肝臓ダイナミック CT における放射線被ばくによる生涯寄与リスクの評価 ········· 16 

金沢大学 豐田真咲 



スポンサー講演 

Usefulness in low-kV CT imaging using the Visual Model-based iterative Reconstruction method 

―Visual Model-based iterative Reconstruction 法を用いた低管電圧撮影における有用性

について― 
 

 

柴田英輝 

 

JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 診療協同部診療放射線室 

 

 

CT 検査における画像再構成は，従来 Filtered Back Projection（FBP）が使用され，私が学生の頃は CT 装置

の画像再構成法は，FBP 法であると習っていた．それから月日が経ち，様々な画像再構成法が発表された．逐

次近似処理を用い，投影データ上でノイズを抑制した後，逆投影して画像を得る逐次近似応用型再構成法

（Hybrid IR）や FBP 法を用いず，逐次近似処理のみで人体の構造をモデルにした Model-based Iterative 

Reconstruction （MBIR）法，そして，撮影後にワークステーション上でどのベンダーの CT 画像でも逐次近

似処理が可能な Image-based Reconstruction 法．これらは，特に画像のノイズ部分に優位に働き，線量を落とし

たとしても従来の線量で撮影した画像と同等の standard deviation（SD）とするべく活用され多くの検討がなさ

れてきた．しかしながら，SD は改善できても画像の周波数特性を再現できず，極端に線量を落とした場合，

画像上の texture （質感）に視覚的な違和感が生じていた．そこで，今回の発表テーマである Visual Model-

based iterative Reconstruction（VMR）法は，これまでの逐次近似処理で課題になっていた画像上の texture に着

目し，周波数特性を従来使用されてきた FBP に近づけることで，線量を落とした場合でも従来の線量で撮影

した FBP 画像と texture に違和感がない画像が得られる新しい逐次近似処理である． 

前述した VMR 法は，Iterative Progressive reconstruction with Visual modeling（IPV，Fujifilm healthcare Corp.）

と称し，2018 年 4 月にニュースリリースされた富士フィルムヘルスケア社製 CT 装置「SCENARIA View」

に搭載されている．この IPV は，9 段階の強度を有し，ユーザーの直感的な使用にフレキシブルに対応でき

る．また，SCENARIA View は，画像再構成だけでなく，撮影と撮影の合間の dead time を改善し，シームレ

スな検査が行えるよう工夫された．当院では，本年の１月より導入し，造影 CT 検査を中心に月に 1000 件ほ

どこの CT 装置で撮影している．本講演では，この IPV の周波数特性を考慮したノイズ改善がより活かされ

る低管電圧撮影に対し，ファントム実験で検討したので，その有用性を紹介する． 

Abstract for scientific meeting of JSCT
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シンポジウム 

臨床で活躍する達人たちのルーティン 

 

 

座長：秋田県立循環器・脳脊髄センター 大村知己 

東北医科薬科大学病院 田浦将明 

 

達人１：三重大学医学部附属病院 永澤直樹 先生 

達人２：大原綜合病院 村松 駿 先生 

達人３：倉敷中央病院 市川翔太 先生 

将来の達人：仙台赤十字病院 船島健太朗 

未来の達人：仙台オープン病院 石黒彩菜 

 

 

このシンポジウムでは，臨床施設に従事しながら研究活動を促進させるためのヒントを，シンポジスト間のフ

リートークと参加者との Q&A から見出すことを目的とする.シンポジストには，国内外での発表と論文投稿にお

いて著名な実績を築かれたお三方を『達人』として依頼した.また，今大会の実行委員であり達人を目指して日々

研究活動に勤しむお二方には，『将来の達人，未来の達人』として参加させていただく. 

臨床施設に従事する診療放射線技師が研究を行うメリットは，臨床検査における様々な問題点を研究課題とし

て見出せることにある.しかし，日頃の臨床業務が多忙なほど，研究活動に向けられる余力は心身ともに少なくな

る.そうした中で研究活動を継続的に行うためには，モチベーション維持，時間の有効活用が重要なポイントとな

る.また，研究活動に対する施設内の協力体制や考え方・雰囲気づくりも同様である.様々なハードルを抱える中，

研究活動における成果の公表と評価によって得られる達成感は，継続を後押しする大きな要因である. 

シンポジウムでは，以上のポイントや経験をテーマごとにご紹介いただく予定である.また，シンポジスト間，

および大会参加者からの質疑応答も加えてシンポジウムを展開したい.参加者には，ざっくばらんな会話の中から

自身の研究活動を促進させるヒントを見出し，研究活動の実践と成果の公表に結びつくきっかけを得る機会にな

れば幸いである. 

Abstract for scientific meeting of JSCT
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教育講演 

医療プレゼンテーションデザイン講座 伝えるための基礎と実践 

 

 

小林 啓 先生 

 

京都大学大学院医学系研究科脳病態生理学講座 精神医学教室 客員研究員 

株式会社 CureApp 製品開発本部 デザイナー 

 

 

－小林先生のプロフィール－ 

 

2016 年より医療者向けのスライドデザイン講師として活動。運営する Facebook グループ「医療スライドデ

ザイン部」は 3000 人以上のユーザーを有し、プレゼンテーションデザインの研究を続けている。 

 

 

 

ご略歴 

2009 年 京都府立医科大学医学部卒業 

2011 年 北斗会さわ病院で精神科医師として勤務 

2020 年 京都大学大学院医学研究科博士課程にて学位取得 

2021 年 株式会社 CureApp でデザイナーとして勤務 

Abstract for scientific meeting of JSCT
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特別講演

CT，MRI による微細脈管構造描出と臨床応用 

高瀬 圭

東北大学大学院医学系研究科放射線診断学分野

IVR や手術を施行する上では，病変のみならず周辺脈管構造の詳細な評価が重要である．画像診断における空

間・時間分解能の向上により，血管系，胆管，リンパ管等の微細脈管構造描出能は大きく進歩してきた．

例えば，大動脈疾患においては，動脈瘤や解離腔の状態といった病変自体の情報に加えて，脊髄の栄養血管で

ある Adamkiewicz 動脈を描出することで，脊髄への栄養血管を温存する手術計画を行うことが可能となり，対麻

痺合併症低減を図ることができる．胸腔鏡下食道手術では，術視野に入りにくい血管構造を把握することで手術

安全性が向上する．手技的に難しい静脈サンプリングは，目的血管位置の事前描出で成功率が向上する．

IVR や手術の成功は，術者の技量以外に術前画像情報の質に大きく依存する．本講演では，演者が放射線技師

と共に行って来た脈管構造描出の試みと，その様々な臨床応用を示しながら，治療戦略における画像診断の重要

性を考えてみたい．

－4－
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21001 Dual Energy CT を用いた低ヨード濃度の腎嚢胞病変の解析：ファントム

を用いた実験

宮崎洋介*，谷和紀子*，福富朗世*，日下亜起子* 

*神戸大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門

【背景・目的】腎臓造影 CT 検査において，腎嚢胞病変の微小な造影効果が，出血性病変などによる CT 値上昇

か偽造影効果（Pseudo-enhancement）による CT 値上昇か鑑別が困難な場合がある．Dual Energy CT を用いてファ

ントムを撮影し，低濃度領域のヨード量の定量化が可能か検討した．

【方法】腎臓を模擬した 3 cm 径円柱ファントムの内部に 6 mgI/ml のヨード溶液を満たし，その内部に腎嚢胞を

模擬した 2 つの円柱ファントム（12 mm,6 mm）のヨード濃度を変えて（水，0.15, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 mgI/ml）封入し

