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視覚的粒状隠蔽効果の検証

HK1002　香 取 　薫

　一般胸部画像は、X 線画像診断において基本部位として集団検診や病院などで多く撮影されている。胸部画

像には大きく分けて肺野部と横隔部が存在する。この胸部画像において、物理的 RMS（Root Mean Square）粒

状度は横隔部より肺野部の方が高い値を示す。視覚的粒状性は肺野部より横隔部における粒状性が目立ってみ

える。つまり、肺野部では物理的粒状度が高いにも関わらず、視覚的粒状性は低いと認識される。この脳内の

視覚認識プロセスを要因とした視覚的粒状性を抑制する現象を視覚的粒状隠蔽効果と定義する。これまでは、

脳内の認識プロセスがノイズよりも信号に集中するため、周囲への粒状の認識が抑制されると考えられ、研究

が行われてきた。本研究では、肺野部と横隔部の濃度の違いに着目し、濃度の違いが視覚的粒状隠蔽効果に及

ぼす影響について検証を行った。

　実験方法はまず、均一なノイズを持つ画像を、アクリル製水槽ファントムを用いて作成した。次に信号とし

て sin 波を用いてプログラム上で作成し、ノイズ画像に付加した。信号数は 0 , 2 , 4 , 6 , 8 本の 5 通りとし、そ

れぞれの信号数においてバック濃度を 0.3 , 0.6 , 0.9 , 1.2 , 1.5 の 5 通り変化させた。その後、医療用高階調モニ

タに画像を表示し、観察距離 1m にて画像をどこまで粗くすればノイズを認識できるようになるかを学生 10
名に対して視覚評価を行った。

　結果から、濃度が変化しても信号数が増加するとノイズ倍率を大きくして画像を粗くしなければノイズを認

識することができなかった。これは、信号数が増加するに従い、信号に意識が集中するため、周囲の粒状への

認識が抑制されるためだと考えられる。また、濃度が高くなるにつれ、ノイズが認識しづらくなり、ノイズの

倍率が全体的に高くなった。人間の目は暗い領域で高い感度を示す特性があるため、バック濃度が高くなると

信号への意識がより集中するために粒状の認識が抑制されると考えられる。仮説の検証には他の要因も考慮す

る必要があり、今後も他の要因の解析を進める。

18F-FDG PET/CT を用いた低放射能濃度における NECR の測定

HK1004　大河平　美月

　本研究は、FDG-PET/CT 装置において画質評価や至適撮像条件決定に用いられている NECR を日本核医学

技術学会が提唱している放射能濃度よりも低放射能濃度で測定を行い、得られた NECR の基礎的検討及び学

会提唱放射能濃度より得られた NECR との比較検討を行った。方法は「がん FDG-PET/CT 撮像法ガイドラ

インファントム試験マニュアル Ver.1.00」に基づいてファントムを作成した。ファントム内の放射能濃度は

3.03[kBq/ml] に調整し、コールドスポットを取り付けた。データ収集は SIEMENS 社製 PET/CT 装置 True Point  
Biograph16 を用いた。リストモード収集で12分間の収集を行い、データ収集開始時刻から収集時間を 1 分から

10分までのPETrawデータ計10回分を取り出し、取り出されたデータについて画像再構成を施行した。次に、デー

タ収集開始時刻から 1 半減期経過した時刻を基準に、前述と同様に収集時間を１分から10分までの計10回分

データについて画像再構成を行った。以上の工程を 4 半減期まで同様な方法で繰り返した。画像再構成法は日

常臨床で用いられている方法で行い、得られたデータから NECR を求めた。その結果、どの低放射能濃度で

も NECR の直線性は保たれた。また視覚的評価と物理学的評価には関連があり至適収集時間を決定すること

ができた。さらに、NECR と S/N 比は比例の関係にあるが、得られた画像から画質は 7 分以降で一定になるこ

とが示された。計測された S/N 比も 7 分以降の NECR に対してほぼ一定になることを認めた。高放射能濃度

で得られる NECR は、低放射能濃度と同様に直線性があり、低放射能濃度と比べて短収集時間で高い NECR
が得られた。すなわち短い収集時間で描出能の高い画像が得られ、物理学評価から収集時間は臨床で用いられ

ているものに近値となった。以上より、NECR 測定では低放射能濃度でも測定は可能ではあるが、高放射能濃

度測定が好ましいことが示唆された。
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3D プリンターを用いて造形した胃疾患モデルの再現性に関する検討

HK1005　白田　成美

　3D プリンターとは、紙に 2 次元的に印刷するプリンターに対して、3DCAD、3DCG データを元に立体を造

形する装置のことである。ワイヤー状の樹脂を溶かして塗り重ねていく熱溶解樹脂積層造形法や、紫外線で固

まる樹脂を使用する光造形法、その他粉末焼結積層造形法や粉末固着方式、インクジェット方式など様々な造

形方法がある。今まで学生が胃疾患の立体的な構造の把握を座学のみで勉強するのは困難であったため、疾

患の 3D モデルを造形することで疾患を立体的に学ぶ助けになると考え、本研究では 3D プリンターを用いて

胃疾患（胃癌、粘膜下腫瘍、隆起及び潰瘍）の 3D モデルを造形すると共に、造影前のデータと造影後のデー

タを使用した場合およびサイズの違いによる再現性の変化について検討した。胃癌及び胃粘膜下腫瘍疾患 3D
モデルの造形は、CT 検査で得た 2D 画像を基に胃のみを抽出した 3D データ（STL ファイル形式）へ変換し、

3D プリンターへデータを送信し造形した。隆起及び潰瘍 3D モデルの造形は、CAD を用いて自ら STL ファイ

ル形式にし、3D プリンターへデータを送信し造形した。造影後データを使用し 40%・50%・60% に縮小した

胃癌 3D モデルについて視覚評価を行った結果、熱溶解樹脂積層造形法では、サイズの違いよりも、積層され

る樹脂の吐出量の安定性、造形後の伸縮や変形などその場の環境により再現性が変化する可能性があることが

考えられた。造影前・造影後データを使用した場合の再現性については、胃で検討することは不可能であった

ため、腎臓等の他部位を造形して検討してく必要がある。

心臓 MRI における T1map の検討

HK1006　河原　汐里

　心筋の遅延造影は心筋梗塞や線維化、炎症などの心筋障害の診断に優れており、心臓 MRI の代表的な検査

方法の一つである。しかし遅延造影法は、造影剤投与後の経時時間、TI（inversion time）などによって画像コ

ントラストが変化してしまうことや、びまん性病変の検出が難しいなどといった問題点が存在する。近年では

MOLLI 法などを用いた T1map の利用が心筋の定量的評価法として注目を集めており、造影剤を使用する必要

がない点などから、その臨床的有用性も報告されている。

　本研究では自作ファントム及びボランティア（24歳男性、62歳男性）の心筋を MRI 装置にて撮像し、null 
point となる TI（以下 TInull）から T1 値の算出を行った。また、心筋の T1map の有用性および最適な T1 値測

定方法についての検討を行った。

　IR 法を用いて TInull から T1 値の算出を行ったところ、ファントムは Gd 濃度が濃くなるほど T1 値が低下し、

心筋も若く正常なほうが T1 値が低下していた。Gd を含むファントムにおいて濃度と TInull の関係を片対数

グラフにプロットし、近似直線から 2 名のボランティアの心筋の TInull がファントムでどの濃度になるかを

算出した結果、24歳男性の心筋の TInull は 0.693 mol/L Gd egg、62 歳男性の心筋の TInull は 0.606 mol/L Gd egg
に相当することがわかった。それらの濃度の前後のファントムを体表面に配置した場合について、同じ装置で

数人に対してファントムを置いて撮像した場合と、異なる静磁場強度で同じ人に対してファントムを置いた場

合の T1 値の変化についての実験を行い、ファントムが心筋の T1 値を補正する可能性について今後検討をし

ていきたい。本研究では T1map および IR 法にて算出した T1 値は有用性のある値であると言える。また、T1
値測定においては様々な方法があるが、それぞれ利点や問題点が存在する。たとえば T1map は T1 値を簡易的

に算出できる一方で専用のシーケンスが必要であるといった制限もある。それぞれの利点や問題点を考慮した

うえで、状況に応じて最適な方法で算出することが推奨される。
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頭部単純 X 線 CT におけるノンヘリカルスキャンとヘリカルスキャンの比較

　HK1008　小澤　裕輝

　現在多くの X 線 CT 検査では、検出器の多列化や画像再構成法といった X 線 CT 装置の発達に伴い、ヘリカ

ルスキャンを用いることが多くなっている。しかし、頭部単純 X 線 CT 検査ではノンヘリカルスキャンが一般

的に多く用いられている。これはヘリカルスキャンが画像に影響を及ぼすからだと考える。

　そこで本研究では、頭部ファントムをノンヘリカルスキャンとヘリカルスキャンを用いて撮影し、スキャン

方式による画像への影響を評価した。また、ヘリカルスキャンにおいて撮影条件を変化させて撮影することで

画像への影響がどのように変化するか評価した。さらに、本学 X 線 CT 装置に登録された初期設定頭部条件で

頭部ファントムを撮影し、ノンヘリカルスキャンとヘリカルスキャンで得られた画像の比較を行った。評価の

方法として、得られた頭部ファントム画像の視覚評価と物理評価を行った。

　視覚評価では、ヘリカルスキャンを用いた中頭蓋窩レベルの画像にアーチファクトが顕著に見られた。撮影

スライス厚を薄くし撮影すると、5mm×4 列で見られたアーチファクトが 1mm×4 列では低減されていた。撮影

スライス厚を細かく変化させると、撮影スライス厚が厚くなるほどアーチファクトが強く見られた。また、物

理評価では、アーチファクトが顕著に見られた中頭蓋窩レベルの画像で高い標準偏差値を示した。初期設定頭

部条件で得られた画像では、ヘリカルスキャンを用いた画像において画像ノイズが増加した。

　頭部単純 X 線 CT において、ヘリカルスキャンを用いると、寝台移動によるヘリカルアーチファクトやパー

シャルボリューム効果によるアーチファクトがノンヘリカルスキャンよりも顕著に発生してしまう。しかし、

マルチスライス CT では撮影スライス厚を薄く撮影し画像を厚く表示できることから、アーチファクトを低減

することが可能である。このことから、撮影スライス厚を薄く、管電流値を大きくすることでヘリカルスキャ

ンを用いることが可能であることが示唆された。

モンテカルロ法を用いた CT 撮影におけるファントム内部の線量とスペクトルの算出

HK1009　北島　毬絵

　CT 撮影におけるファントム内の線量、線質を知ることは重要であるが、直接実験で測定することは難しい。

そこで、本研究ではモンテカルロ法を用いてファントム内部の線量とスペクトルの算出を行う。算出した X
線は直接線と散乱線に分離して、それぞれで評価を行い、また過去の研究との比較を行う。被ばく線量を低減

させる方法のひとつである防護材を使用した場合の線量、線質についても算出する。撮影対象としてアクリル

ファントムを用い、その直径は 20cm、32cm の 2 種類で行った。X 線を入射する位置は、ファントム中央と端

の 2 種類で計算を行った。計算用リージョンは、奥行を 1cm（中央）と 5mm（端）とした場合と、ファント

ム全体とした場合の 2 種類とした。防護材を用いた場合については、材質を Bi 含有ゴム（Bi）と、Bi 含有ゴ

ムに Al を付加した（Bi+Al）の 2 種類とし、それぞれについて算出した。算出された線量分布は、X 線入射位

置をファントム中央とした場合、ファントム中心に近づくにつれて吸収線量は減少した。直接線と散乱線に分

離して線質を評価した結果、直接線はファントム中心に近づくにつれて低エネルギー側の光子数が減少し、平

均エネルギーが高くなった。散乱線もファントム中心に近づくにつれて平均エネルギーが高くなり、全 X 線

の平均エネルギーはファントム中心に近づくにつれて高くなった。X 線の入射位置をファントム端とした場合

は、散乱線の発生量が減少することで、全 X 線の平均エネルギーは中央に入射した場合と比較して大きくなっ

た。計算リージョンの奥行を長くした場合は、照射野外からの散乱線が増加することで、ファントム中心に近

づくにつれて平均エネルギーは低下した。この傾向は過去の実験結果を再現している。防護材使用時の線量分

布は、防護材を使用しない場合と比べて、ファントム表面での線量減弱が顕著であった。直径 32cm のファン

トムにおける最表面でのリージョンで、Bi 使用時に約 42.0%、Bi+Al 使用時に約 43.3% 減少した。また Al を
付加することで Bi からの特性 X 線の低減が可能であることを確認した。
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小児の頭部 CT 検査における主な臓器の被ばく線量と防護

HK1010　濱川　詩織

　CT 検査は診断上非常に有用であり多く使用されているが、被ばくの多い検査である。小児は頭部 CT 検査

の割合が高いことから、頭部 CT 検査による主な臓器の被ばく線量を測定し、同検査を行った成人の被ばく線

量と比較した。さらに含鉛シートによる撮影範囲外の防護の有用性を検討した。頭部 CT 検査による被ばく線

量の測定には人体等価物質で作られ厚さ 25mm ごとにスライスされた小児ファントムとランドファントム（成

人女性）を使用した。さらに主な臓器（水晶体、脳、甲状腺、胸腺、肺、胃、結腸、卵巣、精巣）と各スライ

スの中心位置に、電離箱によって校正したガラス線量計素子を挿入し、線量を測定した。撮影条件は頭部 CT
撮影のガイドラインに従い、管電圧は 120kV、スライス厚は 5mm、線量と撮影範囲（頭頂～大後頭孔）は小

児 250mAs、140mm（スライス番号 23～19）、成人 400mAs、160mm（スライス番号 1 ～ 8）として撮影した。

含鉛シートを用いた防護では、ファントムの撮影範囲外に含鉛シートを一周巻き付けて同条件で撮影した。実

験の結果、小児・成人ともに撮影範囲から離れるほどファントム中心線量は減少し、臓器の被ばく線量も撮影

範囲から離れるほど減少していた。撮影範囲内の線量は成人のほうが大きくなったが、撮影範囲外の臓器ごと

の被ばく線量は成人より小児のほうが多くなった。含鉛シートで防護することで、撮影範囲外の被ばく線量は

小児・成人ともに減少し、また撮影範囲から離れた臓器ほど減少の割合が大きくなった。成人に比べ、小児は

体格が小さく撮影範囲から臓器までの距離が近いため、散乱線による被ばくが多くなり、臓器の被ばく線量は

小児のほうが多くなったと考えられる。防護により撮影範囲から離れるほど被ばく線量の低減割合が大きく

なったことから、撮影範囲から離れた位置では体外で発生する散乱線の寄与が大きいといえる。また、防護な

しでの精巣線量は撮影範囲に近い卵巣よりも多くなっていたが、防護によって卵巣よりも少なくなり、約92%
低減された。これは、表面にある臓器のほうが体外からの散乱線が多く入射するため、防護による線量低減の

効果が高いためであると考えられる。

肺機能画像を用いた肺 SBRT 治療計画の有用性

HK1012　黒澤　知征

　近年、Four Dimensional Computed Tomography （4D-CT）と画像を変形させる Deformable Image Registration
（DIR）といった技術を用いて肺機能を視覚的に捉えることができる CT-Ventilation（CT-V）画像を得る試みが

