特集「被ばく低減」

1．～各メーカーの被ばく低減技術～
― 被ばく低減技術について ―

シーメンス 一般撮影装置

シーメンスヘルスケア株式会社
XP 事業部
山田

恭子

X 線撮影検査の中で一般撮影は、フィルム/スクリーン時代からの長い歴史を持ち、その撮影技術論は確立
されたものとなっている。アナログからデジタルへの移り変わりに伴い、フィルム/スクリーン、CR
（Computed Radiography）、FD（Flat Detector）と検出器も変貌を遂げ、より安定した画質が得られ
るようになってきた。数十年前の被写体厚を測定し撮影条件を設定していた頃が懐かしく思えるほど、デ
ジタル技術の医療現場への貢献は大きい。しかし一方で、以前の様なシビアな条件設定を行わなくとも一
定の画質が得られてしまうという状況は、条件設定への関心を希薄なものとしてしまう懸念も抱かれてい
る。

Siemens の一般撮影装置「Ysio Max」は FD を搭載した発生器と検出器の統合型フルオート X 線撮影装
置である。一般的に周知されている機能を含め被ばく低減機能をここに紹介する。

■ 高透過性グリッドを搭載：格子比と本数、スペーサーのバランスを考慮
■ 臥位テーブルに低吸収素材を採用
■ FD-テーブル撮影面、又は FD-立位スタンド撮影面までの距離を最小化
■ 胸部立位撮影時の自動アライメントを上側中心に設定
■ Cu フィルタにより画質に寄与しない散乱線成分を除去
■ 撮影部位毎にコリメーションサイズをプリセット：必要以上の照射野サイズでの撮影リスクを低減
■ DICOM Dose Reporting：面積線量計搭載により面積線量積（μGycm2）の実測値、及び、入射線量
（mGy）を算出し表示。患者の被ばく管理に対応。
■ Exposure Index（EXI）：線量指標
EXI はあらかじめセットされた各撮影部位毎の FD に到達する基準線量を元に、実際の線量がどのレベ
ルの線量であったかを知ることが出来る指標値である。Ysio Max では以下二種類の概念を持つ。
＜Physical EXI＞画像を九等分した中心の一か所を関心領域として算出
主に QA（Quality Assurance）目的で使用
＜Clinical EXI＞コリメーションや、直接 X 線を除いた被写体を関心領域として算出
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主に画質と撮影条件の適正判断に使用
Ysio Max では発生器と FD の統合型システムであるメリットを活かし本装置における適正な EXI 値を提
示している。

一般撮影は当初より、いかに無駄な被ばくを低減しつつ、高画質を得るかを追求されてきた分野の一つで
ある。しかし現在、前述の様に、撮影条件の適正か否かの判断は、各個人の関心の度合い、またそれ以上
に何を持って適正とするのかの判断が難しいとされている。画像処理技術の向上はもちろん喜ばしい事だ
が、X 線撮影の根本を忘れずに、被ばくと診断能に寄与する画質のバランスを追求した装置で有りたいと
考える。

Ysio Max
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「一般撮影領域における線量低減技術」
外部環境と SkyFlow 技術
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
IS ビジネスグループ
DXR スペシャリスト
北中

康友

はじめに
一般撮影は他の X 線を使用する検査と比較すると、1 回の X 線照射ごとの線量は少ないが、検査を
受けられる患者数は、圧倒的に多数であり、集団での被ばくを考えた場合には、疎かに出来ない領域
である。また広く小さなクリニックでも持たれている装置であるため、施設間の線量のバラつきが非
常に大きいのも特徴であるi。
この様な状況を踏まえて、学会等から出された新しい規格や取組を紹介しながら、当社の対応を紹
介する。
IEC62494-1：線量指標 Exposure Index(EI)
1970 年代に Computed Radiography(以下 CR)が開発され、X 線画像がディジタル化されると、
Screen/Film 時代の線量と写真濃度の関係はなくなった。程度にもよるが、適正線量に対して、照射線
量が多かろうが、少なかろうが、一定の濃度で出力される様になった。適正な照射線量は、写真濃度
からノイズで判断されるようになったが、一見しただけでは判断が難しく、数値化された線量指標が
取り入れられるようになった。しかしこの線量指標は CR メーカー（後に FPD メーカーも加わる）が
各々作り出したオリジナルの指標であり、キャリブレーション条件や、到達線量に対する線量指標の
動き方など、統一されたものではなかった。さらに受像部への到達線量を簡単に読み取れるものでも
なかった。
IEC62494-1 はこの線量指標を全社統一するために IEC より 2008 年に出された規格であるii。EI は
キャリブレーション条件を統一し、到達線量と線量指標との関係を比例とし、さらに EI 値を 100 で除
算することにより実際の到達線量を知ることもできる。(図 1)唯一の欠点は EI 値の算出の際に、撮影
された画像データの統計的などの部分で計算するかを統一出来ていないために（平均値、中央値、あ
るいは統計的に計算可能な数値であれば良いとされている）
、各社で横並びに比較することは困難に状
況となっているが、同じ指標を使うようになったことは大きな進歩であり、また到達線量を簡単に知
る術を得たことは大きい。
当社一般撮影装置 DigitalDiagnost シ
リーズはいち早く EI を取り入れ、2010
年発売モデルより標準装備することによ
り、この恩恵を皆様へご提供している。

図 1.各社線量指標と Exposure Index
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DICOM RDSR
DICOM RDSR は Radiation Dose Structure Report の略で、DICOM によって規格化されたレポー
トの事であるiii。このレポートには各モダリティの標準フォーマットを備えており、撮影条件や線量指
標等は各モダリティの規格（一般撮影なら IEC62494-1）に沿った値を出力する。以前は MPPS
（Modality Performed Procedure Step）に含まれる情報を工夫して RIS への取り込みを行っていた
が、そもそも装置間の進行状況をやりとりする為の規格であり、装置毎、RIS 毎に改変が必要な、コ
ストと時間のかかるものであった。DICOM RDSR 規格自体は被ばく低減に直接かかわるものではな
い。しかし照射線量や面積線量、撮影条件を撮影毎に把握することが、被ばく低減への一歩目である
と考え紹介を行った。
現在当社 DigitalDiagnost シリーズではオプションとしてこの DICOM RDSR 出力を提供している
が、受信側の PACS メーカーの対応が遅れている事で、全体の普及が遅れている状況である。
Japan-DRL2015
2015 年 6 月に発表された日本版 DRL（Dose Reference Level：診断参考レベル）ivは、線量の目標
値を決めたという点で大きな功績であると言える。一般撮影は前述のⅰの浅田らのレポートから算出
されており、中央値から 3SD 以上離れた条件を除外した上で、75 パーセンタイル値が適用されてい
る。一般撮影装置は条件設定にバラつきがみられることから、75 パーセンタイルの採用になったと考
える。今後この DRL を参考にバラつきが少なくなれば、マンモグラフィのように 90 パーセンタイル
の採用もできるようになるのでと考える。
今回の DRL の母集団は大部分が CR で構成されていると考えられる。ヨウ化セシウムを使用した
FPD 搭載型の一般撮影装置からみると、今回の DRL の数値はかなり大きな数字になっているはずで
ある。
（DRL とほぼ同等だとすると、撮影条件の見直しが必要である）ご自身の線量を把握すること
から始めて、DRL との比較、検討を進めて頂き、日々の線量管理に役立てて頂きたいと考える。
撮影条件とその管理に関しては、DigitalDiagnost シリーズの全ての装置は、当社専任のスタッフが
管理を行っており、最適な撮影条件を使用して頂けるよう、装置導入時やフォローアップ時に対応さ
せて頂いている。また撮影ログを収集するソフトウェア（ClinicalQC）をオプションにて提供してい
る。全撮影を CSV ファイルにて出力する機能を持っており、撮影条件や照射線量を把握することが可
能である。
SkyFlow と MobileDiagnost wDR
一般撮影領域の技術動向としては、近年話
題になっている仮想グリッド技術である。当
社は SkyFlow（スカイフロー）という名称
で販売を行っている。当社 SkyFlow の特長
は、モンテカルロシミュレーションを使用し
た散乱線画像同定処理であるv。本処理を用
いる事で、グリッド無しの撮影でもグリッド
を使用した時と同程度のコントラストが得ら
れ（図 2）
、さらに既存の FPD 撮影よりも最

図 2.SkyFlow と Grid との比較
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大で約 40%の線量低減が可能となっている（当社比）
。SkyFlow は他社の様な、撮影情報（電圧や
SID 等）の入力が不要で、Raw データから、画像に含まれる散乱線を同定していく。その為、患者体
厚や撮影条件等により、その効果を自動的に強弱することが可能となっている。よって、散乱線を含
まない手指等では、動作しない様になっている。最大で約 40%と表現したのはこのためで、すべての
撮影で同等の恩恵を受けられるわけではない。しかし、グリッドから解放される事による、作業効率
の改善等で大きなメリットがあり、こちらはすべての撮影で恩恵を受けられると考える。
この SkyFlow 技術は一般撮影装置
DigitalDiagnost シリーズだけでなく、当社移
動型ディジタル一般撮影装置 MobileDiagnost
wDR でも使用していただける。
MobileDiagnost wDR（図 3）は FPD 搭載型
でコンソール一体型のハイエンド回診装置とな
っている。病棟撮影や手術場、救急処置室で
は、素早い撮影への対応と、周りに他のスタッ
フが控えている事などから、なるべく低い線量
での撮影が求められるが、それを実現できる装
図 3.MobileDiagnost wDR

置となっている。さらに、回診撮影では胸部撮

影が全体の 6 割以上を占めているが、骨盤や腹部撮影が次に続いており（図 4）
、今後これら全身の部
位に対応した SkyFlow が登場予定である。上述してきた線量低減
の取り組みに対し、大きく貢献できる技術であるのではないか。
おわりに
一般撮影領域を取り巻く線量指標や管理に関する規格を紹介し
ながら、当社一般撮影装置や移動型 X 線撮影装置の紹介を行っ
た。DRL の講演等ではしきりに、まずは自施設の撮影線量を把握
するようにと話をされている。これらを総合的に見てみると、す
べての撮影条件はビッグデータ化され、個人（マイナンバー）や
団体、病院等と共有されていくと考えられる。その様な時代が来
た時に備え、しっかりと対応した装置を選択し、準備をしてお
くことが重要である。一般撮影領域の装置更新サイクルは 10 年

図 4.世界の回診撮影の割合（部位別）

を超えるほど長く、さらに米国では上記のような取組が既に始まっている。意外に近い将来にこの様
な社会が実現し、低被ばくへの対応をしている施設、怠っている施設が明らかになる可能性がある。
i

浅田恭生、鈴木昇一、小林謙一、他．X 線診断時に患者が受ける線量の調査研究(2011)による線量評
価．日本放射線技術学会雑誌 Vol.69(2013)No.4 p.371-379
ii IEC62494-1．Medical electrical equipment – Exposure index of digital X-ray imaging
systems – Part 1: Definitions and requirements for general radiography．Edition1.0 2008-08
iii DICOM PS3.16 2015c – Content Mapping Resouce
iv http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.pdf
v Detlef Mentrup , Ulrich Neitzel , etc. ．Grid-like contrast enhancement for bedside chest
radiographs acquired without anti-scatter grid．Philips
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富士フイルム

DR CALNEO Smartにおける線量低減技術のご紹介

富士フイルムメディカル株式会社 販売統括本部 支援グループ グループマネージャー
畔柳 宏之
1.はじめに
1983年、富士フイルムは、X線の情報をイメージングプレート（以下、IP）に記録しデジタル画像
として扱うFCRを世界で初めて発表した。X線画像のデジタル化は、X線写真の現像に伴う作業負荷を
軽減できるとともに、X線画像作成ワークフローを大幅に改善した。その後、幾度となく機能の改良と
拡張を行い、2007年に直接変換型FPDを搭載したBENEOシリーズ、2009年に間接変換型FPDを採用
したCALENOシリーズ、そして、2014年にはポータブルでの利便性を従来以上に向上させた間接変換
型FPDのCALNEO Smartを発表した。FPDシステムには、撮影後すぐに画像の確認ができる即時性
や、IPを搬送する読取ユニットを必要としないコンパクト性などの特徴があり、近年、急速に普及が
進んでいる。さらに、FCRで培った画像の高画質化技術を応用することにより、X線検出器における総
合画質指標値の一つである量子検出効率（以下、DQE）がFCRに比べて大きく向上した。これによ
り、X線画像診断の課題の一つである「線量低減」への期待が高まっている。
FUJIFILM DR CALNEO Smart シリーズでは、「線量低減」をサポートする3つの技術をハードウ
ェアおよびソフトウェアにて実現している。ハードウェアの技術として、①X線検出器の高感度化技術
および②電気ノイズの低減技術を、またソフトウェアの技術として③画像の粒状性を改善する新しい
画像処理技術を搭載している。本稿では、「線量低減」の実現に向けて富士フイルムが重要と考える
ことについて記述するとともに、前述した3つの技術について説明する。
「線量低減」の目標は、線量を下げて撮影することに留まらず、計測や診断をはじめとした画像診
断にその画像を応用することである。線量を高くして撮影すれば粒状性の良い画像を得られるが、受
診者の被ばく量増加につながる。逆に、線量を下げて撮影した画像は、X線とFPDシステムに起因して
発生するノイズの影響が大きくなり、画像診断のし難い画質となることがある。すなわち、撮影する
線量と画質との関係はトレードオフの関係にあるといえる。以上のことから、「線量低減」には診断
目的に応じて必要な画質を明確にし、画像診断のできる画質を維持できる範囲で線量を低減すること
が重要である。「線量低減」の実現には、医療機器メーカーである富士フイルムだけではなく、撮影
や読影をされる技師や医師の方々にも協力いただき、診断目的を明確にして取り組むことが重要であ
ると考える。
2.CALNEO Smartに搭載した高画質化技術
本節では「FUJIFILM DR CALNEO Smart」の開発において線量低減をサポートするハードウェア
の技術(2.1節、2.2節)と、ソフトウェアの技術(2.3節)とについて紹介する。
2.1

X線利用効率を高める「ISS方式」

従来から間接変換型FPDでは、X線の入射面（被写体側）にシンチレーター層を配置し、X線の出射
面にフォトダイオードを配置したCSS（Conventional Side Sampling）方式を採用している。富士フ
イルムでは、図1に示すように入射面と出射面の関係が従来のCSS方式とは反対となる、世界初の
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「ISS（Irradiation Side Sampling）方式」を採用した。以下、その特長について解説する。
X線検出器の高画質化には、X線情報の利用効率を高めることと、X線情報の拡散を小さくすること
が重要である。図1(a)に示すように入射したX線によりシンチレーターは発光するが、その量はX線の
入射側で大きく、出射側で小さくなる。そのため、X線入射側にシンチレーター層、出射側にTFT層を
配置したCSS方式では、減衰および拡散した発光を電荷に変換しなければならず、X線情報の損失が大
きかった。富士フイルムが採用する図1(b)のISS方式は、X線入射側から見たシンチレーター層とTFT
層の並びを従来のCSS方式とは逆にした構造である。これにより、入射側の発光量の大きなX線情報と
TFT層との距離が短くなり、X線情報の利用効率を高めることが可能となる。また、両層の距離がCSS
方式よりも短くなることにより、X線情報の拡散を抑えることも可能となり、X線を画像に変換した際
のボケが少なくなるメリットがある。

(a)ＣＳＳ方式

(b)ＩＳＳ方式
図１.CSS方式とISS方式

2.2

電気ノイズを低減する専用回路

FPDシステムでは前述したように可視光を電荷に変換する仕組みを採用しており、可視光を電荷に
変換する際、電気ノイズがデジタル信号に加算される。この電気ノイズは、回路内でのスイッチング
動作による影響が大きい。電気ノイズは、線量が少ない領域にて目立つ傾向にあり、たとえば胸部撮
影の場合、心臓や横隔膜などのX線透過量が少なくなる領域での画像の粒状性に影響を与える要因の一
つとなっている。そこでCALNEO Smartシリーズには、独自に開発した電気ノイズ低減回路を開発
し、電気ノイズを低減させている。電気ノイズ低減回路によるDQEの改善効果を図２に示す。図2より
横隔膜下の領域で肺野領域よりも到達線量が1桁ほど低く、線量低下に伴いDQEが低下している。今回
開発した電気ノイズ低減回路を搭載することにより、低線量領域におけるDQEが大幅に改善している
ことが分かる。
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図2.ノイズ低減回路の効果
2.3 粒状性を抑制する画像技術
次に線量低減をサポートするソフトウェアの技術について解説する。
画像処理による画質改善は、デバイス本体のDQE特性を抜きにして議論できないが、より診断しや
すい画像を作るうえでは非常に重要である。粒状性を改善する画像技術の概要を図3に示す。原画像か
ら画像解析によりノイズ成分を抽出し、抽出したノイズ成分を原画像から減算することで画像の粒状
性を改善する。

