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X 線 CT 装置における CT-AEC の寝台位置による設定管電流の検討

HK2001　大竹　真奈

　現在、被ばく低減のために X 線 CT 装置には、自動露出機構（CT-Automatic Exposure Control：CT-AEC）が

開発されている。CT 画像の撮影は初めに位置決め画像を撮影し、その後本スキャンで断層像を撮影する。CT-
AEC の作動概念は位置決め画像を基に、X 線透過度の違いから被写体構造を解析し、被検者の体格、撮影部

位に合わせた適切な管電流を自動的に決定する。

　本研究では模擬物理ファントムと胸腹部人体ファントムを CT-AEC を用いて撮影した。模擬物理ファント

ムでは CT-AEC をマニュアルモードで寝台高さを基準位置（0cm）から −5cm, −10cm, −15cm, +5cm, +10cm, 
+15cm と移動させて撮影した。一方、胸腹部人体ファントムでは CT-AEC をオートモードで寝台高さを基準

位置（0cm）から −5cm, −10cm, +5cm, +10cm と移動させて撮影した。そして各条件の撮影画像データから得ら

れた mA 曲線、最大管電流、ROI（region of interest）内の SD 値の比較を行った。

その結果、模擬物理ファントムでは CT-AEC をマニュアルモードで使用し、最大管電流を同一に設定したた

め、寝台高さにかかわらずほぼ同様に管電流の変調が行われた。ROI 内の SD 値は 2.42 ～ 2.60 の範囲で変動し、

大きなばらつきは見られなかった。一方、胸腹部人体ファントムでは CT-AEC をオートモードで使用したため、

寝台高さごとでそれぞれ異なった最大管電流が設定された。寝台の高さを基準位置から + 方向へ移動させる

と管電流の値は最大で 20mA 増加し、— 方向へ移動させると管電流の値は最大で 40mA 減少した。ROI 内の

SD 値は寝台が基準位置からずれるほど値は大きくなり、8.69 ～ 9.72 の範囲で変動した。

　本研究より最大管電流の設定が同一であった場合、寝台位置は管電流の変調にあまり影響しないと考えられ

る。また、CT-AEC の管電流の変調は位置決め画像撮影時の最大管電流の設定に依存すると考えられる。この

ことから被写体を FOV（field of view）の中心に置き、CT-AEC をオートモードで使用することでそれぞれの

体格や撮影部位に適した最大管電流が設定され、CT-AEC の特性を活かした撮影ができると推測される。

CT 用ガフクロミックフィルムを用いた線量分布測定

HK2002　八 角　薫

　近年、MDCT のディテクタは多列化され、ヘリカルスキャン時におけるオーバーレンジングやコンベンショ

ナルスキャン時におけるオーバースキャンによる画像再構成に直接寄与しない X 線による被ばくが懸念され

る。本研究では、CT 用ガフクロミックフィルムを用いて、CT 撮影時の線量分布を実測し評価を行った。　

　ガフクロミックフィルムは Ashland 社製を使用し、読み取りには EPSON 社製のフラッドベッドスキャナー

を用いた。読み取る時間は 24 時間後を基準とし、フィルム 3 枚を同時に照射して 23~25 時間後の時間依存性

を測定した。線量依存性では 0.1~20.0mGy となる照射条件で、フィルム 3 枚で 1 組を同時に照射した。同様

に計 7 組に対して照射した。オーバーレンジングの測定には厚さ 17cm のタフウォーターファントムを使用し、

表面上下側及び中央の中心にフィルムを置き撮影開始位置をフィルムの中心に合わせ、ヘリカルスキャンで照

射した。オーバースキャンの測定には直径 8cm の円筒形アクリルファントムを用い円周上にフィルムを張り

付け、コンベンショナスキャンで照射した。

　時間依存性の測定結果より、照射後23時間~25時間におけるフィルム1~3の画素値の変動率は1.0%、1.2%、0.8%
となり安定していることが分かった。線量依存性の測定結果より、画素値から線量に換算する 3 次式の換算式が

得られた。ヘリカルスキャンにおける線量分布においてオーバーレンジングは表面上側、中央、表面下側でそれ

ぞれ約23.8mm、31.5mm、23.9mmと評価することができた。中央のオーバーレンジングが表面より長くなった理

由は、中央ほど一次 X 線の減弱が大きく、散乱線の寄与が多くなることから、線量分布が平坦になったためと考

えられる。一方、今回得られたコンベンショナルスキャンにおける線量分布ではオーバースキャンを明確に測定

することができなかった。この原因として管電圧120kVに対して直径が小さかったためにフィルムの裏からの

一次X線の影響が大きいために、オーバースキャンを評価できなかったと考えられる。CT用ガフクロミックフィ

ルムを用いることで、CT 撮影時のヘリカルスキャンにおける線量分布を具体的に評価できることがわかった。
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一般撮影領域におけるガフクロミックフィルムを用いた線量分布測定

HK2004　橋本　拓磨

　ガフクロミックフィルムとは放射線を照射することで色が変化し、線量に応じて色の変化が異なることから

二次元線量分布測定を行うことができるフィルムである。現在は放射線治療領域における線量分布検証などに

主に使用されている。本研究では一般撮影領域用のガフクロミックフィルムである XR-QA2 を使用し、一般

撮影領域の線量にて実験を行い、二次元線量計としての有用性を検討した。

　ガフクロミックフィルムの基礎特性として、時間依存性、減弱測定および線量依存性の測定を行った。ガフ

クロミックフィルムの読み取りに使用するフラットベッドスキャナーは、読み取る位置によって画素値が異な

ることから読み取り位置は 1 か所とした。また読み取りは 10 回連続で行い、画素値が安定する 4 回目以降の

画像を用いた。時間依存性の測定は、フィルムにX線を照射してから最大120時間までの変化を測定した。また、

約 23 時間から 25 時間後の間については 15 分おきに変化を測定した。フィルムによる減弱測定は、フィルム

の厚さを変化させて電離箱を透過線量を測定し、またアクリル板でも同様の測定を行い、両者を比較した。線

量依存性の測定ではフィルムに照射する線量を約 0.1mGy から約 12mGy まで変化させ、線量と画素値の関係

を調べ、線量を画素値から算出する式を求めた。基礎特性に基づき、タフウォーターファントム内部の深さ方

向における線量分布測定を行った。ファントムの表面、裏面および内部 3 枚の計 5 枚のガフクロミックフィル

ムを配置し、ファントム内部での線量分布を測定した。

　時間依存性として、照射から約 23 時間から 25 時間の間で画素値は約 2% の変動することがわかった。フィ

ルムの減弱はフィルムはアクリル板よりも大きく、フィルム 1 枚の減弱はアクリル板約 2.2mm 厚に相当した。

線量依存性は、線量 y[mGy] と画素値 x との間に二次式での関係式が得られた。タフウォーターファントム内

部の深さ方向における線量分布測定では、ファントムからの散乱線や後方散乱による影響を受けた線量分布を

測定することができ、線量計としての有用性が示された。

マウスを用いた SPIO,USPIO による間質性 MR Lymphography の比較検討

HK2005　佐藤　直人

　免疫機能を有する器官であるリンパ系は生体防御を司り、その形態や機能の評価をすることは重要である。

MRI によるリンパ系の検討にはガドリニウム製剤の陽性造影剤の他に陰性造影剤である鉄剤による報告が散

見される。鉄剤は静注により全身のリンパ節を同時に評価可能であるが、その一方でセンチネルリンパ節評価

のようにリンパ流の評価はこれまで行われていない。本研究では、鉄剤を間質に投与し、リンパ流の評価が行

えるかを検討することを目的とした。そのためにファントムによる至適濃度の算出とマウスに鉄剤を左後脚の

第 1,2 指の間隙皮下に注射して粒子径と濃度の違いによるリンパ節の描出能を比較した。いずれの実験におい

ても、1.0T MRI 装置を用いて T1 強調 3D-FLASH にて撮像を行い、鉄剤は 20nm、 50nm、 100nm の粒子径を使

用した。ファントムによる実験では、それぞれの粒子径に対して 20 倍から 100 倍までの希釈濃度のファント

ムを作成し、撮像した画像から求めた SNR において、いずれの粒子径においても 60 倍希釈が至適濃度であっ

た。マウスを用いた実験では、鉄剤の粒子径それぞれに対して 10 倍、20 倍、60 倍希釈を用いて 3 回ずつ、投与前、
5 分後、15 分後、30 分後、1 時間後、3 時間後に撮像した。得られた画像から膝窩・仙骨リンパ節での造影効

果を比較したところ、投与側のリンパ節のみ陰性に造影され、リンパ流の評価を鉄剤にて行うことが確認でき

た。膝窩リンパ節では、粒子径の違いによる検討では 10 倍および 60 倍希釈では粒子径による造影効果の変化

は確認できず、20 倍希釈では粒子径が大きいほど均一に造影され、粒子径が小さいとリング状に造影される

傾向にあった。濃度の違いによる検討では、濃度が高いほど均一に造影される傾向がみられた。20 倍希釈は

粒子径の大きさが反映される適度な濃度であったと考えられた。仙骨リンパ節では粒子径が大きいほど、また

濃度が高いほど造影される傾向がみられた。間質におけるリンパ流の評価は鉄剤にて可能であったが、粒子径

や希釈濃度の選択によっては造影されない場合もあり、適切な選択の必要性がある。
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全身 PET/CT の撮像体位における両腕が画像に及ぼす影響について

―ファントム実験による検討と考察―

HK2006　舟塚　千陽

　本研究は、全身 PET/CT 検査における撮像体位、両腕を挙上させる場合と体幹に沿わせる場合の画像につい

て検討した。ヒトの体幹部を模擬したファントムに計 6 個の模擬腫瘍を設定し、そのファントムの両側に人体

の腕を模擬したファントムが有る場合 arm(+)と無い場合 arm(-)について模擬腫瘍のカウントを計測した。また、

吸収補正を行った場合（+AC）と行わなかった場合（-AC）について画像再構成をそれぞれ行った。

吸収補正の有無に関わらず模擬腫瘍の直径が大きくなるにつれカウントは高くなった。カウントの値は全体的

に (-AC) より (+AC) の方が大きくなった。（+AC）のときは arm(+) より arm(-) の方がカウントは高いが、（-AC）
のときでは B.G. と 4 個の模擬腫瘍で arm(-) より arm(+) の方がカウントは高くなった。PET では γ 線の吸収割

合は放射能の分布に依存せず、吸収物質の分布だけで決まるので、今回の実験では arm(+) より arm(-) の方が γ
線の吸収割合は減り、カウントは高くなった。しかし、（+AC）では arm(-) より arm(+) の方がカウントの高い

箇所があり、腕という吸収物質があると過補正となる場合があるといえる。この点に着目すると両腕を体幹に

沿わせるより挙上する方が良いとはいえ、体格の大きい患者にも適する撮像体位であるといえる。しかし、両

腕を挙上する撮像体位には欠点があり、検査データ収集中において両腕の挙上を長い時間維持することの難し

さや、それにより生じるモーションアーチファクトの影響がある。なお、今回の実験ではファントムに骨を含

んでいないので次回はその点も考慮して研究したい。

水ファントムスキャニング測定における水面の乱れの影響

HK2007　佐藤　優樹

　外部放射線治療におけるビームデータの取得は、水中スキャンによるのが一般的である。この結果、ビーム

データ取得に要する時間は合理的に改善された。一方、スキャン中の水面の乱れという問題も発生した。ス

キャナー精度に関わる駆動系の位置精度は装置の性能評価の中で明示されているが、水面の乱れの影響を定量

的に示すものは少ない。臨床で実施しているスキャン方法において、水面の乱れの影響を定量化することを目

的として、種々のスキャン条件における計測量の変化を実測値から評価する。その結果を踏まえ、波の影響を

低減する方法についての予備的検討を加える。臨床で一般に用いられるスキャン条件と対比した条件を設定し

た。波源の 1 つである信号ケーブルの上下運動による波の伝播を抑制するために、ケーブル周辺に防波堤を設

けた。防波堤によってケーブル由来の水面波の抑制効果を検討するために、条件 1：防波堤無の比較、条件 2：
防波堤有の比較、条件 3：防波堤有無の比較の 3 種類の組合せで対比実験を行った。条件 1 では、スキャン条

件 Fast、照射野サイズ 4 cm×4 cm において、4 MV で 0.996±0.002 と他の条件に比して 1.0 からの大きな乖離が

見られ、Standard との比率に差が見られた。t 検定の結果、有意差（p<0.05）が見られた。条件 2 では、スキャ

ン条件 Fast、照射野サイズ 4 cm×4 cm において、4 MV で 1.001±0.002 と防波堤無で見られた 1.0 からの乖離は

見られず、Standard との比率にも差が見られなかった。しかし、t 検定の結果、Standard との測定値には有意

差（p<0.05）が見られた。条件 3 では、防波堤有無での比率に差が見られず、有意差はなかった。エネルギー

が高いほど水面波の影響が少なくなったのは、単位深さ当たりの線量変化が、X 線エネルギーが高いほど小さ

いことによるものであると考えられる。また、照射野サイズが小さいほど影響を受けたのは、振幅が最大とな

る範囲でデータ収集を行うからであると考えられる。今回の実験より水面の乱れの影響には、エネルギー・照

射野サイズ依存があった。また、ケーブル周辺への防波堤の設置は効果が見られなかった。臨床で用いられて

いるスキャン条件は最適な条件に設定されていた。
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モンテカルロ法を用いた IP 及び二次元デジタル X 線センサーの吸収エネルギーの算出

HK2008　渡部　智彦

　二次元デジタル X 線センサーを使用した過去の研究では、IP や鉛板を付加した場合、同一線量でも入射 X
線の条件が変化した時に吸収線量が変化した。そこで本研究では、EGS5 を用いて様々な条件での出力を算出