てファントムを作成した．Dual Source CT（Siemens, Force）の 80 kV-Sn 150 kV，90 kV-Sn 150 kV，100 kV-Sn 150 

kV の条件で CTDIvol が 12 mGy になるようにファントムを撮影し，Syngo.via においてヨードマップ画像を作成，

各腎嚢胞部の CT 値，SD 値，ヨード濃度の測定を行った． 

【結果】12 mm 径，6 mm 径どちらの腎嚢胞ファントムにおいても，Pseudo-enhancement による CT 値とヨード濃

度の上昇が認められた．水封入部で測定されたヨード濃度を差分することで，測定したヨード濃度は理論値と高

い相関を示し，80kV-Sn 150kV，90kV-Sn 150kV，100kV-Sn 150kV の順に良い定量性を示した． 

【結論】Dual Energy CT を用いて，80kV-Sn 150kV の組み合わせが最も正確に低濃度領域のヨード量の定量を行

うことが可能であった．

21002 Dual energy CT を用いた動物性油脂の油脂弁別の検討 

菅谷奎人*，梁川範幸*，橘亮介*，山越玄基*，望月純二**，宮田真理子*** 

*つくば国際大学 医療保健学部診療放射線学科

**みなみの循環器病院 放射線科 

***筑波大学附属病院 放射線部 

【目的】X 線 CT 装置の革新的な技術進歩により，Dual energy CT（DECT）が積極的に活用されるようになった． 

DECT によって，撮影対象体の物質弁別や仮想単色 X 線画像の生成，実効原子番号，電子密度など有益な情報を

得ることができる．本研究では，DECT により脂肪の質の評価を行うため動物性油脂を用いて CT 値や電子密度

により油脂の弁別が可能であるか検討し，将来的には脂肪組織から疾病の予想に役立てるパラメータに成り得る

かを検討した．

【方法撮影条件】管電圧：120kVp，管電流：450mA（300mAs），FOV：360mm，スライス厚：1mm．鶏油，羊脂，

牛脂，豚脂，馬油をシリンジに封入した．常温時と加温時の仮想単色 X 線画像，電子密度，実効原子番号を取得

した．ISP を用いて，縦軸に CT 値（HU），横軸に仮想単色 X 線画像のエネルギー（40keV~200keV）としてスペ

クトラル HU 曲線を作成した． 

【結果】CT 値：全ての油脂でエネルギーが上昇するにつれ増加した．また，常温時に比べ加温時で低下し，各油

脂の差が小さくなった．電子密度：全ての油脂で常温時に比べ加温時で低下した．実効原子番号：温度に依存せ

ず，各油脂でほぼ同一の値を示したが，油脂ごとの差が小さかった．

【考察】油脂の温度により CT 値，電子密度の違いが見られた．特に羊脂，豚脂は CT 値，電子密度の低下が著し

かった．これは，常温時に固体，加温時に液体であったため，油脂の密度の違いが影響したと考える．

【結論】僅かな CT 値や電子密度の違いでも，各油脂それぞれの値を示すことから，DECT を用いた動物性油脂

の弁別は可能であると考える．
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21003 Dual energy CT における Deep Learning 画像再構成法がヨードマップに

与える影響：ファントム実験

山﨑暁夫*，永澤直樹*，出口茉奈*，市川泰崇**，佐久間肇** 

*三重大学医学部附属病院 中央放射線部

**三重大学医学部附属病院 放射線科 

【目的】Deep Learning を用いた画像再構成法（DLIR：Deep Learning Image Reconstruction）は画質の向上や線量

低減可能であることが報告されている．近年，DLIR は dual energy 撮影モードにも実装されているが dual energy

撮影で取得できるヨードマップのヨード値に D L I R が与える影響は明らかにされていない．本研究では D L I R

がヨード値の精度に影響を与えるかファントムを用いて検討した．

【方法】CT 装置（Revolution Apex, GE healthcare）を使用してヨード濃度（2.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0, 20.0 mg/mL）

の異なるロッドが挿入されたファントム（CT Dual Energy Phantom Model472, Gammex）を種々の線量（CTDI vol：

4.08（低線量），15.17（中線量），28.15（高線量）mGy）で dual energy 撮影を行った．画像再構成はフィルタ補正

逆投影法（FBP：Filtered Back Projection），逐次近似応用再構成法（HIR：Hybrid Iterative Reconstruction），D L I R

（強度：High, Medium, Low）とし，それぞれヨードマップを作成しヨード値を計測し平均絶対パーセント誤差

（MAPE：mean absolute percentage error）を算出した． 

【結果】MAPE（%）は各再構成（FBP, HIR, DLIR-L,M,H）において低線量では 4.9 ± 2.6, 4.8 ± 2.6, 4.9 ± 2.4, 4.9 ± 

2.4, 4.9 ± 2.4, 中線量では 3.5 ± 2.6, 3.4 ± 2.5, 3.4 ± 2.5, 3.4 ± 2.5, 3.3 ± 2.5, 高線量では，3.3 ± 1.9, 3.3 ± 1.9, 3.3 ± 1.9, 

3.3 ± 1.9, 3.3 ± 1.9 であった．結論 DLIR は FBP，ASIR と同等のヨード値，MAPE を示した． 

21004 独立した管電流設定と Deep learning image reconstruction による低 keV 仮想

単色 X 線 CT 画像の画質改善 

本村嘉響*，市川勝弘**，川嶋広貴**，豊原勇理***，牛丸裕基*** 

*金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻

**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】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 (DE) CT 装置に搭載された deep learning 

image reconstruction (DLR) を用いて，仮想単色 X 線 CT 画像の低 keV 画像の画質改善効果を検証し，その性能を

single energy (SE) CT の低管電圧画像と比較した． 

【方法】300 mm 径の円筒型水ファントムの内部に，12 mg/mL のヨード含有ロッドと軟部組織等価ロッドをそれぞ

れ配置し，SE モードにおける管電圧 80 kV および DE モード (80/140 kV)を用いて，それぞれ CTDIvol=12.3 mGy で

スキャンした．SE 80 kV は FBP 法，DE ではこれに加え，DLR のノイズ低減強度 Middle と High を用いて 60 keV 画

像を生成した．解像特性およびノイズ特性は，task transfer function (TTF) と noise power spectrum (NPS) を，それぞ

れロッド部分と水のみの部分から測定した．得られた TTF と NPS からシステム性能関数(SPF)を算出した． 

【結果】DE 60 keV の 50％TTF は，SE 80 KV に比べ約 15%低下した．NPS は，DE 60 keV と SE 80 kV の FBP 画

像で同程度となり，DLR の使用によって大幅に低下した．その結果，DLR によって DE 60 keV 画像の SPF は顕

著に改善し，SE 80 kV に比べ，0.1 mm-1以下の低周波域における性能は DLR-M で 62%，DLR-H で 96%程度優れ

ていた．

【結論】独立した管電流設定と DLR を組み合わせることで，SE の低管電圧画像よりも画質改善できる可能性が

示された．これによって，DECT の臨床的有用性を高めることが期待される． 
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21005 Dual-energy CT における光電効果とコンプトン散乱画像を基に取得した

仮想単色画像の精度

高橋彩未*，佐藤千文****，佐藤和宏*，高野博和**，茅野伸吾**，石黒彩菜*** 

*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 

***仙台オープン病院 診療支援部診療放射線室 

****東北大学医学部保健学科 放射線技術科学専攻 

【背景】Dual-energy（DE）CT 解析では，高および低の 2 つの管球の管電圧の差が大きいほど解析精度が高いと

言われている．DECT 解析のいくつかの手法のうち，X 線と物質の相互作用である光電効果とコンプトン散乱を

利用する解析方法を用いて取得した仮想単色画像の CT 値の精度については検証の必要がある． 

【目的】光電効果とコンプトン散乱画像を基に取得した仮想単色画像の CT 値の精度を検証し，2 つの管電圧の

差が CT 値に与える影響について明らかにする． 

【方法】Multi-Energy CT Phantom（SUN NUCLEAR; 以下，ME ファントム）のヨードロッド（濃度 2,5,10,15 mg/ml）

を解析対象とし，ヨードロッドの組成から単色画像（エネルギー40, 50, 60, 80, 100, 150, 200 keV）の CT 値を算出した

（以下，理論値）．ME ファントム中心にヨードロッドを挿入し，DE スキャンした．装置は SOMATOM Definition Flash

（Siemens）, Aquilion ONE（Canon）を用いた．スキャン条件は以下の通り;管電圧 80/Sn140 kV, 100/Sn140 kV （Flash）, 

