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テーマ『そうだ！！撮像プロトコールを構築しよう』

そうだ，CTGUMシンポジウムに参加しよう

東千葉メディカルセンター　越智　茂博
栃木県立がんセンター　　　萩原　芳広

撮像プロトコールは新しい装置が導入した場合に作成構築されますが，既存の装置であっても新しい検査を導入する

時であったり，古いプロトコールの見直しの時であったりと，撮像プロトコールは様々な場面で構築が行われている．

撮影プロトコールを構築するには施設背景や状況が優先されますが，設定される撮像プロトコールは設定するための根

拠があり，撮像される患者さんに利益のある設定となっているべきであると考える． 

2015 年に医療被ばく研究情報ネットワーク（Japan network for Research and Information on Medical Exposure: 

J-RIME）により国内初の，医療被ばくに対する診断参考レベル（diagnostic reference level: DRLs2015）が発表され運

用され現在ではDRLs2020 に update している．また医療法施行規則を一部改正する省令が公布され，2020 年 4 月 1 日

より医療放射線の線量管理・記録が義務づけられることになったことで，撮像プロトコールを構築する上で被ばく線量

は条件の一つとして認識されるようになってきた．

今回のシンポジウムでは撮像プロトコール構築に必要な情報提供と，演者の施設で行われている撮像プロトコールが

どういった根拠や理由により設定されているかを紹介していただき，プロトコールがどう構築されるべきかを議論し，

プロトコール構築についての方向性を見極めていけたらと思います．

標準化の役割
千葉市立海浜病院　高木　　卓

本邦では 2006 年から日本放射線技術学会撮影部会が中心となりCT撮影における標準化が議論され，2010 年に放射

線医療技術学叢書 (27)「X線 CT撮影における標準化～ガイドラインGuLACTIC ～ ( 初版 )」が発刊され，2015 年には

改訂 2版が発刊，現在改訂 3版の発刊に向けた検討が行われている．標準化プロトコールは，初版で提唱された「検査

を受ける人が最大の利益を有するCT画像の提供」を目指すと共に，多くの施設で利用可能なプロトコールを提示して

きた．これまで延べ 8000 部以上が頒布され，国内の多くの施設で活用されている．

この標準化プロトコールは，撮影条件，画像再構成法，造影法，画像表示や画像処理まで詳細が記載されているが，「一

般的に広く行われている検査法」という性質があるため，各施設で臨床利用する際は，CT装置の役割や装置性能に合

わせた検討が必要となる．

本講演では，標準化プロトコールの役割と注意点，改訂 3版に向けた取り組みについて解説する．



画質評価法とプロトコール作成に役立つ利用方法

埼玉県済生会川口総合病院　城處　洋輔

CT装置の基本的な再構成法としては filtered back projection（FBP）であるが，近年では逐次近似応用再構成法 (hybrid 

iterative reconstruction: hybrid IR) や逐次近似再構成法 (model-based iterative reconstruction: MBIR)，深層学習を応用

した画像再構成法 (deep learning based reconstruction: DLR) による再構成法が開発され，これらにより画質改善が可能

とされ広く利用されているのが現状である．しかし，過度な線量低減によるノイズ増加に対し IRの強度を高くすると，

画像テクスチャの変化や空間分解能を担保することができない可能性がある．そのため，画質の変化に注意して IRの強

度を設定することが求められる．また，線量を低減せずに画質向上のために利用されることもある．

画質評価法としては主に空間分解能やノイズ特性の評価が行われる．空間分解能について従来はワイヤ法によるMTF

測定が行われ，FBPのような線形アルゴリズムにおける再構成画像の評価に用いられる．ただし，この方法では臨床と

かけ離れたコントラストやノイズレベル，ピクセルサイズによる測定となる．hybrid IR やMBIR，DLRのように非線

形な再構成画像に対しては，被写体コントラストによって空間分解能が変化するため正確に評価することができない 1)．

そのため目的とする被写体コントラストに合わせた円柱ロッドによるラジアルエッジ法を利用し，臨床を考慮したタス

クベースによる評価が必要である 2)．ノイズ特性について汎用的に用いられている SDは CT値のばらつきをノイズとし

て評価する指標であり， CNRはコントラスト（CT値）とノイズ（SD）の比で評価している．これらはノイズが正規分

布に従うような再構成画像において利用できるが，非線形な再構成ではノイズが正規分布に従わない．また，各周波数

におけるノイズが変動し，特に低周波成分の変化は画像テクスチャに影響を及ぼすとされている．そのため周波数特性

も表すことができるNPS による評価が必要である 1)．

上記の非線形画像を臨床へ取り入れる際の評価方法について，当院において異機種間で画質調整を行った事例を交え

て紹介する．非線形画像の画質特性を正しく評価する方法を理解することで，検査目的を達成するための最適なプロト

コール構築の一助になれば幸いである．

1） 森 一生．近年のX線 CT画像の非線形的特性と画質の物理評価について．東北大学医学部保健学科紀要 2013; 22(1):

