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要 旨

本研究では生活習慣と密接な関係にある脂肪肝について着目した．単純性脂肪肝の原因に
おいては，肥満およびメタボリックシンドロームとの密接な関連性について古くから報告
されている．厚生労働省の政府統計「平成 23 年 国民健康・栄養調査の結果の概要」による
と，20 〜 60 歳男性における肥満者は 31.7％もの割合を占め，10 年前の結果に比べ 2 ポイン
ト以上の増加傾向にあることが報告されている．一般的な検査方法として脂肪肝は Single
Energy による X 線 Computed Tomography（CT）検査，超音波検査および生化学検査な
どのデータより総合的に診断されている．X 線 CT 検査における読影方法として，明らかな
“ 高度な脂肪蓄積 ” がみられる症例においては肝内脈管系の CT 値のほうが肝実質より高くな
り，肝−脾の CT 値比が 0.9 以下となる．X 線 CT 検査や超音波検査などの画像診断において，
30％以上の肝細胞に脂肪沈着を認めた場合に脂肪肝の診断が容易である．しかし，脂肪肝
は “5％以上の肝細胞に脂肪滴を有するもの ” と国際的に定義されているため，厳密には見落
とされている可能性についても報告されている．
第 2 章では，Rapid kilovolt peak‒Switching Dual-Energy（RSDE）CT を用いた，two
material decomposition 解析により肝臓内に混在する脂肪密度をファントム条件下で定量し
た．従来，脂肪肝の CT 画像は，脂肪密度示す定量方法が標準化されていない．肝臓内脂肪
密度を検証するために，ブタの肝臓を撹拌し，脂肪
（ラード）と混合したものを
（脂肪の重量
比：0，1，3，5，10，20，30，100％）スピッツに封入し，脂肪密度検証用ファントムを作
成した．スピッツの容積と重さから脂肪の密度を実測し，これを参照値とした．脂肪および
肝臓の質量減弱係数を，two material decomposition 解析の基底物質として，各ファントム
の脂肪密度を推定し参照値と比較した．RSDE CT による脂肪密度の統計解析の結果，脂肪
密度 3％以上において有意に脂肪密度を定量できた．肝臓内脂肪密度の測定値は参照値の準
等価値として評価することが可能となった．しかし，測定値には，脂肪量 3％から 100％の
範囲で，− 10.5％から 13.0％の誤差があることがわかった．本ファントムスタディにおいて，
脂肪肝と診断される CT 画像に対し，新たに「肝臓内脂肪密度」といった指標を追加するこ
とで，外科的侵襲性のない脂肪肝の進行度診断の補助となることが示唆された．いずれの測
定結果についても，メーカーから提供される性能仕様書に記載がないことから，使用者がこ
れを有することで装置固有の性能評価となり検査の信頼性も増すことになる．
第 3 章では，倫理委員会の承認を得て脂肪肝に罹患した患者に，RSDE CT 検査を施行し
た．従来，脂肪肝の確定診断は超音波ガイド下のもと肝臓に直接穿刺を行うため，侵襲性
が高いとされている．RSDE CT により肝臓内脂肪密度を高い精度で推定することで，脂肪
肝の重症度を評価することが目的である．CT 値と肝生検による病理診断結果との相関は弱
かった（R ＝ 0.260，p ＞ 0.05，non signiﬁcant）
．RSDE CT により推定された肝臓内脂肪
密度と病理診断結果は強い相関を示した
（R ＝ 0.813，p ＜ 0.05）
．本技術は脂肪肝の重症度
について，外科的侵襲性を被ることなく評価が可能である．また，限局性脂肪肝のように
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斑紋状の低吸収域を呈する症例に対し有用であることが示唆された．被ばく線量
（中央値：
16.1 mGy）については，国際規格（35 mGy）および本邦における線量目標低減値
（20 mGy）を
下回った．
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第1章

序 論

1. はじめに − X 線 CT 装置のあゆみ−
X 線 Computed Tomography（CT）は 1978 年に G. N. Hounsﬁeld によって開発された [1]．
1972 年に英国 EMI 社より臨床用 X 線 CT 装置として，EMI スキャナが発表された．本装置
は頭部専用機として開発され，X 線管と検出器が対向するように設置されており，今日まで
標準化されている．撮影にあたり，X 線管と検出が直線的に頭部周囲を横切り，透過 X 線を
サンプリングする．この動作は 1 度ずつ合計 180 回繰り返し，5 分間の撮影時間を要して 1 断
面の画像を取得することができた [2]．しかし，5 分間という撮影時間は人体にかかわる呼吸
性移動の影響を無視できず，対象部位に限界があった．1980 年代にはいると，扇状のビー
ム形を使用し，X 線管と検出器が同時に連続回転するスキャン方式
（Rotate- Rotate）が登
場した．本仕様は寝台を一定速度で移動させ，撮影時間は 20 秒にまで大幅に短縮された [2]．
この連続撮影により呼吸性移動によるアーチファクトの影響が改善され，広範囲
（全身）撮
影が可能となった [3]．ハードウェアおよびソフトウェアの進歩に伴い，multi detector-row
CT（MDCT）が普及した．近年においては検出器の収集列数は最大 320 列
（160 mm）を有す
る area detector CT（Toshiba）
，X 線管と検出器を 2 組搭載した dual source CT（Siemens）
が開発され，冠動脈 CT や脳血管の機能解析が容易となった．さらに，一組の X 線管で
80 kV と 140 kV の管電圧を超高速で切り替えて投影データを取得する Rapid kilovolt peakSwitching Dual-Energy CT（RSDE CT，GE HealthCare）
が開発された．RSDE CT は異
なるエネルギースペクトルで得られた既知の組成をほかの臓器または組織から CT 値に基づ
き分離する two material decomposition を採用している [4, 5]．臨床においては本手法を応用
したアプリケーション（GSI viewer on Advantage Workstation，GE HealthCare，以下
AW）により，ヨード成分の強調および抑制画像，骨除去，金属アーチファクトの低減等に
実用化されている [6, 7]．

2. Dual Energy の進歩と現状
Dual Energy CT の概念は古く，1970 年代の CT 誕生時から提唱されていた．
放射線と物質の相互作用の原理より，あらゆる物質と診断領域における X 線の相互作用
は光電効果とコンプトン効果におけるエネルギー依存性が生じる [4]．そのため，X 線エネル
ギーの変化に伴い，物質は固有の非線形の線減弱係数の変化を示す．その大小については原
子番号に大きく依存する．CT 分野において，画像の信号値を示す CT 値は，水の線減弱係
数（μw ）に対する，対象とする物質の線減弱係数
（μm ）と水の線減弱係数の差に係数
（1000）
を乗じたものと定義されている [1]．
CT value ＝（μm −μw ）/ μw × 1000

（1）
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しかし，CT 値はあくまで相対値に過ぎず X 線エネルギーに依存するため，撮影条件
（管
電圧，金属フィルタ，ビームハードニングアーチファクト）
およびメーカー（e.g. Toshiba，
Siemens，GE，Phillips，Hitachi……）で整合性を図ることは困難である．日常診療におい
て，対象とする物質は元素固有の状態で撮影することはなく，混合物が主となる．撮影条件
は機種によって広く決定されるが，頻用されるエネルギーは管電圧 120 kV が多く用いられ
る．しかし，1 種のエネルギーで撮影されることで，混合物が有する線減弱係数は複合的な
要素を含んだ CT 値として表現される．つまり，物質の状態を示す密度や質量減弱係数は定
量できないでいた．しかし，2 種の異なる X 線エネルギーを用いる Dual Energy 技術は，そ
れを解決に近づける手段となる．例えば，同一の物質を 2 種のエネルギーで撮影したとき，
2 点の CT 値が求まり，線減弱係数が算出される．その線減弱係数に相当する物質
（実効原子
番号）を同定することが可能となる [6]．
Dual Energy CT は通常，異なる 2 種類の光子エネルギーの投影データを必要とする．こ
の 2 種類の投影データはエネルギー以外に，時間的位相と投影角度にズレがないことが前提
となっている．現在，主要メーカーは多様な Dual Energy CT を開発しているが，技術や発
想の違いにより，特徴や実現過程が異なっている．