80/135 kV（Aquilion）, 回転時間 1.0 s, CTDIvol 25.0 mGy（Flash）, 29.0 mGy（Aquilion）．高および低管電圧画像から光

電吸収画像とコンプトン散乱画像を作成し，これを基に仮想単色画像を取得してヨードロッドの CT 値を測定した（以

下，実測値）．各管電圧における理論値と実測値を，濃度 4 条件，エネルギー7 条件ごとに比較した． 

【結果】80-100 keV の範囲では管電圧設定によらず CT 値の精度は高く，エネルギーが低いほど，また高いほど

精度が低くなった．80-100 keV での理論値と実測値の絶対誤差は最大で 11.1 HU だったのに対し，60 keV 以下で

は 266.0 HU，150 keV 以上では 33.9 HU となった． 

21006 DECT による腰椎 Ca 画像の作成と骨塩定量の試み 

佐々木文昭*，中泉航哉*，松本和規*，佐藤祐一郎*，大村知己*，加藤守* 

*秋田県立循環器・脳脊髄センター 放射線科診療部

【目的】近年 Dual Energy CT（以下，DECT）が普及し様々なアプリケーションが臨床使用されている．物質弁別

画像においてヨードに対してはヨード密度画像，仮想単純画像が臨床利用されている．一方，Ca に対しては仮想

非 Ca 画像は新鮮骨折の描出などに利用されているが，Ca 密度画像はあまり活用されていない．そこで DECT に

よる腰椎 Ca 密度画像を用いてより正確な骨塩定量が可能か検討した． 

【方法】腰椎 DECT を撮影した症例を対象に，120kVp 相当画像，Ca 密度画像，仮想非 Ca 画像を取得し，また，

肝脂肪測定アプリケーションを応用し，赤色骨髄と黄色骨髄の比率も測定した．対象症例を病変（圧迫骨折，椎

体変性）の有無，性別で分類し，年齢と各画素値の分布を比較した．画素値は 20mm 厚の矢状断で椎体中心に

1.0mm2 の ROI を設定し L1 から L4 の平均値を用いた（病変有群は病変椎体を除く）．対象は 165 例（病変無 70

例；男女比 48：22，病変有 95 例；男女比 47：48），使用装置は CT 装置 SOMATOM Drive，解析ソリューション

syngo.via（SIEMENS）を用いた． 

【結果】全体的に病変の有無に関わらず加齢により CT 値，Ca 密度値，仮想非 Ca 画像値ともに低下し，その割

合は Ca 密度値に比べ CT 値が大きい傾向を示した．また加齢により黄色脊髄の比率が増加し，その傾向は女性で

顕著に表れた．

【考察】CT 値は Ca だけではなく，骨髄成分の組成に因っても変化し，骨髄浮腫や赤色髄化などの場合，CT 値

の上昇により Ca 成分の低下を過小評価する可能性もある．また，骨髄成分の比率も骨年齢の指標として使用で

きる可能性もある．今回の検討により DECT 解析を用いる事で Ca 以外の物質に影響されないより正確な骨塩定

量の可能性が示唆された．
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21007 金属アーチファクト低減処理における歯科金属の位置依存性に関する

検討

轟辰也*，大塚崇史*，中河友里*，小山内珠莉* 

*北里大学 医療衛生学部 診療放射線技術科学専攻

【目的】金属アーチファクトを低減させる方法の中で，Metal Artifact Reduction（MAR）が臨床で多用されている．

特に，頚部領域では CT 検査によって術前後の精査を行うことが多いが，歯科金属の存在位置によって処理結果

が異なる症例を経験した．そこで我々は，Single Energy MAR（SEMAR）を用いたときのアイソセンター及びオフ

センターにおける位置依存性について検討した. 

【方法】CT 装置は Aquilion Lightning（Canon 社製）を使用し，自作ファントムを撮影した．自作ファントムは，

直径 14cmΦ のポリエチレン製円柱ボトルに直径 1cmΦ の金銀パラジウム合金製の歯科金属（クラウン）を内部側

面に固定した．ボトル内部は，造影剤にて平均 CT 値 40HU に調整した寒天で封入した．撮影条件は，管電圧：

120kV，管電流：200mA，回転時間：0.75s/rot，C-FOV：240mm を用いた．再構成方法は，再構成処理：FBP，再

構成関数：FC13，スライス厚/間隔：3mm/3mm，D-FOV：240mm，SEMAR：ON/OFF とした．CT 撮影は，ファ

ントム内の歯科金属が真上方向を向くように設置し，金属をアイソセンターに合わせた位置から上・右・左方向

10cm まで 1cm 間隔の計 121 点において 3 回ずつ撮影を行った．解析には ImageJ を用い，金属スライスの金属周

囲に 4 点の 30mm 径 ROI 及び金属のない断面上に BG 用の 200mm 径 ROI を設定した．ROI の SD から artifact 

index（AI）を算出し，SEMAR OFF と ON のアーチファクト低減率を求めた． 

【結果】AI 低減率は歯科金属がアイソセンターに存在するほど高値を示した．また，アイソセンターとオフセン

ターの AI 低減率を比較すると，処理結果には最大 10%程度の差が生じた． 

【結論】SEMAR の処理結果は金属の存在する面内位置に影響されることを示した． 

21008 ノイズ付加補間と bilateral filter と用いた CT 画像のメタルアーチファク

トリダクション法

墨谷碧海*，市川勝弘**，川嶋広貴**，豊原勇理***，牛丸裕基*** 

*金沢大学医薬保健学域保健学類放射線技術科学専攻

**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】サイノグラムペインティング（SP）を基本処理とする CT のメタルアーチファクトリダクション（MAR）

の手法では，SP 以外の付加処理が画質を左右する．本研究では，事前画像の作成に bilateral filter（BF）を使用し，

メタル部分にノイズ付加補間をする新しい MAR を提案しその性能を既存の MAR と比較した． 

【方法】20 cm 径の水ファントム内に 2cm 径の真鍮ロッド 2 本，空気封入バイアル，骨等価物質を固定し，周波

数分割による MAR（シーメンス，iMAR）が可能な CT 装置（シーメンス，Edge）と，16 列 CT 装置（シーメン

ス，Emotion）を用いて CTDI vol =10 mGy となる撮影条件でスキャンした．提案手法では，Emotion の未処理画像

に対して BF を iteration=4 回で処理して事前画像を作成した．金属部のサイノグラムにおける補間データにデー

タ値から推測したノイズを付加した．水だけのスライスの標準偏差（SD）と，アーチファクト部の SD（真鍮ロ

ッド間，骨－真鍮間，空気－真鍮間）を計測し，それらから正規化アーチファクトインデックス，AIn を算出し

iMAR と提案法で比較した． 

【結果】AIn は，骨－真鍮間/空気－真鍮間において，iMAR で 1.47/.34，提案法で 1.31/1.55 となり，同様となっ

たが，2 本の真鍮間では，iMAR では 3.90，提案法では 0.65 となり，提案法が顕著に優れていた．提案法は，金

属まわりのノイズテクスチャが自然であった．結論提案法は，アーチファクトが十分に抑制され，自然なノイズ

テクスチャとなることから，優れた手法と考えれたが，人体模擬ファントムなどのさらなる検討が必要である．
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21009 Tin filter を用いたストリークアーチファクトの定量解析 