差

原画
ノイズ成
分の抽出

粒状性改善画像

ノイズ成分抽出結果
図3.粒状性改善画像技術の概要

本技術の特徴は、先にも示したように画像解析技術である。X線画像は、画素と呼ばれる画像を構成
する最小単位の集まりから構成されており、それらによって形成される構造のパターンは無数に存在
する。当社独自の画像解析技術によって、様々な線や点の構造のパターンを画像解析により抽出し、
ランダムなノイズ信号と分けることが可能となる。そして、構造に応じたフィルタをかけることによ
り、構造を崩さずに粒状性を向上させるとともに、ノイズ信号にはコントラスト低減フィルタをかけ
ることで抑制する。FCRで適用していた粒状性改善技術では直線構造と点構造用のフィルタしかなか
ったが、新しい粒状改善技術では「ト」の字状の線や、十字状の線などの様々な構造用のフィルタが
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適用できるように拡張している。そのため、図4に示すように様々な構造を持つ線信号を維持しながら
ランダムな成分を抑制できていることが分かる。

図4.粒状性改善画像技術の効果

3. 評価
片面読取方式のCRと間接型FPDシステム CALNEO Smart C47のそれぞれを用いて撮影した画像の
画質差を、Artinis MedicalSystems社製CDRAD 2.0ファントムと同社解析ソフトV2.1を用いて自動算
出し、評価した。CDRADファントムには図5に示すようにアクリル上にある格子内の中心と四隅の中
の一箇所に穴が開いており、一組の穴の大きさと深さは格子ごとに異なる。CDRADファントムによる
評価では、全ての格子に対して穴の位置を解答することにより画質定量指標であるIQF invを算出する
が、同社解析ソフトを用いることで簡便に算出できる。IQF invは、コントラストや粒状性を含む総合
画質を定量化した指標であり、IQF invが高いほど画質が良く、小サイズの低コントラスト信号を描出
できていることを意味する。実験条件は人体での撮影を想定し、図5に示すように、1cm厚のCDRAD
ファントムを5cmずつのアクリルで挟んだ条件（アクリル合計10cm）とした。図6は撮影線量とIQF
invとの関係を示している。図6より、FPDにて4mAsで撮影した画像のIQFinvは、CRにて同条件で撮
影した画像のIQF invよりも上回っていることが分かる。また、FPDにて1mAsで撮影した画像のIQF
invは、CRにて4mAsにて撮影したIQF invと略同等の数値であることが分かる。以上より、FPDでは
CRに比べて大幅に画質改善できることが分かる。
この実験結果は物理ファントムによる評価結果であり、今後は医師および放射線技師の方々にご協
力いただき、臨床画像での評価を続けていく。
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図5.CDRADファントムによる実験条件

図6.FCRとFPDのIQFinvの比較
4. まとめ
本稿では富士フイルムDR CALNEO Smartの開発における線量低減への取り組みとして、画像を
高感度化するハードウェア技術であるISS方式、電気ノイズを低減する専用回路の開発について紹介し
た。また、ソフトウェアの技術として画像の粒状性を改善する新しい画像技術を紹介した。また、こ
れらの技術の効果を評価するためにCDRADファントムを用いた物理評価実験を実施し、FPDのIQF
invは、FCRのそれと比べ線量1/4相当の値と同等となることを確認できた。
当社は本稿で紹介した技術がX線画像診断における線量低減の一助となることを期待している。
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シーメンスの被ばく低減技術
～ Right Dose Technology の実践による低侵襲な CT 検査の実現 ～
シーメンスヘルスケア株式会社
CT 事業部
日和佐 剛
はじめに
本邦でも国内実態調査に基づく診断参考レベルが設定されるなど、医療被ばくの最適化と平準化に
向けた取り組みが活発化している 1)。また、近年は Low kV イメージングが認知され、放射線被ばくを
低減するだけでなく、造影剤使用量の低減も含めたより低侵襲な CT 検査が可能となっている 2-4)。シ
ーメンスでは、企業理念に基づく Right Dose Technology の開発を通じて、個々の患者背景や臨床ニ
ーズに応じた CT 検査を追求している(図 1)。AEC(Auto Exposure Control)や逐次近似画像再構成法を
ブラッシュアップすることに加え、Straton や Vectron に代表される X 線管、アナログ伝送回路を排
除したフルデジタル検出器の Stellar Detector など、CT 装置の要素技術を開発することによっても更
なる低侵襲化を推し進めている。本稿では、シーメンスの被ばく低減技術の根幹である AEC に加え、
管電圧を最適化した CT 検査をルーチン化する ATVS(Automatic Tube Voltage Selection)、そして、
新たな応用分野のひとつである spectrum optimization による被ばく低減技術について概説する。

図 1 Right Dose Technology の歴史
企業理念に基づく Right Dose Technology の開発を通じて、個々の患者背景
や臨床ニーズに応じた CT 検査を追求している。
管電流を最適化する AEC：CARE Dose4D
シーメンスの AEC である CARE Dose4D は、位置
決め撮影から得られた被検者の X 線減弱情報と、撮影
中に得られるプロジェクションデータをリアルタイム
に解析することで Z 軸方向と X-Y 面内の管電流調整を
行っている(図 2)。”4D”という名前にも由来するリアル
タイムフィードバック機構によって、収集されたプロ
ジェクションデータは常に対向データとなる 180 度回
転後の X 線出力にフィードバックされている。このよ
うな管電流調整が行われることは被ばく低減に加えて、
肩や骨盤領域、腕を下ろした状態の撮影におけるスト
リークアーチファクトの低減にも効果的である 5)。
CARE Dose4D は 75kg の成人モデルを標準体型と
定義しており、この標準体型における X 線減弱を基準
に管電流の調整を行っている(図 3)。基準とする管電流
は quality reference mAs(QR mAs)として設定し、標
準体型より小さな被写体(X 線減弱が小さい)の場合は
QR mAs より低い管電流が設定され、標準体型より大
きな被写体(X 線減弱が大きい)の場合は QR mAs より
高い管電流が設定される。また、線量調整曲線は X 線
減弱に対して非線形に管電流を調整するよう設計され
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図 2 CARE Dose4D の概念図
位置決め撮影から得られた被検者の X 線減弱
情報と、撮影中に得られるプロジェクション
データをリアルタイムに解析することで Z 軸
方向と X-Y 面内の管電流調整を行っている。

ており、脂肪組織による組織間コントラストの上昇が見込まれる大きな被写体では、ノイズが一定と
なる調整方法と比べて X 線出力を抑え、一方で、組織間コントラストに乏しく小さな解剖構造を評価
する必要がある小さな被写体ではノイズの上昇を抑えた線量調整を行っている。
このように CARE Dose4D は、臨床ニーズや患者背景、撮影部位ごとの特異的な背景に幅広く対応
することができ、画質と被ばく低減を最適化することが可能である 6)。

図 3 CARE Dose4D における管電流の調整方法
75kg の成人モデルを標準体型と定義しており、こ
の標準体型における X 線減弱を基準に管電流の調整
を行っている。基準とする管電流として quality
reference mAs(QR mAs)を設定する。標準体型より
小さな被写体(X 線減弱が小さい)の場合は QR mAs
より低い管電流が設定され、標準体型より大きな被
写体(X 線減弱が大きい)の場合は QR mAs より高い
管電流が設定される。
管電圧を最適化する ATVS：CARE kV
現在、被ばく低減に対する有効なアプローチとして Low kV
イメージングが大きなトレンドとなっている。特に、ヨード系
造影剤を用いる CT 検査では、Low kV を使用することでヨード
‐組織間コントラストが増強されるため、その得られたコント
ラストの上昇を被ばく低減として還元することが可能である 2,3)。
しかし、そのポテンシャルを最大化するためには Low kV の使
用による画像ノイズの上昇を補う必要があり、被検者の体格や
検査内容、目的とする CNR(Contrast-to-Noise ratio)に応じて
管電流を調整しなければならない。
シーメンスは、複雑に関係し合う管電圧と画質、管電流の設
定を最適化する ATVS として CARE kV をいち早く開発し CT
装置に実装している。CARE kV では、画質をコントロールする
指標として CNR を用いており、目的とする CNR を最も少ない
線量で実現できる管電圧を提案、選択する機能である。位置決
め撮影から得られた被検者の X 線減弱情報と、事前に設定した
検査タイプ、75kg の成人モデルを基準とする画質設定(CNR)を
もとに最適な管電圧を自動選択しており、日常検査のワークフ
ローを煩雑にすることなく利用することができる(図 4)。図 5 に
腹部大動脈瘤の治療前後における CT Angiography 検査の結果
を示す。フォローアップ検査において CARE kV を適応するこ
とで 80kV が選択され、画質を損なうことなく 60%の被ばく低
減を実現している。
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図 4 CARE kV の概念図
被検者の体格や検査内容(実質系の造
影、血管造影、非造影等)、目的とす
る CNR(Contrast-to-Noise ratio)に
応じて最適な管電圧を選択すること
が可能となる。

図 5 CARE kV 適用による被ばく低減の一例
腹部大動脈瘤の治療前後における CT Angiography 検査において、CARE kV を適応す
ることで 80kV が選択され、画質を損なうことなく 60%の被ばく低減を実現している。
Courtesy of Knappschafts-Krankenhaus, Germany
Personalized low dose の実現を目指して
社会人口の高齢化による人口統計の変化に伴い、放射線被ばくを低減するだけでなく、腎機能保護
を考慮した造影剤使用量の低減が求められている(図 6)。
例えば、経カテーテル大動脈弁留
置術(TAVI：transcatheter aortic
valve implantation)の術前プラン
ニングのように、診断能を保てる
範囲で可能な限り造影剤使用量を
低減することが求められることも
少なくない。
Low kV イメージングは、放射
線被ばくの低減に加えて、造影剤
使用量の低減にも貢献することが
できる 4, 7)。例えば、管電圧を
120kV から 70kV に変更した場
合、同一注入条件のヨード造影剤
図 6 患者背景の違いによる低侵襲 CT 検査の重要性
は約 2 倍の CT 値上昇が見込める
社会人口の高齢化による人口統計の変化に伴い、放射線被ばく
ため、同等の画像ノイズを担保す
を低減するだけでなく、腎機能保護を考慮した造影剤使用量の
ることができれば、約半分の造影
低減が求められるようになってきている。
剤使用量で同じ造影効果を実現で
きることになる 7)。画像ノイズを
一定に保つには高い管電流出力が必要となるが、高出力が可能な X 線管の Straton をはじめ、さらに
は 70kV、80kV、90kV の各管電圧において最大 2×1,300mA の管電流を実現する Vectron では、より
多くの被検者へ適用することが可能となっている。図 7 に Vectron を搭載した第 3 世代の Dual
Source CT「SOMATOM Force」にて TAVI 術前プランニング検査を行った結果を示す。96kg の被検
者にも関わらず 80kV にて撮影することが可能であり、ヨード造影剤 30ml にて TAVI 施行に必要な画
像情報を得ることができている。
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図 7 Low kV イメージングによる造影剤使用量の低減の一例
TAVI 術前プランニング検査において、96kg の被検者にも関わらず 80kV に
て撮影することが可能であり、ヨード造影剤 30ml にて TAVI 施行に必要な
画像情報を得ることができている。
Courtesy of UMM, Mannheim, Germany
また、SOMATOM Force はアグレッシブに Low kV イメージングを実践できることに加え、錫(Sn)
を主体とする付加フィルターを採用した spectrum optimization 技術が搭載されている 8)。この技術は、
Dual Energy イメージングに用いられている SPS(Selective photon shield)を応用した被ばく低減技術
である。胸部低線量 CT 検査へ応用するこ
とで胸部単純レントゲン検査と同等、もし
くは、それ以下での検査を実現しており、
他の部位への応用も期待されている 9, 10)。
SPS は低エネルギー成分の X 線を効果的に
カットする付加フィルターであり、従来、
低線量撮影において課題とされてきたビー
ムハードニングに起因するアーチファクト
を低減することができる。SOMATOM
Force では、100kV および 150kV に SPS
を適用することで、肩や肋骨、腸管からの
アーチファクトを抑制した低線量撮影が可
能となっている。図 8 に胸部低線量 X 線撮
図 8 spectrum optimization による被ばく低減の一例
影の 1 例を示すが、一般的な胸部単純レン
一般的な胸部レントゲン検査と同等の 0.1mSv で良好な画
トゲン検査と同等の 0.1mSv で良好な画像
像を得ることができている。肩や肋骨からのストリークア
を得ることができている。肩や肋骨からの
ーチファクトが低減されており、効果的にビームハードニ
ストリークアーチファクトが低減されてお
ングの影響を抑制している。
り、効果的にビームハードニングの影響を
Courtesy of UMM, Mannheim, Germany
抑制していることが分かる。
より低侵襲な CT 検査の実現を目指して
X 線 CT における被ばく低減技術は、個々の患者背景や臨床ニーズに応じた CT 検査を提供する基本と
なる技術的貢献である。シーメンスは被ばくに対する懸念を軽減することに加え、造影剤使用量の低
減も可能とする低侵襲な CT 検査を実現すべく今後も継続して技術開発へ取り組んで行く所存である。
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CT における被ばく線量適正化への取り組み
～最新被ばく線量低減技術と線量管理手法について～
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
CT 営業推進部

大川

博和

■はじめに
近年 CT の性能は飛躍的な進歩を続けている一方で、CT の検査件数の増加、適応範囲も拡大している。
医療被ばくに占める CT の割合が増加傾向にあることが指摘されており、撮影条件の適正化と同時に検
査時の線量を把握しその妥当性を正しく評価することが求められている。本稿では最新被ばく線量低減
技術と線量管理手法について解説する。
■被ばく線量低減技術について
・無駄被ばく低減技術“Dynamic Z-Axis Tracking”
医療被ばくには「放射線被ばくを伴う行為の正当化」という考えがベースとなっている。
ここで得られる利益として画像という情報があるが、被ばくを気にし過ぎて線量を過剰に落とし価値の
ない画像にしてしまうことは、この正当化に反してしまう。そこで画像に起因しない部分の X 線を極力
カットすることで、無駄に被ばくするのを防ぐ技術である。様々な部分での無駄被ばくをカットしてき
たが、ヘリカル撮影による 1 回転あたりの X 線ビームの照射範囲が広がった最近のシステムでは、ヘリ
カル撮影による余剰照射領域（Over-Scanning）が広くなり画像に起因しない領域での被ばくが増えて
しまう問題が発生していた。この余剰領域の X 線を無駄に出さないように、コリメーターをヘリカルの
スキャン状況にあわせて稼働させる技術が Dynamic Z-Axis Tracking である。（図１）これにより、ス
キャン範囲にもよるが最大で 24％の被ばくが低減できる。しかも完全に余計な被ばく部分のため、その
削減価値が高い。

図1

Dynamic Z-Axis Tracking
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・選択的線量最適化技術“Organ Dose Modulation”
GE の CT 装置における AEC 機能については歴史が古く、1994 年の SmartScan 2D に始まり、2003
年には画像ノイズ量を予め予測して SD に準拠した Noise Index を基準にして最適な画質を X-Y-Z 方向
への最適な線量調整を 3 次元的に行うことで最適化を行なってきた。これに伴い均一な画像 SD を得る
と共に最大 40％の被ばく低減効果を可能とした。
近年では、組織による放射線感受性を考えると人体前面に集中する高感受性組織「水晶体」
・
「甲状腺」・
「乳腺」に着目し、スキャン中にビスマスシートによる保護を研究した論文も揃い、特に欧米では積極
的に行われている施設も増えてきている。これらの論文からもわかるようにビスマスシートによるター
ゲットの組織への被ばく線量を効果的に低減することができるが、アーチファクトの発生と、使い捨て
によるランニングコスト発生がデメリットとしてあった。そこで AEC 機能を進化させて、ビスマスシ
ートを用いた場合と同等の選択的被ばく低減効果を得ることが可能な、Organ Dose Modulation（以下
ODM）を開発した。ODM は CT 撮影時に管球位置が 0°（Top）を中心として、頭部では 90°体幹部
では 180°という範囲の mA を意図的に抑えて目的組織への被ばくを抑えている。（図 2）これにより
ODM は、ビスマスを使用した場合と同等レベル（目的部位の被ばくがさらに最大 40%低減）を、アー
チファクトなく可能とした。ODM のパラメータは、放射線感受性が高い臓器以外の画質を維持するよ
うに画像ノイズ劣化を最小限になるように最適化されており、設定したノイズインデックスを維持した
まま、放射線感受性が高い臓器への線量を低減する。この際にほかの臓器への線量が上がることはない
ようにコントロールされている。また、ODM を使用したスキャンでは、背面側からの管電流が増加す
ることなく、放射線感受性が高い臓器が存在する前面側においてのみ減少される。CTDIw を一定する
のであれば、背面側からの管電流は自動的に増加させなければならないが、通常スキャンと ODM を使
用したスキャン時の CT 値や画像ノイズの違いを検討した結果から、我々は背面側での管電流を増加さ
せないこととした。