3. 研究の背景
近年，大容量 X 線管の普及に伴い，管電圧 80 kV と 140 kV の超高速スイッチングが可能
となった．X 線検出器側においては Gemstone の開発により，X 線応答速度および残光特性
が改善し，1 回転中の投影サンプリング数を増加させ，空間分解能が飛躍的に向上した．両
技術を複合することで，管電圧切り替え時の時間差を最小限に短縮し，より正確な Raw
data ベースでの Dual Energy 再構成を可能とした．Dual Energy に関する CT 領域のソフ
トウェアは，既に多くの施設で臨床応用され，仮想単色 X 線機能によるアーチファクトの
軽減，ヨード造影剤弁別イメージング技術による肺動脈血栓症における虚血部位のカラー
マッピング，脂肪弁別イメージング技術による良悪性の腫瘍鑑別診断などに利用され，論文
報告等のエビデンスも存在する [8]．
本研究では脂肪を含む肝臓疾患として “ 脂肪肝 ” をターゲットとし，肝臓内脂肪量の定量
技術を提案する．単純性脂肪肝の原因として，肥満およびメタボリックシンドロームとの
密接な関連性について古くから報告されている．厚生労働省の政府統計「平成 23 年 国民健
康・栄養調査の結果の概要」によると，20 〜 60 歳男性における肥満者は 31.7％もの割合を
占めており，10 年前の結果に比べ 2 ポイント以上の増加傾向にあることが報告されている [9]．
従来，脂肪肝は Single Energy による X 線 CT 検査，超音波検査および生化学検査などの
データより総合的に診断されている．X 線 CT 検査における読影方法として，明らかな “ 高
度な脂肪蓄積 ” がみられる症例においては肝内脈管系の CT 値のほうが肝実質より高くなり，
肝−脾の CT 値比が 0.9 以下となる．しかし，従来の X 線 CT 検査から得られる情報は，X 線
が人体を透過した割合を画像化しており，密度や実効原子番号等の組成について反映するこ
とはできない．そのため，脂肪肝における進行度評価などの確定診断については，侵襲性の
高い肝生検をもって行われているが，比較的予後の悪くない良性疾患であることも理由とな
り躊躇されているのが現状である [10]．
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4. 研究の目的
現在，広く普及している Dual Energy 撮影は通常の Single Energy CT（SECT）
とほぼ同
等の被ばく線量で白黒のコントラストの強弱を画像化するだけでなく，異なる管電圧に応じ
た線吸収係数差により，脂肪や石灰化を対象とした組成識別表示が可能である．しかし，本
解析に関する精度管理を含め，脂肪成分について定量化された Phantom Study 等は行われ
ておらず，臨床報告が先行している [8]．
本研究では脂肪肝について進行度評価の対象となる “ 脂肪 ” を評価材料とする．Dual
Energy 撮影による two material decomposition を用い，脂肪含有量について，ソフトウェ
ア上で推定される脂肪密度の精度評価を行う．アルコールに依存する脂肪肝については，肝
線維症・肝硬変，ついには肝癌への進行が報告されていることから，生化学データ等に反映
されない脂肪肝予備軍を含め，一定の指標を持って非侵襲性の鑑別診断を施行することは有
用である．本解析結果と精度の担保により，疾患部位の形状に左右されない進行度診断の一
助となる基盤構築を目的とする．

5. 論文の構成
本稿は第 1 から第 3 章にて構成され，第 2 章では RSDE CT によって推定された肝臓内脂
肪密度の精度評価を Phantom Study によって評価する．第 3 章では臨床試験結果と有用性
を報告する．
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序

論
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第 2 章 Phantom Study による脂肪密度を対象とした RSDE の精度評価

1. 緒 言
Dual Energy による材質弁別の歴史は古く，L.A. Lehmann，R.E. Alvarez，A. Macovski
らにより，1976 年 [4]，1981 年 [5] には基底物質の密度を推定する Basis set decomposition の
原理および解析法について報告された．この基本原理は，あらゆる物質の質量減弱係数につ
いて，異なる 2 種の基準物質により表現することが可能である．つまり，CT 画像を 2 種類
の管電圧で撮影することにより，各基準物質の質量減弱係数が既知であれば，それぞれの密
度が求められるので，2 つの基準物質（以下，基準物質対）における密度画像として表現でき
る．
これまでの Dual Energy CT を用いた脂肪を定量する先行研究では，Li[11] らによるブタ肝
臓と脂肪を調整した phantom study を Dual- Source CT による Dual Energy CT で検証され，
仮想単色 X 線画像による減弱曲線が脂肪含有量に相関し変化したと報告された．Zheng[12]
は仮想単色 X 線画像の Dual-Energy Subtraction Imaging（DESI）
技術を用いて，脂肪量を
評価した．Patel[13] らの報告では造影剤使用した被験者に対して RSDE CT を施行し，基準
物質対を fat（ -iodine）とした脂肪含有量を retrospective に ROC 解析を行った．これらの報
告は脂肪含有量の相対密度値及び相関性について有用性が報告されているが，脂肪密度の推
定には至っていない．
本研究では対象症例を「脂肪肝」とし，重症度評価の目安となる “ 肝臓内脂肪量 ” を評
価対象とする．一般に脂肪肝における CT 画像診断において，感度は 43 〜 95％，特異度は
90％とされており，肝臓内脂肪量が湿重量
（wet weight）として 30％未満の場合，信頼性が
低い可能性があるとの報告がある [14, 15, 16]．
本研究は RSDE CT による非造影・非侵襲的画像診断による脂肪肝の進行度評価を行うた
めの精度保証を目的とする．脂肪成分を均一に攪拌した脂肪密度検証用 phantom を試作し，
脂肪含有量に対応した密度値の精度評価を行う．

2. 倫理的事項
本研究はヒトを介さない retrospective study であるため，国立研究開発法人 国立国際医
療研究センター 倫理委員会により審査不要と審議された．

3. 供試材料および実験方法
3.1. 脂肪密度定量用 Linearity Phantom の試作
肝臓内脂肪量の定量化に向け，食用のブタの肝臓とラードの重量比を調整し攪拌するこ
とで，脂肪密度が任意の間隔にて直線的な変化を示す脂肪密度検証用 phantom を試作した．
本研究で使用された豚肝およびラードは一般食品産業で入手が可能である．ラードの主成分
はトリグリセリドであり，肝臓内に蓄積する脂肪と成分は一致する [17]．攪拌する際に，試
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料組織間に空気が混入すると，全体的な CT 値の低下につながることから準真空状態
（大気
圧以下）にて攪拌し十分な脱気を行いスピッツに封入した．脂肪重量比は 0（肝臓 100％）
，1，
3，5，10，20，30，100（（肝臓 0％）％の合計 8 パターンとした．脂肪肝の閾値は湿重量比
で 5％とされているため，検証用 phantom は閾値前後の微小な脂肪含有量の変化について
も評価が可能である [18]．精度評価の指標として，各試料の容積と重さから脂肪の密度を実
測した．基準物質対（肝臓と脂肪の質量減弱係数）の算出に必要な，肝臓および脂肪の密度
の参照値はρLiver ＝ 1090.6 mg/cm3，ρFat ＝ 897.5 mg/cm3 であった．また，RSDE CT によっ
て推定された密度との比較のために，各スピッツの脂肪密度の参照値は，0％：0 mg/cm3，
1 ％：10.4 mg/cm3，3 ％：31.2 mg/cm3，5 ％：51.9 mg/cm3，10 ％：102.9 mg/cm3，20 ％：
201.4 mg/cm3，30％： 297.1 mg/cm3，100％：897.5 mg/cm3 であった．以下，本測定結果を
“ 参照値［ρ］” とする．試料が封入されたスピッツを同心円状に穴が配列された 200 mmφ
の Cylindrical Phantom（Model：LSCT-001，Kyotokagaku，Kyoto，Japan）に設置した．
なお，検証用 phantom は肝臓等価物質にて構成されている．

3.2. CT 画像の収集
X 線 CT 装 置 は Discovery CT750 HD scanner（GE；General Electric Healthcare，
Waukesha，WI）を使用した．スキャン方式は 140 kVp と 80 kVp の管電圧を周期的に切り
替える，1 管球高速 kVp スイッチング方式による RSDE CT を行った．Pitch Factor は 0.984，
検出器収集列数は 0.625 mm x 64（ビーム幅 40 mm）
，Bow-tie ﬁlter は Large，画像スライ
ス厚は 5 mm，再構成関数は Standard とした．撮影回数
（N）は 5 回とし，同一横断面に対
し解析を行った．撮影に要する Computed Tomography Dose Index-Volume：CTDIvol
（コンソール表示値）はリスクおよびベネフィットに関する考察も行うため，8.91mGy，
10.18 mGy，12.09 mGy，14.79 mGy，17.49 mGy で検証した．
従来法の CT 画像との比較を行うため，管電圧を 80 kVp，100 kVp，120 kVp，140 kVp
とした Single Energy CT（SECT）による撮影を行った．シリコン半導体検出器
（X2 R/F
SENSOR，RaySafe，Billdal，Sweden）を使用して計測した各実効エネルギーは，80 kV：
45.48 ± 0.02 keV，100 kV：50.33 ± 0.02 keV，120kV：54.38 ± 0.00 keV，140kV：57.40 ±
0.02 keV であった
（ Figure 1 ）
．撮影時，自動線量変調機能
（Auto Exposure Control：AEC）
の Noise Index は “11” とした．その他スキャン条件については RSDE CT と同様である．画
像解析ソフトウェアは Advantage Workstation（GE，Application Software 11MW44.11.
V40̲PS̲HD64̲G̲GTL）に 搭 載 さ れ て い る Gemstone Spectral Imaging Viewer（GSI
Viewer）を使用した．GSI Viewer によって two material decomposition 解析が行われ脂肪
密度が推定される．

