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１１月７日（土曜日） 第１会場  

セッション １ 【ＣＴ－１】  １～６  １１：３０～１２：３０ 

座長 ： 奥村 悠祐  （済生会金沢病院 放射線科） 

 

【１】 逐次近似法を応用した画像再構成法の基本特性 

○加藤 楓太、高橋 和徳、綿田 悠亮、米倉 宏樹、倉谷 洋佑、

丹羽 正厳 

高橋 康方、辻岡 勝美１） 

市立四日市病院 医療技術部放射線室 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科１） 

【目的】 2008 年 12 月末日に CT750HD が当院に導入された。

CT750HD は逐次近似法を応用した画像再構成法（ASIR)を用い

て画像再構成する今までにない新しい機能を有している。今回

我々は ASIR について検討を行ったので報告する。 

【方法】 アクリルファントム、ワイヤーファントム等を撮影した画像

において ASIR の割合を変化させ、MTF、画像 SD、CT 値の変化

を測定した。 

【結果】 ASIR の割合を変化させても MTF は変化しなかった。また、

SD 値が変化しても CT 値は変化しなかった。 

【考察】 ASIR を使用した画像は MTF、CT 値が変化しないという

ことは空間分界能を損なわずにノイズ特性を向上させるということ

がいえる。ただし、実際の臨床に用いる場合においてはASIRの割

合は今後の検討課題と考える。 

 

【２】 逐次近似法を応用した画像再構成法による 3D 画像の評価 

○倉谷 洋佑、高橋 和徳、綿田 悠亮、加藤 楓太、米倉 宏樹、

丹羽 正厳 

高橋 康方、辻岡 勝美１） 

市立四日市病院 医療技術部放射線室 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科１） 

【目的】 当院に昨年末に設置された CT750HD では、逐次近似

法を応用した新しい再構成法である ASIR が採用された。ASIR が

3D 画像に与える影響について検討したので報告する。 

【方法】 ラダーファントムを固定し撮影を行った。それぞれについ

て AISR の程度を変化させて画像再構成を行いった。得られた画

像を MPR にてプロファイルを作成し比較した。また 3D 画像を作成

し視覚にて評価をおこなった。 

【結果】 ASIR を使用する事でノイズが低減し、ラダーのコントラス

ト分解能が上昇した。 

【考察】 3D 画像を作成するときは、ノイズを低減するために空間

分解能の悪い画像再構成関数で再構成を行うことが一般的であ

るが、逐次近似法を使用することにより、空間分解能を損なうこと

画像ノイズを低減でき、従来よりも空間分解能を犠牲とすることなく、

3D 画像が作成出来る。 

 

【３】 CT750HD 高分解能モードの画像特性の検討 

綿田 悠亮、高橋 和徳、加藤 楓太、米倉 宏樹、倉谷 洋佑、

丹羽 正厳 

高橋 康方、辻岡 勝美１） 

市立四日市病院 医療技術部放射線室 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科１） 

【目的】 当院に昨年末に設置された CT750HD では、ハードウエ

アの改良に加え、新しく HDstd、HDbone、HDlung の再構成関数

が採用され高分解能モード（HD モード）の使用が可能となった。

今回新た採用された HD モードの空間分解能について検討した

ので報告する。 

【方法】 自作 CT 空間分解能測定用のワイヤーファントム（銅

0.2mmφ）を使用し、空間分解能の測定を行った。中心付近にフ

ァントムを固 定し NonHelicalScan にて撮 影し、再構成 関数

stdbonekung、Hdstd、HDbone、HDlung にて画像再構成を行い、

ワイヤーのプロファイル、MTF を求め比較検討した。 

【結果】 従来の関数よりも HD モードの関数の方が、空間分解能

が向上していた。 

【考察】 ハードウエアの改良に加え、それに 適化された再構成

関数を使用する事により、空間分解能の向上がみられた。HD モ

ードでは 大電流に制限があるものの、高い空間分解能が得られ

るので、積極的に使用していきたい。 

 

【４】 不均等型検出器を有する MDCT の Dose Efficiency の測定 

○久門 篤志、丹羽 伸次、原 孝則 

中津川市民病院 医療技術部放射線技術科 

【目的】 当院が検査時に使用している条件の線量効率(Dose 

Efficiency)を測定したので報告する． 

【方法】 X 線 CT 装置は Somatom Volume Zoom（SIEMENS 社製）

を用いた． X 線管球を固定した状態で回転中心に配置した IP

（Konica 社製）に対して曝射を行い、得られた画像の X 線強度プ

ロファイルの半値幅と公称のビーム幅から線量効率を求めた．な

お、設定したコリメーションは 2×0.5mm4×1.0mm4×2.5mm4×

5.0mm とした． 

【結果】 X 線強度プロファイルは 4×1.0mm4×2.5mm4×5.0mm

では矩形だったが 2×0.5mm では中心から広がりを持つ山型の形

状だった．線量効率は公称のビーム幅が小さいほど低下した． 

【考察】 検査目的が 3D 画像作成や細かい部位の診断以外なら

ば、線量効率が高いコリメーションを選択することが被曝低減にな

ると考えられる． 

 

【５】 Briliance iCT を用いた低電圧撮影の検討 

○八重樫 拓、神谷 正貴、冨田 雄平、大石 哲也、澤井 俊雅、

寺田 理希 

磐田市立総合病院 放射線技術科 

【目的】 大出力 X 線管球を搭載した Briliance iCT 装置が導入さ

れ、今まで出力不足のため敬遠されてきた低電圧撮影（80kv）が

可能となってきた。今回我々はファントムによる低電圧撮影におけ

る基礎的検討及び臨床試用を行ったので報告する。 

【方法】 １、水ファントムを用いて従来の撮影管電圧（120kv）と同

等となる低電圧撮影時の出力を検討する。 ２、希釈造影剤を用

いて造影剤に対する感度を測定する。 ３、上記の検討を踏まえ臨

床試用を行う。 

【結果】 １、120kv に対し 80kv で同等の SD を得るには 3 倍以上

の出力が必要であった。２、造影剤に対する感度は 1.5 倍以上で

あった。３、造影剤感度向上により造影剤の増量をせず造影能の

向上が可能となった。しかし薄層画像を臨床に耐えうる画質で得

るためには時間分解能を下げて 

の撮影が必要であった。 

 

【６】 Ｘ線 CT 装置による一次Ｘ線スペクトルの検討      

○住田 秀太、原田 圭、藤井 茂久、成田 翔１）、大橋一也２） 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

藤田保健衛生大学病院１） 

名古屋市立大学病院２） 

【目的】 X 線 CT 装置の画質や被ばく線量の適正化を図るために、

CT 装置の一次 X 線スペクトルをコンプトンスペクトロメトリにてスペ

クトル測定を実施し比較検討した。 

【方法】 320 列面検出器 CT と Dual Source CT の 90°方向散乱

線を 2cmφの炭素棒を用いて、CdTe 検出器の X 線スペクトルア
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ナライザにて測定した。測定条件は管電圧 80kV と 120kV にてノン

ヘリカルでスキャンした。クライン仁科の式を用いて 90°散乱スペ

クトルから一次 X 線スペクトルを算出した。 

【結果・考察】 ２台の装置間で、中心部では X 線スペクトルは形

状に差がなく、管電圧を変化させても傾向は同様であった。周辺

部では低エネルギー成分の減少と高エネルギー成分の増加が認

められ、Dual Source CT の方がその傾向は強く、実効エネルギー

が約 4keV 上昇し、周辺部でのＸ線ビームフィルタの影響が大きい

と考えられた。 

 

 

１１月７日（土曜日） 第１会場 

セッション ２ 【ＣＴ－２】 ７～１０  １４：３０～１５：１５ 

座長 ： 清水 明憲  厚生連高岡病院 画像診断部 

 

【７】 X 線 CT 息止め音声聞き取り易さ向上を目指した民生用ノイ

ズキャンセル機能付きヘッドホン使用の検討 （第１報） 

○松永 純也、福田 麻由子、大坪 寛知、神谷 悟、三田 祥寛

１）、安野 泰史１） 

医療法人宏潤会大同病院 放射線科 

藤田保健衛生大学 放射線科１） 

【目的】 今回、当院では 64 列 MSCT 装置（東芝製）に対して民正

用ノイズキャンセル機能付ヘッドホンから呼吸合図の音声を出力

出来るオートボイスミキシングユニット（ＡＶＭＵ）を使用する環境を

得た。ガントリー回転中における息止め音声が聞き取り易くなるの

かを検討したので報告する。 

【方法】 ノイズキャンセル機能付きヘッドホン装着の有無における、

ガントリー回転中の息止め音声の周波数解析及び、ボランティア１

０人（２０～５０歳代）における、息止め音声の聞き取りやすさの３段

階評価を得た。 

【結果】 音声周波数解析の結果、同ヘッドホンを使用することで

ガントリー回転中の息止め音声以外の周波数帯で改善が見られ

た。また、ボランティア１０人における音声聞き取り易さも向上した。 

 【考察】 今回の実験結果からノイズキャンセル機能付きヘッドホ

ンの使用は、心臓 CT 検査も含めた幅広い CT 検査において応用

できる。 

 

【８】 高齢者に対する X 線 CT 息止め音声聞き取り易さ向上を目

指した民生用ノイズキャンセル機能付きヘッドホン使用の経験 

（第２報） 

○神谷 悟、松永 純也、辻井 重吉、大坪 寛知、三田 祥寛１）、

安野 泰史１） 

医療法人宏潤会大同病院 放射線科 

藤田保健衛生大学 放射線科１）  

【目的】 当院 64 列 MSCT 装置では静音対策により通常では音声

が聞きづらいという指摘は無いが、高齢者では高速回転音と息止

め音声とが重なり音声が聞き取りづらいという苦情があった。この

改善策として、第一報のノイズキャンセル機能付きヘッドホンとＡＶ

ＭＵの環境を用いることで、息止め音声を明瞭に聞き取って頂き、

画質の向上につながったケースがあったので報告する。 

【方法】 息止め音声を十分に聞き取れず画像不良（モーションア

ーチファクト）だった患者の再検査に立ち会う機会に恵まれたので、

ノイズキャンセル機能付きのヘッドホンを用い音声の聞き取り易さ

の評価および画像の比較を行った。 

【結果】 同ヘッドホンを装着した方が息止め音声が聞き取り易く、

画像が良好であった。 

【考察】 高齢者に対して撮影タイミングに合わせ正確な息止めを

実施させるため、ノイズキャンセル機能付きのヘッドホンの有用性

を確認した。 

 

【９】 アンサンブル学習に基づく体幹部 X 線 CT 画像からの腎臓

位置の自動推定法 

○吉本 俊一、周 向栄、陳 華岳１）、原 武史、横山 龍二郎２）、

兼松 雅之２） 

星 博昭３）、藤田 広志 

岐阜大学 大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情

報分野 

岐阜大学 大学院医学系研究科病態制御学講座解剖学分野１） 

岐阜大学医学部附属病院 放射線部２） 

岐阜大学 大学院医学系研究科腫瘍制御学講座放射線医学分

野３） 

【目的】 計算機支援診断システムの開発において、CT 画像から

主要な臓器の存在位置を自動推定することが必要である。本研究

ではアンサンブル学習を利用して、左右腎臓の位置を計算機で

高速かつ高精度に推定する方法を提案する。 

【方法】 90 症例の CT 画像から腎臓を手動で指定し、その領域か

ら複数の特徴量を計測する。測定された特徴量の集団から腎臓

特定に有効な複数の特徴量の組み合わせを決定し、腎臓の識別

ルールを作成する。また、複数の認識ルールを併用し、複数の結

果から 終的に腎臓位置を決める。 

【結果】 559 症例の CT 画像に適用した。左腎臓が存在する 553

症例中、484 症例で認識に成功し、右腎臓が存在する 557 症例中、

478 症例で認識に成功した。計算時間は約 15 秒/1 症例であっ

た。 

【結語】 汎用性が高い本手法によって、腎臓領域の推定を高速

かつ高精度に実現することが可能となった。 

 

【１０】 技師教育のための簡易型 CT 装置の開発 

○宮下 真梨子、高橋 恵子、寺本 篤司、津坂 昌利１）、藤田 

広志２） 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

名古屋大学 医学部保健学科１）  

岐阜大学 大学院医学系研究科知能イメージ情報分野２） 

【目的】 X 線 CT は医療・産業の分野で広く利用され、日進月歩

で進化している。一方で、機器の構造や原理が理解しにくいため、

本研究では CT 装置の原理を学習するための教材用として簡易

的な構造の CT 装置を開発する。 

【構成】 開発する CT 装置は微小構造の画像解析が可能なマイ

クロ CT とする。構成は X 線発生源(焦点寸法 5μｍ)、フラットパネ

ル検出器(画素ピッチ 50μｍ，2240x2368 画素)を使用し、幾何学

的拡大を行なうことで 小分解能 5μm での CT 撮影が可能であ

る。画像再構成には 2 次元 CT の画像再構成アルゴリズムを使用

する。教材用として、再構成中の途中経過が観察できるように、１

つの投影データの処理が終了する度に再構成画像を表示するソ

フトウエアを開発した。 

【結果および考察】 実機により円筒形状アクリルを撮影した。再

構成処理を進めるにつれて実際の円筒形状に近づいていく様子

が把握でき、教材としての有効性が確認できた。 

 

 

１１月７日（土曜日） 第２会場 

セッション ３ 【被ばく－１】 １１～１６  １１：３０～１２：３０ 

座長 ： 宮下 高雄  （やわたメディカルセンタ－ 放射線科） 

 

【１１】 EGS5 を用いた X 線 CT シミュレーションの基礎的検討 

○嶋田 真人、越田 吉郎、松原 孝祐、金田 達也１） 

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 

福井県立病院 放射線室１） 

【目的】 現在，ImPACT などの CT 被ばく線量計算ソフトが普及し

てきている．そこで X 線 CT 検査時の被ばく線量計算に対応でき
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るモンテカルロコードの開発を試み，天板の有無及び防護シート

などを検討した． 

【方法】 モンテカルロ計算には高エネルギー加速器研究機構提

供の EGS5 コードを用いた．GE 社の LightSpeed VCT の簡易的な

ジオメトリを作成し，LANDAUER 社の OSL 利用 CT 線量計を挿入

した 32cmφアクリルファントムに対しシングル及びヘリカルスキャ

ンのシミュレーションを行い，実測データと比較した． 

【結果】 シングル及びヘリカルスキャンのシミュレーション結果は

共に実測のデータと同様の分布を示した．これより今回設定した

線源，ジオメトリの整合性を得られたといえる． 

【考察】 今回のシミュレーション条件を用いることで被ばく線量評

価を行える可能性が示唆され，シミュレーション値から吸収線量へ

の変換方法の検討が課題である． 

 

【１２】 CTDI 測定における精度向上の検討 

○松井 久紘、越田 吉郎１）、松原 孝祐１）、堀井 純清２）、堀 

尚樹２）、倉田 雄一２） 

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 

金沢大学 医薬保健研究域保健学系１） 

金沢大学付属病院 放射線部２） 

【目的】 現在，CTDI 測定時において条件が異なる場合での検討

は行われていない．そこで今回はベッドの有無による CTDI の違

い，ガントリー径の違いのよる CTDI の比較などを検討した． 

【方法】 空気中における測定とベッドの有りによる CTDI 測定を行

った．撮影条件は同じとした．このとき管球からの X 線照射位置の

違いによる線量評価も比較した．また，3 種類のガントリー径の違う

CT を用い，同じ撮影条件で CTDI 測定を行い比較した． 

【結果】 ベッドの有無および頭部および体幹部によって CTDI に

差が生じる部分があった．またガントリー径の大きい CT ほど中心

と周辺の差が大きい値を示した． 

【考察】 CTDI 測定時のベッドの有無およびファントム設置条件の

違いによって CTDI に差が生じる結果となった．CTDI 測定時には

条件を考慮して測定を行う必要があると考える． 

 

【１３】 CoronaryCTA の線量評価 

○服部 怜奈、大塚 智子、鈴木 昇一、兼子 武士１）、高木 雅

悠１）、片岡 由美２） 

小林 正尚２）、川野 誠３）、大橋 一也３） 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科１） 

藤田保健衛生大学病院 放射線部２） 

名古屋市立大学病院 中央放射線部３） 

【目的】 人体ファントムによる冠動脈造影 CT(CoronaryCTA)を 2

つの装置、320 列 ADCT・2X 線管 64 列 CT について、線量の比

較を行った。 

【方法】 CT 装置は東芝社製 Aquilion One(320 列)と SIEMENS 社

製 SOMATON Definition(64 列)を使用した。人体ファントムに TLD

素子を挿入し、各装置のCoronaryCTA検査の設定条件で線量測

定を行い、平均肺線量・ 大線量・装置の表示・実効線量の比較

を行った。 

【結果】 人体ファントムを使用しプロトコルで比較すると平均肺線

量は 64 列が高く、約 50mGy となり差は 40%、プレップ断面では

大線量点はおおよそ 55mGy 、90mGy となりその差は 60%となった。

実効線量は 64 列が 高く、約 10mSv となりその差は 50%となった。 

 

【１４】 MDCT と CTDI 評価 

○鈴木 昇一、伊藤 美由紀１）、大塚 智子、服部 怜奈、片岡 

由美１）、小林 正尚１） 

井田 義宏１、木野村 豊１、安野 泰史 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

藤田保健衛生大学病院 放射線部１） 

【目的】 CT 検査時の線量評価は IEC、ICRP などで CTDI となっ

ている。しかし、MDCT のような 160mm の範囲を 1scan で可能な装

置では問題があるといわれている。今回それらを検証した。 

【方法】 X 線 CT 装置は東芝の MDCT 320 列 CT を使用した。

測定は直径 16cm と 32mm、長さ 16cm の円筒形 PMMA ファントム

に CT 電離箱を挿入して測定を行った。測定条件は 80-135kV（4

種類）、FOV は 180-500mm（5 種類）、名目スライス厚 2-160mm

（11 種類）とした。実スライス厚はフィルム法で測定を行った。CTDI

表示との比較も行った。 

【結果】 管電圧とCTDIは直性関係になっていた。表示スライス厚

と測定スライス厚は 8mm 以下では大きくなったが、それ以上では

20%以内に収まっていた。実スライス厚で除した線量は 2mm を除

いておおよそ一致した。表示との差は 160mm で大きく異なってい

た。 

 

【１５】 320ADCT を用いた心電同期撮影の CTDI 測定 

○小林 正尚、伊藤 美由紀、片岡 由美、井田 義宏、木野村 

豊、鈴木昇一１） 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 

藤田保健衛生大学 医療科学部１） 

 320 列 ADCT の冠動脈 CT 検査は従来の螺旋スキャンから、非

螺旋スキャン（名目スライス幅：80－160mm）へ移行した。CT 検査

の線量評価は CTDI を利用している。CTDI は ICRP pub.102 にお

いて一回転のスキャンより算出するよう記されている。しかし、320

列 ADCT の冠動脈 CT 撮影は 適心位相の取得のために一回転

以上のスキャンが行われることも多く、撮影条件は回転数より何心

拍スキャンするかを基準に決められる。今回、320列ADCTの心臓

撮影用アプリケーション 5 種類(Ca scoring、Target CTA、

Prospective CTA 、 CTA/CFA Continuous 、 CTA/CFA 

Modulation)について CTDI を評価し、臨床検査に準拠する方法

について検討を行った。 

 