図2

Organ Dose Modulation

管電流変調角度範囲
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・ハードウェアによる画像ノイズ・アーチファクト低減
CT 装置の心臓部分とも位置付けられる検出器部分のシンチレータ、フォトダイオード、DAS 間のア
ナログケーブル間での電気クロストークによる不要な信号通信・干渉や、アナログケーブル上にのる電
気ノイズが、画像ノイズ・アーチファクトを増加させ画質劣化を引き起こすことが知られている。新た
に開発・製品化された Lumex Clarity Detector（図 3）は、電気ノイズ 44%減、発熱量 95%減を達成
し、さらなる高画質、安定性を同時に実現している。従来型のアナログ検出器とフルデジタル検出器の
比較のために同撮影条件下で肩を模擬した楕円形ファントムを撮影した（図 4）
。フルデジタル検出器で
は、アナログ検出器と比較してアーチファクトも含めたノイズ成分が大幅に除去されているのが確認で
きる。つまり、ハードウェアに起因するノイズ・アーチファクトを低減できるフルデジタル検出器を搭
載することで結果として余計な線量増加を防ぐことが可能である。

図3

Lumex Clarity Detector（フルデジタル検出器）

図 4 楕円形ファントムでの比較
・逐次近似応用画像再構成による画像ノイズ・アーチファクト低減
従来では CT での画像再構成法と言えば、解析的再構成法としての代表格 Filtered Back Projection
(FBP)法であった。その理由はこの手法が他の手法と比較して画像再構成時間に圧倒的優位性を持つた
めであった。一方で逐次近似応用画像再構成法にはノイズに強い、あるいは投影データの不完全性を補
える等の利点があるものの、再構成時間は不利となるため、ワークフローを重要視される CT では採用
されるためのハードルが高かった。
近年、画像再構成方法にこのような手法を取り組んでいく試みが盛んになったのは、コンピューターの
発達による恩恵が大きい。そもそも逐次近似画像再構成なるものは、古くからあり核医学の分野では普
通に使用されている。しかし CT と核医学ではさまざまな条件が異なり、特に CT においては処理に必
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要なデータ量も膨大なため、核医学で使用されている OSEM などを CT にそのまま使用してもうまく
いかない。そのために、CT 専用の画像再構成開発が必要となる。本稿で細かい原理の説明は避けるが、
VeoTM は FBP を一切使用せずに、CT 装置固有の X 線束状況と検出器状況をモデル化したうえで逐次近
似再構成のみで計算する手法で、検診等で用いられる低被ばく条件で撮影した場合でも低ノイズ画像を
再構成することが可能である 4)。ただし、本手法は、非常に複雑な演算を行うため、新薬研究や 3D ネ
ットワークゲーム用演算サーバークラスの Central Processing Unit(CPU)ベースの大型計算システム
が必要となる。そこで、先に記したモデルの一部を省略することで、画像再構成の高速化が見込める。
実際に ASiR(Advanced Statistical Iterative Reconstruction)は逐次近似再構成法の統計的手法を応用
したもので、ノイズを減らすことに特化することで、高速な再構成速度を保つことができている。よっ
て ASiR は臨床現場においてルーチン検査としての使用に問題がない速度で多くの施設で使用されてい
る実績がある。更に、X 線物理モデルを加味した逐次近似応用画像再構成法 ASiR-V も製品化され、近
年注目されている低管電圧撮影への対応や更なるノイズ低減、ストリークアーチファクト低減などの画
質向上に寄与している。また、低管電圧で撮影した場合には、被ばく低減だけではなく造影剤量の低減
を同時に達成する Double Dose Reduction も期待できる。たとえば、被検者の腎機能の低下が認められ
低造影剤量や低注入レートなどの厳しい条件下で撮影した場合でも、目的とする画像を取得することが
可能となる割合が増えること、読影に支障のない範囲で撮影条件や造影剤量を適正化していくことで、
結果として患者さまにとってより低侵襲な検査を提供できると考えている。
・線量管理手法 「Dose Watch」
これまで CT 検査の被ばく線量の低減についての技術について述べてきたが、実際の検査時の線量を把
握しその妥当性を正しく評価し管理する機能も非常に重要である。診断参考レベル(Diagnostic
Reference Level: DRL)等の線量指標に基づく撮影条件の管理機能として Dose Check という機能があ
る。具体的には CT 装置本体のプロトコルごとに DRL のアラート吸収線量を設定でき、アラート線量
を超える場合に警告を発するという機能である。施設ごとにアラート線量レベルは変更でき、プロトコ
ルも Excel などで管理できるようにアウトプットする機能も備える。また線量情報のデータベース化の
共通フォーマットとしては American College of Radiology(ACR)の Dose Index Registry(DIR)があり、
対応したツールも開発されている。GE では DoseWatch という製品がこれに該当する。
CT 装置と Angio
装置（マルチベンダーに対応）のデータをもとに一元管理でき、データをもとにプロトコル別、装置別、
時間帯別、手技者別などから線量のバラツキが無いか視覚的に判断することができる。そのほか患者別
の X 線利用履歴としても管理することが可能である。特に小児 CT 被ばくに関しては、CTDI の考え方
が、16cm or 32cm のファントムで吸収された線量がベースとなっているため、体格の小さい小児では
過小評価してしまう問題を含んでいた。そこで、Size-Specific Dose Estimation（SSDE）という考え
方が重要になってくる。SSDE は American Association of Physicists in Medicine（AAPM）にて発案
された計測法で、実際の体型を画像データから加味して計算し、患者体型にあった吸収線量へと変換す
る方法である。詳しくは AAPM Task Group Report #2045)を参照にしていただきたい。もちろん
DoseWatch には SSDE の機能が搭載されており、CT 画像データを装置に転送することで位置決め画像
を基準に自動的に計算される（図 5）。
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図5

Size-Specific Dose Estimates

■まとめ
今回紹介した技術以外にも、弊社では様々な被ばく低減方法があり、歴史的にも数多くの被ばく低減技
術を開発してきた。CT 検査の被ばく線量の低減は画質あたりの被ばく線量比を改善することで可能と
なるが、その低減効果は個々の検査の撮影条件が適正化された上で評価されなければならない。たとえ
CT 装置の改良により画質あたりの線量比が大きく改善されたとしても、体格に応じた撮影条件が設定
されていなければ個々の CT 検査の被ばく線量が適正化されていることにはならない。また、関連団体
より発表されている診断参考レベルに基づいた被ばく線量の評価・管理も今以上に進むと思われる。
我々は、診断能を上げながら効率的に被ばく低減ができる方法の模索と技術開発を継続し、今後も被ば
くに対し真剣に取り組んでいく所存である。
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4)平本卓也
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映像情報

「フィリップス CT 被ばく低減技術」
-DoseWise Philosophy が実現する低被ばくと高画質の両立株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
IS ビジネスグループ
CT モダリティースペシャリスト
草山裕介
はじめに
Computed Tomography（CT）が登場しておよそ 40 年、CT は画像診断領域で確固たる地位を築い
ている。近年では、CT 装置の著しい技術的進歩により、4D 撮影、Perfusion 撮影、Dual Energy 撮影
など、新しい撮影手法も登場している。その一方で、被ばく線量の増加という問題も存在する。こうし
た背景のもと、2015 年 6 月、本邦では初の放射線検査の診断参考レベルが公表された。今後、医療被
ばくに対する人々の関心はさらに高まり、医療現場では被ばく線量低減と臨床的価値の向上が今以上に
強く求められる時代へ突入していくであろう。
このように複雑化する医療被ばくの問題に対して、フ
ィリップスは DoseWise Philosophy と呼ぶ哲学を掲げ、
会社全体で取り組んでいる(図 1)。DoseWise Philosophy
は ALARA(As-Low-As-Reasonably-Achievable)の原 則
に基づき、患者と医療スタッフに対して「最小限のリス
クで最大限の効果を実現する」を目的としている。本稿
では、この DoseWise Philosophy に含まれるフィリップ
ス CT における被ばく低減と高画質を両立する技術を紹
介する。
図 1 DoseWise Philosophy の概略図
●インテリビームフィルタ（軟線カットフィルタ）
Brilliance iCTに搭載されているX線管球には、イ
ンテリビームフィルタと呼ぶ軟線カットフィルタが
装着されている(図2)。X線管球から発生するX線には
皮膚線量を増加させる軟線が含まれている。この軟
線を除去することにより、被ばく線量を大幅に抑制
し、本質的に低被ばくなCT装置となっている。この
インテリビームフィルタは、被写体や検査部位に応
じてフィルタを可変することで最適化を図っている。
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図 2 インテリビームフィルタによる軟線除去

●スマートシェイプウェッジフィルタ
スマートシェイプウェッジフィルタはボウタイフィルタとも呼ばれ、患者の体格に応じて被写体に均
一なX線を与える補正フィルタである。被ばく低減効果だけではなく、X線の利用効率を高め、画質向
上にも大きく寄与する。フィルタはSmall （新生児）、Medium、Largeの3 種類があり、被検者の年齢、
撮影条件と連動して自動で選択される(図3)。スマートシェイプウェッジフィルタは、体厚の厚い部位に
は十分なX線を、中心から外れた体厚の薄い部位にはそれに応じた適正な線量フィルタリングを行うこ
とにより、被写体全体の無駄な被ばくを抑制する。同一条件化において、LargeフィルタとMediumフ
ィルタを比較すると，約15％の被ばく低減が可能である。

図 3 スマートシェイプウェッジフィルタによる線量の均一化
●エクリプスコリメータ
Brilliance iCTは80mmボリュームのワイドカバレッジディテクタを搭載している。高速ヘリカルス
キャンが可能であり、この撮影速度は鎮静が難しい小児撮影、一刻を争う救急撮影、ルーチン検査にお
いて大きなアドバンテージである。
ヘリカルスキャンでは一般的に再構成の原理上、スキャンのスタート/エンドにおいて、オーバーレン
ジと呼ばれる無駄な被ばくとなるエリアが存在する。このエリアはワイドカバレッジのディテクタにな
るほど増加し大きな問題となっていた。エクリプスコリメータはこのオーバーレンジの無駄な被ばくを
自動的に抑制する(図4)。これにより大幅な被ばく低減が可能となり、小児の胸部撮影(8cm)においては、
従来に比べ被ばく線量を33%低減することが可能となった(表1)。

表 1 撮影領域別による被ばく線量の低減率

図 4 エクリプスコリメータによる無駄な被ばくの抑制
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●iPatient（新ユーザーインターフェース）
被写体型に合わせて線量を適正化する技術のCT- Auto
Exposure Control（自動露出機構：CT-AEC）は、今や標準
機能としてCT装置に搭載されている。新ユーザーインター
フェースのiPatient(図5)では、このCT-AECの性能を向上さ
せた。リファレンスとなる仮想体型の被写体線量を求め、そ
の上で実際の被写体線量を計算している。リファレンスとな
る体型は細分化され、それぞれの被写体型に合わせ、適正化
された線量設定が行われる(図6)。
また、iPatientでは画像ノイズ量と照射X線量をリンクさ
せたインデックス値「DoseRight Index（DRI）」を搭載し
た(表2)。撮影前に決定するパラメータはDRIとX線量(実効
mAs)、管電圧、撮影時間のみである。シンプルな操作環境を

図 5 iPatient のコンセプト

実現したことで、
検査スループットの向上というメリットだけ
ではなく、ヒューマンエラーによるX線の過剰な照射、再撮影による無駄な被ばくも低減可能となる。
表 2 DoseRight Index(DRI)
ノイズと線量のコントロールが簡易化される

図 6 リファレンスとなる細分化された被写体型

●逐次近似応用画像再構成技術：iDose4
CT スキャンが開発されて以来、長年使用さ
れている画像再構成法の Filtered Back
Projection（FBP）は高分解能と再構成スピー
ドが高速であるという特長から、実用性の高い
画像再構成法として今日まで採用されてきた。
しかし、FBP はノイズ成分を多く含む画像で
あるため、被ばく線量を抑えるため照射 X 線量
を少なくすると更にノイズ成分が増大し、診断
に支障がでるケースが多く被ばく線量を抑える
ことは困難であった。これに対し、逐次近似法

図 7 FBP( 従 来 法 ) 画 像 と 80% 線 量 低 減 し た
iDose4 胸部画像

を応用した画像再構成法では、低線量で撮影さ
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れたデータであってもノイズ成分を大幅に除去することが可能である。この結果、従来に比べ低線量で
撮影されたデータでも画質を維持することが可能となる。iDose4 は，この逐次近似法を応用したフィリ
ップス独自の画像再構成法であり、最大 80％の被ばく低減を行っても従来と同等の画質を得ることがで
きる(図 7)。この iDose4 は Brilliance iCT シリーズ、Ingenuity シリーズには標準で搭載されており、
既存装置へのアップグレードも可能である(図 8)。

Brilliance iCT シリーズ

Ingenuity シリーズ

図 8 フィリップス CT のラインナップ
iDose4 には“Projection Space”
、
“Image Space”と定義する 2 つの領域が存在する。Projection Space
（生データ領域）では、サイノグラムからの逐次近似計算によりノイズ成分を除去する。さらに Image
Space（画像データ領域）では、フィリップス独自の“Statistical Noise Model”と“Anatomical Model”
に基づき、繰り返しノイズコントロールを行う(図 9)。その際の最適なノイズレベルは iDose レベルと
呼ばれる 7 段階の設定があり、ユーザー側で選択可能である。iDose レベルは基準線量から 20～80％
の線量低減を行った際に対応する iDose レベルを選択することで、線量低減によるノイズの増加を打ち
消すように設計してある。そのため、撮影前に被ばく低減率とノイズレベルを予測することが可能であ
り、高い精度での画質の担保と計画的な被ばく低減を実現する(表 3)。

表 3 iDose レベルによるノイズ変化と線量低減

図 9 逐次近似応用再構成ワークフロー
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●モデルベース逐次近似画像再構成技術：IMR Platinum
IMR Platinum(以下IMR)は、従来の統計学モデルに加え新たにシステムモデルを採用したフィリッ
プス独自の革新的な最新逐次近似再構成技術である(図10)。2012年北米放射線学会で発表したIMRは、
現在全世界で250以上の施設で採用されている。IMRの特長は①最大90％のノイズ低減、②低コントラ
スト検出能向上、③高速画像再構成である。IMRはIngenuityシリーズ、Brilliance iCTシリーズ共に搭
載可能となっている。
IMRは非線形的にノイズ低減を行えることが大きなメリットであり、画像ノイズはスライス厚やX線
量に依存せずほぼ一定となる。結果として、Virtually Noise Free Imaging（ノイズレス画像）を低線
量で実現する(図11)。

55%

最大

90%

FBP

図 10 逐次近似再構成ワークフロー

iDose4

IMR Platinum

図 11 IMR Platinum による圧倒的なノイズ低減

加えてIMRでは逐次近似演算の前段階で、最終画像に
必要な分解能とノイズレベルを考慮して画質の最適化を
行えるようCost Functionを搭載した(図12)。ユーザーに
て逐次近似演算の設定時に、画像ノイズレベル（3 段階）
と分解能レベル（3 段階）の組み合わせを選択すること
が可能である。また、逐次近似再構成の最重要課題であ
る再構成時間はIntel 社と共同開発を行った再構成ユニ
ットHyper Sightにより高速化を実現した。工場出荷時
の93%のプロトコルに対して、3分以内での演算を可能

図 12 ユーザー側で設定可能な Cost Function

としている(図13)。IMRは低被ばく検査において、こ
れまでノイズやアーチファクトで隠されてきた微
小・微細構造を描出し、病変の早期発見、早期治療へ
とつながることが期待される(図15、16)。

図 13 再構成ユニット HyperSight により高速再構成を実現
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a

b
図 15 IMR 臨床画像

a

b
図 16 IMR 臨床画像

80kV, 10mAs, 0.2mGy[CTDIvol]

100kV, 110mAs, 5.2mGy,[CTDIvol]

a:FBP(従来法)による胸部画像

a:FBP(従来法)による冠動脈画像

b:IMR による胸部画像

b:IMR による冠動脈画像

おわりに
今回はフィリップス CT における被ばく低減への取り組みを紹介した。CT 装置の性能向上に伴い検
査目的は多岐にわたり、要求される画質は常にハイレベルなものである。同時に被ばく線量はシビアに
管理され、撮影手技は煩雑化している。この問題に対して、フィリップスでは DoseWise Philosophy
に基づき、被ばく低減と高画質を両立する技術を開発した。今後も、患者中心の医療の中で、常に革新
的な技術を提供し、社会に貢献していく。
参考文献
1.