なされている。また肺がんの放射線治療において肺の機能温存を目的に CT-V 画像を用いた強度変調放射線治

療（Intensity Modulated Radiation Therapy：IMRT）の治療計画にも試みられている。しかし日本では肺癌に対

し IMRT ではなく原体照射（Conformal Radiation Therapy：CRT）が主流である。そこで本研究では体幹部定位

放射線治療（Stereotactic Body Radiation Therapy：SBRT）の治療計画時に CT-V 画像を用いたビーム方向最適化

計算における有用性を検討した。SBRT を施行した肺がん患者 7 名の 4D-CT 画像を利用し、各患者の深呼気画

像を深吸気画像に一致するように自作の DIR ソフトウェアを用いて変形処理を行った。その際に得られた肺

を構成する各ボクセルの変位量から Jacobian determinant（JD）を取得した。そして JD が大きい順から肺の体

積を 3 等分するようにそれぞれ高・中・低機能領域を定義した。次に高機能領域を避けるように線量制約を設

定し、Coplanar 照射でビーム方向最適化計算を行った Functional Plan（FP）と従来の解剖学的情報に基づいて

高機能領域に線量制約を設定せずに Coplanar 照射でビーム方向最適化計算を行った Anatomical Plan（AP）を

作成した。その後、高機能領域、肺全体、Planning Target Volume（PTV）の平均線量の差異を比較した。平均

線量の差異は高機能領域で −13.0±10.3 % 、肺全体は −1.41±2.76 %、PTV は −0.02±0.33 % であった。肺全体

と PTV の平均線量の差異が小さいことから高機能領域の平均線量を選択的に低減できたといえる。高機能領

域の平均線量の差異が −1.97 % と最も小さかった例は、腫瘍が存在する Axial スライスに高機能領域の占める

割合が小さく、避けるべき高機能領域がわずかしか存在しないために平均線量の差異が小さくなったと考えら

れる。したがって腫瘍に対して高機能領域がどのように分布しているかを確認して検討する必要がある。
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湯の花を用いた放射化学実験法

HK1013　細川　恵理紗

　学生実験において放射性物質を取り扱うことが困難である主な理由の 1 つとして、法の規制を受けるという

ことが挙げられる。そのため、通常の実験室で行うことは困難である。この研究はその点を考慮し、通常の実

験室で法の規制を受けることなく放射性物質を取り扱える方法を考え、学生の学修に役立つものとなる実験方

法の確立を目的としている。ここでの期待される学修効果とは、放射能の推移を観察することで、半減期や放

射平衡といった放射性核種に対する理解度を深めることとする。学生実験として実現するために、以下の 3 点

に対する考慮が必要である。1 つ目として放射性核種は身近な物質に含まれるものを用いること。2 つ目に特

殊な器具や機器を用いることなく行えること。最後に 3 つ目として実現可能な時間内で実験が完了すること。

実現可能な時間として、授業 2 コマ分の 3 時間を想定した。強放射能温泉の温泉水を利用すれば、法の規制を

受けることなく安全に行えるが、半減期の問題があるため採取後すぐに実験を行う必要があり、地理的な要因

も重なって困難な場合が多い。そこで市販の入浴剤である湯の花からそこに含まれる放射性核種を取り出すこ

とにより、GM 計数管のみで核種の半減期測定などを行うことが可能であるかを検討した。湯の花は株式会社

ユゼより「玉川温泉の華」として市販されている。核種を取り出すためには、放射化学的手法である共沈法を

用いた。この研究をするにあたって、「天然放射性同位元素を用いた放射化学実験法（Ⅷ）― 玉川温泉の湯の

花に含まれる 228Ac,212Pb,212Bi を用いた放射化学実験 ―」（鎌田正裕・星野洋子）という論文を参考にした。

また、この研究においては、GM 計数管のみで行うことを想定し、得られた値が信頼できるものかを調べるため、

分離操作を実際に行い、それぞれの試料を Ge 半導体検出器やＸ線回折器を用いて分析した。それより、今後

の課題について検討すると共に、この研究における操作がどの程度正確に行われているかの確認を行った。

X 線 CT における投影データを用いたメタルアーチファクト低減処理の検討

HK1014　佐々木　克樹

　X 線 CT 検査では、金属があると線質硬化等の影響により、メタルアーチファクトが生じ、診断に支障をき

たすことがある。メタルアーチファクトを低減する方法の 1 つに、投影データを用いた方法がある。この手法

では、投影データに対し処理を行うため、特別な装置の導入を必要としないが、使用できる領域が制限されて

いる。本研究では第 1 に Philips 社のメタルアーチファクト低減ソフト「O-MAR」の原理に基づいて、投影デー

タを用いたメタルアーチファクト低減処理ソフトを自作した。次にその自作ソフトを使用し、CT で取得した

投影データから金属を反映したデータを除去した補正投影データを作成し、メタルアーチファクト低減効果の

検討を行った。

　まず、CT で水均一ファントムにアルミブロックを付けて撮影し、取得した投影データの金属を反映したデー

タを水均一ファントムのみの投影データで書き換えた結果、金属を反映したデータをすべて書き換えると、低

減効果が得られたため、投影データの値を変化させることで、低減効果が得られることが示唆された。

　次に、CT で取得した投影データとソフトの処理で作成した金属投影データを用いて、3 つの差分手法で投

影データ上の金属を反映したデータを除去し、補正投影データを作成した結果、金属を反映したデータの残存

が少なくなる手法ほど、低減効果が得られた。さらに、鉛、100円玉を含む被写体を撮影して取得した投影デー

タに対して、自作ソフトで処理を行った結果、鉛を含む画像で低減効果が得られ、100円玉を含む画像では低

減効果が小さくなったことから、金属の形状により低減効果が異なることがあると考えられる。

　今回自作したソフトで低減効果が小さかった原因は、CT で取得した投影データの値とソフトで作成した金

属投影データの値が大きく異なったことで、金属を反映したデータが残存したためであると考えられる。今後

は、CT で取得した投影データを解析し、金属投影データの値の決定に反映させることにより、理論に基づい

た方法で補正投影データを作成し、より低減効果が得られるソフトに改良していきたい。
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骨基質を形成するコラーゲンの濃度変化が CT 画像に及ぼす影響

HK1015　鍋岡　勇希

　リン酸化合物であるハイドロキシアパタイトと有機物質であるコラーゲンによって骨基質は形成されてお

り、常に同じ形状をしているが、骨芽細胞による生成と破骨細胞による分解（骨吸収）が繰り返されている。

骨に腫瘍があると、このバランスが崩れて溶骨変化または造骨変化を引き起こす。そこで診断用 X 線 CT 装

置によってコラーゲンの濃度変化を検出できれば、骨腫瘍の早期発見に繋がるのではないかと考え、コラー

ゲンの濃度変化と CT 値の関係性について実験を行った。また、マイクロプレートを用いた狭い領域（マイ

クロスケール）において CT 装置で評価可能であるかを検証した。まず、コラーゲンゲルをマイクロプレー

トに入れて CT 撮像を行い、CT 値を測定した結果、ガントリーの中央で CT 値が低くなるような位置依存性

があることがわかった。そこで次に、ゼラチンゲルを用いてゲルの配置を変えて CT 撮像を行った。この結

果、40 から 400 mg/mL の間で濃度に依存して CT 値が高くなるような直線関係が見られた。この直線関係は

y=0.1757x+27.374 （R2 =0.9972）であり、円柱管を用いたマクロスケールの結果と近似した結果となった。こ

のことから、ゼラチンゲルの濃度差を CT 値で分別することは可能であるとわかった。また、位置依存の影響

を考慮することでマイクロスケールにおいても評価可能であることが示唆された。しかし、今回の実験では溶

媒として水を用いたが、より生体内の条件に近づけて実験を行う場合、溶媒として PBS 溶液を用いることが

好ましく、この条件で実験を行った場合はより CT 値の差が付きにくくなることが予想されるため、臨床に応

用することは難しいと考えた。このことから今後の研究課題として、コラーゲン濃度の変化だけでなくハイド

ロキシアパタイトの濃度変化を考慮した実験を行うことや、骨吸収によって分解されたコラーゲンに特異的に

結合する造影剤の研究を行う必要がある。

ASL を用いた頭部灌流画像撮像における至適条件の検討

HK1017　中塚　早紀

　Perfusion 画像とは組織の毛細血管における血流動態を表した画像である。MR Perfusion の撮像技術には、

DSC と ASL の 2 種類がある。DSC（Dynamic Susceptibility Contrast）では Gd 造影剤を血管投与し、T2*
強調像

における組織の信号強度低下から、血液灌流を評価するのに対して、ASL（Arterial Spin Labeling）は RF パル

スを印加して血液のスピンを反転（ラベリング）させたものをトレーサとして利用して、組織のわずかな T1
値の差異から血液灌流を評価する。脳実質はトレーサである反転したスピンを受けるが、血流量が多い組織は

わずかながら信号値が短縮する。ASL で得られる画像は SNR が低いという欠点があったが、近年、3T 装置の

普及により欠点が改善しつつある。ASL によって得られる画像は、信号強度が組織の血流量 F に比例するため、

CBF（脳血流量）を求めることが可能である。

　本研究では、ASL の原理を理解し、3.0T の超電導型 MRI 装置（Magnetom Skyra；SIEMENS 製）を用いて

脳灌流画像を撮像した。3DASL である FAIR-Q Ⅱ（Flow-sensitive Alternating Inversion Recovery）シーケンス

を用いた。ASL は CASL（continuous ASL）と PASL（pulsed ASL）の二種類があり、FAIR-Q Ⅱシーケンスは

PASL の一つである。また、反転時間 TI（Inversion Time）とボーラスの持続時間 BD（Bolus Duration）の値を

変化させてその信号強度比を測定して最適条件を検討した。さらに、それぞれの撮像条件で rCBFを相対評価し、

核医学（SPECT）で得られる rCBF と比較し検討を行った。その結果、TI=2020[ms]、BD=700[ms] で最も高い

信号強度比を測定し、これが至適条件であると考察した。SIEMENS が定める通常値とは異なった結果となっ

たため、トレーサが撮像スライスに到達するために十分な時間は被検者の年齢や状況によって変動し得ること

が考えられる。
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胸部撮影における線質の変化と画質について

HK1019　田村　奨

　画像検査の中で一番件数が多いのが胸部単純撮影である。胸部撮影は CT 検査と異なり一度に多くの被ばく

を受けることはないが、定期的に行われれば被ばく量は多くなっていく。診療放射線技師はどんな撮影・検査

においても患者の被ばく線量の低減を常に心掛けなければならないが、一方では被ばくを抑えつつも診断に有

用な画像を提供する義務もある。

　一般撮影における付加フィルタは、被写体に吸収される軟 X 線を除去し、患者への余分な被ばくを抑える

目的で使用されている。しかし、その種類や厚さによっては画質が低下し、読影に影響する可能性がある。本

研究では、付加フィルタとして薄い銅板を用い、胸部単純撮影における線質と画質・被ばくの関係を物理的・

視覚的評価および吸収線量測定を行って検討することを目的とする。

　実験では胸部ファントム撮影に管電流 100mA、管電圧 120kV・100kV を選び、それに銅板を加えて適正線

量が得られる mAs 値を設定した。次に X 線スペクトルアナライザを用いて各条件における X 線スペクトルを

測定した。また、物理的評価として MTF、コントラストノイズ比（以下 CNR）を測定し、視覚的評価として

ランドルト環の視覚評価、および胸部ファントムに模擬腫瘤を組合せて得られた画質を比較した。更に各撮影

条件における入射表面での線量を求めるためファントム中心の部分に電離箱を設置し線量を測定した。

　その結果、物理的評価では付加フィルタによって画質を左右する低エネルギー成分が除去されたことにより

コントラスト・鮮鋭度が低下した。視覚評価でも同様の理由で正答率が低下したが、120kV フィルタ無しの画

像に比べ、120kV Cu+0.02mm と 100kV Cu+0.06mm の正答率がそれほど劣らないことから、十分にフィルタの

有効性が認められた。また、この二つの条件は表面線量も同程度の結果が得られた。

　胸部単純撮影において、管電圧および付加フィルタ厚を変化させた場合の物理的評価と視覚評価、吸収線量

測定を行った。被ばく低減を考慮すると、120kV では Cu+0.02mm、100kV では Cu+0.06mm あたりが画質を損

なわない限度になると考えられる。

シンチレーション光ファイバ線量計 MIDSOF の性能評価

HK1020　小川　拳

　シンチレーション光ファイバ線量計：MIDSOF は長時間の X 線透視を必要とする心筋梗塞及び脳梗塞など

の血管内治療において、患者の被ばく線量をリアルタイムで測定できることを目的として開発された。検出器

全体がプラスチックで構成されている為に、X 線透視像に全く映らないという特徴を持っている。

　本研究ではその有用性を確かめるにあたり、性能評価として管電流及び管電圧の依存性、校正定数の算出を

行った。また、基礎的研究の最終目標として校正定数を与える為に管電圧 70kV、管電流 10mA、照射時間10秒、
SCD150 cm、 照射野 10×10cm2、付加フィルタ 3.35mm Al + 面積線量計（3.6mm Al 当量）を基準とした。

　まず方向における感度特性を測定した。X 線を検出器に対して垂直方向、水平方向に照射し、測定結果から

水平方向は 1.800±0.00 mGy、垂直方向では 1.704±0.01mGy となり、以降の実験では感度が高かった水平方向

への照射を選択した。

　次に管電流の依存性を測定した。基準として管電圧を70kV、照射時間を10秒 に固定、管電流を10～30mAを

5mA ずつ変化させ、管電流の変化を調べた。測定結果から管電流変化において直線性が成り立つ事が分かった。

次に管電圧の依存性を測定した。基準として管電流10mA、照射時間10秒 を固定、管電圧を 40、50、70、90、
100、120 kV と変化させ、管電圧の変化を調べた。測定結果から管電圧変化は指数的に上昇していくことが分

かった。

　最後に校正定数を与える為にリファレンス線量計として本校の電離箱：DC300と交互に照射を行い管電圧

50、70、100、120kV での置換法にて、校正定数を与えた。管電圧50、70、100、120kVでは校正定数はそれぞ

れ1.008、1.002、1.006、1.006となり、基準線質である管電圧70kVでの校正定数を与えることで診断領域での

測定を可能とした。
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デジタルマンモグラフィのダイナミックレンジ測定に関する検討

HK1022　清水　菜津子

　デジタルマンモグラフィシステムの受入試験の一つに、ダイナミックレンジの測定がある。この測定法を用

いて乳房のスキンライン付近の情報が取得できるか実験をしたところ、プロファイル曲線の33kV、34kVの間

で特異的な変化が見られた。この原因について検討するため、さらに測定実験を行った。

　MAMMOMAT Inspiration を用いて、60mm厚 PMMAにAEC作動下、管電圧を設定できる範囲で変化させてⅩ

線を照射し、撮影条件を記録した。その後、ダイナミックレンジ測定用ファントムと20mm 厚 PMMA に取り

換え、記録した撮影条件で撮影した。同様の手順で、被写体厚を50mm、40mmと変化させて撮影を行った。また、

AMULETでも同様に撮影を行った。得られた画像を全て収集し、ImageJにて解析を行った。MAMMOMAT 
Inspirationでは、60mm厚の強調処理後のプロファイルが33kV、34kVの間を境として大きく異なっていた。