7-24．

2） Richard S， et al. Towards task-based assessment of CT performance: system and object MTF across different

reconstruction algorithms. Med Phys 2012; 39 (7):4115-4122



線量評価法とプロトコール作成に役立つ利用方法

群馬大学医学部附属病院　坂井　義行

CT 検査時の線量評価を行いプロトコール作成に役立てるためには，診断参考レベル (diagnostic reference level : 

DRL) と CT 装置の線量評価値の CTDIvol (volume CT dose index)，DLP(dose length product) を理解する必要がある．

診断参考レベルとは，診断領域の医療放射線防護において最適化のツールとされている．ここでいう最適化とは，低

被ばく化という事ではなく，高すぎる被ばく線量を適正な線量に是正することを目的としている．日本の診断参考レ

ベル (Japan DRLs 2020) では，検査部位や検査目的ごとに標準体格 ( 成人では体重 50 ～ 70 ㎏ ) の患者データを用いて

CTDIvol，DLP を各施設の中央値の集計を行い，得られた線量分布の 75 パーセンタイル値を基に決定される．線量評価

は，成人の場合，撮影部位ごとに標準体格の複数の患者 (20 ～ 30 症例 ) の CTDIvol と DLP の中央値を DRL と比較する．

これを定期的に行い，臨床的な理由がなく DRL より線量が高い場合は撮影条件を再考する．ただし，DRL は前述の通

り最適化のためのツールであり線量限度ではなく，CT 検査の目的を達成するための画質の担保はプロトコール作成に

おいて最も重要であり，診断能を得るために DRL よりも高い線量も許容され，柔軟な運用も容認される．

線量評価値として用いられる CTDIvol，DLP は，IEC(International Electrotechnical Commission) によって規定された

線量指標である．CTDI は直径 16 cm もしくは 32 cm の円筒形のメタクリル樹脂のファントムを用いて計測される局所

線量の指標であり，DLP は照射範囲を加味した検査全体の被ばく線量を評価するための線量指標である．プロトコール

作成に線量評価を役立てるためには，使用装置に表示される CTDIvol，DLP をよく理解しておく必要がある．現状 IEC 

60601 2-44 Ed.3.1 が最新の CT 装置が対応している規格となるが，これ以前の規格に対応した装置では CTDIvol の表示

値の定義が異なるため，DRL と直接比較を行うことができない装置もある．また，小児胸部及び小児腹部の CTDIvol， 

DLP は通常 16 cm ファントムの線量値で評価を行うが，メーカーや機種によって 32 cm ファントムの線量値を表示す

るケースもあるため注意が必要となる．

本講演では，線量評価を行う上で必要となる DRL 及び CTDIvol，DLP の注意点を確認するとともに，自施設での線量

評価の方法と，プロトコールの再検討を行った事例を紹介し，プロトコールの作成に役立つ線量評価方法について解説

を行う．



Hybrid iterative reconstruction による撮像プロトコールの構築

東京慈恵会医科大学附属柏病院　梁野　伸貴

逐次近似画像再構成法（iterative reconstruction : IR）は，従来型の再構成法である filtered back-projection : FBP 法

