
諸言

　厚生労働省の公衆衛生審議会は、生活習慣に着

目した ｢生活習慣病 ｣という新たな疾病概念を導

入し、疾病の予防対策を推進している。日本人の

死因の上位にあるがん・脳血管疾患・心疾患、更

に脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化

症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などはいずれ

も生活習慣病に含まれる。また、同様に痛風など
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概要

　生活習慣病に含まれる痛風は、関節内に形成された尿酸ナトリウム結晶 （MSU：monosodium urate）

に起因して関節炎を引き起こす代謝内分泌疾患であり、尿路結石などの合併を特徴とする。偽痛風は、

ピロリン酸カルシウム結晶（CPPD：calcium pyrophosphate dehydrate）沈着症とも呼ばれ、炎症反応や関

節の組織破壊を起こす。偽痛風という病名の通り、痛風ではないが痛風と同様の痛みが生じる疾患で

ある。これら痛風・偽痛風は、鑑別を行うことがその後の治療法を決めていく上でも重要である。痛

風・偽痛風において、単純 X 線撮影だけでは確定診断に至ることできない。確定診断に至るには、超

音波検査、侵襲的な関節穿刺液検査や血液生化学的検査により尿酸値を調べることで鑑別診断を行って

いる。CT 技術の発達により、dual-energy CT（DECT）の臨床応用が浸透しつつあり、DECT で material 

decomposition を行い解析することで、非侵襲的に診断を行うことができるが、定量化まで至っていない。

本研究では、MSU、CPPD のファントムを作成し、DECT で撮影を行い、独自の解析法による定量化にて、

装置間の違いによる解析結果の比較・検討を行った。

　線形回帰して得られた各回帰式の傾きは、SIEMENS DECT の MSU CPPD で、傾きが高くなり、GE 

DECT の MSU で傾きが少し低くなったが、全体的にほぼ一致した値となった。また、three-material 

decomposition において、MSU ファントムでは、どの装置に関してもベースラインより低い傾きを示した。

測定値と計算より得た予測値では、SIEMENS DECT の 0.4, 0.5 g/mL あたりで少し差があるが、大きな

差は見られなかった。CPPD ファントムでは、どの装置に関してもベースラインより高い傾きを示した。

測定値と計算より得た予測値では、SIEMENS DECT の 0.1 g/mL で差があるが、他の装置・濃度では大

きな差が見られなかった。

　本研究では、MSU、CPPD のファントムをそれぞれ作成し、独自の解析法による定量化を行ったが、

可能な限りの同一条件にて再度検討して行く必要があり、解析法の精度としても、臨床例を追加して解

析していき、MSU、CPPD のファントムを使用した、three-material decomposition の有用性を継続検討す

る必要がある。

も生活習慣病に含まれ、痛風は偽痛風との鑑別を

行うことが、その後の治療法を決めていく上でも

重要である。痛風・偽痛風において、単純 X 線

撮影だけでは確定診断に至ることできない。確定

診断に至るには、超音波検査、関節液の穿刺・採

取を行い、偏光顕微鏡にて関節液の結晶構造の違

いを観察する、侵襲的な関節穿刺液検査、同じく

侵襲的な血液生化学的検査により尿酸値を調べる
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ことで鑑別診断を行っている
1)
。最近の目覚まし