し、二次元デジタル X 線センサーの特性を検証した。IP、鉛板（以下 Pb）、二次元デジタル X 線センサー（以

下 HR4）のファントムを計算機上で作成し、X 線の入射エネルギーごとの吸収エネルギーをモンテカルロ法

を用いて求めて吸収線量を算出した。X 線の吸収体である IP、Pb の有無による HR4 の吸収線量の変化につ

いても管電圧 80[kV] の連続エネルギー X 線を用いて算出した。また、IP と HR4 のファントムに加え焦点か

ら 10[cm] の位置に Al を付加した場合の吸収線量を算出し、線質変化による検出器の応答の違いについても検

討した。X 線エネルギーを変化させた場合の計算については、低エネルギー X 線の場合では鉛による減弱が

大きく、HR4 の吸収線量は少なくなった。一方、X 線のエネルギーが 100[keV] の場合、80[keV] と比較して

HR4 の吸収線量が少なくなった。吸収体を変化させた場合の計算では、吸収体が無い時と比較して、IP のみ

を付加することで HR4 の吸収線量が 53.0% に減少し、同様に Pb のみを付加することで 0.8%、IP と Pb を付

加することで 0.6% に減少した。また、線質を変化させた場合の計算ついては、 Al を厚くすると IP の吸収線量

に対する HR4 の吸収線量の比が大きくなった。単色 X 線 100[keV] と 80[KeV] の結果は、鉛の吸収端による減

弱係数の違いによるものと考えられる。過去の実験では、二次元デジタル X 線センサーに鉛板を加えること

によって、感度が 0.8% に低下した。この結果は本研究のモンテカルロ法の計算値とほぼ一致したため、今回

の EGS5 のプログラムは妥当であると考えられる。また、Al を付加した場合、ビームハードニング効果によ

り IP を透過する X 線の割合が増加し、HR4 の吸収線量が相対的に増加したと考えられる。この結果より、モ

ンテカルロ法によって任意の線質における線量比を求めることができることが示された。

Parallel Imaging における SNR の向上

HK2010　岩崎　拓也

　MRI において撮像時間の短縮と SNR の向上は永遠の課題であるといえる。Parallel Imaging はそのうち前者

を達成している撮像法であるが、後者が問題となっている。また一般に、k-space のサンプリングパターンによっ

て SNR が変化することが知られている。そこで本研究では、サンプリングパターンを変えることによって

Parallel Imaging の欠点を補えるのではないかと考え、研究を行った。まず頭部ファントムをデータを間引いて

収集、撮像した。その結果折り返しアーチファクトが発生した。そこで、折り返しを展開するためにファント

ムの周りに 4 つの配置の異なるコイルを想定し、それぞれから得られるであろう感度マップを作成した。その

感度マップと折り返し画像を掛け合わせることで信号強度の異なる 4 枚の画像を得た。それらを逆フーリエ変

換して k-space を得た後、一部のデータを使用して折り返しを展開した。その後折り返しのない頭部画像を逆

フーリエ変換し、k-space を得た後、4×4 のうち 4 つのデータを取るパターンを考えそのパターンで k-space 全

体をサンプリングし、サンプリングデータを用いて画像再構成をした。本研究では 14 種類のサンプリングパ

ターンで再構成し、ノイズ量の異なる 14 枚の画像を得た。その 14 枚の画像について 5 点からノイズを測定

し、規則的なパターンと不規則的なパターンとでノイズ量の比較をした。その結果、パターンが不規則的であ

るほうがノイズ量は少なく、また変動も小さいことがわかった。これは、折り返しを展開するための感度係

数の展開行列が関与している。サンプリングパターンが複雑であるほど展開行列の特異値は大きい値を示し、

Geometry factor を小さくする。よってサンプリングパターンが複雑である方がノイズ量は減少したと考えられ

る。今後はそれぞれのパターンがどの程度複雑であるのかを表現するためにエントロピーを用いて複雑さを数

値化し、どのサンプリングパターンが最良であるかを断定することを目標に研究を進める。
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X 線 CT 画像を用いた 3D プリンタの再現性の検討と医療現場を想定した適用について

HK2012　渡邊　大夢

　近年 3D プリンタの技術は医療分野にも普及してきており、医療の進展につながっていると考えられ、その

需要は高まると予想される。

　本研究では既知の立方体のアクリルファントムを X 線 CT 装置にて撮影し、得られた画像から 3D モデルを

作製した。本研究には溶融樹脂積層法という方法で 3D モデルを作製する 3D プリンタを用いた。作製した 3D
モデルを X 線 CT 装置にて撮影してアクリルファントムおよび 3D モデル、さらには X 線 CT 画像での長さを

比較した。また脳血管模型の撮影を行って 3D モデルを作製し、その再現性を検討した。

　一連の工程にて X 軸、Y 軸および Z 軸の長さの測定を 5 回行ったところ、測定値にはばらつきがあったが、

X 軸および Y 軸で 1% 未満、Z 軸で 3% 程度の誤差であったため、3D プリンタの再現性は適当であった。し

かし 3D モデルの表面にはアクリルファントムにはない凹凸が現れ、不整となっていた面があった。また脳血

管模型の 3D モデルを作製した結果、作製できる部分とできない部分とがあった。

　長さの測定で誤差がみられた原因は、測定の方法や X 線 CT 装置の原理によるものだと思われる。再現性の

良い 3D モデルを作製するには 3D モデル作製時に決定する等値面の値や撮影条件の適切な設定が必要である

と考えられる。脳血管模型の 3D モデルには再現性の悪い間欠的な部分がみられたが、これは対象物の構造が

細かく、さらに空間的広がりが大きかったためであると考えられる。ゆえに作製対象物が小さすぎず、構造が

あまり複雑でなければ本 3D プリンタでの作製は可能で、使用場所は制限されるが医療現場で適用できる場面

はあると思われる。

頭部血管像における TOF 法と 3D-FSE-CUBE の比較

HK2013　佐藤　由貴

　現在、臨床で用いられている頭部非造影 MRA には、流入効果を利用した 3D-TOF（time of flight）法があるが、

血管の分岐部や狭窄部に生じる血流の位相分散により流入効果が上手く起こらず血管径を過小評価してしまう

恐れがある。そこで TE を非常に短くした UTE（Ultrashort TE）にて頭部 MRA を撮像することで血流信号の

低下を抑制し、TOF 法の欠点を軽減することができるとされている。また、位相分散などの血流信号を全て

無信号とする Black Blood Imaging を得ることができる 3D-FSE-CUBE（以下 CUBE）は、正確に血管径を描出

することができるため、その有用性が評価されている。そこで、本研究では 3D-TOF 法、UTE による 3D-TOF
法（以下 UTE 法）、及び Black Blood Imaging である CUBE により頭部血管を撮像し、信号強度の比較により

撮像法の違いによる画像の変化を検討した。また三次元画像処理により主要血管の走行を視覚評価し、撮像シー

ケンスごとの有用性を検討した。

　研究内容として、3.0T MRI 装置にてボランティア（24 歳・男性）の頭部血管を撮像し脳底動脈、前大脳動脈、

中大脳動脈と脳脊髄液の信号強度を比較した。さらに三次元画像処理にてこれらの血管の走行を視覚評価し、

各撮像シーケンスの有用性を検討した。結果、CUBE T2WI では対象血管と脳脊髄液において信号強度差やコ

ントラスト比が大きくなったため、TOF 法と比較して血管を観察しやすいと考えた。しかし三次元画像処理

にて MIP 画像を作成すると、血管のみを描出する TOF 法に比べ、CUBE では周囲の組織も描出されるため表

示できる血管に制限があり、血管のみを対象とする TOF 法の有用性はより高いと考えた。CUBE での比較を

行うと、T1WI が最も血管の走行を描出することができ、信号強度測定とは異なる結果を得た。これは MIP 画

像にする際の処理で、T1WI の血管に影響を及ぼす組織が少なかったためであると考えられる。CUBE では動

脈と静脈の情報が得られるという利点があることから、より鮮明な血管像を得るため、今後、CUBE の画像処

理技術について検討したい。
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乳腺腫瘤性病変の BI-RADS MRI を用いた分類の検討

HK2014　田中　くるみ

　日本人の乳癌罹患率は年々増加傾向にあり、40 歳代、50 歳代といった世代の女性において癌死亡の原因の

第 1 位となっている。また生涯に乳癌を患う日本人女性は、12 人に 1 人と言われており、乳癌で亡くなる女

性は 1980 年と比べて約 3 倍にもなっている。しかし、乳癌は早期発見で生存率も高く、また乳房温存率も高

くなる。乳癌において 2 センチ以下のしこりでリンパ節への転移がないと思われるステージⅠ期では、10 年

生存率は約 90％となっている。乳癌による死を減らす為には、検診等による早期発見のみならず、乳癌と診

断された後も、治療方針を決めるための病変の広がり診断や病期診断、化学療法の効果の評価など様々な場面

で画像診断が必要とされる。

　MRI は乳癌に対して、高い感度を示す一方で特異度は相対的に低く、その要因として標準化された撮影方

法や診断基準がなかった為、それらの標準化を目的として BI−RADS MRI が提唱され、我が国でも導入が進

み、近年では乳癌リスクの高い女性のスクリーニング方法として乳腺 MRI が注目されている。本実験では

BI−RADS MRI に基づいたカテゴリー分類により異常所見の形態、分布といった乳房病変の診断の評価を行い、

BI-RADS MRI が乳腺病変において診療方針を決定する際に有用であるか検討した。

　BI−RADS MRI によるカテゴリー分類で腫瘤性病変の場合に判定すべき項目は腫瘤の形状、辺縁、内部の増

強効果の特徴、時間信号曲線の 4 項目であり、画像診断により良性と悪性を完全に区別することは困難である

が、病変の質的診断による生検の適応の決定、乳癌術前の広がり診断及び非触知乳癌の広がり及び位置の同定

診断に有用であると考えられる。

FOCUSS を用いた MRI 画像の画質の改善

HK2015　柄澤　俊樹

　MRI 検査は撮像時間が長いという欠点を持つ。収集するデータを少なくすれば撮像時間を短縮することが

出来るが画質は低下してしまう。そこで本研究では FOCUSS というアルゴリズムを用いて、データが少ない

場合でも画質が低下しないような k-space のサンプリングパターンを比較・検討する。

　本校の 0.2T MRI 装置を用いて撮像条件 FOV170×170mm、TR60ms、TE12.9ms、FA30° とし、GRE 法にて健

常成人の膝を撮像した。データを 100% 使用して再構成した画像を基準画像とし、データを 30% 程度使用し

て 6 種類のサンプリングパターン（Gaussian Pattern、PE Gaussian Pattern、PE Pattern、PE + low Pattern、Spiral 
Pattern、Variable Density Spiral Pattern）で逆フーリエ変換や FOCUSS で再構成した画像を視覚評価と物理評価

にて評価した。物理評価は評価するものが真の値からどの程度離れているかを示す RMSE を用いた。

　視覚評価の結果、Variable Density Spiral Pattern のとき最も基準画像に近くなり、FOCUSS によって画質改善

の効果があった。逆に PE Pattern のとき最も基準画像から離れた画像となり、FOCUSS による画質改善は見込

めない結果となった。物理評価の結果、Variable Density Spiral Pattern のとき RMSE の値が最も小さくなる、す

なわち基準画像に近い画像となることが分かった。逆に PE Pattern のとき RMSE の値が最も大きくなる、す

なわち基準画像から最も離れた画像となることが分かった。視覚評価、物理評価からともに Variable Density 
Spiral Pattern のとき FOCUSS を使用したとき最も画質改善の効果があるという傾向が見られた。

　k-space の収集パターンに必要な条件は低周波領域を多くサンプリングすること、全体をなるべくランダム

にサンプリングすることである。k-space の低周波領域は画像の大まかな形やコントラストを決定するために

必要であり、全体をランダムにサンプリングすることで折り返し信号が画像全体に散らばり、折り返しの影響

を受けにくくなると考えられる。また以前に行われた他の再構成での同様な実験でも本実験と同じような結果

が得られたことから、最適なサンプリングパターンは再構成に依存しないことが示唆された。
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透過型線量計を用いたビームデータ測定における表面線量への影響

HK2016　小林　裕直

　放射線治療で用いるパルス放射線では計測値にばらつきが生じるため、スキャン測定では外部モニタ用の線

量計（以下、外部モニタ）の使用によりばらつきを軽減するが、定位照射に用いる極小照射野での使用は困難

である。そこで、照射野サイズの問題を解決するものにリニアックのヘッドに装着する透過型線量計の Stealth 
chamber（IBA、以下 SC）が開発された。本研究では、SC を用いた深部量百分率（以下、PDD）の測定にお

ける表面線量への影響を検証し、外部モニタとしての有用性を検討した。

　表面線量への影響を検証するために 3-D 水ファントムを用いて SSD100 cm にて固定測定とスキャン測定を

行い PDD を取得した。固定測定では、SC の有無での PDD をエネルギー 6 MV で照射野 4×4、20×20 cm2
、15 

MV で 4×4 cm2
において 5 cm 深まで取得した。スキャン測定では外部モニタに SC、外部モニタなしの場合の

PDD を 6、15 MV で 4×4、20×20 cm2
において 30 cm 深まで取得した。また、外部モニタに CC13（IBA）を用

いた場合の PDD を 6、15 MV で 20×20 cm2
において同様の深さまで取得した。

　測定結果より、ピーク深以降の深さでは全ての条件で SC の使用の有無による PDD の差は見られなかった。

また、ピーク深の変化も見られなかった。ビルドアップ領域では、SC の使用によって小照射野 4×4 cm2
で減

弱による線量の低下、大照射野 20×20 cm2
で散乱線の寄与による線量の増加が見られた。この線量の変化はビ

ルドアップ領域の表面ほど大きいものであり、エネルギーによる傾向の相違は見られなかった。

　以上の結果から、SC による表面線量への影響は大照射野で認められるが、全ての条件においてピーク深以

降の深さへの影響は見られず、一般的な円筒形電離箱（CC13）を外部モニタとしたときの結果と良好な一致

を見せた。小照射野での外部モニタ線量計のサイズの問題、通常照射野での外部モニタ線量計位置の再調整に

要する時間の解消において、SC は有効である。一方、円筒形電離箱を用いたスキャン測定で表面線量を評価

することはないので、大照射野での SC による表面線量の増加は問題とはならない。

モンテカルロ法を用いた CT 撮影時における

防護材使用時のファントム内線量とスペクトル算出

HK2017　仲由　諒

　近年では頭部に対して、一般撮影よりもCT撮影が行われることが多くなっている。しかしながらCT撮影に

は被ばく線量が多いという欠点が存在する。頭部 CT 撮影のスキャン範囲に含まれる水晶体は感受性が高く、

被ばくを低減する必要がある。水晶体に対する被ばく低減の方法に、防護材の使用がある。患者の目の部分に防

護材を乗せることで、水晶体の被ばく線量を低減することが出来る。防護材を用いる場合、防護材から発生する

二次 X 線などの影響を考慮する必要があり、実測が困難である。本研究ではモンテカルロ法を用いた輸送計算

シミュレーションソフトEGS5を用いて、実測が困難なファントム表面での防護材の効果を算出する。撮影の対

象には直径20cm、奥行15cm の円筒形アクリルファントムを CGview で作成した。防護材については Bi を使用

したものを 2 種類、Mo を使用したものを 4 種類用いた。各条件でファントム表面のリージョンへの入射 X 線ス

ペクトルと吸収線量を算出した。算出された X 線スペクトルに質量エネルギー吸収係数を乗じることでも吸

収線量を算出した。またファントムと防護材との距離を変化させた場合の吸収線量も算出した。ファントム表

面の入射 X 線スペクトルは、防護材を用いることで主に低エネルギーの光子の数が減少した。また、防護材から

発生する特性 X 線がピークとなって表れ、Al を併用することでこのピークは低下した。Al を付加していない防

護材を使用した場合にはファントム最表面でのモンテカルロ法による吸収線量は、防護材未使用時よりも大き

い値となった。防護材の距離変化では防護材がファントムから離れるほどに表面線量が低下し、表面と深部の

吸収線量の差が小さくなった。Bi 防護材に Al を付加することによって表面の吸収線量は 6％低下した。同様

にMoとMo+Alでは 8％、Mo+CuとMo+Cu+Alでは11％の低下となった。この原因としては光電効果によって防

護材から発生する二次電子の影響であると考えられる。最も防護効果が高い組み合わせはMo+Cu+Alであった。
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マンモグラフィにおける撮影条件の検討