【１６】 ＭＤＣＴ4 列検出器における女性生殖腺の被曝線量 

○高田 光雄、越田 吉郎１）、上野 博之２）、別所 貴仁３） 

浅ノ川総合病院 放射線科 

金沢大学 大学院医学系研究科１） 

高岡市民病院 放射線技術科２） 

恵寿総合病院 放射線科３） 

【目的】 近年ＭＤＣＴが広く導入され，検査数の増加や複雑化か

ら被曝が増えている．ICRP2007 では，撮影線量指標であるＤＬＰ

から，実効線量を簡易的に求める計算式が示された．しかし，臓

器別への影響を考慮する計算式は示されていない．そこで実験

によって，撮影線量指標であるＣＴＤIvol から女性生殖腺への影

響を簡易的に求める計算式を求めた． 

【方法】 女性型のスライスファントムの子宮位置 2 箇所と，卵巣位

置（左右に 1 個づつ）にＴＬＤを配置する．肝臓から骨盤までの範

囲でビーム幅 5ｍｍと 10ｍｍでの任意の照射条件を照射し，生殖

腺の吸収線量を計る．得られた結果よりグラフを作成し，計算式を

求めた．ＣＴ装置は，ＧＥ社の 4 列検出器を持つ Light Speed を用

いて行う． 

【結果・考察】 実験の結果から，撮影線量指標であるＣＴＤＩvol を

基準とすることにより，簡易的に被曝線量を知ることができた．計

算式の精度は も低いもので，Ｒ２＝0.982 であった． 

 

 

１１月７日（土曜日） 第２会場 

セッション ４ 【ＭＲ－１】 １７～２１  １４：３０～１５：２５ 

座長 ： 村中 良之  （福井県立病院 放射線室） 
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【１７】 MRI 検査時における体表面の温度上昇について 

○木元 愛、山口 弘次郎１）、杉本 豪視２）、田中 栄治２）、鈴

木 昇一１） 

藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科医用放射線科学領域 

藤田保健衛生大学 医療科学部１） 

中京サテライトクリニック 放射線科２） 

【目的】 近年，SENSE 法の多用により WB 送信が主流となり， 

SAR が問題となってきている．一方で，検査中に体温上昇を訴え

る人が増加してきており，MR 検査時の体温上昇について検討す

る必要性がでてきた．  

【方法】 高磁場下で RF パルス印加時でも同時多点を時系列的

に体温計測が可能な温度計を使用して MR 検査時の体表面温度

上昇の検討を行った． 

【結果】 検討した温度測定機は，MR の高磁場環境下と RF パル

ス印加時でも 5 秒から 10 秒間隔で 長 150 分(1800 ポイント)の温

度測定を行うことができた．体表面温度は測定箇所により上昇傾

向が異なった．また，体表面温度は RF パルス印加終了時から低

下を示した． 

【考察】 温度測定は MRI 室の温度制御状態を示すほど感度が良

かったことから，MRI検査時の体表面温度上昇が起こっていると考

えられた．今度は深部温度計測との対比や温度箇所の多点化を

行い精度向上の検討を行う． 

 

【１８】 1.5TMRI 装置のアップグレードを経験して 

○森本 英樹、土川 務 、三島 聡 、品田 正樹、近藤 晃生、

深谷 麻美  

江本 順一  

半田市立半田病院 放射線技術科 

【目的】1.5TMRI 装置アップグレード後の検査内容について変化

を検証した。 

【方法】アップグレード前後における検査内容、検査数を解析した。

また、これによって生じた装置性能差を診療にどう反映させるか検

討した。 

【結果】単純撮影では頭頚部検査において約 3 割の検査数増加

を認めた。また造影検査においては乳房検査が著しく増加を認め

た。 

【考察】主にマルチコイルによる検査効率の向上が要因と思われる。

しかし、既存装置との画質差は否めず、検査部位による住み分け

を模索中である。 

 

【１９】 エッジ補正同一 ROI 法を用いた SNR 測定法の検討 ―他

の測定法との比較― 

○林 則夫、宮地 利明１）、鈴木 正行１）、真田 茂１）、松浦 

幸広、河原 和博 

山本 友行 

金沢大学附属病院 放射線部 

金沢大学 医薬保健学域保健学類１） 

【目的】 パラレル MRI の SNR 測定においては差分法または同一

関心領域法が利用されている．差分法は同一の画像を 2 枚取得

する必要があり，同一関心領域法では測定する ROI 内にエッジ成

分が存在すると SNR を低下させてしまう．そこで我々は，エッジ成

分の影響を低減させたエッジ補正同一 ROI 法による SNR 測定を

開発した．今回はエッジ補正同一 ROI 法と他の方法と比較検討

した． 

【方法】 ＭＲＩ装置は GE Healthcare 社製 HDx 1.5T および HDx 

3.0T を用いた．得られた画像から本手法と他の手法を用いて SNR

を測定した．またシミュレーション画像を用いてエッジ部分の補間

について検討した． 

【結果】 エッジ以外の領域では本手法による SNR 測定結果は，

同一関心領域法による結果と近い値となった．エッジの部分でも

差分法と近い測定結果となった． 

【考察】 本手法は，臨床画像を対象としたパラレル MRI における

SNR 測定に有用は方法であると考える． 

 

【２０】 成年期健常人における頸椎形態評価  

－各種評価法の立位・臥位における測定値の変化の検討－ 

○古澤 正康（Ｂ４）、馬場 博登（Ｂ４）、中西 左登志、武藤 裕

衣、松浦 佳苗 

北岡 ひとみ、伊藤 守弘１） 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部放射線技術科学科 

中部大学 生命健康科学部生命医科学科１） 

【目的】 現在、頸椎の生理的彎曲の評価法に関する文献・論文

では立位X線撮影画像を用いた評価結果が報告されている。そこ

で、立位撮影と臥位撮影による頸椎形態評価の変化を検討すると

ともに、臥位 MR 画像による測定での評価との差異を明らかにする

ことを目的とした。 

【方法】 成年期健常人を対象として頸椎側面立位 X 線撮影およ

び臥位撮影を同一条件にて行い、頸椎形態評価の変化を検討し

た。また、臥位 MRI 像を用いた評価結果との差異についても検討

した。 

【結果】 立位から臥位になることで全体的に頸椎前彎角が小さく

なるが、立位測定で後彎であった場合は、臥位測定では後彎角

が小さくなる傾向が見られた。 

【考察】 背臥位測定では頸椎前彎曲の程度は一定値に近づく傾

向にある。そのため従来の立位X線撮影で行われてきた評価法を、

そのまま臥位 MRI 画像による測定に適用することは出来ない。

MRI 撮像の欠点を考慮した評価法の検討を行うことが必要である

と考える。 

 

【２１】 成年期健常人における頸椎形態評価  

－背臥位 MRI 撮像画像による頸椎形態と自覚症状の関係－ 

○橋爪 陵（Ｂ４）、原田 雄士（Ｂ４）、中西 俊博（Ｂ４）、中西 左

登志 

武藤 裕衣、松浦 佳苗、北岡 ひとみ、伊藤 守弘１） 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部放射線技術科学科 

中部大学 生命健康科学部生命医科学科１） 

【目的】 本学の 3 年次学内実習時に学生を被写体とし、頸椎 MRI

撮像を背臥位にて行っているが、生理的前彎が欠如した学生が

数多く見られた。そこで、背臥位撮像 MRI 画像から測定した頸椎

形態と、ストレートネックと関係があるとされる自覚症状の有無との

関係を検討することを目的とした。 

【方法】 学内倫理委員会の承認を受け、実習にて頸椎 MRI 撮像

を行う同意に加えて、自覚症状、姿勢、頸椎前湾曲形成期である

寝返り開始から伝い歩きまでの期間等に関するアンケート調査を

行った。今回の形態測定には MRI 画像で測定が困難な第 1 頸椎

を用いない、松本法を用いた。 

【結果】 頸椎形態と自覚症状の有無との間には、明らかな相関は

みられなかった。しかし、男女別で比較すると、頸椎形態にいくつ

かの傾向が見られた。 

【考察】 頸椎形態と自覚症状の有無との間には明らかな相関性

は認められなかったが、傾向はみられたので新たな測定法を検討

していく必要があると考える。 

 

 

１１月７日（土曜日） 第３会場 

セッション ５ 【血管造影】 ２２～２５  １１：３０～１２：１５ 

座長 ： 植村 武司  （名古屋大学医学部附属病院 医療技術

部放射線部門） 

 

【２２】 心臓カテーテル検査における放射線業務の変遷  
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～血管内超音波の症例を中心に～ 

○長谷川 光太郎、長谷川 謙司、柴田 義久、近藤 幸典 

一宮市立市民病院 放射線技術室 

【背景】 当院では 2008 年 4 月からの立会い規制が実施されてか

ら放射線技師が血管内超音波（以下 IVUS）検査に携わっている。 

【目的】 当院での IVUS 検査の取り組み、注意すべき病変・計測

の方法など実際の症例から検証する。 

【方法】 当院では、毎月 IVUS カンファレンスを行っており、IVUS

画像解析装置 INDEC を使用し、retrospective に血管径・内腔径

を計測し、また定性的評価を検討する。 

【結果】 当初に比べると計測者間の誤差が減少した。また、症例

ごとに病変の性状は違うため定性的評価においてもカンファレン

スで十分検討し、知識が向上した。 

【考察】 薬剤溶出ステント（DES）の登場により今まで以上に IVUS

は必要不可欠となり、技師の役割はますます重要となってくると思

います。IVUS カンファレンスで知識を積み重ね、次の検査にフィ

ードバックし、更なるレベルアップを図り検査に望むことが必要で

あると思います。 

 

【２３】 ＳＴＥＮＴ ＢＯＯＳＴ の有用性 

○大坪 健一、望月 博典、山田 英司、吉田 恵、宮崎 健介 

磐田市立総合病院 

【目的】 フィリップス社製アンギオ装置のアプリケーションソフト Ｓ

ＴＥＮＴ ＢＯＯＳＴ の有用性を検討する。 

【方法】 ステントを留置した際、ＳＴＥＮＴ ＢＯＯＳＴを行い、視覚

及びＩＶＵＳにて比較、検討した。 

【結果】 静止画でＣＡＧより、ステントの形状が認識できる。ステン

トの長径、短径の計測ができる。マーカー以外に濃度の高い物体

がある場合は、それをマーカーと誤認識してしまう。 

【考察】 ＩＶＵＳが使用できない場合、ステントを重ねて留置する

場合などに有用である。３Ｄで確認出来るようになる事が望まれ

る。 

 

【２４】 頭部領域における血管造影装置コーンビーム CT での撮

影プロトコルの検討 

○藤本 真一、指江 浩之、石田 智一、福島 哲弥、上坂 秀樹、

長谷川 涼美 

村井 恵已、磯野 宏和、東村 享治 

福井大学医学部附属病院 放射線部 

【目的】 頭部領域のIVRにおける合併症として出血がある。ここで

コーンビーム CT（CBCT）により術中に血腫の広がりなどが検出で

きるなら、開頭手術などへの素早い対応ができ、CBCT の有用性

は高い。そのため CBCT には、骨に囲まれた脳実質内において、

低いコントラストの差（例えば出血による約 10～40HU の上昇）の

検出が要求される。今回ファントム実験により、頭部領域において

使用する CBCT の撮影プロトコルについて検討した。 

【方法】 周囲との HU 差 10～40 をもつ 15mm 径のロットを作成し、

自作頭部模擬ファントムの中に挿入した。作成したファントムに対

し、撮影時間や撮影ビュー数などが異なる 6 種類の撮影プロトコ

ルで CBCT を行った。得られた Axial 断面像から CNR を計測し、

各撮影プロトコルの比較を行った。 

【結果】 撮影ビュー数が多い撮影プロトコルほど、CNR は高かっ

た。撮影時間では傾向は見られなかった。今回の結果を踏まえ、

今後、視覚評価を行う予定である。 

 

【２５】 ＩＶＲ－ＣＴ／ＡＮＧＩＯシステムにおける腹部血管３Ｄ描出

能の検討 

○石黒 泰範、米澤 祐司、服部 寿史、大橋 和也、流 真治、

芳賀 弘好 

内藤 光利、横山 毅佚朗 

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・ＩＶＲ部 

【目的】 ＩＶＲ－ＣＴでの３Ｄ再構成はＡＮＧＩＯ及びＣＴどちらのシ

ステムからも可能である。それぞれについて描出能を比較し腹部

領域での有用性について検討した。 

【方法】 ファントムをＡＮＧＩＯ及びＣＴにて撮影、ＺＩＯステーション

にて３Ｄ再構成し画質を比較した。また、実際に腹部血管撮影で

同じ血管から撮影を行った症例の３Ｄ描出能について視覚的に

評価した。 

【結果・考察】 ファントムの比較では、腹部領域で使用するＦＯＶ

で、解像度はＡＮＧＩＯ３Ｄが勝っていた。臨床画像の評価におい

ても、ＡＮＧＩＯ３ＤがＣＴ３Ｄより肝動脈末梢枝の描出は良好で、血

管走行の確認はＡＮＧＩＯ３Ｄが有用であると思われた。ＡＮＧＩＯ３

Ｄでは腫瘍染の描出が不良であり、ＣＴ３Ｄでは腫瘍染との位置関

係は明瞭で、腫瘍と血管の位置を把握したい場合などはＣＴ３Ｄ

が有用と思われた。  

 

 

１１月７日（土曜日） 第３会場 

セッション ６ 【放射線治療－１】 ２６～３１  １４：３０～１５：３０ 

座長 ： 嘉戸 祥介  （富山大学附属病院 放射線部） 

 

【２６】 放射線治療用皮膚マーカーの検討 －第２報－ 

○若田 鋭樹、内田 守彦、渡邊 健二、平子 貴雄、木田 浩介 

春日井市民病院 放射線技術室 

【目的】 市販のネームペンと放射線治療用皮膚マーカーペンの

耐久性について、画像解析ソフトImageJを用いての評価が可能で

あるか検討したので報告する。 

【方法】 市販のネームペン６種類と放射線治療用皮膚マーカー

ペン１種類を使用して、前腕に４ｃｍの直線を描きデジタルカメラで

撮影した画像に ImageJ を使用し皮膚マーカーの濃度を８日にわ

たって測定した。 

【結果】 ＹＹＳＳ７－ＢＫを除く５種類のネームペンの耐久性は悪く

ＹＹＳＳ７－ＢＫと放射線治療用マーカーペンＥＳＤ３４は８日を経

ても視認できる濃度で視覚評価と同様の結果であった。 

【考察】 今回の結果から ImageJ は、視覚評価と同等の評価が可

能である事が示唆された。 

 

【２７】 治療技師に必要な SOAP 

○水野 求、野々村 和洋、小田 祥資、畑佐 和昭、森田 皓三

１）、曽我 和美２） 

土岐市立総合病院 中央放射線技術部 

土岐市立総合病院 放射線科１） 

土岐市立総合病院 看護部２） 

【目的】 放射線治療で毎日患者と顔を合わせている治療技師は、

患者からの訴え、状態の変化などの情報を医師または看護師に

伝達する必要がある。患者情報の記録として問題指向型システム

（Problem Oriented System::POS）を用いることによる有用性を検

討した。 

【方法】 POS は SOAP の要素で記載される。SOAP 記録における

経過記録の構成要素は S（Subjective Data）、O（Objective Data）、

A（Assesment）、P（Plan）である。種々の患者の情報を SOAP 記録

した。 

【結果】 患者情報をSOAP要素に即して記載することにより、医師

の診療における情報提供だけでなく、看護師と技師または技師と

技師など医療従事者間のコミュニケ－ションの促進となった。 

【考察】 従来の口頭またはメモ書きでの情報提供と比較して確実

に伝達でき、またその内容に関して評価することにより、的確なケ

アの実施ができる。質の高い放射線療法を提供するために治療

技師の SOAP 記録は必要と考える。 
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【２８】 カウチ荷重時の回転時における照射中心精度の検討 

○石黒 充、太郎田 融、三浦 淳也、長谷川 拡平、上田 良成 

浅ノ川総合病院 定位放射線外科センター 

【目的】 リニアックの幾何学的誤差の一つである回転軸誤差は無

荷重状態にて計測されているが、荷重によって撓んだカウチによ

り回転時において照射中心が変動する可能性がある。そこで荷重

時における回転軸誤差の変位について検討した。 

【方法】 XZ 軸はガントリー0°、Y 軸はガントリー90°にてカウチ

±90°まで回転させ Winston-Lutz テストを行い DD-system により

計測した。カウチ荷重は 0kg40kg60kg80kg と人体荷重を想定し変

化させた。 

【結果】 回転中心は荷重時と無荷重時の比較でＸＹZ すべてに

おいてそれぞれ平均 0.1ｍｍ以下の変位であった。 

【考察】 カウチ荷重、回転時における照射中心の変動は測定誤

差範囲内であり、荷重における回転軸の変位はほぼ無いものと考

えられる。したがって通常の無荷重時 Winston-Lutz テストで十分

な精度管理が行える。 

 

【２９】 EPID（Electric Portal Imaging Device）の解像度評価 

○越川 健人、上田 伸一１）、武村 哲浩２） 

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 

金沢大学医学部附属病院 放射線科１） 

金沢大学 医薬保健学域保健学類放射線技術科学専攻２） 

【目的】 Electric portal imaging device (EPID)の画像は 診断用の

画像と異なり高エネルギービームを用いているため画質が悪い。

そのため 画質評価の 初の検討として高エネルギービームを用

いた Modulation transfer function (MTF)を求めた。 

【方法】 QC‐3‐ファントム(standard-imaging 社)を使用し、チャート

法により MTF を求める。QC-3 ファントムは EPID に取り付けられて

いるカバーを取り外し EPID 上に直接設置した。また QC-3 ファン

トムはチャートの下部にアクリル層があるためチャートを下向きか

つ約 3°傾けて撮影した照射野を 10.4 cm × 9.6 cm とし、モニ

ターユニット（MU）値は 2 MU として撮影した。今回使用したリニア

ックおよび EPID は Elekta 社 synergy およびそれに搭載されている

EPID システムを使用した。 

【結果・考察】 MTF 値はチャートの 小周波数 0.10 cycles/mm

では約 0.7、 高周波数 0.76 cycles/mm では約 0.14 となった。 

 

【３０】 ポリマーゲル線量計を用いた線量評価 

○山本 瑛一、越田 吉郎 

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 

【目的】 ポリマーゲル線量計は有機モノマーのラジカル重合反応

を利用した三次元測定可能な線量計である．現在放射線治療に

おいては IMRT や粒子線治療など複雑な線量分布を持った治療

が盛んに行われている．しかしその線量分布を三次元的に正確に

測定する方法は確立されていない．そこでポリマーゲルを用いた

線量測定について検討したので報告する． 

【方法】 使用したポリマーゲルは MGS 社製 BANGkitTM。照射に

利用した治療器はエレクタ社製 Elekta Synergy．測定には GE 社

製の MRI 装置を用いた．今回の実験ではポリマーゲル線量計の

エネルギー依存および線量依存ならびに陽子線治療などの実際

の線量分布への応用を調べた． 

【結果・考察】 エネルギー依存および線量依存においては多少

の値の違いは見られたが実際の線量分布の測定には問題ないレ

ベルであると考えられる．また実際の線量分布への測定も行うこと

ができ将来の臨床への応用も期待される． 

 