The Brilliance iCT and DoseWise strategies – simplification of dose management wit
h optimized image quality, Philips Healthcare, 2009.

2.

Mehta D, Thompson R, Morton A, et al : Iterative model reconstruction : Simultaneously
lowered computed tomography radiation dose and improved image quality. Med phys Int J
2013; 1:147-155.

3.

http://www.healthcare.philips.com/main/about/events/rsna/pdfs/CT_iPatient_whitepaper.p
df

4.

http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc/main/shared/assets/documents/ct/idose_white_p
aper_452296267841.pdf

5.

http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.pdf

6.

Tsuyoshi Osonoi, Approach to pediatric CT examination on Philips CT scanner – Bal
ance dose reduction with image quality-, Philips Healthcare, 2014.
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『X 線 CT 装置の被ばく低減への取り組みについて』
東芝メディカルシステムズ株式会社 CT 営業部
森山

和樹

はじめに
近年、画像診断において X 線 CT 装置は重要な役割を果たしている一方、X 線を用いた撮像となるため
患者被ばくは避けて通れない。画質を担保した上で被ばくを出来る限り低減させる取組みは、CT 開発
における永遠の課題である。
当社は 2007 年 12 月、320 列 Area Detector CT（以下、ADCT）Aquilion ONETM を発表。面検出器
を活かした 160mm 幅の Volume 撮影や、4D 撮影による動態評価、機能評価等のこれまでにない新し
い検査が行われるようになった。その後、2012 年に発表した第二世代 ADCT となる Aquilion ONETM
/ ViSION EDITION では、ハード面を強化しさらなる撮影時間の短縮化を図り、被ばく低減技術として
逐次近似応用再構成を開発・実装した。さらに、2015 年に発表した Aquilion ONETM / ViSION FIRST
EDITION には、充実した解析処理アプリケーションと、逐次近似再構成法（以下、Full IR）など最新
の被ばく低減技術を搭載し、面検出器 CT で得られるデータの定量・定性的解析に加え、より一層の低
被ばくと高画質を両立させることができた。
本稿では、Full IR を含めた最新 CT 装置における被ばく低減技術とその現状について紹介する。
・東芝新型 CT 検出器（PUREViSIONTM Detector）
新たに開発された東芝新型 CT 検出器である PUREViSION Detector は、従来の検出器から出力向上と
ノイズ低減の両立を達成している(図 1)。検出器製造プロセスにおいて、高精細検出器製造技術を採用
し、東芝独自の精巧な極小切断技術（マイクロブレード）技術を用いることで、切り口を数ミクロン
の精度で切断することにより、素材の均一性（完全性）を保持している。従来の切断手法と比較し、
素材の損傷を最小限に抑制すると共に、検出器素材の最適化を行うことで、従来の検出器から光出力
を 40％向上させた(自社従来比)。また、データ収集装置（DAS）においての実装密度の最大化を実施
し、信号品質を低下させる回路ノイズ（電気ノイズ）の 28％低減を実現している(自社従来 64 列比)。
PUREViSION

Detector は、Aquilion ONE に搭載以降広く被ばく低減と画質向上に寄与できるよう

2015 年 12 月現在販売中の Aquilion シリーズ全機種で標準搭載している。
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図1

PUREViSION

Detector

・逐次近似応用画像再構成技術（AIDR 3D・AIDR 3D Enhanced）
検出器だけでなく、東芝では再構成技術も進化を遂げており、従来の再構成法である Filtered Back
Projection（以下、FBP 再構成）に、モデルベース処理を組み合わせた逐次近似応用再構成技術 AIDR
3D（Adaptive Iterative Dose Reduction）を開発した。高精度にノイズ低減を図るために、収集され
た投影データ上でノイズやストリークアーチファクトのみ選択的に除去し、また生データ領域におい
て統計学的ノイズモデル、CT システム及び撮影条件ごとに異なる複数種のノイズモデルを考慮した
スキャナーモデルを適用し、効果的なノイズ低減処理を行う。そして、画像データ領域において 3 次
元アナトミカルモデルを用いそれぞれの部位に合わせたノイズ低減を繰り返し行い、オリジナルデー
タと組み合わせた画像を作成する技術である。
AIDR 3D を適用することで、低線量時に生じるノイズやストリークアーチファクトを低減し胸部 CT
検査において従来比 64.2％の線量低減に成功した研究例 1)や、
異なる線量で撮影されたデータに AIDR
3D を適用し病変別に比較した結果、約 50mAs での撮影線量でも診断可能であることを確認した報告
2)-5）がある。

そして 2014 年、さらに AIDR 3D を進化させるべく、粒状性、高コントラスト、ダークバンド補正等
の向上を行った AIDR 3D Enhanced を開発した。新たに生データ上の処理に NPS モデルを導入する
ことで、FBP と同様のノイズ特性を得ることができ、粒状性の改善が実現され、高コントラストの維
持・向上も図られている 6)。原理図を図 2 に物理特性を図 3 に示す。これにより関数含めた画質調整
の煩雑さを緩和し、臨床現場でのさらなる使いやすさを目指している。
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図 2 AIDR 3D Enhanced 概念図

図 3 AIDR3D Enhanced 物理特性
・逐次近似再構成技術（FIRST）
先に示した逐次近似応用再構成技術は、主に高コントラスト領域に有用とされており、課題としては
低コントラストへの適用と空間分解能のさらなる向上、各部位の特性に合わせた画質の最適化が考え
られる。この課題に応えるべく開発されたのが Full IR である。東芝が開発した Full IR、FIRST
（Forward projected model-based Iterative Reconstruction SoluTion）の原理を図 4 に示す。
FIRST は、システムモデル、統計学的ノイズモデル、光学モデル、コーンビームモデルなどの各種モ
デルを考慮しながら、撮影で得られた投影データから画像を作成する逆投影（Back projection）と、
その画像から投影データを作成する順投影（Forward projection）を繰り返し、画像作成を行う。
FIRST では従来の逐次近似応用再構成では適用できない各種モデルを適用でき、オリジナルの投影デ
ータから通常のボリュームデータを再構成し、その後 2 つの工程を並行して行う。工程の一つが投影
領域の処理であり、オリジナルの生データと比較して誤差を繰り返し推定する。この比較を如何に正
確に行えるかが非常に重要で、推定処理の中に装置の物理的状態や振る舞いをモデル化した計算を複
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数導入している。これにより、ストリークアーチファクトを低減し空間分解能を向上させた、投影デ
ータに忠実な画像を提供することができる。
もう一つの工程が画像領域の処理であり、隣接ピクセルの CT 値に解剖学的特長を踏まえながら比較、
近傍の値との傾斜を求め、その傾斜をできるだけ小さくするようにピクセルを置き換えて画像を作成
する。その際に部位ごとに最適化を行うことで、ノイズ低減や低コントラスト検出能の向上が可能と
なる。
これらのモデルは別々に機能するのではなく、構造物のエッジなどシャープにする必要がある部分に
は投影データ上での処理、軟部組織などのスムージングが必要な部分は画像上での処理が働き、互い
の出力を常に総合的に判断して、一定回数繰り返し処理を行うことで画像を最適化し、最終画像を得
る 7)。
FIRST 適用による被ばく低減の可能性として、肺野では従来の 1/3～1/4 の線量でのルーチン検査が
可能となり、肺がん検診を超低線量(0.2mSv 程度)で行うことも期待される。低コントラスト領域でも
1/2 程度まで線量を低減できるとする報告

8)もあり、高コントラスト分解能/低コントラスト検出能の

向上に加えて、高度な被ばく低減が期待できる。
運用上の特長としても、FIRST はスキャンプランに組み込むことができ、体格や部位ごとに最適な線
量でのスキャンを可能にする AEC 機能との連動も可能である。画像 SD をスキャン時に設定できるこ
とで、診断に用いる画質を事前に把握でき、検査効率が向上する。また、処理速度の高速化、従来の画
像再構成と逐次近似再構成の並列処理も実現し、日常検査での運用を目標とした開発がなされている。
物理特性を図 5 に、臨床運用例を図 6-図 9 に示す。

図 4 FIRST 概念図
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図 5 FIRST 物理特性

図6 臨床 超低線量撮影
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図7 臨床例 高コントラスト分解能

図8 臨床例 低線量腹部撮影

図 9 臨床例 低線量冠動脈撮影
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・線量情報管理
CTにおける被ばく線量管理は、被ばく低減技術と同等に重要であると考えている。東芝医用画像処理
ワークステーション「Vitrea」に搭載した線量マネジメントにおいては、CT 装置から線量情報
（DICOM Radiation Dose SR）を収集し、装置、操作者、撮影プロトコル別に線量値・検査時間・検
査数の統計・分析を行うことができる。図10に線量マネジメントによる分析例を示す。
従来の照射録では各CT装置内のみでの線量管理となっていたが、複数の装置での線量管理を実現し安
心安全な医療の提供に貢献することを企図している。

図 10 線量マネジメント例
最後に
装置の基本性能の進化と共に、逐次近似再構成を代表とする被ばく低減技術の開発により、低被ば
く、高画質の両立を実現してきた。当社は今後もさらなる画質向上と被ばく低減を目指す開発を推進
していく所存である。

参考
1) Y. Yamada, et al: Dose reduction in chest CT: Comparison of the adaptive iterative dose reduction
3D, adaptive iterative dose reduction, and filtered back projection reconstruction techniques.
European Journal of Radiology, 2012.
2) Y. Ohno, et al: Adaptive Iterative Dose Reduction Using 3D Processing for Reduced and LowDose Pulmonary CT: Comparison With Standard Dose CT for Image Noise Reduction and
Radiological Findings. AJR, 2012.
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3) 宮良哲博, 山城恒雄, 村山貞之: 逐次近似応用再構成法(AIDR 3D)で被ばく低減を実現～臨床での活
用と有用性、将来展望について～. Rad Fan Vol.11 No.7, 60-63, 2013.
4) Juri H, et al: Initial Experience With Adaptive Iterative Dose Reduction 3D to Reduce Radiation
Dose in Computed Tomographic Urography. Comput Assist Tomogr, 2013.
5) T. Yamashiro, T. Miyama, O. Honda, et al: Adaptive Iterative Dose Reduction Using Three
Dimensional Processing (AIDR3D) mproves Chest CT Image Quality and Reduces Radiation
Exposure. PLOS ONE, Volume 9, Issue 8, e105735, August 2014.
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7) 中西知：FIRST の技術紹介－第 3 世代 ADCT「Aquilion ONE/ViSION FIRST Edition」.
INNERVISION (Vol.30・No.12), 別冊付録, 4-5, 2015.
8) 粟井和夫,檜垣徹,立神史稔,藤岡知可子,木口雅夫：逐次近似再構成 FIRST の Capability－CT のさ
らなる高画質化・低線量化に向けて. INNERVISION (Vol.30・No.12), 別冊付録, 18-19, 2015.
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血管撮影装置における被ばく低減について
『CARE + CLEAR』と超低線量化を実現する最新テクノロジー

シーメンスヘルスケア株式会社
アドバンストセラピー事業本部 Cardiology/IR 事業部
端野

豪

血管内治療は治療技術の高度化、臨床適応の拡大により複雑化し、手技時間も延長傾向にある。血
管撮影装置においては、様々な臨床局面において被ばく低減は元より、低線量領域における高画質化
が求められている。
本稿では、シーメンスの被ばく低減と高画質化の両立を図る 『CARE + CLEAR』 技術をはじめ、
最新の低線量化技術を紹介する。

被ばく低減機構&画像処理エンジン『CARE + CLEAR』*図１
シーメンスは、1994 年から血管撮影装置に被ばく低減機構『CARE』の搭載を始め、近年では画
像処理エンジン 『CLEAR』 を加え、『CARE + CLEAR』 として、被ばく低減と高画質化に対して
取り組み続けている。
『CARE』 は、被ばくを抑える（Dose saving）、被ばくをモニターする（Dose monitoring）、被
ばくを管理する(Dose reporting)からなる機構である。 『CLEAR』 は、X 線発生、撮影条件の最適
化（Optimizing Image Quality）、臨床局面において必要な Image Quality の至適化（Customizing
Image Quality）を実現する機構である。これら機構の様々なプログラムが X 線発生から画像表示に
至るまでの全ての局面で複合的に機能し、イメージングチェーンを構築している。現在、シーメンス
の血管撮影装置における低線量化の根幹となっている技術である。

図 1. 被ばく低減機構+画像処理エンジン『CARE + CLEAR』
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最新型エミッターを搭載し画像処理以前の描出能を向上
低線量化には、低線量でも画質低下を伴わない高度な技術が必要となる。つまり、画像処理技術だ
けでなく、画像収集時点からの技術の向上が必要とされる。シーメンスは、X 線管内部のカソード部
に最新型フラットエミッタ*図 2 を搭載することにより、従来のフィラメントエミッタでは得られなか
った、実効焦点サイズの縮小化および方向依存性の少ない正方形により近い実効焦点の形成を可能に
した。その結果、半影による画像のボケを抑え、高い鮮鋭度を可能にしている。

新素材 Crystalline silicon を採用した超高感度フラットディテクタ
入射 X 線はシンチレータ層で可視光に変換され、フォトダイオード層にて電荷に変換される。その
際、各ピクセルの電荷は電気回路を通じて読み出されるが、その電気回路からの電気ノイズも同時に
増幅される。つまり、フォトダイオード層～電気回路には画像信号となる電荷と電気ノイズが存在し
ている。これが、画像描出能を左右する SENR（Signal to Electronic Noise Ratio)を低下させる要因
となる。
シーメンスは、フォトダイオード層に新素材の Crystalline silicon を採用することにより、その構造
特性*図 3 を活かしてピクセル毎にアンプを搭載することに成功。電気ノイズを抑制しつつ電荷のみを
増幅させることで SENR 向上を実現した。この技術により、従来と比較して大幅に低い線量領域で
の検出能を実現している*図 4 。現在、この最新の超低線量化技術は小児領域及び不整脈領域
（EP/ABL）で用いられる装置 『Artis Q.zen』に搭載されている。この超低線量化技術により、複雑
化する最先端医療において、被ばくを大きく低減することができ、患者および術者の安全性の向上が
期待できる。

図 2 フラットエミッタによる鮮鋭度の向上

図 3 新素材 Crystalline silicon の構造化結晶
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図 4 Signal/Electrical Noise 向上による超低線量化の実現
イメージガイドによる透視時間の短縮
インターベンション手技においてデバイスを適切な留置位置に誘導するため、術中に 3D 撮影された
画像を透視画像に重ね合わせることで DSA 撮影の回数を少なくすることが可能になり、透視時間も
短縮される。更に CT 装置の持つ高いコントラスト分解能や、MR 装置の低侵襲性など、他モダリテ
ィーの特性を生かしたイメージ・フュージョンも被ばく低減に加えて治療の精度の向上に寄与する。
この点においての最新技術は、低線量の術中 3D 撮影を行うことなく、2 方向からの透視画像のみで
迅速に画像の位置合わせ（レジストレーション）を行い、3D ロードマップとして使用できるように
なった。それが syngo 2D/3D Fusion である。レジストレーション後は C アームや寝台の移動にも連
動するので、術中 3D 撮影を行う場合と比較して、造影剤の低減や、90%以上の被ばく低減が期待で
きる*図 5。また、VRT 画像だけでなく自動で抽出した輪郭や、マーキングした様々なランドマークな
どを透視に重ね合わせられ、デバイスの視認性を妨げないように治療の場面に応じた表示法を切り替
えることも 可能である。

図 5 syngo 2D/3D Fusion

図 6 syngo Toolbox によるランドマーク表示
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おわりに
血管撮影装置において常に求められるニーズは、低被ばく、高画質、安全性である。シーメンスは
画像処理技術や手技支援アプリケーションの開発のみならず、X 線管、フラットディテクタ等の構造
的な部分にも最先端技術を搭載し、低被ばくと高画質化を実現している。今後もさらなる技術開発を
行い、新たな低被ばく、高画質、安全性を追求していく。
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GE社製血管撮影装置の最新情報と被ばく管理への取り組み
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
DGS&Surgery営業推進部 Interventional
鳥越 章宏
■はじめに
インターベンションの進化、並びに低侵襲的治療志向も相俟って、インターベンション件数は年々増加傾
向にあり、その適応範囲も拡大している。手技自体も複雑化し長時間に及ぶことも少なくなく、また各種デ
バイスの進化に伴い、従来以上に良好な視認性やハイレベルなインターベンション支援機能が要求されて
いる。加えて、更なる被ばく低減、及び、個々の患者や術者自身の被ばく管理の重要性も増して来ている。
そのような背景の中、更なる高画質化と低被ばく化を実現した弊社X線血管撮影装置Innova・Discovery
IGSシリーズにおける被ばく管理システムについて解説したい。