HK2018　草野　瑞季

　近年では、乳房撮影のディジタル化が全国的に進み、ほとんどの施設においてディジタルマンモグラフィ装

置が利用されている。一般撮影と比較して乳房撮影は高コントラスト、高鮮鋭度な画像が求められるため、そ

の被写体厚に合わせた撮影条件を選択することが重要である。近年ではディジタル装置の撮影条件が標準化さ

れつつあるが、タングステンターゲットが用いられるようになり、新たに検討の余地が出てきた。

　そこで本研究ではディジタルマンモグラフィ装置を用いて、被写体厚と管電圧、ターゲット / フィルタを変

化させ、物理評価と視覚評価による撮影条件の比較・検討を行うことを目的とした。

　検討項目は、物理評価として CNR、MTF、散乱線含有率、視覚評価として CD-MAM ファントムを用いた

評価の 4 つの項目について比較・検討を行った。

　受像面の散乱線管含有率は、管電圧とファントム厚が増すに従って増加した。またターゲット / フィルタ間

の差はほとんど見られなかった。CNR は、モリブデンターゲット・モリブデンフィルター（Mo/Mo）に比べ

タングステンターゲット・ロジウムフィルター（W/Rh）の方がファントム厚に対する変化はやや少なかった

が、ファントム厚と管電圧の増加に伴い低下した。これはファントム厚が増加すると被写体コントラストが失

われたことに加え、管電圧の上昇に合わせ mAs 値を下げたため、受像面に到達するＸ線量子が減少してコン

トラストと粒状度が低下したことによる。また、MTF の測定結果からは各撮影条件による差は見られなかった。

MTF の値は線量に依存しないことが分かる。また CD-MAM ファントムを用いた視覚評価についても物理評価

と同様な結果が得られた。

　以上より、被写体が厚くなるほど散乱線が増加して画質に影響を与えるが、W/Rh は Mo/Mo に比べ被写体

厚の影響が少ないことが分かった。従って、被写体厚に応じて使用する線質を管電圧やターゲット / フィルタ

の組み合わせを選択することにより選ぶことが重要であると言える。

Cs 吸着材としての磁性プルシアンブルーナノ粒子の合成条件の検討

HK2020　弓野　由貴

　2011年の福島第一原子力発電所の事故により、多種の放射性核種が環境中へ放出された。その中でも、生成

率が高く、半減期が 30.2 年と長い 137Cs が、環境に長期的に影響を及ぼすとして、問題となっている。プル

シアンブルー（PB）は Cs に対して高い選択性を持つ吸着材であり、磁性ナノ粒子にこれを接着した磁性プル

シアンブルーナノ粒子（PB-MNP）が特に注目されている。

　報告されている PB-MNP の合成法に従って合成を行ったが、ネオジム磁石で収集できる PB-MNP を再現性

良く合成することが困難であった。そのため、本研究では、この合成方法をもとに条件を改良することによっ

て、ネオジム磁石で収集できる PB-MNP の合成条件を検討することを目的とした。

　PB-MNP が収集できない原因は、HCl 滴下による MNP の分解が原因であると考え、塩酸滴下終了時の pH
を 3.0~5.5 としての合成を行った。pH を 4.5 付近としてフェロシアン化カリウム水溶液の濃度を 10 mM、5.0 
mM、2.5 mM とした場合に、ネオジム磁石によって暗青色の粒子が収集され、X 線回折により PB と MNP を

含むことを確認した。これらの合成条件について、3 度の再合成を行い、同様の結果を得た。更に、塩化セシ

ウム水溶液を用いての吸着試験により、合成した粒子を水溶液中に分散させることで、溶液中のセシウム含

有量が減少することが蛍光 X 線分析により確認された。また、溶液中に分散させた試料に対して蛍光 X 線分

析を行うことで、吸着試験後の試料に Cs が含まれることを確認し、合成した粒子は Cs の吸着に有用な PB-
MNP であることを確認した。

　以上の結果から、PB-MNP を再現性良く合成するためには、塩酸滴下終了時の pH を 4.5 程度とすること、フェ

ロシアン化カリウム水溶液の濃度を低くすることが有効であることが示唆された。

　合成条件の最適化、セシウム吸着除去能の定量評価、他イオン存在下での吸着試験、放射性試料を用いての

吸着試験は今後の課題とした。
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含鉛シートを用いた頭部 CT 撮影における撮影範囲外被ばくの低減

HK2021　篠ヶ瀬　知

　CT 撮影は有用性が高いが、被ばくの多い検査である。過去の研究より、撮影範囲外に含鉛シートを巻くこ

とで頭部 CT 撮影における撮影範囲外被ばくを低減できることが示されている。本研究では、頭部 CT 撮影に

おける主な臓器の被ばく線量を、ランドファントムの臓器相当位置でガラス線量計素子を用いて測定した。ラ

ンドファントムに対して含鉛シートの設置方法を変化させ、含鉛シートによる撮影範囲外臓器の被ばく防護効

果について検討した。また、体外散乱線の主な発生源を特定し、CT 装置に含鉛シートを設置することでも撮

影範囲外被ばくの低減を行った。頭部 CT 撮影における被ばく線量の測定にはランドファントム（成人女性）

を使用し、主な臓器（水晶体、脳、甲状腺、胸腺、肺、胃、結腸、卵巣、精巣）に、電離箱で校正したガラス

線量計を挿入し、線量を測定した。含鉛シートの設置は、シートなし、ファントムの全周に巻き付ける、ファ

ントムの下に敷く、ファントムの上にかける、の 4 パターンとした。体外散乱線の主な発生源の特定を行うた

めに、X 線管球を上部に固定した状態で鉛板を CT 装置のガントリ付近に配置し、その位置を変えて、ファン

トム表面線量の測定を行った。鉛板の配置については、鉛板なし、ガントリ表面、ガントリ直下、ガントリ

5cm 下、ガントリ 10cm 下、ガントリ 15cm 下とした。結果より散乱線の主な発生源に適した遮蔽を CT 装置

に行い、X 線管球を固定した場合と頭部 CT 撮影の場合での胸部表面および精巣での防護効果を比較した。実

験結果より、含鉛シートで全周を巻いた場合が最も被ばく低減効果を大きかった。含鉛シートを上にかけた場

合では、精巣での被ばく低減効果のみが大きくみられた。体外散乱線は、鉛板をガントリ直下とガントリ 5cm
下に設置した場合が 63% 減少し、最も大きな低減効果を示した。これより、体外散乱線はガントリ付近の空

気から多く発生していることがわかった。さらに、含鉛シートをガントリ口径内上部に設置し CT 撮影を行っ

た場合、胸部表面と精巣の両方で被ばくの低減ができた。CT 装置本体に含鉛シートを設置することで、撮影

範囲外被ばくの低減がより容易に行えることを示すことができた。

Butterworth Filter のカットオフ周波数による低カウント画像の変化

HK2022　芹澤　侑

　本研究は、体動や RI 漏れなどによって低カウント収集になってしまったとき、Butterworth Filter のカットオ

フ周波数の設定が画像のノイズやコールドスポット、ホットスポットの描出にどのような影響を及ぼすかを検

討した。方法は、JIS 規格に準じた SPECT ファントムに 99mTc-ECD を 26[kBq/ml] の濃度で封入し、2 検出器

型 SPECT 装置 ECAM-24 を用いて 1 サイクル 2 分でデータ収集を行い、それを 15 回繰り返した。得られたデー

タは収集開始時刻を基準として、収集時間を 6min，10min，…，30min と変化させ、7 種類のデータを取り出した。

次にカットオフ周波数 0.75cycles/cm、オーダー 8 にて画像再構成を行い、関心領域を設定して変動係数を求め

た。さらに収集時間 6~26min のデータを 30min での変動係数 11.5% と同等な値になるカットオフ周波数で画

像再構成し、カットオフ周波数を一定にしたときと収集時間に合わせて変動させたときの差異を検討した。そ

の結果、均一性とコールドスポットでは収集時間が短くなるほどノイズが目立つ画像となったが、カットオフ

周波数を収集時間に合わせて低周波数側に変動させることでノイズを低減することができた。ホットスポット

においては、今回の実験ではノイズよりストリークアーチファクトの方が目立つ画像になった。よって、低カ

ウント収集になってしまったときはカットオフ周波数を収集時間に合わせて変化させることで画質改善の有用

性は示された。しかし、カットオフ周波数を低周波数側にするほど、画像信号も低減してしまい、コールドス

ポットとホットスポットの辺縁がボヤけた画像となったので、カットオフ周波数の設定には注意が必要である

ことを認めた。
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X 線 CT 装置における CT-AEC の X 線管位置による設定管電流の検討

HK2024　井川　みなみ

　マルチスライス CT（MSCT）を利用した X 線 CT 検査が一般化されるに伴い、X 線 CT 検査による医療被曝

は増大する傾向がある。そこで、2000 年前後より X 線 CT 装置に被曝低減のために、CT 用自動露出機構（CT-
AEC：CT-Automatic Exposure Control）が搭載され始めた。CT 検査では、本スキャンの断層撮影を行う前に、

位置決め画像を撮影し、位置決め画像より断層撮影を行う範囲を選択する。CT-AEC は、この位置決め画像よ

り被写体認識し、断層撮影時に用いる管電流を調整している。

　本研究では、本校にある X 線 CT 装置に搭載されている CT-AEC の管電流の設定に、被写体厚や被写体面積、

CT 値がどのような影響を与えるのかを検討した。溶かした寒天（3%）をカラーコーンに流し入れ、円錐型の

模擬物理ファントムを作成した。位置決め画像撮影時の X 線管位置を 0° と 90° とし、作成した模擬物理ファ

ントムと胸腹部人体ファントム（背臥位）を CT-AEC を用いて撮影した。位置決め画像撮影後のデータより

mA 曲線の作成と全スライス合計管電流、CT 値 / 面積 を算出した。また、断層画像より、各画像に ROI を設

定し SD 値を測定した。その結果、位置決め画像撮影時の X 線管位置が 0° よりも 90° のとき、設定された管

電流、CT 値 / 面積は高くなり、断層画像の SD 値は低くなった。模擬物理ファントムの位置決め画像撮影より、

模擬物理ファントム面積が大きくなるにつれ、管電流が増加することが分った。

　結果より位置決め画像の被写体面積と被写体厚の変化による X 線の透過量を認識し、断層撮影に用いる管

電流を設定していることが判明した。

　今回の実験から、位置決め画像撮影時の X 線管の位置による被写体厚の変化に注意し、CT-AEC を用いた撮

影を行うことで、CT-AEC の被曝低減効果を発揮することができると考えられる。

モンテカルロ法を用いた心臓カテーテル検査における術者の水晶体被ばく線量評価

HK2026　鈴木　未来

　近年、病院において IVR を施行する医師の水晶体被ばくが問題となっている。特に、心臓カテーテル検査

では術者の透視時間が長時間になりやすく水晶体被ばく線量が増加する恐れがある。本研究ではモンテカルロ

法を用いて心臓カテーテル検査における第一術者の水晶体線量を算出することを目的とする。また、術中に用

いる防護材である防護板および防護メガネを用いた際の有効性についても検討を行う。血管撮影装置のモデル

にはバイプレーン方式を想定して側面方向、後前方向からの X 線ビームについてモデルを作り計算を行う。

　コンピュータ上で術者の頭部、防護板、防護メガネ、患者に対応するファントムを作成し、これらのファン

トムを心臓カテーテル検査を想定して配置した。術者の頭部を想定した直径 16cm の円柱形水ファントムの中

の水晶体の高さと仮定した位置に、線量測定用リージョンを配置し線量計算を行った。防護材無し、防護板の

み、防護メガネのみおよび防護板と防護メガネの併用の場合についてそれぞれ計算を行った。また、側面方向

においては、X 線の入射方向を RL から LR 方向に変えた場合について吸収線量を算出し比較を行った。

　得られた線量分布より右目と左目の吸収線量を比較すると、患者ファントムに近い左目が大きい線量となっ

た。防護材を使用した場合の吸収線量は、防護メガネの使用で約 50%、防護板の使用で約 99% 低下した。防

護板と防護メガネを併用した場合の吸収線量は、防護板のみを使用した場合と比べ大きな違いはなかった。側

面方向について X 線入射方向を変化させた場合、RL 方向に比べ LR 方向で吸収線量は右目で 62.9%、左目で

72.1% 線量が低下した。

　防護板を使用することで一方向からの散乱線は十分に防護することができるが、術者の移動に対する散乱線

の防護としては防護メガネを併用することが有用である。また、側面方向から X 線を入射させる際は RL 方向

からより LR 方向から入射させる方が術者の被ばく防護の観点のみからは好ましい。
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X 線 CT 撮影領域の変化による部分体積効果の影響

HK2027　瀧　美佐紀

　X 線 CT 画像の画質に影響する部分体積効果は、一般的にスライス厚を薄くすることで低減しているが、ボ

クセルの XY 方向をあらわす画素サイズを変化させることでもこの影響を低減できると考えた。

　そこで本研究ではボクセルの XY 方向をあらわす画素サイズを変化させるため、FOV を変化させて 1 円玉

の撮影を行い、部分体積効果の影響を検討した。微小球体ファントムの先に 1 円玉が中心になるように貼り

つけ、FOV の中心となる位置で撮影を行った。撮影条件は微小球体ファントムを用いたスライス感度プロ

ファイル測定条件と胸腹部のガイドラインを参考に決定し、FOV は焦点サイズが変わらない範囲とするため

LL（480mmφ）を除いた SS（180mmφ）から L（390mmφ）の 4 種を用いた。得られた画像に対し、本学 X 線

CT 装置に搭載されている体積計算機能を用いて 1 円玉の体積を測定した。そして、測定して得られた体積と

FOV の関係を検討した。また、測定された体積と実際の 1 円玉の体積との誤差を算出した。

　その結果、FOV が大きくなるほど測定された 1 円玉の体積も大きくなっていることが分かった。これは X
線 CT 装置のマトリックスサイズが一定であり、FOV が大きくなるに従い画素サイズが大きくなることと、

XY 平面における 1 円玉の辺縁での部分体積効果の影響が原因であると考えられる。また、得られた 16 個の

体積のうち 15 個の体積が実際の 1 円玉の体積よりも小さな体積であるという結果となった。これは、体積計

算に必要なしきい値を自分で決定したことが原因であると考えられる。

　本研究では、FOV を変えて撮影を行うと XY 平面における被写体の辺縁での部分体積効果により、FOV が

大きくなるほど被写体の体積も大きくなるという結果となった。このことから、X 線 CT 装置を用いて撮影を

行う場合は被写体が収まる最小の FOV を選択することで、XY 平面の部分体積効果の影響を低減できるとい

える。

異なるターゲットを有する乳房 X 線撮影装置のスペクトル測定

HK2028　近藤　祐樹

　線質の測定法にはアルミニウムや銅のフィルタを用いた半価層測定法や X 線スペクトル測定法がある。X
線管から発生する X 線は連続スペクトルを呈するため、繊細な線質評価を行う場合は X 線スペクトル測定法