3.3. Material Decomposition 法を使用した脂肪定量化に関する原理 [19]
一般に，2 つの混合物の線減弱係数μ
（E）は，構成物質の線減弱係数μ（E）
およびμ（E）
1
2
に，透過経路に占めるそれぞれの物質の割合αおよび
（1 −α）を掛けた線形和として，以下
のように表される．
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μ
（E）＝αμ（E）
＋（1 −α）μ（E）
1
2

（2）

Dual Energy CT では，ヨードと水のように，質量減弱係数が大きく異なる 2 つの基準物
質対（Material basis pair）を用いて，測定対象となる Liver および Fat のエネルギーごとの
質量減弱係数を求め，それぞれの密度画像を再現する．そのためには，ヨードと水の線吸収
係数μi およびμw の Beam Hardening を補正した単色 X 線エネルギー画像を求める必要があ
る [20]．白色 X 線に起因するヨードと水の Beam Hardening による線吸収係数の変化をΔμI，
Δμw とすると，混合物の線吸収係数μ
（E）は，高エネルギー EH および低エネルギー EL に対
し，以下のように表される．
μ
（EL ）＝α［μ（E
＋Δμ（E
］＋（1 −α）
［μw（ EL ）＋Δμw（ EL ）］
i
L）
i
L）

（3a）

μ
（EH ）＝α［μ（E
＋Δμ（E
］＋（1 −α）
［μw（ EH ）＋Δμw（ EH ）］
i
H）
i
H）

（3b）

さらに，ヨードに対する Beam Hardening を補正するため，ヨードに対する補正係数 Ci
を導入して，以下の演算を行う．
μ（EL ）− Ciμ（EH ）＝α［μ（E
＋Δμ（E
］
i
L）
i
L）
＋（1 −α）μw（ EL ）− C｛α
［μ（E
＋Δμ（E
｝＋（1 −α）μw（ EH ）｝
i
i
H）
i
H）
＝α［μ（E
＋Δμ（E
］− C｛
（E
＋Δμ（E
｝
i
L）
i
L）
i ［μ
i
H）
i
H）
＋（1 −α）
（μw（ EL ）＋Δμw（ EL ）− C［μ
（ EH ）＋Δμw（ EH ）］｝
i
w

（4）

上式で，ヨードの寄与のみを打ち消すため，
α［μ（E
＋Δμ（E
］− Ciα［μ（E
＋Δμ（E
］＝ 0
i
L）
i
L）
i
H）
i
H）

（5）

となるような係数 Ci の値を選択する．このとき，
（5）
より，Ci は以下のようになる．
Ci ＝［μ（E
＋Δμ（E
］/［μ（E
＋Δμ（E
］
i
L）
i
L）
i
H）
i
H）

（6）

ここで，ヨードの体積比率αは，Ci には含まれないことに留意する．
式（5）より，式（4）は，以下のようになる．
μ（EL ）− Ciμ（EH ）
＝（1 −α）
｛μw（ EL ）＋Δμw（EL ）− C［μ
（ EH ）＋Δμw（EH ）］｝
i
w

（7）

また，水の寄与のみを打ち消すために，水の補正係数 Cw を導入し，同様の計算を行うと，
μ（EL ）− Cwμ（EH ）＝α｛（μ（E
＋Δμ（E
− Cw［μ（E
＋Δμ（E
］｝
i
L）
i
L）
i
H）
i
H）
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（8）

となる．ここで，Cw は以下の式で表される．
Cw ＝［μw（ EL ）＋Δμw（ EL ）］/［μw（ EH ）＋Δμw（ EH ）］

（9）

式（6）と式（9）において，ヨードおよび水の Beam Hardening を補正すると，
Δμp（Eq ）＝ 0 （p ＝ w,i, q ＝ L, H）
とすることができるので，
Ci ＝［μ（E
］/［μ（E
］
i
L）
i
H）

（10）

Cw ＝［μw（ EL ）］/［μw（ EH ）］

（11）

これを，式（4）と式（8）に代入すると，以下の式が得られる．
μ（EL ）− Ciμ（EH ）＝（1 −α）
［μw（ EL ）− Ciμw（ EH ）］
＝（1 −α）
｛μw（ EL ）−［μ（E
］/［μ（E
］μw（ EH ）｝
i
L）
i
H）

（12）

μ（EL ）− Cwμ（EH ）＝α［（μ（E
− Cw μ（E
］
i
L）
i
H）
＝α｛（μ（E
−［μw（ EL ）
］/［μw（ EH ）］μ（E
｝
i
L）
i
H）

（13）

ここで，線減弱係数は密度ρと質量減弱係数υの積であることを勘案すると，式
（12）
は，
ρυ
（EL ）−［ρiυ（E
］/［ρiυ（E
］ρυ
（EH ）
i
L）
i
H）
＝（1 −α）
｛ρwυw（ EL ）−［ρiυ（E
］/［ρiυ（E
］ρwυw（ EH ）｝
i
L）
i
H）

（13）

したがって，
（1 −α）ρw
＝ρ
［υ
（EL ）
υ（E
−υ
（EH ）
υ（E
］/［υw（ EL ）
υ（E
−υw（ EH ）
υ（E
］
（14）
i
H）
i
L）
i
H）
i
L）
同様に，ヨードに対して，式（13）は，
αρi ＝ρ
［υ
（EL ）
υw（ EH ）
−υ
（EH ）υw（ EL ）］/［υw（ EL ）
υ（E
−υw（ EH ）
υ（E
］
（15）
i
H）
i
L）
これより，水密度画像およびヨード密度画像が生成される．これらの式は，水およびヨー
ドの密度に体積比率を掛けたものが，高エネルギーおよび低エネルギーにおける質量減衰係
数の積として表されることを示している．ただし，単に，水およびヨードの密度ではなく，
混合物内部の 3 次元的なヨード比率分布，すなわち，α
（x，y，z）に対応したものとなって
いる．
ここで，断層像の CT 値が測定できたとすると，CT 値の定義より，
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H.U. ＝［μ
（E）−μw（E）］/ μw（E）x 1000

（16）

式（15）に式（1）を代入して，
H.U. ＝｛［αμ（E）
＋（1 −α）μw（ E）
］/ μw（ E）
− 1｝x 1000
i

（17）

したがって，
（H.U./1000 ＋ 1）＝αμ（E）
/ μw（ E）＋（1 −α）μw（ E）/ μw（ E）
i
＝αρiυ（E）
/ μw（ E）＋（1 −α）ρwυw（ E）/ μw（ E）
i

（18）

式（14），式（15）で得られる水およびヨード画像を，既知の式υ（E）
，υw（ E）
，μw（ E）を
i
用いて，式（18）に従って演算することにより，ある特定のエネルギー E における，Beam
Hardening のない単色 X 線画像が得られる．このようにして，40 keV から 140 keV までの
単色 X 線画像を生成後に，phantom として肝臓のみ，あるいは，脂肪のみの領域に ROI を
設定し，その領域における Liver と Fat の CT 値を求め，式
（15）にしたがって，線減弱係数
に変換する．作成した phantom の実測により，Liver100％および Fat100％の密度は，それ
ぞれρLiver ＝ 1.0906 g/cm3，ρFat ＝ 0.8975 g/cm3 であることがわかっているので，これらより，
Liver100％，Fat100％の質量減弱係数υLiver，υFat を求めることができる．40 〜 140 keV の
範囲で，本装置の X 線スペクトルに対応した Liver と Fat の質量減弱係数がわかれば，これ
をあらたに基準物質対に設定することが可能となる．式
（14）
，式
（15）ではヨードと水を用
いたが，これらに代わって，基準物質対として肝臓と脂肪を用いると，肝臓と脂肪の密度画
像は，以下の式で与えられる．
（1 −αʼ）ρFat ＝ρ
（υ
（EL ）υLiver（EH ）
−υ
（EH ）υLiver（EL ））/
（υFat（EL ）υLiver（EH ）−υFat（EH ）υLiver（EL ））

（19）

αʼρLiver ＝ρ（υ（EL ）υFat（EH ）
−υ（EH ）υFat（EL ））/
（υFat（EL ）υLiver（EH ）−υFat（EH ）υLiver（EL ））

（20）

ここでαʼ は Liver と Fat 混合 phantom の Liver 体積比率を表している．ただし，この密度
画像でも，αʼ を介して，Fat の成分比率を含んだ密度画像であることに留意すべきである．
なお，式（14），式（15）によるヨードと水の密度画像，および式
（19）
，式
（20）による肝臓
と脂肪の密度画像は，自動的にソフトウェア AW の中で計算される．

3.4. 統計解析手法
管電圧と CT 値の相関関係を確認するために回帰分析を使用した．RSDE CT によって導
出された脂肪密度を Wilcoxon-Mann-Whitney U test を使用して比較した．RSDE CT で
45 keV と 57 keV における ROI 内の各ピクセルの相関を確認するために回帰分析を使用し
RSDE CT において 2 つのエネルギーの各ピクセルの相関を比較するために回帰分析を使用
した．そして，識別限界を確認するために Welchʼs T-test を行った．脂肪密度における参照
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値と実測値の相関を確認するために回帰分析を行った．それらの精度を確認するために，勾
配値：1，切片値：0 に対し，回帰直線の検定を行った．すべてのデータはエスミ社製統計
解析 ver. 2.0 と多変量解析 ver. 2.0 を使用して解析された．両側検定で有意水準は 0.05 とし
た．