■X線血管撮影装置について
１、弊社X線血管撮影装置のラインナップ
弊社は1987年からフラットパネルディテクタ（以下、FPD）の自社開発に鋭意取り組み、2000年には世
界に先駆けて、循環器用に20×20cm FPDを搭載したフルデジタルX線血管撮影装置 Innova 2000の発売に
至った。最新機種Innova IGSシリーズとして販売されている今日現在においても、20cm、30cm、40cmと
いう3種類の正方形FPDを搭載した装置ラインナップを揃えているメーカーは弊社唯一である。加えて、昨今
のハイブリッド手術室（HOR）向けにDiscovery IGS730（30cm FPD）、及び、Discovery IGS 740（40cm
FPD）もリリースした。 装置ラインナップを掲載させて頂く。
（図1）

図1 Innova & Discovery IGS Series
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2、X線血管撮影装置として重要な基本技術
2-1, 新世代FPDの搭載
X線血管撮影装置（以下、アンギオ装置）において、画像信号の源となるFPDの性能は最重要ファクター
の一つである。 弊社は当初からアンギオ装置用に特化したFPDを自社開発し、Multi Line A/D Converter
（図2）等の弊社独自の様々な機構を装備し、既に多くの特許を取得している。 元よりX線を画像に変換す
る効率を表す指標となるDQE（Detective Quantum Efficiency）の高いFPDの開発に成功していたが、こ
の度、新世代FPDを搭載した製品をリリースした。中でも、低線量域のDQEは80%（*30cm FPD）と従来
装置の追従を許さない高スペックになり、従来以上の高画質化、並びに、低被ばく化が期待できる。

図2 Multi Line A/D Converter
2-2, デバイスを忠実に描出するためのファクターとプロセス
低線量を用いる透視画像においては、DSA画像に比較し物理的にノイズが顕著となる。ノイズ軽減のた
めに動き検出型リカーシブフィルタや各種ノイズ低減技術も存在するが、過度な画像処理はリアルな画像
表現から遠ざかり、且つ、画像に含まれる臨床上有用な情報が欠落してしまう可能性も少なくない。その結
果、カテーテル先端やコイル・ステント等のデバイスの小さな振る舞いが本来の動きと違って不自然に見え
てしまい、例えば脳動脈瘤のコイル塞栓術では、実際には存在するコイルの小さな隙間が画像処理の悪影響
により透視画像上で黒く潰れて見えなくなってしまうことがある。検出器のデジタル化により可能になっ
た多様な画像処理について、弊社は自社開発の高DQEのFPDを基盤に、より多くの臨床情報を含む透視画
像を提供することこそが最重要項目と位置付け、術者の“手の感覚が伝えるそのまま”の現実に忠実な画
像処理を心掛けている。

■インターベンションを的確にサポートする画像ワークステーションについて
インターベンションを的確にサポートするために、画像ワークステーションの役割も重要である。インタ
ーベンションの基本に立ち返れば術中にDSA画像やCT/MR等のマルチモダリティ画像を必要なレイアウト
で簡単に表示でき、且つ、血管病変を“術者が観察したい形で”多角的に表示することができるワークステ
ーションが理想的だろうと弊社は考えている。
例えば、脳血管内治療の場合は2つのWorking Angle（以下、WA）におけるVRとTransparency（透過モ
ード）の3D画像の双方を並べて表示するスタイルが理想的パターンと思われる。VRにて動脈瘤の三次元的
な形態をしっかり把握し、Transparencyモードにて親血管と動脈瘤が重ならないベストなWAを探しだし、
且つ、瘤から派生する小さな枝や周辺の穿通枝も見逃さないことが重要と思われる。AVMやdAVF等におい
ては、複雑なMultiple feedersを把握するために術者は3D画像を何度も何度も回転させながら観察する必要
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があるが、必要に応じて各断面画像を同時観察することにより詳細なAngio architectureを把握できる。肝
臓がんのTACEであれば、肝臓がんの染まり、栄養血管がベストな状態で見える角度や断面、そして、
Axial/Sagittal/Coronalの3断面での立体的構造を把握することが極めて重要だと思われる。
上記のような様々な臨床シーンにおいて、弊社Advantage Workstation VS7では2つの液晶モニタ（図3）
を最適な状態で分割表示しつつ、必要に応じてレイアウトを自在に変更できる。そして、全ての3D画像お
よび各断面画像にカーソル位置が連動できる（図4）ため、特定の血管構造を把握するために極めて有効で
ある。
また弊社ワークステーションのプラットフォームがCT、MRIなどのマルチモダリティで共通である点も
大きな利点となっている。複数モダリティによる精細な情報をインターベンションの現場に簡便に活用で
きる能力は今後ますます需要が高まると思われる。

図3

Advantage Workstation VS7

図4 3Dと断層画像にカーソルが連動

■被ばく管理について
1、Hot Spotを可視化し、より自然な形で患者皮膚被ばくを注意喚起するDose Map
インターベンション手技自身がより複雑化することにより、長時間に及ぶケースも少なくない。患者およ
び術者の被ばく管理の重要度が増して来ている背景の中、Dose Mapは患者皮膚被ばく障害への警鐘を目的
として開発され、Innova・Discovery IGSシリーズのシングルプレーン装置に搭載されている。
Dose Mapとは、患者を模したシリンダーマップ上に、術中のCアーム角度や視野に応じた照射野や線量
分布、並びに、Hot Spotをグレースケール表示できる（図5）
。このシリンダーマップは、手技スタート時点
で入力、もしくは、RISシステムから受け取った患者の身長、体重、年齢に基づいたBMI値から決定され、
テーブル先端からの患者頭頂までの距離も反映される。また、胸腹部や四肢等への対応を考慮したSingle
Modelの他に、頭部での使用を考慮したDual Modelも装備する（図6）。同一患者において、頭部、及び胸
部の検査や手技を行った場合、Dose Mapは2種類のレポート画像が自動生成される。
各線量値は1cm2単位でInterventional Reference Pointの線量値から算出されるが、テーブル及びテーブ
ルマットによるX線減衰や患者からの散乱線をも考慮されている。Gafchromic XR-RV3 filmsを用いた検証
実験によれば、概ね24.9%以内の誤差での線量値であったことが報告されている。
Dose Mapでは、装置の設定状態（Cアーム角度、透視・撮影条件、テーブル位置、コリメータ位置等）に
応じた照射野をリアルタイムに表示でき、X線を照射しなくてもHot Spotを回避したWorking Angleや寝台
位置の検討を可能としている。インターベンション手技中にHot Spotを簡単に回避し、皮膚障害を最低限
に留めることが可能である。
Dose Mapは必要に応じてテーブルサイドのボタンを一押しで表示可能である。また、施設毎の治療方針
等に応じて各線量閾値を、二段階もしくは三段階に設定可能である。インターベンションにおいて、複雑困
難な手技になればなる程、術者はとかく手技に集中し、仮に別モニタ等にDose Mapに相当する画面を常時
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表示していても術者は自ずとモニタを注視しなくなってしまうケースも少なくない。しかしDose Mapでは、
施設毎に設定した線量閾値（3段階であれば、それぞれ、第一、第二、第三閾値）に到達すると、透視を止
めた瞬間にリファレンスモニタに自動ポップアップ表示されるため、術者の手技を妨げることなく術者に
自然な形で注意喚起することが可能となる。再び、透視フットスイッチを踏んだ瞬間にDose Map画面は自
動的に消えるが、必要に応じていつでも再表示することができる。
手技終了後は、Dose MapがDICOM画像として自動的に生成され、同患者データの最後に画像として記
録される。前回の手技における画像確認と共に、Hot Spotの位置、並びに、推定線量値の双方を確認するこ
とで、次回以降、より安全な手技の遂行に繋がるものと確信している。

図5

Dose Mapに照射野が自動追従

図6

Single & Dual Model

2、包括的な被ばく管理と線量最適化を実現するDoseWatch
DoseWatchは、GE 製品のみならず他社メーカー装置を含めてCTやアンギオ装置などのX線機器からネ
ットワーク経由で線量データを含む諸情報であるRDSR（Radiology Dose Structured Reports）を受信
し、さまざまな切り口で可視化し分析することによって、施設ごとの線量超過の存在確認、その原因究明
と改善、そして改善後のモニタリングを通して院内での線量最適化の支援を可能にする、弊社が提供する
トータルソリューションである。以下に最適化を実現させるための代表的な機能を紹介する。
2-1, 自動線量通知機能
統計データ（平均値や中央値など）を基に検査や累積線量に対して閾値を自在に設定することができ、
閾値に到達した場合には、適宜、アラートを発信することができる。これにより放射線障害に対する意識
向上を促し、また早期のケアにつながる可能性がある。
2-2, カスタマイズレポート
装置、検査、期間ごとなど、さまざまな切り口で線量最適化のための情報を提供し、レポート形式にま
とめることができる。またこれらのデータを用いて、様々な統計的解析が可能となる。昨今のインターベ
ンションは複雑な手技の複合が多く、適正線量の定義付けが難しい。そのなかで手技毎の線量統計を算
出、目標線量を設定可能にするカスタマイズ統計をする意義は大きい。
2-3, 患者線量管理
患者ごとの線量レポート（累積線量や撮影回数情報）を提供し、X線機器トータルにおける被ばく管理
が可能となる。診断、治療、フォローでの医療被ばくを把握することで、患者に正確な情報の提供をサポ
ートする。
2-4, SSDE（Size-Specific Dose Estimates）
CT 線量において、患者の体格を考慮した線量評価を目的としたSSDE の情報を自動的に取得すること
が可能である。SSDE とは、AAPM（TG 204）によって開発された指標である（図7）
。
2-5, Incident Mapping
アンギオ装置において、Cアーム角度による線量の分布とオーバーラップを視覚的にわかりやすく表示
でき、患者の皮膚被ばく位置の経過観察を行うことができる（図8）
。
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DoseWatchでは前述のような様々な被ばく管理を行うことができるが、線量最適化を実現するために
は、ツールの導入だけではなく、運用体制や手技の標準化、低線量医療機器の導入も含めてトータルでの
取り組みが必要になる。モダリティメーカーである弊社は、各種医療機器の低被ばく化の開発と並行して
DoseWatch を提供することにより、国内外のベストプラクティスをベースに総合的なアプローチによる
線量最適化への貢献をめざしている。

図7

SSDE

図8 Incident Mapping

■まとめ
弊社X線血管撮影装置Innova・Discovery IGSシリーズと、画像ワークステーションAdvantage
Workstation VS7について紹介した。また、インターベンションにおける被ばく管理の取り組みとして、
Hot Spotの可視化するDose Map、線量最適化ソリューションであるDoseWatchについて解説した。各施
設において、より的確でより安全なインターベンションを施行するために、弊社装置が一つの選択肢とな
れば幸いである。
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「被ばく低減について」
DoseWise Allura コンセプトと ClarityIQ テクノロジ
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
IS ビジネスグループ
X-ray モダリティースペシャリスト
牧野

裕一

はじめに
昨今、インターベンションは様々な領域で応用されるようになっている中、X 線診断機器全般の被ば
く線量に対する関心が高まっており、2015 年 6 月には X 線検査項目における診断参考レベルが公表さ
れている。
（http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.pdf ）
本稿では、フィリップスの血管撮影装置における被ばく低減への取り組みを紹介する。
被ばく線量低減への取り組み「DoseWise Allura」
フィリップスでは、2003 年からフラットパネルディテクター（以下、FPD）を搭載した「Allura X
per」の販売を開始し、国内でも多くの施設で稼働している。新しいフィリップスの血管撮影装置に標準
機能として搭載されているのが「DoseWise Allura」と呼ばれる機能コンセプトである（図 1）。これは
単一の機能ではなく、多くの相関する機能、パラメータを統合管理することで最適な画質と必要最低限
の被ばくでの運用を可能とするシステムである。今回はこの中の主要な要素となる技術を抜粋して紹介
したい。
「DoseWise Allura」は「S
mart Technology」「More
Control」
「Better Awarene
ss」の 3 要素から成り立っ
ており、それぞれの領域に
てパラメータをユーザー毎
に調整することで、不要な
被ばくを低減するシステム
を構築している。この 3 要
素を順に紹介したい。

図 1 DoseWise Allura コンセプトの概念図
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●Smart Technology
・高感度 FPD
Philips では以前より TRIXELL 社製の FPD を採用してきたが、昨年より、ラージサイズ FPD を刷
新した。収集可能なデータ解像度を 14bit から 16bit へ、シンチレータ―の精度向上により DQE を 7
7%へ向上させた。これにより、特に回転撮影によるコーンビーム CT 撮影時の CNR を向上させること
が可能となった。
・グリッドスイッチ
透視・撮影すべてにおいてパルス照射を行う現在のデジタル装置では正確な矩形波のパルス制御が無駄
な被ばく低減とボケのない画像収集に重要な役割を果たしている。フィリップスでは X 線管を内製して
おり、グリッドスイッチを内蔵することでより正確なパルス制御を可能とする仕組みをいち早く搭載し
た。これにより、1995 年の RSNA にてフィリップスが世界に先駆けて製品化を紹介し、現在では広く
一般的な機能として知られるに至っている。
・スペクトラビームフィルタ
X 線出力部にフィルタを用い、人体に吸収され画像へ寄与し
ない軟 X 線成分をカットすることで大幅な被ばく低減効果
を得ることができる。しかしこのフィルタは X 線管には大
きな負荷をもたらし、オーバーヒートや寿命短縮などの影響
が出てしまう為、効果的にフィルタを使用することが困難な
ケースが多かった（図 2）
。フィリップスでは X 線管の耐オ
ーバーヒート性能を高めることで、効果的なフィルタを常時
使用可能とした。これにより特に高負荷となる患者体厚が厚
いケースでは、フィルタが退避した状態と比較すると約半分

図 2 スペクトラフィルタによる X 線管への負荷

程度まで患者被ばくを抑えることが可能となっている（図
3）
。
（弊社調べ）
X 線管の耐オーバーヒート性能向
上の為に最も効果的な方法は冷却
効率を向上させる事である。フィリ
ップスでは液体金属ベアリングに
て支持される陽極軸を中空とし、そ

図 4 MRC tube 断面図

図 3 スペクトラフィルタによる被ばく量の低減

の内側へダイレクトに冷媒を潅流させることでコンパクトな筐体と高冷却効率の両立を可能とした。
・アドバンストイメージプロセッシング
FPD により収集されたデータはデジタル画像エンジンにて演算処理を経て術者の眼前のモニタへ投影
される。このリアルタイム画像処理では信号とノイズを分離し選択的にノイズ除去を行っている。画像
積算による S/N 比の向上、マルチ周波数分解による輪郭強調などのパラメータを自在に調整することで
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違和感のない自然な画質を作り出すことができる。これは使用する方の好みに合わせた画質調整を可能
とし、同時にデータ収集に必要な X 線量を必要最小限に抑制するように調整される。

●More Control
次いで「DoseWise Allura」の 2 つ目の要素である「More Control」について述べる。このコンセプ
トは装置設定を最適化し、ユーザーが適切な操作を実施できるようサポートすることを念頭に置いた装
置設計を総称している。
ユーザーは対象部位を入力するだけで最適な透視撮影プログラムが自動的に選択される。また不要な
照射野を絞る為のコリメーションはラストイメージ上で操作でき、左右非対称のウェッジフィルタは最
適な画質を得るための X 線照射に調整が可能となる。透視モードはテーブルサイドで術者が透視中に切
り替えることが可能であり、対象に合わせて最適なモードを自由に選択することができる。このような
ユーザーインターフェイス設計とすることでテクノロジを自在に術中に活用することを可能としてい
る。

●Better Awareness
さらに「DoseWise Allura」の 3 つ目の要素である「Better Awareness」であるが、これはユーザー
に適切な使用を促すための装置からの発信機能である。
装置では常に照射野と線量率を監視しており、被写体となる患者を 10 方向のセグメントに分割、各
セグメント内において皮膚表面線量をモニタリングし、複数の方向からの照射が重なるホットスポット
の有無を検知する。万一 2Gy を超えるスポットが発生した場合には反転表示によりユーザーへアラー
トを発信する。また被ばく管理の為、DICOM SR に準拠したレポートを送信する機能を標準搭載とし
た。
以上の「DoseWise Allura」というコンセプトに基づく各機能は、高画質と必要最小限の被ばくを両
立することを目的として開発され、フィリップスの各装置に搭載されている。