【３１】 外部照射装置の出力に関する傾向と誤差因子の解析 

○塚本 直孝、武村 哲浩１）、山本 瑛一 

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 

金沢大学 医薬保健研究域保健学系１） 

【目的】 外部照射装置の出力と品質管理や機器、人員などの項

目との関係を分析，検討し、傾向や出力の誤差因子を明らかにす

る。 

【対象・方法】 当研究室では 2008 年 11 月から 2009 年 10 月の

期間に、事前にご協力を頂いた北陸地区の放射線治療施設 17

施設(リニアック数 18 台）において訪問線量測定を行った。この際、

リニアック出力誤差・モニタ線量計の再現性の実測と品質管理に

関わるアンケートを実施した。このアンケートで得られた項目のうち、

主要な品質管理項目実施の頻度や機器の設置年数、1 日の治療

患者数など 20 余りの項目を解析因子とし、実測値との関係を単変

量解析および多変量解析を用いて分析した。 

【結果】 多変量解析によって、解析因子の間接的な影響の多くを

取り除いた因子分析を行った。線量誤差は全て小さく、正規分布

をなしていた。その現状と傾向および因子との関係が明らかにな

った。 

 

 

１１月７日（土曜日） 第４会場 

セッション ７ 【超音波】 ３２～３５  １１：３０～１２：１５ 

座長 ： 作本 秀樹  （公立つるぎ病院 放射線科） 

 

【３２】 超音波診断装置モニタの輝度特性 

○堀 真由美、島本 佳寿広１）、吉村 公美子１） 

名古屋大学 大学院医学系研究科医療技術学専攻 

名古屋大学 医学部保健学科１） 

【目的】 超音波診断装置の液晶モニタの基本的性能( 大輝度、

視野角特性など)を明らかにする。 

【方法】 モニタ中央にテストパターン(デジタル値 0～255、8bit)を

表示し、望遠型輝度計で 256 階調の輝度を実測し、輝度特性曲

線（視野角特性を含む）を評価した。乳腺超音波画像を用いて正

常組織および腫瘤を表示する階調レベルを求めた。 

【結果】 モニタの諧調特性は機種で異なり、GSDF ではなく、γ

2.0～2.2 程度であった。視野角 10°以内では輝度変化は少ない

が、30°以上角度をつけると 大輝度、コントラスト比は低下した。

乳腺超音波画像表示には低輝度領域を利用していた。 

【考察】 超音波診断装置のモニタは機種によって特性が異なり、

統一した精度管理方法を導入しにくい状況である。視野角は極端

な角度をつけなければ影響は少ない。 

 

【３３】 整形外科領域における超音波検査の有用性 

○前田 佳彦、齋田 善也、木村 友哉、西崎 まや、近藤 紘代、

水口 仁 

河野 泰久、大山 裕生、佐野 幹夫 

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 

【目的】 超音波検査（US）は、人体に対する侵襲が少なく消化器、

表在、循環器などでは日常診療に欠かせない位置づけである。

一方、整形外科領域では未だその利用率は低い。今回、当院に

て 2009 年 5 月より施行している整形 US の結果から、その有用性

について考察した。 

【方法】 対象は、2009 年 5 月から 7 月までに整形外科診察室ま

たは超音波室にて施行した 35 件 27 症例（男女比 5:4）とした。ま

た各症例において症状や他検査との比較を行った。 

【結果】 骨折有無、腱鞘肥厚、手根管評価など患部の病態を確

定診断できた症例は 22 例（22/27：81%）であった。特にアキレス腱

断裂の修復過程や仮骨形成の把握ができた 7 症例は、その後の

治療方針を決定する上で非常に有用であった。 

【考察】 US は、整形外科領域で動的評価が付加価値となる。ま

た健側比較も容易であり、患者に対する病態説明の役割としても

期待できる。 
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【３４】 当院における肝細胞癌の造影超音波スクリーニング検査

の実際 

○竹島 賢治、乙部 克彦、高橋 健一、丹羽 文彦、安田 英明、

坂野 信也 

奥村 恭己 

大垣市民病院 医療技術部診療検査科 

【はじめに】 造影超音波検査にて典型的な多血性の肝細胞癌

（以下 HCC）は後血管相にて欠損像を示す。今回我々は、この後

血管相に注目し簡便に HCC を検出する方法について検討したの

で報告する。 

【対象・方法】 対象は2007 年12 月から 2009年 4 月の間に、HCC

の早期発見を目的に本法（SONAUS-HCC check）が施行された

慢性肝疾患患者938名で、ソナゾイド0.015ml/kgを静注30分後、

後血管相のみを撮像し評価した。 

【結果】 ①938 症例中 80 症例（8.5％）に本法にて腫瘍が発見さ

れた。②80症例の内訳はHCCが16症例、肝内胆管癌が1症例、

肝血管腫（以下 HEM）63 症例であった。③HCC16 症例（19 結節）

中、後血管相が描出能において B-mode US より優っていたものは

11 結節、同等は 8 結節であった。 

【結語】 本法は、小さな進行 HCC を検出する上で有用な検査法

と考えられた。 

 

【３５】 造影超音波にて特異的な像を呈した肝細胞癌の 1 例 

○高橋 健一、竹島 賢治、乙部 克彦、丹羽 文彦、安田 英明、

坂野 信也 

奥村 恭己 

大垣市民病院 診療検査科 

 短期間で急激にサイズが増大し、特異的な像を呈した肝細胞癌

(以下 HCC)を経験したので報告する。 

 症例は 65 歳、男性、C 型慢性肝炎、2006 年および 2007 年に

HCC にて治療歴のある患者。HCC 治療後、2008 年 12 月に経過

観察の腹部超音波検査(以下 US)にて、S8 に 17×15mm の低エコ

ー結節が指摘された。これより 3 ヶ月前の US では結節は指摘され

ておらず。2 ヵ月後(2009 年、2 月)の US では 30mm 大と著明なサ

イズの増大がみられた。同時期に撮像された超音波造影検査

(CEUS)では血管相にて腫瘍辺縁がリング状に染影され中心部は

まったく染影されなかった。後血管相では、リング状に染影された

領域は欠損像となり、腫瘍全体が欠損像を呈した。以上の所見よ

り、中心部が完全壊死もしくは出血が疑われ、特異的な像を呈す

HCC と考えられた。その後、肝部分切除術が行われ、病理組織で

は、内部は広範囲の壊死領域が見られ、腫瘍辺縁の一部に中分

化と低分化が混在する HCC であった。 

 

 

１１月７日（土曜日） 第４会場 

セッション ８ 【核医学】 ３６～４１  １４：３０～１５：３０ 

座長 ： 原田 高行  （三重中央医療センター 中央放射線室） 

 

【３６】 脳血流検査における定量測定のための頭部血流ファントム

の開発  

～IMP‐Graph Plot 法による評価～ 

○藤本 裕樹、中島 聡、片淵 哲朗 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 

【目的】 脳血流の定量測定は多くの方法が考案されている。その

中で IMP‐Graph Plot 法は動脈採血を必要とせず比較的簡便に

血流定量が行えるため、広く普及してきている。しかし、本法は入

力関数を ROI で設定するため、装置や施設間での差が生じやす

く、定量値の誤差につながっていると考えられる。我々は IMP‐

Graph Plot法において入力関数と出力関数の関係を明確にでき、

再現性あるファントムの開発を試みたので報告する。 

【方法】 臨床に近い血流速度にするため吸引ポンプを使用し、血

管径は様々な径のチューブを用いた。ROI を設定する肺動脈

（PA）と全脳に対しては、PA の径に近いチューブと超音波洗浄機

を用いて、それぞれの流速を定めた。 

【結果】 本ファントムにおいて、入力関数と出力関数が実際に再

現可能であったが、実際の臨床とはまだ異なっており、それら課題

が解決できれば臨床上極めて有用であると示唆された。 

 

【３７】 心筋 SPECT 像における％up take 表示法（UT）と 

Circumferential Profile analysis 法（CPA）の比較 

－Heart Score View（HSV）によるファントムを用いた検討－ 

○江尻 悠介、向山 勇太、近松 克修１）、片渕 哲朗 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 

JA 岐阜厚生連揖斐厚生病院１） 

【目的】 HSV は心筋虚血の状態を半定量的に表示することがで

き、臨床の現場でも多く使用されている。今回、HSV で描出された

UTと実際のCPAで算出されたカウントがどの程度異なるかを比較

検討したので報告する。 

【方法】 RH-2 型ファントムを用いて同一収集条件で撮像した。

Prominence Processor を使用して再構成を行い、得られた画像か

ら CPA の Max カウントと考えられる値を求めた。また、HSV で表示

される各セグメントあたりのカウントの平均値とセグメントの UT から、

相対的な変化の割合を求めて、両者の相異を調べた。 

【結果】 両者の相対的な変化の割合は UT の方が若干大きく算

出されていた。しかし、この相違は数字上のことであり、視覚的に

はほとんど違いはなかった。以上より、HSV で算出される UT は臨

床上有用なものであると考えられた。 

 

【３８】 123I 製剤を用いた定量性に関する研究  

－ペーパーファントムによる心縦隔比（H/M）の検討－ 

○鷲見 将可、吉田 功１）、三木 一考２）、多湖 博史３）、片渕 

哲朗 

岐阜医療科学大学 

国民健康保険関ケ原病院１） 

朝日大学歯学部附属村上記念病院２） 

岐阜赤十字病院３） 

【目的】 これまで I-123 によるファントム用いた心縦隔比の検討は

されていたが、ファントムによる吸収の影響で絶対値としての心縦

隔比の算出は困難であった。今回、吸収の影響を受けないペー

パーファントムを作成し、このファントムを用いて I-123 の散乱線が

心縦隔比に及ぼす影響を調べたので報告する。 

【方法】 I-123 製剤を任意の濃度で紙に心臓や肝臓などを模した

ペーパーファントムを作成した。このファントムは各コリメータや対

象臓器の濃度を変化させて、散乱補正（DEW 法）を行いながら撮

像した。 

【結果】 心縦隔比の値は様々な因子の影響を受けることが判明し

た。その中でも I-123 製剤に含まれる 529kev のエネルギーによる

ペネトレーションが、心縦隔比に大きな影響を与えていることがわ

かった。以上より，I-123 製剤で定量を行う場合は、散乱補正を行

うか、中エネルギーに近いコリメータを用いる必要があるものと考

えられた。 

 

【３９】 心筋SPECTにおけるテーブルオフセット撮像による画像変

化に関する検討 

～Heat Score View を用いた心筋 SPECT ファントムによる評価～ 

○向山 勇太、江尻 悠介、近松 克修１）、片渕 哲朗 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 

JA 岐阜厚生連揖斐厚生病院１） 

【目的】 元来、左室心筋の集積は一様ではなく部位により異なっ
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ている。SPECT 収集においては前壁や側壁に多くカウントが集ま

っている反面、下壁や後壁が吸収の影響によって低下している。

今回心筋ファントムを用いて、基準とする収集から意図的に差が

出るように患者テーブルを設定した（テーブルオフセット）撮像法

で測定した。そして、得られた画像よりファントム上でアーチファク

トとして描出される程度を検討したので報告する。 

【方法】 基準となる SPECT 撮像は臨床と同様に、体幹部を中心

に設定した。この体位からテーブルをそれぞれ上下左右に動かし、

センターから外れるようにして収集を行った。SPECT 撮像条件は

一定とし得られたデータ心筋 SPECT 解析ソフト Heat Score View

を用いて画像解析しスコアを算出して比較した。 

【結果】 テーブルオフセットをした画像は基準画像と異なっており

心筋の減弱分布が変化していた。 

 

【４０】 SPECT/CT における CT 吸収補正の位置ずれによる脳血

流 SPECT への影響の検討 

○小林 恵、稲垣 晶一、清水 祐子、高澤 美和、安井 正一、

杉下 浩生 

利波 修一 

富山大学附属病院 

【目的】 近年、SPECT/CT の登場により SPECT 画像の CT 吸収

補正が行われるようになった。しかし、CT 吸収補正では SPECT 画

像と CT 減弱マップとの重ね合わせに装置固有の位置ずれが許

容されている。今回、この位置ずれによる脳血流 SPECT への影響

の基礎的検討を行ったので報告する。 

【方法】 ファントムから SPECT 画像と CT 減弱マップを得て、位置

合わせ処理で X、Y、Z 軸方向の位置をずらした。それらと位置ず

れが無い画像とを脳血流定量評価ソフトウェアで比較した。 

【結果・考察】 SPECT 画像と CT 減弱マップの位置ずれによる計

数値の変化が認められた。この計数値の変化が脳血流定量値に

及ぼす影響は、今後臨床画像で検討する必要があると考えられ

る。 

 

【４１】 当院における心筋 MIBG シンチの実際 

○中村 和彦、河合 保、安形 真一、東 直樹 

愛知医科大学病院 中央放射線部 

【目的】 パーキンソン病（以下 PD）およびレビー小体型認知症

（以下 DLB）では、心筋 MIBG シンチにおける心縦隔比（以下

H/M）が低下する。そこで当院における対象疾患鑑別のための

H/M cut off 値を検討した。また H/M は重症度・認知症病期に相

関があるか調査した。 

【方法】 2005 年 4 月から 2009 年 4 月までに心筋 MIBG シンチを

施行した 63 例を対象とし、Ｈ/Ｍと重症度・認知症病期・臨床診断

名を調査した。 

【結果】 H/M の平均値は 2.08±0.96、PD で 1.71±0.70、DLB で

1.41±0.14 であった。 

H/M と重症度・H/M と認知症病期の相関係数ｒは、それぞれ－

0.0601・－0.2102 だった。 

【考察】 当院においても PD および DLB では有意な H/M の低下

があり、H/M cut off 値は PD で 1.83・DLB で 1.57 とした。H/M と

重症度・H/M と認知症病期に相関はないと思われる。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第１会場 

セッション ９ 【ＣＴ－３】 ４２～４７  ９：００～１０：０５ 

座長 ： 高橋 弘  （県西部浜松医療センター 診療放射線技術

科） 

 

【４２】 頭部 3DCTA における step&shoot の有用性 

○坂井 秀行、森 幹博、榊原 圭介、国松 佳弘 

一里山・今井クリニック 

【目的】 当院では、心臓 CT 検査の被曝低減を目的として心電図

同期コンベンショナルスキャン(step&shoot 以下 S&S)を導入した。

この S$S を頭部 3DCTA に用いて、通常のヘリカルスキャンと S&S

による被曝低減効果、また、両方の画質について検討した。 

【方法】 BrilianceCT64 を使用し、S&S とヘリカルスキャンでファン

トムを撮影し、ベース部分からノイズ特性(SD)、ワイヤー部分から

MTF を測定した。また、それぞれの撮影条件化での DLP より被曝

線量を比較した。  

【結果】 S&S はヘリカルスキャンと比較して MTF・SD 共に差はなく、

被曝低減効果も確認された。また S&S とヘリカルスキャンの被曝線

量と SD を同等にした場合、S&S の方が MTF 値が高くなった。 

【考察】 S&S は画質の低下がなく、被曝低減効果も得られたので、

頭部 3DCTA に有用であると考えられる。 

 

【４３】 頭部 3D-CT angio におけるサブトラクション画像の比較  

-320 列 CT におけるコンベンショナルスキャンと従来のヘリカルス

キャンの比較- 

○杉野 泰教、三宅 敏之、五藤 敦夫、加藤 雅人、伊藤 祐介、

勝又 優 

日比野 友也 

総合大雄会病院 技術放射線科 

【目的】 頭部 3D-CT angio において頭骸底内に入り込む動脈の

評価は MPR で行うか、あるいは単純のデータより骨除去（サブトラ

クション）を行って評価していたが、ヘリカルスキャンからのアーチ

ファクト等の問題でミスレジストレーションの発生をゼロにすること

は困難であり、特に骨との境界にある動脈は正確な血管像の構築

が困難であった。そこで今回、頭部 3D-CT angio において 320 列

におけるコンベンショナルスキャンによるサブトラクション画像と従

来からのヘリカルスキャンでのサブトラクション画像を比較し、両者

の骨除去の精度を評価した。 

【方法】 頭部 3D-CT angio 評価用ファントムを作成し、ヘリカルス

キャン及び軌道同期ヘリカルスキャン、320 列 CT におけるコンベ

ンショナルスキャンの撮影をおこない評価した。 

【結果・考察】 320 列 CT は従来のヘリカル撮影でのサブトラクショ

ン画像に比較し、良好なサブトラクション画像の作成が可能であっ

た。 

 

【４４】 逐次近似法を応用した新しい画像再構成法の頭部 CT 

Purfusion 検査の撮影条件の基礎的検討 

○米倉 宏樹、高橋 和徳、綿田 悠亮、加藤 楓太、倉谷 洋佑、

丹羽 正厳 

高橋 康方、辻岡 勝美１） 

市立四日市病院 医療技術部放射線室 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科１） 

【目的】 逐次近似法を応用した新しい画像再構成法である ASIR

は、空間分解能を損なうことなく、ノイズを低減できる再構成法で

ある。しかし ASIR の割合を大きくすると従来の CT 画像との違和感

が大きくなる。今回、ASIR を検査に使用するための頭部 CT 

Purfusionn の基礎的検討を行ったので報告する。 

【方法】 造影剤を希釈した水溶液を入れたファントムを撮影し、

ASIR の割合を変化させて CT 値の変動を確認した。また臨床画像

にてASIRを変化させた場合の解析ソフトの結果について比較、検

討した。 

【結果】 ASIR の割合を変化させても CT 値は変動しなかった。臨

床画像では AISR を変化させてもほとんど解析結果に影響しなか

った。 

【考察】 頭部 CT Purfusion 検査において、AISR を使用すれば、

現在している撮影条件よりも少ない被曝で検査が行える可能性が

示唆された。 
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【４５】 肺拡散能を指標とした小児 Xe-CT 局所脳血流量検査（ｒ

CBF） 

○長坂 鉱次、水野 勝介１）、柘植 巧１）、成瀬 寧是１） 

愛知県心身障害者コロニー こばと学園検査部 

愛知県心身障害者コロニー 中央病院放射線科１） 

 当施設では頭蓋骨縫合早期癒合症などを 中心に Xe-CT ガス

吸入法による局所脳血流量検査（以下ＣＢＦ）を施行している。し

かしながら小児期に関するＣＢＦの報告例はほとんど見られず、そ

の基礎的な検討は十分になされていない現状である。Xe-CTによ

るＣＢＦ測定では動脈血中 Xe 濃度の経時変化が必須であるが、

実際の臨床の場ではその濃度測定が容易ではないために終末呼

気 Xe データを代用としている。CBF 測定は一定濃度の Xe ガスを

吸入する過程とそれに続く体内の Xe ガスを排出する過程とから成

る。この両者の濃度変化がいずれも一次指数関数で近似できるこ

とを前提とし終末呼気 Xe 情報から動脈血中 Xe 情報を導き個々の

肺拡散能定数を算出した。被検者の呼吸状態や肺機能の違いに

よる影響が も現れやすいのは小児の場合と考えられ、局所別脳

血流量も含めその信頼性と定量性等について検討を行った。 

 