4. 結 果
4.1. 従来 CT と RSDE の比較
Figure 2.a に肝臓内密度検証用 phantom の概観を示す．Figure 2.b に 120 kV で撮影され
た SECT 画像，Figure 2.c に RSDE CT によって撮影された脂肪密度画像を示す．0 時の方
向から，脂肪含有量が 0，1，3，5，10，20，30，100％となるように試料が配置されている．

Figure 2.b は脂肪含有量の増加に伴い，CT 値が低下する傾向があった．Figure 2.c は脂肪
含有量の増加に伴い，CT 値が増加する傾向があった．すべての試料について撹拌に伴う均
一性を体軸方向について評価した．CT 値，標準偏差および変動係数は 0％で 74.883 ± 1.002，
coeﬃcient of variance（CV）0.013，1％で 74.161 ± 1.092，CV 0.015，3％で 70.753 ± 1.407
CV 0.020，5 ％ で 66.370 ± 1.724，CV 0.026，10 ％ で 55.913 ± 1.613，CV 0.029，20 ％ で
34.217 ± 1.341，CV 0.039，30％で 9.868 ± 0.464，CV 0.047，100％で− 114.243 ± 1.21，CV
0.011 であった．
CTDIvol が 12.09 mGy のとき，同一断面について撮影回数を 5 回とし，測定された脂肪
密度の標準偏差は 0％：± 2.8 mg/cm3，1％：± 2.8 mg/cm3，3％：± 3.4 mg/cm3，5％：±
2.6 mg/cm3，10 ％：± 2.6 mg/cm3，20 ％：± 7.9 mg/cm3，30 ％：± 5.9 mg/cm3，100 ％：±
7.9 mg/cm3 であった．

4.2. 肝臓および脂肪成分に関する質量減弱係数の算出
Figure 3 は肝臓および脂肪における，SECT による各管電圧に対応した CT 値の分布と
RSDE CT による Spectral H.U Curve の結果である．多項式における回帰分析の結果は，
肝臓の CT 値曲線は負の勾配（coeﬃcient a：0.0028，coeﬃcient b：− 0.4944，R2 ＝ 0.9669）
，
脂肪の CT 値曲線は正の勾配（coeﬃcient a：− 0.0916，coeﬃcient b：12.115，R2 ＝ 0.9993）
を示した．RSDE CT による肝臓の Spectral H.U Curve は負の勾配
（coeﬃcient a：0.0025，
coeﬃcient b：− 0.499，R2 ＝ 0.9975）
，脂肪の Spectral H.U Curve は正の勾配をもった勾
配（coeﬃcient a：− 0.0861，coeﬃcient b：12.128，R2 ＝ 0.9998）
を示した．

Figure 4 は Figure 3 に示す CT 値について 1 式を逆算し，線減弱係数に変換した結果で
ある．54 keV（管電圧 120 kV に相当）の肝臓および脂肪の線減弱係数は 0.2330 cm‒1，and
0.1921 cm‒1 であった．

Figure 5 は phantom 作成（3.1）で測定された参照値を用い，Figure 3 の線減弱係数を除す
ことで質量減弱係数を算出した結果である．RSDE の質量減弱係数は SECT の質量減弱係数
に同程度の精度で計算することができた．54 keV（管電圧 120 kV に相当）の肝臓および脂肪
の質量減弱係数は 0.2136 cm2/g and 0.2113 cm2/g であった．40 keV − 140 keV のエネルギー
範囲で得られた肝臓および脂肪の質量減弱係数は two material decomposition の基準物質
対として設定する．
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4.3. Phantom 内の脂肪密度の測定
Figure 6 は 80 kV，100 kV，120 kV，140 kV の撮影条件下で SECT によって得られた CT
値と参照値の相関結果である．一般的に脂肪肝の診断のためにもうけられた閾値は，脂肪湿
重量比で 5％とされている [18]．回帰分析による結果は，勾配値：− 0.204 から− 0.244，決定
係数 R2：0.999，P value ＜ 0.001 であった．

Figure 7 は撮影線量を 12.09 mGy とした同一横断面内（N ＝ 5）における脂肪密度画像の
0％，1％，3％，5％の測定値の箱ひげ図である．脂肪重量比 0％に対する 1％および 3％の測
定値間の Welchʼs t-test を行った結果も併せて表示している．この脂肪重量比の範囲は，脂
肪肝の診断のために特に重要である．他の被ばく線量については，隣接する脂肪重量比
（1
〜 3％，3 〜 5％，10 〜 20％，20 〜 30％，30 〜 100％）の脂肪密度の測定結果は統計的に有
意（P ＜ 0.05）であった．しかし，0％から 1％間における脂肪重量比では，すべての被ばく線
量の撮影条件下で有意（P ＞ 0.05）ではなかった．

Table 1 は 各 CTDIvol（ 8.91 mGy，10.18 mGy，12.09 mGy，14.79 mGy，17.49 mGy）で
RSDE CT によって測定された，脂肪重量比に対する脂肪密度の平均値と標準偏差を示した
結果である．CTDIvol の変化（8.91 mGy − 17.49 mGy）が測定精度に与える有意な影響は確認
されなかった．

Figure 8 は各脂肪重量比（0％，1％，3％，5％，10％，20％，30％，100％）の仮想単色
X 線画像に ROI（2357 voxels）を配置し，45 keV と 57 keV（80 kV と 140 kV の実効エネル
ギー）の線減弱係数の分布を示す．測定された線形な線減衰係数は脂肪含有量と相関関係が
あることを示す．

Figure 9 は，phantom の作成時に測定された参照値と，RSDE CT によって推定された測
定値の比較結果である．回帰分析の結果，参照値と測定値間に良好な相関を示した．回帰分
析による勾配値は 0.999，切片値は− 1.5784 mg/cm3（R2 ＝ 0.9994）であった．他の CTDIvol
においては勾配値は 0.9856 から 0.9964 を推移し，R2 は 0.999 より高かった．勾配値 1 と切
片値 0 に対し，回帰直線の差の検定結果に有意差は確認されなかった．勾配値と切片値の
検定結果となる p 値は 8.91 mGy：pslope ＝ 0.059，pintersept ＝ 0.428，10.18 mGy：pslope ＝ 0.745，
pintersept ＝ 0.262，12.09 mGy：pslope ＝ 0.141，pintersept ＝ 0.665，14.79 mGy：pslope ＝ 0.133，
pintersept ＝ 0.917，17.49 mGy：pslope ＝ 0.198，pintersept ＝ 0.932 であった．
しかし，密度の差異としては，Table 2 に示すように，脂肪割合 1％での変動が大きく，
8.9 から 27.7％であった．統計的に有意となる脂肪割合 3％以上では，− 10.5 から 13.0％で
あった．

5. 考 察
本項では，SECT と RSDE CT による測定脂肪量の差異，RSDE による脂肪密度測定の差
異，測定限界，線量評価について議論する．

5.1. phantom 内の脂肪密度の測定
本研究において正常状態から脂肪肝と診断される閾値である 5％までの CT 値差は約 10
であった（ Figure 6 ）．しかし，管電圧，Bow-tie ﬁlter の形状，被験者の体格の大きさ，構
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造の違いにより，装置間で実効エネルギーが大きく変動し，質量減弱係数がこれらに応じ
て，大きく変わる．今回は，管電圧のみ変化させた測定を行ったが，Figure 6 に示すよう
に，脂肪割合が下がるほど，変動が大きくなる傾向がある．また，正常なヒトの肝臓の CT
値も，± 5 HU で変動するといわれるため [21]，肝臓と脂肪の混合物を測定したとき，脂肪の
寄与による CT 値の変動を識別することが困難である．これに対し，RSDE CT では，two
material decomposition により，線減弱係数を密度と質量減弱係数に分離して評価できる．
SECT の 120 kV の実効エネルギーである 54 keV において，質量減弱係数の差は 0.0089 cm2/
g となり（ Figure 5 ），質量減弱係数は脂肪と肝臓でほとんどかわらない．これに対し，線減
弱係数の差は 0.0468 cm-1（ Figure 4 ）であり，密度が大きく寄与している．このため，密度
を分離して評価することで，脂肪率の測定精度が高まる．

5.2. 精度評価と研究限界
本研究では，脂肪密度は参照値と 3.3 項で与えられた体積比率
（1 −α）の積によって示さ
れる．つまり，脂肪含有量がゼロ（α＝ 1）
になったとき，脂肪密度はゼロの値をとる．
算出され脂肪密度は，本研究で用いた豚の肝臓中の既存の脂肪含量に追加された脂肪密度
であることに注意しなければならない．