平石拓巳*，羽田紘人*，大谷慎一* 

*東京医科歯科大学医学部附属病院 放射線部

【背景・目的】SIEMENS 社製 CT 装置には Tin filter を用い X 線スペクトルを最適化できる技術が搭載されてい

る．本研究では Tin filter を用いた Sn150kV が従来法である 120kV を含めた複数の管電圧と比較してどの程度ス

トリークアーチファクトが低減されるのか極値統計である Gumbel 法を用いて定量的に評価した． 

【方法】直径 20cm の水ファントムの両端に CT 値が 500HU になるように希釈した造影剤シリンジを固定しスト

リークアーチファクトを発生させた．複数の管電圧で画像を取得し，極値統計を用いた Gumbel 法により解析を

行った．

【結果】Gumbel プロットにおける直線性の評価については，100kV から 150kV になるにつれて低変動側にシフ

トし，Tin filter を用いた Sn150kV は 150kV と比較してさらに低変動側にシフトした．アーチファクト強度を数値

化した位置パラメータを用いた比較においては 120kV が 11.38 であるのに対し Sn150kV が 9.64 であった． 

【考察】低管電圧ほどファントム両端に設置した希釈造影剤シリンジへの吸収が大きく光子不足となり，アーチ

ファクトが増大したため変動が大きくなったと考えられる．また Tin filter を用いることで実効エネルギーが上昇

し，吸収による光子不足が改善するため 120kV と比較し 15％程アーチファクトが低減される． 

【結論】各管電圧で発生するストリークアーチファクトが画像に及ぼす影響について Gumbel 法を用いて定量的

に評価することができた．Tin filter を用いることでアーチファクトを 15％低減することが可能である．

21010 脳卒中の画像特徴を指標とした頭部単純 CT 短時間撮影の画質評価 

佐藤祐一郎*，大村知己*，佐々木文昭*，松本和規*，安保哉太*，加藤守* 

*秋田県立循環器脳脊髄センター 放射線科診療部

【目的】脳卒中急性期で意識障害が強い症例への二管球 CT 装置による高速二重螺旋スキャン（Drive spiral：DS）

の臨床運用を想定して画質特性を検証した. 

【方法】CT 装置はシーメンス社製 SOMATOM Drive，画質評価には Phantom Laboratory 社製 Catphan CTP682，京

都科学社製 SPECT ファントム，水ファントムを用いた.撮影プロトコルは 0.6mm，40 列収集の routine，0.6mm 128

列収集の fast，0.6mm，128 列で二管球同時収集の DS とした.管電圧は 120kVp，管電流は装置表示 CTDIvol が

routine，fast は約 70mGy，DS は 40mGy であった．画像再構成は filtered back projection，DS では逐次近似応用再

構成法も適用した（DS-HIR）．検証は，routine，fast，DS，DS-HIR において，水ファントムによる画像ノイズ特

性評価，造影剤を封入した SPECT ファントムの球体部（ΔHU10，脳実質を模擬），および CTP682 のアクリル

（ΔHU60，血腫を模擬）による解像度評価の結果から，system performance（SP）関数を算出した． 

【結果】脳実質模擬の SP は routine，fast に比べ DS，DS-HIR は低～中周波数域で低下した．血腫模擬の SP は，

routine，fast に比べ DS は全周波数域で低下したが DS-HIR は高周波数域で同等となった． 

【結論】脳実質評価目的では DS，DS-HIR プロトコルは不向きだが，体動が大きい患者では DS-HIR が出血性病

変の評価目的には有用と考える．
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21011 89-µm ピクセルピッチを有した四肢用専用超高解像度 CT システムの

性能評価

幸田陸*，市川勝弘**，川嶋広貴**，下川蒼永***，中川大誠*** 

*金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻

**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

【目的】本研究では，回転中心におけるピクセルピッチが約 89 µm の CMOS 型 X 線検出器を利用した四肢専用

超高解像度 CT システムの臨床応用に向けて，システムの最終動作確認およびその性能評価を行った． 

【方法】特注の散乱線除去グリッドを装着した CMOS 型検出器（536 チャンネル，440 列）と小型 X 線管（X 焦

点サイズ 0.8 mm）を金属製のリングレール上に対向配置した．回転駆動用のステッピングモータの動作シーケ

ンスを制御し，体軸方向 36 mm の範囲について，500 投影のデータを取得できるように X 線管の位置および回転

速度を調節した．撮像条件は，管電圧 80 kV，管電流 7 mA に設定した．取得した投影データを Wifi 経由で再構

成用のパソコンに転送し，Feldkamp アルゴリズムにより再構成した．性能評価として，CT dose index（CTDI）お

よび空間分解能（modulation transfer function, MTF）を測定した．また，乾燥骨を含む足部ファントム画像を取得

し，骨梁構造の観察を行った．

【結果】ステッピングモータの動作シーケンスの調整により，0 度の投影角度（X 線管が 0 時方向）から回転をはじ

め，約 5 秒後に 4.89 秒/rot の一定速度に到達し，440 列分の 510 view を 5 秒間で取得できた．ローデータの転送から

画像再構成が完了するまでの時間は，約 45 秒となった．1 回の CT スキャンにおいて，16cm-CTDIwは 8.4 mGy であ

った．画質特性として，FBP の再構成過程において高周波強調関数を用いることなく 5%MTF は 4.0 mm-1に到達した．

また，足部ファントムの骨梁構造は，横断像だけでなく，多断面再構成画像においても明瞭に描出することができた．

21012 Circular edge 法とヨードワイヤを用いた方法による task-specific な CT 画

像の解像度測定

安田圭佑*，市川勝弘**，川嶋広貴**，下川蒼永***，中川大誠*** 

*金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻

**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 

【目的】逐次近似再構成法（IR）や deep learning 再構成（DLR）は非線形特性を持つため，臨床に即したコント

ラストとなるロッドを用いた circular edge（CE）法により task transfer function（TTF）を測定するが，小径対象の

TTF 測定法の提案はない．本研究では，造影血管模擬物質（12mgI/ml）を用い，CE 法と，1mm 径のヨードワイ

ヤ（IW）により測定する方法（IW 法）とで DLR と IR の TTF を測定し比較した． 

【方法】30 cm 径の水ファントム内に 30mm 径のロッドまたは IW を固定し，120 kV での CTDI volが 10 と 5 mGy

となる撮影条件でスキャンした．IW は z 軸に対して約 10 度傾斜させた．IW の約 100 枚の CT 画像をワイヤの

中心に沿って合成し，フーリエ変換後，ワイヤ径の補正を加え TTF を計算した．CE 法では画像平均後合成エッ

ジプロファイルを得て，それを微分したデータをフーリエ変換した．

【結果】DLR と IR ともに，50%TTF において，IW 法は CE 法に比べて，10mGy と 5mGy で，約 20%低下した．

CE 法では，filtered back projection（FBP）と同等または高い TTF を示したが，IW 法では FBP より顕著に低下

した．ヨードワイヤのピーク CT 値は，FBP に対して 15～20%低くなり，TTF の結果と矛盾しなかった． 

【結論】用いた DLR と IR では，1 mm 径の造影血管をタスクとした場合，TTF が顕著に低下する性質を持ち，

CE 法とは明らかに異なる特性を示すことが明らかとなった． 
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21013 除脂肪体重に基づいて造影剤量を決定した肝ダイナミック CT の造影

効果：Body mass index による層別解析 

松本頼明*，横町和志*，藤岡知加子*，西丸英治*，木口雅夫*，粟井和夫** 

*広島大学病院 診療支援部 画像診断部門

**広島大学大学院 医系科学研究科 放射線診断学研究室 

【目的】除脂肪体重または総体重で造影剤量を決定した肝ダイナミック CT の大動脈および肝実質の造影効果を

比較すること．

【方法】肝ダイナミック CT を行う患者 529 名（男性 279 名，女性 250 名，年齢中央値 66 歳）を無作為に 2 群に

振り分けた．除脂肪体重群（n = 278）は男性 679 mg I/kg，女性 762 mg I/kg のヨード量を投与した．総体重群（n 

= 251）は 600 mg I/kg を投与した．両群の患者を body mass index（BMI）に基づいて 3 つのサブグループ（痩，標

準，肥満）に分類した．肝動脈優位相における大動脈および門脈相における肝実質の造影効果（造影相から単純

相の差分値）をそれぞれ比較した．大動脈および肝実質の造影効果の同等性マージンはそれぞれ 100 および 20 

HU とした． 

【結果】BMI 標準および肥満患者のヨード量中央値はいずれも除脂肪体重群が総体重群より有意に低かった

（558.2 対 600.0 mg I/kg および 507.0 対 600.0 mg I/kg，p < 0.001）．しかし BMI 痩せに該当する患者は除脂肪体重