【４６】 頸部 CTA における threshold の 適化 

○市川 宏紀、遠藤 斗紀雄、古川 雅一、橋ノ口 信一、藤原 

宏、竹中 和幸 

澤 幸子、春日井 麻子、奥村 恭己、高田 賢 

大垣市民病院 診療検査科 

【目的】 Carotid Artery Stenting において術前の 3DCTA はマッ

ピングや視覚的な狭窄率を評価するのに用いられる。しかし、VR

像は作成者によって閾値が異なり、実際の狭窄率とに差を生じる

ことがある。正確な狭窄率を VR 像で表現できるようにどの程度の

閾値で作成すれば良いかについて検討した。 

【使用装置・方法】  

X 線 CT 装置 東芝 Aqillion16DAS  

撮影条件 120kV 300mA ヘリカルピッチ 15 1mm×16 再構成

関数 FC43  

頚動脈 CTA を施行してある症例を対象に Volume data の axial 像

と DSA 画像の実寸値に近づくように VR 像を作成し、Work Station

上で血管径を計測した。また、血管内 CT 値との関係を検討した。 

【結果】 VR 像作成前に、原画像にて血管径および CT 値を測定

することにより、DSA 像とより近い狭窄率を表現した VR 像を作成

することができた。 

 

【４７】 頸部領域造影 CT における低濃度製剤使用の検討 

○井戸 聡、井上 康弘、三好 利治、森 友宏、本田 雅人、横

山 龍二郎 

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 

【目的】 当院では従来、頚部造影 CT に中濃度製剤を使用してき

た。数年前から診療科の依頼により造影剤を低濃度製剤に変更し

現在に至っている。今回、この造影剤濃度の変化が画像上どの様

な影響を及ぼすか比較、検討したので報告する。 

【方法】 300mgI/ml 製剤及び 240mgI/ml 製剤を使用した正常症

例より無作為抽出した 100 例（1:1）の各組織や脈管の造影効果の

計測及び視覚評価を行なう。 

【結果】 内頸動脈の CT 値を計測したところ中濃度製剤使用の症

例は 206±35HU、低濃度製剤使用の症例は 180±31HU であり

CT値の有意な低下を認めた。視覚評価では2群の有意差は認め

られなかった。 

【考察】 上記の結果より低濃度製剤は CT 値の低下を認めたが、

視覚評価では有意差は認められなかった。通常の頸部造影 CT

は、読影の観点から他部位ほど高い造影コントラストを必要とはし

ない為、低濃度製剤使用の有用性は高いと考えられる。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第１会場 

セッション １０ 【ＣＴ－４】 ４８～５２  １０：０５～１１：００ 

座長 ： 赤井 亮太  （刈谷豊田総合病院 放射線技術科） 

 

【４８】 可変型ピッチヘリカルスキャンの物理学的評価と臨床的有

用性 

○藤田 真広、赤井 亮太、福岡 秀彦、大久保 裕矢、河合 可

奈、桑山 真紀 

玉木 繁、佐野 幹夫 

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 

【目的】 東芝社製 Aquilion64 に新たに搭載されたバリアブルピッ

チヘリカルスキャンシステム（以下、ｖHP）の検証を行い、臨床応用

に向けて有用性を検討した。 

【方法】 ｖＨＰを用いてファントムで SD 値、歪み、アーチファクト、

MTF 等の物理的評価を行った。さらに、大動脈瘤術前の心臓同

時検査や冠動脈バイパス術後検査において、ｖＨＰ使用時とルー

チン検査時の被ばく、造影剤量を比較した。 

【結果】 物理的評価では、ピッチの変動時に特異的な傾向を示さ

なかった。大動脈瘤術前の心臓同時検査では、約２０％被ばくが

低減し、造影剤量も低減した。冠動脈バイパス術後検査では、被

ばくが約３倍に増大したが、造影剤量は低減した。 

【考察】 今回の検討において、ｖＨＰの有用性は検査によって異

なり、使用には注意が必要である。今後、ｖＨＰ機能が向上するこ

とにより臨床応用の可能性が更に広がると考えられる。 

 

【４９】 胸部 CT 画像における孤立性結節の高速検出手法と FP

削除手法の開発 

○高橋 恵子、寺本 篤司、津坂 昌利１）、藤田 広志２） 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

名古屋大学 医学部保健学科１）  

岐阜大学 大学院医学系研究科知能イメージ情報分野２） 

【目的】 胸部 CT 画像から結節陰影を強調する一次検出用フィル

タとして３次元画像を利用するものがあるが、演算コストが膨大で

あるという問題があった。本発表では演算量を軽減し高速に実行

するための円筒型フィルタと、FP 削除手法を提案する。 

【方法】 本手法で提案する高速型フィルタは半径ｒ、高さ２ｒの円

筒形状を有しており、フィルタ出力は注目画素の濃度値と円筒表

面の 大濃度値の差分で示される。側面部分の演算は MIP 処理

した画像に対して２次元的な処理を行い、上下面は２次元のディ

スクフィルタを適用することで、３次元的な画素演算を行う従来手

法に比べて演算量を削減できる。円筒型フィルタによって検出さ

れた候補領域の形状特徴量 17 項目を算出し、線形判別分析法

によって TP と FP を分離する。 

【結果・考察】 検証の結果、演算量は約 1/5 に減少し、FP は約

1/3 に削減された。一方、TP が６％低下しており、TP を維持できる

FP 削除手法の検討が必要である。 

 

【５０】 心臓用画像フィルターと逐次近似法を応用した画像再構

成の画像比較 

○高橋 和徳、綿田 悠亮、加藤 楓太、米倉 宏樹、倉谷 洋佑、

丹羽 正厳 

高橋 康方、辻岡 勝美１） 

市立四日市病院 医療技術部放射線室 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科１） 

【目的】 当院に昨年末に設置された CT750HD では、逐次近似

法を応用した新しい再構成法である ASIR が採用された。今回、心

臓 CT にてノイズ低減に使用していた心臓用画像フィルター（カー

ディアックフィルタ）と逐次近似法（ASIR）について比較検討したの
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でここに報告する。 

【方法】 自作 CT 空間分解能測定用のワイヤーファントム（銅

0.2mmφ）を使用し、空間分解能の測定を行った。ワイヤーのプロ

ファイル、MTF を求め比較検討した。低コントラスト分解能につい

ては水ファントム（32cm）を測定し、SD を求め比較した。また臨床

画像についてもそれぞれで画像を作成し視覚にて評価をおこなっ

た。 

【結果】 カーディアックフィルタでは空間分解能の低下が見られ

たが、ASIR では空間分解能の低下は見られなかった。 

【考察】 ASIR を使用することにより、空間分解能を損なうこと画像

ノイズの低減が見られた。 

 

【５１】 心臓 CT 対応時間分解能測定ファントムの開発 

○三浦 正稔、市川 勝弘１）、森岡 祐輔２）、魚津 仁美、荒幡 

純貴、伊集 蛍 

今井 蓉子 

金沢大学 医学部保健学科 

金沢大学 医薬保健研究域１） 

金沢大学 大学院医学系研究科２） 

【目的】 金属球体による時間分解能測定装置を心臓 CT のマル

チセグメント再構成法に対応するように、心電図と同期した金属球

体の連続発射機構を有する装置に発展させる。 

【方法】 バネの反動による金属球体発射機構を、コンピュータコ

ントロールによる自動連射とした。発射の動力には、サーボモータ

を用い、発射のトリガにソレノイドを用いた。パソコンでサーボモー

タとソレノイドをコントロールし、同時にそれと同期した心電図を出

力した。64 列マルチスライス CT にて、心電図同期スキャンの時間

分解能をこの装置を用いて測定した。 

【結果】 コンピュータコントロールにより、心拍数と発射タイミング

を正確に制御できた。金属球体の心電図同期連射によりマルチセ

グメント再構成法に対応した時間分解能の測定が可能となった。

マルチスライス CT による実測ではセグメント数に応じて球体のスト

リーク画像が複数表示され、時間感度分布が測定できた。 

 

【５２】 心臓 CT 対応時間分解能測定ファントムによる時間分解能

測定 

○荒幡 純貴、三浦 正稔、森岡 祐輔１）、魚津 仁美、伊集 蛍、

今井 蓉子 

市川 勝弘２） 

金沢大学医学部保健学科 

金沢大学大学院医学系研究科１） 

金沢大学医薬保健研究域２） 

【目的】 開発した金属球体による時間分解能測定装置により、心

臓CTのマルチセグメント再構成法における時間分解能を、心拍と

スキャンパラメータを変化させて測定し比較検討する。 

【方法】 模擬心電図に同期して自動連射する金属球体を、64 列

マルチスライス CT の心臓 CT モードで撮影した。心拍数と回転速

度を変化させ、マルチセグメント再構成のセグメント数が２及び４と

なる状態の時間感度分布（TSP：temporal sensitivity profile）を取

得とした。またピッチファクタの影響についても検討した。  

【結果】 理論上の均等分割となる心拍と回転速度の組み合わせ

では、均等に並んだ球体のストリーク画像が表れ、中心部の ROI

より正確な TSP が測定できた。ストリークの出現状況からセグメント

使用状況と時間分解能の関係が明らかとなり、時間分解能の真値

が測定できる点で高い有用性が示された。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第１会場 

セッション １１ 【ＣＴ－５】 ５３～５７  １１：００～１１：５５ 

座長 ： 北川 佳孝  （財団医療法人中村病院 放射線科） 

 

【５３】 膵造影 CT における 320 列 Volume Scan と 64 列 Helical 

Scan の比較  

解剖構造の描出能，画質，線量について 

○宮澤 大輔、五島 聡１）、酒向 健二、西堀 弘記２）、柘植 裕

介２）、櫻井 幸太３） 

井戸 靖司、兼松 雅之１） 

木沢記念病院 医療技術部放射線技術課 

岐阜大学医学部附属病院 放射線科１） 

木沢記念病院 放射線科２） 

岐阜市民病院 放射線科３） 

【目的】 膵造影 CT における解剖学的構造の描出能，画質，線量

について 320 列 Volume Scan と 64 列 Helical Scan とで比較検討

した。 

【方法】 30 名（男性 15 例，女性 15 例，39-85 歳；平均 66 歳）を

320 列群、64 列群の 2 群にランダマイズし、2 相造影 CT（早期動

脈相と膵実質相）を施行した。CT 値、標準偏差、DLP を定量評価

し、横断像、MPR 冠状断像、３D 画像にて画質および膵実質・主

膵管・膵周囲動脈とその分枝の描出能を定量評価した。 

【結果】 2 群間で増強効果に有意差を認めなかった。 

腹壁脂肪織の標準偏差にて評価した画像ノイズは早期動脈相の

320 列群で 40%増加したが、定性評価は 2 群ともに許容範囲の画

質で有意差は認めなかった。 

DLP は 320 列群が 64 列群より 44％低値であった。 

【結論】 Volume Scan 撮像は画質や増強効果の有意な低下なく、

照射線量の低減が可能であった。 

 

【５４】 MDCT による MPR 画像を用いた膵頭部癌の血管浸潤診

断への応用 

○山田 裕一、島本 佳寿広１）、阿知波 正剛２）、佐竹 弘子２）、

鈴木 耕次郎２） 

森 芳峰２） 

名古屋大学 大学院 

名古屋大学 医学部保健学科１） 

名古屋大学医学部附属病院２） 

【目的】 MDCT による膵癌の血管浸潤の診断において、横断像

単独と比較して冠状断像と血管走行の短軸方向に切り出した

cross-section 像を併用した場合、判断の一致度が向上するか検

討した。 

【方法】 膵頭部癌 30 症例について MDCT（Aquilion16；東芝）の

等方性データから横断像・冠状断像・cross-section 像を作成し、3

名の放射線科医が独立して膵癌の門脈～上腸間膜静脈に対す

る接触率を 4 段階評価、血管変形と血管浸潤の有無を 5 段階評

価で判定し、κ解析にて読影者間の一致度および判断の再現性

を検討した。 

【結果】 各読影者の判断の再現性は高かったが，読影者間の一

致度は全体的に低く、κ値 0.2 未満の項目もあった。横断像単独

でのκ値と、冠状断像と cross-section 像の併用によるκ値に有

意差は認めなかった。 

【結論】 MPR 画像の併用により読影者間の一致度は向上しなか

った。 

 

【５５】 胃に於ける３次元ＣＴ画像並びに仮想ＣＴ内視鏡画像の基

礎的検討 

○辻井 清香 

岐阜医療科学大学 放射線技術学科 

【目的】 現在胃の検査には、バリウム検査や内視鏡検査が用いら

れているが、被検者には、少なからず苦痛を与える。 そこで、比

較的負担が少なく短時間で施行できるＣＴ検査について、今回、

胃模型ファントムを用いて、３次元ＣＴ画像や仮想ＣＴ内視鏡画像
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を作成し、胃の観察が可能か基礎的検討を行なった。 

【実験機器】 1)アクリル製の標準胃模型ファントム 

         2)東芝製１6 列ＭＤＣＴ、 

                 3)ＡＺＥ社製ワークステイション 

【実験方法】 胃模型ファントムをＣＴスキャン後、３次元ＣＴ画像処

理し、バリウム検査手技に基づきカッテイング処理を行う。また、内

視鏡の手順に従い、胃仮想ＣＴ内視鏡を作成する。 

【結果】 1)カッテイング処理により任意断面が作成でき、胃全体の

観察が可能であった。 

         2)内視鏡の手順に基づいて、胃仮想ＣＴ内視鏡画像作

成することができた。 

【考察】 ３ＤＣＴ画像は、白黒画像で、病変部の色付の問題もあ

る。 

 

【５６】 高リン血症治療剤（ホスレノール&reg;）のＸ線画像への影

響について 

○廣瀬 和秀、上棚 稔之、中村 佳司、梶 愛、本地 千佳、清

原 裕貴 

渡邊 治之、杉原 史恵１）、小野澤 志郎２） 

社団法人有隣厚生会 富士病院 

海老名総合病院１） 

日本医科大学付属病院２） 

【目的】【方法】【結果】【考察】 

 近、透析患者の腹部単純撮影・ＣＴ検査において胃や上部消

化管に円形の高濃度陰影あるいはバリウム様の陰影が認められる

機会が増えている。これらの症例では高リン血症コントロールのた

め、炭酸ランタン水和物（ホスレノール&reg;、高リン血症治療剤、

平成２１年３月販売開始）を内服していた。ランタンは原子番号５７

の希土類元素で、Ｘ線不透過であり、消化管内に存在する同薬剤

が、固形もしくは便に混じる形で異常影（金属異物様、バリウム様

陰影）として描出されていると考えられた。 

透析患者の高リン血症に対する炭酸ランタン水和物の使用が広

がりつつあることを考えると放射線検査時に消化管内に高濃度陰

影をみられる可能性がある。診療放射線技師はこの点を留意しな

ければならず、透析患者の放射線検査時には、炭酸ランタン水和

物の内服の確認をする必要があると考える。 

 

【５７】 当院における Autopsy imaging CT の現状と撮影に対する

意識調査 

○後藤 雅一、山尾 覚一、永澤 直樹、牧 浩昭、北野 外紀雄、

兼児 敏浩１） 

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 安全管理部１） 

【目的】 当院における Autopsy imaging CT(Ai-CT)の実績と課題

について検討した。 

【方法】 2006 年 9 月から 2009 年 6 月までの Ai-CT の件数を調

査した。また、当院の放射線技師 25 名の Ai-CT の撮影に対する

意識調査を行った。 

【結果】 調査期間中の件数は 182 例であり、増加する傾向にあっ

た。 

男女比は 6:4 で、60-80 代が多く全体の 72%を占めた。 

Ai-CT の 90%が、救急科の依頼で死因の調査のために依頼され

ていた。 

診療時間外の依頼が 81%を占めていた。 

死因（出血性疾患のみに限定）の判明率は 27％であった。 

意識調査では 36%が撮影条件を変更しており、88%が衛生上の配

慮を行い、52%が遺体を撮影することに抵抗があると答えた。 

【考察】 Ai-CT は診療時間外依頼が多く、時間外に担当する技

師の Ai-CT 撮影に対する講習と衛生的・倫理的教育が必要と思

われる。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第２会場 

セッション １２ 【ＭＲ－２】 ５８～６２  ９：００～９：５５ 

座長 ： 藤川 久元  （四日市社会保険病院 放射線部） 

 

【５８】 認知症検査における検査時間短縮の検討～横断像を用

いた VSRAD～ 

○香林 和幸、庄田 隆志、中崎 歩 

芳珠記念病院 画像診断センター 

【目的】 一般的に MR 検査において認知症スクリーニングで行わ

れる VSRAD 検査は撮像時間が長い。今回我々は VSRAD 用の画

像を横断面で撮影することで同時に3D-TOF-MRAの画像を撮像

し、検査時間短縮を試みたので結果を報告する。 

【方法】 当院に受診され、認知症疑いで検査に来られた患者 20

名に対して通常の矢状断に加え横断像も撮像し、両方を VSRAD

解析、その結果と画像を比較検討した。 

【結果】 本法で撮像した画像を用いて VSRAD 解析した結果、ど

の項目も通常法で撮像した場合と非常に高い相関関係を示し、1

回のスキャンで TOF-MRA の画像を撮像することができた。 

【考察】 TOF-MRA も同時に撮像できたがスラブが非常に厚いた

め TOF 効果が十分ではなく抹消血管の描出が悪かった、今後の

検討課題としたい。 

 

【５９】 VSRAD plus のバージョンアップに伴う解析結果の比較検

討 

～簡易知能検査との相関について～ 

○今田 秀尚、今泉 康弘、杉浦 広晃、大山 裕生、佐野 幹夫 

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 

【目的及び方法】 VSRAD plus は入力画像に対しての角度補正

や撮像範囲の補正として、線形変換トリミング処理解析（以下自動

補正）が選択可能となった。アルツハイマー型認知症（以下 AD）

疑いの臨床症例６０例において、VSRAD plus と VSRAD による Z 

スコア値の解析結果と簡易知能検査結果を用いて相関関係の比

較検討を行った。 

【結果】 VSARD plus の Z スコア値は VSRAD の Z スコア値より大

きくなる傾向となった。VSRAD plus の Z スコア値は VSRAD に比べ

簡易知能検査結果とのより良好な相関関係が得られた。  

【考察】 VSARD plus の Z スコア値が VSRAD より大きくなる要因と

しては、自動補正の線形変換処理により入力画像を AC-PC ライ

ンの角度に補正解析していることが考えられる。また、AD の経過

観察の指標に VSRAD plus と VSRAD の Z スコア値を用い る場合

には、解析処理の違いを考慮する必要性がある。 

 

【６０】 頭部 MRI 撮影における Head Neck Spine Coil の SNR 測定 

○林部 昌弘、高橋 克彰、田中 宏卓、村田 誠也、冨田 陽也、

山室 修 

小島 明洋１）、玉井 伸一１） 

東名古屋画像診断クリニック 

名古屋放射線診断クリニック１） 

【目的】 当院 1.5TMRI 装置に Head Neck Spine Coil(HNS コイル)