Figure 7 より，脂肪含有量が 1％を超えて，差が 2％以上になると，有意（P ＜ 0.01）に脂肪
密度を識別することが可能であることがわかった．しかし，脂肪割合 0％と 1％では，有意
差が認められなかった．脂肪量 0％の場合であっても，Table 1 に示すように，10 mg/cm3 程
度の測定値が出力されることから，本装置では，密度測定にベースラインのバイアスがある
と推察される．
このベースラインのバイアスを検証するために，肝臓等価 phantom の脂肪密度を検証
し，脂肪密度が 21.21 ± 3.21 mg/cm3（N ＝ 32）であることがわかった．肝臓等価 phantom
は，脂肪成分を含まないポリウレタンとカルシウムで構成されているため
（H：7.99％，C：
69.24％，N：4.38％，O：16.39％，and Ca：2.00％）
，脂肪密度 0％の結果を取得したこと
を意味する．これらの知見をまとめると，RSDE CT による脂肪密度の測定では，脂肪重量
比が 0％から 3％以上変化した場合，および脂肪重量比の差が 2％以上あったときに，脂肪密
度の差を統計的に有意差のある結果として得ることができる．このことは，RSDE で使用し
た 80 kV と 140kV の実効エネルギーである 45 keV と 57 keV でも有効であることから
（ Table

3 ），RSDE の測定限界を示すものと考えられる．
Figure 9 における参照値と測定値の相関性の結果（R2 ＝ 0.9994）は良好に示された．回帰
分析によって算出された勾配値は 0.9839，切片値は− 1,5784 mg/cm3 となった．参照値と測
定値の理論式は y ＝ x（勾配値（slope）は 1，切片
（Intercept）は 0 mg/cm3 ）の関係にあること
が理想的である．検証のため，測定値と参照値の勾配値および切片値について回帰直線の差
の検定を行い，傾き 1 と切片 0 という帰無仮説を検定した結果，傾き：P ＝ 0.1413，切片：
P ＝ 0.6653 となり，理論式との有意差はないことが示された．つまり，測定値を参照値の準
等価値として評価をすることが可能となる．
ただし，脂肪密度の値は，Table 2 に示すように，脂肪割合 1％において撮影線量によっ
て 8.9％から 27.7％まで変化する．測定値が有意となる 3％では− 6.3％から 13.0％，脂肪肝
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の閾値値である 5％では，− 3.5％から− 7.5％まで変化する．脂肪割合によって撮影線量に
よらず，過小評価（3，5％）または過大評価
（30，100％）する傾向があることがわかった．本
結果の傾向における正確な同定は，本研究の範囲外であり，ハードウェアおよび計算アルゴ
リズムの徹底的な調査が必要である．
本手法は，他機種の CT 装置の適用が困難である．また，脂肪密度検証用 phantom がヒ
トの生体を模倣していない．しかし，一般的なヒトの減弱特性と類似しているため，撮影条
件の最適化を図ることで，次段階の臨床検査への導入は正当化される．臨床導入に際しては，
関心領域の設定方法や本解析が可能な脂肪肝の症例の選定することで適応できると考えられ
る．

5.3. RSDE CT がもたらす被ばく線量
ICRP Publication 87（Managing Patient Dose in Computed Tomography）[22] で定め
られている成人の患者の腹部 CT 検査における診断参考レベルは CTDIvol は 35 mGy である．
また，Shinozaki ら [23] は Discovery750HD CT を使用した SECT における腹部から骨盤領域
の CT 検査の CTDIvol の Box Plot 解析では最大値：25.03 mGy，75％タイル値：10.95 mGy，
中央値：8.24 mGy，25％タイル値：6.53 mGy，最小値：5.38 mGy と報告した．日本放射線
技師会が定める医療被ばくガイドライン 2006［放射線診断における線量低減目標値］との比
較においても，腹部領域で CTDIvol は 20 mGy とされている [24]．今回の RSDE の撮影線量は，
最大 17.49 mGy で，SECT で施行される被ばく線量の最大値以下であるため，RSDE の施行
は正当化される．RSDE に AEC 機構は搭載されていないが，被験者の体格に応じたプロト
コルを選択することで，脂肪密度の測定精度を維持したまま，被ばく線量を最適化できると
考える．

6. 結 論
本研究は軽度から中程度の脂肪肝（脂肪重量比が 3％を超える）を RSDE CT によって，定
量 的 に 進 行 度 を 評 価 す る た め の 基 礎 を 提 供 し た． 我 々 は SECT と RSDE CT を 使 用 し
て，脂肪および肝臓の混合物で構成された phantom を撮影し脂肪密度の定量解析を行っ
た．SECT では脂肪量が少ない場合，CT 値による脂肪の定量化は難しいことがわかった．
RSDE CT では基準物質対として脂肪と肝臓を選択し，エネルギーごとの質量減弱係数を求
め，仮想単色 X 線画像を再構築することにより脂肪密度の定量測定が可能となった．
RSDE CT による脂肪密度の統計的解析したところ，脂肪密度 3％以上において有意に脂
肪密度を測定できることがわかった．しかし，測定値には，脂肪量 3％から 100％の範囲で，
− 10.5％から 13.0％のずれがあることがわかった．RSDE CT の被ばく線量は，ガイドライ
ンが示す値より低く，臨床的な脂肪肝の進行度評価に適応可能といえる．
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Figure 1
To address the concerns related to the eﬀective energy ﬂuctuation, we examined the reproducibility of the eﬀective energies using a silicon semiconductor detector (X2 R/F SENSOR, RaySafe,
Billdal, Sweden) for ﬁve repeated measurements. The resulting eﬀective energy ranges were 45.48
± 0.02 keV, 50.33 ± 0.02 keV, 54.38 ± 0.00 keV, and 57.40 ± 0.02 keV at 80 kV, 100 kV, 120 kV,
and 140 kV, respectively.
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Figure 2
(a) Fat density veriﬁcation phantom. Fat weight contents were varied in a total of eight diﬀerent
phantom tubes: 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 20%, 30%, and 100%. The fat-liver mixtures were stirred below atmospheric pressure to ensure suﬃcient degassing. The tubes were installed concentrically
around the center of the liver equivalent phantom (diameter: 200 mm).
(b) SECT image taken with a tube voltage of 120 kVp showing the CT-value distribution (Window
Level: 40, Window Width: 400, and Slice Thickness: 5 mm) and the CT value measured by the
ROI in the red frame. The unit is Hounsﬁeld Unit.
(c) RSDE image taken with tube voltages of 80 kVp and 140 kVp showing the fat density distribution using the fat and liver material basis pair (Window Level: 200 mg/cm3, Window Width:
1500 mg/cm3, and Slice Thickness: 5 mm) and the fat density measured by the ROI in the red
frame. The unit is physical density (mg/cm3).
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Figure 3
Spectral HU curves per 1 keV for liver and fat obtained with RSDE compared with the CT values
obtained with SECT at the eﬀective energies 45.48 keV, 50.33 keV, 54.38 keV, and 57.40 keV for
tube voltages 80 kVp, 100 kVp, 120 kVp, and 140 kVp, respectively. The mean and standard deviations were calculated for 2356 pixels in the ROI.

Figure 4
Linear attenuation coeﬃcients per 1 keV calculated from the RSDE spectral curve and the SECT
CT values for liver and fat. The mean and standard deviations were calculated for 2356 pixels in
the ROI.

第2章

Phantom Study による脂肪密度を対象とした RSDE の精度評価

21

Figure 5
Mass attenuation coeﬃcients per 1 keV obtained from the linear attenuation coeﬃcients for liver
and fat divided by the reference densities. The mean and standard deviations were calculated for
2356 pixels in the ROI.

Figure 6
CT values and fat contents measured for the fat‒liver phantom using SECT. The top axis shows
the fat weight ratio and the bottom axis shows the reference fat density. The mean and standard
deviations were calculated for 2356 pixels in the ROI.
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Figure 7
Statistical signiﬁcance between the adjacent fat densities in the low fat range (0‒5%) measured
by RSDE(CTDIvol: 12.09 mGy). The error bars show standard deviations for the ﬁve independent
measurements.

Figure 8
Correlations between the linear attenuation coeﬃcients at 80 kVp and 140 kVp (eﬀective energies: 45.48 keV and 57.40 keV, respectively) for the fat density veriﬁcation phantom derived using RSDE (CTDIvol: 12.09 mGy). The scatter plots correspond to each pixel in the ROI. The circle
shows the average pixel values. The results of the regression analysis were R2 = 0.9999, slope: 1.4009,
and intercept: ‒0.0543 cm‒1.
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Figure 9
Correlations between the reference density and the measured density using RSDE for the fat density veriﬁcation phantom (R = 0.997 for CTDIvol: 12.09 mGy). The top axis shows the fat weight
ratio and the bottom axis shows the reference fat density. The mean was derived from the average pixel values in the ROI. The error bars represent the relative error in the calculated measurements. The results of the regression analysis were R2 = 0.9994, slope: 0.9997, and intercept: ‒1.5784
mg/cm3.
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Table 1 Fat Contents Measured using RSDE and the Eﬀect of the Exposure Dose (N = 5).
Table 1 shows the averages and standard deviations of the fat densities for all fat contents and
exposure doses. There is no signiﬁcant diﬀerence when the radiation dose is changed from 8.91
mGy to 17.49 mGy
CTDIvol

8.91 mGy

10.18 mGy

12.09 mGy

14.79 mGy

17.49 mGy

Avg.
SD
Avg.
SD
Avg.
SD
Avg.
SD
Avg.
SD
Fat
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Contents [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm ] [mg/cm3]
0%