50mm厚、40mm厚のときにはさらに別の傾向が見られた。60mm厚の34kV、35kVの画像は、25kV～33kVの画

像と比較して線量不足となった。一方、AMULETでは管電圧毎に強調処理後のプロファイルが大きく異なる

ことはなく、画像上でも大きな差はなかった。

　横軸を強調処理前のGray Value、縦軸を強調率として簡易的な特性曲線を描くと、Gray Valueが7000付近（ファ

ントムの段が高い位置に相当）のとき25kV～33kVの強調率が1.99～2.20であるのに対し、34kV、35kVの強調

率は1.19～1.20と低くなっていた。よって、高い管電圧の場合は主に被写体の厚い部分において、適切な強調

処理が行われるほど線量が確保できていなかったということが考えられる。

　本研究を行った結果、ダイナミックレンジ測定で得られたプロファイルが異なった要因は管電圧および被写

体厚に依存せず、MAMMOMAT Inspiration 特有のものであり、その原因は線量不足によるものであるというこ

とが推測できた。

アイリスフィルタを用いた DBT 画像の腫瘤検出能の検証

HK1024　今 野 　茜

　近年乳がん罹患率は増加傾向にあり、乳房検診の重要性が増している。乳房検診にはマンモグラフィ

（Mammography; MMG）が広く用いられているが、最近ではディジタルブレストトモシンセシス（Digital 
Breast Tomosynthesis; DBT）が注目されている。本研究では、DBT 画像と 2D-MMG 画像の双方にコンピュー

タ支援診断（Computer-Aided Diagnosis; CAD）システムの一つであるアイリスフィルタをかけ、DBT 画像の腫

瘤検出能の優位性の検証を行った。

　現在では DBT の評価のためのファントムが存在しないため、模擬腫瘤に直径10mmの球形をしたタフウォー

ターファントム、模擬乳房組織にアクリル板、障害構造物に表面に凹凸のあるアクリル板を使用して層状のファ

ントムを作成した。層状のファントムを組み変えることで DBT の評価を可能にした。実験には完成したファ

ントムを使用し、得られた画像に処理をする事でデータを取得した。

　模擬腫瘤の上方に配置する障害構造物の位置を変更した場合、どのような配置パターンであっても 2D-MMG
画像（従来の MMG 画像）の方が DBT 画像よりも高集中度となった。アイリスフィルタは濃度差を利用して

より低濃度となった位置に対して高い集中度を示すフィルタである。したがって、DBT 画像が断層像であり、

模擬腫瘤の厚みによる濃度差が画像上に表れなかったために低集中度になってしまったものと考えられる。ま

た、模擬腫瘤と障害構造物の距離を変更すると、0 mm～10 mm の間では集中度が上昇したが、15 mm、20 mm
になると集中度は下降した。これは、使用した装置による何らかの周波数フィルタ処理が、この 2 つのパター

ンにおいてのみ強調してかけられたためであると考えられる。

　以上より、アイリスフィルタを使用した場合の腫瘤検出能は 2D-MMG 画像の方が DBT 画像よりも高いこと、

障害構造物が模擬腫瘤と離れている方が腫瘤検出能は高くなる傾向にあることが示された。
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MR 画像における wavelet 変換を用いた画像圧縮の検討

HK1026　佐々木　祐希

　近年デジタル媒体を用いた画像診断が増えてきており、病院でのデータ容量の負担が増えている。

現在の圧縮法としては JPEG がよく使われるが、この方法ではブロックノイズ等のアーチファクトが発生する

という欠点や、圧縮率が良くても 50％程度と低く、8bit 程度が対象であるという欠点がある。そこで、本研

究では wavelet 変換を用いて MR 画像を圧縮した場合の特徴と利点を検証した。

　従来の圧縮法では、画像全体にのみ施していたため、高圧縮にするとブロックノイズ等のアーチファクトが

発生する。このため、診断に耐えうる画像を保持するには圧縮率に限界がある。一方、wavelet 変換は画像全

体だけでなく、局所局所に適用できる利点があるが、保守するデータ量を過度に減少させると原画像の画質を

保つのは難しいと考えられる。

　本研究では 0.2T の MRI 装置にて健常者１名の頭部を撮像した。撮像で得られた画像を原画像とし、原画像

に wavelet 変換を施した。はじめに、原画像とほぼ変わりがない最低限の保守すべきデータ量はどの程度なの

かを調べるために、保守するデータ量を 1％ごとに変化させ、RMSE（平均二乗誤差）を求めた。保守するデー

タ量が 1％、5%、20% の 3 枚を選定し、実験結果として表示した。次に、wavelet denoising のノイズ低減効

果を調べるために、wavelet 変換を施したものの他に、low pass filter を施した画像も作成し、両者を比較した。

結果として、wavelet 変換を行えば保守するデータ量が 1％でも再構成することができるが、保守する画像の

情報量が少なすぎるため診断に耐えうる画像ではなくなっていた。診断に耐えうる画像にするためには 20％
程度はデータを保守する必要があるという結果となった。また、wavelet denoising により低減されるノイズの

量は今回用いた low pass filter と同等であった。　ただし、両者のデータ量に圧倒的な差があるため、少ないデー

タ量である程度のノイズ低減ができる wavelet 変換は、電子媒体で保存することが多い MR 画像の圧縮につい

ては有用だと考えられる。

スポーツ傷害を主な受傷機転とした肩関節の画像所見と検査の実際

HK1027　長谷川　英央

　肩関節のスポーツ傷害に対する治療方針をたてる際には問診、診察（視診、触診）を行い、詳細な各種理学

所見を得た上で、画像所見だけに頼らない事が重要である。的確な病態診断のもと必要な画像検査の選択がさ

れ、検査の際には疑われる病変と求められる画像の詳細な撮像条件を理解しておく事が必要である。

　本研究では、臨床画像を用いてスポーツ傷害を主な受傷機転とした単純 X 線検査・CT 検査・MRI 検査にお

ける肩関節の画像所見の理解と有用性、さらに現在臨床で行われている検査の実際について単純 X 線検査を

取り上げ、実際のオーダーまでの流れの現状を知ることにより診療放射線技師も留意すべきであろう点につい

て検討した。まず有用性に関しては、現状では MRI が肩関節の疾患に最も有用であると考えられる。　

　肩の専門医によると問診、診察を行い理学所見等で疾患が絞れれば、単純 X 線検査における撮影方向は肩

関節正面（AP）の 1 方向だけで十分な例も多いという。しかし、肩関節疾患は整形外科の疾患の中で全体の 5
～ 6％程度（治療対象など含め）でありこれに伴い各施設で肩の専門医が少ないことから、実際には画像診断

にてなるべく多くの撮影方向がオーダーされる傾向にあるということも主張されている。このような背景のも

と、過去に脱臼の患者で軸位撮影を行い脱臼が悪化した例などがあることから、必要以上の検査で患者へ危害

を及ぼす可能性もあることが示唆される。また、医師間で特定の疾患に対する撮影法の必要性に意見の違いも

あり、それによっても行われる撮影方向の数の増減に影響すると考えられる。このように必要以上の検査で患

者へ危害を及ぼす可能性もある体位の撮影には診療放射線技師としても注意が必要であり、また必要な撮影で

も受傷の痛みが考えられる患者への検査に限界があるのは否めず、無理をさせた場合に症状の悪化の恐れ等が

考えられるため、負担をかけずできる範囲の撮影で許容する必要があると言える。これらは救急撮影などにも

関連するので、以上の点も留意しながら検査に臨む姿勢が重要であると考えられる。
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X 線 CT 線におけるタンパク質の CT 値

HK1028　穴沢　元太

　肝硬変とは慢性肝炎により肝細胞の壊死と再生が繰り返され、繊維成分が増殖し肝臓が固くなるまた肝小葉

構造が乱れる病態である。繊維成分の増殖を担っているのが肝星細胞と呼ばれるものである。肝星細胞は肝細

胞と内皮類洞細胞の間に位置し、通常時はビタミンAの貯蔵を行っている。しかしアルコールやウィルスなど

によって肝細胞が障害を受けた時、肝星細胞が活性化する。活性化することでⅠ型コラーゲン、Ⅲ型コラーゲン、

ヒアルロン酸、フィグロネクチンなどの細胞外マトリックスを過剰に産生する。この過剰に産生したコラーゲ

ンが繊維成分のもととなる。肝硬変の診断方法は、血液検査、肝生検、腹腔鏡、超音波、MRI、CT などで行

われている。CT の所見は方形葉（S4）の委縮、尾状葉、S2、S3 の腫大、肝臓表面の凹凸不整、肝実質の不均

一、腹水の有無などが挙げられる。そこで肝硬変は線維化が伴っているため、正常の肝臓に比べて組織の密度

に差があるため、CT 値でも評価ができるのではないかと考え、今回はコラーゲンの代用としてゼラチンを用

いて、実験を行った。濃度を0~0.40g/mLとなるようにゼラチンを水に加え、加熱して溶かした。作製した作製

したゼラチンを CT で撮影を行った。その際、UFOVをMとSSの両方で撮影を行った。その後、解析ソフトを

用いて CT 値を測定し、その平均値、標準偏差、変動係数を算出した。結果は CT 装置で撮影した時、アーチファ

クトが発生した。そこでよりアーチファクトの影響が少なかったのはUFOVをSSとしたときであった。またゼ

ラチンの濃度と CT 値は比例関係を示し、このことから線維化を伴う肝硬変と正常の肝臓を CT 値で評価する

ことにつながることが示唆された。

ボーラス皮膚間の空気層がビルドアップ効果に及ぼす影響の検討

HK1029　鈴木　詩乃

　がん治療は、手術、抗がん剤治療、放射線治療が三大治療として確立され、放射線治療は QOL（quality of life）
を維持するための治療法である。咽頭癌、喉頭癌などの頭頸部癌は QOL が保てるという観点から放射線治療

が多く行われており、その中でも腫瘍が表在近傍まで増大、浸潤しているものに対してはボーラスを体に置き

治療を行う。深部から皮膚表面近傍までの範囲を照射するにあたり、患者固定具であるシェルの上からボーラ

スを置く場合がある。その際、シェルと患者の皮膚表面の間に空気層が生じ、計画線量と腫瘍への投与線量と

の差が懸念される。そこで、本実験では空気層が存在する場合においても皮膚近傍の吸収線量が、治療計画さ

れた線量と差異がないかの検討を主軸として、ボーラスと皮膚表面に空気層が存在する場合においても、ビル

ドアップ効果が有効か検証を行った。

　水等価ファントム上に、発泡スチロール（空気等価物質）、シェル、ボーラスを①ボーラスのみ、②シェルとボー

ラス、 ③ 1 cm 厚の空気層、 ④ 3 cm 厚の空気層の 4 パターンで置いた際の PDD（percentage depth dose）曲線を

作成した。そして深さ 0.5 cm と 1.0 cm での、空気層が存在することによる表在近傍の線量の変化率を求めた。

また、上記と同じ ①〜④の 4 パターンの設置状態で CT 撮影をし、6 MV、照射野 10×10 cm2
、アイソセンタ

を 4 cm 深の条件で一門照射の治療計画された線量計算値と実測値との比較を行ったところ、上記 ①〜④の条

件ではピーク深が 0.4 cm となり、ファントム中の PDD 曲線はほぼ一致した。 ③空気層 1 cm と ④空気層 3 cm
とでは、どちらもボーラス内で一度ビルドアップが起こりファントムに入射してから再度ピークを形成した。

空気層中では ④の方が大きく減衰する結果となった。また、治療計画装置で算出した線量と実測値の差異は 0.5
〜 1 % 程度で最も大きいもので 1.5 % であった。このことからシェルの上にボーラスを置いて治療を行うこと

は十分に表在近傍の線量の増加につながるが、空気層が存在することによって表在近傍の線量はわずかに減少

したため空気層は小さい方が望ましいということが確認できた。
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磁性プルシアンブルーナノ粒子のセシウムイオン吸着除去能

HK1030　川添　優子

　2011 年に福島県で起きた原子力発電所の事故によって多くの放射性核種が環境中に放出された。その中で

も半減期が 30.2 年と長く放射能も高いセシウムが特に問題となった。高い性能を持ったセシウム吸着剤が広

範囲に研究されたが、現実的な回収方法がないため、原子力発電所の事故によって放出されたセシウムの除染

に使用することは出来なかった。そこで、磁石を用いて簡単に溶液から分離することができる磁性ナノ粒子

（MNP：magnetic nanoparticles）に、セシウム吸着容量が大きく、合成が容易であるプルシアンブルー（PB）をコー

ティングした磁性プルシアンブルーナノ粒子（PB-MNP）が開発された。

　報告されている PB-MNP の合成方法に従って合成を行ったところ、ネオジム磁石に吸い付く PB-MNP をう

まく作成することが出来なかった。そこで、本研究では報告されている PB-MNP の合成方法をもとに、容易

に磁石で回収できる PB-MNP の合成方法を検討することを目的とした。

　PB-MNP が磁石に吸い着かない原因として、MNP に PB をコーティングする段階に問題があると考えた。

まず、塩酸を加えpHを2.0まで下げるところを、pH3.0、2.5、1.8に変化させ、PB-MNPの合成を行ったが、磁石

に吸い着かなかった。また、フェロシアン化カリウム 50mLのモル濃度0.01mol/Lを0.0025、0.005、0.0075mol/L
に変化させ、PB-MNP の合成を行った。0.0025、0.005、0.0075mol/L の順で磁石に吸い着きやすくなったものの、

コーティングされている PB の量もこの順で減少した。

　フェロシアン化カリウムのモル濃度を下げることで、ネオジウム磁石での回収は容易になることがわかった。

しかし、モル濃度を下げすぎると、MNP をコーティングする PB の量が減ってしまうため、プルシアンブルー

の厚さ、磁石での回収時間を考慮し、この濃度を下げることが適当だと考えられる。作成した PB-MNP を用

いたセシウムイオンの吸着除去能に関する実験は今後の課題とした。

ポリマーゲル線量計における基礎特性の比較

HK1032　成田　裕樹

　近年、放射線治療分野において定位放射線治療や強度変調放射線治療などの高精度放射線治療が多くの施設

で実施されている。これらの治療方法では線量分布が複雑になり、高い線量検証精度を実現できる 3 次元的な

線量検証が必要不可欠である。

　本研究では、3 次元的な線量分布が直接測定可能なポリマーゲル線量計（以下ゲル線量計）に注目し、添加

物量（モノマー、脱酸素剤）の変化による感度特性や線量依存性の比較、および線量測定に有効なゲル線量計

の検討を行った。ゲル線量計とは、放射線照射によるモノマーのラジカル重合反応を利用した線量計であり、

連続的な 3 次元の線量分布を得られるほか、水等価物質として扱うことができる。一方、非可逆反応を用いて

いるため 1 度しか測定を行えず、温度依存性があるため維持管理に留意する必要がある。

　ゲル線量計には MAGAT（水：87 wt% 、モノマー：5 wt% 、脱酸素剤：2 mM 、ゲル化剤：8 wt%）を用いた。

感度特性を検証するために、モノマー、脱酸素剤の量を基準量からそれぞれ 0.5 倍、2 倍と変化させたゲル線

量計の作製を行った。作製後ゲル線量計に X 線照射を行い、MRI 装置で撮像した画像から SNR を求め、SNR
を用いて緩和速度（R2 値）を算出することで比較検討を行った。線量依存性の検証方法としては脱酸素剤の

量を基準量、ならびにその 2 倍とし、線量を変化させて照射を行うことで比較検討を行った。

　感度特性の検証では、照射室内の温度による影響により、モノマーの量を増加させても感度が高くなること

はなかった。一方、脱酸素剤の量を増加させると感度が高くなる結果となった。線量依存性の検証では、脱酸

素剤基準量、2 倍量ともに線量の増加に伴い感度が高くなる結果となった。またゲル線量計には特異的な線量

依存性はみられない結果となった。

　以上のことから、ゲル線量計の感度を高めるのに有効な添加物は脱酸素剤であり、特異的な線量依存性はな

いことが示唆された。さらに照射中も含め温度管理が重要であると考えられる。
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アミロイド β に着目したアルツハイマー病の新規造影剤の開発