群が有意に高かった（620.7 対 600.0 mg I/kg，p <0.001）．2 つのプロトコル間の大動脈および肝実質の造影効果の

差の 95％信頼区間は，いずれも全ての BMI サブグループにおいて所定の同等性マージンの範囲内であった． 

【結論】造影効果は両プロトコル間で同等であった．除脂肪体重プロトコルは特に肥満患者においてヨード量の

過剰投与を回避できる．

21014 Contrast enhancement optimizer を用いた肝ダイナミック CT における造影

効果：単施設無作為化比較試験

松本頼明*，檜垣徹**，木寺信夫*，西丸英治*，木口雅夫*，粟井和夫** 

*広島大学病院 診療支援部 画像診断部門

**広島大学大学院 医系科学研究科 放射線診断学研究室 

【目的】患者間の造影効果の均一化を目的に開発された contrast enhancement optimizer（CEO）の肝ダイナミック

CT における臨床的有用性を調査すること． 

【方法】肝ダイナミック CT を受ける 130 名の患者を無作為に 2 群に割り付けた．A 群（n = 65）は CEO が決定

したヨード量を注入した．B 群（n = 65）は 600 mg I/kg を注入した．肝動脈優位相の大動脈および門脈相の肝実

質の造影効果（造影相から単純相の差分値）の標準偏差を F 検定で比較した．大動脈および肝実質の造影効果の

同等性試験を同等性マージンそれぞれ 50 および 10 HU で行った．多血性肝腫瘍の診断に許容できる大動脈の造

影効果（250-350 HU）の割合を x2検定で比較した． 

【結果】大動脈および肝実質の造影効果の平均 ± 標準偏差は，A 群と B 群でそれぞれ 311.0 ± 39.9 対 318.7 ± 56.5 

HU および 59.0 ± 11.5 対 58.6 ± 11.8 HU であった．大動脈の造影効果の標準偏差は A 群で有意に低かったが（p = 

0.006），肝実質の標準偏差は有意差を認めなかった（p = 0.871）．大動脈と肝実質の造影効果の群間の差の 95%信

頼区間は，いずれも所定マージンの範囲内であった．許容できる大動脈の造影効果の割合は A 群が有意に高かっ

た（76.9%対 53.8%，p< 0.01）． 

【結論】CEO は肝ダイナミック CT において大動脈の造影効果の患者間のばらつきを有意に低減し，体重に基づ

く標準的なプロトコルよりも有意に多くの患者において診断に最適な造影効果を取得できる．
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21015  頭部 CTA の微細血管描出における管電圧特性の検討

安保哉太*，大村知己*，佐々木文昭*，佐藤祐一郎*，加藤守* 

*秋田県立循環器・脳脊髄センター 放射線科診療部

【目的】低管電圧の CT-Angiography（CTA）は造影効果が向上するため有用とされる．本研究は低管電圧 CTA に

よる頭部血管の描出について，管電圧特性を考慮した画質評価手法を用いて検証を行うことを目的とした．

【方法】ヨード等価の血管構造（血管径 1, 1.5, 3 mm，CT 値 280HU）が封入された頭部ファントム（京都科学）

を用いた．CT 装置は SOMATOM Drive（シーメンス ヘルスケア）を用い，管電圧は 80，100，120kV でファント

ムを撮影した．線量は各管電圧とも，CTDI vol が 50mGy に設定した．再構成スライス厚は 0.75mm，FOV は 120mm

とした．血管描出評価の指標には，contrast to noise ratio（CNR），および CNR に線量を加味した指標の Figure-of-

merit（FOM）を用いた．CNR は各血管径サイズの関心領域内平均 CT 値，および周囲組織の関心領域内平均 CT

値と標準偏差値を用い，管電圧ごとに算出した．FOM は，血管領域の解像度を circular edge 法で算出した task 

transfer function（TTF）を係数とした CNR と標準偏差値を用いて，各血管径において管電圧ごとに次式で算出し

た．FOM=（CNR×TTF（f））2×標準偏差値．TTF（f）は各血管径の空間周波数における TTF 値とした．TTF の算

出には，CT measure（日本 CT 技術学会）を用いた．評価方法は管電圧ごとに各血管径の CNR，FOM を比較し，

管電圧による血管形態描出の変化を評価した．

【結果】各血管径において，CNR は低管電圧ほど 24％〜82％上昇した．FOM は低管電圧ほど 32％〜218％上昇

したが，1mm の血管では大きな上昇が無かった． 

【結論】低管電圧 CTA では小さい血管径ほど造影効果向上のメリットは少ないと考える．

21016 腹部 3D-CTA における高精細モードを用いた低管電圧撮影の検討 

谷和紀子* 

*神戸大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門

【目的】ultra-high-resolution computed tomography（U-HRCT）と低管電圧撮影を組み合わせ，腹部の 3D-CTA にお

ける最適な撮影条件についてファントムを用いて検討する．

【方法】3cm 径のヨード等価ロッドファントム（13 mgI/ml），260 mm 円筒形水ファントム，およびマイクロディ

スクファントムを Aquilion Precision（Canon Medical Systems）で撮像し,modulation transfer function（MTF）, noise 

power spectrum（NPS）, slice sensitivity profiles（SSP）をそれぞれ測定した．撮影条件は腹部 CT を想定し，120 kV 

normal resolution：NR, 100 kV NR, 80 kV NR, 120 kV super high resolution：SHR, 100 kV SHR を用いて 13 mGy で撮

影，hybrid-IR （Adaptive Iterative Dose Reduction 3-Dimensional [AIDR3D, standard]）によって再構成した．さらに，

造影剤を封入した最大内径 3 mm の血管模擬ファントムを 260 mm 円筒形水ファントムに配置し，5 ポイントス

コア（5-excellent，0-poor）で血管模擬ファントムの描出能と平滑度を評価した．視覚評価は Friedman 検定を使用

して，グループ間差異を評価した．

【結果】MTF，NPS，SSP において SHR は NR と比較し高かった．120 kV SHR と 100 kV SHR はほぼ一致してお

り，管電圧に依存しなかった．検出された血管模擬ファントムの描出能スコアは，100 kV SHR は 120kV SHR に

比較し有意に高かった（P< 0.05）．また血管模擬ファントムの平滑度スコアは，80 kV は 120 kV SHR に比較し有

意に高かった（P< 0.05）． 

【結論】腹部 3D-CTA の条件において，SHR と低管電圧の組み合わせは有用である．
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21017 高分解能撮影モードと Deep Learning を用いた画像再構成法を併用した

冠動脈 CTA における最適な撮影条件の検討 

木寺信夫*，藤岡知加子*，檜垣徹**，西丸英治*，横町和志*，木口雅夫* 

*広島大学病院 診療支援部 画像診断部門

**広島大学病院 放射線診断科 

【目的】本研究では冠動脈 CTA 検査を対象に，高分解能撮影モード（HD mode：high definition mode）と deep 

learning を用いた画像再構成法（DLIR：deep learning image reconstruction）を併用した際の最適な撮影条件につい

て体軸方向における画質特性の検討を行った．

【方法】CT 装置は Revolution CT（GE ヘルスケア社製），ファントムは N-1 LUNGMAN ファントム（京都科学社

製）と 3D プリンターを用いた自作ファントムを用いた．撮影条件は撮影モード（HD mode）：ON, OFF，管電圧：

120 kV，管電流：80~700 mA，X 線管回転速度：0.28 s/rot.，ビーム幅：160 mm とし，それぞれの撮影において，

再構成法：FBP, ASiR-V（Hybrid-IR）, TrueFidelity Image（DLIR），再構成関数：Standard（Std）, HD-Standard（HD-