が適している。本研究では駒澤大学に備わる 2 台の乳房 X 線撮影装置を用いてスペクトル測定を行い、異な

るターゲットやフィルタでの線質の違いを検証した。さらに圧迫板の有無による影響を、電離箱による実測値

とスペクトルから評価を行った。

　乳房撮影装置には TOSHIBA MGS100B（以下 TOSHIBA）、FUJIFILM FDR MS-1000（以下 FUJI）を使用した。

TOSHIBA はターゲットに Mo, フィルタには Mo と Rh を使用し、FUJI はそれに加え W ターゲットも使用して

いる。実験では管電圧 25,28,30,32[kV] におけるスペクトルを測定した。さらに圧迫板の有無による影響を調

べるため FUJI では圧迫板を取り付けた状態と取り外した状態の両方を測定し、さらに電離箱による線量測定

も行った。実験の結果、TOSHIBA に比べ FUJI では低エネルギー領域の光子数が少なく、相対的に特性 X 線

が多く出ていることがわかった。Mo フィルタ、管電圧 28kV での平均エネルギーは、TOSHIBA で 16.6[keV]、
FUJI で 17.4[keV] となり、FUJI の方が硬い線質であった。W ターゲットの測定では他のターゲット , フィル

タに比べて低エネルギー領域の光子数が最も減少し、管電圧 28kV での平均エネルギーは 19.6[keV] となった。

圧迫板の有無による違いは、スペクトル上では低エネルギー領域でわずかに見られるのに対し、電離箱による

線量測定では違いが大きくなった。Mo ターゲット、Mo フィルタ、25kV の条件において、圧迫板無に対する

圧迫板有のとき 3 割の線量低下が見られた。この線量減少率は、軟線成分の多い撮影条件ほど大きくなった。

これは空気の質量エネルギー吸収係数がエネルギーが低いほど大きな値となるため低エネルギー X 線が多く

なる撮影条件で違いが大きくなったと考えられる。
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リカーシブルフィルタにおける被写体厚と強調係数の関係

HK2030　増田　慎吾

　血管透視動画では静止画では見られない動画特有のノイズがあり、スノーノイズといわれている。このノイ

ズにより、カテーテルが見にくくなり、被曝線量が増大してしまうため、ノイズ低減は非常に重要である。スノー

ノイズの低減にリカーシブルフィルタが使用されている。リカーシブルフィルタは時間フィルタであり、一つ

前の画像からいくつか前の画像まで次第に強調係数をかけて加重平均することでノイズを低減する。

　強調係数が大きいほどノイズは低減されるが、信号強度が小さくなり残像が目立ってしまう特徴がある。透

視動画では、AEC（automatic exposure control）により、機械的に最適な濃度の動画にしているが、どの被写体

厚でも強調係数は一定となっている。そのため、本研究では、リカーシブルフィルタにおける強調係数と被写

体厚の関係について検討する。

　透視撮影装置で AEC を利用した状態で被写体厚を変化させてムービングファントムを撮影する。被写体厚

はアクリルを上下に 2.5cm ずつ変化させる。得られた動画にリカーシブルフィルタの強調係数を 0.225～0.4 の

間で 0.025 ずつ変化させた動画を作成し、学生を対象に連続確信度法にて視覚評価を行う。視覚評価の結果、

被写体厚 10cm のときは強調係数 0.4 と 0.225、アクリル厚 15cm、20cm、25cm では強調係数 0.4 と 0.275 で高

評価となった。これは、人間の目はノイズ量の影響を受けやすいため、全てのアクリル厚で強調係数 0.4 が高

評価となった。また、強調係数が大きいほどノイズは低減できるが信号強度は小さくなってしまうため、ノイ

ズと信号のバランスの良い画像が高評価となる。そのため、アクリル厚 10cm では強調係数 0.225、アクリル

厚 15cm、20cm、25cm では強調係数 0.275 で高評価となった。以上より、リカーシブルフィルタをかける場合

は、動きの速さと被写体厚を考慮し強調係数を考慮する。動きの遅い場合（下肢血管など）は大きい強調係数、

動きの遅い場合（心血管）は小さい強調係数付近を選択する。被写体厚によって強調係数を微調整することで

最適な動画を得ることができると考えられる。

金ナノ粒子含有リポソームの合成と評価技術の開発

HK2031　藤原　由佳

　近年適用が増加している放射線治療は、放射線による生体内での作用として一連の過程を利用している。こ

の過程は電離・励起といった物理的過程、ラジカルの生成が生じる化学的過程からラジカルが分子を損傷す

る生物学的過程である。生物学的過程では酸素の量が減少することで放射線による損傷効果が低減されるた

め、がん組織における低酸素性細胞は放射線感受性が低い。そこで、近年金ナノ粒子を細胞に取り込ませて放

射線を照射することで物理的過程の発現確率を上昇させる研究や、放射線損傷を増加させる研究がなされてい

る。金は正常軟組織に比べ原子番号が高く X 線吸収が大きいため、放射線照射による二次電子の発生率が高い。

これにより活性酸素の発生が促進され、放射線によるがん組織の損傷確率を増加させる。上記のような技術を

利用することで従来の放射線治療に応用の幅を持たせ、より低線量での治療を行うことや、放射線治療の適応

拡大が実現可能であると考えられる。

　本研究ではがん細胞に対する放射線の損傷率を増加させ得る金ナノ粒子を調製する。さらに金ナノ粒子をよ

り効果的に利用するために、体内のがん細胞に薬物を選択的に送達可能なリポソームと合成する。合成した

金ナノ粒子含有リポソーム（以下 AuLipo）の物理化学特性を評価するため、AuLipo および金ナノ粒子の粒子

径分布や Zeta 電位の測定および吸光計測をおこなった。また、AuLipo に加え金ナノ粒子を蛍光顕微鏡や透過

電子顕微鏡（Transmission Electron Microscope: TEM）で観察した。調製した AuLipo は蛍光顕微鏡で観察され、

TEM では金ナノ粒子の含有が確認できた。吸光計測の結果から、自作の金ナノ粒子のピーク波長は 530 nm 付

近であり理論値にほぼ一致した。粒子径は Extruder 処理を行うことで分布のばらつきを抑え、負の Zeta 電位

を持つ凝集の少ない AuLipo の調製に成功した。さらに実際に HeLa 細胞へ取り込ませることで、細胞内への

リポソームの取り込みを確認することができた。
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3D プリンターによる中空のある血管モデルの作製

HK2032　遠近　健吾

　近年、3D プリンターは技術の進歩により医療の分野においても十分利用できるレベルのものが作られてい

る。昨年の総合研究においても胃や血管のモデルが作製され、市販されている 3D プリンターでも学習やイン

フォームドコンセントに使用できるレベルのモデルが作製できることが確認された。ここで、自治医科大学の

脳外科医が高価な 3D プリンターを使って血管瘤モデルを型として作製し、その型の表面にシリコーンでコー

ティングし、中身を溶かしてシリコーンによる柔らかい中空のある動脈瘤モデルを作製した。そこで、脳動脈

よりも太い大動脈の血管において、市販されている 3D プリンターであるが、同様にシリコーンを使用して中

空のある血管を作製できるか検証した。

　中空のある血管モデルの作製は ABS 樹脂で作製されたモデルの表面にシリコーンコーディングして、有機

溶剤であるアセトンで ABS 樹脂を溶かしてシリコーンで中空を作製した。大動脈弓、腹大動脈、総腸骨動脈

について血管モデルを作成し、中空を作製するには ABS 樹脂はアセトンで血管の細い部分は融けにくかった

が、太い部分ほど容易に融け、中空のある血管モデルを作製することができた。これは 3D プリンターの作製

の構造上で内部に空洞が作られるためだと考えられる。また、シリコーンコーティングの塗り方の問題で元の

血管モデルと中空のある血管モデルで造形が異なる部分が生じてしまった。このことからシリコーンの塗り方

でモデルの外形が変化してしまうので、高い再現性のモデルを作製するのは限界があると考えられる。これら

を全て考慮すると安価な 3D プリンターにおいても中空のある血管モデルを作製することは可能だがその再現

性には限界があり、改善が必要だと考えられる。

Ai CT 画像を用いた腰椎椎体部の領域別 BMD 値の不均等性に関する検討

HK2034　小林　飛鳥

　近年、高齢化が進む日本では骨粗鬆症による圧迫骨折が増加している。これによって、QOL の低下は社会

的に重要な課題とされている。先年度の森、村松らの研究で、第１腰椎水平断中央部を 9 つのブロックで分け、

どのエリアの BMD 値が低いか検討した。その結果、椎体前方方向であることがわかった。そこで、本研究で

は腰椎椎体部海綿骨における上方部・中央部・下方部の水平断面に対する局所的な BMD 値解析を行い、BMD
値の不均等性がみられるか検討する。

　まず、検体とともに撮影した BMD ファントムの CT 値を測定し、検量線を作成した。次に、腰椎椎体部海

綿骨の冠状断面上の第 1 腰椎に上方部・中央部・下方部の各領域を設定し、各領域の水平断面上で海綿骨に

ROI を設け、それらの CT 値を測定した。そして、得られた CT 値を検量線を用いて BMD 値に変換した。

　その結果、腰椎椎体部海綿骨の上方部・中央部・下方部の領域別に BMD 値の不均等性があることがわかった。

最も低い領域は中央部であり、次いで下方部、上方部であった。また、男女別に BMD 値を比較すると、女性

の BMD 値は男性よりも全体的に低いことがわかった。これは、女性は男性よりも全体的な骨量が少ない上に、

閉経により女性ホルモンが減少し、BMD 値の低下が起こりやすかったためだと考えられる。さらに年齢別の

比較においては、どの領域でも加齢とともに BMD 値は下降し、圧迫骨折の危険性が高まることがわかった。

また、中央部の BMD 値は年齢に比例して一定の割合で低くなるのに対して、上方部及び下方部は加齢に伴っ

て BMD 値は緩やかに下降した。したがって、年齢を重ねる毎に上方部及び下方部よりも中央部の BMD 値は

低下し、圧迫骨折の危険性が高まると考えられる。

　今回の研究結果に昨年の森、村松の結果を加えると、腰椎全体の BMD 値の測定だけでなく、腰椎海綿骨前

方部と腰椎海綿骨中央部の局所領域を BMD 検査に加えることで、腰椎圧迫骨折の危険性の予測がさらに向上

する可能性があることが示唆された。
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外挿電離箱による低エネルギー領域での δ 線の測定値への影響

HK2035　鈴木　淳

　外挿電離箱は電極間距離を任意に変化することができる平行平板型電離箱である。入射窓と集電極の電極間

で形成される空洞が荷電収集領域で集電極及び保護電極を動かすことで、荷電収集領域である空気の体積を変

えることができる。測定結果から空気の体積が 0の極限下に外挿することで入射表面線量の測定が可能である。

昨年の研究より、電極間距離が狭い部分にて照射線量の上昇がみられた。そこで本研究では照射線量の上昇を

δ 線の影響と考えた。δ 線により入射窓付近での電離密度が高くなるため電極間距離が狭いときに測定値の上

昇が顕著となり、照射線量の上昇がみられると考えたことから、δ 線が測定値に与える影響の検討を行った。

また昨年の研究では、印可電圧を 300 V 一定で測定をしていたため、電極間距離が狭い部分で気体増幅を起こ

し、測定値が増加していることも考えられたため、その検討も行った。δ 線による測定値への影響を見るため

に、入射窓の前に Al,Cu,Sn フィルタをそれぞれ置き管電圧 30,32,35 kV で照射線量の測定を行ったところ、Al
フィルタより、Cu,Sn フィルタの方が電極間距離の広い部分にて照射線量の上昇が大きくみられた。また、照

射線量は、Cu,Sn,Al の順で大きくなった。Cu,Sn フィルタで電極間距離の広い部分にて照射線量の上昇が見ら

れる理由は、管電圧 35,32,30 kV では原子番号の大きい Cu や Sn の方が光電効果を起こしやすいことや δ 線の

影響も否定できない。また照射線量が原子番号順ではなく Cu,Sn,Al フィルタの順で大きくなったのは、Sn フィ

ルタは 0.13 mm と厚いものを使用したため自己吸収によって測定値が小さくなったと考える。次に、気体増

幅の影響の測定を行った。印加電圧を 100,200,300 V と変化させて測定を行ったところ、各印加電圧で照射線

量に大きな差は見られなく、気体増幅による測定値への影響はほとんど見られなかった。これらのことから電

極間距離が狭い部分での δ 線による測定値への影響は否定できなく、外挿電離箱の空洞中の電離密度分布は入

射窓物質に依存していることが考えられる。また気体増幅の影響がなかったことから電極間距離によって印加

電圧を変える必要がないことが分かった。

頸椎 PA 方向撮影に有用性について

HK2037　大谷　直人

　頸椎正面X線撮影は、圧迫骨折などの評価を行い、その上で頸椎椎間板腔を広く描出することは重要なチェッ

ク項目の 1 つである。

　頸椎正面 X 線撮影の撮影体位は現在、前後（AP）方向撮影が用いられ後前（PA）方向撮影はほとんど用い

られることがない。PA 方向撮影が用いられない理由としては、PA 方向撮影の場合、AP 方向撮影に比べ被写

体受像面間距離が長くなることや、PA でのポジショニングの難しさなどが考えられる。しかし、X 線束の入

射角度、X 線の広がり、頸椎の生理的彎曲である前彎などを考慮すると、PA 方向撮影は頸椎の椎間板腔の描

出能に優れているのではないかと考える。

　本研究では、頸椎側面像を用いて AP・PA 方向における受像面から第 4 頸椎の椎体までの距離と頸椎湾曲に

沿った円弧の中心点までの距離を計測し、その結果から、両投影方向で得られた画像について視覚的評価・物

理的評価、更に椎間板腔の描出能の比較を行い、頸椎正面 PA 方向撮影の有用性について検討した。

　結果、第 4 頸椎から受像面までの平均距離は、AP 方向の場合 8.89cm、PA 方向の場合では 11.68cm であった。

次に、AP・PA での頸椎の厚さに相当するファントムの上に、矩形波テストチャートをおいて行った鮮鋭度評

価では、AP・PAともに鮮鋭度の評価に大きな差は見られなかった。また、PA方向撮影ではSIDを短くするに従っ

て、鮮鋭度は悪くなるという結果を得た。頭部ファントムを使った撮影では、SID に関わらず、PA 方向撮影

を用いることで頸椎椎間板腔を広く描出することが出来た。理論的には PA 方向撮影は被写体と受像面の距離

があるので鮮鋭度は悪くなるが、ボケ幅を計算すると、PA 方向撮影でも、人間の視覚で認識できるボケ幅の

0.2mm 以下である。よって、頸椎・受光面間距離の違いにおける AP・PA での視覚的な鮮鋭度は大きな差が無い。

また、同様に拡大率に関しても、AP・PA 方向撮影で大きな差がないことが分かった。よって、PA 方向撮影は、

頸椎の椎間板腔を描出するということにおいて、有用性があると言える。
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PDD の距離依存の実測検証