HK1035　田頭　環輝

　現在のアルツハイマー病に対する臨床診断では、まず初めに医師による簡易な記憶スクリーニング検査を行

い、認知症だと思われる場合に、CT や MRI で脳の委縮ぐあいを見たり（形態診断）、SPECT や PET で血流の

低下を評価する（機能診断）。しかし、これらの方法では症状が出てからの診断であるので、早期診断が難し

い。アルツハイマー病の原因はまだ確立されていないが、一番有力なのがアミロイド β 仮説である。アミロイ

ド β はアルツハイマー病の症状が出る 10 年以上前に脳に蓄積がされているといわれている。他の仮説として

REST 仮説がある。これは、アミロイド β 仮説の前段階に着目した仮説であり、結果としてアミロイド β を含

む様々な因子によって引き起こされているという報告である。最近では、このアミロイド β に特異的に集まる

PIB を使い PET によりアミロイド β を描出する方法が確立された。

　PIB はアミロイド β と疎水的に結合する人工化合物である。そこで、人工化合物ではなく天然に存在する物

質でアミロイド β を描出できないかと考えた。その物質はコラーゲンである。コラーゲンは人体にもたくさん

ある天然化合物であり、アミロイド β とは水素結合すると予測される。

　本研究では、このコラーゲンを使い、アミロイド β に特異的に集積すると予測される CT の新規造影剤を開

発するのが目的である。コラーゲンのラベル化には、ヨウ素が結合したチロシン（I-Tyr）、SuOH、HOBT、コラー

ゲンを使い、コラーゲンに I-Tyr をラベルした。分離には遠心 Filter と遠心機を用いることで、I-Tyr でラベル

されたコラーゲンとコラーゲンに結合していない I-Tyr、SuOH、HOBT を分離した。UV/Vis 吸光法にて生成物、

I-Tyr、コラーゲンの吸収スペクトルを測定し、吸収スペクトルを比較した。UV/Vis 吸収スペクトルの測定結

果から I-Tyr でラベルされたコラーゲンを得ることができたと考えられる。実際にアミロイド β を使用し、今

回作製した新規造影剤と結合するのか評価することは今後の課題とした。

管電圧変化による NEQ と視覚評価の関係

HK1036　峰岸　知範

　近年、画像のディジタル化が普及し、コンピュータを用いた画質の物理評価法も考案された。画質に影響を

及ぼす因子は、コントラスト、粒状度、鮮鋭度の 3 つが主であり、様々な物理評価法がある。しかし、これら

の因子を別々に評価したとき、結局その画像の画質が総合的に良いのか悪いのかを判断することは困難である。

そこで、この 3 つの因子すべてを考慮した総合的物理評価尺度として NEQ（Noise efficiency quantum）が考案

された。それにもかかわらず、医療画像に対して NEQ はあまり実用されていない。その原因として物理評価

と視覚評価は一致しないからであるといわれている。本研究では、胸部単純撮影条件で撮影した画像の物理評

価と視覚評価を行い、比較した際に両者の関係にどのような因子が影響するのかを検討する。

　NEQ は、コントラストを表す G （Gradient）、粒状度を表す WS （Wiener spectrum）、鮮鋭度を表す MTF 
（Modulation transfer function）をそれぞれ測定して公式に代入することにより算出できる。NEQ の値が大きい

ほど総合的に良好な画質といえる。撮影条件は管電圧を変化させ、管電流と撮影時間は一定とする。また、実

際に医療現場で見られる画像に近づけるため、物理評価用画像、視覚評価用画像すべてに胸部画像に対応し

た自動濃度補正（EDR:Exposure data recognizer）を施す。しかし、NEQ は EDR などの補正を考慮しないため、

EDR 処理を行った NEQ を本研究では NEQDP（NEQ with digital process）と定義する。視覚評価は CD-RAD ファ

ントムを使用し、CD ダイアグラム（Contrast detail diagram）を作成して学生 19 人に対し評価を行った。

　結果として、高電圧、低周波数であるほど NEQDP は高くなった。CD ダイアグラムは高電圧ほど良い結果

となったが、120 kV と 100 kV の結果は周波数に関わらずほぼ一致した。この原因として、NEQ は 3 因子を別々

に測定して算出するが、人間の目で評価する際は 3 因子が互いに影響したことが考えられる。本研究の MTF
は管電圧に関わらず一致したが、CD ダイアグラムでは 60 kV、80 kV の鮮鋭性が悪化している。これは低電

圧ほど悪化する粒状性が鮮鋭性に間接的に影響を与えた結果であると考えられる。
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病室撮影におけるカセッテカバーの検討

HK1037　大塚　駿

　ポータブル装置を用いて病室撮影を行う際には、通常グリットを使用し、カセッテをグリットカバーで覆っ

たものを患者の背部に挿入する必要がある。病室撮影に用いられるカセッテはこのグリッドは、患者と接する

平面の部分は、柔らかい素材で出来ているものもあるが、一般に角や縁は硬く作られている。そのためカセッ

テを挿入する際に患者がしばしば身体的苦痛を感じることが多いが、それを緩和する対策はあまりなされてこ

なかった。

　本研究では、苦痛を緩和する緩衝マットを用いたカセッテカバーを作製することを目的とした。その素材の

候補として 2 つ硬さの違うウレタン製のスポンジと 1 つのポリエチレン製のマットを用いた場合の MTF、コ

ントラストの比較、見掛けの密度、反発力の物理的評価を行った。

　MTF は、3 つの素材と素地を比較した。素材による差は見られず、素材の厚さによる幾何学的なボケがよ

り大きい因子であることが分かった。そのため、できるだけ厚さの薄い素材で幅広い圧力に対応できるものが

良いと考え、反発力の測定と VAS 法によるアンケート調査の結果からゴム製の素材を緩衝マットとして用い

ることし、カセッテカバーを作製した。

　作製したカセッテカバーを用いて胸部ファントム画像を撮影し、視覚的に評価した。素材の評価と同じよう

に VAS 法による痛みのアンケート調査を学生男女各 10 名に行った。視覚評価の結果は、カセッテカバーを使

用した場合と使用していない場合の有意な差は見られなかった。痛みのアンケート調査では、大半の学生が半

分以下の痛みになったと回答した。

　結論として、カセッテカバーを用いることで画像に劣化はほとんど無く、Patient care として有用性がある。

また、ポジティブな面として痛みの緩和だけでなく、冷たさの軽減や落下などによるカセッテ本体の故障も防

ぐことができるため、臨床現場でも有用性があると考えられる。

画像処理における胸部画像での視覚評価と物理評価の検討

HK1039　茂串　尚希

　MTF、WS が画質評価の物理量としてよく用いられ、これらの物理評価の測定法は確立されている。測定法

が確立し、これらの測定結果の相互比較などが行われ、異なった施設で測定された結果が比較的良く一致する

ことなどが報告されている。一般撮影のデジタル化に伴い、様々な画像処理を行うと特に胸部撮影の場合、画

像処理をすることにより病変の検出能が向上する。一方 X 線画像の最終評価は、読影医によって行われるこ

とから、これらの物理特性の測定結果が視覚評価とどう対応するかという問題が起きてきた。しかし、デジタ

ル系の物理評価が視覚評価、あるいは臨床における病変の診断能とどのように関係しているのかはほとんど研

究されていない。本研究では、胸部ファントムに模擬腫瘤を貼り、撮影した画像に階調処理、マルチ周波数処

理、マルチダイナミックレンジ圧縮処理をした。フィルム出力した画像の視覚評価を行い、その画像条件と同

条件となる様にアクリル板の厚さを求め、撮影した画像に視覚評価と同条件となる画像処理をした。フィルム

出力し、マイクロデンシトメータで CTF、WS 測定し検討した。

　今回の結果から、粒状度が悪いほうが視覚評価が高い傾向にあり、コントラストを変化させることにより、

重複している部位の評価が可能であった。このことから画像を観察する際に、ある程度のざらつきが必要であ

り、一つずつでは見えない微細なものでも、重複することによってコントラストを得て、視認できるようになっ

たと考えられる。よって、WS の数値に変化があると視覚評価が影響する。また、重複効果により、一つずつ

では見えない微細なものでも、重複することによりコントラストを得て、観察できることもあり、今回の視覚

評価の結果は、その効果により観察できるようになった。
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乳腺超音波検査における視野拡大表示について

HK1040　岩渕　真耶

背景：我々は、乳がん検診超音波システムをはじめ、超音波検査による乳がん検診受診率向上について検討し

ているが、超音波検査は視野の狭さが弱点として挙げられる。これに対し、画像を合成し視野を拡大表示する

ことで乳頭からの距離など位置情報が分かりやすくなり、術者の技術をサポートすることができるのではない

かと考えた。

目的：複数の画像を合成するプログラムを MATLAB で作成し B モード画像で合成を行い、その有用性と問題

点について検討する。

実験方法：MATLAB を用いて、それぞれの B モード画像の左上端の座標に角度や位置情報を入力することで

複数の画像を任意の位置で合成することができるプログラムを作成する。角度測定器を用いて乳房撮影時のプ

ローブの角度記録し、合成時にどの程度正確性があるか調べる。次に、撮影条件が合成に及ぼす影響を調べる

ため、強圧迫と軽圧迫、呼気と吸気で撮影した画像をそれぞれ合成し、最も良い条件を比較、検討する。

結果及び考察：角度の測定において、精密さに欠けていたことが画像合成に影響していたため、角度測定器の

プローブ固定部や回転部など、構成に改良を加えることでさらに精度向上が図れると思われる。撮影条件を

変えた合成実験では、軽圧迫で撮影した画像は Nipple 下の輝度が低く合成でより黒くぼやけてしまったため、

圧迫はある程度必要であると考えられる。また呼気と吸気で撮影した画像の合成では、ほとんどの合成におい

て、画像の境界で組織が繋がらなかったため、合成する際にはよりプローブとの密着ができる吸気（強圧迫状

態）での撮影で統一するものとした。

結論：MATLAB を用いて、大視野画像を作成することができた。画像の合成にあたり、圧迫や呼吸の影響な

ど問題点を探ることはできたが、同一な断面となるように 2 枚の画像を撮影することが最大の問題であった。

角度を正確に測定する装置や、乳房を固定できる器具を開発、使用することでより精度の高い合成が行えるも

のと思われる。

Ai を用いた脊椎圧迫骨折の危険性についての検討

HK1041　飯塚　椋子

　高齢社会である日本において骨粗鬆症患者の増加が懸念される。骨粗鬆症により骨折を生じ、患者の QOL
の低下を招く。また、平成24年に可決・成立した死因究明二法では Ai の活用が明記されている。Ai はご遺体

に CT や MRI などの画像診断機器を用いて死因を究明するためのシステムである。そこで本研究では脊椎圧

迫骨折に着目し、全身 CT 画像を用いて圧迫骨折の性別や年齢による違い、骨折好発脊椎部位の特定より、骨

粗鬆症性圧迫骨折の危険性の喚起と QOL の向上支援に寄与することを目指す。

　神奈川歯科大学死因究明センターにて研究用検体としてご遺族承認を得た男性14名、女性17名の31症例に対

して全身 CT 像を OsiriX を用いて圧迫骨折を生じているものを抽出し、検討を行った。圧迫骨折のある症例と

ない症例はほぼ同数であった。男女別では女性の方が圧迫骨折のある症例が多いが、年齢別では圧迫骨折のあ

る症例とのない症例の平均年齢にほとんど差がなかった。各症例での圧迫骨折数は男性が 1 か所の圧迫骨折が

多いのに対し、女性は複数か所で圧迫骨折があることが多いことがわかった。圧迫骨折を生じる部位は胸椎と

腰椎であり、頸椎では見られなかった。特に Th12、L2 での圧迫骨折が多かった。男性は Th12 が多いのに対し、

女性は Th12 と L2 での圧迫骨折が多かった。

　以上のことから、圧迫骨折に年齢の違いはあまり影響を与えていなかったが、性別の違いが圧迫骨折に影響

を及ぼしていると考えられた。女性は閉経によるエストロゲン欠乏が骨粗鬆症を誘発し、その結果圧迫骨折を

生じさせると考えられる。これを裏づける結果として、各症例における圧迫骨折数も女性は複数か所での圧迫

骨折を生じていたことでも証明される。部位としては胸椎と腰椎で生じやすく、特に Th12 と L2 が圧迫骨折

の好発部位であり、部位にも男女差が生じていた。

　圧迫骨折を生じるリスクは男性より女性の危険性が高い。胸椎下部から腰椎上部かけては特に危険性が高い。

これらの点に注意して高齢者の QOL の向上支援につとめる必要があると示唆された。
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AiX 線 CT 画像を用いた腰椎低密度分布領域の解析

HK1042　村松　優香

　現在日本では高齢化に伴い骨粗鬆症患者が増えてきている。骨粗鬆症は骨折を伴うことが多く、これによる

QOL の低下は社会的に重要な課題とされている。骨は皮質骨と海綿骨で構成され、表面積にすると海綿骨は

皮質骨の約 8 倍大きく、骨代謝がより活発である。そのため骨の変化は海綿骨で顕著に現れる。

　骨粗鬆症の診断に DXA による BMD 値の測定が一般的となっている。BMD とは Bone Mineral Density の略

語で単位面積当たりの骨量のことである。DXA は海綿骨と皮質骨を合わせた単位面積当たりの密度を測定す

るため、骨の変化が顕著に表れる海綿骨のみを選択的に測定することが困難である。

　そこで今回は、海綿骨のみを選択に測定できる AiX 線 CT 像を用い、QOL の低下を少しでも防ぐために腰

椎の海綿骨低骨密度領域の分布について検討した。

　まず CT 値から BMD 値に変換するための検量線を作成した。そして、腰椎椎体の海綿骨に 9 個の ROI を取

り検量線を用いて CT 値から BMD 値を算出し分布を検討した。次に椎体全体と各 ROI の差分を取り、最も差

の少なかった ROI 番号を各症例ごとにカウントし、椎体全体と各 ROI の関係性について検討した。

　結果より、各領域ごと、椎体全体の BMD 値共に男性よりも女性の方が BMD 値が低く、男女とも前方領域

の骨密度が低いことがわかった。このことから男性よりも女性の方が BMD 値低下による骨粗鬆症からの骨折

が起こりやすく、QOL の低下が顕著に現れる。さらに、前方領域からの骨折が生じやすく、骨密度の定期的

な測定を行うことで、早期骨粗鬆症の発見につながり、QOL の低下を防ぐことにつながるといえる。

　椎体全体と各 ROI の関係性の結果から腰椎全体で測定した場合は後方領域の BMD 値の影響が大きいことが

わかった。腰椎海綿骨骨密度の低下が起こりやすい前方領域を見落とし、それにより、骨粗鬆症を見落として

しまう可能性がある。そのため、従来の方法に低密度領域である腰椎前方の BMD 測定を加えることで、骨粗

鬆症による骨折から生じる QOL の低下を予防することが出来る可能性がある。

ホウ素中性子捕捉療法に効果的なホウ素内封リポソームの開発

HK1044　関根　弘峻

　BNCT はがん細胞にホウ素を集積させ熱中性子線を照射することでがん細胞を選択的に破壊することが出来

る。現在、この BNCT のためのホウ素薬剤には、Boronic phenylalanine（BPA）やホウ素クラスター（B12H12）
が用いられており、これらががん細胞まで到達して、核反応を起こす。がん細胞に薬剤を送達する有効な方法