が導入された。コイルの性能評価を行うため SNR を測定し、従来

使用してきた 8ch Brain Coil(Brain コイル)、8ch Neuro Vascular 

Array Coil (NV コイル)との比較を行った。 

【方法】 GE社製Signa HDxt 1.5T装置を使用し、HNS、Brain、NV

の 3 つの頭部撮影用コイルにおいて Spin echo 法でそれぞれの

SNR を測定した。Ax 画像を 50 回撮像し、日本放射線技術学会学

術研究班「MR 画像の parallel imaging における SNR 測定法の標

準化」による SNR 測定プログラムと ImageJ を用いて SNR を測定し

た。 
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【結果】 HNS コイルの SNR は Brain、NV コイルに比べ同等～高い

値を示した。 

 

【６１】 頭部３D-MRI 画像を用いた小児海馬描出における基準線

の検討 

○眞岩 友美、森 光一、伊藤 貞則、長濱 航永、池田 祐司、

利波 修一 

富山大学附属病院 放射線部 

【目的】 てんかん・記憶障害などで海馬精査する際、頭部ルーチ

ン検査に追加して海馬長軸に垂直な冠状断面の撮像を行う。この

撮像断面を決定する際に斜台に平行にする事が一般的であるが、

他の基準線を用いた報告例も見られる。そこで、発達が著しい小

児において、どの基準線を用いる事で、正確な海馬長軸に垂直な

冠状断面を決定出来るのか検討を行った。 

【方法】 小児・成人健常者を対象とした頭部３D-MRI 画像を使用

し、過去に基準線として用いられた、斜台に平行な線・AC-PC 線・

前頭葉底の後端と脳梁膨大部の後端を結ぶ線・OM 線と、左右の

海馬のなす角度を計測した。そこから、各基準線と海馬長軸が垂

直になる角度を算出した。 

【結果・考察】 各基準線と海馬のなす角度は、小児・成人で有意

差が見られた。また、小児はばらつきが大きかった。そこで、ばら

つきの原因を追究することで、より正確な海馬長軸に垂直な冠状

断面を決定する事が可能であると考える。 

 

【６２】 目的に応じた磁化率強調画像(SWI)撮像条件(TR、TE、

FA)の検討 

○伊藤 貞則、森 光一、長濱 航永、眞岩 友美、利波 修一 

富山大学附属病院 放射線部 

【目的】 臨床において SWI は出血性病変や静脈などの描出に優

れている。今回、撮像条件(TR、TE、FA)の変更が SWI にどのよう

な影響を与えるか確認し、出血や静脈の描出などに応じた 適撮

像条件の検討を行った。 

【方法】 撮像条件は、TR：60～140msec. TE：30～70msec. FA：

10～50°とした。 

1)鉄含有ファントムと蒸留水において TR、TE、FA を変えて、蒸留

水に対する各鉄含有ファントムのコントラスト比を算出した。 

2)健常人において TE、FA を変更させて、大脳白質に対する黒

質・赤核・淡蒼球・脳脊髄液の CNR の算出や髄質静脈の描出を

視覚的に評価した。 

【結果・考察】 ファントム実験において各撮像条件がコントラスト

比に及ぼす影響を求めることが出来た。そこで健常人で TE、FA

の撮像条件を検討した結果、出血性病変と髄質静脈で 適条件

が異なる結果を得た。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第２会場 

セッション １３ 【ＭＲ－３】 ６３～６６  ９：５５～１０：４０ 

座長 ： 佐々木 基充  （財団医療法人中村病院 放射線科） 

 

【 ６ ３ 】  Gd-EOB-DTPA-MRI(EOB-MRI) の Radiofrequency 

ablation(RFA)効果判定 

における有用性 

○小川 定信、川地 俊明、矢橋 俊丈、中村 学、船坂 佳正 、

石川 照芳  

恒川 明和、傍島 篤洋 、西脇 弘純 

大垣市民病院 機能診断室 

【はじめに】 EOB を用いてRFA の効果判定を試み、造影エコーと

比較する事でその有用性について検討した。 

【評価方法】 MRI の動脈相では残存する腫瘍濃染の有無、肝細

胞造影相では凝固壊死の位置と大きさを評価して効果判定を行

い、造影エコーの結果と比較した。尚、RFA の凝固壊死は T1WI

にて高信号を示すため、動脈相と肝細胞造影相の差分画像を診

断の一助とした。 

【考察】 

①利点 

・Gd-DTPA と同様に血流情報に加え、肝細胞造影相では治療部

の形態が評価可能。 

・差分画像にて微細な評価ができると期待される。 

②問題点 

・検査が長時間。 

・注入量が通常の1/2でDynamic-studyにおける視覚的な濃染効

果はやや弱い印象がある。 

・トランケーションアーチファクトによる画像劣化。 

・差分時における画像のズレが生じた場合は適切に差分ができず

診断が不可能となる。現時点でこのズレを補正するソフトは存在し

ないため、検査時に呼吸停止に関する患者への説明が重要であ

る。 

 

【６４】 上腹部検査における HASTE 画像の基礎的検討（第一報） 

○松下 浩基、赤川 佳寛、古市 孝、伊藤 光代 

豊川市民病院 放射線科 

【目的】 当院では腹部検査において、スループット向上のため

T2WI の代用として HASTE を使用している。HASTE では T2WI と

比較し時間分解能に優れるが、空間分解能が劣ること、T2 の短い

組織での blurring が目立つことなどのデメリットがある。 

今回我々は、パラメータを調整することによって HASTE の画質向

上を試みた。 

【方法】 blurring を抑制するためには、エコースペースを短くする

必要がある。そのため、SENSE factor、BW を変化させファントムを

撮像し、blurring の評価、SNR の値を測定した。また、 適化され

たパラメータで臨床画像を撮像し評価した。 

【結果・考察】 エコースペースを調整することにより、blurring を少

なくすることができ良好な画像を得ることができた。しかし、SENSE 

factor、BW と SNR はトレードオフの関係にあるため、適切な値を選

択することが重要である。 

 

【６５】 上腹部検査における HASTE 画像の基礎的検討（第二報） 

○赤川 佳寛、松下 浩基、古市 孝、伊藤 光代 

豊川市民病院 放射線科 

【目的】 第一報で我々は blurring 軽減について検討した。上腹部

検査における肝細胞癌の診断で T2WI は重要な役割を担う。FSE

と比較し blurring、MT 効果などの影響でコントラストが付きにくい。

パラメータを調整することによって HASTE の画質向上を試み、

適な T2 コントラストの付く条件を検討した。 

【方法】 第一報で得られた blurring を少なくした撮像条件を使用

し、実効 TE を 50ms から 150ms まで変化させて撮像をし、CNR を

測定し評価をした。 

【結果・考察】 HASTE は、FSE に比べるとコントラストが付かない

が、 適条件にすることによって以前の撮像条件より良好な画像

が得られることができた。 

 

【６６】 MR-tagging 画像の肝臓領域における非剛体変形量の自

動計測手法の開発 

と肝線維化の診断支援への適用 

○美尾谷 成貴、周 向栄、北川 輝彦１）、原 武史、横山 龍二

郎２）、渡邊 春夫３） 

兼松 雅之３）、星 博昭４）、藤田 広志 

岐阜大学 大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情

報分野 

岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科１） 



第 2 回中部放射線医療技術学術大会（第 44 回日本放射線技術学会中部部会学術大会）抄録集 

 13

岐阜大学医学部附属病院 放射線部２） 

岐阜大学医学部附属病院 放射線科３） 

岐阜大学 大学院医学系研究科腫瘍制御学講座放射線医学分

野４） 

【目的】 MR-tagging 画像を用いた肝臓の"硬さ"の自動計測手法

の開発を目的とする。 

【方法】 提案する手法では、肝臓の硬さを、柔軟さの指標である

BendingEnergy(BE)で表現する。BE は画像変形手法である TPS

非剛体変形手法に用いられ、これは画像の変形前と変形後にお

いて、対応するランドマーク(LM)間の相対距離で計算される。わ

れわれは画像中に付された Tag の交点座標を LM と定義し、その

自動設定を利用した計測手法を開発する。本手法を正常肝と線

維化の進んだ異常肝に対して適用し、その妥当性の検討を行う。 

【結果】 正常肝 5 症例、異常肝 13 症例を含む 18 症例に本手法

を適用した結果、正常肝と異常肝の BE の間に、顕著な差が認め

られた。 

【考察】 BE は計算に用いる LM によって計測結果のばらつきが

考えられるため、LM の設定の妥当性について考察する必要があ

ると考えられる。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第２会場 

セッション １４ 【ＭＲ－４】 ６７～７１  １０：４０～１１：３５ 

座長 ： 嶋 剛  （市立砺波総合病院 放射線技術科） 

 

【６７】 乳腺 MR 拡散強調画像における b 値の検討 

○高長 雅子、餅谷 裕子、林 則夫、宮地 利明１）、松浦 幸広、

河原 和博 

山本 友行 

金沢大学附属病院 放射線部 

金沢大学 医薬保健学類保健学域１） 

【目的】 近、乳腺 MRI でも拡散強調画像(DWI)の撮像が行わ

れるようになった。DWI における信号強度は設定する b 値によって

大きくことなる。そこで、3T-乳腺MRIにおける 適なb値について、

b=800 s/mm2 および 1500 s/mm2 を使用して比較する。 

【方法】 装置は GE 社製 Signa EXCITE HDx 3.0T、乳腺コイルは

ブレストフェイズドアレイコイル(8ch)を使用した ・〇Ａsequence は

Spin-echo EPI 拡散強調像にて、b=800 s/mm2、1500 s/mm2 を撮

像。これまで撮像した乳癌症例を病理毎に分類し、b 値の違いに

よるコントラストや ADC 値について統計学的検討を行った。 

【結果・考察】 全体として b 値の違いによってコントラストでは有意

差があり、ADC では有意差がなかった。病理毎ではコントラスト、

ADC 共に有意差がなかった。 

 

【６８】 乳腺ＭＲＩにおける Positioning に関わる shimming の評価 

○松上 美咲、加藤 浩千、夏目 貴弘１）、天野 智康、山本 英

雄 

聖隷三方原病院 

聖隷浜松病院１） 

【目的】 乳腺ＭＲＩにおいて対側乳房までを含めた撮像領域にて、

良好な脂肪抑制効果を得るために shimming の設定と精度を検討

した。 

【方法】 4ch open breast phased array coil を用い Auto shimming、

Volume shimming の両調整法にて shimming の位置、大きさを変え

撮像を行い、感度むらを考慮し検討した。 

【結果】 乳房の大きさに左右差がある場合、検側乳房に限局した

shimming を行なうことよりも、容量の大きな乳房側にて腋窩まで含

めた領域での shimming を行なうことで、両側に良好な脂肪抑制効

果が得られた。 

【考察】 乳腺 MRI にて、患者さんへの負荷を軽減し、安定した画

質を提供するためには、検側乳房が出来る限りコイル容積内を満

たすように Positioning（非検側に顔を横に向かせて寝ることで、検

側が下がるようやや斜位の姿勢）することが有効であった。 

 

【６９】 3T MRI 装置における頚部 MRA（3D-TOF）の検討 

○松芳 圭吾、寺田 理希、大杉 正典、井上 和康、安澤 千奈、

山田 英司 

磐田市立総合病院 

【目的・方法】 3.0T MRI 装置では 1.5T MRI 装置より高い静磁場

強度による SNR の向上、組織の T1 延長、in flow 効果の増強のた

め、より詳細な血管の描出が可能である。ボランティアを対象とし

て1.5T 3T MRIの２つの装置で頚動脈のbifurcation部を撮影し、

描出能の比較を行う。また、血流動態の測定ができる 4D-FLOW

を用いて検証を行う。 

【結果・考察】 3T MRI では、血流信号の SNR および背景信号と

のコントラストが向上することで、より正確な血管径が得られ描出能

の優位性がみられた。4D-FLOW を用いた検証では、各位相の流

線画像での比較を行うことで、描出能に血流動態が大きく影響し

ていることがわかった。 

 

【７０】 IFIR (In Flow Inversion Recovery)法による腎動脈の描出  

―心電図同期と脈波同期の比較― 

○酒井 康宏、今村 駿、石井 恵、杉村 正義、土屋 甲司、竹

井 直行１） 

聖隷浜松病院 放射線部 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 研究開発室１） 

【目的】 非造影 MRA 撮像法の IFIR-FIESTA 法を用い腎動脈描

出の際、画質改善のため心電図同期の拡張期データ収集にて行

っている。今回、脈波同期で代替え可能か検討したので報告す

る。 

【方法】 同意が得られた健常ボランティアに対し IFIR 法による腎

動脈の横断面撮像を行った。撮像は①呼吸同期のみ②呼吸指導

＋心電図同期③呼吸指導＋脈波同期の 3 法で撮像した。その際

心拡張期、または心収縮期にデータ収集するように Trigger Delay

を設定した。評価は大動脈・腎動脈の信号強度測定と視覚評価を

行った。呼吸指導とは撮像中呼吸の合図が一定の間隔で入りタイ

ミングを合わせる手法である。 

【結果・考察】 心電図、脈波同期ともに収縮期収集では大動脈上

流、腎動脈の信号が約 20～30％低下した。拡張期収集では両者

に信号強度差は見られなかった。よって心電図、脈波同期で同等

の描出能が得られ脈波による代替えが可能と考えられる。 

 

【７１】 Spiral Gradient Echo における inflow 効果の検討 

○長屋 重幸、加藤 浩千、天野 智康、山本 英雄 

聖隷三方原病院 画像診断部 

【目的】 造影剤の副作用が懸念されることから非造影 MRA の期

待が高まっている．Spiral Gradient Echo（Spiral GRE）における

inflow 効果を 2D Gradient Echo（2D GRE）と比較し検討した． 

【方法】 GE 社製 Signa CV/i 1.5T にて自作流体ファントムを撮影

し，撮像条件（TR，Flip Angle，Slice Thickness，Matrix）を変化さ

せた場合の信号強度と方向依存性を比較した． 

【結果】 TR，FA の変化に伴う信号強度は 2D GRE と同等であっ

たが，スライス厚の減少に伴い信号強度は上昇した．また，流速の

増加に対する信号強度，方向依存性は 2D GRE と同等であった． 

【考察】 Spiral GRE はスライス厚を薄くしても良好な信号強度が得

られた．2D GRE に比べ短時間で撮影可能であるため，下肢末梢

血管や，呼吸停止下による腹部血管、脳血管の撮影に有用と考

えられた． 
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１１月８日（日曜日） 第３会場 

セッション １５ 【放射線治療－２】 ７２～７６  ９：００～９：５５ 

座長 ： 駒井 一洋  （名古屋第二赤十字病院 放射線科） 

 

【７２】 MV-CT を用いた前立腺 IGRT における照合者間の位置誤

差の検証 

○小野木 学、駒井 一洋、桑原 和義、有賀 英司、安陵 英吉、

大池 崇弘 

杉江 愛生１）、綾川 志保１）、三村 三喜男１） 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科 

名古屋第二赤十字病院 放射線科部１） 

【目的】 トモセラピーの MV-CT を用いて、セットアップ時の照合

者間の位置誤差を計測し、そのばらつきを把握する。その結果に

より当院におけるセットアップマージン（ＳＭ）の検証を行う。 

【方法】 治療計画用ｋV-CT に対し、治療直前に撮影した

MV-CT（患者 5 名×10 回）を用いて、医師 2 名と技師 3 名が位置

照合を行い、そのばらつきを見た。また、同一画像を繰り返し照合

することで、照合者による再現性の確認も行った。 

【結果】 照合者間による位置の誤差は、Ｘ軸方向が も少なく、Ｙ

軸とＺ軸方向が大きくなった。同一の照合者においても、繰り返し

誤差を認めた。 

【考察】 IGRT における SM の設定は照合者間による位置誤差を

考慮する必要がある事が分かった。さらなる検証を要するが、当院

の SM は小さくできると考えられる。 

 

【７３】 当院における TomoTherapy Hi-Art System の Monthly QA 

○清水 秀年、今村 浩志１）、中島 地康、久保田 隆士、大崎 

光、中山 雅詞 

吉本 学、河合 稔 

愛知県がんセンター中央病院 放射線治療部 

日立メディコ１） 

 当院では 2006 年 6 月より TomoTherapy 社 Hi-Art System（通称

Tomotherapy）が稼動している。Tomotherapy による照射はヘリカ

ル式を採用しており、従来の強度変調放射線治療（IMRT : 

intensity modulated radiotherapy）と比較し、複雑な制御下で治療

を施行する。また、Tomotherapy は治療前における Setup 補正を

目的とする Image guide として MegaVoltage-CT (MVCT)を搭載し

ている。これらの複合的なシステムにより稼働する Tomotherapy は

品質保証が重要であり、国外、国内において様々な方法が提唱さ

れている。 

当院における Monthly QA の項目は 1. MVCT 画像の視覚的評価 

2. Laser Alignment 3. Verify Couch 4. Y-divergence Test 5. MLC 

Center Test 6. Energy Check 7. IMRT Verification の 7 項目であ

る。これらの Monthly QA を報告する。 

 

【７４】 TomoTherapy Planned Adaptive における線量分布の誤差

について 

○小川 大輔、浅野 宏文、伊藤 知花、山元 直也、古川 晋司 

社会医療法人厚生会木沢記念病院 

【目的】 TomoTherapy Planned Adaptive を用いる際、エネルギー

の異なる CT 画像を用いるため線量分布に誤差が生じる可能性が

ある。CT 値-密度曲線の差に伴う線量分布の変化を検討する。 

【方法】 kVCT、MVCT画像からそれぞれCT値-密度曲線を求め

る。円柱状水等価ファントム上の計画標的体積に対し、kVCT と

MVCT における線量分布を求め、比較する。 

【結果】 密度 1.0 付近では MVCT 画像では CT 値が 3～48 大き

い値となった。密度が大きくなるほど CT 値の差は大きくなり、

MVCTで 大で577小さい値となった。計画標的体積内の線量分

布では約 2％の誤差がみられた。 

【考察】 線量分布の誤差は許容範囲内であった。kVCT を用いた

治療計画に MVCT を反映させた線量計算では線量分布に誤差

が生じるため、Planned Adaptive にて線量分布を参考にする場合

は注意が必要である。 

 

【７５】 ヘリカル式強度変調放射線治療装置（Tomotherapy）の患

者位置ロール 

角補正機能における寝台の線量分布に対する影響 

○若山 司、井 丈温、菊池 雄三１）、猪田 康二２）、上野 敏司

２）、今村 浩志３） 

武村 哲浩４） 

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻  

福井県済生会病院 放射線治療センター１）   

福井県済生会病院 放射線技術部２） 

株式会社日立メディコ 核医学治療製品部３） 

金沢大学 大学院医薬保健学研究域保健学系４） 

【目的】 近年高精度 IMRT 装置としてヘリカル式強度変調放射線

治療装置（以下 Tomotherapy）が普及し始めてきている。この装置

が有するロール角補正機能における寝台自身の吸収による線量

分布への影響が、照射開始角度の違いによって変化するかを検

討することで本補正機能の適用の可否および可能な角度範囲を

明らかにする。 

【方法】 前立腺を想定した治療計画（ファントムの中心に直径６０

mm、奥行き４５mm の円柱状 volume）における照射開始角度０°

の Axial 面での線量分布をフィルムで獲得し基準とする。次にフィ

ルム自体に１、２、４、８°の傾斜角度をつけ、さらに照射開始角度

も同様の角度に設定した線量分布フィルムを獲得しそれらと０°と

を単純差分比較・ガンマ解析にて評価する。 

【結果・考察】 基準となる０°の線量分布と各傾斜角度補正を施

した線量分布を比較すると、ターゲット下方の線量分布に違いが

みられた。 

 

