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Area Detector CTを用いて
最先端の心臓CTイメージングの

研究や安定した診療体制を構築
ダイナミック心筋Perfusionなど
フルコースの心臓検査に対応

愛媛大学医学部附属病院
愛媛大学医学部附属病院（ 24 診療科、病床数 644 床）は、 患者から学び、患者に還元する病院 を基本理念に、診療、教育、研究
を展開している。同院では、 2017 年 9 月にキヤノンメディカルシステムズの 320 列 ADCT「 Aquilion ONE 」と、画像処理ワークステー

ション「 Vitrea 」を導入し、放射線医学講座の望月輝一教授、城戸輝仁准教授を中心に心臓イメージングの臨床、研究に取り組んでい
る。心筋虚血評価の手法として期待される Dyamic Myocardial CT Perfusion（以下、ダイナミック心筋 Perfusion ）の開発を中心
に Aquilion ONE の運用を取材した。

大学病院の診療、研究を支える
最先端の環境を構築

Aquilion ONE では、面検出器
によるルーチン検査における高
い安定性を評価するとともに、
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心臓 CT イメージングの研究を
目的に Aquilion ONE を導入

ダイナミック心筋 Perfusion
による心筋血流評価
同院では、望月教授、城戸准教授の下、

支配領域の把握を含めた包括的な心臓検査
が可能です」と説明する。
ダイナミック心筋 Perfusion では、ダイナ
ミックに複数心拍の撮影を行い、得られたデー
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心筋 Perfusion では、検査の再現性が重要
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ONE を導入した経緯を望月教授は、「心臓
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虚血の評価方法には、心筋シンチグラフィ
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■ Aquilion ONE による臨床画像
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図 1 ダイナミック心筋 Perfusion による包括的心臓 CT

図 2 低管電圧 80kV で撮影した
下肢 CTA

a：Coronary CTA による冠動脈形態評価（LAD）
b：負荷ダイナミック心筋 Perfusion による心筋の定性評価（Beat Skip 撮影）
c：心筋血流量（MBF）による心筋の定量評価（ワークステーション「Vitrea」）
LAD#7 に高度狭窄を認める。負荷ダイナミック心筋 Perfusion にて心中部前壁中隔から心尖部に灌流低下を認め、

a：VR 画像 b：MIP 画像

造影剤低減を目的としてルーチン
検査で低管電圧撮影を取り入れ
ている。

虚血を疑う。

循環器科と連携したフルコースの
心臓検査に安定して対応
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的に Aquilion ONE を用いた包括的なプロ

しており、これによって造影剤量を従来よ

トコールで撮影しています」と述べる。

り 2 割削減できています」と述べる。

さらに、城戸准教授は逐次近似画像再構

4D 撮影や超高精細画像など
先進技術を研究に生かす

同院の心臓 CT 包括的プロトコールは、安
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述べる。

少ないため、災害時の稼動も期待しています」

心臓検査における Aquilion ONE のアド
バンテージを城戸准教授は、「面検出器に
よって、日本人の体型であればほとんどの
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ク心筋 Perfusion では、これまで検出器の

Aquilion ONE の導入で

検査全体のスループットと
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検査を行う立場から Aquilion ONE の運

と述べる。
最後に望月教授は、「これまでわれわれが
検討してきたノウハウが、世界中で多く普
及している Aquilion ONE で利用できれば、
多くの施設で最先端の検査が可能となります。
今後は超高精細 CT による、CT-FFR の精度
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用について西山
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城戸准教授は Aquilion ONE での動態撮影
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光主任は、
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心臓検査は 500 件 / 年で、その中でもダイ

ことができ心臓検査には最適な装置だと感

ど X 線撮影ではわからなかった知見が得ら

ナミック心筋 Perfusion は 100 件 / 年あり
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える懐の深さがあることや、高い検査成功
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率という点でも検査効率の向上につながっ

の教育データ構築も意識しながら、さらな

ています」と説明する。

る研究を進めていきます」とこれからに期待

Aquilion ONE では、100 kV、80 kV の

した。

（2018 年 6月26、27日取材）

低管電圧撮影を行っている。西山
主任は、「従来装置では 100 kV が
限界だった血管外科の下肢 CTA

心臓イメージングにチームで取り組む。
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愛媛大学医学部附属病院

ほかにも、肺塞栓 PA、DVT、大動

愛媛県東温市志津川
TEL 089-964-5111（代）

脈 CTA にも低管電圧撮影を実施