い CT 技術の発達により、dual-energy CT（DECT）

の臨床応用が浸透しつつある。DECT で material 

decomposition を行い解析することで、非侵襲的

に診断を行うことができる
2）3）。しかし、装置既

存のアプリケーションを用いても、定量を行える

までには至っていない。

2. 痛風・偽痛風

2.1 痛風

　痛風とは、高尿酸血症を原因とし関節内に形成

された尿酸ナトリウム結晶 （MSU：monosodium 

urate）に起因して関節炎を引き起こす代謝内分泌

疾患であり、尿路結石、慢性腎臓病、メタボリッ

クシンドロームの合併を特徴とする。高尿酸血症

が長期持続すると、関節滑膜に MSU が析出し、

この結晶が様々な原因で関節腔内に剥がれ落ち、

白血球が貪食することにより、痛風が起こる。男

性に発症する確率が多く、好発部位としては、第

1MP 関節、膝から末梢の関節に急性関節炎とし

て発症することが多い。

2.2 偽痛風

　偽痛風とは、軟骨石灰化症や ピロリン酸カルシ

ウム結晶（CPPD：calcium pyrophosphate dehydrate）

沈着症とも呼ばれ、関節硝子軟骨や繊維軟骨に形

成され、炎症反応や関節の組織破壊を起こす。偽

痛風という病名の通り、痛風ではないが痛風と同

様の痛みが生じる疾患である。高齢になり肝機能

が低下すると、本来肝臓で分解されるピロリン酸

が分解されなくなり、このピロリン酸が血液中の

カルシウムと結合し CPPD を作る。この結晶は軟

骨などに析出沈着しやすく、膝の半月板や関節の

滑膜などに沈着し、痛風同様白血球が貪食するこ

とにより、関節炎、即ち偽痛風が起こる。欧州リ

ウマチ学会の推奨では、急性関節炎、慢性関節炎、

結晶沈着を伴った変形関節症に分類され、急性関

節炎を呈するものをいう。
4）
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3. 目的

　MSU、CPPD のファントムをそれぞれ作成、

DECT で撮影を行い、独自の解析法による定量化

を行い、装置間の違いによる解析結果の比較・検

討を行った。

4. 使用機器

◆ X 線 CT 装置 

① SOMATOM Definition Flash： SIEMENS 

Healthcare

② Discovery CT 750 HD：GE Healthcare

③ Aquilion ONE / ViSION Edition：東芝メディ

カルシステムズ株式会社

◆ appl ica t ion  sof tware  syngo   （SIEMENS 

Healthcare）

◆ zio term 2009

◆ 尿 酸 ナ ト リ ウ ム 結 晶（ 和 光 純 薬 工 業：

Monosodium Urate）

◆ピロリン酸カルシウム結晶（和光純薬工業：

Calcium Diphosphate）

◆寒天（和光純薬工業：Agarose S）

◆アジ化ナトリウム（和光純薬工業：Sodium 

Azide）

◆ショ糖

5. 実験方法

5.1 ファントム

　痛風・偽痛風で関節液に溜まる主成分とされる

MSU と CPPD の自作ファントムを作成した。ま

ず、50 mL のファルコンチューブに MSU（0, 0.3, 

0.4, 0.5 g/mL）と CPPD（0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 g/mL）

の各濃度に溶かしたものをそれぞれ作成した。作

成した各濃度に対して、2％寒天と 5％ショ糖と

防腐剤として 4 mmol アジ化ナトリウムを加え、

加熱した。加熱した後、15 mLのファルコンチュー

ブに満杯になるように移し替え、固めた。その際、

ファルコンチューブ内で沈殿ができないように注
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意する。撮影する際は、Fig.1 に示すように、発

泡スチロールの型に入れ撮影を行った。

5.2 CT 撮影

　この実験で使用した X 線 CT 装置は、

① SOMATOM Definition Flash：SIEMENS 

Healthcare. 

② Discovery CT 750 HD：GE Healthcare.