HK2038　佐々木　美有

　放射線治療における患者への投与線量の決定において、治療計画装置の役割は大きい。また、治療計画装置

に入力する基礎データとなるのは PDD（深部量百分率）である。PDD は距離依存することが知られ、診療放

射線技師国家試験にも出題されているが、高エネルギー X 線において距離依存を実測で検証している報告は

少ない。

　本研究では、4MV の X 線を用い SSD（線源表面間距離）を変化させたときの PDD を実測により求め、SSD
依存性の検証を行う。

　SSD は 80、100、120cm の 3 種類を用い、照射野は正方形で一辺が 4.0、4.5、5.0、9.5、10.0、10.5cm の 6 種

類とし，計 18 通りの PDD 曲線を作成し SSD 依存性について検討する。

　測定結果から全ての照射野の PDD 曲線において SSD が大きくなると PDD 曲線は緩やかに減少し、SSD が

小さくなると PDD 曲線の変化は急峻となり、SSD 依存が示された。SSD 100cm を基準としたときの PDD の

値の差は深さに伴い増加し、深さ 2cm から 20cm の区間では SSD 80cm で最大－ 4 ～ 6%、SSD120 cm で最大

＋ 5 ～ 8% となった。

　SSD に伴う PDD の変化は、一次線の距離に伴う逆二乗則に従った変化と照射体積の増減による散乱線の変

化による。そこで、逆二乗則による PDD の分析を行った。

　SSD 100cm を基準に、SSD を 80cm と 120cm としたときに、距離の逆二乗則により想定される PDD の差を

計算し、得られた実測の結果と比較すると、同様の変化を示した。よって、SSD の増減による PDD の変化の

多くの部分は、逆二乗則による一次線のフルエンス変化によると考えられる。したがって、逆二乗則から SSD
を変えたときの PDD を予測することは可能となる。一方、今回の分析により散乱線の変化に起因する SSD の

変化も明らかとなった。

PET ファントムによる PET/CT のデータ収集法

～リストモード収集とスタティック収集の比較・検討～

HK2039　大鷹　豊

　本研究は、FDG-PET/CT 検査においてデータ収集法として推奨されるリストモード収集について「がん

FDG-PET/CT 撮像法ガイドライン（第 2 版）」（以下、ガイドライン）に準じて、スタティック収集による収集

データとの差について検討した。方法は、18F を 70MBq 封入した NEMA 2007 NU-2 Standard Body phantom を

作成し、データ収集を行った。収集には GE 社製の PET/CT 装置 Discovery 600 Motion を用いて、スタティッ

ク収集で 1min と 3min を各 3 回、続いてリストモード収集を 30min 行い、1min-29min の収集時間の始めと終

わりの 1min と 3min を 3 ヶ所ずつ取り出し、最後にスタティック収集で再度 1min と 3min の各 3 回収集を行っ

た。得られた収集データは、性能評価ソフト PETquact を用いて解析を行った。解析の物理的評価因子にはガ

イドライン上ファントム第一試験で示されるファントム雑音等価計数 NECphantom、% バックグラウンド変動

性 N10mm、10mm ホット球の % コントラスト QH,10mm を用いた。その結果、NECphantom；3min は 1min よ

りも高値、リストモードはスタティックよりも低値、最後の 3min のスタティックの値が最も高い。N10mm；

3min は 1min よりノイズが少ない、リストモードはスタティックよりもノイズが多い、時間経過に伴い多く含

む。QH,10mm；すべての収集条件において参考値を満たし、時間経過に伴い低値。さらに両収集法の収集開

始時間の減衰補正を踏まえると、スタティック収集のほうがリストモード収集よりも物理的に優れた要因は収

集時の減衰補正と各収集時間による計数の差が示唆されるが、スタティック収集では時間経過に伴い過大評価

となり、収集時間は長くなっていた。一方、リストモード収集は収集時間が短く、前半ほど真の収集データに

近いデータが得られるが、後半ほど過小評価となってしまうため、FDG-PET/CT 検査においてリストモード収

集とスタティック収集は利用目的により使い分ける必要があることを示唆した。
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Dynamic Imaging MRI
HK2041　小林　右承

　Dynamic Imaging MRI は動かない撮像体の近くに動く小さな撮像体があるとき、その撮像体の動きをとらえ

て画像化する技術である。例えば生検においては超音波機器が使われることが多いが、Dynamic Imaging MRI 
の技術を利用して特殊な針を使用することによって、生検時の針の動きを観察することが可能である。

　動く撮像体の範囲が FOV 内の一部であった場合は、動きを追って撮像するためには k-space 全体のデータ

を収集する必要はなく、k-space の一部のデータのみを更新していくことで、理論的には動かない撮像体の空

間分解能を犠牲にすることなく時間分解能を向上させた画像を作成することができる。Dynamic Imaging MRI
の処理は、初期状態の画像を 256×256 で収集を行い、その後は 256×128 で収集する。そこで画像を引き算す

ることによって、位相画像を作成し、動かない撮像体の折り返しが消えて、動いた撮像体の信号のみが残る画

像となる。次に得られた画像の更新に必要な部分だけを設定する。そして位相画像の設定した部分と初期画像

を足し合わせることによって、更新画像を作ることができる。これによって短い撮像時間で初期画像から次の

画像に更新することができる。本研究では Dynamic Imaging MRI のこの理論を検証した。

　まず画像を更新するために、頭部ファントムとベビーオイルを用いて撮像した。その後動画を作成し、更新

範囲によって動画がどう変化するか比較した。

　初期画像と k-space のデータを間引いて収集した位相画像を足し合わせる事によって画像を更新した。また

FOV の半分のみを更新した動画では、FOV 全体を更新した動画と比べて撮像体の動きを早く画像化すること

ができたが、SNR は更新を行うと悪くなった。これは収集時間の影響で、SNR と時間分解能は変化していった。

したがって適切な収集時間を考えて決めることが重要になってくる可能性が示唆された。また撮像体の動きが

小さいとき、更新範囲をさらに限定することで時間分解能も向上できることが考えられる。しかし更新による

SNR の悪化の低減方法は検討の必要があるため、今後の課題である。

酸素吸入負荷を用いた Ultrashort-TE MRI による肺灌流画像

HK2042　高坂　未来

　現在、臨床で使用されている胸部の画像診断は、CT 装置での検査がほとんどである。胸部の MR 検査では

プロトン量が少なく、他の部位と比較して十分な MR 信号を得ることができないことと、空気と生体の磁化

率の違いによる局所磁場の不均一に伴う T2* 値短縮などの影響により、良好な画像を得ることが困難である。

臨床用の MRI で用いられている主な撮像シーケンスでは、エコー時間（TE）は数 ms 以上が一般的であるの

に対し、TE を数 µs に短縮した超短 TE（Ultra-short TE：UTE）シーケンスでは、肺野組織などの T2 値の短い

組織でも撮像が可能となる。また、常磁性体である気体の酸素は吸入造影剤として肺の灌流画像に有用である

ことが報告されている。

　そこで本研究では、酸素吸入負荷を用いた Ultrashort-TE による肺灌流画像を作成し、T1 値・T2* 値・信号

強度の測定・比較をすることにより肺の換気機能の評価に使用可能かどうかの検討を行った。研究内容として、

TR を 50、250、500ms と TE を 300、500、750、1000μs と変化させた条件にて撮像した画像と、同じく TR と

TE を変化させた条件で約 50% の酸素を吸入させて撮像した画像、呼吸停止で撮像した画像から信号強度、T1
値、T2* 値の測定・比較を行った。さらに、酸素吸入前後で肺の解剖がどの程度見えるかという視覚評価も行っ

た。結果として、酸素吸入後にT1値、T2*値は短縮していた。また、酸素吸入後には信号強度は全体的に高くなっ

ており、特に肺中葉と下葉、心腔の信号には大きな変化が見られた。この変化は、TE が短くなるほど顕著に

表れた。一方で、肺上葉は他の部位と比べると信号の変化は小さかった。視覚評価においては、酸素吸引後の

画像の方が肺血管の中枢側は描出されていたが、末梢血管構造までは確認できなかった。また、呼吸停止無し

の画像ではアーチファクトが顕著に現れていた。以上のことから、酸素吸入負荷を用いた UTE 画像では通常

画像よりも良好な肺野信号が得られることが分かった。しかし、臨床に用いる肺野画像としてはまだ不十分で

あるため、更なる改良が必要である。
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IDEAL-IQ 法を用いた水と脂肪の分離法の検討

HK2045　戸松　勇貴

　3 つの異なる TE（各エコーにおける水と脂肪の位相差が非対称）によるデータを収集する方法が IDEAL 法

である。しかし、この方法では生理的な鉄沈着などによる T2* 減衰の影響が考慮されていない。そこで、新

しい脂肪抑制技術法の 1 つとして IDEAL-IQ 法が提案されている。IDAL-IQ 法は、6 つ以上の異なる TE によ

るグラディエントエコー収集する方法で、この方法を用いることで T2* 減衰の影響を補正することが可能と

なる。そこで、本研究では IDEAL-IQ 法を用いて、水画像、脂肪画像、周波数 map の画像、R2*map の画像を

得ることを目標とする。

　方法として本研究は本校に置いてある 0.2T の MRI 装置を用いて、グラディエントエコー法で撮影して検討

を行った。又、本校の MRI 装置では 1 回の TR で複数の TE を設定することができないので、撮影部位を健常

成人 1 名の頭部（下垂体レベルの横断像）として FOV を 22cm×22cm,TR を 100msec と一定として合計 7 つの

異なる TE（12.2ms から 3.0ms おきに 30.2ms まで）を設定して撮影を行った。

　結果として水の画像では眼窩部の視神経周囲が低い信号に対して、脂肪の画像は眼窩部の視神経周囲が高い

信号となった。このことから、視神経周囲の脂肪抑制が効果的に行われていると考えられる。このことからこ

の方法の特徴でもある脂肪の定量化が可能となると考えられる。

　結論として 7 つの異なる TE を用いる IDEAL-IQ 法を用いることで T2* 減衰を考慮した上で水と脂肪の画像

を得ることができた。今後は、1 回の TR で複数の TE を設定することができる装置を用いて撮影部位を腹部

にして IDEAL-IQ 法が脂肪肝などの疾患に有効であるかを考えていきたい。

AiCT 画像を用いた椎体海綿骨における BMD の不均一性に関する検討

HK2046　山本　恭祐

　近年、日本は高齢化社会となっており、椎体圧迫骨折によって脊髄麻痺を生じるなどにより、QOL が著し

く低下させることが社会問題となっている。また、椎体圧迫骨折は椎体の BMD 値が低下することによって生

じると考えられている。本研究では、椎体海綿骨が胸腰椎移行部に対して好発する理由が椎体 BMD の不均一

性が原因である可能性を考え、胸椎、腰椎に対して BMD 測定を行うことで不均一性の検討を行った。

　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献体として承諾を得た 30 症例の

AiCT 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、胸椎、腰椎の海綿

骨に ROI を設定し、CT 値を測定後、検量線を用いて BMD 値とした。

　解析結果より、男性よりも女性のほうが約 2 倍椎体圧迫骨折を生じやすく、椎体圧迫骨折が見られた 14
症例中 78.6% が胸腰椎移行部に対してみられた。圧迫骨折を生じている症例は生じていない症例よりも低い

BMD 値を示したことから、BMD 値の低下は椎体圧迫骨折を生じる 1 つの要因であると考えられる。また、

男女平均の BMD 値からも男性より女性のほうが低い BMD 値を示したため、女性が男性の約 2 倍椎体圧迫骨

折を生じやすい結果と一致する。しかし、本研究では新たに、胸椎は椎体レベルが下がるにつれて BMD 値

が減少傾向にあるが、腰椎では逆に L2 から上昇する傾向を示すことがわかった。また、胸腰椎移行部よりも

BMD 値の低い椎体 L2~5 が存在することから BMD 値が低いだけで圧迫骨折が生じているわけではないことが

わかる。そして、椎体骨折の好発部位の椎体上下間に大きな BMD 値の差が見られたため、BMD 値の大きな

差が椎体圧迫骨折に関係している可能性が示唆された。

　以上の結果より、椎体は均一な BMD 値を示さないことが分かった。また、BMD 値の低下によって圧迫骨

折は生じるものの、それだけが原因なのではなく、椎体間の BMD 値の差も圧迫骨折の原因となる可能性が示

唆された。
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Ai CT 画像を用いた腰椎椎体部の領域別 BMD 値の不均等性に関する検討

HK2048　宮花　知里

　近年、高齢化が進む日本では骨粗鬆症による圧迫骨折が増加しており、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。先年度の森、村松らの研究で、第１腰椎水平断中央部を９つのブロックで分け、ど

のエリアの BMD 値が低いかを水平的に検討した結果、椎体前方方向であることがわかった。そこで、本研究

では腰椎椎体海綿骨における上方部・中央部・下方部の局所的な BMD 値解析を行い、BMD 値の不均一がみ

られるかを検討する。この検討により、BMD 値の低い領域を骨密度検査に加えることで、腰椎圧迫骨折の危

険性の予測が向上するかもしれないことを期待する。

　OsiriX を用いて全 30 症例の骨折の見られない腰椎椎体海綿骨の冠状断面上に、椎体の高さの 1/2 を中央部

とし、これを基準として中央部と椎体上縁の 2/3 上方を上方部、中央部と椎体下縁の 2/3 下方を下方部と設定

した。次に各領域の水平断面上で海綿骨に ROI を設け測定を行った。

　その結果、中央部領域の BMD 値が最も低く、次いで下方部であり、上方部は最も高いことがわかった。さ

らに男女別比較を行った結果、男性に比べ女性の方が BMD 値は低かった。これは閉経による女性ホルモンの

減少により、BMD 値の低下が起こりやすかったためだと考えられる。次に年齢別に比較した結果、どの領域

でも加齢とともに BMD 値は下降し、圧迫骨折の危険性が高まることがわかった。また、中央部の BMD 値は

年齢に比例して一定の割合で低くなるのに対し、上方部と下方部は加齢するにつれて BMD 値は緩やかな下降

の仕方であった。つまり、年齢を重ねるごとに上方部と下方部よりも中央部の BMD 値が低くなり、中央部か

らの圧迫骨折の危険性が高まると考えられた。

　したがって、本研究結果に昨年の森、村松の結果を加えると、腰椎圧迫骨折の危険性の予測を向上させるた

めには、腰椎全体の BMD 値の測定だけでなく、腰椎椎体海綿骨前方部と腰椎椎体海綿骨中央部の局所領域を

BMD 検査に加えることで、腰椎圧迫骨折の危険性の予測が向上出来る可能性が示唆された。

乳腺超音波画像における前方境界線の影響

HK2049　小山　厚美

背景：乳腺超音波画像において、プローブの圧迫不十分による画質低下が欠点として挙げられる。画質低下の

要因として考えられるものに、前方境界線の存在がある。また乳腺超音波診断ガイドラインには、良好な画質

を得るためには “ビームを皮膚に垂直に当てる” とあるが、前方境界線が画質に影響を与えているとした場合、

ビームを皮膚に垂直に当てた時と前方境界線に垂直に当てた時とでは、画質に違いが出るのではないかと考え

る。

目的：乳腺超音波画像において前方境界線が画質に与える影響を調べる。さらに、良好な画質を得るためには

ビームを皮膚に垂直に当てるというガイドラインは正しいのか検討する。

実験方法：前方境界線のファントムとしてゴム膜を用いて、膜の有無と膜の角度変化によるワイヤーファント

ムの PSF（ポイントスプレッドファンクション）を比較する。さらにふくらはぎにおける、周囲に境界面を有

する後脛骨静脈をターゲットとしたプロットプロファイルの比較と、乳腺における、前方境界線の角度の有無

による乳腺構造の視覚評価から、前方境界線の画質への影響を考察する。

結果及び考察：ゴム膜による画質への影響は、膜の有無、角度変化ともに見られなかった。これはゴム膜と前

方境界線の形状の違いから、実際よりも超音波ビームの屈折の影響が少なかったためであると考えられる。ふ

くらはぎの撮像では、圧迫の有無にかかわらず、境界面に角度をつけた場合に空間分解能とコントラストの悪

化がみられた。乳腺の撮像では、前方境界線に角度がつくとその下部の乳腺構造の輝度低下が確認でき、特に

角度が急な部分では黒抜けが発生した。よって境界線に角度がつくと画質が低下するといえる。

結論：前方境界線に角度がついた際に、空間分解能とコントラストの悪化や、黒抜けの発生などによる画質の

低下がみられる。よって、プローブは皮膚へ垂直にあてるとともに、前方境界線にも垂直に当てるとより良い

画質が得られるといえる。従ってガイドラインの文章は不十分であると考える。
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前立腺領域における computed DWI の有用性について