10.21

1.93

9.23

1.50

9.54

2.80

10.21

3.42

10.32

1.70

1%

12.54

2.60

12.45

2.31

11.34

2.87

13.30

2.43

12.43

1.10

3%

34.20

3.40

35.21

1.54

32.07

3.38

31.45

2.43

29.21

1.59

5%

49.20

2.34

50.12

5.34

48.64

2.58

47.86

2.33

49.40

2.68

10%

98.08

7.54

100.66

3.44

96.54

2.63

95.21

3.03

92.10

5.95

20%

210.00

8.83

205.34

9.45

204.62

7.88

199.77

6.30

198.28

5.82

30%

321.93

3.03

319.92

2.73

318.11

5.94

310.21

1.02

312.14

3.25

100%

916.61

11.46

900.32

10.35

910.34

7.85

910.23

9.25

908.77

9.06

Avg.: Average, SD: Standard Deviation

Table 2 Deviation in the RSDE Measurements from the Reference Fat Density.
In Table 2, the deviation from the reference density was 8.9‒27.7% at 1% fat content, while the
deviation ranged from ‒10.5% to 13.0% for 3% fat content, where the measurement became statistically signiﬁcant.
CTDIvol

Measurement Accuracy
Fat (0%) -N.S.- Fat (1%) -*- Fat (3%) -*- Fat (5%) -*- Fat (10%) -*- Fat (20%) -*- Fat (30%) -*- Fat (100%)

8.91 mGy

−

20.4%

9.7%

− 5.3%

− 4.7%

4.3%

8.4%

2.1%

10.18 mGy

−

19.6%

13.0%

− 3.5%

− 2.2%

2.0%

7.7%

0.3%

12.09 mGy

−

8.9%

2.9%

− 6.3%

− 6.2%

1.6%

7.1%

1.4%

14.79 mGy

−

27.7%

0.9%

− 7.8%

− 7.5%

− 0.8%

4.4%

1.4%

17.49 mGy

−

19.4%

− 6.3%

− 4.9%

− 10.5%

− 1.5%

5.1%

1.3%

N.S.: Not signiﬁcant, *: p < 0.01
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Table 3 Linear Attenuation Coeﬃcients of the Fat Contents and Their Statistical Signiﬁcances.
The statistical analysis demonstrated that diﬀerences in fat contents higher than 2% are statistically signiﬁcant for fat contents above 3% while 0‒1% fat fraction diﬀerences are statistically insigniﬁcant.
0%

1%

3%

5%

10%

20%

30%

100%

Average Value of
Linear Attenuation
Coeﬃcients at 45 keV
[cm − 1]

0.2623

0.2624

0.2613

0.2597

0.2566

0.2487

0.2411

0.2008

Standard Deviation
[cm − 1]

0.0030

0.0031

0.0032

0.0032

0.0034

0.0031

0.0031

0.0030

p-value between adjacent fat contents

＞0.05

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

0%

1%

3%

5%

10%

20%

30%

100%

Average Value of
Linear Attenuation
Coeﬃcients at 57 keV
[cm − 1]

0.2261

0.2261

0.2253

0.2243

0.2218

0.2163

0.2163

0.1821

Standard Deviation
[cm − 1]

0.0017

0.0019

0.0018

0.0018

0.0019

0.0018

0.0017

0.0017

p-value between adjacent fat contents
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＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

第 3 章 脂肪肝の進行度診断に向けた肝臓内脂肪密度の評価

1. 緒 言
本研究の対象症例となる，『脂肪肝』は組織学的には肝小葉内の 5％以上の脂肪滴占拠を
もった状態として定義されている [18]．脂肪肝はアルコール，肥満，糖尿病，薬剤など種々
の原因によって罹患する．従来は脂肪肝，脂肪性肝炎，脂肪性肝硬変に移行すると考えられ
てきたが，単純性脂肪肝において可逆的病変であると報告されている [25, 26]．X 線 CT 装置の
普及と進歩に伴い，本邦における脂肪肝の罹患数の増大について報告されている [27, 28]．従
来，脂肪肝は血液データや患者背景より，超音波画像検査や CT 検査が選択され，画像が示
す輝度値の強弱により重症度を推定している．また，確定診断を行う際には外科的侵襲性を
伴う肝生検が施行される [10]．
近年において，異なる 2 種の管電圧を設定する Dual Energy CT 撮像技術が進歩し，2 種
の X 線の透過量の差によって算出する組成識別を得意としている．空港に設置されている
手荷物検査をはじめ，医療現場においては造影剤や脂肪の識別することで出血や良悪性の鑑
別診断に用いられている [8, 30, 31, 32]．
本章における研究は探索的かつ横断的前向き研究である．本研究では「脂肪肝」の，脂肪
肝に罹患し，X 線 CT 検査を必要とした患者を対象とし，重症度評価の目安となる “ 肝臓内
脂肪密度 ” を評価する．第 2 章の Phantom Study より，RSDE CT を用いることで軽度から
中程度の脂肪肝（脂肪重量比が 3％を超える）の脂肪密度を，定量評価が可能となった．本研
究の目的は，肝生検による病理診断結果と CT 値の比較により相関性を調査し，CT 値によ
る評価の課題を明確にする．さらに，RSDE CT によって推定された肝臓内脂肪密度と肝生
検結果の比較により相関性を調査し，有効性について検討する．本研究は RSDE CT を用い
た非造影かつ外科的処置を必要としない脂肪肝の進行度評価法の確立の一助となることを期
待している．

2. 倫理的事項
本研究は，国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 倫理委員会によって，研究遂行
に関する承認を受けたものである（承認番号 : NCGM-G-001821-00）
．
本研究は，「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」および本研究計画書を遵守し
て実施する．本研究は診療上，X 線 CT 検査を必要とされた受診者を対象としており，本研
究のために被ばくガイドラインを逸脱するような X 線による被ばくを被るリスクはない．

3. 利益相反
利益相反マネージメント委員会に報告すべき特段の利益相反は存在しない．
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4. 説明と同意
本研究は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に則り，同意説明文書および同
意書によって被験者より同意を得た．同意を得るための説明等は消化器内科医師が担当した．
同意説明文書には，研究の意義，目的，方法，研究に関する問い合わせ窓口を記載した．上
記説明文書には，研究に参加を拒否したい場合は問い合わせ窓口に申し出ればよいことを明
記した．また，書面にて同意した場合においても，口頭により同意を撤回することが可能で
あることについても明記した．なお，研究対象者の検査費用は一般診療内として扱い，研究
対象者（被験者）が負担した
（「同意説明文書」
，
「同意書」
，
「被ばくに関する資料」を別添す
る）．

5. 肝臓疾患の病理（確定）診断の意義と問題点 [33]
肝生検は肝臓の組織の一部を採取し，臨床的に不明な病態を解明することを目的とし，そ
の方法としては腹腔鏡下もしくは超音波ガイド下で施行される．現在は血管走行が把握でき
安全に肝生検針を挿入できる超音波ガイド下肝生検が重要視されている．また，本検査にお
ける関心領域は極めて局所的であり，採取部位による結果のバラツキも懸念されている．
肝生検は，組織，免疫，ウイルス，酵素，代謝，細胞培養などの肝疾患の成因，診断，予
後判定，治療選択に極めて重要な検査であり，非侵襲的な方法以上の情報が得られること
から，肝疾患のアプローチとして重要な検査法である．肝生検の意義は，
（1）肝疾患の診断，
（2）確定された疾患の重症度や病勢の把握，
（3）治療効果の評価である．肝生検は肝疾患に
対するアプローチとして重要な目的を果たすが，侵襲性を伴うため合併症の危険も考慮しな
ければならない．肝生検における最も多い合併症は，疼痛
（穿刺部痛，心窩部から右肩への
放散痛）であり，次いで軽度の熱発症状が 1 〜 2 日続くこともある．重要なものとして，胆
汁性腹膜炎（黄疸の強い例では合併することがある）
や腹腔内出血によるショック症状などは
開腹手術を必要とすることもある．

6. 対象および試験
6.1. 対 象
6.1.1. 適格条件
1）一般診療において，脂肪肝を疑われ X 線 CT 検査を必要とされた患者
2）肝生検を施行される（た）症例
3）肝生検を施行されていない症例
6.1.2. 除外条件
1）当該検査において，受診者の生理学的状態が整わず CT 画像として不適格と判断され
た症例（例，難聴で呼吸が止められずに動いて CT 画像として成立しないもの）
2）CT 装置および周辺機器の偶発的なトラブルにより検査が完了不可となった症例
3）研究対象者が CT 検査に来室時，他の重症患者が当該 CT 装置を長時間使用する状態を
必要とされたとき
4）文書による同意の得られない患者
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5）検査途中で，口頭にてご本人が拒否した場合
6）その他，試験参加医師が本試験の対象として不適当と判断した患者
6.1.3. 対象施設および症例数
対象施設は当院 1 施設のみである．本研究は探索的研究であるため，症例数は限定しな
かった．ただし，実現可能症例数として下記の通り設定した．
1）20 例程度（該当症例 約 10 名 / 月╳ 4 か月のうち，半数で同意が得られると仮定）
2）5 症例程度（（1）中で肝生検を施行された患者，0 〜 1 名 / 月× 8 か月のため）
本研究期間中において，対象被験者は 25 症例が該当し，その中で肝生検を施行された患
者は 7 名該当した．
6.1.4. データ収集の期間
情報の追跡対象期間は 2015 年 4 月 1 日〜 2016 年 3 月とした．