③ Aquilion ONE / ViSION Edition：東芝メディ

カルシステムズ株式会社）

である。各装置で撮影した条件を Table 1 に示す。

Aquilion ONE / ViSION Edition（東芝メディカル

システムズ株式会社）に関しては、高管電圧が最

高で 135 kV までしか設定できないため、その値

を使用した。また、各撮影条件ともにノイズの影

響を減らすため、mAs 値を設定できる最大の値

を使用した。

5.3 CT 値の解析と three-material decomposition を

用いた定量化の検討

　撮影した自作ファントムの CT 値の測定には、

zio Term 2009 を 使 用 し た。 ま た three-material 

decomposition の検討の際に、人体のベースライ

ンとして脂肪、水、軟部組織の値を application 

software syngo よりデフォルトの値を用いて検討

した（Table 2）。定量化の際、各濃度別に測定し

た CT 値より線形回帰した。そこで、MSU : 0.5 g/

mL、CPPD : 0.4 g/mL を基準とし、計算より濃度

勾配を等間隔に正規化させた CT 値のグラフを作

成した。測定した各濃度での実測した CT 値（測

定値）と、計算より正規化させた予測 CT 値（予

測値）を装置ごとに比較し、この解析法の検討を

行った。

Table 2  Application software syngo より引用した

デフォルトの CT 値

80kV 135,140kV
脂肪

水

組織

-110
0
60

-87
0
55

6. 結果

6.1 CT 値解析

　撮影した自作ファントム画像より、CT 値測定

を行い、各撮影条件の MSU、CPPD での濃度変

化をグラフに表し、線形回帰した。0g/mL は解

析に使用しなかった5）。線形回帰して得られた各

回帰式の傾きは、SIEMENS DECT（①）の MSU 

CPPD で、傾きが高くなり、GE DECT（②）の

Fig.1 MSU と CPPD のファントム

Table 1　各装置での撮影条件

低管電圧 [kV]
高管電圧 [kV]

