
肝造影 CT は、造影前に比べ造影後（門脈相）にお
ける肝実質の CT 値が50HU 以上に上昇すること
が造影剤量の基準となっており、多くの施設で
600mgI/Kg を30秒で注入する方法が一般的である。
同手法は、体重が増加と伴に、造影剤量と注入速度
も増加するため、造影剤漏れや造影剤腎症などの問
題がある。そこで、今回我々は、撮影管電圧をさげ
ることで、造影剤の CT 値が上昇することを利用し、
造影剤減量の可能性について検討した。

Fig3には使用機器を示す。撮影装置は64列のマル
チスライス CT で、システム性能ファントム、MRI
用水ファントムを利用し解析を行った。

Fig4方法。低管電圧80kv に撮影は、ノイズが上昇
するためノイズ対策として、線量 mAs を上げて補
うこととしノイズ軽減に必要な線量を SD 法により
決定した。
次に造影剤減量の目安とするため造影剤の CT 値が
電圧を下げることによって、どれぐらい上昇するか
検証した。
臨床画像の評価においては、門脈相における肝実質
の上昇した CT 値と SD を計測した。

Fig5には、低管電圧における線量（mAs）の決定方
法と各管電圧と SD の関係を示す。
腹部を想定した球状のファントムにおいて、ノイズ
を SD 法により計測し SD12となる mAs で決定し
た。

演  題

043

肝造影 CT検査における低管電圧撮影の検討

発　表　者 菊地　鉄也 岩手県　一関市国保藤沢病院

共同研究者 東山　行雄、冨澤　正嗣

肝造影CT検査における 
低管電圧撮影の検討 

一関市国保藤沢病院 
菊地鉄也 東山行雄 冨澤正嗣 

目的 

 肝造影CT検査において、低電圧
撮影の造影剤減量の可能性につ
いて検討する。 

使用機器 

• CT装置PHILIPS（Brilliance64） 

• システム性能ファントム（PHILIPS） 

• MRI用水ファントム（GE） 

• 解析（Image J） 

• イオパミドール（300） 
 

Brilliance64 

方法 

  ① 撮影線量（mAs）の決定 
• ノイズ評価 

 ② 造影剤のCT値上昇の検証 
• 各管電圧の造影剤CT値 

 ③ 臨床画像の評価 
• 門脈相における肝実質の上昇したCT値 
• 体重とノイズ（SD）の関係 

低管電圧80kv 
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SD12根拠は、肝造影 CT において、一般的に基準
としている SD は5mm 厚で11以下が指標となって
いる。当院は3mm で運用しているので SD12を目
標基準とした。
実験結果より、80kv において SD12となる線量は
600～650mAs だということが分かった。装置の負
担を考慮し低管電圧の撮影線量を600mAs とした。
Fig6には、造影剤の CT 値上昇の検証結果を示す。
120kv で CT 値100を基準とし、50HU 毎に400HU
まで希釈した造影剤入りのシリンジを作成し、
80kv・120kv・140kv の各管電圧において CT 値を
計測した。
結果、低管電圧80kv では高管電圧120kv よりも約
1.7倍、CT 値が上昇することがわかった。管電圧
を下げることにより、CT 値が上昇することが確認
できた。

Fig7には、臨床画像の評価方法を示す。
使用造影剤量を25% 減量し、単純と造影後（門脈
相）の肝実質の CT 値を測定し、造影後における肝
実質の濃染した CT 値を計測した。さらに体重とノ

イズ（SD）の関係を検証するため、肝実質の SD を
計測した。対象は、2011年9月～2012年8月までに、
腹部造影 CT を施行した患者68例（平均年齢68歳）
である。

Fig8には、門脈相における肝実質の上昇した CT
値の結果を示す。
肝造影 CT において、一般的に50HU 以上、上昇
することが適切とされている。
1例だけ50HU を下回ったが、その他、全例におい
て目標基準50HU 以上となった。
基準を下回った1例は、著しい脂肪肝がある患者で
ある。低管電圧で撮影することにより造影剤減量が
可能であることが示唆された。