HK2050　福地　輝宗

　前立腺領域、とくに前立腺癌の診断には拡散強調画像（DWI）が用いられ、その中でも b 値を高く設定した

撮像法が一般的である。しかし、b 値を高く設定して撮像を行うと信号雑音比（SNR）が低く歪んだ画像になっ

てしまう。そのため、低い b 値の DWI を組み合わせることによって b 値の高い画像を得ることができれば、

より診断に適した画像が得られるのではと考えその検討を行った。方法は、b 値 0、500、1000、1500s/mm2
で

撮像した前立腺癌症例の DWI を用いて b 値 2000s/mm2
の computed DWI（cDWI）を得た。これらの画像と b

値 2000s/mm2
で撮像した DWI において、SNR と病変部と正常部の CNR を比較した。SNR と CNR については

正常部、病変部、B.G. に ROI（関心領域）を設定し、その信号強度と標準偏差を測定して式を用いて算出した。

結果は、得られた cDWI と b 値 2000s/mm2
の DWI を比較すると、b 値 2000s/mm2

の画像であるにもかかわら

ず使用した b 値によって差があることがわかった。また、低い b 値どうしを組み合わせた cDWI においては信

号強度の異常に高い部分つまり高輝度ノイズが発生している部分があった。SNR と CNR について比較すると

b 値 0 と 500 s/mm2
、0 と 1000 s/mm2

、0 と 500 と 1000 s/mm2
、0 と 500 と 1500 s/mm2

、0 と 500 と 1000 と 1500 
s/mm2

の組み合わせの cDWI が優れていることがわかった。これらから、低い b 値の DWI を使用することで

優れた SNR、CNR の cDWI を得ることができると分かった。また、発生した高輝度ノイズについては除去フィ

ルタを使用することで低減できるが、病変部にも高輝度ノイズがあると同じく除去されてしまうことがわかっ

た。よって、適切な b 値の組み合わせを考えると低い b 値の組み合わせは高輝度ノイズが発生し、高い b 値の

組み合わせでは SNR、CNR が低くなり、使用する b 値の種類を多くすると撮像に時間がかかってしまうため

除去フィルタを用いた低い b 値の組み合わせの cDWI がもっとも優れているのではないかと考えた。しかし、

0 と 500 s/mm2
の組み合わせでは病変部にも高輝度ノイズが発生してしまうため本研究における最適な b 値の

組み合わせは 0 と 1000s/mm2
であると考えられる。

Virtual Gridを使用した際の経時的な被写体厚変化が与える影響

HK2052　大橋　拓巳

　近年、グリッドを用いずに画像処理によって散乱線成分を除去できる Virtual Grid というソフトが開発され

た。X 線画像において散乱線はコントラストや鮮鋭度を低下させる要因となる。そのため X 線単純撮影では

散乱線を除去するためにグリッドを用いている。しかしグリッドを使用した場合、未使用時と比較して検出器

に到達する線量が少なくなる。そのため線量を増やさなければならず、被ばく線量が増加してしまう。Virtual 
Grid はグリッドを使用しないため、未使用時と同じ撮影条件で撮影できることから被ばく線量の低減が期待

される。

　Virtual Gridは撮影条件と、検出器に到達したX線量から被写体厚を求めることで散乱線量を推定し除去する。

しかし病変の経時変化を観察する場合、撮影のたびに被写体厚が異なる場合がある。先述のとおり、Virtual 
Grid は被写体厚から散乱線量を求めるため、被写体厚の変化が画像処理に影響を与える可能性が考えられる。

よって本研究では胸部ファントムに腫瘤・石灰化・すりガラス陰影の 3 種類の模擬腫瘤をつけ、軟部組織ファ

ントムを重ねることで被写体厚を変化させて撮影を行った。グリッド使用時との画像と Virtual Grid をかけた

画像に連続確信度法にて視覚評価を行い、被写体厚変化に対する腫瘤の見え方の変化について比較検討した。

その結果、腫瘤と石灰化についてはグリッド使用時と Virtual Grid 使用時では被写体厚変化に対する腫瘤陰影

の見え方の変化に違いが生じた。またグリッド・Virtual Grid ともに未使用の画像と比較した。その結果、未

使用時の場合の点数の変動はグリッド使用時に近いものとなった。Virtual Grid 使用時では他と比較して点数

の変動が小さかったことから Virtual Grid のほうが被写体厚変化の影響を受けにくい結果となった。しかし本

研究ではファントムの材質を考慮しなかったため、今後の課題として人体と同じ散乱線量となるファントムで

研究を行うことがあげられる。
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IP を付加した二次元デジタル X 線センサーによる線量分布測定

HK2053　又吉　星也

　本研究では、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。また、センサーの測定結果に IP の結果を加える

ことにより、線質評価の可能性についても検討した。センサー単体での管電圧 80[kV]、120[kV] 及び IP 付加

の有無の 4 つの条件で線量依存性の測定を行った。さらに、X 線管の下に Al を 0 ～ 22[mm] の範囲で付加し、

IP を付加したセンサーに照射し、IP を付加したセンサーの出力と IP の出力を比較することで線質評価を行っ

た。また、同じ線質においてコンパクト X 線アナライザーでも半価層を測定した。撮影条件は管電圧 80[kV]、
35.2[mAs] に固定した。IP を付加したセンサーの上にタフウォーター、タフボーンを階段状に並べ、合計

16[cm] とし、ファントム撮影も行い、線量分布と線質の評価も行った。撮影条件は管電圧 80[kV]、44[mAs]
とした。測定可能な線量の上限はセンサー単体で管電圧 80[kV] では 250[μGy]、120[kV] では 200[μGy]、IP を

付加したセンサーでの管電圧 80[kV] では 2150[μGy]、120[kV] では 750[μGy] 程度となり、それ以上の線量で

は画素値の飽和が見られた。IP を付加することで線量測定上限が管電圧 80[kV] において約 8 倍、120[kV] に
おいて約 4 倍向上した。線質評価では、センサー及び IP での線量を算出し、センサー線量を IP 線量で除する

ことで線量比を求めた。この線量比をコンパクト X 線アナライザーでの半価層と比較することで線量比と半

価層の換算式を算出した。これより、一度の撮影で線量と線質の評価が可能となった。ファントム撮影の結果

ではファントム厚が厚くなるほど、線量が低下した。また、線質についてはファントム厚 0[cm] では半価層が

3.18[mm]、タフウォーターでは 3.39[mm]、タフウォーター + タフボーンでは 3.83[mm] となり、ファントムに

よる線質硬化が測定できた。一方、それ以降のファントム厚では半価層が小さくなった。これは、ファントム

による一次 X 線の吸収が大きく、ファントムで発生する散乱線が多くなったためと考えられる。これについ

ては、散乱線の除去等を行い、今後より詳細に検討する必要がある。

Digital Breast Tomosynthesis における画質評価法の検討

HK2054　野村　美波

　現在、乳腺画像診断には Full Field Digital Mammography（FFDM）が広く用いられている。FFDM とは、乳

房を圧迫して撮影を行う従来の撮影方法である。その一方で、最近では Digital Breast Tomosynthesis（DBT）が

注目されている。しかし、DBT には決まった画質評価法が存在しておらず、メーカーによって X 線管の振り

角や画像再構成法などが異なっている。本研究では、DBT の評価のためのファントムを作製し、DBT におけ

る画質評価法について検討した。

　今回作製したファントムには、模擬乳房組織としてアクリル、障害構造物として空気（直径 4 mm の円柱状

の空洞）、模擬腫瘤（直径 10 mm の球）として空気、ろう、タフウォーターの 3 種類を用いた。

　作製ファントムを FFDM および DBT の HR-mode と ST-mode にて撮影を行った。また、物理評価としてプ

ロファイルをとり、模擬腫瘤と障害構造物の平均値および RMS 粒状度を求めた。得られた画像では、すべて

の模擬腫瘤において、DBT の方が FFDM よりも模擬腫瘤を鮮明に観察することができた。また、DBT どうし

で比較すると、すべての模擬腫瘤において、HR-mode の方が ST-mode よりも模擬腫瘤を鮮明に観察すること

ができた。このことは、プロファイルからも確認することができた。障害構造物と模擬腫瘤の平均値の差を求め、

コントラストを求めたところ、すべての模擬腫瘤において DBT の方が FFDM よりもコントラストが高くなっ

た。また、DBTどうしで比較すると、HR-modeの方がST-modeよりもコントラストが高くなった。このことから、

障害構造物に対する模擬腫瘤のコントラストの高低が原因であった考えられる。

　以上のことから、本研究より、DBT の方が FFDM よりも模擬腫瘤の描出能が優れること、DBT どうしでは

HR-mode の方が ST-mode よりも模擬腫瘤の描出に優れることがわかった。また、作製したファントムによっ

て物理評価を行うことができたといえる。
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胸腹部におけるコントラストについて
HK2055　戸井田　元

　X 線画像のコントラストは一次 X 線のエネルギーと被写体から発生する散乱線によって決定される。胸部

や腹部の X 線撮影においては散乱線によるコントラストへの影響を抑えるために、グリッドの使用や管電圧

の選択を行う。本実験では、散乱線を含んだ全 X 線と直接線（一次線のみ）を区別し、管電圧の変化が画像

コントラストにどのような影響を与えるかを検討した。

　最初に胸部ファントムを撮影し、最適な濃度が得られる撮影条件を選択した。管電流を一定にして管電圧と

照射時間のみを変化させ再現性を維持した。適正な写真濃度が得られた撮影条件を用いてタフウォーターファ

ントムの厚さを変化させ、胸部の写真濃度が肺野部と同じ 1.70 程度になるような厚さ 7cm を選択した。全 X
線と直接線にてそれぞれタフウォーターファントムを照射し、全 X 線と直接線の減算を行うことにより散乱

線含有率を求めた。また管電圧を変化させ全 X 線と直接線でアルミステップを照射し、得られた画像につい

てコントラストの比較を行った。その際、アルミステップの 1 段目に規格化した。さらに同様に全Ｘ線と直接

線で 1cm 厚アルミ板を撮影し、バックグラウンドとアルミの画素値からそれぞれの CNR を求めた。

　その結果、管電圧の上昇に伴う散乱線含有率の上昇はグリッドがある状態（＋）では約 3.5% とわずかであり、

グリッドがない状態（－）では約 6.3% と、グリッドがある状態に比べやや多い結果となった。

　全 X 線、直接線で得られたコントラストは、グリッド（＋）では共に管電圧の上昇に伴って同じように低

下したが、グリッド（－）では、全 X 線と直接線のコントラストは大きな差となった。またグリッドの有無

に関わらず散乱線が含まれない直接線のみで撮影した方がコントラストは高かった。

　グリッドを用いると散乱線が有る程度除去されているので、管電圧が上がっても受像面の散乱線はそれほど

増加しないことが分かった。グリッド（＋）の場合は管電圧が上がっても散乱線がコントラストに与える影響

は少なく、X 線のエネルギーそのものによって被写体コントラストが低下することが示唆された。

舌骨を用いた個人識別の可能性

HK2057　平原　渉

　今日、身元不明遺体が発見された際の個人識別方法として指紋、歯の所見、DNA 鑑定が挙げられるが、各々

に長所短所がある。この際個人識別を行うのに最も難しいとされているのは白骨遺体である。白骨遺体の個人

識別を行うには、上顎骨と下顎骨に生えている歯の所見から、歯の治療履歴と組み合わせることで個人識別を

行う手法が一般的である。舌骨は犯罪を立証するのに有用な骨であり、絞殺事件や首吊り自殺等の遺体では、

舌骨が骨折することが知られている。また大きな災害時には、多くの舌骨の部分遺体が発見されたものの、持

ち主の特定を行う手段がなく、ご遺族への返却が困難であった。

　そこで本研究では舌骨と下顎骨の「長さ」と「角度」に関しての形態計測を行った。下顎骨と舌骨は、舌骨

上筋群により結ばれているため、両者の形態間に相関性があると仮定し、計測結果から下顎骨との相関性を見

ることで、舌骨から間接的に下顎骨の個人識別につなげることができないかを検討した。

　本研究では、神奈川歯科大学死因究明センターの協力のもと、30 症例の Ai 全身 CT 画像を用いて解析を行っ

た。舌骨体部を中心に、左右の大角遠端部を結び、このときの角度及び長さを計測した。これにより得られ

た結果では男性の舌骨長は平均で 4.64cm であったのに対し、女性の舌骨長は平均で 4.01cm と、両者の間には

0.63cm の差があり、比率で表すと 1.16 倍の差がみられた。同様に舌骨角に関して計測したところ、男性の舌

骨角は平均で 63.30°、女性は平均で 64.99° と舌骨角に関しての形態差は少なかった。また両部位の相関性に

ついて調べたところ、舌骨の長さに関して相関係数 R2 ＝ 0.45 の正の相関性が得られた。さらに加齢により下

顎骨の短化が起こる傾向が見られた。

　これにより舌骨の長さに関しての性差から性別の同定が行える可能性がある。また舌骨と下顎骨との間の長

さに関して「相関性」から舌骨により下顎骨の同定が可能であると考えられる。さらには歯の所見と組み合わ

せることで個人識別も行える可能性も示唆された。
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医療用モニタの階調数の違いにおける視覚評価への影響
HK2059　清水　杏樹