管電流

[mA]
撮影時間

[sec]
撮影スライス厚

[mm]
Pitch

① SIEMENS DECT
80
140

650
325

0.5
0.5

2
2

2
2

② GE DECT
80
140

620
490

0.5
0.5

2.5
2.5

2.5
2.5

③ 東芝 CT
80
135

400
300

0.5
0.5

2
2

2
2
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MSU で傾きが少し低くなったが、全体的にほぼ

一致した値となった。 （Table 3）

6.2 Three-material decomposition を用いた定量化

　Three-material decomposition において、測定し

た CT 値と MSU : 0.5g/mL、CPPD : 0.4g/mL を基

準とし、計算より濃度勾配を等間隔に正規化させ

たグラフを MSU（Fig. 2, 3, 4）、CPPD（Fig. 5, 6, 7）

ごとに次頁に示した。MSU の 0.1, 0.2 g/mL、に

関しては、測定していないため、正規化させた際

に予測としてプロットした。Fig. 2, 3, 4 より、ど

の装置に関してもベースラインより低い傾きを示

した。これは、適切な傾きが得られていること

が示唆される
6）。測定値と計算より得た予測値で

は、① SIEMENS DECT（①）の 0.4, 0.5 g/mL あ

たりで少し差があるが、大きな差は見られなかっ

た。Fig. 5, 6, 7 より、どの装置に関してもベース

ラインより高い傾きを示した。これは、先ほど同

様に適切な傾きが得られていることが示唆される

5）。測定値と計算より得た予測値では、SIEMENS 

DECT（①）の 0.1 g/mL で差があるが、他の装置・

濃度では大きな差が見られなかった。

7. 考察

　CT 値の解析において、全体と比較して

SIEMENS DECT（①）の MSU CPPD で、傾きが

高い値を示した理由としては、撮影条件の差によ

るものと考える。今回は、ノイズを減らすため

に管電流に関しては、装置で設定できる最高の

値を使用したため装置間で条件が多少異なった。

SIEMENS DECT（①）では、Fig. 2, 5 から 140kV

の時の CT 値が他と比較して低い値であること

が読み取れ、管電流も同じ DECT 装置である GE 

DECT（②）よりも低い設定値となったために、

設定できる最高の値でノイズの軽減に努めたが、

多少のノイズの差が影響したのではないかと考え

る。また、GE DECT（②）の MSU で傾きが少し

低い値を示したのも同様に、撮影条件による差も

影響していると考えるが、3 装置の中でも平均的

な値を示している東芝 CT の CPPD（③）とは、

近い値を示しており、単に撮影条件の差だけでは

説明できない部分がある。よって今回は、ノイズ

等の影響を考慮して撮影条件で多少の装置間の差

が生まれたが、今後は装置間で厳密に合わせられ

る撮影条件で撮影し、検討していく必要があると

考える。

　Three-material decomposition において、各装置

間で測定値と計算で得られた予測値で差を予測値

誤差として以下の式を用いて計算した
5）。

予測値誤差［％］=―  

　各濃度において、three-material decomposition 

の x 軸と y 軸の測定値とのズレを計算し、2 つ

average を Table 4 に示した。計算結果より、全

Table 3　 各装置の回帰式

MSU CPPD
①

②

③

y = 1.082 x
y = 0.978 x
y = 1.031 x

y = 1.622 x
y = 1.467 x
y = 1.434 x

予測値 – 測定値
測定値

Table 4　計算より得られた予測値誤差

① SIEMENS DECT ② GE DECT ④東芝 CT
MSU：0.3 g/mL
MSU：0.4 g/mL
MSU：0.5 g/mL

0.58 %
2.81 %
0.40 %

0.23 %
2.69 %
0.26 %

0.55 %
0.29 %
0.33 %

CPPD：0.1 g/mL
CPPD：0.2 g/mL
CPPD：0.3 g/mL
CPPD：0.4 g/mL

6.02 %
1.34 %
1.33 %
0.32 %

9.18 %
2.96 %
0.22 %
0.60 %

1.95 %
0.37 %
1.21 %
0.30 %
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Fig. 2, 3, 4 ①・②・③装置より得られた MSU の

Three- material decomposition
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Fig. 5, 6, 7 ①・②・③装置より得られた CPPD の

Three- material decomposition
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体的に見ても数値的には小さいが、SIEMENS 

DECT（①）と GE DECT（②）の装置で MSU 0.4 

g/mL や CPPD の低濃度部に少し差異があること

がわかる。東芝 CT（③）では確認できない傾向

であるため、自作ファントムの濃度均一精度には

問題がないと考える。よって、装置間による差の

可能性を考えるが、前述したように、撮影条件の

差によるものも否定できないため、装置間にて可

能な限りの同一撮影条件にて撮影し、撮影条件に

よる差の要因を無くし、比較検討を行っていく必

要があると考える。全体的には誤差の少ない値が

得られ、今回の解析法の有用性が示唆されるが、

予測値の精度なども含め今後臨床例を解析してい

く必要があると考える。

8. 結語

　本研究では、MSU、CPPD のファントムをそれ

ぞれ作成し、各装置にて CT の撮影を行い、独自

の解析法による定量化を行ったが、装置間に多少

の差がある可能性が示唆されたが、今後は可能な

限りの同一条件にて再度検討して行く必要があ

る。また、解析法の精度としても、臨床例を追加

して解析していき、MSU、CPPD のファントムを

使用した、three-material decomposition の有用性を

継続検討する必要がある。
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Quantitative evaluation of gout and pseudogout using dual-energy computed 
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Summary

　Gout included in lifestyle-related diseases is one of the metabolic endocrine disorders, which causes painful 

inflammatory arthritis due to monosodium urate (MSU) crystals deposited in the joint and it is characterized by the 

complications, such as urinary tract lithiasis. Pseudogout also known as calcium pyrophosphate dehydrate (CPPD) 

crystal deposition disease causes inflammatory arthritis and its tissue destruction. As naming as pseudogout, it is 

not gout but causes similar pain like gout. It is quite useful for treatment decisions to perform the exact differential 

diagnosis between gout and pseudogout. In this article the handmade phantom for quantifying MSU and CPPD 

was imaged by three different devices of dual-energy computed tomography (DECT) and a comparative study 

of these results analyzed by own-developed method was carried out as for difference between the devices by 

quantification.

　Although the slope of the regression equation obtained by linear regression was higher in MSU by Siemens-

DECT and slightly lower in GE-DECT, They were almost matched value in three DECT devises. In addition, 

regarding to the three-material decomposition of the MSU phantom, slopes lower than baseline could be seen for 

any device. A little difference was seen in 0.4 and 0.5 g/mL of MSU by Siemens-DECT, but there were not a large 

difference overall among three DECT devices in the measured and predicted values obtained from the calculation. 

In CPPD phantom, slopes higher than baseline could be seen for any device. Although a difference was seen in 

0.1 g/mL of CPPD by Siemens-DECT, there were not a large difference in other two devices and also in Siemens-

DECT for other concentrations. 

　In this article the handmade phantom for quantifying MSU and CPPD was prepared and their quantification was 

performed by own-developed method. In the future, it is necessary to evaluate under the same imaging conditions 

of DECT as much as possible for even the precision of analysis and to perform further  study the usefulness of 

three-material decomposition using the phantom for quantifying precise MSU and CPPD concentration while 

adding the analysis of clinical cases.
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