の１つに、リポソームを利用したものがある。BNCT は比較的副作用の小さい方法として知られているが、が

ん細胞に高濃度のホウ素を集積させることが課題である。そこで本研究ではがん細胞までホウ素を高濃度に送

達するためのリポソームを開発することを目的とする。また安定なリポソームの膜の作製法を検討する。ホ

ウ素濃度の測定方法として、ホウ素薬剤である BPA と反応することで蛍光を示すクロモトロープ酸を用いて

蛍光強度を測り間接的にホウ素濃度を求める方法をとった。まず初めにクロモトロープ酸は BPA と反応する

ことで蛍光を発するか調べ、次に BPA の濃度依存性があるか調べ、各ホウ素濃度における蛍光特性を調べた。

ここで得られた検量線を用いて最終的に測定した蛍光強度からホウ素濃度を間接的に求めた。そしてリン脂質

である DPPC, DOPC とリポソーム膜を安定化させる Cholesterol を有機溶媒である Chloroform に溶かし減圧乾

燥させて薄膜を形成した。この後、BPA と PBS を注入し Sonication することで BPA 内封リポソームを作製した。

さらに作製した懸濁液を光学顕微鏡で観察したところ、サイズにばらつきはあるが、安定した BPA 内封リポ

ソームを確認できた。次にリポソーム膜外に存在する BPA を、遠心分離機と Filter Unit を用いてリポソーム

と分離した。さらに、分離されたリポソーム膜外に存在する BPA の蛍光強度を測定した。得られた蛍光強度

の値を検量線に挿入し、ホウ素濃度を間接的に求めた。結果は PBS で薄めていくほどホウ素濃度は減少して

いった。本研究では、クロモトロープ酸は BPA と反応することで蛍光を示し、BPA の濃度依存性があり、ま

た Filter Unit を用いることでリポソーム膜外に存在する BPA を除去でき、BPA を内封したリポソームのみを

がん細胞まで送ることができる可能性を示した。
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AiX 線 CT 画像を用いた腰椎低密度分布領域の解析

HK1046　森　 有 沙

　現在、骨粗鬆症の診断には DXA が一般的に用いられている。しかし、DXA は皮質骨と海綿骨を合わせた

骨密度を測定するため、骨密度の低下が現れやすい海綿骨のみを選択的に測定することが困難である。したがっ

て今回はこの問題点に着目し、海面骨のみを選択的に測定することができる AiX 線 CT 像を用いて、骨折の好

発部位である第１腰椎の海面骨低密度領域分布を測定した。そして、この海面骨低密度領域分布が、腰椎全体

の BMD 値に与える影響を検討し、BMD 測定の問題点を検討した。

　実験方法として、AiX 線 CT 像の第１腰椎水平断像に 9 つの ROI をとった。そしてあらかじめ作成した検量

線を用いて、それぞれの ROI の CT 値を BMD 値に変換した。次に腰椎全体に ROI をとって、検量線を用いて

CT 値を BMD 値に変換した。そして、9 つの ROI をとった場合と腰椎全体で ROI をとった場合の差分をとり、

差の小さい ROI 番号を各症例においてカウントした。

　測定した結果、男性よりも女性の方が BMD 値が低いことがわかった。これは、閉経に伴うエストロゲンの

低下の影響であると考えられる。したがって、閉経前からカルシウムを積極的に取るなどの骨密度低下対策に

加え、閉経後の女性は特に骨粗鬆症に注意する必要があることが示唆され、定期的に骨粗鬆症の測定を行う

必要があると考えた。また、低密度領域分布に関しては、男女ともに前方領域の骨密度が低くなった。つま

り、男女とも前方領域が最も骨密度低下に伴う骨折が起こりやすいと考えられる。しかし、椎体全体での測定

方法では後方領域の影響が高く、前方領域の骨密度が反映されにくい。そのため、腰椎前方領域の骨密度の低

下を見落としてしまう可能性がある。したがって、椎体海綿骨前方領域の BMD 測定を加えることで、患者の

BMD 低下の状態をより把握できる可能性があると考えられた。また、骨の皮質骨と海綿骨の割合は部位によっ

て大きく異なるため、これらの分離測定が困難な場合、測定部位にも注意しなければならないと考えられた。

ポケット型磁場警報器の性能評価と有用性について

HK1047　山原　誉大

　MRI 検査ではいくつかの禁忌が存在し、主たるものとして磁性体金属の検査室内持ち込み禁止が知られて

いる。特に心臓ペースメーカーや人工内耳（implant）などを装着している人は検査が受けられない。また、磁

力で装着する義眼やエレキバンを貼っている人など、磁力を発する物を身につけている人も検査ができない。

今回、磁束密度を発生するものを検出することが可能なポケット型磁場警報器（以下、検出器）を用いて、そ

の性能評価と日常の臨床現場で使用可能であるかの有用性について検討を行った。方法は、検出器と磁石を

用いて、方向特性と感度特性について検討した。方向特性は磁石を一定の位置とし、検出器の正面方向を 0°
として、0° から ±90° 測定した。感度特性では水で満たされた水槽の外側に検出器を密着させて配置し、磁石

を水槽の内側から検出器に近づけた状態を 0cm として、そこから 1cm 間隔で移動させて 15cm まで測定した。

その結果、方向特性は磁石の正面である 0° の位置が最大値を示し、それぞれ +90°、-90° に近づくにつれて値

は小さくなっていった。感度特性では、距離が離れるにつれて指数関数的に値が減少することがわかった。以

上の結果より、日常の臨床現場で用いるには、患者のポケットなど磁束密度を発生するものを入れている可能

性のある場所を推測し、その正面から出来るだけ患者に触れるほど近づかないと磁性体の付帯情報は検出する

ことが出来なかったが、検査着に着替えた後の測定であれば十分に活用することができた。
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乳腺エコーにおけるプローブの圧迫による画質の検討

HK1050　冨士井　佳

背景：日本の乳がん検診受診者は30%程度で欧米の80%を大きく下回っている。エコー検査において、受診率

が上がる時に問題となるのが検査を行う術者の技術に差が生じてしまうことである。これを補うために我々は

全自動の新たな乳がん超音波検査装置の開発を目指しているが、画質が十分ではない。

目的：新たな術者の技術によらない乳がん超音波検査システムを開発するにあたり、さらに良い画質を得られ

るように今までの研究でわかっているプローブでの圧迫による画質が改善する理由について実験を行い、理論

的に理由を考察する。

方法：画質改善の理由として考えられる要因はプローブでの圧迫によって、1. 脂肪の厚さが減少することによ

る減衰の低下、2. 前方境界線の形状が変化したことによる反射の増強の二つが考えられる。この二つについて

実験を行った。20 代の 3 人の被験者に対し非圧迫、軽い圧迫、強い圧迫の 3 パターンについて乳腺エコー像

を撮影し、脂肪の厚さの変化を測定して脂肪の厚さの減少による輝度の増加率を算出し、ImageJ を用いて画

素値から輝度の増加率を算出したものと比較した。また輝度向上の参考として乳腺内のプロファイルを測定し

た。前方境界線の形状変化については、画像を比較した。

結果および考察：プローブでの圧迫によって、脂肪の厚さは被験者 3 人とも減少していた。脂肪の厚さから算

出した輝度の増加率は、ImageJ を用いて乳腺内の輝度を測定したものとほぼ等しかった。また、前方境界線

の形状変化はみられなかった。

結論：圧迫による画質の向上は、前方境界線の変形の影響は少なく、脂肪の厚さの減少による減衰の向上が主

要因であるとわかった。 
今後の課題：実験を行っていく中で画質改善の理由の一つにクーパー靭帯の屈折の影響が考えられたので、こ

れについても検討する。

乳房撮影における Al フィルタの効果

HK1051　薄井　春香

　日本においては年々乳がんの罹患率が上昇しており、早期発見を目的としたマンモグラフィ検診が普及しつ

つある。厚生労働省は40歳以上の女性は 2 年に 1 回のマンモグラフィによる検診を受けるよう推奨している。

乳がんの10年生存率は進行度に左右されるため、早期に発見できれば高い治療効果が望める。そのため乳腺画

像の画質を管理することが最も重要なことであり、更に被ばく低減にも配慮することも同時に求められる。

　研究では、本学のデジタルマンモグラフィ装置 Amulet に対し、異なる厚さのアルミニウム（以下 Al）フィ

ルタを加えることによってその画質の検討を行った。ターゲット・フィルタとして Mo/Mo、Mo/Rh、W/Rh を

選択し、付加する Al 厚を 0 ～ 0.2mm まで 0.05mm ずつ変化させた。それぞれの条件における物理的評価、視

覚的評価および表面線量の測定を行った。物理的評価として、MTF、CNR、コントラストの測定を行い、視

覚評価として CD-MAM を用いた評価、ACR 認定ファントムによる評価を行った。

　Al厚が増加するに従ってターゲット /フィルタに関わらずCNRは低下した。MTFは大きな差は見られなかっ

た。視覚評価においては、CD-MAMの評価ではアルミニウム厚が増加するにしたがって描出率はやや低下した。

ACR ファントムを用いた評価では Al 厚による顕著な差は見られなかったが、用いるターゲット / フィルタが

異なると、繊維陰影の描出率に差が生じた。

　線量測定においては Al が厚くなるに従って、ターゲット / フィルタの組合せにかかわらず、線量の減少が

見られた。特に Mo/Mo を使用した際に最も減弱率が大きく、W/Rh では減弱率が小さかった。従って、薄い

Al 厚のフィルタを使用することによって画質に大きな影響を与えることなく被曝低減が可能になる。
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DBT を用いた障害陰影中の腫瘤描出能の検証

HK1053　梅下　佳織

　近年、乳癌の罹患率は上昇傾向にあり、今後も更なる増加が予想される。乳癌は早期発見が重要であり、早

期発見に有効とされているマンモグラフィ（Mammography：MMG）による検診が推奨されている。マンモグ

ラフィでは、乳房を圧迫し撮影を行う。圧迫をすることにより、①コントラストの向上、②組織の重なりの分

離、③被曝の低減などを実現することができる。しかし、従来の撮影（以下 2D-MMG）のように乳房を圧迫

するだけでは組織の重なりを完全に除去することは困難で、腫瘤や石灰化などの病変を発見する際に問題とな

る。そこで近年、組織の重なりを分離して描出するのに優れる、ディジタルブレストトモシンセシス（Digital 
Breast Tomosynthesis：DBT）が登場し、注目を浴びている。

　本研究では、腫瘤と障害構造物とが重なったとき、DBT を用いることで腫瘤描出能が向上するとされる点を、

CNR やノイズの標準偏差を測定することにより検証する。また、DBT を行うことにより生じる歪みについて

丸み度を測定することにより調べる。

　現在、DBT に対応したファントムがないため、模擬腫瘤として直径 10mm の球状にしたタフウォーターファ

ントム、模擬乳房組織としてアクリル板、障害構造物として表面に凹凸のあるアクリル板を使用し、層状の複

数のファントムを作製した。各層の位置を組み替えることで DBT の評価を可能にした。

　2D-MMG と DBT の丸み度を比較することで、DBT により画像に歪みは生じなかったとわかった。DBT で

は模擬腫瘤と障害構造物の距離は離れるほど CNR の値は良くなるが、2D-MMG より劣る結果になった。また、

2D-MMG と比較してノイズが低下することを確認できた。

　これらのことから、DBT は病変の鑑別に有用であること、DBT の腫瘤描出能は CNR の向上ではなく、ノ

イズの低下が大きく寄与していることがわかった。

PET-CT による頭蓋ファントムを用いた SUV 値の考察

HK1054　今井　龍希

　PET-CT による X 線 CT（以下、CT）の役割は、減弱補正と融合画像を行うための transmission data を CT 画

像から作成することである。PET と CT は装置の性能や分解能などが異なるため、減弱補正用の CT 条件は

PET の収集条件に基づいた設定で行う。そのため、減弱補正用の CT 条件を決定する上で注意しなければなら

ない因子は、補正誤差が生じないような条件を設定することである。この様な背景を基に、本研究は Hoffman 
3D Brain Phantom（以下、3D-Phantom）を用いて、ヒトの頭蓋骨が RI 集積に与える影響について考察した。

方法は 3D-Phantom への着脱が簡便なヒト頭蓋骨模擬ファントム（以下、SP：skull phantom）を作成し、この

SP によるデータから、頭蓋骨部分が脳の RI 集積に与える影響を SUV 値による算出結果にて評価した。また、

SP の形状を円形（4/4）のみでなく、1/4 円形、2/4 円形、3/4 円形といった不規則な骨形状にて PET-CT 収集を

行い、頭蓋ファントムの SUV を測定した。その結果、SP の SUV 値と不規則な頭蓋骨形状との関係は、頭蓋

形状が 1/4 より 4/4 になるにつれて SUV 値が上昇して過補正を認めた。また、横断面の方向特性についても

同様な結果が得られた。次に SP を着脱させた SP の有無では、SUV 値に 3％の差しか認められないため、開

頭手術前後での脳の SUV 値への影響は少ないものであることを示した。
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ディジタルマンモグラフィの撮影条件の検討

HK1055　伊藤　琴音

　厚生労働省は40歳以上の女性に乳がん検診を推奨しており、多くの医療施設でデジタルマンモグラフィが用

いられている。乳房は線源弱係数の差が少なく、良好なコントラスト、鮮鋭度で描出するのは難しいが、デジ

タルマンモグラフィは濃度分解能が優れているだけでなく、乳房の特性に合わせた画像処理ができる。この

ような利点に対し、増感紙 / フィルム法と比較して撮影線量が増加しているという課題もあり、被ばく線量や

画質を左右する撮影条件の検討が重要である。そこで、本研究では平均乳腺線量（以下 AGD）を一定にして、

被写体厚に応じたターゲット / フィルタで得られた画質について比較・検討を行うことを目的とした。

　実験項目として MTF、CNR による物理評価、CD-MAM ファントムによる視覚評価を行った。MTF につい

ては、全ての厚さで Mo/Mo と Mo/Rh の MTF はほぼ同等であるのに対して、W/Rh の MTF は厚くなるにつれ

低下した。これは散乱線の影響で鮮鋭度が失われたことに加え、W/Rh のコントラストが失われやすいことが

原因であると考えられる。CNR では最も W/Rh が高く、被写体厚が増加しても W/Rh の CNR はあまり変化が

ないが、Mo/Rh、Mo/Mo の CNR は PMMA が厚くなるに従って低下した。ここでは AGD を一定にしているの

で、W/Rh は mAs が多く実効電圧が高いので受光部への到達線量が多い。それが CNR に反映されていると考

えられる。従って被写体厚に応じて W/Rh を使用すれば、CNR が改善することが分かる。

　CD-MAM ファントムによる視覚評価では Mo/Rh、Mo/Mo に比べ W/Rh がやや優れていた。W/Rh を用いる

と MTF は低下するが、到達線量が多いため粒状は良くなり画質は改善されたと考えられる。

　これら 3 項目の撮影条件の検討を行ったところ、ターゲット / フィルタによる画質特性は評価項目により結

果が異なった。また、被写体厚に応じてターゲット / フィルタを適用することが重要である。

Dual energy CTによる金属アーチファクトの低減効果について

HK1058　藤井　めぐみ

　良質なX 線CT画像の阻害因子として金属アーチファクトがある。金属アーチファクトの低減方法としては、

Dual Energy Computed Tomography（以下、DECT） を用いて仮想単色画像を作成する方法がある。

　本研究は DECT を用いて、金属アーチファクト低減効果とそれに伴うノイズ変化の検討を行った。方法は、

金属アーチファクト低減評価用物質であるチタン製のファントムとノイズ変化評価用物質のアクリル樹脂を

接着させた金属アーチファクトの検証用ファントムを作成した。なお、両者のファントム径は 5mmφ である。

この 2 つを水ファントム内に固定してスキャンを施した。得られた画像データから、40keV から190keV によ

る仮想単色画像を作成した。また、チタン製ファントムを中心に対し360度方向に180本の Line profile curve を

設定し、そのLine profile curveよりFWHMを求めた。さらに、アクリル中心のスライスデータを用いて Contrast 
Noise Ratio（以下、CNR）を求めた。その結果、Line profile curve は高光子エネルギーに向かうほど線質硬化