6.2. 方 法
6.2.1. 対象データ収集
研究対象者の CT 検査に用いる X 線 CT 装置は Discovery CT750 HD scanner を使用した．
スキャン方式は 140 kVp と 80 kVp の管電圧を周期的に切り替える，1 管球高速 kVp スイッ
チング方式による RSDE CT を行った．検出器収集列数は 0.625 mm x 64（ビーム幅 40 mm）
，
Bow-tie ﬁlter は Medium および Large，画像スライス厚は 1 mm，再構成関数は Standard
と し た． ノ イ ズ 低 減 用 逐 次 近 似 応 用 再 構 成 パ ラ メ ー タ
（Adaptive Statistical Iterative
Reconstruction）は 50％とした．CT 検査の撮影範囲は上腹部
（横隔膜上縁から前腸骨棘）と
した．
撮 影 に よ っ て 得 ら れ た X 線 デ ー タ に つ い て 画 像 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア は Advantage
Workstation（GE，Application Software 11MW44.11.V40̲PS̲HD64̲G̲GTL）
に搭載され
ている GSI Viewer によって肝臓内脂肪密度を測定した．基準物質対は第 2 章で使用した肝
臓と脂肪の質量減弱係数とし，two material decomposition 法により，脂肪密度画像
（単位
は mg/cm3 ）を作成した．肝臓内脂肪密度の測定手順は以下の通りとなる．
1）被験者数は 7 例（RSDE CT と肝生検を必要とされた患者）
2）放射線診断医によって診断（指摘）
された部位を測定箇所とした
3）測定箇所を中点とし，体軸上に 5 mm 長
（1mm x 5 slice）
の Region of Interests（ROIs）
を設定した
4）測定値の中央値と標準偏差により，肝臓内脂肪密度を評価した
6.2.2. 統計解析手法
肝生検査結果と CT 値および肝臓内脂肪密度の相関を確認するために，回帰分析を行い，
勾配値，切片値および相関係数 R により評価した．すべてのデータはエスミ社製 多変量解
析 ver. 2.0 を使用して解析された．両側検定で有意水準は 0.05 とした．
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7. 使用装置およびアプリケーションの安全性
研究に使用される CT 装置は診療用 X 線 CT 装置として一般的なものであり，医用機器と
しての安全規格に適合している．またユーザーによる日常点検および設置メーカー担当者に
よる定期的な保守点検も実施されている．

8. 結 果
8.1. 肝臓内脂肪密度の測定
Figure 10 は肝臓を含む腹部の横断像について，従来の CT 値画像（ Figure 10.a ）と脂肪密
度を単位とした脂肪密度画像（ Figure 10.b ）の一例である．両者において脂肪成分にかかわ
る X 線 CT 画像の輝度は CT 値画像で低輝度，脂肪密度画像では高輝度を示した．

Figure 11 は CT 値と肝生検による病理診断結果との相関を評価した結果である．回帰分
析による結果は，勾配値− 0.226，R ＝ 0.260，p ＞ 0.05（non signiﬁcant）
であった．

Figure 12 は肝臓内脂肪密度と肝生検による病理診断結果との相関を評価した結果である．
回帰分析による結果は，勾配値 1.455，R ＝ 0.813，p ＜ 0.05 であった．

8.2. 被ばく線量の測定
本 研 究 に 参 加 し た 被 験 者 の 25 名 の 被 ば く 線 量
（CTDIvol ）は， 最 大 値 28.9 mGy， 最 小
値 8.8 mGy，平均値 18.2 mGy，中央値 16.1 mGy であった
（ Figure 13 ）
．本研究において，
RSDE CT に被ばく線量の中央値は ICRP Publication 87 の診断参考レベルの 35 mGy，日本
放射線技師会が定める線量低減目標値の 20 mGy を下回る結果となった [22, 24]．

9. 考 察
9.1. 肝臓内脂肪密度の定量と研究限界
RSDE CT では CT 値画像（ Figure 10.a ）
と物質密度画像による評価が可能である．本研究
において，後者は脂肪密度画像（ Figure 10.b ）として評価された．RSDE CT を脂肪肝の症
例に適応する利点は，CT 値による情報を損なうことなく，各ボクセルで脂肪密度
（Unit：
mg/cm3 ）を計測できることにある．
RSDE CT の基本原理として，すべての組成や物質の質量減弱係数において，2 つの基準
物質対（本研究では肝臓と脂肪の質量減弱係数に相当）により表現できる [4]．本研究では，こ
れらの CT 画像を異なる管電圧で撮影することで，基準物質対の質量減弱係数が既知のとき，
各密度が算出可能であるため，2 つの基準物質の密度画像として評価が可能となった．

Figure 11 において，CT 値と病理診断結果の脂肪専有割合は相関の程度は弱かった．CT
値は質量減弱係数と密度の積にて表現されているため，脂肪成分と密度の寄与を明確に評価
できなかった．

Figure 12 において，脂肪密度と病理診断結果の脂肪専有割合は相関の程度は強かった．
本研究では基準物質対を肝臓と脂肪の質量減弱係数と設定することで，脂肪密度の寄与を明
らかにし，臨床的意義が向上した．
第 2 章で RSDE CT によって推定された脂肪密度は，参照値
（理論値）と準等価値であると
報告された．本研究（7 症例）で，脂肪密度は 11 mg/cm3 〜 73 mg/cm3 の範囲にあった．した
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がって，Phantom Study における脂肪重量比に換算したとき，当該症例は 1％から 7％程度
に相当し，“ 軽度の脂肪肝 ” と判定できる．本指標を重症度判定のための経過観察の指標と
して取り入れることで，エネルギー（金属フィルタ，管電圧等）
に依存しない定量評価が可能
となる．波及効果として，患者からの十分なコンセントが得られる医療技術の実施が期待で
きる．本研究の研究限界は，脂肪肝の症例数が 7 例の評価にとどまった．また，個々の症例
に対し，経年変化による縦断的追跡がなされていない．本手法が正当化され，多くの症例数
を評価することで，統計学的に相関精度はさらに高くなる可能性が示唆された．

9.2. 被ばく線量の妥当性
本 研 究 に お い て，RSDE CT の 被 ば く 線 量 の 中 央 値 16.1 mGy（ Figure 13 ）は ICRP
Publication 87 の診断参考レベルの 35 mGy，日本放射線技師会が定める線量低減目標値の
20 mGy を下回る結果となった [22, 24]．本研究で示された被ばく線量はガイドライン値を逸脱
せず，妥当かつ適切な結果といえる．したがって，本結果は，経過観察のための複数回にわ
たる CT 撮影が，安全面の観点から過剰照射の原因となることは考えにくい．第 2 章におい
て，撮影線量が精度に与える影響は少ないと述べられた．逐次近似応用再構成技術を最適化
することで，被ばく線量のさらなる低減化も期待できる．

10. RSDE CT の臨床応用
10.1. RSDE CT によるマルチパラメータ化
RSDE CT では従来の CT 値画像に加え，物質密度画像と Spectral H.U Curve といった新
たな情報を提供する．組織内に含まれる主成分を基準物質に選択したとき，該当物質の減弱
特性を反映した画像化が可能である．脂肪と肝臓の組み合わせにかぎらず，ヨードと水と設
定したとき，造影 CT 画像において，ヨードの影響を無視した仮想単純 CT 画像として画像
再構成が可能である．仮想単純 CT 画像は撮影回数を減らし，被ばく線量の低減化に役立つ．
したがって，基準物質対を的確に選択することで，さまざまな物質の主成分の密度や分布を
評価できる．RSDE CT は，CT 値のみならず新たな定量指標を提供し，診断精度を向上さ
せる．

10.2. 画像読影の一例
以下に，RSDE CT による画像の読影の一例と有用性について言及する．

Figure 14.a は単純 CT における 70 keV の仮想単色
X 線画像診断名：限局性脂肪肝
肝 S3 に不整形な軽度な低吸収域を局所的に認める．
その他の肝領域においては正常な吸収値
（CT 値）
を示している．

Figure 14.b は各関心領域に対応した脂肪密度画像である．
正常肝実質（青色）と低吸収域 S3（赤色）と中等度域
（黄色）に ROI を設定した肝臓内脂肪密
度は，それぞれ− 4.32 mg/cm3，66 mg/cm3，155 mg/cm3 であった．

Figure 15.c は各関心領域に対応した Spectral H.U Curve である．
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正常肝実質（青色）と低吸収域 S3（赤色）と中等度域
（黄色）に ROI を設定した Spectral H.U
Curve は，正常肝実質で負の勾，低吸収域では正の勾配となり脂肪に典型的な上昇パターン
となった．中等度域では勾配に連続的な変化はみられない．
RSDE CT では任意の場所に，複数個の任意の大きさの ROI を配置し，CT 値の他に脂肪
密度画像，Spectral H.U Curve の結果を総合的に判定することで限局性脂肪肝の診断精度
が向上することが示唆された．