【７６】 肺癌に対する従来の治療計画とヘリカル式強度変調放射

線治療専用装置 

の治療計画における線量分布の比較 

○平井 丈温、武村 哲浩１）、若山 司、菊池 雄三２）、猪田 康

二３）、今村 浩志４） 

上野 敏司３） 

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 

金沢大学 医薬保健学研究域保健学系１） 

福井県済生会病院 放射線治療センター２） 

福井県済生会病院 放射線技術部３） 

株式会社日立メディコ 核医学治療製品部４） 

【目的】 肺癌におけるリニアックによる通常の放射線治療計画と

ヘリカル式強度変調放射線治療専用装置Tomo Therapyによる治

療計画の線量分布の比較検証をする。 

【方法】 リニアック(MEVATRON 東芝)で今までに治療を行った肺

癌患者を対象とした.同じ GTV(Gross Tumor Volume)と線量基準

点でヘリカル式強度変調放射線治療専用装置(Tomo Therapy 日

立 メ デ ィ コ ) の 治 療 計 画 装 置 (Tomo Therapy planning 

Station3.1.4.32 日立メディコ)で治療計画を作成しその結果を解

析・比較する。 

【結果・考察】 Tomo Therapy は従来法と比べ GTV に高い線量を

与え HI(homogeneity index)RCI(radiation conformity index)が良く

なる結果となった.危険臓器に対してはわずかだが線量が高い傾

向にあるが優位性が得られた。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第３会場 

セッション １６ 【放射線治療－３】 ７７～８１  ９：５５～１０：５０ 

座長 ： 姫子松 博洋  （厚生連松阪中央総合病院 放射線部） 
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【７７】 体幹部定位放射線治療における患者セットアップ精度の

検討 

○中澤 寿人、加藤 信治、萩原 昌宏、木村 隆、木村 崇志、

林 直樹１） 

内山 幸男２）、山田 雅己 

名古屋共立病院 画像技術課 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線技術学科１） 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科２） 

【目的】 体幹部の定位放射線治療を行なう場合の、患者セットア

ップの再現性と固定性について照射部位別に検討を行う。 

【方法】 体幹部治療では、腹側にシェル、背側にバキュームクッ

ションを使用して固定を行なっている。ExacTrac Ver.5.02 には赤

外線追跡装置と X 線画像位置照合装置が装備されている。

ExacTrac を用いた照射位置決め手順は、シェル上に置いた赤外

線マーカーで簡略に位置合わせを行い、2方向からX線画像を取

得し、主に脊椎の骨構造を指標として詳細に位置照合を行なって

いる。照合によって得られた数値から統計学的に解析を行なっ

た。 

【結果】 セットアップの再現性は、2cm 以内、固定性は 2mm 以内、

角度は 4 度以内だった。照射部位別間の比較では統計学的な有

意差は認められなかった。 

【考察】 患者固定具をしっかり作成することでセットアップの再現

性、固定性とも良好であった。 

 

【７８】 胸腹部 2 点測定式呼吸モニタリング装置（Abches）の指示

値と横隔膜位置 

との相関性についての検証 

○伊藤 啓輔、武村 哲浩１）、小路 佐織２） 

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 

金沢大学１） 

金沢大学付属病院２） 

【目的】 胸腹部２点測定式呼吸モニタリング装置Abches（APEXメ

ディカル株式会社製，以下 Abches）は簡易的・安価に呼吸動態を

モニタニングできる装置であり Internal Margin の縮小に役立つと

考える。しかし、Abches が再現しているのは体表面の動きであっ

て体内組織の位置を直接表現したものではない。本実験では、

Abches の示すメータの指示値と、透視による横隔膜の動きの相関

性を解析することを目的とする。 

【方法】 対象は正常症例５名。リニアック（Elekta 社 Synergy）に搭

載されている透視装置を用いて、呼吸しながら透視撮影をし、同

時に被験者に装着した Abches のメータをビデオカメラで撮影した。

透視画像から横隔膜位置を、Abches の動画からメーターの指示

値を時間的に同期し計測した。 

【結果・考察】 Abches のメーターの値と横隔膜の位置の相関係

数は 0.9 以上の値であり、やや横隔膜位置にばらつきが見られる

が強い相関性が確認された。 

 

【７９】 多数のビームオン/オフにおける線量および線量分布への

影響 

○太郎田 融、石黒 充、長谷川 拡平、三浦 淳也、上田 良成、

大西 寛明１） 

光田 幸彦１）、高仲 強２）、青木 徹哉３） 

浅ノ川総合病院 放射線部 

浅ノ川総合病院 脳神経外科１） 

金沢大学附属病院 放射線治療科２） 

なるわクリニック３） 

【背景】 近年、肺癌治療に代表されるように呼吸同期および呼吸

停止による治療が増えてきている。この照射方法では１門あたりに

おいてもビームのオン/オフが数回または数十回必要になりその

際の総線量および線量分布が維持できているかどうかは分からな

い。【目的】多数のビームオン/オフにおける線量および線量分布

への影響について検討した。 

【方法】 任意の治療計画の１門あたりのオン/オフの回数を 1 回か

ら 30 回まで変化させ線量および線量分布を比較した。治療計画

は Conformal Beam Plan と IMRT Plan の両方において比較した。

また RAMTEC1000plus を用いて簡易的に X 線発生の立ち上がり

についても検討した。 

【結果】 ビームオン/オフの回数に依存することなく線量および線

量分布に著明な相違は認められなかった。 

【結論】 多数のビームオン/オフは臨床上の線量および線量分布

に影響を与えない。 

 

【８０】 呼吸同期照射システムにおける基礎的評価 

○田中 聡、野々垣 喜徳、長谷川 信司、上田 奈美、石川 繁

和 

社会保険中京病院 

【目的】 呼吸同期照射システムおける基礎的な性能評価を行うこ

とを目的とした。 

【 方 法 】  実 験 ① Nongate-DR300 と Gate-DR600 （ 呼 吸 周 期

4s-cycle）において、MU を 2~10・50・100・150・200MU、Duty cycle

を 20%・30%・40%と変位させた場合の線量を測定し線量直線性の

比 較を行った。実験②Nongate-DR300 200MU 照射した場合と

Gate において DR を 300・600、Duty cycle を 10%~80%、呼吸周期

を 3s・4s・5s-cycle に変位させ 200MU 照射した場合と の比較を行

った。 実験③呼吸周期 4s-cycle において DR を 300・600 、Duty 

cycle を 10%~80%と変位させ、それぞれ 200MU を 10 回照射した際

の再現性を評価した。 

【結果】 実験①MU が小さいと Dose error が大きくなり、 大２％

の Dose error が認められた。 実験②呼吸周期が短時間で DR、

Duty cycle が低いほど Dose error が増加した。  

実験③DR の違いによる変動係数の差は認められなかった。 

 

【８１】 高エネルギーX 線の出力係数における新たな後方散乱線

補正に向けて 

～Monte Carlo法による高エネルギーX線スペクトルデータの作成

～ 

○鈴木 友輔、西井 厳夫、戸松 弘孝、向山 隆史、加藤 秀起

１）、林 直樹１） 

藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科１） 

【目的】 高精度定位照射法の普及により、小照射野での出力係

数測定におけるコリメータからの後方散乱線補正について再検討

する必要があると考えた。そこでリニアックの出力係数測定時の照

射野変化で生じる後方散乱線のモニタ線量への寄与を調べる前

段階として、シミュレーションで使用するビームデータを作成し、実

測した TMR データとの比較検討を行った。 

【方法】 Fortran を用いて Monte Carlo シミュレーションを作成した。

50cm 四方の水ファントムに、Schiff の近似式で計算し平坦化フィ

ルタで濾過されたビームを入射させ、中心軸上の各深さでのエネ

ルギー吸収をカウントし、TMR を計算した。 

【結果】 各エネルギーとも照射野10×10cm2のTMRはよく一致し

た。しかし小照射野、大照射野においては実測データとの差が見

られた。よってシミュレーションと実測ビームのスペクトルは照射野

の大きさで異なることが推測される。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第３会場 

セッション １７ 【放射線治療－４】 ８２～８６ １０：５０～１１：４５ 

座長 ： 高橋 則和  （順天堂大学医学部附属静岡病院 放射
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線室） 

 

【８２】 MLC を用いた打ち抜き照射法における打ち抜き体の 適

な大きさの検討 

○橋岡 由佳、武村 哲浩１） 

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 

金沢大学 医薬保健学研究域保健学系１） 

【目的】 椎体に対する照射においてマルチリーフコリメータを用い

た脊髄の打ち抜き照射が行われるがその打ち抜き体の 適な大

きさはあまり検討されていない。本研究では椎体に対する打ち抜

き照射での打ち抜き体のサイズ 適化を行う。 

【方法】 乳癌患者のデータを用い放射線治療計画装置により打

ち抜き体の大きさにおける線量分布の比較を行う。CT 画像上で

脊髄の大きさを測定しこの大きさを基に打ち抜き体の大きさを 0.5

倍から 1.5 倍に変化させ、椎体をターゲットとして線量分布を作成

した。また以前の研究により 適な位置とされた一脊髄分位置を

ずらした所で同様に大きさを 0.5 倍から 1 倍にした線量分布を作

成した。評価には線量体積ヒストグラムとともにターゲットの線量評

価として HI，CI を、脊髄の線量評価としては V45 を用いた。 

【結果】 打ち抜き体を一脊髄分ずらしたとき、ずらさなかったときと

もに 0.5 倍の大きさのとき も良い線量分布が得られた。 

 

【８３】 CBCT を利用した有用な位置補正法の検証 

○小島 礼慎、上田 伸一、小路 佐織、倉田 雄一、餅谷 裕子、

武村 哲浩１） 

三輪 建太２）、山本 友行 

金沢大学附属病院 放射線部 

金沢大学 医薬保健研究域保健学系１） 

癌研究会有明病院 放射線部２） 

【目的】 全頸部照射のように、1 度の治療で複数のアイソセンター

に対して照射を行う場合がある。このような事例に対し、1 度の

CBCT で複数のアイソセンターの位置補正を行う方法を提案した。

そこで、この位置補正法の有用性を検証することを目的とする。 

【方法】 2 箇所のアイソセンターを設定したファントムを使用し、提

案する方法を利用した場合と 2 箇所ともに CBCT で位置補正を行

った場合の位置ずれ量を比較する。さらに、DRRとLGの照合を行

う。 

【結果】 2 箇所ともに CBCT で位置補正を行った場合と比較し、

Vert，Long，Lat すべての方向に対して約 1mm 以下のずれであっ

た。DRR と LG もほぼ一致した。 

【考察】 CBCT の撮影範囲内に複数のアイソセンターが存在する

場合、提案する方法を利用することで高精度に位置補正を実施

することが可能だと考えられる。さらに、治療時間や被ばく線量の

減少も可能だと考えられる。 

 

【８４】 前立腺 IMRT における Cone Beam CT の撮影範囲の検討 

○村木 勇太、加藤 由明、山中 礼奈、矢田 隆一、山田 薫、

野末 政志１） 

聖隷浜松病院 放射線部 

聖隷浜松病院 腫瘍放射線科１） 

【目的】 当院の前立腺 IMRT では LAT の kV 撮影後に Cone 

Beam CT(以下 CBCT)の撮影を行い位置照合を行っている。この

とき CBCT の体軸方向は治療範囲よりも広めに撮影しているが、

被ばく軽減を考慮し体軸方向における撮影範囲(以下 Scan range)

の検討を行った。 

【方法】 VARIAN 社製 CLINAC21EX を用い CBCT の Scan range

を 9～18cm と変化させてファントムを撮影した。撮影した画像より

SDNOISECT 値信号雑音比(CNR)を求め、物理評価と視覚評価を

行った。 

【結果】 Scan rangeを狭くしてもSDに変化はあまり見られなかった。

NOISE は Scan range が狭くなると減少し CNR は若干減少する傾

向にあった。 

【考察】 従来の Scan range より狭くすることが可能であり 被ばくの

軽減が期待できると考えられる。 

 

【８５】 I-125 シード前立腺密封小線源治療における脱落線源検

出能調査 

○深津 真吾、中嶋 俊一、田中 敏夫、山本 英雄、山田 一成

１） 

聖隷三方原病院 画像診断部 

聖隷三方原病院 放射線治療科１） 

【目的】 当院は I-125 シード線源による前立腺永久挿入密封小

線源治療を 2007 年 8 月より治療を開始し、2009 年 8 月現在 33

例の治療経験があるが、うち 8 例で治療中及び治療後に線源の

脱落を経験している。幸い全て脱落時に線源を確認できており、

紛失などの事故に至る例は発生していない。 

しかし、紛失事故を想定し、脱落した線源を検出しにくい場所等

はないかを事前に調査し、検証したので報告をする。 

【方法】 線源を治療室内の任意の 5 箇所に放置し、測定方向に

よる検出能を調査した。また、線源の場所や測定者の経験によっ

て発見時間の差が出るかを測定した。 

【結果】 障害物が少ない場所に存在する線源は、検出が容易で

あるが、障害物に隠れる場合には検出しにくい場所もあった。また、

測定経験の少ない者ほど発見に要する時間がかかる傾向が見ら

れた。【考察】密封小線源の脱落に備え、治療室内における紛失

のリスクが高い場所を把握できた。 

 

【８６】 新しいタイプのラジオクロミックフィルムの基礎特性の検討 

～従来のフィルムとの比較～ 

○西井 厳夫、鈴木 友輔、戸松 弘孝、向山 隆史、加藤 秀起

１）、林 直樹１） 

福間 宙志２）、江口 佑太２） 

藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科１） 

名古屋市立大学病院２） 

【背景と目的】 自動現像機のない放射線治療施設では現像処理

の必要ないラジオクロミックフィルム(以下 RCF)は有用なツールの

一つである。 近 ISP 社から新しいタイプの RCF が発売された

(EBT2 と RTQA2)が、従来モデルと構造が異なり特性が違う可能

性がある。我々は、EBT2およびRTQA2の基礎特性の検証を行っ

た。 

【使用機器と方法】 EBT2とRTQA2に関して、線量濃度変換曲線

の取得、スキャン方向依存性、スキャン色成分での比較、半影の

測定を行い、結果を従来のフィルムと比較した。リニアックは

Clinac23EX(Varian)、解析システムはDD-system(R-tech)を使用し

た。 

【結果】 線量濃度変換曲線については EBT2、RTQA2 ともに従

来と大きな相違はなかった。スキャン方向によって濃度が異なり、

赤色成分で一番感度が高かった。半影は RTQA2 の方が EBT2 よ

りも大きかった。RCFを用いたIMRT検証ではこれらの基礎特性に

注意する必要がある。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第４会場 

セッション １８ 【乳腺－１】 ８７～９２  ９：００～１０：００ 

座長 ： 清水 祐子  （富山大学附属病院 放射線部） 

 

【８７】 当院における乳腺超音波ガイド下マンモトーム生検の成績 

○桑山 真紀、澤井 明子、都築 美晴、橘 郁美、深谷 美希、

玉木 繁、佐野 幹夫 
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医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 

【はじめに】 当院では、細胞診で検体不適、鑑別困難例、画像所

見不一致例、術前化学療法前の組織採取などを対象とし 2007 年

2 月より超音波ガイド下マンモトーム生検（US-MMT）を施行してい

る。2009 年 6 月までに施行した US-MMT の成績について報告す

る。 

【対象】 2006 年 2 月～2009 年 6 月までに施行した 202 例（内訳

は US-MMT 病理組織にて悪性 66 例、良性 114 例、正常乳腺 22

例）。 

【結果とまとめ】 手術施行の 58 例で、US-MMT で DCIS と診断さ

れた 13 例のうち、手術組織にて DCIS は 9 例、浸潤癌は 4 例で、

US-MMT で浸潤癌と診断された 39 例は手術組織ですべて浸潤

癌であった。US-MMT と手術組織との乖離がみられたのは 6 例で、

4 例は US-MMT で良性と診断されたものが手術組織では悪性で

あった。US-MMT は病変採取を US 画像上でリアルタイムに確認

でき、低侵襲であり有用な診断方法である。 

 

【８８】 乳腺超音波画像における腫瘤の後方エコーの歪みの検討 

○真野 祥代、島本 佳寿広１）、佐竹 弘子２）、西尾 明子２）、

石垣 聡子２） 

川村 麻里子２）、戸谷 麗子２）、平野 真希２）、野々村 和洋３） 

名古屋大学 大学院医学系研究科医療技術学専攻 

同 保健学科１） 

同 放射線科２） 

土岐市立総合病院３） 

【目的】 乳腺超音波において、腫瘤の後面エコー像の上下方向

のズレ（以下、後方エコーの歪み）から組織性状を判定する上で

新しい診断基準になり得るかを検討した。 

【方法】 対象は、乳癌４０症例、線維腺腫２８症例、乳頭腫６症例、

嚢胞２６症例。医師と診療放射線技師 8 名による後方エコーの歪

みの主観的評価（5 段階評価）と、画像上での計測した客観的評

価を比較した。 

【結果】 超音波画像上で計測した結果、後方エコーの歪みの大

きさの平均値は乳癌 6.22pixel 線維腺腫 5.28pixel 乳頭腫

5.32pixel 嚢胞 4.89pixel であった。主観的評価では乳癌では上昇、

嚢胞では下降している傾向がみられた。 

【考察】 後方エコーの歪みは腫瘤の音速を反映した所見であり、

組織の性状により一定の傾向を示すが、診断基準としての精度は

低いと考えられた。 

 

【８９】 直接変換型FPD搭載デジタルマンモグラフィにおける撮影

条件の検討 

○土田 萌子、西出 裕子、村田 香織、山内 朋子、高橋 幸美、

日野岡 玲子 

福井県立病院 

【目的】 当院では、直接変換型 FPD マンモグラフィ装置を導入し

ている。今回、ファントムを用いて物理特性の測定と視覚評価より、

被ばく線量を考慮した 適な撮影条件について検討した。 

【方法】 LORAD 製 Selenia を用い、まず EUREF-1SHOT 法に基

づき CNR を測定した。PMMA ファントム厚を 2～6cm と変化させ、

管電圧を 22～38kV、フィルタを Mo と Rh で変化させ、AEC を使用

した。次に線量を 1/4～3 倍に変化させ、それぞれの管電圧、ファ

ントム厚、フィルタごとに同様に CNR を測定し、その時の被ばく線

量も求めた。また、乳房疑似ファントムを、線量、管電圧を変化さ

せ撮影し、視覚評価を行った。 

【結果・考察】 同一ファントム厚では、管電圧を上げると被ばく線

量は減少したが、CNR は低下した。同一管電圧では、フィルタを

Mo から Rh に変化させることにより CNR は多少減少するが、被ばく

線量を低下させることが可能であった。画質については臨床画像

も合わせて検討が必要である。 

 