によるアンダーシュート現象が小さくなった。また、FWHM も高光子エネルギーになるほど実際となるチタ

ンの直径である 5mmφ に近く、190keV では 6.2mm となった。CNR は 40keV から 90keV にかけて徐々に上昇

して 90keV で最大値となり、その後一定の下降傾向になることを確認できた。なお、DECT を用いた高光子エ

ネルギーの仮想単色画像変化が増すほど金属アーチファクトの低減効果は大きくなることを示した。しかし、

画像としては CNR が 90keV 以降で下降傾向にあったことから、高光子エネルギー画像ではノイズが目立つ画

像になってしまうことも懸念されるところである。以上より、任意の光子エネルギーの選択により金属アーチ

ファクトの低減効果や画質に差が生じることが明らかとなった。このため、臨床適応の際には被検者の体格や

診断目的とする物質により至適撮影条件を選択する必要性を認めた。
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Bolus Tracking 法を用いた X 線 CT 造影検査における造影不良の原因

HK1060　京谷　亜紗美

　X 線 CT 造影検査では、コントラストを付けて臓器を観察し易くするために、造影剤が使用される。造影効

果向上の手法に Bolus Tracking 法がある。しかし、Bolus Tracking 法を用いて検査したにも関わらず、造影不良

となる事例が見られることがあるため、造影不良となる原因には何が考えられるのか検討した。

　臨床データ 200 症例から本スキャン開始時間と心拍数を調査し相関の有無を検討した。結果、相関係数は

-0.284 であり、無相関の検定で相関係数は有意であるとされた。これより、本スキャン開始時間と心拍数の間

に相関があると判定された。また模擬循環ファントムを用い造影不良が生じるかの実験を行った。実験では、

心機能の変化は模擬血流速度の変化で代用した。撮影部位は胸部循環器系を仮定して、スキャン部分に位置す

る模擬心臓と下行大動脈を自作し、模擬血管を介して胸部循環器系と流速発生装置を接続した。

　Bolus Tracking 法を用いて実験を行った結果、造影不良は生じなかった。また本スキャン開始時間は模擬血

流速度が速い順に 13.5、18.7、26.4、46.4、62.1sec と変化した。模擬血流速度と本スキャン開始時間に比例関

係が見られた。実験で造影不良が見られなかった理由として、模擬ファントムに拍動がなく設定した ROI が
外れることがなかったことが考えられる。もう一つの理由として、マルチスライス CT の検出器多列化に伴う

スキャン速度の高速化で、造影剤の通過より速く本スキャンが行われる例があるからだと考えられる。

　検査前に血流速度を把握することが出来れば、正確な本スキャン開始時間を推測出来る可能性があるが、血

流速度の把握は困難である。よって相関は低いが、心拍数を用いて本スキャン開始時間を推測することで、造

影剤の通過を本スキャンで確実に捉える確率が上昇するのではないかと考えられる。

二次元デジタルＸ線センサーと IP を利用した二次元線量分布測定

HK1063　福島　幹人

　本研究では、CCD を利用した二次元デジタル X 線センサー（以下センサー）を高線量での二次元線量計と

して使用するために、IP を付加することで線量測定上限の向上を検討した。電離箱と IP を付加したセンサー

を使用して、センサーの線量依存性の測定を行った。このとき、CT 装置のガントリ中心でセンサーの上に鉛

フィルタと IP を付加して撮影し、mAs 値を変化させたときの画素値を測定した。同じ位置での線量を電離箱

でも測定し、センサーの画素値から線量への換算式を求めた。これを用いてCT装置の X 方向（人体の左右方向）

の線量分布を測定した。フィルタは L、S、dosered の三つで行い、mAs 値は L、S フィルタで 30mAs、dosered フィ

ルタで 80mAs とした。センサーの位置分解能の変化を測定するため、X 線ビーム幅 1mm での画像を、IP を

付加した時と付加しない時それぞれで取得した。CT 装置の公称スライス厚を 0.5mm×4 から 5.0mm×4 に変化

させた画像を撮影し、それぞれの出力分布を測定した。線量依存性の測定結果は L、S フィルタでは約 25mGy
まで画素値と線量の直線性が保たれ、それ以上の線量では画素値が飽和する点が見られた。一方、dosered フィ

ルタではL、Sフィルタと線量依存性が異なった。X方向の出力分布測定の結果は、doseredフィルタではセンサー

と電離箱の測定結果がほぼ一致したが、L フィルタでは中心以外での結果に違いが生じた。1mm 幅の X 線ビー

ムに対する線量分布の半値幅は、IP を付加した時と付加しない時でともに 2.2mm で変化せず、IP 付加により

センサーの分解能は劣化しないことがわかった。CT 装置のスライス厚測定では、半値幅は公称スライス厚が

薄いときは公称スライス厚より厚く、公称スライス厚が厚くなるに従い公称スライス厚に近づいた。IP を付

加することで、L、S フィルタでは約 25mGy まで測定が可能となり、IP を付加しない場合の約 3 倍に線量測

定上限が向上した。L、S フィルタと dosered フィルタとで線量依存性が異なっていた原因としては、dosered フィ

ルタはフィルタ厚が厚く、他のフィルタと比較して線質が硬化しているためである。IP を付加してセンサー

の位置分解能が劣化しなかったのは、IP の有効原子番号が大きく、散乱より光電吸収が大きいことが原因で

あると考えられる。CT 装置の X 方向の線量分布において、L フィルタでセンサーと電離箱の測定結果が中心

以外で異なったのは、フィルタによる線質硬化の影響である。
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ウェーブレット変換を用いたリンギングアーチファクト低減の有用性の検討
HK1064　松永　瑞季

　MRI はデータ収集に時間的な制限があるため、信号収集を途中で打ち切らなければならない。信号収集を

途中で打ち切ることで高周波数成分の情報が十分に得られない。この結果、画像上の信号強度変化が急な部分

において縞状のアーチファクトが現れる。このアーチファクトをリンギングアーチファクトという。このアー

チファクトを低減する方法として、撮像条件を変える方法や周波数空間上にフィルタをかける方法などがある。

しかし、前者では撮像時間の延長や SNR の低下、後者では鮮鋭性の低下を伴う。今回は鮮鋭性が低下するこ

となくリンギングアーチファクトを低減する方法としてウェーブレット変換を提案し、それがアーチファクト

を有効に低減できるかを検討した。

　まず、頭部水平断面画像を 0.2TMRI 装置において GRE 法（TE/TR 120/10ms）、マトリックスサイズ 256×256
で得た。この画像を原画像とし、原画像データの位相エンコード数を中心の 80 本に減らした画像を実験画像

とした。こうして得られた実験画像データに対して、ウェーブレット変換とローパスフィルタ処理を行った。

ウェーブレット変換については変換後のデータ上位 70％と 10％を採用し再構成を行い、ローパスフィルタ処

理ではガウス関数の半値幅を総位相エンコード数の 70％と 10％となる幅に設定して処理を行った。

　先に述べた 4 つの条件で得た画像より、ウェーブレット変換はデータ量が多い場合にはローパスフィルタ処

理と同等な結果となった。しかし、データ量を減らした場合にはローパスフィルタ処理と比較して解剖学的構

造を保持したままのアーチファクト低減ができた。よって、2 つ画像処理画像の比較には再構成パラメータに

より様々な画質を示すので単純な比較は難しいが、リンギングアーチファクトの低減にウェーブレット変換が

有用になる可能性が示唆された。

3D プリンターによる臨床血管モデルの作成

HK1065　森 澤 　巧

　近年、3D プリンターは、2D データから 3D データに変換するソフトウェアおよび CAD（コンピューター支

援設計）の技術が大きく進歩したことで、医療分野でも利用されはじめ、さまざまなものに役立ってきている。

最近では、術前シミュレーションの補助になるとして多くの医療施設で 3D プリンターが導入され、使用され

てきている。3D プリンターでいきなり血管のような柔らかな構造物を作製することは現状では困難だが、3D
プリンターで型を作り、その上にシリコンのような柔らかな樹脂をコーティングし、最後に型を溶かすことで

実際の動脈と同様の形状と柔らかさを保持したリアリティの高い動脈モデルを作成することが出来る。この動

脈モデルを使用することで、実際の脳動脈モデルを手に取りながら術前シミュレーションを行うことが可能と

なり、実際の手術をイメージしやすくなる。また、3D プリンターを用いての血管への応用として、佐賀大学

などが患者自身の皮膚細胞を使用して血管ファントムを作成することに成功したことで、3D プリンターはこ

れからの医療を大きく発展させるのではないかとさらに注目を集めている。しかし、こういった高性能な 3D
プリンターは 3000 万～ 5000 万とかなり高額となってしまうため、購入できる施設が限定されてしまう。そこ

で中小病院や学校でも購入可能な市販の 3D プリンターでは、どこまでのレベルでモデルを作成することがで

きるのか検証する。脳動脈瘤モデルについては、積層ピッチ 0.1mm ではモデルを作成することが出来なかっ

たが、積層ピッチ 0.2mm では主要血管の出力は可能であった。右側動脈弓モデル・腹部大動脈モデルについ

ては、出力サイズ 30％では精度の高いモデルを出力することが可能であった。これは使用した 3D プリンター

の安定性が低かったことや、専用ソフトウェアの性能が低かったことなどが要因であったと考えられる。これ

らのことを考慮すると、現在市販されている 3D プリンターでは術前シミュレーターに用いることができるよ

うな精度の高い血管モデルを作成することができなかったが、学習やインフォームドコンセントの補助として

使えるレベルでのモデル作成は可能であると考えられる。
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IVIM（intravoxel incoherent motion）-DWI を用いた

カフェイン負荷による腹部潅流動態の変化
HK1066　寺内　祐太

　生体ボクセルで見られる潅流の動きと細胞内・外での拡散を含めた動きは IVIM（intravoxel incoherent motion）
と呼ばれ、IVIM モデルでは水分子拡散の度合いを真の拡散係数 D、灌流の大きさを偽拡散係数 D* として考

える事ができる。近年ではアルコール摂取による肝臓内灌流の増加や、利尿剤負荷による腎臓内灌流の変化な

どがこの IVIM モデルによって確認されており、様々な生理的動態の測定に注目が集まっている。そこで本研

究では、普段の生活の中で身近に摂取しているカフェインが腹部臓器や筋肉の D、D*、F にどのように変化を

もたらすのかを確認し、さらに利尿剤であるフロセミド負荷時の腎臓内灌流との変化について比較を行ってい

く。実験方法としては初めに安静時での MRI 撮像を行い、撮像が終了後カフェインを含有した飲料を摂取さ

せ、その 5 分後に再び撮像を行った。MR 装置には GE 社の 1.5 T-MRI 装置を使用し、撮像シーケンスは SE 型

EPI、使用 b 値は 0、15、30、45、75、135、200、400、800[sec/mm2] の 9 種類を用いた。次に撮像画像から対

象臓器ごとの信号強度測定を行い、得られた信号値からソフトウェアにて D、D*、F の算出を行った。測定の

結果、肝臓では D と F が増加し、D* が減少していた。腎皮質、腎髄質、大腰筋では D と D* が増加し、F が

減少していた。脾臓では D、D*、F の全てが減少していた。残差平方合計は各臓器で大きくばらつきが生じて

いた。また、腎臓におけるフロセミド負荷時との比較では、ADC と D では値がほぼ等しく、D* と F では所々

に違いが見られた。算出した結果の残差平方合計にばらつきが生じた理由は撮像間タイムラグによる影響が挙

げられ、文献上の安静時値と差が生じた理由としてはパラメータの算出方法の違いや PVE の影響などが考え

られた。また、カフェイン負荷とフロセミド負荷での差異はそれぞれの薬理作用の違いが大きく関係したと考

えられた。本研究では腹部組織や筋肉における D、D*、F の変化や、腎臓におけるフロセミド負荷時との類似

点や相違点を確認することが出来たが、今後測定対象を増やす事や、負荷に無水カフェインを用いる事でより

正確なデータを得ることができると考えられる。

金ナノ粒子を用いた放射線治療用増感剤の基礎的検討

HK1067　岩田　薫子

　放射線治療は侵襲性が低く通院での治療が可能であり、近年その需要が高まってきている。放射線治療用増

感剤は、放射線治療と併用される薬剤のうち放射線のエネルギーを直接利用して腫瘍の放射線感受性を高める

ものを指す。抗がん剤の中には放射線下で使用されたときに低酸素環境の改善や DNA 損傷の増強により感受

性を高めるものがあるが、強い副作用をきたすものが多く臨床使用時にはそれに見合う効果が求められる。新

たな放射線治療用増感剤の 1 つとして、近年金ナノ粒子の研究が進められている。金ナノ粒子は金原子が数千

個集まって形成された粒子で、X 線を照射すると多くの 2 次電子と活性酸素を発生する。また表面の修飾が容

易であり、腫瘍細胞へ特異的に集積するような分子を付けることが可能であると考えられる。本研究では、種々

の粒径の金ナノ粒子に診断エネルギー X 線（100 kV）を照射して活性酸素発生量と腫瘍細胞の生存率を測定し、

金ナノ粒子の放射線増感効果を確認する。

　活性酸素発生量は、蛍光試薬の APF（Aminophenyl Fluorescein）を用いることで間接的に測定した。その結果、

金ナノ粒子の濃度が 0.14 mM のとき約 6 倍の活性酸素が発生していた。また、金ナノ粒子の濃度が高いほど

活性酸素は多く発生し、粒径には依存しないことが分かった。

　細胞生存率は金ナノ粒子を加えて24時間培養し、X 線を照射して 2 週間後に CFU（Colony Forming Unit）を

カウントした。その結果、粒径 40 nm の金ナノ粒子を加えた細胞の生存率は培地のみの場合よりも低下し、感

度増感比率 : SER は 1.23 であった。活性酸素が大量に発生しているにも関わらず、SER の増加が少なかった

原因として、細胞の活性酸素消去能等が考えられる。しかし、20% 以上の増感効果が得ることができれば臨

床上大きなメリットがあると言える。

　今回の結果から、金ナノ粒子による放射線増感効果は期待できるものであり、腫瘍への集積性や送達方法を

今後さらに研究していく必要があると考えられる。
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fMRI と resting state fMRI の使用経験
HK1068　槍　 龍 人

　fMRI は脳機能を局在することができる新しい検査法であり、日本ではここ 5 年ほどで臨床での応用が始まっ

た。しかし、通常のfMRIでは治療前からすでに麻痺や神経障害などを患っている患者の場合、タスクを与えて

も行うことができないため十分な情報を得られない可能性がある。そこで、タスクを行わずに脳の神経ネット

ワークを検出することができる resting state fMRI が注目を浴びている。本研究では、fMRI と resting state fMRI
の使用経験について報告する。研究内容として、タッピング及びしりとりをタスクとしたfMRIによる脳賦活部