　現在、医療画像のディジタル化が進み、Film の出力自体が減少傾向にある。医療画像の画像表示はモニタ

表示が主流となっており、診療放射線技師の画像確認には LCD（Liquid Crystal Display）が広く流通している。

特に、構造上 X 線の吸収差が少ないマンモグラフィでは、階調数は多い方がより微細な病変を描出でき、診

断に有利であるといえる。このため、マンモグラフィでは 11 ～ 12 bit で量子化され、8 bit もしくは 10 bit で
表示されている。8bit 表示は 256 階調、10bit 表示では 1024 階調であり、10bit の方が 8 bit に比べて 4 段階細

かく表示できる。しかし、マンモファントムを用いた視覚評価では、8 bit と 10 bit の LCD での病変検出能が

同等とされている。加えて、安価である等の理由から主に 8 bit の医療用モニタが使用されている。階調数が

異なるのに対し、評価は同等となる原因は視覚評価用のファントムの形状にあると考えた。

　本研究では、プログラムにより円柱形の CD-MAM ファントムの形状を sin 波形に作成し直し、その結果が

視覚評価にどのような影響を与えるかを検討する。ノイズ画像は、アクリル厚により大きく異なるため、アク

リル厚を変化させて複数のノイズ画像を作成し、アクリル厚の違いによる影響を減らす。さらに、信号の検出

能は、ノイズ画像の場所に依存する可能性があるため、視覚的に構造ノイズを含まない箇所を選び、トレンド

補正を行った後、信号の背景にあるノイズ画像はどれも同じ条件にして視覚評価を行った。

　視覚評価の結果、階調数の少ない 8 bit の方が 10 bit に比べて検出能がわずかに高くなった。高階調になる

ほど信号に沿った形状にはなるが、人間の目にはよりエッジのはっきりとした 8 bit が検出しやすかったため

であると考えられる。

　以上より、病変検出能は 10 bit よりも 8 bit の方が高くなる傾向にあるため、8 bit を用いても診断には影響

しないことが示された。

金ナノ粒子含有リポソームの合成と評価技術の開発

HK2061　大森　拓也

　正常細胞を温存して、腫瘍細胞に致死線量を与えることが放射線治療においての一つの課題である。それを

解決する方法の一つに、放射線治療用増感剤が挙げられる。今日までの研究において、腫瘍選択性のない増感

剤は強い副作用をきたすものが多く臨床では使用されていない。そこで、新規の放射線増感剤の一つとして、

近年、金ナノ粒子が注目されている。金ナノ粒子は機能修飾が多岐にわたり、放射線増感効果が期待されてい

る。昨年までの研究で放射線増感効果があることがわかった。そこで本研究では、金ナノ粒子の増感効果を高

めるためにリポソームに金ナノ粒子を封入し、その合成と評価技術を開発する。

　金ナノ粒子含有リポソーム（AuLipo）調製では、蛍光試薬の NBD を用いて蛍光顕微鏡、透過電子顕微鏡で

観察を行った。その結果、200nm 程度のリポソームに数個の金ナノ粒子が封入されていることが確認できた。

　粒径分布、ゼータ電位は、市販の金ナノ粒子、調整した金ナノ粒子、AuLipo の測定を行った。AuLipo は

Extruder と呼ばれる粒径を調節する機器を用いて、50,100,200nm のものを作製した。その結果、ピークの粒径

が 23nm 程度の金ナノ粒子、200nm 程度の AuLipo の粒径分布が得られた。AuLipo に 30nm 程度の小さなピー

クが見られた。これはリポソームに内封されなかった金ナノ粒子ではないかと考えられる。

各々のゼータ電位は -42.2, -40.6, -29.5mV であった。この結果より、それぞれの粒子は安定した分散状態にあり、

凝集が少ない金ナノ粒子、AuLipo が調整できたと考えられる。

　細胞染色は一晩培養させた Hela 細胞と MEM 培地に AuLipo を添加し、さらに、蛍光色素の Hoechst を加えた。

最後に、細胞内に AuLipo が集積していることを確認するために蛍光顕微鏡で観察した。その結果より、細胞

内に AuLipo が導入されているのが確認できた。

　今回の結果から、AuLipo の合成方法を改善し、より多くの金ナノ粒子を封入させる必要があると考えられる。

また、腫瘍への集積性や細胞内送達方法も今後さらに研究していく。
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CT を用いた体積測定と実測した真の体積の比較
HK2062　割柏　一樹

　CT における体積測定は肝切除及び移植など臨床で多く用いられている。舌骨の体積測定により男女の判別

できる可能性があるとされているが、舌骨には多くの筋肉が複雑に起始停止を持ち、検体から剖出するのは容

易ではない。そのため、舌骨の真の体積は測定することが困難であり、CT より測定した体積が正確かどうか

検証することが出来ない。そこで舌骨に類似した動物骨を用いて、CT で求めた体積と真の体積を比較するこ

とで正確であるかを確かめる必要性があると考えた。

　本研究では、CT を用いて舌骨に近い大きさの鶏の大腿骨より体積を求め、真の体積と比較及び評価を行っ

た。また、再構成関数を変化させた場合に真の体積に最も近いシーケンスは何かの検討を行った。真の体積

の測定方法はアルキメデスの原理より浮力の大きさから算出した。また、使用した再構成関数は標準条件の

Standard、軟部組織条件の Soft、骨条件の Bone Plus の 3 つである。

　結果、CT より測定した体積は実測した真の体積よりも大きな値を示した。最も真の体積に近い値を示した

のは骨条件の再構成関数である Bone Plus であった。しかし、最も近い値を示した Bone Plus であっても +7.4
～ 35.8% の誤差が生じていた。測定した骨の大小によって誤差が大きく変動しており、Bone Plus を使用した

場合に最も大きな骨で 14.6%、最も小さな骨で 35.8% であった。再構成関数を変化させた場合の CT による体

積は大きな順に Soft，Standard，Bone Plus であった。真の体積よりも CT による体積が大きな値を示したこと

や骨の大小によって体積が変動した原因は、部分体積効果の影響によるものだと考えられる。CT による体積

と真の体積に誤差が発生した原因の１つに、両者の体積測定時間が約 2 週間と離れてしまったことが考えられ

る。今後は両者の体積測定の時間を短縮することで、より制度の高い検討が行えるものと考えている。

乳腺撮影におけるコントラストについて
HK2068　笹本　友紀恵

　近年医療現場で多く用いられるようになったデジタルマンモグラフィは、X 線吸収差の少ない軟部組織を撮

影対象としており、その画像には高コントラストかつ高鮮鋭度のものが要求される。これらを踏まえ、コント

ラストを低下させる要因が何であるかについて考えると、一般的には管電圧の上昇に伴う散乱線の増加が一要

因として挙げられているが、グリッドを用いた撮影では検出器に到達する前に多くの散乱線が低減されてしま

うことから、管電圧の上昇に伴う散乱線の発生は本当にコントラストの低下に大きく関わっているのか、また、

管電圧エネルギーそのものによる被写体コントラストの低下は考えられないのかということに着目し本研究を

行う目的とした。

　研究項目としては物理評価を主体とし、乳腺ファントムを用いた散乱線含有率の測定を行った他、コントラ

スト、CNR についても散乱線が有る場合及び無い場合で測定し、管電圧及び被写体厚の変化による散乱線発

生の関係について　検討した。

　散乱線含有率については、管電圧が上昇するほど含有率は増加したがその変動は数%程度と小さく大きな差

は見られなかった。一方、ファントム厚の増加に伴う含有率の増加は著しいものであった。更に、コントラス

ト及び CNR については、散乱線の有無に関わらず、管電圧が上昇するほど、ファントム厚が増加するほどコ

ントラスト及び CNR 共に低下した。

　これらの結果から、管電圧の上昇に伴う散乱線の増加はわずかなものであり、更に、コントラストや CNR
においては散乱線の有無に関わらずグラフの傾きはほぼ同じであったという点から、散乱線は画像の濃淡には

影響するがコントラストについてはあまり影響していないということが推測できる。従って、マンモグラフィ

領域におけるコントラスト低下の要因は管電圧の上昇に伴う散乱線によるものではなく、管電圧のエネルギー

そのものによる影響が大きいといえる。
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マンモグラフィ画像における腫瘤陰影の強調方法の検討

HK2069　吉田　智美

　近年、乳癌罹患率は上昇傾向にあり早期発見が求められている。乳癌を早期に発見するためにマンモグラフィ

による検診が推奨されている。最近普及しているマンモグラフィ装置には使用するウィンドウ幅（WW） より

やや広範囲の情報を残して画像を作成している。そのため、WW やウィンドウレベル（WL）を変えても画像

形成ができ、特性曲線もこれに伴い移動・変化する。本研究室では、アイリスフィルタを用いた腫瘤強調を行っ

てきた。しかし、アイリスフィルタは強調度合いが固定されており、特性曲線が変化したときの適切な強調は

されていない。そこで、本研究ではアイリスフィルタを用いて、WL に加え WW を変化させたときの特性曲

線に対応した腫瘤強調画像を検討する。

　強調係数の作成は従来と同様に、特性曲線の足部領域のみが強調され、直線部および腫瘤がないと考えられ

ている肩部の領域は強調されないような非線形関数の強調係数を作成する。この強調係数を原画像からアイ

リスフィルタで腫瘤抽出した画像と足し合わせることで腫瘤強調画像が作成できる。作成した強調係数を WL
や WW が変化したときに当てはめていき、足部領域の腫瘤が直線部領域の腫瘤と同等のコントラストが得ら

れるか確認する。

　今回の強調係数により作成された腫瘤強調画像は、直線部と同等のコントラストが得られており、無理のな

い強調係数であるといえる。しかし、強調係数が直線部と同等のコントラストになるように作成されていて

も、足部領域のベース + かぶりに近いところではトランケーションエラーが発生してしまい、画素情報が無

いため強調することができない。この問題解決のために、WW がやや広範囲のこっている。そのため、WW
を広げた結果、ベース + かぶり付近の幅が広がるため画素情報が存在し、足部にある腫瘤も強調が可能となる。

つまり広範囲の WW の情報を残すことは有用であり、今回の腫瘤強調処理も有効に活用できると考えられる。

網膜を介さない視覚イメージの脳機能の研究
HK2070　青木　里奈子

背景：fMRI を用いることにより、認知・記憶・意図・運動発現など、様々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。網膜を介さない視覚イメージの例として、そろばん熟練者のそろばんイメー

ジが挙げられる。今までの研究により、そろばんイメージによる計算は視覚的なイメージとして捉えているた

め、視覚野が活性化するということがわかってきたが、より詳細な活性化部位はわかっていない。

目的：そろばんイメージによって得られた画像から、詳細な活性化部位の同定および再現性の検討を行う。

方法：被験者は昨年同じ実験を行ったそろばん熟練者、未経験者各 1 名とした。 fMRI の実験デザインには

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

み上げ算を流して、そろばんイメージによる計算時と単純計算時の 2 通りで撮像を行った。rest では何も聞か

ずに安静状態を保ち撮像を行った。fMRI データの解析には SPM8 と MNIspace を用いた。

結果および考察：今年と昨年の MNIspace による解析から、そろばん熟練者では賦活部位および割合にバラツ

キが生じており、再現性は乏しかったと考える。一方、そろばん未経験者では賦活部位および割合はほぼ同じ

であり、再現性は得られたと考える。また今年の脳賦活画像より、そろばん熟練者では後頭葉・前頭葉・頭頂

葉・側頭葉、そろばん未経験者では前頭葉・頭頂葉・側頭葉が活性化していることがわかった。MNIspace に

よる解析で後頭葉にある視覚野のみに着目すると、そろばん熟練者の方が賦活している割合は高く、特に一次

右視覚野で値が大きいことがわかった。さらにそろばん熟練者で有意に賦活していた部位は背側前帯状皮質、

前頭前野であることがわかった。これは、そろばん熟練者は頭の中でそろばんの珠を描き、それを認知・記憶

し、かつ集中して計算を行っているためだと考えられる。

結語：そろばん熟練者では再現性が乏しかったが、そろばん未経験者では再現性が得られた。またそろばん熟

練者での活性化部位は、背側前帯状皮質・一次視覚野・前頭前野であることがわかった。
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遷移金属イオンがポリマーゲル線量計の感度に与える影響

HK2072　小口 健和穏

　3 次元の放射線線量分布の測定が可能なポリマーゲル線量計は、IMRT（強度変調放射線治療）や STI（定位

放射線治療）などの 3 次元治療計画の品質管理・品質保証に用いられる。線量計に放射線を照射すると、ゲ

ル内の水分子からラジカルが生成してモノマーと架橋反応（ラジカル重合反応）を起こし、ポリマー化する。

このポリマー化の程度が吸収線量に比例するため、ゲル線量計によって 3 次元的な線量分布を推定すること

が出来る。今日多く研究されているゲル線量計として、MAGAT 型と PAGAT 型の 2 種類がある。PAGAT 型は

MAGAT 型に比べて線量率依存性が小さく、積算照射を行っても線量の過大評価が無いなどの特性がある。そ

の一方で、線量感度は MAGAT 型の方が優れている。

　本研究では、錯体を形成し、触媒としても用いられる遷移金属塩を線量計に添加することで感度を改善する

ことが出来るのではないかと考え、ゲル線量計に CuCl2 や NiCl2 などを添加し、感度への影響を評価した。線

量計は MAGAT 型を作成し、添加する遷移金属塩は CuCl2、FeCl2、MnCl2、NiCl2、CoCl2 水溶液の 5 種類を用いた。

まず、添加剤を 5 mM となるように加えた線量計に蛍光 X 線分析装置を用いて X 線を 10 min 照射した。目視

にて変化を観察したところ、CuCl2、FeCl2、MnCl2 水溶液を添加した線量計は殆ど変化が見られなかったため、

NiCl2、CoCl2 水溶液に限定して添加後の濃度を 0 mM、0.5 mM、1 mM、5 mM、照射時間を 0 min、10 min、30 
min と条件を変化させて実験を行った。このゲル線量計を MRI 装置にて撮像し、得られた画像から T2 map を

作成して R2 値を算出したところ、NiCl2 を 0.5 mM とした線量計を除き、CoCl2 と NiCl2 を添加したゲル線量計

の感度が上昇した。NiCl2 を 0.5 mM 添加した場合の感度が下がった点を含め、どの程度の濃度の添加剤が最

適かについては今後の課題とした。

デュアルモダリティ（CT/ 近赤外光）を可能にする抗体修飾ナノ粒子の作製
HK2073　三村　啓太

　CT と近赤外蛍光イメージングの dual modality のための画像誘導送達ナノ粒子について論文発表されてい

る。一例には、CT のために金ナノ粒子を内包し、近赤外蛍光イメージングのために Cy7 を表面修飾したもの

がある。この粒子は治療目的のために、抗成長因子薬であるソラフェニブ（SRF）、抗がん剤であるドキソル

ビシン（DOX）が内包されている。この粒子を腫瘍のある mouse に静注し、CT および近赤外蛍光イメージン

グで撮像した。その結果、近赤外蛍光イメージングでは腫瘍部分から光カウントが得られた。しかし、CT で

は HU の変化が顕著にでなかった結果となっていた。これは、ナノ粒子を集積させる効率に問題があり、集積

率が低かったためと考えられる。よって本研究では、抗体を結合させたリポソームを作製することにした。抗

体をナノ粒子の表面に修飾することにより、腫瘍にナノ粒子がより多く集積すると考えられる。また、抗体は

免疫システムに関わる分子であるため、生体への毒性が低いと期待した。まず、抗体 IgM に蛍光色素 FITC-I
を修飾した。蛍光顕微鏡で観察した結果、全体的に緑色の蛍光像が得られた。次にリン脂質である DOPC と