Std）で画像再構成を行った．画像評価には体軸方向の画像として sagittal 画像を使用し，解析には CTmeasure を

用いた．自作ファントムを 5 度傾斜させた状態で N-1 LUNGMAN の胸郭部分に配置し，希釈造影剤（15 mgI/ml）

部分で task-based transfer function（TTF）を，均一部分で noise power spectrum（NPS）を測定した．また，detectability 

index（d’）を算出し，総合的な画質指標として評価した． 

【結果】TTF は再構成関数によらず FBP，Hybrid-IR と比べ DLIR で 10~20%の低下を認めた．NPS は HD-Std の

方が Std よりも全体的にノイズ成分が増加した．また，再構成法による NPS の値は FBP < Hybrid-IR < DLIR の順

に優れた値を示した．d’の比較では Std と DLIR の組み合わせが最も高い値を示した． 

【結語】冠動脈 CTA 検査の体軸方向における優れた撮影条件の組み合わせは HD mode を使用しない Std 関数と

DLIR を併用した条件であった．

21018 超高精細 CT 装置における胸部領域を対象とした高分解能 CT 画像の

最適な再構成パラメータの検討

秋山怜那*，木寺信夫*，藤岡知加子*，西丸英治*，木口雅夫*，粟井和夫** 

*広島大学病院 診療支援部 画像診断部門

**広島大学病院 放射線診断科 

【目的】超高精細 CT 装置は従来装置と比較して高い空間分解能を有しており，胸部領域では気管支や血管など

の微小構造の描出に優れていることが報告されている．また，微小構造の観察には高分解能 CT（high-resolution 

CT：HRCT）を使用するが，その最適な再構成条件については，十分に検討されていない．本研究では超高精細

CT 装置における HRCT の最適な再構成パラメータの検討を行った． 

【方法】CT 装置は Aquilion Precision（キヤノンメディカルシステムズ社），ファントムは Catphan（東洋メディッ

ク社），N-1 ラングマン（京都科学社）を使用した．撮影モード：super high resolution mode，管電圧：120 kV，撮

影線量の決定には CT-AEC を使用し，CTDIvol 3.7 mGy（Catphan），8.7 mGy（N-1 ラングマン）で撮影した．再構

成条件は，display-field of view：200 mm，スライス厚：1 mm，FBP（FC86），AIDR 3D standard（FC86），FIRST

（Lung standard），AiCE（Lung standard）とした．Catphan にて CT 値差が 840 HU，140 HU のロッド部分で task-

based transfer function（TTF），均一な断面で noise power spectrum（NPS）を測定し，system performance function（SP）

を算出した．また，N-1 ラングマンにて一対比較法による視覚評価を行った． 

【結果】TTF は FBP＞AiCE＞FIRST＞AIDR の順に優れた値を示した．NPS は AiCE＞FIRST＞AIDR＞FBP の順

に優れた値を示した．SP は AiCE が最も優れた値を示した．視覚評価の結果は，AiCE および FIRST が優れた結

果となった．

【結論】超高精細 CT 撮影における，最適な HRCT の再構成パラメータは AiCE，FIRST であった．
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21019 QCT において逐次近似応用再構成法が骨量ファントムの計測に与える

影響

南和芳*，江川幸孝* 

*国立病院機構 富山病院 放射線科

【背景】骨量を評価する QCT 法において骨量ファントム内の標準物質の測定 HU 値から骨量を算出するため，

HU 値の測定精度が重要となる．現在，再構成法として広く使用されている逐次近似応用再構成（IR 応用）法は

ノイズなどの低減が可能とされ被ばく線量の低減も期待されているが，コントラストや線量，装置により挙動が

変化することからそれらの影響を把握し利用することが必要である．

【目的】QCT において IR 応用法が骨量ファントムの計測値に与える影響を明らかにすることである． 

【方法】IR 応用法の強度による影響および自動線量調節機構（AEC）の設定による影響について骨量ファントム

内の 5 つの標準物質の HU 値等を測定し評価した．撮影は 64 列マルチスライス CT 装置 SCENARIA（HITACHI）

により，楕円型水ファントムと骨量ファントム B-MAS（中外製薬）を用いた．撮影条件は管電圧 120 kV, スライ

ス厚 5 mm, 撮影視野 350 mm, ヘリカル撮影とした．なお，統計解析には有意差を 0.05 に設定したボンフェロー

二法を用いた．【結果】IR 応用法の強度の違いによって一部の標準物質で有意差が生じたが，HU 値の差は約 3HU

以内と僅かであった．AEC の設定の違いによって，高い SD 設定において標準物質の濃度が低いロッドや辺縁側

にあるロッドを中心に有意差が生じ，HU 値の差は 5HU 以上となった． 

【結論】IR 応用法は QCT における骨量ファントムの測定精度の担保に有用であり，ノイズやアーチファクト，被

ばく線量の低減が期待できる．ただし，骨量算出においては脊椎の計測値に与える影響について更なる検討を要す

る．

21020 線量管理システムにおける実効直径の計測精度に関する検証 

福永正明*，松原孝祐 2，市尻航輝*，山口雄貴*，山本浩之* 

*倉敷中央病院 放射線技術部

**金沢大学 医薬保健研究域保健学系量子医療技術学講座 

【目的】本研究の目的は，患者の実効直径（effective diameter：D eff）を 2 つの線量管理ソフトと手動で計測した

値を比較し，線量管理ソフトで計算された実効直径の計測精度を検証することとした．

【方法】対象は，2020 年 9 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日の期間で，同日に身長と体重が測定され，肺がんドック

CT 検査を施行した 81 名および内臓脂肪 CT 検査を施行した 33 名を対象とした．X 線 CT 装置は，Aquilion PRIME 

SP（キヤノンメディカルシステムズ）を使用した．線量管理ソフトは，Radimetrics（バイエル薬品）および Dosewatch

（GE ヘルスケアジャパン）を使用した．Radimetrics の計測値を D eff _Radi，Dosewatch の計測値を D eff_DW，診療放

射線技師 3 名によって位置決め画像で手動計測した値を D eff_scano，および axial 画像から手動計測した値を D eff_axia

とし，体重との相関関係を評価するために相関係数を求めた．また，Deff_axialに対する各 DD effの計測精度を求め

た．

【結果】胸部 CT における体重と D effの相関係数は，0.819（D eff_scano），0.873（D eff_axial），0.910（D eff_Radi），および

0.826（D eff_DW）を示し，強い相関関係を示した．D effの計測精度は，D eff_Radiが最も高く誤差は最大で 1.3 cm であ

った．

【結語】線量管理ソフトで計測した実効直径は，axial 画像から手動で計測した値と同様に体重と非常に強い相関

を示し，高い精度を示した．
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21021 異なるテクスチャに対するディープラーニング CT 画像再構成のノイズ

低減性能 

川嶋広貴*，市川勝弘*，高田忠徳**，三井渉**，小林聡* 

*金沢大学医薬保健研究域 保健学系

**金沢大学附属病院 放射線部 

【目的】均一および不均一な構造を有するファントムを用いて，臨床使用可能な dual energy CT 対応のディープラ

ーニング画像再構成（DLIR）のノイズ低減性能を調査した．方法 300 mm 径の水ファントム内部に，希釈ヨード 12 

mg と水等価物質を 1：1 の比率で不均一に混錬した特注ファントムを配置し，dual energy mode で 30 回繰り返しス

キャンを行った．得られたスキャンデータから，FBP，DLIR-High，IR60%および IR100%の 55 keV 画像を生成した．

各再構成画像において，同一テーブル位置の 30 枚を解析に用いた．均一な水領域と特注ファントムの不均一領域

に，それぞれ関心領域を設定し，power spectrum（PS）を測定した．また，画像の XY 平面における 1 画素単位にお

いて 30 画像の標準偏差を算出し，ノイズマップを生成した． 

【結果】均一領域において，DLIR-High と IR100%の PS は，FBP に比べて大幅に低下した．最低周波数における

PS の低減率は，DLIR-High で 62%，IR100%で 46%となった．DLIR-High の不均一領域における PS のカーブは，

均一領域とは大きく異なり，IR60%と概ね一致した．ノイズマップを観察すると，DLIR-High と IR100%は，均一

領域で顕著な低信号，不均一領域で高信号となるノイズ分布を示した．細かな信号変化を有する不均一領域に注

目すると，IR100%は構造エッジ部分にのみノイズが残存する傾向を示した．一方で，DLIR-High では，エッジ部

分における残存ノイズが IR100%よりも少なく，不均一領域全体にノイズが残存していた． 

【結論】DLIR は，均一領域と不均一領域とで大きく異なるノイズ低減性能を有している．また，IR とは特性の

異なる不均一なノイズ分布を示す．

21022 Deep Learning Reconstruction による線量低減のための基礎検討

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 Reconstruction（DLR）は高い空間分解能とノイズ抑制効果を持ち，低線量撮影を行うこと