位の特定と、安静状態で撮像したデータを解析し、task fMRI と resting state fMRI の解析法の違いについて検

証を行った。

　fMRI 撮像には EPI 法を用い、被験者は右利きの 22 歳男性 1 名とした。タッピング及びしりとりをタスク

とした fMRI 撮像データそれぞれを脳機能画像解析用ソフトウェア SPM8（Statistical Parametric Mapping）を用

いて解析を行い、3D 画像を作成することにより脳の賦活部位を推定した。次に MNI space による解析により

Brodmann area として脳の賦活部位を推定した。タッピングによる fMRI では、一次運動野が優位に活動して

いることが認められた。また、言語課題であるしりとりでは言語中枢である左半球の Brodmann area 44 の活動

が MNI space の解析により認められたが、SPM8 による解析では脳の右半球が優位に活動していることが認め

られた。これは、しりとり撮像時に言語としてだけでなく、視覚イメージを行ったことにより右脳が活性化し

たと考えられる。Resting state fMRI については安静時 fMRI 解析用ソフトウェア REST1.8 を用いて解析を試み、

タスクなしに脳の活動を捉えることができた。本研究より、タッピングのような単純なタスクに比べ、しりと

りのような複雑なタスクの場合、撮像時に正確にタスクを行うことは難しく、タスクとは関係のない脳領域ま

で活動してしまうため、撮像前にタスクの練習を行う必要あることが分かった。また、resting state fMRI につ

いては解析に用いる fMRI 撮像データと解析ソフトウェアの操作方法についてさらなる検討が必要である。

網膜を介さない視覚イメージの脳機能の研究
HK1069　蓮見　えりか

背景：fMRI を用いることにより、認知・記憶・意図・運動発現など、さまざまな高次精神活動を行っている

ときの脳の働きを知ることができる。夢、幻想、そろばんイメージは網膜を介さない視覚イメージの例として

挙げられる。なお、今までの研究により、そろばんによる計算は視覚イメージを伴い、一次視覚野および二次

視覚野が活性化するということがわかっている。そこで、網膜を介さずにできる暗算による視覚イメージの生

成過程および脳の活性化部位の相違について検討を行うことにした。

目的：本研究では、fMRI を用いて、そろばんイメージによって得られた画像から更なる脳賦活部位の特定を

行う。

実験方法：fMRI 撮像において、撮像シーケンスは EPI 法とした。被験者はそろばん熟練者、未経験者各 2 名とし、

taskブロックと restブロックを交互に配置するブロックデザインを用いた。task ではヘッドホンから 2 桁の読

み上げ算を聞き、計算を行った。これは、そろばん熟練者のそろばんイメージによる計算時、未経験者の単純

計算時の 2 通りで撮像を行った。一方、rest では何も聞かない状態で安静状態を保ち撮像を行った。その後、

SPM8 及び MNI space を用いて解析処理を行うことにより、脳賦活部位の特定を行った。

結果及び考察：rest 条件に対して task 条件で有意に活動する脳賦活画像を求めた。その結果、そろばんイメー

ジによる計算時では後頭葉や頭頂葉、単純計算時では前頭葉や側頭葉、頭頂葉が活性化していることがわかっ

た。さらに、MNI space による解析から視覚野にのみ着目すると、そろばんイメージによる計算時のほうが賦

活している割合が高く、その中でも右脳視覚野のほうが活性化していることがわかった。これは、そろばんイ

メージによる計算時では、視覚的なイメージによって計算を行っているためであると考えられる。

結語：そろばんイメージによる計算では視覚的なイメージとして捉えているため、後頭葉の視覚野（一次視覚

野、二次視覚野、視覚連合野）が賦活し、さらに右脳視覚野がより活性化することがわかった。
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SD の変化と Bow-tie Filter の関係性

HK1071　黒 澤 　倭

　CT 撮影の際、被写体をガントリの中央から離して配置すると、画質の低下が懸念されるため、被写体をガ

ントリの中央に配置することが推奨されている。しかし、四肢の CT 撮影の場合、腕をガントリの中央に配置

することは健常者においても難しく、さらに、骨折等により腕の伸展を行うことが困難な場合、患者に大きな

負担を与える要因となる。CT 画像の SD は被写体がガントリの中央にあるときに比べ、辺縁に向かうほど上

昇する。CT 撮影において SD に関与する要因として、アーチファクトやスライス厚、再構成関数、X 線量等が

あるが、ガントリ辺縁部における SD 上昇の要因は、Bow-tie Filter（線量補償フィルタ）やアーチファクトに

あると考えられている。しかし、CT 画像の SD は撮影上における様々な要因により決定されるため、Bow-tie 
Filter のみが与える SD への影響を断定することは難しい。

　CT 装置には撮影データの収集範囲である SFOV（scan field of view）の大きさを設定できる機種が存在し、

この機能を搭載した CT 装置を使用することで、Bow-tie Filter のみが与える SD への影響を断定でき、Bow-tie 
Filter を使用した線量補償による SD の向上の改善に利用できると考えた。そこで、本研究ではデータ収集範

囲の大きさを設定できる CT 装置を使用し、ガントリ辺縁部の SD の傾向と Bow-tie Filter の関係性を検討した。

CFOV を変化させつつ、ファントムをガントリ中央から辺縁部へ移動させ撮影を行った結果、ガントリ中央か

ら辺縁部へと被写体を移動させたときにおける SD 上昇への Bow-tie Filter の関与を、Bow-tie Filter のサイズ変

更による SD の上昇傾向の差異から示唆することができた。また、Bow-tie Filter による SD 上昇は、被写体が

ガントリ辺縁部に向かうほど大きくなり、ガントリ中央では小さくなることが分かった。このことから、被写

体をガントリの中央に配置することによって、Bow-tie Filter による SD 上昇への影響を小さくすることが出来

るといえる。

Ai X 線 CT 画像を用いた下顎関節頭骨密度の調査
HK1072　杉 浦 　順

　高齢化が進むわが国では、高齢者の QOL の維持・向上は重大な課題であり、高齢者の顎関節（下顎頭）の

変形等による咀嚼機能の低下は QOL に多大な影響を与える。本研究では下顎頭の骨変化による咬合・嚥下機

能障害における QOL の低下を少しでも防止するために、海綿骨を選択的に計測できる X 線 CT 画像を用いて、

非荷重部である下顎関節頭海綿骨の骨密度を調査することにより、咬合状態と骨密度の関係について検討した。

さらに荷重骨である腰椎の BMD 値との比較を行った。

　神奈川歯科大学死因究明センターの協力のもと、事前に遺族から研究用検体として承諾を得た31症例の Ai
全身 CT 画像を Osirix にて表示させ、同時撮影された BMD ファントムから検量線を作成し、下顎頭・腰椎に

ROI を設定し CT 値を測定、BMD 値に換算した。

　下顎頭、腰椎ともに男性よりも女性の方が BMD 値が低く、年齢によって BMD 値の減少傾向がみられたが、

年齢と BMD 値の間には弱い相関しかみられなかった。また、左右の下顎頭の BMD 値には左右差が見られ、

70代で左右差が最大となり、以降高い差を示していた。そして、残存歯が有る人ほど BMD 値が高く、残存歯

の無い症例に比べ、左右の下顎頭の BMD 値により差が生じていた。

　女性の場合、閉経後の女性ホルモンの減少が骨密度の低下の要因の一つだと考えられる。また左右の下顎頭

BMD 値の左右差に着目すると、70代付近で差が大きくなる傾向があり、この年齢で生じる口腔の変化に歯の

喪失がある為、歯の有無が下顎頭の BMD 値に影響していると考えられた。そして、残存歯有りの症例の方が

下顎頭の BMD 値が保たれており、咀嚼することによる刺激が下顎頭の BMD 値の維持に影響を与えていると

考えられ、歯の有無が腰椎の BMD 値にも影響を与えている事も分かった。

　以上の結果より、歯の存在は骨の健康に繋がり、歯を健康に保つことは、高齢者の圧迫骨折等を防ぎ、健康

年齢の伸長及び QOL の低下を防止することができる可能性があると示唆された。
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超音波ドプラ法における低速度血流検出能の検討

HK1073　板垣　百合香

背景：超音波ドプラ法は、連続波ドプラ法（CWD）、パルスドプラ法（PWD）にわけられ、パルスドプラ法

を応用したものとしてカラードプラ法があり、カラードプラ法はさらに速度表示（CDI）とパワー表示（PDI）
にわけることができる。これらのモードは様々な要因によって、低速度血流検出能に違いが生じる。

目的：血流をワイヤーと見立てて作られたファントムと、人体の中で比較的血流速度が遅いとされている下肢

静脈を、PWD と CDI と PDI で捉え、捉えることの出来る最低血流速度を調べ、得られた結果を考察し、低速

度血流検出能を向上するために、現段階で具体的に行えることは何かを目的とした。

実験方法：ワイヤーファントムを用いた実験では、ワイヤー速度を徐々に遅くしていき、検出できなくなる直

前で速度を変えるのを止め、そのときのワイヤー速度を記録した。下肢静脈を用いた実験では、下肢静脈に対

するプローブの角度を小さくしていき、検出不可となる直前の角度より計算して血流速度を求めた。

結果：低速度血流検出能の高い順は、ワイヤーファントムを用いたときと下肢静脈を用いたときのどちらも、

PWD、PDI、CDI という順となった。検出不可となる直前の血流速度にはワイヤーファントムと下肢静脈の間

で差が生じ、低速度血流検出能の低いモードほど、その差は大きいものとなった。

考察：PWD の方がカラードプラ法よりも優れた理由として、ドプラ信号の収集数の違いがあげられ、カラー

ドプラ法の中でも CDI よりも PDI の方が優れた理由として、フィルタによってカットしきれなかったクラッ

タ成分の存在があげられた。ファントムと下肢静脈の間で、捉えることのできた最低血流速度に差が出た理由

として、生体減衰とクラッタ成分の大きさの違いがあげられた。

結論：ドプラ信号の収集数を増やすことはデメリットが大きく、生体減衰は今の技術ではなくすことも、それ

を考慮した上で結果をモニター状に評価することもできない。そのため、クラッタ成分を除去するためのフィ

ルタを、術者が適切に選ぶことが最も有効だといえる。

次世代に向けた国試対策用 e-Learning システムの開発
HK1074　中俣　雄太

　現在、医療技術は科学技術の発達と共に高度化している。その中で医療に利用されている放射線は欠かすこ

とのできない存在である。診療放射線技師という職種は、医師や歯科医師の指示のもとで診断・治療のために

放射線を取り扱う資格を持った高度の医療専門職である。

　駒澤大学では毎年留年して国家試験の受験資格を得られない、国家試験に合格できないといった人がいる状

態である。これは国家試験の科目数が多義に亘っており、国家試験の勉強と大学での研究活動の両立が困難で

あるためといえる。

　そのため、富士通と協力して日々の勉強や国家試験対策に活用できる e-Learning システムを開発して全員で

国家試験に合格することを目指すことにした。

　e-Learning システムは実力判定試験、弱点克服問題集、スマートフォン対応といった特色があり、時間や場

所を気にせず、合格ラインの判定や弱点が克服できるようにした。

　このシステムは第50~66回の診療放射線技師国家試験に対応しており、厚生労働省のホームページにより提

供される PDF や本学部で作成した解答から成り立っている。

　実力判定試験は分野ごとに登録した第50~66回の問題からランダムで試験問題が作成されているため、異な

る問題を何回も学習することができる。

　弱点克服問題集は苦手な分野を500以上ある小カテゴリから選択することで第50~66回の問題で出題された

苦手な分野の問題を全て学習することができる。

　11月以降、国家試験を受験する学生の皆さんに使用して頂き有益な結果が得られること、e-Learning システ

ム使用後の学習履歴の分析で学習の到達度と国家試験合否の相関関係を調べ、全体の合格率が上がるように活

用してもらうことを希望する。
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PET 薬剤を用いた 2 核種同時収集の検討

HK1075　三島　里穂

　本研究では、PET 薬剤に用いられる核種は短半減期核種であるという点に着目し、半減期を利用したサブト

ラクション法を利用した 2 核種同時収集の可能性について検証を行った。核種として
18F及び

68Gaを用い、それ

ぞれ SUV=1,2,4 となる溶液を調整し、6 領域に分割されている京都科学社製の brain phantom IB-10 型濃度分布

ファントムに封入した。データ収集は東芝社製 PET/CT 装置 Aquiduo PCA7000B により 75min 間のリストモー

ド収集を行った。この際、使用核種の設定を行うため、18F とした場合及び
68Ga とした場合の 2 パターンをそ

れぞれ 3 回ずつ収集した。0min・15min・30min・45min・60min の 5 位相を画像再構成し、3 回分のデータに

ついて SUVmean の測定を行い、それらの平均値 SUVave の算出を行った。その後、設定使用核種
18F におけ

るサブトラクション処理を 1 枚のみ・2 枚加算平均画像・3 枚加算平均画像という 3 パターンにて 0min 画像を

基準として施行した。その結果、経過時間に対する SUVave は、①設定使用核種
18F における SUVave（F）は

一定値を示し、SUVave（Ga）は SUVave（F）よりも低値を開始とした右下がりの変化を見せた。②設定使用

核種
68Ga における SUVave（Ga）は一定値を示し、SUVave（F）は SUVave（Ga）よりも高値を開始とした右

上がりの変化を見せた。これらは理論値の算出により、設定した核種の諸条件（半減期・scan activity・分岐比・

CCCF）に従った補正が行われているためであることが分かった。また、サブトラクション処理によって
68Ga

のみの画像が得られるが、これは
18F の影響を受けている。そのため、核種の諸条件を考慮して導出した補正

係数により影響を取り除くことで、サブトラクション画像の SUV 算出を適切に行うことができた。以上より、

PET薬剤においても使用する核種が異なれば 2核種同時収集が施行できるという可能性が認められた。しかし、

サブトラクション画像はノイズが強調される傾向にあったため、少なくとも 45min の時間差及び 3 枚加算平

均画像が必要であると考えられる。

金ナノ粒子を用いた放射線増感剤の基礎的検討

HK1076　早野　将史

　近年、高齢者の増加に伴い、患者への負担が少ない治療が求められる中、侵襲性の低い放射線治療への関心

が高まっている。しかし放射線治療は正常組織への被曝低減、リスク臓器の被曝回避の面から適用外になって

しまうことがある。その解決策の一つとして、投与部位の放射線感受性を高め、電離作用を増強させる放射線

増感剤がある。特に、標的指向性をもつ先端的な放射線増感剤は、分子レベルでの腫瘍内分布を実現できるた

め、特に境界領域において、腫瘍の正確な縁取りが可能となり、外科的手術などによる取り残しや取りすぎを

回避し、局所再発の可能性の大幅な低下が期待される。本研究では近年増感剤として研究が進められている金

ナノ粒子の増感剤としての可能性について、基礎的検討を行った。金ナノ粒子は粒径や形状、表面の修飾や凝

集状態を変化させるのが比較的容易であり、機能化の面で大きな可能性を秘めている。そこで、金ナノ粒子に

治療領域の高エネルギー放射線を照射したときの活性酸素の発生量と腫瘍細胞の生存率を測定し、放射線増感

効果について検討した。

　始めに、金ナノ粒子の粒径、濃度を変化させ、活性酸素の発生量を測定した。粒径が 20～80 nm の金ナノ粒

子では蒸留水よりも 5 ～ 8 倍の活性酸素が発生していることが分かった。さらに、濃度依存性と線量依存性が

認められた。また、電子線照射ではすべての粒径において X 線よりも電子線の活性酸素発生量が増加してい

ることが分かった。また、X 線の実験と同様に 20～80 nm では、蒸留水よりも 5 ～ 9 倍の活性酸素が発生して

いることが分かり、濃度依存性が認められた。

　次に金ナノ粒子の粒径を変化させ、CFU を用いて細胞の生存率を測定した。金ナノ粒子を含む培養液で細

胞を培養すると、培地のみの細胞よりも生存率が最大で 1.4 倍低下することが分かった。

　以上から、金ナノ粒子に X 線照射を行うことによって多量の活性酸素が発生することが分かり、放射線治

療による増感効果が期待できると考えられる。
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脂肪肝における脂肪成分の非侵襲的定量化へ向けた基礎ファントムの作製