11. 結 論
本研究は脂肪肝に罹患した患者に RSDE CT を適応した．RSDE CT によって推定された
肝臓内脂肪密度と病理診断結果の脂肪専有割合は強い相関を示した．RSDE は外科的侵襲性
を伴うことなく，脂肪肝の重症度を定量できる可能性を示唆した．限局性脂肪肝のように，
不均一な脂肪沈着を呈する症例には特に有効であった．RSDE CT に伴う X 線被ばくは，ガ
イドライン推奨値を遵守し，妥当性は確保された．本研究は脂肪肝の進行度診断のために
RSDE CT の臨床適応について正当化し，研究限界，制約および知見を明らかにした．
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Figure 10
(a) Conventional CT (Displayed by CT values): In conventional diagnosis, CT values are the
only parameters used to evaluate Single Energy CT images.
(b) Intrahepatic fat density image by two material decomposition analysis. The brightness levels
of an image were shown as densities of arbitrary scale of liver contents were set to 0 rather than
CT values

Figure 11
The correction between Fat Ratio by Liver Biopsy and CT value. Results of regression analysis
were slope = 0.226, R = 0.260, P > 0.05 (non signiﬁcant).
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Figure 10
(a). Conventional CT (Displayed by CT values): In conventional diagnosis, CT values are the
only parameters used to evaluate Single Energy CT images.
(b). Intrahepatic fat density image by two material decomposition analysis. The brightness levels
of an image were shown as densities of arbitrary scale of liver contents were set to 0 rather than
CT values

Figure 11
The correction between Fat Ratio by Liver Biopsy and CT value. Results of regression analysis
were slope = 0.226, R = 0.260, P > 0.05 (non signiﬁcant).
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Figure 12
The correction between Fat Ratio by Liver Biopsy and Fat Density [g/cm3]. Results of regression
analysis were slope = 1.455, R = 0.813, P < 0.05.

Figure 13
In the present study, the radiation dose required for imaging (displayed on the operating screen
as CTDIvol) was 16.1 mGy (Median Value). The diagnostic reference level for abdominal CT
imaging of adult patients, which was stipulated in the ICRP publication 87 and described as CTDIvol was 35 mGy. Given the diﬀerence in radiation doses according to the diﬀerences in physique between Japanese and non-Japanese people, and according to a comparison with the 2006
guidelines on “reducing target levels of radiation in radiodiagnosis” prepared by the Japanese
Association of Radiological Technologists, the suggested CTDIvol in the abdominal area was 20
mGy
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Figure 14
RSDE CT, in addition to the CT value, allows addition of new information (Spectral HU curve,
Physical Density [mg/cm3])
(a) Conventional CT (by virtual monoenergetic X-ray image).
(b) Intrahepatic fat density image (by two material decomposition analysis).
(c) Measured spectral curve by arbitrary ROI. The slope of the attenuation curve is negative
when the contribution of the fat content is high. Conversely, the slope is Positive when the fat
content is low.
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は , 日頃より多大なご指導を賜っており，ここに深謝申し上げます．さらに，大学院講義の
聴講におきましても業務との面で幾度となくお取り計らい頂き，ご理解とご協力を賜りまし
た同部診療放射線技師諸兄に対しましても，この場をお借りしてお礼申し上げます．
本研究は，2014 年 国立国際医療研究センター 国際医療研究開発費 26-120「疾病の治療方
法、保健医療の EBM に資する研究 13」の助成金交付により研究を遂行することができまし
た．さらに，翌 2016 年に継続研究費の助成をしていただきました．それらにより研究が進
展し完成させることができました．第 2 章のファントムスタディにかかわる論文投稿費用と
して，国立国際医療研究センター 若手研究費 26A201 の助成をしていただきました．
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従来，X 線 CT 検査における鑑別指標は，画像が示す輝度のコントラスト差のみに留まり，
成分指標を示す定量方法は標準化されていない．当該共同研究は脂肪を含む生体疾患におけ
る組成弁別の定量化を目的とする．
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別添１：同意説明文書①

研究に関するお知らせ

臨床研究課題名

CT 撮像技術による脂肪肝の進行度診断に向けた肝臓内脂肪密度の評価

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 放射線診療部門では以下にご説明する
研究を実施しています．この研究への参加を希望されない場合には，研究不参加とさせてい
ただきますので，遠慮なくお申し出ください．
お申し出になられても，診療を受ける上で不利益を被ることはございませんのでご安心く
ださい．この同意説明文書をよくお読みになって，本研究にご参加いただけるかどうかご検
討ください．
■ 研究の対象となる方

血液データ，超音波検査で脂肪肝を疑われる患者様の中で，診療上，X 線 CT 検査を必要
とする患者様．
■ ご協力いただく内容

1）上記対象期間内に得られた検査の結果ならびに診療録に記録された診療情報を，研究に
使用させていただきます．使用に際しては政府が定めた倫理指針に則って個人情報を厳
重に保護し，研究結果の発表に際しても，個人が特定されない形で行います．診療以外
での採血など，患者様に新たにご負担を頂くことはございません．また，検査費用や検
査に要する時間については従来の CT 検査と変わりません．
2）X 線 CT 検査時の CT 装置の設定パラメータを一部調整させて頂きます．その際に被る患
者様の被ばく線量が従来法に比べ，やや高いものとなります．しかし，当院では被ばく
線量の低減化を推進しており，従来の被ばく線量はガイドラインが示す値に比べ十分に
低い値となっております．今回，検査時に被る被ばく線量もガイドラインの値より低い
値となることを予定しております．
■ 情報の取り扱いについて

本研究に関するデータは施錠付きロッカー等にて厳重に保管致します．また，本データは
大変貴重なデータであるため，研究終了後においても保管期限は定めておりません．但し，
同意の撤回がなされた場合は速やかに裁断等の再現不可能な状態にして廃棄します．
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■ 研究の概要

1）意義，目的
従来の X 線 CT 検査は体内における X 線の吸収度合い応じ，白黒の濃淡による影絵のよう
に画像を表示しています．本研究で使用する Dual Energy CT 検査では，従来の影絵による
診断法に加え，CT 画像を原理的に脂肪密度 [mg/cm3] という物理量に変換し，肝臓内に蓄
積した脂肪量を評価致します．
Dual Energy CT 検査は未だ限られた施設でのみ実施されており，今後その検査の精度等
の標準化が必要と考えます．単施設での経験であっても，その検査結果を十分に検討し報告
することは非常に重要であると考えられます．
2）方法
対象患者様の血液，超音波検査，CT 検査データを解析し，得られた結果を今後の医学の
発展及び向上に使用させて頂きます．

■ お問い合わせ先
（研究相談窓口）

本研究について，心配なことやわからないことがありましたら，いつでも遠慮なく
ご連絡ください．
国立研究開発法人
〒 162-8655

国立国際医療研究センター病院

東京都新宿区戸山 1 - 21 - 1

Tel．03-3202-7181
放射線診療部門 CT 検査室
（内線 2255）
研究代表者：診療放射線技師
（X 線 CT 認定技師）
新井 知大
（あらい ともひろ）
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別添 2：同意説明文書②
グラフは本研究で使用される X 線 CT 装置
（GE scanner）で腹部骨盤 CT 検査を受けた被
験者の被ばく線量の統計解析結果です．グラフに示される赤の実線は ICRP Publication 87
（Managing Patient Dose in Computed Tomography）で定められている成人患者の腹部
CT 検査における診断参考レベル（CTDIvol：35 mGy）を示します．赤の点線は本邦と諸外国
にて体格差による被ばく線量の差を考慮するための，日本放射線技師会が定める医療被ばく
ガイドライン 2006 による放射線診断における線量低減目標値 (CTDIvol：20 mGy) です．本
研究で予想される被ばく線量は 8.91 mGy − 17.49 mGy の範囲 ( オレンジ色枠内 ) を想定して
います．本撮影線量の範囲は本検査における設定可能な最低線量から本邦における線量低減
目標値を越えない値として記載しております．原則，撮影者は被験者の体格 ( 身長 / 体重 ) に
応じ撮影線量を最適化するよう努めます．
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別添 3

同意書

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター理事長

殿

臨床研究課題名

CT 撮像技術による脂肪肝の進行度診断に向けた肝臓内脂肪密度の評価

【説明を受けた項目】
□

研究の対象となる方

□

ご協力いただく内容

□

研究の意義，目的

□

研究の方法

□

お問い合わせ先（研究相談窓口）
の連絡先

□

研究代表者の氏名，所属，職名

研究対象者に対して同意説明書及び本文書において，本研究について説明しました．
説明日：平成

年

月

日

（担当医）

私は，以上の説明を理解し，自らの意思により上記研究に参加することに同意します．
同意日：平成

年

月

日

年

月

日

（ご署名）

研究対象者が本文書において，同意された事を確認致しました．
説明日：平成
（担当技師）
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