【９０】 デジタルマンモグラフィにおける 適な管電圧の設定に関

する基礎的検討 

○加藤 聡子、中澤 まどか、篠原 範充、堀井 亜希子 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 

【目的】 S/F 系のマンモグラフィ(MMG)では、入出力特性が固定

されているため、低管電圧により良好な線コントラストを得ていた。

しかし、デジタル系では容易に入出力特性を変化させることができ

る。そこで本研究では、管電圧の異なる画像に対して階調処理を

用いて画素値を同一にした場合の粒状性について評価する。 

【方法】 デジタル MMG として CR 系を用いた。ステップファントム

を胸壁端に平行に置き、その横に PMMA3cm を配置、管電圧を

26kV から 32kV まで 2kV ずつ変化させ AEC で撮影した。各管電

圧でのステップ内の NPS を測定し、比較する。これにより被写体の

密度に対する出力画素値と粒状性の変化が明らかになる。 

【結果・考察】 原画像での測定では管電圧が低くなるほどコントラ

ストは高くなった。また密度が低くなるほど粒状性が良くなった。本

発表では更に階調処理を行った結果について発表する。 

 

【９１】 二層構造を有したマンモグラフィ用直接型 FPD の画質特

性 

○魚津 仁美、市川 勝弘１）、森岡 祐輔２）、荒幡 純貴、伊集 

蛍、今井 蓉子 

三浦 正稔 

金沢大学 医学部保健学科 

金沢大学 医薬保健研究域１） 

金沢大学 大学院医学系研究科２） 

【目的】 新しく開発された二層構造を有するマンモグラフィ用直

接型 FPD（画素サイズ：50μm）の物理的画質特性を測定し他の

二機種（直接型及び間接型）と比較する。 

【方法】 二層構造直接型 FPD（富士フィルムメディカル，Amulet）、

直接型 FPD（シーメンス，Novation DR，以下 Novation）、間接型

FPD（GE，Senograph2000D，以下 2000D）の、MTF と NPS を、

RQA  M2 にて測定した。MTF 測定ではエッジ法を用い、NPS で

は、二次元フーリエ変換法を用いた。NPS の測定線量は、5mR と

10ｍR とした。 

【結果】 MTFは、5 cycles/mmで比較するとNovationが も高く、

次いで Amulet、2000D の順となった。NPS は、MTF の影響で

Amulet が も低くなった。DQE は、Novation と Amulet がほぼ等し

く、2000D がそれよりやや低くなった。 

 

【９２】 二層構造を有したマンモグラフィ用直接型 FPD の画像処

理パラメータの検討 

○今井 蓉子、市川 勝弘１）、森岡 祐輔２）、魚津 仁美、荒幡 

純貴、伊集 蛍 

三浦 正稔 

金沢大学 医学部保健学科 

金沢大学 医薬保健研究域１） 

金沢大学 大学院医学系研究科２） 

【目的】 二層構造を有するマンモグラフィ用直接型 FPD（画素サ

イズ：50μm）の画像処理パラメータについて解像特性を基準にし

て検討し、従来の直接型 FPD との描出能を比較する。 

【方法】 二層構造直接型 FPD(Fuji，Amulet)と直接型 FPD（シーメ

ンス，Novation DR，以下 Novation）の MTF をエッジ法で測定した。

Novation は、臨床的に画質が良好であることから、その MTF を基

準にして、同じ周波数特性となるように Amulet の周波数処理係数

を定めた。また、Novation のスキンライン描出度に合わせて

Amulet の DR 圧縮処理の係数を定めた。 

【結果】 Amulet の周波数強調度を約 2.0 倍とすることで、微小石

灰化の描出能が向上した。Amulet に周波数強調をした状態は、ノ
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イズ量がほぼ同じとなり、画素サイズが 50μm と小さいため、更に

微細な構造の描出が可能であった。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第４会場 

セッション １９ 【乳腺－２】 ９３～９８  １０：００～１１：００ 

座長 ： 岡田 香織  （福井県済生会病院 放射線技術科） 

 

【９３】 ディジタルマンモグラフィ画像と物理的画質特性の比較考

察 

○丹羽 香菜江、山田 麻希１）、加藤 友理１）、堀井 亜希子２）、

小寺 吉衞 

名古屋大学 医学部保健学科 

名古屋大学 大学院医学系研究科１） 

岐阜医療科学大学 保健科学部２） 

【背景・目的】 DQE（量子検出効率）や NEQ（雑音等価量子数）

は物理的評価における一つの指標としての役割を持っており、こ

れらの値の画像論的な意味づけは行われているが、実際の画像

との対比はまだ十分ではない。そこで、CR 系のディジタルマンモ

グラフィ画像の DQE・NEQ を求め、同一条件で撮影された画像の

視覚的評価を行い、両者の比較を行う。 

【方法】 管電圧、線量、フィルタ、画素サイズなどの様々なパラメ

ータを変化させたときのディジタルマンモグラフィ画像の撮影条件

での、DQE・NEQ を算出する。また、同一条件で RMI-156 ファント

ムを撮影し、その画像について視覚的定性評価を行い、物理的

画質特性である DQE・NEQ との比較を行う。 

【結果・考察】 管電圧、線量、フィルタ、画素サイズなどのパラメー

タを変化させたとき、DQE・NEQ には差異が見られた。現在、ファ

ントム画像の視覚的評価法について検討中である。 

 

【９４】医用画像における量子雑音のシミュレーションによる検討 

○河合 綾、藤田 尚利１）、山田 麻希、加藤 友理、斎藤 優希 

名古屋大学 医学部保健学科 

名古屋大学病院１） 

【目的】 高線量画像にシミュレーションによる雑音を付加し、実際

の臨床では得ることが困難な低線量の画像を作成し、被曝線量低

減の限界を知る。 

【方法】 乳房撮影装置で高線量の画像を撮影し、線量の違いに

よる雑音特性を考慮して、より正確な雑音をシミュレーションにより

付加する。また、得られた画像を実際に低線量で撮影した画像と

比較することにより、シミュレーション結果の検証を行う。 

【結果】 高線量の画像と低線量の画像の差分により得られた画

像から、雑音は線量に従って標準偏差の変化するガウシアンノイ

ズに近似できることが分かった。これを高線量の画像に付加し、実

際の低線量の画像と比較したところ、若干の差異が生じた。 

【考察】 今回は考慮していなかったが、検出器の解像特性を考

慮することで、より正確なシミュレーションが出来ると考える。 

 

【９５】 デジタルマンモ装置によるＸ線スペクトルの検討 

○原田 圭、住田 秀太、藤井 茂久、木下 一男１）、東出 了２） 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院１） 

名古屋市立大学病院２） 

【目的】 近年、デジタルマンモグラフィー装置が多く普及している。

そこで、画質と被ばく線量の適正化を図るために、Ｘ線スペクトル

を測定し、装置間のスペクトル形状の変化について検討した。 

【方法】 マンモ装置は PCM システム、Senographe 2000D、

MAMMOMAT NovationDR の３台で、CdTe 半導体検出器のＸ線

スペクトルアナライザ(RAMTEC413 型）を用いて一次Ｘ線スペクト

ルを測定し、ストリピング補正を行った。管電圧は 24～32kV、mAs

値は総光子数 5 万個になるように設定した。 

【結果・考察】 Ｘ線スペクトルの変化は同一のターゲット/フィルタ

において、装置間の差が大きく、特性Ｘ線が多く得られた装置、低

管電圧で連続Ｘ線部分が多い装置、管電圧による形状の変化が

殆どない装置と様々であった。Ｘ線スペクトル形状の把握により、

画質と被ばく線量の適正化の方法を示唆できると考えられる。 

 

【９６】 ACR ファントムによる乳房入射線量の相違 

○山崎 幸恵、廣瀬 文菜、柳川 晶 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部放射線技術科学科 

【目的】 ACR ファントムの違いによる乳房入射線量の相違を調べ

る。 

【方法】 ガイドラインに準じ，ACR ファントムを用い，乳房入射線

量を測定する．管電圧を 26 28 30 kV，焦点/フィルターの組合せ

はモリブデン/モリブデンとする．また AEC 検出器，線量計の位置

はすべて一定とする． 

【結果】 各ファントム厚に有意な差は見られなかった．乳房入射

線量は 大で 7.66％（26 kV）， 7.14%（28 kV）， 6.62%（30 kV）の

差が見られた．ファントムを RMI 社製に限定した場合，3%以内であ

った． 

【考察】 ファントムによる乳房入射線量の差は，ファントム厚に差

がなく，ワックスブロックによるものと考えられる．各施設での精度

管理は同一のACRファントムを用いるべきであるが，線量計による

誤差が 2％以内であるとすれば，8％（RMI 社製に限定すれば

4％）以内の誤差で他施設とのデータと比較可能である． 

 

【９７】 モンテカルロシミュレーションにおけるボクセルファントムを

用いた平均 

乳腺線量の解析 

○中曽 裕子、江本 裕樹、藤田 咲貴１）、小山 修司１） 

名古屋大学 大学院医学系研究科 

名古屋大学 医学部保健学科１） 

【目的】 マンモグラフィにおいて、平均乳腺線量を求める際に用

いる変換係数（Dance ら）は、半円柱の乳房モデルを使用したモン

テカルロシミュレーションから求められている。今回、ボクセルファ

ントムを作成し、従来のモデルとの比較・検討を行った。 

【方法】 モンテカルロシミュレーションの一つである EGS5 を用い

て、ボクセルファントムを作成し、乳腺・脂肪それぞれに吸収される

エネルギーを取得した。また、乳腺に吸収されたエネルギーを乳

房表面の入射空気カーマで除することで変換係数を算出し、半円

柱の乳房モデルとボクセルファントムとで比較した。 

【結果・考察】 Dance らの変換係数と今回作成した乳房モデルと

の差異は、半円柱のもので 3.3％、ボクセルファントムで 2％であり、

両者にあまり大きな違いは見られなかった。ボクセルファントムを

用いることで、様々な乳腺分布でのシミュレーションを行うことがで

きると考える。 

 

【９８】 マンモグラフィーにおける FPD と S/F の線量比較 

○大塚 智子、服部 怜奈、鈴木 昇一、石川 繁和２）、岩崎 恵

美子２）、吉田 藍美２） 

小椋 美紀１）、浅田 恭生、伊藤 美由紀１） 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

藤田保健衛生大学病院 放射線部１） 

社会保険中京病院２） 

【目的】 現在 MMG 装置には、S/F、CR、FPD のものがある。今回、

S/F と FPD での違いによる線量評価を行った。 

【方法】 検出器が FPD 装置と S/F 装置を使用した。基礎実験とし

て半価層、50ｍAs 一定で管電圧を変化させて平均乳腺線量の比

較を行った。測定法はACR、European Protocol、EUREFを用いた。

線量測定は ACR ではカセッテホルダから 4.5cm の高さ、胸壁から



第 2 回中部放射線医療技術学術大会（第 44 回日本放射線技術学会中部部会学術大会）抄録集 

 19

4cm、EC、EUREF ではカセッテホルダから 4.5cmの高さ、胸壁から

6cm で行った。 

AEC（Auto exposure control）を用いてファントムを撮影した時の平

均乳腺線量の比較を行った。ACR では 156 ファントム(4.2cm)、EC、

EUREF では 4.5cm の PMMA ファントムを用いた。 

【結果】 半価層、50mAs 一定で管電圧を変化させた時の平均乳

腺線量は S/F、FPD はほぼ同じ値となった。AEC を用いた平均乳

腺線量は FPD が S/F に比べて約 5～20％線量が高くなった。 

【結論】 mAs 値一定では、AEC を使用した場合は FPD の装置は

線量が高くなった。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第４会場 

セッション ２０ 【核医学ＰＥＴ】 ９９～１０３  １１：００～１１：５５ 

座長 ： 中村明弘  （浜松光医学財団 浜松 PET 検診センター 

放射線科） 

 

【９９】 体幹部 FDG-PET 画像における統計モデルを用いた経時

差分システムの開発 

○鈴木 祈史、浅井 智也１）、小林 龍徳１）、原 武史１）、周 

向栄１）、伊藤 哲２） 

片渕 哲朗３）、藤田 広志１） 

岐阜大学 工学部応用情報学科 

岐阜大学 大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情

報分野１） 

医療法人大雄会病院 放射線科２） 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科３） 

【目的】 われわれは、FDG-PET 画像のモデル化および Score 画

像の作成に関する研究を行っている。本研究では、Score 画像の

作成に関する技術と、経時差分像技術を統合したシステムを構築

し、医師による経時差分画像の評価を目的とした。 

【方法】 経時的変化のある症例、正常 21 例、良性 11 例、悪性 26

例、変化の組み合わせ 63 組で 1 人の医師による評価実験を行っ

た。Score差分画像とSUV差分画像の適切さを、適切、わからない、

不適切の 3 段階で評価した。 

【結果】 Score 差分画像では変化が適切に強調されていると医師

が判断した組が 54 組(85%)、わからないが 0 組、不適切が 9 組

(15%)であった。SUV 差分画像では、適切が 37 組(58%)、わからな

いが 0 組、不適切が 26 組だった。 

【考察】 Score 差分画像は SUV 差分画像より高い精度で異常集

積の変化を提示でき、本手法の有効性を示すことができた。 

 

【１００】 体幹部正常 SUV モデルを利用した FDG-PET 画像にお

ける異常集積の 

自動検出法 

○浅井 智也、鈴木 祈史１）、原 武史、小林 龍徳、周 向栄、

伊藤 哲２） 

片渕 哲朗３）、藤田 広志 

岐阜大学 大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情

報分野 

岐阜大学 工学部応用情報学科１） 

大雄会病院 放射線科２） 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科３） 

【目的】 本研究では、全身 FDG-PET 画像における体幹部正常

SUV 分布(正常モデル)を提案する。そして、SUV の定量解析法の

有用性を検証する。 

【方法】 正常モデルを用いて SUV の偏差を３次元的に算出した

値を Score とする。この Score と SUV を基に異常集積領域を検出

する。正常モデルは、正常症例の体幹部の位置合わせを行い、

男女別に作成した。これにより、体幹部のそれぞれの位置におけ

る SUV の平均と標準偏差が算出できる。なお、男女別に正常モデ

ルを作成するため、男性症例 143 症例、女性症例 100 症例の正

常症例を収集した。 

【結果】 80 症例の異常症例を用いて実験した結果、TP86.1％の

とき、FP 数は 11 個/症例であった。 

【考察】 炎症程度の淡い異常集積も検出できたため、体幹部

SUV の標準化を用いて、SUV の定量評価を行うことは有用である。

今後は、位置合わせの不具合による偽陽性部位の削除アルゴリ

ズムの構築を行う予定である。 

 

【１０１】 呼吸同期 PET 画像における呼吸数の影響 

○青木 卓、加藤 ゆかり、竹内 誠、大山 裕生、佐野 幹夫 

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 

【背景および目的】 Static 収集を主として撮像する PET-CT 検査

では、呼吸などの「動き」が画質に与える影響は大きい。そこで

我々は一昨年より呼吸同期システムを用いて位相同期収集を試

み、画質の改善に取り組んできた。今回、位相同期収集を行う上

で呼吸数がどのように影響するか検討したので報告する。 

【方法】 体軸に対し Z 軸方向に一定反復運動をする動態ファント

ムを作成し、単位時間あたりの運動回数を変化させ位相同期収集

を行った。得られた各データを同一位相分割数にて画像再構成

を行い、比較検討を行った。 

【結果および考察】 各パターンの画像を比較したところ、運動回

数が少ない程、動きによるボケが小さくなった。これは運動回数が

少ない程、ファントムの移動速度が遅くなり、より静止状態に近づ

いたためと考えられる。以上をふまえ、実際の臨床では、ゆっくりと

した呼吸（少ない呼吸数）下にて撮像をすることが望ましいと思わ

れる。 

 

【１０２】 「がんFDG-PET/CT撮像法ガイドライン」によるPET撮像

条件の検討 

○伊藤 至俊、渡 昭徳、下山 裕之 

静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 

【目的】 今、PET 画像がどの施設でも一定以上の画質が得られる

ようにするために撮像条件の標準化が求められている。今回、「が

ん FDG-PET/CT 撮像法ガイドライン」が発行されたので、ガイドラ

インに基づきファントム実験を行い当院での撮像条件の評価を行

ったので報告する。 

【方法】 PET装置はDiscovery ST Elite Performance、ファントムは

NEMA ファントム を使用し、ガイドラインに基づいて評価した。 

【結果】 第一試験では描出スコア、NECphantom、QH10mm / 

N10mm は収集時間とともに上昇し、N10mm は収集時間とともに低

くなる傾向を示した。第二試験ではリカバリ係数は 10mm 径の球で

0.51を示し、臨床撮像条件における画質評価ではN10mm =5.9%、

QH10mm / N10mm =3.06 となった。 

【考察】 視覚的または物理的指標から十分な画質を確保してい

ると考えられた。今回はファントム実験のみの評価であったが、今

後は臨床画像を用いた画質評価を検討したい。 

 

【１０３】 当院におけるＰＥＴ－ＣＴがん検診の現状 

○河野 泰久、佐野 幹夫、大山 裕生、江川 健二、久保田 弘

秋、澤井 明子 

工藤 亜沙美 

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 

【目的】 当院では 2006 年 3 月 1 日より PET-CT がん検診を開始

しており、これまでのデータを元に受検回数の状況及び受験回数

による癌発見率を把握することを目的に分析を行ったので報告す

る。 

【対象】 2006 年 4 月 1 日～2009 年 3 月 31 日までに PET-CT が

ん検診を行った 986 名（男性：654 名、女性：332 名、平均年齢：
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57.8 歳）を対象とした。 

【方法・成績】PET-CT 検査におけるデータを分析し、以下の項目

について算出した。 

①ＰＥＴがん検診コースの受診比率：ＰＥＴ－ＣＴのみ７１３名（７２．

３％）、ＰＥＴがん検診９８名（９．９４％）、総合ＰＥＴがん検診１７５名

（１７．８％） 

②受験回数状況：1回：714名、2回：91名、3回：27名、4回：1名、

5 回：1 名。リピータ率：15.4% 

③総検査数に対する悪性疾患の有病率及び感度（癌発見率）：

PET-CT 有病率： 

3.30%、感度：0.91%。PSA 有病率：：2.8%、感度：1.12% 

④癌発見時のＰＥＴ及びＰＳＡ受検回数とＰＥＴ初回受検者での癌

発見率：PET-CT はすべて初回受験時に発見した。PSA は初回と

２回目であった。ＰＥＴ初回受検者での癌発見率：1.08％ 

【結語】 当院の PET-CT 総検査数に対する癌発見率は 0.91％で

あり、ＰＥＴがん検診としての癌発見率は 1.12％であった。2007 年

臨床ＰＥＴ推進会議で発表された 1.30％と 

比較して低い発見率であった。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第６会場 

セッション ２１ 【被ばく－２】 １０４～１０８  ９：００～９：５５ 

座長 ： 山田 剛  （三重大学医学部附属病院 放射線部） 

 