次世代の低線量撮影技術「Clarity IQ」
冒頭の診断参考レベル策定
にも表れている通り、臨床現
場では手技の複雑化・長時間
化により患者および医療従事
者の被ばく線量は増加傾向に
あり、これらを如何にして低
減させるかということが課題
となっている。そういった臨
床現場からの要求に対して、

図 5 Clarity IQ デジタルイメージングチェーン
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フィリップスは前述した「DoseWise Allura」というコンセプトによって高画質と低被ばくの両立を提
供してきたが、さらに高いレベルでそれを実現すべく Clarity IQ を開発した。Clarity IQ テクノロジ
は FPD の性能を最大限に引き出す最新技術であり、大別するとパワフルイメージプロセッシング、フ
レキシブルデジタルパイプライン、500 以上のパラメータによるシステムチューニングの 3 カテゴリー
に分類される（図 5）
。
この Clarity IQ テクノロジは従前当然のパラダイムであった画質と被ばくのトレードオフの関係を
変える可能性を秘めている。
Clarity IQ テクノロジでは FPD から収集されたデータからノイズと信号を分離し、必要な信号を選
択的に画像化する。冠動脈に代表される動きの速い DA 画像においてはリアルタイムノイズ除去、動態
認識を併用した画像加算に代表されるデジタルデータ演算を行い、画質を担保するための必要最低限の
X 線量自体を大きく引き下げ、従来比約半分の X 線量でのデータ収集を可能とした。脳血管や肝動脈の
撮影に用いられる高分解能 DSA 撮影ではマスクとのズレによるアーチファクトを除去する機能も併用
され、さらに大きく必要 X 線量を引き下げ従来比約 1/4 の必要 X 線量とすることができる。照射 X 線
量を大きく低減することで患者へ照射される直接線のみならず術者やスタッフに対する散乱線も大幅
に引き下げた。
このように既存の概念を大きく変化させる
能力を持つ Clarity IQ テクノロジのもう一つ
の特長は、ユーザーにとって操作環境を一切
変えることなく、以前と全く同じようにフッ
トスイッチを踏むだけでよいという点であ
る。すでに Clarity IQ テクノロジを搭載した
血管撮影装置は日本国内でも 200 台以上の稼
働実績があり、各診療科で Xper シリーズと同
等かそれ以上の高画質を維持したまま X 線照
図 6 従来の被ばく低減と画質の関係を覆す Clarity IQ テクノロジ

射を低減できることが示されている（図 6）
。
おわりに

今回はフィリップスの被ばく低減への取り組みについて紹介した。デバイスの進化に伴い低侵襲な血
管内治療の守備範囲は今後も大きく拡大することが考えられる。しかし少ない被ばくで高画質を、とい
う目標は大きく変わらない。今後もフィリップスでは臨床に合った様々な機能を開発すると同時に、こ
のような基本性能の向上に力を入れた開発を行ってゆく。
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「X 線血管撮影装置の被ばく低減に関する取り組み」
X 線血管撮影装置

“Infinix Celeve™-i”

- DoseRite™の紹介 東芝メディカルシステムズ株式会社
X 線営業部

廣瀬 聖史

◆はじめに
X 線血管撮影装置では、X 線照射を伴うため、必ず“被ばく”が発生する。これら被ばくは患者に注
目が集まるが、近年では医療従事者の職業被ばくも議論されるようになった。インターベンション術者
に発生した頭頸部がんの 85%が散乱線を多く受ける頭部左側に発生していることが報告され、被ばくに対す
る注目は高まる一方である。i

X 線血管撮影装置では、患者だけではなく医療従事者にも配慮されるべきで

ある。弊社の X 線循環器診断システム Infinix Celeve-i シリーズでは、
線量（Dose）
を適正な状態（Right=Rite）
にする“DoseRite”という線量マネージメントコンセプトを掲げ、患者被ばくの適正化と共に医療従事者の
被ばく低減を実現する。更に線量の適切な管理を実現することで施設管理者に安心を提供する。
DoseRite は、線量をリアルタイムに確認し、管理する機能と線量を適正化する機能からなり、それらにつ
いて述べる。

◆線量をリアルタイムに確認する機能

術中に IVR 用 X 線装置が表示すべき線量は、JIS Z 4751-2-43:2012 にて規定されている。術中に確認
可能な場所に、入射線量率(mGy/min)と積算入射線量(mGy)を表示する必要がある。ここで定義される入射
線量は患者照射基準点における基準空気カーマ率および積算基準空気カーマとなっている。患者照射基準点
は、アイソセンター構造を持つ C アームでは、アイソセンターから 15cmX 線管の焦点側の点とされている。
しかし、その点に皮膚面が必ずあるわけではないため、装置で表示される入射線量は、患者被ばくと一致す
るものではない。また数値は基準空気カーマであるため”皮膚線量率”及び”皮膚線量”を示すものではない。こ
の表示から患者のどこにどれだけの被ばくがあるかを把握することは難しく、被ばくの実感が得られないと
いう意見を得た。そこで弊社の DoseRite コンセプトでは、まず患者の被ばくをリアルタイムにモニターする
ことが必要と考え、DoseRite DTS（Dose Tracking System）を開発した。DoseRite DTS は、C アームおよ
びカテーテル寝台の幾何学的な位置関係と X 線条件を取得し、仮想空間上の患者モデルに照射位置を再現し
ている。X 線照射情報から基準
空気カーマではなく皮膚線量
を算出し、各位置の局所の入射
皮膚線量を積算し、その分布を
カラーマップとしてリアルタ
イムに表示する。図 1．に
DoseRite DTS の表示画面を紹
介する。入射皮膚線量の最大値
（Peak Skin Dose,PSD）と現
在の照射位置での入射皮膚線
量（FOV PSD）を数値で表す
ことともに、患者モデル上で積

図 1. DoseRite DTS の画面
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算される局所の入射皮膚線量をカラーマップとして表示する。患者モデルは、性別、身長、体重別に複数用
意されたモデルから最適なモデルを選択していただく。加えて小児用モデルおよび頭部用モデルも用意して
おり、様々な検査、治療で利用していただける。DoseRite DTS では、C アームやカテーテル寝台の幾何学
的な位置関係だけではなく、検出器の視野（FOV）や X 線絞りの開度も再現している。そのため DoseRite DTS
のカラー表示を見ながら、危険な線量領域になる前に、照射視野サイズや照射位置を変更したり、線量設定
を変更するなど、術者が積極的に線量を適正化する努力と工夫が可能になる。

◆線量を管理する

IVR 用 X 線装置では、
DICOM RDSR(Radiation Dose Structured Reports)による線量管理機能が JIS Z
4751-2-43:2012 にて要求されており、Infinix Celeve-i においても RDSR による線量管理が可能である。
RDSR では、透視、撮影の全ての線量情報を検査終了後に出力することができる。
DoseRite DTS は、術中のリアルタイムの線
量確認だけではなく、検査終了後に PSD と複
数の画像を外部 PC に出力、保管できるため、
複数回の治療実施時では、参考情報として参
照することができる。
これら結果の保管として、弊社の動画ネッ
トワークシステム”CardioAgent™Pro” のレポ
ートシステムにて、DoseRite DTS および
RDSR の結果を取り込み管理でき、検査、治
療の画像と撮影記録を一元管理することがで

図 2. CardioAgentPro 表示例

きる。図 2.に CardioAgent Pro の保管・表示
例を示す。

◆線量を適正化する機能
DoseRite では、被ばく量と画質のバランスを保ちつつ、治療を安全な被ばく線量の範囲で実施するための
様々な線量低減機構を持つ。その一部を紹介する。
・DoseRite SpotFluoro

X 線絞りを活用し、患者の被ばく箇所を低減することはこれまで多用されてきた方法である。X 線絞
りが挿入された箇所は、X 線が遮断されるため被写体の情報がなく黒く表示されることから、全体の位
置が把握しにくいと言う指摘があった。また、X 線量計算領域にまで X 線絞りが入ると、システムは線
量不足と感知し、X 線条件を上げてしまうことがある。これらを解決するために DoseRite SpotFluoro
では設定された関心領域のみに X 線が照射され、それ以外の領域には、開始直前に収集した静止画を表
示する。またＸ線条件は、関心領域の大きさに関わらず、X 線照射エリア内で最適な X 線条件となるよ
うに制御し、X 線絞りを用いた時のような線量上昇はおこさない。図 3.に DoseRite SpotFluoro の表示
と術者の被ばく低減の様子を示す。白枠の外は X 線が遮断されており、点線で囲った術者の手指の直接
被ばくを抑えることができている。また照射面積を縮小することで、発生する散乱線が低減するため、
術者の被ばく低減が可能となる。
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図 3. DoseRite SpotFluoro の表示例
・DoseRite ROI Fluoro
DoseRite SpotFluoro は、関心領域 以外の X 線を完全に遮断することができ、積極的な被ばく低減が可能
である。しかし、手技の状況によっては、関心領域以外で何かあった時に状況が確認できないのは不安であ
るという意見が聞かれた。そこでこの意見に対応するため、DoseRite

ROI Fluoro を開発した。DoseRite

ROI Fluoro では、線量低減用の補償フィルタの一部に正方形の穴をあけた ROI Filter により、カテーテル
操作を行っている部位は適正な線量のＸ線を照射し、周辺は補償フィルタにより X 線を半透過させることに
より、全面照射に比べて被ばく線量を低減しつつ、周辺領域も視認することができる。図 4.に頭部ファント
ムに対する使用状況を示す。この ROI Filter は透視中にも自在に移動させることが可能なので、透視中にカ
テーテルの移動に合わせ、適正な線量領域を追従させることができる。DoseRite ROI Fluoro の線量情報は、
DoseRite DTS にも反映される。図 5.にその結果を示す。

図 4. DoseRite ROI Fluoro の表示例

図 5. DoseRite DTS 表示例

◆最後に
DoseRite では、患者と医療従事者の被ばくを積極的にマネージメントしていくと共に、今後も更なる被ば
く低減を追及していく。
Infinix Celeve,DoseRite 及び CardioAgent は東芝メディカルシステムズ株式会社の商標です。
Roguin A et al: Brain and neck tumors among physicians performing interventional procedures.
Am J Cardiol 111(09) : 1368-1372,2013
i
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血管撮影システム Trinias series MiX package における低侵襲治療への取り組み
株式会社島津製作所 医用機器事業部
グローバルマーケティング部 CVS グループ
安見 正幸
1. はじめに
血管撮影システム Trinias series MiX package は「Minimally invasive eXperience：低侵襲治療
サポート」をコンセプトとし、被ばく低減、造影剤の使用量削減、検査時間の短縮を目指したシス
テムである。ここではその基盤技術である SCORE Imaging テクノロジーから画像処理技術を中心
にその取り組みについて紹介する。
2. 高画質と低線量を両立した SCORE PRO Advance
近年の高度化、複雑化する血管内治療では高いレベルでの被ばく低減と高画質化の両立が求めら
れている。そのためにはセンサーに入射した X 線画像から不要なノイズ情報を除去し、必要な画像
情報のみを抽出することが必要となる。新画像処理である SCORE PRO Advance では、ノイズを
除去し画質を向上する技術、動きによる残像を除去する技術、臨床上必要な情報のみを強調する技
術を確立し、低線量と高画質の両立を達成している。
■画像処理の原理
X 線画像の視認性を改善するためには、X 線画像の持つノイズを低減することが必要である。ノ
イズを低減する手法には、ノイズがランダムに発生する事に着目し時間方向にフレーム間で積分処
理を施すリカーシブフィルターや、周波数処理でノイズ成分の周波数を分離し除去する方法などが
ある。しかし、時間方向にフレーム間で積分を施すリカーシブフィルターは、過去のフレームの画
像情報が現在のフレームに残ることから、対象物に動きがある場合はその動きに伴う変化が残像と
なって現れ、対象物の視認性を低下させてしまう。特に低線量領域では周波数処理を用いたノイズ
低減処理・輪郭強調処理などではノイズと対象物の分離が難しくなり、対象物の鮮鋭度を低下させ
る傾向があった。これらの対象物の動きによる様々な問題に対し、SCORE PRO Advance は各フ
レーム間で対象物を正確に識別（パターン抽出）し、パターンマッチング技術により対象物の動き
による偏差を補正する。これにより対象物の動きによる偏差はなくなり、残像を発生させずに時間
方向に積分処理を施してノイズ低減を行うことが可能となった（図 1）
。

N フレーム

N＋1 フレーム

パターン抽出及び

SCORE PRO

マッチング処理

Advance 処理結果

図 1 ノイズリダクション処理概要
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回転ファントムの透視画像を用いた新旧画像処理の処理結果を図 2 に示す。図 2a のリカーシブ
フィルター処理画像と比較して、図 2b の SCORE PRO Advance 処理画像では同程度のノイズ低減
効果を示しながら残像がほとんど発生していないことがわかる。

b：SCORE PRO Advance 処理

a：リカーシブフィルター処理

図 2 回転ファントム透視画像を用いたノイズリダクション処理例
図 3 にガイドワイヤ透視画像を用いた周波数強調処理による輪郭強調画像と、SCORE PRO
Advance 処理による輪郭強調画像を示す。図 4 には、図 3 (A)に示すガイドワイヤ部分の輝度プロ
ファイルを示す。周波数強調処理を用いて処理した場合ノイズ成分も強調しているほか、輪郭周辺
部にオーバーシュートと呼ばれる白いアーチファクトが発生している（図 3→、図 4↓）
。しかし、
SCORE PRO Advance 処理画像では対象物を認識した強調処理を行っているため、周波数強調処
理で発生していたノイズ成分やアーチファクトを抑制し、より自然でより強い輪郭強調を行うこと
が可能となっている（図 3b、図 4）
。

輝
度
値

(A)

a：周波数強調処理

(A)

b：SCORE PRO Advance 処理
位 置

図 3 ガイドワイヤ透視画像の輪郭強調処理例

図 4 図 3 (A)部の輝度プロファイル
SCORE PRO Advance により、これまでトレードオフの関係にあったノイズおよび残像の低減
と対象物の輪郭強調をより高いレベルで両立させることができ、低線量領域であっても治療中の動
きを伴う治療デバイスなどを明瞭に描出し、視認性を向上させることができた。残像がなくなった
効果は低いフレームレートの透視においてさらに顕著であり、その適用範囲の拡大とともにより効
果的に被ばく線量を低減することが可能となっている。
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3. PCI を強力に支援する SCORE StentView+Plus
1993 年に本邦における冠動脈ステントの保険適用が始まり、その後 2004 年に薬剤溶出性ステン
トが保険適用され、今や冠動脈インターベンション（PCI）におけるステント留置術は全体の 90%
以上を占めると言われている。SCORE StentView+Plus はますます複雑化・高度化する PCI をよ
り低侵襲に行うための心血管内治療支援アプリケーションである。
■SCORE StentView+Plus の目的と効果
第一世代の薬剤溶出性ステントはステントのストラット厚が約 140μm だったが、再狭窄を抑制
するために現在では 60～80μm と薄くなってきている。しかし、拍動のある冠動脈において、この
ような非常に薄いステントを通常の透視・撮影画像で明瞭に視認することは困難な場合が多い。こ
の課題を解決するために、画像加算手法など画像再構成処理を駆使し、撮影した画像に対して後処
理でステントを強調した静止画を作成する手法も開発されたが、SCORE StentView+Plus は後処
理ではなくリアルタイム性を重視したアプリケーションであり、3 つの使用用途、①2 本目のステ
ントを留置する際のオーバーラップの確認、②ステント留置後に後拡張をする際のバルーンカテー
テルの位置確認、③ステントの拡張程度の確認、を目的としている。
SCORE StentView+Plus は撮影中ライブモニタ上にリアルタイムでステントを強調し、さらに
拍動の影響を受けないようにステントを固定して表示する。①や②では非常に緻密な位置決めが必
要となるが、従来はそのために撮影や造影を繰り返さなければならない場合があった。SCORE
StentView+Plus では明瞭にステントやバルーンの位置を確認できるため、手技の安全性を向上さ
せながら、不要な撮影を削減することで被ばく低減、造影剤の使用量の低減に寄与することができ
る。また、ライブモニタ上にリアルタイムにステント強調画像を表示するため、シームレスな手技
をサポートするだけでなく、撮影中にステントやバルーンの緻密な位置調整を行うこともでき、手
技時間の短縮も期待できる。
■リアルタイム強調の原理
ステントの視認性を向上させるには、ステントが含まれる画像の加算平均処理を行い微弱なステ
ントの画像信号を強調する必要がある。しかし、ステントが留置されている心血管は心臓の拍動に
合わせて大きく動いているため、単純に加算平均するとステントの画像信号は強調されず拡散し、
ぼけてしまう。そこで動きのある動画像の各フレームでステントとマーカーを抽出した後、動きに
よる歪みを補正しながら加算平均しステントを強調表示する。この処理を 1 フレーム間（30fps の
場合 33msec 以内）でリアルタイムに処理することで、後処理ではなく治療中の収集画像で動画に
おけるステント強調表示を可能としている。図 5 に SCORE StentView+Plus の実際の適用例、図
6 にその動作原理を示す。
また、SCORE StentView+Plus ではマーカーの検出範囲を手動設定できる機能を追加している。
当社の調査では、マーカー検出率は過去の統計から約 90%であった。検出できない残り約 10％の
要因は、ペーシングカテーテルやペースメーカーのリード、外科手術後体内に留置される胸骨ワイ
ヤや ステープ ラーなどの高 吸収体を マーカーとし て検出し てしまう 場合 、 Kissing Balloon
Technique（KBT）などバルーンマーカーが 3 点以上ある場合である。SCORE StentView+Plus
撮影前の透視画像上で proximal と distal のマーカーに ROI を設定（図 7a）し、撮影を行うこと
で設定した ROI 内からバルーンマーカーを検出し StentView エリアに固定表示（図 7b）すること
ができる。この機能によりマーカーの誤検出はほぼ解消できると考える。
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原画像
原画像