HK1077　堀川　早紀

　近年、非アルコール性脂肪肝炎（non-alcoholic steatohepatitis：NASH）の発症数が増えている。脂肪肝は肝

臓に中性脂肪が過剰に蓄積され肝腫大と機能低下を来す病態であり、10~20% が脂肪肝から肝硬変、肝細胞癌

へ進行する NASH になるとされている。周波数選択的方法の応用によって脂肪含有率の推定が可能であるこ

とがわかっているが、人体に存在する水と同じ周波数帯の脂肪成分の定量化は出来ないと考えられる。そこで

磁化移動（magnetization transfer：MT）効果を応用した脂肪肝における脂肪成分の非侵襲的定量化へ向けた基

礎ファントムの作製を行った。卵白にキャノーラ油 5mL・10mL、オレイン酸 5mL・10mL、ステアリン酸 2.8g・5.6g
を脂肪成分として加えた脂肪肝ファントムを作製し、検証・撮像・解析を行った。実際にオレイン酸が周波数

選択的方法で信号を取得できないのか検証した結果、脂肪画像でキャノーラ油は高信号なのに対してオレイン

酸は低信号であった。さらに off-set 周波数を 0.5kHz・1.0kHz・2.0kHz と変化させてファントム・健常ボランティ

ア（22歳・男性）の耳下腺の撮像・解析を行ったところ、脂肪成分の含有量が少ないほど MTR は高値を示した。

また off-set 周波数が大きい値になるにつれて MTR は低下していき、耳下腺の MTR もファントムと同様の結

果を示した。以上より、本研究で行った撮像条件では off-set 周波数 0.5kHz で最も MTR は高値を示すことが

分かり、作製したファントムは耳下腺と同様の結果を示したが脂肪の定量化を行うためには今回の MTR 出力

では不十分なため、更なる改良が必要だと考えられる。

CT 撮影における深さの異なる臓器に対する最適防護材 
HK1078　水倉　基樹

　CT 撮影では、放射線感受性が高く表面に位置する水晶体や甲状腺等が検査対象ではない場合、それらの臓

器の被ばく低減が望ましく、そのため防護材を用いることが有効である。過去の研究では対象臓器が異なる場

合最適な防護材の材質が異なっていた。本研究では、防護材を用いた手法について表面からの線量測定位置の

深さを変えた場合の、被ばく線量と画質との関係が防護材の材質の違いによってどのような変化をするかを

検討した。使用した防護材は、頭部 CT 撮影における水晶体被ばく低減用防護材として市販されている Bi 含
有ゴムに加え、アルミニウムを付加した Bi 含有ゴム、銅とアルミニウムを付加したモリブデンの 3 種類を使

用した。撮影では、16cm 円筒アクリルファントムに測定位置の深さを変えるための軟部ファントムを追加し、

防護材を使用した場合と使用しない場合の CT 撮影を行った。得られた画像から画質評価のために SD 値を測

定し、防護材を使用せずに管電流変調を行った場合についても SD 値を測定した。線量の測定では、電離箱を

軟部ファントムの下に設置し線量測定位置の深さを表面から 0mm、5mm、10mm と変化させ線量測定を行った。

　測定の結果、軟部ファントムを追加することで SD 値は悪化した。5mm追加することでSD値は約 0.2、10mm
追加することで約0.4悪化した。防護材を使用した場合には、SD値は各条件で約 0.4〜0.5 悪化した。防護材を用

いていない場合の線量は 30.6mGyとなり、防護材を用いることで約40％線量が低減した。軟部ファントム 5mm
を追加した場合の線量は 28.9mGy となり、防護材を用いることで約35% 低減した。軟部ファントム 10mm の

場合は線量が 27.2mGy となり、防護材を用いることで約31% 低減した。

　線量測定位置が表面から深くなることにより防護材の材質の違いによる差が小さくなることも示された。軟

部ファントムなしの場合は防護材としてモリブデンが最も優れ、線量低減率が26% となったが、軟部ファン

トムを追加すると材質の違いは出なかった。
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過大な動きを伴う肺の Deformable Image Registration を含む

レジストレーションに最適なパラメータの検討

HK1079　宮 川 　真

　一秒量の測定の観点から、深呼吸での CT 画像を用いた CT-Ventilation（CT-V）画像の生成を目的とし、過

大な動きを伴う肺において Deformable Image Registration（DIR）を含むレジストレーションが精度良く実施可

能かを検討した。

　横隔膜の動きが 7 cm 生じた健常ボランティアの CT 画像を用いた。レジストレーションを行うために自作

のソフトウェアと MIM を用いた。そして、これらのソフトウェアにおいて、深吸気画像を基に深呼気画像を

変形させた。また、自作のソフトウェアは ROI やパラメータの変更が可能であるため、変形精度が向上する

ように変形を行った。そして基準画像と変形後の画像の一致度を視覚評価した。

　精度評価として、自作のソフトウェアと MIM の変形精度を比較した結果、自作のソフトウェアでは肺が充

分に拡大されていなかったのに対し、MIM では肺の大きさは十分拡大されていたものの、肺内の血管がほと

んど消え、画像に歪みが生じた。よって、両者ともに変形が不十分であったと言える。しかし、自作のソフトウェ

アにおいて ROI を肺に設定した場合、体全体に設定した場合に比べ、肺内の変形精度が高かった。また、ROI
を肺に固定したまま、剛体 （剛体レジストレーション） パラメータを変更した場合、変形画像の肝臓や心臓の

位置や大きさが基準画像に近い画像となった。さらに、非剛体 （非剛体レジストレーション） パラメータを変

更した結果、更に一致した。

　過大な動きを伴う肺では、通常のレジストレーションでは精度が許容を満たすことができない。本研究より、

剛体レジストレーションを基本とし、非剛体レジストレーションで補足するように肺の変形を行う方が、精度

が良い結果となったことから、CT-V 画像もこの処理過程で生成できるようにするべきといえる。

Wavelet 変換を用いた Compressed Sensing における k-space の最適収集パターンの検討

HK1080　中澤　美咲

　3 次元 MRI はデータ量が多く長時間の撮像が必要となり、MRI 撮像における問題点の 1 つである。近年高

速撮像法として Parallel Imaging が用いられるが、これに代わる新たな高速撮像法が必要となっており、その 1
つの方法として Compressed Sensing（以下 CS）がある。CS は k-space data の収集パターンにより再構成結果は

異なる。そこで本研究は Wavelet 変換を用いた CS における最適な収集パターンの検討を目的とする。

　本研究は健常成人 1 名の GRE 撮像した頭部画像（基準画像）を用いて行った。撮像により得た k-space に

対しデータ数が全体の約32%となるような異なる 6 種類のパターンでサンプリングし、CS を適用し画像を作

成した。再構成は Wavelet 変換後のデータの上位30%を保ち、繰り返しは 6 回とした。各再構成画像を視覚的に、

および平均二乗誤差 RMSE を用いて定量的に評価、比較した。

　視覚評価では Gaussian Pattern 及び Variable Density Spiral Pattern が基準画像に近い再構成画像となり、その

他の 4 パターンについてはエリアシングや周囲の雑音が改善されない再構成結果となった。RMSE を用いた

定量的評価でも視覚評価と一致し、最も基準画像と一致しているのは Variable Density Spiral Pattern、次いで

Gaussian Pattern であり、PE Pattern が最も基準画像と一致しない結果となった。結果より収集パターンは①低

周波数領域を多く、②非規則的にするほど再構成結果が基準に近づくことが考えられる。条件①については低

周波成分が画像の概形を描出するためであると考えられる。また、条件②については非規則的にサンプリング

することで信号強度の低いエリアシングが画像全体に散在し、散在したエリアシングの多くは Wavelet 変換後

に閾値以下の信号強度となりカットされるため、基準画像に近い画像となったと考える。

　結論として本研究の検討では Variable Density Spiral Pattern が最適なサンプリングパターンであり、最適な収

集パターンの条件は、k-space データを低周波数領域を多く、かつターゲット k-space の全域を非規則的に収集

することである。

　総合的に評価すると管電圧が低いとき高画質であるが、AGD 平均乳腺線量の点からは、管電圧が低いと被

ばく線量は増加するので、双方を考慮した撮影条件を選択することが求められる。
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乳腺 MRI における生理周期による画像変化

HK1701　根本　歩実

　近年、欧米では乳癌発症ハイリスクの女性に対し、年 1 回のマンモグラフィーに加え、造影 MRI によるスク

リーニングが推奨されている。日本でも造影 MRI による乳癌スクリーニングのガイドラインが作成され、欧

米に準じてスクリーニングが推奨されつつある。乳癌ハイリスクグループとは遺伝性乳癌卵巣癌症候群に代表

される遺伝的な要因などで高頻度に若年で乳癌を発症する可能性がある女性群（一部男性も含む）や Hodgkin
病などで10～30歳の間に胸部に放射線治療を行った患者等で、早期のスクリーニングの開始、リスク低減手術

及び薬物による化学的予防を考慮する必要があるとされている。

　ダイナミック造影MRIでは悪性腫瘍はrapid-washoutの造影パターン（1～2 分後早期相濃染、6 分後染まり抜

け）を呈することが多いことが知られている。しかし、月経周期により背景乳腺の増強効果（BPE；Background 
Parenchymal Enhancement）が変化することが知られており、乳腺が濃染する時期には悪性腫瘍がマスクされる

可能性がある。これは月経後半の分泌期に乳管、小葉が増生するためと考えられている。そのため至適撮像時

期を考慮する必要があるが、文献により提示されている至適撮像時期は異なる。本実験では31～50歳の20名の

女性に対し BPE を測定し、至適撮像時期について検討した。撮像シークエンスは拡散強調画像、T1 強調画像、

T2 強調画像、脂肪抑制 T2 強調画像、脂肪抑制 T1 強調画像、ダイナミック造影脂肪抑制 T1 強調画像で各時

相のサブトラクション像も作成した。ダイナミック造影では第1早期相（造影1分後）、第2早期相（造影2分後）、

後期相（造影 6 分後）を撮像し BPE の評価に用いた。BPE をパーセンテージで評価し、本実験では１～ 5 に分

類し、それぞれを 1（0%）、2（＜25%）、3（25～50%）、4（50%～75％）、5（＞75%）とした。4 及び 5 では

悪性腫瘍の増強効果がマスクされる可能性がある。生理周期と BPE における関係性を検討したところ、値に

大きなばらつきが見られたものの、生理周期 7 ～19日で BPE は 3 以下を呈していた。個人差もあるが、最終

月経開始日から 7 ～19日に MRI を施行することが推奨される。

X 線 CT 装置におけるガントリチルト角度精度測定

HK0066　中道　美帆

　X 線 CT 検査には、ガントリチルト角度を付けて行う検査がある。その時使用されるのは、ガントリチルト

機能であり、断層面を被検者体軸に対してガントリチルト角度を傾斜させる。頭部 CT 検査では欠くことので

きない機能である。

　本研究では、X 線 CT 装置において、ガントリチルト角度を操作パネルにて操作を行った時の角度表示とキー

ボードにて操作を行った時の角度表示について、CR システムを用いて精度測定を行い検討した。IP をカセッ

テには入れず、補助具を用いてガントリに対し垂直に設置し、最小ビームコリメーションサイズ（0.5×4mm）

で行い、IP に照射した。測定角度は、ガントリ方向（＋）、寝台方向（－）それぞれ、20.00°、15.00°、10.00°、5.00°
である。照射条件は、管電圧 120kV、管電流 10mA、照射時間 0.48sec で行った。角度表示だけではなく、目

視でも測定できるように、X 線 CT 装置のガントリのリア側（背面）に水準器を設置し、糸に重りをつけて分

度器を用いて測定を行った。

　その結果、操作パネルとキーボードを比較すると、キーボードによる操作の方が、表示角度に近い値となった。

これは、操作パネルによる操作では目的角度まで角度表示を見て自ら角度を合わせる方法、キーボードによる

操作では自動に設定される方法である。よって、このことからキーボードによる操作の方がより表示角度に近

い値となったと考える。また、ImageJ による画像と分度器（目視）を比較すると、ImageJ のほうが、少数第 3
位まで読み取ることが可能である。一方、分度器（目視）では、小数第 1 位までしか読み取ることが出来ない。

よって、ImageJ の方が精度の高い測定方法だと考えられる。

　今回の実験では、ガントリチルト角度を操作パネルにて操作を行った時の角度表示とキーボードにて操作を

行った時の角度表示を比較したところ、キーボード操作で行った方がより精度の高い検査が行えると考えられ

る。
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外挿電離箱による低エネルギー X 線の線量測定

HK0067　高橋　善一

　近年、医療技術の進歩により臨床において X 線診断の役割は重要な位置を占めている。X 線照射における

人体への影響を評価することは吸収線量の測定が重要であり、吸収線量の測定には Bragg-Gray の空洞理論を

満たす外挿電離箱が有効である。外挿電離箱は電極間距離を任意に変化させることが出来る平行平板型電離箱

で、電極間で形成される空洞を零点に外挿することにより、入射表面線量を算出することが出来る。本研究で

は、PTW 社製の外挿電離箱を用いた測定を行い、吸収線量の算出をするにあたり検討を行った。外挿電離箱

への印加電圧と電極間距離を変化させて測定を行った結果、印加電圧 300V 以上で測定相対値に差異はなくな

り、以後の測定は測定値に差異の出ない 300V で行った。文献を参考にして管電圧 30kV と 70kV について測

定を行ったところ、電極間距離の変化に対する電離電荷の相対値は両者ともに直線性を示した。電極間距離が

小さくなるにつれて照射線量は小さくなり、その傾きは管電圧によって異なった。管電圧の変化による照射線

量を調べるために、管電圧以外の条件を一定とし管電圧を 15、30、50、70、100kV に変化させて測定を行っ

た。電極間距離に対する照射線量は管電圧 50、70、100kV のとき電極間距離が 1.0mm 付近から上昇した。照

射線量を相対値に変換したところ電極間距離が小さいところで管電圧が高いほど相対値は上昇し、相対値が上

昇し始める電極間距離は管電圧が低いほど小さくなっていた。実験に用いた外挿電離箱は電極間距離を 0.5mm
より小さく出来なかったが、0.5mm 以下の電極間で測定が出来れば管電圧 15、30kV の相対値も上昇するので

はないかと考えられた。管電圧によって照射線量の相対値に変化が起こる理由としてエネルギーの変化による

W 値の変化と外挿電離箱の入射窓物質との相互作用の変化によるものだと考えた。しかし、今回の管電圧の

変化による X 線の実効エネルギーに大差がないことから、W 値と相互作用の変化について２つの要因がどの

ように作用して測定値が変化するのかに関しては今後検討が必要である。また、制作途中である自作の外挿電

離箱を完成させ電極間距離 0.5mm 以下での測定を実現させたい。
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