【１０４】 CAG と CCTA の患者線量比較 

○大塚 智子、服部 怜奈、鈴木 昇一、小林 謙一１）、長川 基

久１）、安部 達矢１） 

小椋 美紀１）、片岡 由美１）、小林 正尚１） 

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 

藤田保健衛生大学病院 放射線部１） 

【目的】 冠動脈造影検査には CAG と CCTA があり、両検査法と

も患者の受ける線量は少なくない。今回、両検査法での患者線量

を比較した。 

【方法】 装置は FPD の血管撮影装置、320 列 CT (160mm、

0.35sec/rot で撮影)を使用した。測定は人体ファントムに TLD を

挿入し各検査の撮影条件で線量測定を行った。撮影条件は臨床

で行われているものとした。比較は 大線量、平均肺線量、実効

線量で行った。 

【結果】 大になった断面での肺線量は CAG に比べ CCTA が

低くなった。 大点線量は CAG が約 100mGy で CCTA が約

55mGy であった。全肺野での線量は CCTA が CAG より高くなっ

た。実効線量は CCTA が CAG に比べ約 1.7 倍高くなった。 

【結論】 CCTAの線量はCAGに比べて肺の平均線量、実効線量

は高かくなったが確率的影響は低く、非侵襲であるため患者の負

担が少なく有用性があることが確認できた。 

 

【１０５】 間接変換式 FPD 血管撮影装置と C アーム型直接変換式

FPD 透視装置の 

被ばく線量の比較 

○久保岡 直哉、木村 直人、矢ヶ部 文、山田 剛、山尾 覚一、

牧 浩昭 

北野 外紀雄 

三重大学医学部附属病院 

【目的】 間接変換式FPD血管撮影装置とCアーム型直接変換式

FPD 透視装置の線量を比較することにより被ばく線量の観点から

透視装置でも血管撮影装置の代替え可能か検討した． 

【方法】 透視および撮影（DSA）について血管撮影用装置と透視

装置(アンダーおよびオーバーチューブ)において幾何学的配置

を同一とし測定した．測定には電離箱線量計とアクリルファントム

を用いた．FPD の大きさは血管撮影用装置：13 17 inch と透視装

置：12 15 inch とした． 

【結果】 大視野時の透視線量は透視装置(アンダー:17.4 

mGy/m オーバーチューブ: 20.7 mGy/m)で血管撮影装置(14.1 

mGy/m)よりも大きくなった．撮影線量はアンダーチューブ式(1.4 

mGy/frame)，血管撮影装置(1.6 mGy/frame) ，オーバーチューブ

式(1.7 mGy/frame)の順に大きくなった． 

【考察】 被ばく線量の観点からは透視装置でも血管撮影装置の

代替えが可能である． 

 

【１０６】 Imaging Plate と鉛ディスクを用いた診断領域 X 線の BSF

測定 

○阪井 洋平、小山 修司１）、有賀 英司２）、伊藤 茂樹３） 

名古屋大学 大学院医学系研究科 

名古屋大学 医学部保健学科１） 

名古屋第二赤十字病院２） 

熊本大学 医学部保健学科３） 

【目的】 被曝線量評価に用いられる皮膚吸収線量を求めるため

には後方散乱係数（以下 BSF）が必要となる。BSF は文献による既

存のデータが用いられており、そのデータが現状に即していない

ことが指摘されている。本研究では BSF を得るため、新しい測定

法を提案する。 

【方法】 IP を直径 7mm の円形に加工し、鉛ディスクと水等価ファ

ントムの間に挟み、蛍光面を水等価ファントム側に向けて照射を

行った。鉛ディスクは直径 10～50mm の 5 つを用い、IP の読取は

FLA-5000 を用いた。得られた各鉛ディスクでの水等価ファントム

からの後方散乱線のディジタル値を外挿し、鉛ディスクのない状

態での後方散乱線のディジタル値を求めた。これにより BSF を決

定した。 

【結果・考察】 80kV での BSF は既存のデータと比較して約 10％

程度低い結果となった。差異の主要因は IP のエネルギー依存性

によるものと考えられ、補正方法を検討中である。 

 

【１０７】 PC 接続式新型半導体線量計の性能評価と応用 

○森下 祐樹、小山 修司１） 

名古屋大学 大学院医学系研究科 

名古屋大学 医学部保健学科１） 

【目的】 Radcal 社の新しい測定器 Rapidose は PC に測定器を

USB 接続することで、測定時に線量、線量率、照射時間などを PC

上に自動的に取り込むことができる。今回、この Rapidose と電離箱

線量計による測定値を比較することで、Rapidose の特性を評価し

た。 

【方法】 Rapidose と指頭型電離箱を同時曝射し、Rapidose と電離

箱による空気カーマを比較した。線量の増加に対する変化、実効

エネルギーの変化に対するエネルギー依存性、また、管電流の変

化に対する線量率依存性を調べた。さらに、X 線 CT 装置でのエ

ネルギー測定に応用した。 

【結果】 電離箱に対する Rapidose の空気カーマの差異は、線量

の変化に対し 大 1.7％、エネルギーの変化に対し 大 0.56％、

線量率の変化に対し 大 0.8％であった。X 線 CT でのエネルギ

ー測定値をモンテカルロシミュレーションに組み込み、良好な結果

が得られた。 

 

【１０８】 頭部血管撮影検査の被ばく線量解析におけるモンテカ

ルロシミュレーションの有用性 

○江本 裕樹、小山 修司１）、近藤 悟２）、米田 和夫２）、後藤 

賢一３） 

名古屋大学 大学院医学研究科医療技術学専攻 

名古屋大学 医学部保健学科放射線技術学専攻１） 

名古屋大学医学部付属病院 医療技術部放射線部門２） 

愛知学院歯学部付属病院 放射線技術部３） 
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【目的】 多様な撮影方向や撮影条件などを用いる頭部血管撮影

検査、IVR における患者被ばく線量の解析においてモンテカルロ

シミュレーションの有用性を検討した。 

【方法】 FPD 搭載型血管撮影装置を用い、頭部ランドファントム

内に 11 本の TLD を挿入し線量を測定した。シミュレーションでは

モンテカルロコード EGS5 を用い、実測で使用した頭部ランドファ

ントムの X 線 CT 画像よりボクセルファントムを作成し組み込み、実

測と同じ位置での線量を算出した。撮影方向は OM ラインから頭

尾方向に 10°傾けた cranio10°と、LAO90°の 2 方向からの条

件で行い、実測値とシミュレーション値を比較した。 

【結果・考察】 各ポイントでの線量を比較したところ 大で約 20％

の差が生じたが、全体的な傾向は同じであった。線量に差がみら

れた原因として TLD での測定誤差と寝台の影響が考えられる。シ

ミュレーションでは皮膚表面の詳細な吸収線量分布が得られ、そ

の表示法を工夫可能である。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第６会場 

セッション ２２ 【一般撮影】 １０９～１１１  ９：５５～１０：３０ 

座長 ： 國友 博史  （名古屋市立大学病院  中央放射線部） 

 

【１０９】 周波数処理（スタンダード）の有用性 

○子安 憲一、野畑 強、山口 稔、澤根 康裕、三浦 俊一 

豊橋市民病院 放射線技術室 

【目的】 現在、CR 画像の周波数強調処理は複数の周波数帯域

を強調する処理（ハイブリッド）が一般的であるが、KUB 画像で結

石像の強調が弱く本来の目的を果たしていないことがある。そこで、

マスクサイズからのみ決定される従来の強調画像（スタンダード）と

比較し有用な結果が得られたので報告する。 

【方法】 コニカミノルタ社製ＣＲを用いて、KUB 画像７症例（全て

結石像含む）をハイブリッド処理画像とスタンダード処理画像（マス

クサイズ３、７，９，１３，２１）の各６枚を作成し、５ポイントスケール法

を用いて評価する。 

【結果】 スタンダード処理のマスクサイズが小さい（３～９）で有用

な結果が得られた。 

【考察】 結石など比較的辺縁が明瞭な被写体はマスクサイズ３～

９がハイブリッド処理より観察に適した画像が得られた。以上のこと

から辺縁明瞭なシャントバルブやIVHの先端確認にも応用が出来

るものと考えられる。 

 

【１１０】 ソフトコピー診断における縮小画像の画質特性 

○横山 大悟、木村 行善１）、藤田 尚利２）、今西 康裕３）、小

寺 吉衞 

名古屋大学 医学部保健学科 

名古屋大学 大学院医学系研究科１） 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部２） 

JA 三重厚生連松坂中央総合病院 放射線科３） 

【目的】 ソフトコピー診断では、原画像との解像度差が生じるとき

縮小表示することによって画像情報の欠落が発生する。本研究で

は、ディジタルマンモグラフィで得られた画像を縮小して、その画

質特性，特に NPS(noise power spectrum)を測定し評価を行う。 

【方法】 CR(computed radiography)を用いてマンモグラフィと同等

の条件で一様画像の撮影を行い得られた画像を一般的に用いら

れている縮小法で整数倍と非整数倍に縮小して NPS を算出し比

較を行った。 

【結果】 整数倍でのNPS は縮小率の逆数の増加に伴いその二乗

に比例して増加する傾向がみられ、非整数倍では縮小法の違い

による粒状性の差が縮小率の増加とともに顕著に認められた。 

【考察】 縮小率の逆数が大きいほど粒状性に与える影響も大きく

なることから原画像のマトリクスサイズに応じたディスプレイの選択

が求められる。 

 

【１１１】 一般撮影における再撮影報告の検討 

○寺西 志織、林 美由紀 、山田 将大 、浜島 恭平 、川口 

愛 、立木 雅子  

鈴木 基之  

トヨタ記念病院 

【目的】 一般撮影のデジタル化によって、ミスフィルムの代わりに

再撮影報告書を提出し集計するようにした。だが、再撮影に対す

る意識が薄れ、正確な再撮影回数の集計ができず、再撮影理由

の検討も行えなくなった。再撮影報告を技師間で詳細に検討する

ことで、再撮影低減に取り組むことを目的とした。  

【方法】 従来の再撮影報告書を改訂した。新しい報告書から報

告内容を要因毎に分析すると共に再撮影率を算出した。  

【結果】 '07 年度の再撮影率は年間平均で 0.36％、'08 年度は

0.84％であった。要因は整位と障害陰影で全体の6 割以上を占め

た。整位の中でも椎体や下肢での再撮影が多かった。 

【考察】 報告書を改訂したことにより、詳細な報告が提出されるよ

うになった。再撮影率を展開することで技師間の再撮影に対する

意識が高まった。報告内容の分析結果より、診断に適しているか

の基準の見直しや技師間での統一が必要であると考えられた。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第６会場 

セッション ２３ 【医療情報】 １１２～１１４  １０：３０～１１：０５ 

座長 ： 河原 和博  （金沢大学附属病院 放射線部） 

 

【１１２】 サーバサイドポストプロセッシング処理機能を用いた院内

画像配信 

の臨床的優位性 

○大川 剛史、佐藤 信之、甲田 ゆき乃、佐野 恭平、山本 宣

治２） 

静岡県立総合病院 放射線技術室 

（株）シーメンス旭メディテック２） 

【目的】 当院ではそれぞれのモダリティから生成される thin slice

を PACS へ保存し、院内への画像配信を必要に応じて行っている。

この PACS では全検査の Thin slice データが配信可能であるが、

一方で診療上において全ては必要ないという要望もあり、現在は、

上記 PACS の一部となるサーバサイドポストプロセッシング処理機

能を利用し、院内端末での 3D 画像処理操作と閲覧が行えるよう

な環境整備を行なった。今回、これの臨床的な貢献の大きさが明

らかになったので報告する。 

【結果】 今回のシステムでは Thin slice を全診療科対象のエンタ

ープライズ型 PACS に統括保存させたことで、臨床的側面のみな

らず、運用的側面と効率的ストレージ管理の側面でおおきな優位

性があることが実証できた。 

 

【１１３】 医療情報システムの持つ課題とエキスパートシステムによ

る解決の 

可能性について 

○田中 雅人、原瀬 正敏１）、上坂 秀樹２） 

岐阜大学 大学院医学系研究科医療情報学分野 

豊橋市民病院１） 

福井大学医学部２） 

【目的】 近年の医療情報システムは医療界に大きな進歩をもたら

した。しかし、現在の医療情報システムは画一的な動作であるた

め、医療現場のスタッフにとっての利便性は充分でなく、緊急時で

の柔軟な動作や多様な職種に対するきめ細かい要求に対応でき

ず、診療プロセスを阻害している。これらを改善するためには、医

療情報システムに「確実性」と「即時性」を損なうことなく「多様性」
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を持たせる必要がある。 

【方法】 そこで事例ベース推論機構（Case Based Reasoning：

CBR）を基に知識繰り返し組織化システム（Knowledge Iterative 

Organizing System:KIOS）を開発した。 

【結果】 KIOS エキスパートシステムで様々な事例を学習・再利用

することにより医療情報システムに「知的支援」機能としての「多様

性」を実現し、実利用に充分な「確実性」および「即時性」を併せ

持つことも確認した。 

 

【１１４】 頭部外傷による高次脳機能障害のデータベース構築に

関する研究 

○辰野 絢香、棚橋 祐子、福山 誠介１）、篠田 淳１）、片渕 哲

朗 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 

木沢記念病院 中部療護センター１） 

【目的】 高次脳機能障害は二十歳前後の若い男性に多く発症し、

損傷範囲は多様であり様々な症状を呈する。そのため、日常生活

や社会生活に支障をきたし、医学的にも正確な画像診断が求めら

れている。我々は外傷性脳損傷（TBI）と診断された同一症例の

PET，SPECT，MRI の画像の特徴を調査し、データベースを作成

したので報告する。 

【方法】 対象は木沢記念病院において過去５年間で TBI と診断

された約 100 例を用いた。対象患者は全て FDG-PET，脳血流

SPECT，MRA 等の検査が施行されており、画像には読影所見が

記載されていた。この所見を症例ごとにまとめ、画像診断上の特

徴的キーワードを抽出し、それらを各々分類した。そして、この分

類を基にして患者データベースを作成した。 

【結果】 各モダリティの画像の特徴を分類したデータベースは、

画像診断の情報を一元的に扱うことができ、臨床上の有用性は高

いものと考えられた。 

 

 

１１月８日（日曜日） 第６会場 

セッション ２４ 【機器・モニタ】 １１５～１１８ １１：０５～１１：５０ 

座長 ： 野村孝之  （浜松医科大学医学部附属病院 放射線

部） 

 

【１１５】 CR 装置に付属する参照用モニタの LUT の違いによる画

質の測定 

○渡 千寛、堀井 亜希子、篠原 範充 

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 

【目的】 画像作成には参照用モニタを使用し，読影時には高精

細モニタを使用している場合が多い．これらのモニタの表示性能

を把握することは，精度の高い診断を行う上で重要である．そこで，

本研究では，参照用モニタの LUT を高精細モニタと同様の GSDF

にした場合の画質測定を行い，ソフトコピー診断での 適な LUT

の設定を提案する． 

【方法】 CR 装置付属のカラーモニタを使用し，LUT をγ=2.2 と

GSDF に設定した場合の MTF および WS を測定した．MTF はバ

ーパターンを，WS は均一画像をモニタに表示して，ディジタルカ

メラ（NIKON D70）で撮影した．同様に 5M の高精細モニタの測定

も行った． 

【結果・考察】 MTF は，γと GSDF でほぼ同じ値を示した．WS は，

GSDF でより良好な結果となった．また，高精細モニタは参照用モ

ニタより良好な結果であった．これらより，参照用モニタの LUT を

GSDF に設定することで，統一的で精度の高い診断につながる可

能性を示すことができた． 

 

【１１６】 液晶ディスプレイにおける縮小画像の視覚評価 

○片岡 千尋、堀井 亜希子１）、横山 大悟、安田 成臣１）、藤

田 尚利２）、木村 行善３） 

小寺 吉衞 

名古屋大学 医学部保健学科 

岐阜医療科学大学 保健科学部１） 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部２） 

名古屋大学 大学院医学系研究科３） 

【目的】 位相コントラストマンモグラフィ（PCM）画像は、画素数が

非常に多いため、画像全体をモニタ表示する際には、縮小表示さ

れる。本研究では、種々の縮小率・縮小法によって処理された画

像をモニタに表示して視覚的評価を行い、物理的画質特性との

対応を検証する。 

【方法】 PCM で撮影した均一画像とバーガーファントムを模した

シミュレーション画像を重ね合わせて雑音の付加したファントム画

像を作成し、この画像を 4 つの縮小法（ニアレストネイバー、バイリ

ニア、2 種のバイキュービック）で縮小処理する。この画像をモニタ

に表示して観察者（学生 10 名）に提示し、信号の見える範囲を報

告してもらう。種々の縮小率と縮小法について信号の検出数を比

較し、統計学的手法を用いて分析する。 

【結果・考察】 縮小率と縮小法の違いにより、信号の検出数に差

異が見られた。縮小率の逆数が大きくなるほど信号の検出数は少

なくなった。 

 

【１１７】 視覚特性を考慮した SN 比の検討 

○林 結伊、山田 麻希１）、加藤 友理１）、藤田 尚利２）、小寺 

吉衞 

名古屋大学 医学部保健学科 

名古屋大学 大学院医学系研究科１） 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部２） 

【背景】 現在用いられている画質評価には、物理的評価と視覚

評価がある。これらはそれぞれが独立して考えられているため、結

果が一致しない場合がある。物理的評価と視覚評価を一致させる

ために、人間の目の特性を考慮した物理的評価法を考える。 

【目的】 人間の目の視覚特性を考慮した SN 比を、縮小率を変化

させた画像において算出し、その有用性について検討する。 

【方法】 視覚特性を考慮した SN 比として、視覚の MTF および目

の神経系の雑音を考慮した SNRi を検討する。縮小率は 1/2～

1/10までの4パターンとし、画像を作成する。作成した画像におけ

る SNRi を算出し、従来の物理的評価との比較を行う。 

【結果】 現在、視覚特性の正確なデータを検討中である。これら

のデータを求めた上で、視覚特性を考慮した SNRi による物理的

評価を行う。 

 

【１１８】 医療用モノクロディスプレイとカラーディスプレイにおける

検出能 

の比較検討 

○伊集 蛍、市川 勝弘１）、森岡 祐輔２）、荒幡 純貴、今井 蓉

子、魚津 仁美 

三浦 正稔 

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 

金沢大学 医薬保健研究域１） 

金沢大学 大学院医学系研究科２） 

【目的】 医療用の 2 メガピクセル（mega-pixel: MP）モノクロディス

プレイと 2MP カラーディスプレイについて低コントラストパターンの

検出能を比較検討する。 

【方法】 TOTOKU 社製 2MP モノクロディスプレ(ＭＥ-6)と 2MP カ

ラーディスプレイ(ＣＣＬ252Ｉ2)を用いた。専用プログラムにより、低

コントラスト円形パターンを表示して、視覚的検出能を 6 人で行っ

た。低コントラストパターンには、一様な円形と縞模様の円形の 2

種類を用いた。検出率は、ランダム位置にパターンを表示して、そ

の位置を正しく指示した割合とした。 
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【結果】 一様なパターンでは、コントラストが 1 のとき、モノクロが

92％、カラーが 72％となった。縞模様のパターンでは、それぞれ

80％、55％となり、カラーが有意に低い検出率を示した。また検出

率だけでなく縞模様の認識において、カラーが著しく劣ることが判

明した。 