DetectingView
エリア

図5

拍動で動くステントを
固定して動画表示

StentView
エリア

SCORE StentView+Plus の適用例

①
①
②
③
②
③
ステント強調動画像
ステント強調動画像

図6

SCORE StentView+Plus の動作原理

proximal
distal

a : 直前の透視像から ROI を設定

b : ROI で指定したマーカーを固定表示

図 7 ROI を使用した適用例
4. DA と DSA の長所を有する SCORE RSM
SCORE RSM は当社が 1996 年に独自の周波数差分法として開発した Real-time Smoothed
Mask DSA 法（RSM-DSA 法）を基本原理としたアプリケーションであり、被検者の動きに依存し
ない DA とサブトラクション処理による血管情報の抽出に優れる DSA、双方の長所を有している。
■SCORE RSM の原理
血管撮影で標準的に使用されている DSA は、造影剤注入前のマスク像を注入後のコントラスト
像から減算する時間差分 DSA 法である。本方式は造影剤以外の情報を含まない理想的な方式であ
るが、マスク像とコントラスト像の間に動きがないことが前提であり、被検者に体動があった場合
はミスレジストレーションアーチファクトが発生し、本方式の最も大きな欠点となっている。
一方、SCORE RSM は画像の周波数成分に着目し血管情報を画像化する撮影法である。定性的
には骨格や軟部組織は画像の低周波領域に分布し、造影剤が充満した血管は高周波領域に分布して
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いる。この周波数成分の差を利用し、造影剤が注入されたライブ像（図 8a）から画像処理によって
低周波領域画像を作成（図 8b）
、ライブ像との間でサブトラクション処理を行い血管情報が分布し
ている周波数領域を抽出することで血管像を得ている（図 8c）。SCORE RSM では全てのフレーム
の画像に対してリアルタイムに周波数差分法を用いて DSA 画像を作成するため、通常の DSA のよ
うに造影剤注入前の画像をマスク像として取得する必要がなく、被検者に体動があった場合でもミ
スレジストレーションアーチファクトが発生しないという特長をもつ。
また、
マルチ周波数処理の導入によりさらに緻密な画像処理が可能となり SCORE PRO Advance
処理も同時に適用することで、被ばく線量を 40%低減しながらさらに画質を向上させている。

b：低周波領域画像

a：ライブ像

図8

c：SCORE RSM 画像

SCORE RSM の原理

腹部領域においては被検者の呼吸などによる体動のみならず、消化管蠕動や管内ガスの移動によ
るミスレジストレーションアーチファクトが発生しやすく、これが診断の妨げになることがある。
通常の DSA ではこれらを補正する手段として、撮影後にマスク像のフレームを変更するリマスク
処理やマスク像の位置などを変更するピクセルシフト処理などがあるが、補正困難であることも多
い。この場合、再撮影を余儀なくされ、結果的に被ばくや造影剤使用量が増加することとなってし
まう。SCORE RSM は原理的に動きに強いという特長をもつため、被検者の動きによる再撮影の
リスクがなくミスレジストレーションアーチファクトのない画像を得ることができる（図 9）

b：SCORE RSM 画像

a：通常の DSA 画像

図 9 通常の DSA と SCORE RSM の比較画像
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また、下肢領域においては 1 回の撮影で下肢全体を追跡しながら撮影することが可能である（図
10）
。通常の DA では骨格や軟部組織などの背景情報が強いコントラストをもつため、背景と血管
を分離しにくい場合があるが、SCORE RSM ではサブトラクション処理によって背景情報を圧縮
する効果があるため、血管の情報をより明瞭に抽出することができる（図 11）。最適化された自動
X 線制御、FPD の広いダイナミックレンジを生かしたハレーションレスの画像処理により、補償フ
ィルターを使用することなく下肢全体を観察できるため、撮影回数の低減のみならず検査効率の向
上にも寄与できる。さらに C アームの回転動作と連動させることで血管を多方向から観察し、三次
元的な形態把握も行うことも可能である。

図 10 SCORE RSM による下肢撮影画像

a：DA 画像

b：SCORE RSM 画像

図 11 DA と SCORE RSM の比較画像
5. おわりに
血管撮影システム Trinias series MiX package の低侵襲治療への取り組みについて紹介した。血管撮
影システムには常により低侵襲な治療をサポートできる性能、機能が求められる。今後もハードウェア、
ソフトウェアを含むシステム全体でさらに低侵襲な治療を追求し、様々な用途に対応できるだけでなく
使いやすく信頼性の高い装置開発を推進していく。
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シーメンス

デジタルマンモグラフィ

～被ばく低減技術について～

シーメンスヘルスケア株式会社
XP 事業部
橋本

尚美

■はじめに
近年、受光部に FD を搭載したデジタルマンモグラフィが普及し定着しつつあるが、これに伴い、フイ
ルム出力からモニタ出力へと運用面における簡便さや過去画像比較を含むデジタル画像データの管理面の
良さなどのメリットが一般的に挙げられる。一方、デジタルマンモグラフィの普及に伴い、被ばくにおけ
る意識が薄れつつある。その理由の一つとして、画像処理パラメータの充実により、適切な X 線量が分か
りにくくなっているためである。シーメンスでは、画質と被ばくの最適化を図ることを目的に、X 線管の
陽極にタングステン（W）を搭載し、デジタルならではの画像処理を駆使することで、低被ばくで高画質
をご提供出来るよう開発を行った。
そのタングステン（W）陽極を搭載した 2 機種【MAMMOMAT Inspiration】【MAMMOMAT
Fusion】を紹介する。

■MAMMOMAT Inspiration（図１）
この装置は、直接変換方式 FD を搭載した精密検査対応機種である。開発の段階から、2D 撮影だけで
なくトモシンセシス追加撮影を行う場合に受けるトータル被ばく線量とその画像処理のバランスを重視
し、低被ばく実現のために X 線管陽極にタングステン（W）を用い、受光部は感度の良い直接変換方式
FD を搭載した。この機種は精密検査対応機種であるため、二重陽極搭載でモリブデン（Mo）とタングス
テン（W）を乳房の厚みに応じて使用出来る。薄い乳房にモリブデン（Mo）陽極を用いることで、より高
画質を得ることが出来る。2013 年には、被ばく線量をさらに低減させるため、グリッドレス撮影による低
被ばく技術を用いたプライムテクノロジを搭載した。
・2D 撮影とトモシンセシス撮影
デジタルマンモグラフィの進化は目覚ましく、数年前には最新技術であったトモシンセシステクノロジ
も現在では臨床的有用性の発表まで増えて来ている。
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トモシンセシス撮影を考慮したこの直接変換方式 FD は、高感度であるため、少ない線量で高画質を実
現している。2D 撮影では約 4cm 厚の乳房で約 1mGy で撮影を行え、トモシンセシス撮影における 25 回
ばく射のトータル線量は約 1.5mGy である。
また、X 線が FD に入ると直接電気信号に換わる直接変換方式 FD は、すぐに信号を得ることが出来る
ため、トモシンセシス撮影などのパルス連続撮影に適しており、トモシンセシス撮影時にも、ピクセルサ
イズは、2D 撮影時と同じ 85μm で行うことが出来る。
トモシンセシス撮影も低被ばくで撮影出来るが、得られる画像にボケがあっては診断能向上が見込め
ず、追加の被ばくのメリットが得られないため、トモシンセシスのスライス画像は、すべてクリアである
よう開発を行っている。
・トモシンセシス AST（All Slices Tomosynthesis）
ここで当社が考えるトモシンセシス技術の重要なポイントを 5 つあげる。
1. 振り角が大きいこと
2. ばく射回数が多いこと
3. トータル線量が低いこと
4. 皮膚面から皮膚面までの全てのスライス面が鮮明であること
5. 撮影時間が短いこと
当社では、先に述べたとおり、診断能向上を目的とする追加撮影によるトモシンセシス画像は、ボケな
いことが重要と考え、上記 4 を目的とし、最終的には上記 1～4 を網羅する開発を行った。全ての面でク
リアなトモシンセシス画像を得るためには、より情報量を多く持つことがキーとなる。そのため、トモシ
ンセシス撮影時の X 線管の振り角は±25°（トータル 50°）とし、25 回のばく射を行っている。この技
術により、得られるトモシンセシス画像は全ての面でクリアである。しかし、振り角を大きく、ばく射回
数を多くすると、トータル線量が高くなることが懸念事項となる。
以上の課題を克服するために、当社では、トモシンセシス撮影を考慮した高感度 FD の搭載を行った。
また、診断能向上を目的とした技術を用いることにより、撮影時間がかかるため、この撮影時の痛み軽
減の工夫として、柔らかくしなる圧迫板を搭載している。
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▲2D とトモシンセシス画像の比較

▲トモシンセシスのスライス画像

・Prime（Progressive Reconstruction Intelligently Minimizing Exposure）テクノロジ
2D 撮影に追加撮影としてトモシンセシス撮影が加わった近年、念頭に置くべき事項としてトータルで
の被ばく線量は欠かせない。そこで、当社では新たに低被ばくテクノロジを開発した。元々、感度の良い
FD を使用することで低被ばくが実現出来ているが、さらに低被ばくを追求した技術である。
乳房に直接 X 線が入射すると散乱線が発生し、その散乱線が画像へのノイズとなる。散乱線を除去する
ために、従来はグリッド撮影を行っていたが、グリッドにて直接 X 線もカットされ、画像を得るために多
くの線量を必要とされていた。
当社では、グリッドを除去して撮影を行うことで、最大 30％（当社従来比）の被ばく低減を実現し、散
乱線の画像への影響を、ソフトウェアにて除去する世界初*のプライムテクノロジを「MAMMOMAT
Inspiration」に搭載した「MAMMOMAT Inspiration Prime Edition」を 2013 年 8 月に発表した。これ
は、アナログマンモグラフィでは実現出来なかったデジタルならではの画像処理を利用したテクノロジと
も言える。

■MAMMOMAT Fusion（図 2）
2014 年 10 月には、一次診断向け機種として「MAMMOMAT Fusion」を展開し、次世代型間接変
換方式 FD を搭載している。
・操作性
MAMMOMAT Inspiration と基本操作性は同様で、デジタルの運用を考慮したアプリケーションソフ
トを搭載している。
・次世代型間接変換方式 FD
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ピクセルサイズ 83μm を実現した次世代型間接変換方式 FD を搭載した「MAMMOMAT Fusion」
は、撮影インターバル（撮影後、次の撮影可能までの時間）を短縮出来、スクリーニングには最適な装置
である。また、「MAMMOMAT Inspiration」と同等の特性を示すような画像処理開発を行った。その
他、直接変換方式 FD と比べ、設置環境に柔軟であるため、車載にも最適である。
さらに、「MAMMOMAT Inspiration」と同じように X 線管陽極にタングステン（W）を用いること
で、低被ばくも実現が出来ている。

■おわりに
以上、2 機種における FD の特長を活かし、タングステン（W）陽極を搭載することで低被ばくを実現
した 2 機種を紹介した。今後の展望として、「MAMMOMAT Inspiration」のトモシンセシス技術は、振
り角 50°と広範囲の情報を得られていることから、ボリュームデータを用いた画像を回転させる技術を開
発中である。さらにはボリュームデータから重ね合わせて作られる合成 2D も、元データの良さを最大限
に活用した画像を開発中である。これらを用いて、2D 撮影が不要になる時代がくれば、さらに被ばくが
低減出来る可能性を秘めている。

＊2013 年 4 月現在

図１ MAMMOMAT Inspiration トモシンセシス
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図 2 MAMMOMAT Fusion 外観

マンモグラフィ装置の被ばく低減技術
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
DGS 部 阿久津

拓光

■はじめに
マンモグラフィは乳がん診療における一つのモダリティとして広く浸透している。その中でもスクリー
ニングに使用されるマンモグラフィがしっかりとした画像を提供するとともに、出来るだけ低線量で行
えることは、受診者の利益に繋がる。

■マンモグラフィ装置における被ばく低減技術
GE のマンモグラフィは様々な技術をトータルで設計・開発することで、より高画質・低被ばくのマン
モグラフィ撮影を実現している。
① CsI 間接変換方式フラットパネルディテクタ
自社開発のマンモグラフィ専用 CsI 間接変換方式フラットパネルディテクタは、高電圧印加などの
必要がなく、低ノイズでの画像化を可能としており、入力信号（=線量）を抑えることが可能となっ
ている。
加えて CsI 間接変換パネルは高速動作性（検査の効率化）や長期安定性・信頼性（ダウンタイムの
軽減とライフサイクルコストの低減）という特徴を持っている。
② AOP（Automatic Optimization Parameters）
AOP はプレ曝射により受診者個別の乳腺の状況を把握した後に、短時間でその乳房厚と乳腺濃度に
最適な陽極、フィルタ、撮影条件を選択し、目指すべき CNR を実現する最低線量の組み合わせで本
曝射を行う自動撮影機構である。
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③ モリブデン（Mo）+ロジウム（Rh）の二重陽極搭載のマンモグラフィ専用 X 線管
特性 X 線を用いて撮影するマンモグラフィ撮影において、Mo 陽極だけでなく Rh 陽極を搭載した
専用 X 線管は、エネルギーの高い特性 X 線を発生することが可能で、線量を抑えながら高濃度乳腺
等のコントラスト改善を図ることが出来る。

これらの技術に加えて、さらにデジタル画像処理を進化させることで、マンモグラフィの低被ばく
を実現させている。
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■デジタルブレストトモシンセシス（DBT）における被ばく低減技術
乳腺領域はトモシンセシスの臨床応用に関して期待が高まっている分野である。
一般的に 1,000 人の検診者の中で 3 人程度が乳がんとして発見されると言われている.
その中でマンモグラフィの大きな課題として「見落とし」や「偽陽性率」が指摘されており、再検査を
行った被験者の 90%が精密検査の段階でがん所見が認められないというデータもある。（図 4）1）

DBT は任意の複数断面像を得ることで、この課題を解決する技術となる可能性を秘めている。現在、製
品化されている DBT 画像再構成には FBP 法と逐次近似法の 2 種類がある。これらの比較評価では、逐
次近似法を用いた画像再構成法が一般的に高いコントラスト、低アーチファクトの画像を生成する傾向
があることが報告されている。2）
FBP 法と逐次近似法の臨床における違いを図 5 に示す。
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ノイズ＆線量に関しては一般的に逐次近似法が優れる。一方演算処理量は多く必要となるが、計算用の
PC を別に準備し、バックグラウンド処理をすることで検査効率を損なわないようにするなど、工夫を
凝らしている。
また平均乳腺線量に関しても、図 6 に示すように通常の 2D マンモグラフィ画像（水色、青色）と比べ
て、逐次近似法を用いた DBT 画像（紫色）はほぼ同等の平均乳腺線量で撮影が可能である。
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臨床評価においては、米国のマサチューセッツ総合病院における検証で、同一受診者における 2D と逐
次近似法を用いた DBT 画像を比較した場合、石灰化の描出において DBT 画像の方がより明瞭に石灰
化を描出するという結果が出ている。3) また、3,000 人を 2D と DBT で比較した結果、偽陽性率が
7.8%から 4.6%に減少し、読影時間については従来の単純マンモグラフィと同等であることも報告され
ている。4)5)
臨床データをいくつか紹介する。写真 1、2 は FBP 法（左）と逐次近似法（右）の DBT 画像の比較で
あるが、石灰化のスプリングアーチファクトなどにおいて逐次近似法がよりシャープな画像であること
が確認できる。
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また写真 3 は通常の 2D 画像（左）と DBT 画像（右）の比較であるが高濃度乳腺内で観察困難な腫瘤
陰影が明瞭に確認できる。