と比較して画像ノイズを低減し，線量を低減しても画質を維持することが報告され，多くの施設で実用されている．

IRアルゴリズムは数世代に渡り開発され，現在アルゴリズムは hybrid IR : HIR と model based IR : MBIR に大別さ

れる．HIR の画像再構成プロセスは FBP 法をベースとして光学系などの詳細なスキャナモデルや統計的ノイズ推定な

どを組み入れ，投影空間もしくは画像空間のみで反復処理が行われ，高いノイズ低減効果を比較的高速に画像を生成す

ることが可能である．

ノイズ低減効果の高いHIRではあるがFBPと比較した場合，画像の周波数特性が変化し非線形挙動を示す．HIRでは，

低コントラスト検出能に影響の大きいとされる低周波数領域のノイズの低減効果が小さく，高周波数領域で効果が大き

い．過度な線量低減は noise power spectrum : NPS のピーク周波数を低周波数側にシフトさせ，HIR 画像特有の画像の

テクスチャの変化や異質感につながる．

また，HIR の解像度特性も，コントラストと線量に依存した非線形挙動を示す．解像度特性の評価には各臨床タスク

に適合したタスクベースの伝達関数（task transfer factor: TTF）が使用されるが，HIR では低コントラスト・低線量で

より空間分解能が劣化する．

“X 線 CT 撮影における標準化～ GALACTIC ～ ( 改訂 2 版 )” では，体幹部の撮影線量における CT-AEC 設定は標準

関数の 5 mm スライス厚で画像 SD10 ～ 12 HU 程度が推奨されている．HIR 画像で画像 SD10 HU に設定した場合，撮

影線量は大幅な低減が可能となるが，前述したとおり空間分解能の劣化とノイズの周波数特性が変化することで画像の

異質感が生じ，診断能を損なう可能性がある．

HIR の画像特性は，メーカーごとに開発されたアルゴリズムが異なる点，線量とコントラストにより非線形な挙動を

示す点から，現状では統一された撮像プロトコールの提示は困難であり，各施設での画質評価と画像診断医や依頼医に

よる視覚的評価をして最終的な条件設定が必要となる．

本シンポジウムでは HIR における臨床での有用性と当院で検討した線量低減の限界点について臨床画像と共に報告す

る．本シンポジウムでの議論が，IR の撮像プロトコールをこれから構築しようとする方々，見直そうとする方々の一助

となることを期待する．

【参考文献】

Samei E， Richard S， Assessment of the dose reduction potential of a model-based iterative reconstruction algorithm 

using a task-based performance metrology. Med Phys 2015; 42:314‒323



Deep learning reconstruction(DLR) による撮像プロトコールの構築

足利赤十字病院　桐山　　岳

撮像プロトコールは，撮像条件や撮像タイミング，画像再構成条件などをあらかじめ登録しておくことで撮影者や被

写体間のばらつきを少なくし検査の再現性向上を目的として設定される．それらを構築していく上での注意点は，画質

と撮影線量のバランスをとる事である．DLRを撮像プロトコールに用いることで従来の画質は維持したまま撮影線量を

低減，もしくは撮影線量は維持したまま画質の向上が可能となる．1-3)

Aquilion Prime SP iEdition(Canon Medical Systems) の DLRであるAdvanced intelligence Clear-IQ Engine(AiCE) の

物理特性としては hybrid iterative reconstruction や model-based iterative reconstruction と同様に被写体コントラスト

や撮影線量に依存した非線形の挙動を示す．AiCE には 8種類（Body，Body Sharp，Lung，Bone，Brain LCD，Brain 

CTA，Cardiac，Inner Ear）のパラメータがありそれぞれ特性が異なるため，臨床応用するには物理特性に加え実際の

臨床画像を評価し適切なパラメータを適応していく必要がある．当院ではAiCEを撮像プロトコールに適応するにあたっ

て，撮影線量を変えずノイズ低減を主軸に設定を行った．

体幹部のCT-Angiography のプロトコールには，末梢血管の描出能改善のため 100kV の電圧を採用することで線量不

足によるノイズ増加を抑制するため，ファントムスタディで解像特性とノイズ特性が hybrid IR よりも優れていたBody 
Sharp を用いた．臨床画像においては従来よりもノイズを低減し末梢血管の描出能改善が確認できた． 

整形領域の volume rendering（VR）は従来標準関数（FC13）で作成していたが，VRの分解能の向上とノイズ低減

を目的にBone を用いることにした．FC13 と比較し解像特性は改善しノイズ特性は同等以上であった．臨床画像におい

ては従来よりも微細な骨折線が確認できVR作成も容易になった． 

胸部検診用 CTは一般診療に用いられる胸部 CTの撮影線量よりも低線量で撮影するため，被験者の体格によっては

線量不足により発生する肺尖部のノイズ増加が課題であった．Lungを用いることで低線量域においても肺野関数（FC52）

と比較してノイズ特性の改善が見られた．

DLRをプロトコールに組み入れるには，画質や線量にどのような影響があるか，どのようなコンセプトにするか，問

題点を洗い出したうえで検討する必要がある．当シンポジウムでは，当院のプロトコール構築の流れを一例として紹介

する．

1） Toru Higaki et al. Deep Learning Reconstruction at CT: Phantom Study of the Image Characteristics Academic

Radiology January 2020，82-87

2） Samuel L. Brady et al. Improving Image Quality and Reducing Radiation Dose for Pediatric CT by Using Deep

Learning Reconstruction Radiology 2020 vol. 298

3） Fuminari Tatsugami et al. Deep learning-based imaging restoration algorithm for coronary CT angiography

European Radiology 2019 29，5322-5329