ができると考えられる．本検討では撮影線量低減時の DLR の画質について評価する．方法 Aquilion Precision

（Canon）にて線量を変化させ装置付属のファントムを撮影し FBP，Hybrid IR（AIDR 3D），MBIR（FIRST Body），

DLR（AiCE Body Sharp）にて再構成を行った．本検討ではノイズの評価として SD，テクスチャの評価として Noise 

Power Spectrum（NPS）の peak 及び average 周波数，空間分解能の評価として Task Transfer Function（TTF）の

50%TTF と 10%TTF を用いた． 

【結果】SD 10 を目標とすると FBP では 15.1 mGy，Hybrid IR では 6mGy，MBIR では 6mGy，DLR では 1.6mGy

にて得られた．これらの画像の NPS の peak 及び average 周波数は FBP では 0.33，0.44cycle/mm，Hybrid IR では

0.28，0.34cycle/mm，MBIR では 0.31，0.34cycle/mm，DLR では 0.31，0.37cycle/mm であり FBP のテクスチャに最

も近い再構成は DLR と考えられる．また，これらの画像の 50%TTF 及び 10%TTF は FBP では 0.45，0.92cycle/mm，

Hybrid IR では 0.4，0.79cycle/mm，MBIR では 0.5，0.95cycle/mm，DLR では 0.42，0.82 cycle/mm であり，FBP 画

像と比較し Hybrid IR，DLR では空間分解能の低下がみられた．しかし DLR において MBIR と同じ低減線量であ

る 6mGy の画像では SD 8.37，NPS の peak 及び average 周波数は 0.33，0.43cycle/mm，50%TTF 及び 10%TTF はそ

れぞれ 0.51，0.99 cycle/mm であり FBP より空間分解能に優れ，1.6mGy の画像と比較してテクスチャは FBP によ

り近づいた．

【結論】DLR は Hybrid IR や MBIR と比較しテクスチャの変化を抑制し線量低減が可能であった．
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21023 冠動脈 CT，肝臓ダイナミック CT における放射線被ばくによる生涯寄与

リスクの評価

豐田真咲*，松原孝祐**，野村彩香* 

*金沢大学 医薬保健学域保健学類放射線技術科学専攻

**金沢大学 医薬保健研究域保健学系量子医療技術学講座 

【目的】CT 検査は，一般撮影などと比較すると被ばく線量が多い検査で，放射線被ばくによるがんの罹患および死

亡リスクの増加が懸念されており，線量の最適化を検討する必要がある．そこで，CT 検査の中で特に放射線による

生涯寄与リスクが高くなることが想定される冠動脈 CT，肝臓ダイナミック CT についてリスクを定量化し，評価し

た．

【方法】金沢大学附属病院で 2020 年度に実施された冠動脈 CT と肝臓ダイナミック CT における臓器線量を，

Radimetrics（バイエル薬品社製）を用いて取得し，リスクが高い臓器について，BEIRⅦのモデルに基づき，10 万

人あたりの生涯寄与リスク（LAR）を推定し，年齢および線量との関係を分析した． 

【結果】すべての臓器において，年齢が低く，線量が高くなるほど LAR は増加した．また，リスクが高い肺と結

腸の LAR を用いて 2 つの検査を比較すると，女性は生涯罹患リスク，生涯死亡リスクともに冠動脈 CT が高く，

男性では，生涯罹患リスクは肝臓ダイナミック CT が高く，生涯死亡リスクは，冠動脈 CT が高い傾向を示した．

【考察】男女でリスクの傾向に違いが生じたのは，BEIRⅦモデルの計算で用いたパラメータに起因するもので，

女性は肺の方が大きく，男性は結腸の方が大きいためである．また，男性の生涯罹患リスクと生涯死亡リスクで

異なる傾向になったのは，冠動脈 CT の方が線量は高い傾向にあり，日本人のがん死亡率が結腸がんに比べて肺

がんの方が極めて高いためである．

【結語】冠動脈 CT による肺がんのリスクが特に高く，優先して線量の最適化を図る必要がある． 
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低被ばく・高画質を実現する AI 技術を活用した逐次近似処理「IPV」 

富士フイルムヘルスケア（株） 放射線診断事業部 プロダクトマーケティング部 

池田 泰隆 

-------------------------------------------------------------------------------- 

【はじめに】 

昨今の CT 検査数や 3D 画像処理の増加に対応するため、CT 装置のさらなる被ばく低減、

検査効率の向上を目的に AI 技術を活用して開発された逐次近似処理「IPV」を紹介する。 

 

【特長】 

1．低被ばくかつ高画質を実現する Visual Modeling 技術 

IPV（Iterative Progressive reconstruction with Visual modeling）では低被ばくと高

画質の両立をめざし、特に画像の質感の再現性に着目して開発を行った。CT 画像のノイズ

は周波数に対して一様ではなく、高周波から低周波まで再構成フィルタに応じた強度分布

を持ち、低周波ノイズは粒状性の粗いノイズ、高周波ノイズは粒状性の細かいノイズとして

描出される。このようなノイズの周波数特性は視認性に対して重要な因子であることが知

られており、従来の逐次近似応用再構成では、ノイズ低減とともにノイズの周波数分布

（Noise Power Spectrum）が低周波側にシフトすることで、ノイズの粒状性が粗くなるなど

の質感の変化、いわゆる逐次近似応用再構成特有の見た目の違和感につながっていた。IPV

では独自に開発した Visual Modeling 技術により視認性に影響を与える周波数特性

（Normalized NPS）を従来の画像再構成法である FBP（Filtered Back Projection）法に近

づけ、高いノイズ低減率においても、画像の質感（Texture）を維持し、低線量時でも低コ

ントラスト分解能を維持しながら最大 83%の被ばく低減を実現した。 

最新バージョンでは新たに心臓領域に 

適した再構成モードを追加した。通常の 

心血管内腔を評価する LCD モードと 

ステントや石灰化症例の観察に必要な 

空間分解能を重視した HDモードを用 

意し、目的に合った画像観察をサポー 

トしている（図 1）。 

                          図 1 IPV 画像（心臓） 

2．再構成の高速化による検査効率向上 

IPV は AI を設計手法として活用し、Raw データを起点とした画像再構成処理の高速化を

行っている。具体的には、充分な反復処理により得られる画像を教師データとして、逐次近

似処理によるノイズ低減過程（ノイズ成分と信号成分の識別過程）を学習することで、反復

処理を高速化することが可能となった。これにより IPV の画像処理は、追加のハードウェア

を必要としないことも特長である。                      以上 







 

 

超高速スペクトラル CT検査を可能とする フィリップス「Spectral CT 7500」 

 

【はじめに】 
二層検出器を搭載したスペクトラル CT では、病

変部の視認性向上による確信度を 23%向上し[1]、

診断までの全期間を 34%短縮する[2]ことがすでに

報告されています。Spectral CT 7500 はこれらの

メリットを活かしつつ、撮影速度の超高速化、被

ばく線量を低減した小児検査、体格の大きな患者

様にも対応する新しいスペクトラル CT です。 

 

 

【特長】 
8cm Spectral Detector 

スペクトラルディテクタはあらゆる検査において、特別なスキャンモードを使用せず 1 回の照射

でスペクトラル情報を取得できます。ルーチン検査のなかでスペクトラルイメージングを確実に

行うことが可能です。 

 

新設計ハードウェア 

従来に比べ約 1.4 倍の体重に対応する検査寝台を標準寝台とし、ガントリー開口径は 80cmとハ

ードウェアの設計が新しくなり、より高体重患者への対応力が高くなりました。 

 