Fig9は体重と SD の関係を示す。体重に相関して、
ノイズ（SD）が上昇している。
肝実質のノイズ（SD）の目標基準は12としていた
ので、ノイズ（SD）の基準を満たすためには、53kg
以下が理想である。
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方法① 低管電圧における線量（mAs）の決定 
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方法② 造影剤のCT値上昇の検証 
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臨床画像の評価（結果） 

n=68 平均年齢（68歳） 2011年8月～2012年9月  

単純  

門脈相  

方法③ 臨床画像の評価（方法） 

 撮影条件 

Voltage(kv) 80 120 

mAs 600 200～300 

Thickness/Pitch/ rot 3mm/0.6/0.75 

kernel Stand B 

造影剤 450mgI/30s 600mgI/30s 

使用造影剤量25％減量 

• 門脈相における肝実質の上昇CT値 

• 肝実質のSD（ノイズ）値 
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Fig10は、SD11とノイズの基準を満たしている症
例を示す。
単純を比較してみると、高管電圧120kv に比べノ
イズが多くなっているが、低濃度部、門脈と肝実質
とのコントラストが改善されている。
造影後の肝実質の CT 値においても、低管電圧
80kv の方が CT 値上昇により、肝実質と血管との
コントラストが改善されている。

Fig11は、肝実質の SD が15とノイズが基準以上の
症例を示す。
単純、造影ともに低管電圧80kv ではノイズが多い
ことが、視覚的にも分かる。
しかし、単純において、肝実質と血管影との境界が
認識できるためコントラストは、低管電圧のほうが
良好である。造影後においても低管電圧の方が、血
管の CT 値が高管電圧よりも高く、小さい径の血管
の描出が良く、肝実質とコントラストが改善されて
いる。ノイズの影響よりも、コントラストの改善効
果が上回った例である。

Fig12、結果。低管電圧80kv において、SD12とす
るためには600mAs 必要である。低管電圧80kv に
おいて、造影剤の CT 値は120kv と比べ約1.7倍上
昇する。
臨床画像の評価において造影剤を25% 減量した、
門脈相の肝実質の CT 値は、脂肪肝を除く全例にお
いて基準目標である50HU 以上、上昇した。
肝実質の SD を目標基準とした場合、53kg 以下が
理想であった。

Fig13結論。肝造影 CT 検査における低管電圧撮影
は、ノイズ増加の影響より、造影コントラストが上
回るため、造影剤減量が可能であることが示唆され
た。

臨床画像の評価（同一患者の比較） 
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結果 

•  低管電圧撮影80kvにおいてSD12以下とするため
には、600mAs以上の線量が必要である。 

•  低管電圧80kvにおいて、造影剤のCT値は120kv
と比べ約1.7倍上昇する。 

•  臨床画像の評価において造影剤を25%減量した
門脈相の肝実質のCT値は、脂肪肝を除く全例におい
て基準目標である50HU以上、上昇した。 

•  肝実質のSD12を目標基準とした場合、53kg以下
が理想である。 

臨床画像の評価（同一患者の比較） 
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体重とSDの関係
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ご清聴ありがとうございました 

演題は「放射線情報管理システムの導入経験につ
いて」です。

目的です。
当院では画像サーバーの更新に伴い、放射線情報管
理システム：RIS の入れ替えが決定しました。
HITACHI 社製から FUJIFILM 社の F・RIS へ入
れ替え、今年の4月から運用を開始しています。
時間の都合上、マスタ作成など一部割愛させて頂き、
従来より安全で質の高い検査を行えるシステムを構
築しましたので発表させて頂きます。

まず簡単に RIS とは、ですが、病院情報システム、
HIS（Hospital Information System）があるように、
放 射 線 科 に も 部 門 シ ス テ ム の RIS：Radiology 
Information System と言う「放射線情報システム」
があります。

演  題

044

放射線情報管理システムの導入経験について

発　表　者 長岡　敏 神奈川県　小田原市立病院

共同研究者 尾川　真太郎、河野　圭治、品田　厚、渡邉　智彦、稗田　洋二郎

結論 

•  肝造影CT検査における低管電圧撮
影は、ノイズ増加の影響より、造影コ
ントラストが上回るため、造影剤減量
が可能であることが示唆された。  

目 的 

• 当院では昨年度より画像サーバーの更新に
伴い、新しい放射線情報管理システム：ＲＩＳ
の入れ替えが決定した。 
 

• 従来より安全で質の高い検査を行えるシステ
ムを構築したので報告する。 
 

小田原市立病院 放射線科 
長岡 敏 

 

２０１２年１０月５日（金） 

放射線情報管理システムの 
導入経験について 

 第５２回 全国国保地域医療学会 
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