DBT は現在では、2D と同時に補助的に撮影することを前提にした製品が多いが、この技術がより一般
化し、石灰化の描出性能の向上や、元画像からの 2D ライク画像再構成が実現し、読影法などが確立し
てくれば、トモシンセシス単独で検査を行う可能性も十分考えられる。そうすれば受診者にとっては、
低い被ばく量と短い検査時間で高精度の検査を受けることができ、大きなメリットとなる。

■まとめ
マンモグラフィ装置における被ばく低減への取り組みを紹介した。
マンモグラフィ撮影は乳腺疾患の入り口のモダリティである。新しい技術を次々と投入することで、よ
り医療の質の向上につながるように貢献していく。
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- 131 -

3）
Kopans, D., et al : Calcifications in the breast and digital breast tomosynthesis. Breast J., 17/6,638644, 2011
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「被ばく低減について」
新しい被ばく低減技術を搭載したマンモグラフィ装置 MicroDoseSI
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
IS ビジネスグループ
MG モダリティスペシャリスト
佐山

春香

はじめに
近年、被ばくに対する関心が高まり、X 線診断機器全般で被ばく低減が課題となっている。マンモグ
ラフィ検査においても、2007 年の ICRP 勧告１）で乳房の組織荷重係数が 0.05 から 0.12 に大幅に上方
修正され「乳房はより X 線の感受性が高い、被ばくしやすい臓器」へと改訂されるなど、画質に一切の
妥協を許されないまま、被ばくという課題に対してより高い水準が要求されている。
本稿では、マンモグラフィ装置「MicroDoseSI」に搭載された、「フォトンカウンティング」をはじ
めとする様々な被ばく低減技術を紹介する。
次世代の検出技術：「フォトンカウンティング」
CR や FPD といった従来のシステムは、X 線から画像信号を取得するまでに様々な変換工程を必要と
する。それらの工程は光量子ノイズや量子化ノイズの発生リスクを伴い、画質の低下を引き起こす原因
の 1 つであった。
一方フォトンカウンティングは、検出器に X 線光子（フォトン）が 1 つ入射すると、そのエネルギー
に応じた高さの電気パルスが 1 つ発生し、その数をカウントしてデジタル信号を取り出す（図 1）
。X 線
から直接デジタル信号を取り出すため変換工程を必要とせず、画像形成の過程で発生するノイズを抑制
できる検出技術である（図 2）
。

図 2 フォトンカウンティング技術

図 1 各検出器の変換工程
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フォトンカウンティングでは信号を検出する際に、
エネルギーに対してしきい値を設けている（図 3）
。
しきい値 1 により、電気的ノイズと信号を区別して
取り出すことができるため高い線量効率を実現してお
り、従来のデジタルシステムと比較して平均 40%の線
量低減と、50μm の高精細画像の両立を可能にする２）
３）

。
図３ フォトンカウンティング技術
（エネルギー弁別）

理想的な散乱線除去技術：マルチスリットスキャン
従来のシステムでは散乱線の除去のために、被写体と検出器の間に移動型グリッドが使用されている。
MicroDoseSI ではグリッドに代わり新しい散乱線除去技術「マルチスリットスキャン」を採用し、スキ
ャン方式での撮影を行っている。
マルチスリットスキャンは、被写体を前後 2 つのコリメータで挟む構造になっている。被写体前にあ
るプリコリメータ（コリメータ 1）で斜入する X 線をカットし、被写体後方のポストコリメータ（コリ
メータ 2）で被写体からの散乱線をカットしている（図 4）。この技術により直接線には影響を与えずに、
散乱線を 97%除去することができ、画質に妥協することなく低線量での撮影を実現している。
また、スキャン方式の撮影により被ばく低減だけでなくアーチファクトの軽減も実現している。従来
のシステムが引き起こす特有のアーチファクトとして、単発もしくは複数の画素（ピクセル）データが
抜ける「デッドピクセル」があげられる。スキャン方式の撮影では 21 列の検出器列がそれぞれスキャ
ンデータを収集している。これらのスキャンデータを加算して 1 枚の臨床画像を作り上げているためデ
ッドピクセルを抑制することが可能となる。

図 4 マルチスリットスキャン
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受診者毎の乳腺分布にあわせた照射：Smart AEC
MicroDoseSI ではスキャン方式の撮影に対応した AEC 機構である「Smart AEC」を採用している。
Smart AEC では照射線量の制御をスキャン速度の調整によって行っている。まず撮影前に乳房の厚み
によって管電流と管電圧を決定し、撮影中に 21 列ある検出器の先頭の検出器列にて入射する光子数を
測定して、光子数が一定になるようにスキャン速度を調整している。つまり、乳腺量が多い（透過して
くる光子数が少ない）ところはスキャン速度を遅くし、乳腺量が少ない（透過してくる光子数が多い）
ところはスキャン速度を速くすることで照射線量を制御している。
この Smart AEC によりプレ照射は不要となり、受診者一人一人の乳腺背景にあわせた撮影を行うこ
とができ、低線量での撮影を実現している。
終わりに
今回は MicroDoseSI に搭載されている様々な被ばく低減技術を紹介した。このような先進技術が多
くの臨床現場に取り入れられ、女性の健やかな生活に貢献することを心から願う。

参考文献
１）
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シーメンス X 線透視装置

― 被ばく低減技術について ―
シーメンスヘルスケア株式会社
XP 事業部
山田

恭子

これまで X 線透視装置は、胃がん検診をはじめとするスクリーニングでの使用を主とし、長年進化を重
ね使用されてきた。しかしここ数年、X 線透視装置の使用用途には大きな変化が見られ、胃透視だけでな
く、多目的検査での運用が増えてきている。その背景には透視下ガイドを必要とする内視鏡などの検査技
術の向上が挙げられるであろう。国内の X 線透視装置も胃透視専用機と多目的型に二分化され、多目的型
は各装置の特色を打ち出したラインナップとなっているが、弊社の X 線透視装置 LUMINOS Session は
「多目的検査＝室内手技」に着目している。そこで考慮すべきは被験者の被ばく低減と、同じく室内で手
技をするスタッフの被ばく低減であり、その両者を兼ね備えることも多目的検査に必要な要素と考える。

■ 患者被ばくの低減
Siemens では全モダリティにおいて共通の総合被ばく低減プログラム CARE（Combined Applications to
Reduce Exposure）を搭載しており、弊社 X 線透視装置 LUMINOS Session でもそのプログラムが活かさ
れている。

CAREmatic：自動撮影条件設定
＜撮影＞FD への入射線量の上限値を設定。
＜透視＞複数の透視カーブを搭載し、検査毎に透視カーブの設定が可能。検査部位毎に、異なる使用管電
圧領域と視野の移動による体厚の変動を考慮し、管電圧/管電流の上昇バランスを最適化。

CAREmax：コリメーター内蔵面積線量計
面積線量計により、面積線量積（μGycm2）の実測値、及び、入射線量（mGy）を算出し表示。
線量計が内蔵されていることで、これらの値を DICOM Dose Report として保存し、患者の被
ばくを管理。

CAREfilter：付加フィルタプログラム設定
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Cu フィルタ 0.0、0.1、0.2、0.3mm を搭載し、プリセットによって自動設定。
画質に起因しない軟線成分をカットし、無駄な散乱線を低減します。

CAREvision：低レートパルス透視
3、7.5、10、15、30p/s のパルス透視に対応。パルスレートを下げ、被ばくを低減します。

CAREprofile：グラフィックコリメーター設定
LIH（ラストイメージホールド）上でコリメーターラインを表示し設定。透視を出すことなく、
コリメーションが可能。

▲LIH

▲ライン表示

▲コリメーション完了

CAREposition：グラフィック被験者ポジション設定
LIH（ラストイメージホールド）上で照射野範囲を表示しポジションを設定。透視を出すこと
なく、照射野の位置変更が可能です。

▲LIH

▲ライン表示

▲ポジション設定完了
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■ 術者被ばくの低減
室内で手技を行う医療従事者の被ばく低減のために、LUMINOS Session では純正
の X 線管プロテクタを装備。透視下内視鏡等、長時間の室内手技において懸念され
る術者の被ばく低減に寄与します。・取り外し容易なシンプル機構
・中の様子を確認し易くするための防護カーテン部のスリット構造
・X 線管の熱放出を遮らない上部オープンデザイン

X 線管プロテクタ
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X 線透視撮影台における被ばく低減技術
株式会社日立製作所（日立メディコ）

XR システム本部
鈴木

1．はじめに

克己

図 1．汎用 X 線透視診断装置 CUREVISTA

医用画像診断装置の歴史は、1895 年のレントゲ
ン博士による X 線の発見以降、X 線診断装置のみ
ならず、X 線 CT（Computed Tomography）装置、

2.1

間接変換方式 FPD の採用

MRI（Magnetic Resonance Imaging）装置、超

間接変換方式 FPD は 24 時間空調の必要がない

音波診断装置、核医学装置など、様々な医用画像

ため検査室内の温度に影響されることなく安定

診断装置が開発・改良され、今では診断、治療を

した画像を提供することが可能である。更に、

行う上で必要不可欠な存在となっている。

FPD は様々な技術改良を重ねて開発されてきて

その反面、それぞれの医用画像診断装置は、そ

おり、特に最近は FPD 自身の低ノイズ化によっ

れぞれに特有の短所も併せ持ち、特に X 線を利用

て、被ばくを抑えるために必要最小限の X 線量で

する装置では被検者や術者への放射線障害のリ

撮影を行った場合でもノイズの少ない画像を提

スクが存在することが知られており、当社では、

供することが可能である。

これまで X 線診断装置の中でも特に透視撮影装

更に、当社透視撮影装置に搭載されている FPD

置の被ばく低減に関し、様々な取り組みを行って

は詳細透視と呼ばれる高精細透視モードを有し

きた。本稿では、改めて当社透視診断装置の特徴

ている。通常、FPD における透視画像は、毎秒

について述べるとともに、被ばく低減に有用な開

30 画像程度の高速画像収集を実現するため、複数

発技術について報告する。

画素を画素加算し 1 つの画素とみなすことでトー
タル画素数を減らし、高速画像収集に対応してい

2．透視撮影装置の特徴

る。しかしながら、複数画素を 1 つの画素とみな

当社では図 1 に示すように X 線平面検出器

すことは 1 画素のサイズが大きくなるため、透視

（FPD；Flat Panel Detector）を搭載した透視撮

画像は撮影画像に比べ解像特性（鮮鋭度）を犠牲

影装置を製品展開している 1, 2, 3)。

にしていた。

以下では FPD を搭載した透視撮影台の特徴、及
び被ばく低減に有用な最新技術について述べる。

詳細透視は、検査時に使用する視野領域の大き
さに制限はあるものの図 2 に示すように画素加算
することなく画像収集が行われるため、撮影画像
と同等の解像特性で、且つ毎秒 15 画像程度での
動画像収集の実現している。（図 3）
詳細透視を使用することによって、透視画像に
おいても高精細な画像を提供することができ、短
時間での検査が可能となるため、被ばく低減にお
いて非常に有用な技術になると考えている。
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り、テーブル周辺に広いワークスペースが確保さ
れており、検査中の様々な事態にも迅速に対応す
ることが可能である。また、CUREVISTA は、テ
ーブルを動かすことなく任意方向への視野移動
が行えるため、テーブルへの指挟み等のリスクが
ない。
図 2．詳細透視機能概略

図 4．テーブル周辺のワークスペース利用の一例
図 3．詳細透視画像と通常透視画像との画像比較

2.2

3．被ばく低減に有用な開発技術
3.1 低被ばく化技術

透視録画機能

検査中の透視画像を、コンソール内のハードデ

特に小児検査においては、患児への被ばく線量

ィスクへデジタル録画することが可能である。こ

を極力抑える必要があり、以下に述べる方法で被

の画像は DICOM 形式で出力することができるた

ばく線量低減について検討した。
アクリルファントム 10cm を患児体厚と仮定し、

め、病院内サーバーでの管理も容易である。また、
録画されている透視画像のうち、キー画像のみを

この体厚における付加フィルタと被ばく線量、及

選択してサーバーへ転送することもできるため、

び SNR（Signal to Noise Ratio）との関係を明ら

サーバー容量に負荷をかけず、更に検査手技によ

かにした。管電圧 80kV での測定結果を図 5 及び

っては撮影を行わずに録画されているキー画像

図 6 に示す。

のみで代用することも可能となり患者被ばくの

これらの測定結果より、小児検査における患児
被ばく、及び画質を考慮し、下記 2 点を小児検査

低減にも寄与する。
透視録画機能は間欠録画可能なため、録画フレ
ームレートを低く抑えることで長時間録画も行

における撮影条件として採用した。
① 患児被ばくを、標準的な撮影条件の 50%以下

える。

とすること。
② 且つ、標準的な撮影条件と同等な SNR が得

2.3

アクセス性

られること。

当社透視撮影装置は、テーブル周辺にベッドサ

以上の結果に基づいて検討した小児検査におけ

イドコントローラが配置されており、検査時のサ

る付加フィルタと標準条件に対する被ばく低減

ポートを容易にしている。更に、図 4 に示すとお

率を図 7 にまとめる。図 7 より、当社透視撮影装
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置で使用されている標準設定と比較し、同等画質
で約 30～50%の被ばく低減が可能となっている。
また、このような X 線条件の制御を精度よく行
うため、小児検査においては X 線条件制御の基と
なる画像内関心領域（ROI；Region Of Interest）
の最適化も行った。通常の検査においては、検査
対 象と なるオ ブジ ェクト の大 きさに あわ せて
ROI の大きさを決めるため、例えば 16 インチや

図 7．小児検査に使用する付加フィルタと被ばく

12 インチといった視野サイズとは無関係に ROI

低減率

の大きさは固定されていた。しかしながら、小児
検査において、患児の大きさによっては ROI サイ
ズより小さくなり、その結果、直接 X 線が ROI
に入射し、適正 X 線条件での透視・撮影が行えな
い場合も想定された。
（図 8）そこで、視野サイズ
ごとに ROI を設定し、小児検査へ適用することで
安定した X 線条件で検査を進めることが可能と
なっている。視やサイズごとの標準 ROI に対する
小児用 ROI サイズ比を図 9 にまとめる。
図 8．小児用 ROI 検討例（視野サイズ：7 インチ）

図 9．標準 ROI に対する小児用 ROI サイズ比

3.2

高画質化技術

透視画像では、一般的に微弱な X 線を連続的に
図 5．管電圧 80kV における被ばく線量測定結果

照射、あるいはパルス状の X 線を間欠的に照射す
ることにより動態画像を収集している。そのため、
透視画像における X 線照射量は、撮影画像のそれ
に比べ十分少なく、結果として透視画像内のノイ
ズが目立つようになる。
従来の透視撮影装置では、透視画像に対してリ
カーシブフィルタと呼ばれる、時間軸方向に透視
画像を加算処理することで画像内のノイズを低
減する処理技術が適用されていた。リカーシブフ
ィルタは、そのノイズ低減効果は大きいものの、

図 6．管電圧 80kV における SNR 測定結果

時間軸方向の加算処理のため、画像内に含まれる
- 141 -

オブジェクトの動きの影響を受けやすく、この解
決が課題とされていた。

透視撮影装置を用いた検査では、X 線被ばくを
できる限り抑えるとともに診断に供される画像
については十分な診断能を有していることが必

当社では、この課題を解決し、透視画像内のノ

須であり、本稿では、これらを実現するための透

イズとオブジェクトをリアルタイムで弁別し、ノ

視撮影装置の特徴と最新の開発技術について述

イズだけを低減することが可能なノイズ低減技

べてきた。

術である ANR（Adaptive Noise Reduction）を

被ばく低減と診断に供する画像の高画質化は、X

開発、FPD を搭載した透視撮影装置へ製品搭載し

線を利用する透視撮影装置にとってはトレード

4）

ている 。

オフの関係にある事象であり、装置開発を行う上
での永遠の課題とされている。従って、われわれ

ANR の処理概要を図 10 に、また動きのあるオ

は今後も様々な角度から検討を行い、メディカル

ブジェクトに対するリカーシブフィルタとの処

とエンジニアが密接に連携しながら技術開発を

理比較画像を図 11 に、各々示す。

継続的に行わなければならないと考えている。

ANR の適用に伴い、これまで透視撮影装置で使
用されてきた周波数強調処理やダイナミックレ

＊CUREVISTA は、株式会社日立メディコの登録
商標です。

ン ジ 圧 縮 処 理 （ DRC ； Dynamic Range
Compression）といった高画質化画像処理パラメ
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