DOPE および Cholesterol を混合し薄膜を形成した。そこへリン酸生理食塩水（PBS）を加えて薄膜を剥がしリ

ポソームを作製した。蛍光顕微鏡で観察した結果、大きさにばらつきはあるが、球状の安定な物を画像で確認

できたためリポソームを作製できたと考えた。最後に、作製したリポソームにリンカーを結合させた後、蛍光

色素 FITC を結合させた抗体 IgM を加え結合させた。抗体修飾リポソームを光学顕微鏡で観察した結果、局所

的な濃い緑の蛍光が観察できた。また、明視野画像と蛍光画像の重ね合わせでリポソームが光っていることが

確認できた。このことから、抗体を修飾したリポソームを作製できたことを顕微鏡で確認できた。
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装置間の比較を可能とする Exposure Index 算出法の検討

HK2075　小林　航平

　ディジタルシステムは、アナログシステムである Screen/Film 系に比べ、広いラチチュードや画像処理が可

能になり、線量の増減を認識しづらい傾向がある。そのため、各メーカーは線量管理のためにさまざまな指標

を用いている。しかし、その指標の線量に対する変化はメーカー毎に異なっている。そこで、IEC（International 
Electrotechnical Commission）が標準化を進め、IEC62494-1 で Exposure Index（EI）を規定した。EI とは CR や

FPD などの検出器への空気カーマを表すもので、画像の代表となる値（Value of Interest）を線量に変換させる

ことにより求めることが出来る。だが、Value of Interest の算出方法や ROI の範囲の決定に関しては明確な定

義が無く、メーカー独自の計算により求めているのが現状である。本研究では、EI の算出条件の違いによる

変化を確認する。

　画素値から線量への変換（Inverse Calibration Function）は、RQA5 の線質を作成し、実測による線量と Image 
J を用いて求めた画素値との関係から求めた。画像上に表示された EI を用いて作成した Inverse Calibration 
Function を真の Inverse Calibration Function として実験で求めたものと比較を行った。その結果、実験によって

得られた Inverse Calibration Function との誤差は最大 2.3% であり、20% 未満の誤差が許容されるという点から

非常によく一致している事が分かった。

　EI 算出では条件を ROI（画像全体、胸部抽出、縦隔、肺野）と Value of Interest（平均値、最頻値、中央値、（最

大 + 最小）/2）の計 16 通り変化させて算出し、画像上に表示された EI との比較を行った。結果として、本研

究で用いた FPD の EI 算出法を用いた値と画像上に表示された EI には大きな差が生じた。これは、画像上に

表示された EI が管電圧と被写体厚の補正をしていたためであった。

　本研究の結果から、算出時の条件を変化させると EI の値は大きく異なった。また、EI は管電圧や被写体圧

からも影響を受けるため、そのような補正を行った後に適切な条件を決定する必要がある。

独立計算検証における多施設試験の許容値からみた

国立がん研究センター東病院の患者プラン精度検証

HK2076　陣野　隼汰

　厚生労働科学研究における橘班において独立計算検証の多施設試験が実施され、Confidence Limit（CL）が

求められた。そこで、本研究では国立がん研究センター東病院（NCCHE）の CL を求め、多施設試験の CL と

比較することで NCCHE における患者プランの精度を評価した。2014 年 8 月から 2015 年 8 月の間に計画され

た 1572 プランを対象とした。コンベンショナルプランを乳房・肺・その他に分類し、それぞれ全門・各門に

おいて評価した。強度変調放射線治療（Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT）プランでは頭頸部・前立

腺・その他に分類し、全門において評価した。結果として、コンベンショナルプランの各門における CL は乳

房で 1.0±5.2 % 、肺で -0.1±17.2 % 、その他で -0.1±3.3% となり、肺を除いて多施設試験と同様な値を示した。

また IMRT プランにおいては、頭頸部で 0.5±5.1% 、前立腺で 0.2±5.1%、その他で 1.5±4.1% となり、多施設試

験と比較して低い値を示した。肺の結果が多施設試験の結果に比べ大きな値を示した。これはコンベンショ

ナルプラン内に肺定位放射線治療プランが含まれていたこと、解析時の線量評価点が腫瘍と肺の境界に設定

されていたことが影響したと考えられる。また IMRT プランは多施設試験の CL よりも小さい値を示したが、

NCCHE では Step & Shoot 法で照射をしているのに対して、多施設試験の値では Step & shoot 法に加え、系統

的にマイナス傾向やばらつきが大きいSliding Window法が含まれたことが影響したと考えられる。したがって、

肺に関しては評価点の位置の変更などの解析を行い、定位放射線治療と分けて解析する必要があるが、その他

の NCCHE の結果は多施設試験と同様な結果であり、アメリカ医学物理学会（American Association of Physics 
Medicine: AAPM）の Task Group 114（TG-114）が示す許容値 5％と比較しても同等であることから、NCCHE
は施設間格差がなく、また良好な精度で治療を提供できていると言える。
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バックグラウンドの ROI 設定が RI 腎機能解析結果に及ぼす影響について

HK2077　小栗　綾華

　腎動態シンチグラフィは腎機能異常を早期の段階から検出できるものであり、糸球体と尿細管からのろ過量

を測定する ERPF 検査と糸球体からのろ過量を測定する GFR 検査がある。本研究は、腎動態検査の 1 つであ

る
99mTc-MAG3 を用いた伊藤和夫法による腎機能解析の手技において、BG(background) の設定方法が ERPF 値

に与える影響について検討することを目的とした。方法は、Prominence Processor を利用して BG の ROI の設

定位置を腎下部、腎上部、腎側部の 3 種類とし、各々の位置で ROI の形状を 4 段階に変化させて ERPF 値の

測定を行った。その結果、ROI の設定位置によって ERPF 値は変化した。腎上部に設定した場合では ERPF 値

が減少し、腎側部に設定した場合では ERPF 値は増加する傾向が見られた。また、腎側部に ROI を設定する

場合を除き ROI の形状は ERPF 値に影響を与えなかった。以上のことから、BG の ROI の位置は一般的に臨床

で用いられている腎下部が適切であり、腎下部であれば ROI の形状に ERPF 値は依存しないため任意な形状

を設定しても ERPF 値の結果に影響は認められなかった。

Dual Energy CT による物質弁別の有用性についての検討 
HK2079　佐々木　春香

　高エネルギーと低エネルギーからなる 2 種類の混合エネルギーの X 線を用いた Dual Energy CT がある。

Dual Energy CT では撮像後に解析を行うことでパラメータとして複数のフォトンエネルギーレベルにおける

CT 値が得られるほか、物質の密度値や実効原子番号などの測定も可能であり、診断に最適な画像を提供できる。

本研究では Dual Energy CT の物質弁別の有用性について、ファントム実験を通して検証を行う。

　物質弁別検証用ファントムとして脂肪成分としてキャノーラ油、肝臓鉄沈着を想定し硫酸アンモニウム鉄

（Ⅲ）、大動脈における CT 値よりヘキサブリックス 320 を使用し、ファントムを作製した。撮影したスライス

画像の CT 値を測定し平均値を求めエネルギーマップを作成するとすべて濃度によって直線的に変化してい

た。また物質ごとに異なる傾きを示し、油は 1.26、鉄では 1.53、固形のヨードでは 1.82、液体のヨードでは 1.84
となった。各物質においてエネルギーマップの傾きが異なる理由として高管電圧により X 線の実効エネルギー

が高くなったことで光電効果の影響が少なくなることや物質により線減弱係数が異なるためであると考えられ

た。さらに作製したファントムの実効原子番号を算出し、各物質の CT 値を比較する。水は 7.42、油は 5.62、
鉄は 11.7、ヨードは 33.1 の実効原子番号となった。また CT 値は油、水、鉄、ヨードの順に大きくなっており、

各物質の実効原子番号と CT 値の大小は一致している。物質固有の値である実効原子番号および CT 値が大き

く異なっているため物質弁別の可能であると考えられる。エネルギーマップの傾きを求めることで物質弁別が

可能となり、濃度により直線的に変化することから物質の定量化も可能となる。しかし被写体が大きい場合な

どはビームハードニング効果が顕著に表れることもあるため Dual Energy CT において物質弁別を行う際はビー

ムハードニング効果による影響を考慮して使用する必要がある。今後の課題として、今回作製したファントム

の実効原子番号は物質濃度を 100％と想定したものであったため、希釈率を考慮した実効原子番号の算出を行

うことでより物質弁別の制度が向上すると考えられる。
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超音波パルスドプラ法におけるサンプルボリュームサイズによる血流計測精度の検討

HK1016　上田　大貴

背景：超音波パルスドプラ法のスペクトル表示では、サンプルボリューム内のドプラ信号を FFT 処理するこ

とにより、速度表示することができる。しかし、サンプルボリュームサイズにおける血流計測精度の影響につ

いて検討されておらず、現在血流に対する適正なサンプルボリュームサイズの値がないのが現状である。

目的：本研究では、実測流量による平均速度の真値とパルスドプラ法による様々なサイズのサンプルボリュー

ムサイズにおける平均流速との誤差の程度、要因について検討していく。

方法：シリコンチューブ内に定常流のファントム流体を流しパルスドプラ法で走査し、平均速度を算出する。

また、実測流量から実測平均流速を算出し真値とする。これらを比較し真値に対して各サンプルボリュームサ

イズにおける平均流速がどれほどの誤差が生じるかを比較検討した。

結果：低流速時ではサンプルボリュームサイズが大きくなるにつれ誤差が小さくなり、高流速時でも同様の結

果となった。また相対誤差は低流速時では最大 22％、最少 10％となり、高流速時では最大 66％、最少 27％と

なった。

考察：サンプルボリュームサイズが大きくなるにつれ誤差が小さくなった要因としては、大きくすることによ

り血管壁付近の遅い信号も含むので平均流速が低下し誤差が小さくなったと考えられる。また、真値より計測

値が全体的に大きくなった要因としてパルスドプラ法はクラッタ成分を高周波通過フィルタで除去しており平

均流速は大きくなったと考えられる。高流速時では低流速時に比べ誤差が大きくなった。高流速にすることに

より気泡が増え、信号レベルの飽和やノイズ成分が多くなり低流速に比べ誤差が大きくなったと考えられた。

結論：低流速及び高流速どちらにおいてもサンプルボリュームサイズを大きくする方が血流計測精度は良いと

言える。高流速時では誤差が大きく今後も検討が必要である。

乳腺超音波画像におけるクーパー靭帯を含む組織の影響

HK1031　清水 美帆

背景：がんの中でも、乳がんを患う日本人女性は増加傾向にあり、その罹患率とともに死亡率も増大している。

若年層では乳腺密度が高く、マンモグラフィー検査では見つかりにくい乳腺組織内の小さな腫瘍には、超音波

検査が適している場合もある。過去の研究では、プローブの圧迫による画質の向上は、脂肪の厚さの減少によ

る減衰の減少が主要因であると考察した。また、画質劣化の理由の一つとして、クーパー靭帯の影響が挙げら

れ、今後の課題となった。

目的：プローブの圧迫やプローブ方向によるクーパー靭帯の角度変化が、画質にどのような影響を与えるか要

因を究明する。

方法：今回は鶏肉のすじをクーパー靭帯とした模擬ファントムと、実際に 20 代の 2 人の被験者に対しプロー

ブを内側、中央、外側における角度変化、プローブの非圧迫と圧迫の条件で乳腺撮影を行い、ImageJ を用いて、

PSF（ポイントスプレッドファンクション）の方位方向と距離方向の分解能の変化について解析した。

結果および考察：模擬ファントムでは方位方向、距離方向の分解能ともに鶏肉のすじの角度を変化させてもあ

まり変化はみられなかったが、方位方向での 37 度の場合にのみボケが生じた。また、プローブによる圧迫有

では方位方向でボケが生じ、これは鶏肉のすじの組成が画質に影響を及ぼしていると考えられる。乳腺の実験

では角度変化、プローブによる圧迫の有無ではあまり変化はみられなかったが、クーパー靭帯を含む組織によっ

て、その下部の乳腺組織に黒抜けによる画質劣化を生じた。これは、クーパー靭帯を含む組織そのものが画質

劣化の要因であると推測される。

結語：クーパー靭帯を含む組織による画質への影響は、プローブの角度変化および圧迫にはあまり関係してい

ないものの、クーパー靭帯の下部の画像劣化はクーパー靭帯の組織の変形や、組織そのものによる減衰によっ

て発生すると考えられる。
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コンパクト X 線アナライザを用いた

異なるターゲット有する乳房撮影装置の線質および線量分布の測定

HK1059　片倉　悠太

　乳房撮影装置にはモリブデンターゲットが使用されてきたが、現在はタングステンターゲットも使用されて

いる。ターゲットの違いによって線質や線量分布に変化が現れると考えられる。本研究の目的は、タングステ

ンターゲット乳房撮影装置（以下、FUJI）の半価層と線量分布を測定し、モリブデンターゲット乳房撮影装置（以

下、TOSHIBA）との比較を行うことである。半価層、線量分布を測定するために、非接続型半導体検出器で、様々

な情報を簡便に測れることができるコンパクト X 線アナライザを使用し、2 台の乳房撮影装置の測定を行った。

コンパクト X 線アナライザの精度を向上させるため、FUJI で種々の条件で、コンパクト X 線アナライザを用

いて、半価層を測定し、電離箱により測定した半価層と比較し換算式を算出して補正した。照射野内の半価層

及び線量分布測定では、管電圧を 25，28，32kV とし、2mAs で測定を行った。測定位置は陰極・陽極方向 9 ヶ所・

それに直交する方向 11 ヶ所とし、それぞれの半価層と線量を測定した。半価層の換算式は、コンパクト X 線

アナライザの測定値 ［mm］、電離箱測定によって求められた半価層 y［mm］としたとき、 となり、コンパクト

X 線アナライザの校正をすることができた。半価層分布では、TOSHIBA では陽極に行くにつれヒール効果の

影響で半価層が厚くなっていく結果になったが、FUJI ではヒール効果の影響が見られなかった。線量分布は、

陰極・陽極方向で、FUJI、TOSHIBA 共に、陽極に行くにつれ、ヒール効果の影響で線量が下がっていったが、

FUJI の変化率は TOSHIBA の 0.82 倍となり、FUJI の変化は少なかった。これらの結果から、FUJI のフィルタ

は TOSHIBA と比べて厚く、また場所によってフィルタ厚を変化させていることが考えられる。コンパクト X
線アナライザを用いることで半価層分布及び線量分布を電離箱よりも容易に測定することができ、異なる乳房

撮影装置の比較をすることができた。FUJI では TOSHIBA と比較して線質が硬く、またヒール効果が少ない

ことが実測できた。
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