超高速撮影 

512 スライス超高速撮影は、胸腹部から骨盤検査を約 2 秒で撮影終了します。この超高速撮影に

おいてもスペクトラルデータを同時に利用できます。 

 

AI を活用した心臓検査 

AI を活用した心臓専用のモーションフリー画像再構成「Precise Cardiac（プレサイス・カーデ

ィアック）」に対応しています。AI ベースの高度な補正技術により、心臓の動きによる画質劣

化の影響を抑制し、画質を向上させます。 

 

【おわりに】 
フィリップスは、Spectral CT 7500によるスペクトラル CT検査の正確な診断で、あらゆる患者

様の不必要な追加検査の軽減と、検査スループット向上に貢献することを目指します。 

 

[1]韓国の SNUHによる分析。ケーススタディの結果は、他のケースでの結果を予測するものではありません。他のケースでの

結果は異なる可能性があります。 

[2] アメリカの CARTI Cancer Centerによる分析。ケーススタディの結果は、他のケースでの結果を予測するものではありま

せん。他のケースでの結果は異なる可能性があります。 

Spectral CT 7500 

さまざまなスペクトラルイメージング 
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Every scan.
Philips Spectral CT 7500は全てのスキャンに
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Revolution Maxima
For Every Patient, Everyday

o AuntMinnie Europe Best New Radiology Device受賞

o AI開発環境 Edison Platform で開発されたDLカメラを新搭載*

CT撮影時の位置決めを自動化することで、
常に最適なポジショニングでの撮影が可能となり、
検査効率の向上・平準化、さらには被ばく低減・
画質向上に寄与する新技術です。

←詳細な情報はGEヘルスケア・ジャパンホームページをご覧ください。





感染症対策医療コンテナ CT の実用化 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

 

 

 
2014 年にキヤノンメディカルシステムズと株式会社 Sansei は、災害用の高度医療危機対

策として、CT 及び撮影に必要な周辺機器や発電機を搭載したオールインワンのコンテナ医

療設備 Medical Container-Cube🄬（MC-Cube）を製品化し、現在に至るまでに様々な災害現

場で実績を積んできた。今般、社会情勢の変化に対応する感染症対策医療コンテナ CT（図

1、以下コンテナ CT）を実用化した。 

コンテナ CT は、災害、及び感染症の医療現場を支援するための機動性を有し、単独利用

可能な診療設備として設計されている。トレーラーヘッドでコンテナ CT を牽引することで、

容易に輸送できるシステムである。また、一定期間の単独稼働を想定し、燃料満タン時で 7

日間（連続 24 時間）稼働できる発電システムを搭載している。 

感染症対策として、特殊フィルタを用いた除菌システム、陰圧・陽圧の設定が可能な空調

システム、及びアルコール消毒が可能なガラスウォールシステムを含む、感染リスクを減ら

す設計を採用している。また、医療従事者への配慮として、医療従事者と患者の動線を考慮

したレイアウトを採用することによって、感染患者あるいは感染疑い患者との接触を避け

ることができる。 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社は、感染症対策コンテナ CT を始め、X 線診断装

置、超音波診断装置、新型コロナウイルス迅速検査装置など、COVID-19 診断に必要なトー

タルソリューションを提供することで、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組まれ

ているすべての医療従事者、関係の皆さまを支援してまいります。 

※Medical Container-Cube は（株）Sansei の商標です。 

図１．感染症対策医療コンテナ CT 





 

 

CT検査の自動化システム myExam Companion 

シーメンスヘルスケア株式会社 CT事業部 田中秀和 

 

Siemens Healthineersが AI(Artificial Intelligent) を用いて開発された CT検査の自

動化システム myExam Companion を上市した背景には、近年の CT における使用可能なエネ

ルギーの多様化やそれに伴う検査の複雑化がある。管電圧を 70kV から 10kV 間隔でコント

ロールし、検査目的や患者背景に応じて個別化された CT 検査を実現する低管電圧撮影、ス

クリーニングやフォローアップ検査における超低線量撮影を実現する Tin filter 

technology、従来の CT 検査では得られなかった機能情報を取得できる Dual Energy 撮影な

ど、目的に応じた最適な技術を使いこなすためには常にオペレーターと読影医が新しい技

術を取り入れ、トレーニングをし続けなければならない。高度な技術をオペレーターの技量

に関わらず活用でき、最大限の効果を発揮することを目的として自動化システムは開発さ

れた。 

myExam Companion は何万もの参考データを基に機械学習を用いて人間の解剖学的構造を

解析した ALPHA Technology 1)などの技術を用いて検査全体の自動化を可能にしたシステム

の総称である。検査準備段階では患者の性別や年齢を考慮したいくつかの質問に答えるこ

とで、最適なプロトコルが自動作成される。検査段階では、位置決め画像の解剖情報を自動

認識し、適切な撮影範囲を推奨、体外金属の有無も自動判別して、アーチファクト等を極力

抑えた最適な検査のアシストが行われる。検査後の画像作成段階では、ALPHA Technologyに

よる画像認識技術によって最適な断面の再構成が行われる。これらの機能が複合的に動作

する事より、オペレーターの習熟度に関わらず、常に最適な検査結果を短時間で提供するこ

とを可能としている。 

AI 技術を活用した自動化システムは今後様々なベンダーが開発していく事が予想される。

その中で Siemens Healthineersの独自性は、患者ポジショニング、プロトコル作成、画像

再構成、解析といった工程の一部だけを断片的に自動化するのではなく、検査全般を最適化

できる技術を有している所にある。今後もこれらの機能の精度を高め、検査の増加や複雑化

が進む臨床現場において自動化技術の活用が出来るような開発を進めていく。 

1) Tao Y, Peng Z, Krishnan A, Zhou XS : Robust learning-based parsing and annotation of medical 

radiographs.IEEE Trans Med Imaging ., 30:338-350,2011 

 

myExam Companionの詳細は以下のアドレス

からご覧いただけます 

 

 

 

 

 

myExam Companion を活用している施設の様

子は以下のアドレスからご覧いただけます 
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・体重入力を重視した最新の造影理論を搭載した 2筒式 CT用造影剤注入装置。 

・各検査ごとの体重あたりヨード量、注入時間をあらかじめ登録することにより、 

最適な注入条件の迅速な設定が可能です。 

 

 

 

 

・低管電圧撮影時の条件を考慮し造影剤減量を可能とする「LDIモード」（図 1）、体重入力のみで BSAに相関

を持つ造影剤量を自動計算する「AdBW ﾓｰﾄﾞ」(図 2)等、多彩な注入モードを搭載。 

 

      

          図 1  LDIモード           図 2  AdBWモード 

 

・簡単なステップで血管外漏出をサポートする「漏れ検知サポートシステム LD」(図 3) 

・撮影室側でも造影剤注入条件や、注入時の圧力の確認が行える「圧力監視モニター」(図 4) 

・RIS・PACSとインジェクターを連携することにより造影剤注入情報(アレルギー歴、e-GFR値、過去の副作

用、ICタグ等)の確実な管理が可能となる「CEエビデンスシステム」(図 5)等、 

これからのタスクシフトに向けた安全性の確保にもお役に立ちます。 

 

        

        図 3 漏れ検知サポートシステム               図 4 圧力監視モニター 

   図 5 CE エビデンスシステム 
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RealiZe はザイオソフト独自の三次元医用画像認識技術です。

これにより、位置や形状の認識だけでなく、

従来は困難であった隣接する異なる器官の分別も容易に

実現することができます。

Ziostation2 は、RealiZe を利用して

さまざまな器官の精度の高い認識に力を発揮します。

〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル

http://www.zio.co.jp/
〒113-0033 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル

TEL 03-5689-2323　FAX 03-5804-413  http://www.hi-amin.co.jp/

ZD-2032

CT肺切除解析２

臨床をインテリジェンスで効効効効効効効効効効効率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三次元医用画像認識技術RealiZeTM臨床をインテリジェンスで効率化する 三次元医用画像認識技術RealiZeTM
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