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■ Aquilion Prime SP / i Edition の AiCE-i による臨床画像

ぼ胸部一般撮影と変
わらない線量で撮影
が可能です。診断能
についても、専門医
から通常線量にて検
出された 3 mm 以下
の結節影も描出され
ており、全体の画質
としても問題がない
と評価をいただきま

AIDR 3D

AiCE Body Sharp Standard

図 2 下肢動脈造影

した」と述べる。残

CTDIvol ＝ 3. 6mGy、DLP ＝ 423.1mGy・cm
AiCE-i 再構成により、低被ばくで、かつ末梢の血管まで描出能が向上している。

図 1 胸部検診撮影

CTDIvol ＝ 0.128 mGy、
DLP ＝ 4 . 8mGy・cm、実効線量＝ 0 . 06mSv
AiCE-i 再構成で最大 3mm の結節のほか複数の
微小結節まで、通常 CT で確認できたすべての結節

を検出できた。肺野はもとより、肺尖部、肺底部も
よく観察できる。縦隔も許容範囲と読影医から評価。

念ながら 2020 年初
頭から猛威をふるう
新型コロナウイルス

善が困難な、低線量時の低コントラスト

感染症（COVID- 19）の影響で検診はストッ

描出能において、安定した画質改善効果

プしているが、同院では COVID- 19 の肺炎

が得られる。また、アドバンスト MBIR を

「早
疑いの症例で胸部 CT 撮影を行っており、

教師画像とした DCNN（ニューラルネッ

期の肺炎の徴候を CT で判断できます。胸部

に自動で選んでくれ、また、AiCE-i による再

トワーク）を実装しているため、MBIR 相当

一般撮影では難しい症例においても、Prime

構成はアキシャル画像での血管の輪郭は

の高画質をより高速に提供できる。

SP の低線量撮影で低被ばくかつ精度の高い

AIDR 3 D と比較すると一目瞭然にきれいに

同院では、AiCE-i による再構成を頭部以

なるので後処理が簡単で、これまでは 100％

外のすべての領域に適用し、CT の設定線量

の成功率です」と言う。また、小湊技師長は、

は以前の装置に比べ 1 / 3 ～ 1 / 4 程度になっ

診断が可能です」
（吉村院長）とのことだ。

DoseXross での線量管理も含め
低線量 CT 撮影を拡大

「非常勤の循環器内科医も、Prime SP は

ている。小湊技師長は、
「まずは画質の向上

新しい AiCE 再構成により非常に高画質なの

を優先して設定していますが、AiCE によっ

今回の CT 導入に合わせて線量管理ワー

で、心臓の撮影は当院でしたいと評価されて

てどこまで線量低減が可能か、ファントム

クステーション「DoseXross」が導入され

います」と述べる。

実験や臨床科の医師と相談しながら取り組

た。小湊技師長は、「個人線量管理として、

んでおり、さらに 2 ～ 3 割は低減できると

また被ばく線量を分析することで DRL との

考えています」と述べる。

比較など被ばく線量の最適化を図るための

撮影スピードや心電同期の ON と OFF を

2 回切り替えることができるバリアブルヘリ
カルピッチ撮影について、塚本技師は、
「息

画質については、
「AiCE ではノイズ低減効

線量管理を行います。これまでは手入力だっ

止めが難しい患者で、広範囲の撮影は画質

果が大きく、特に腹部領域では医師からの

たので、線量データの自動取得が可能にな

劣化が避けられませんでしたが、ワークフロー

画質への要求が厳しかったのですが、クリア

り負担が大きく軽減しました」と述べる。

の向上と被ばく低減で患者負担を軽減しつ

しています。整形領域についても骨関数を用

「320 列
小湊技師長は Prime SP について、

つ、画質の維持ができています」と言う。ま

いてもバックグラウンドのノイズが低減する

た、塚本技師は、操作室のコンソールで

ことで、高精細な 3 D 画像が短時間で提供

CT ならではの撮 影を重 要 視しなければ、
AiCE-i を搭載した Prime SP は、320 列 CT

寝台左右動の操作ができる“SURE Position”

できています」
（小湊技師長）とのことだ。

と比べてもコストパフォーマンスに優れた装

について、
「従来の他社製 CT の自動化技術

同院では、
“Insta View”を、すべてのプロ

置だと思います」と評価する。さらに、
「臨

に比べて、目視で確認ができるためズレがな

トコールに組み込んで再構成までに画像確

床でのディープラーニングの活用はもう少し

く確実にセッティングできます。特に、急

認ができるようにしている。
「当院では、救

先で、それも 320 列 CT などフラッグシップ

患の際には、ある程度セッティングして、あ

急だけでなく通常の検査でも、診療科の医

CT でのことだと思っていましたが、こんな

とは SUREPosition で回転中心まで動かせるの

師が検査に立ち会って画像を確認すること

に早く、しかも日常の検査で使えているこ

で、被ばくの低減、画質、ワークフローの

が多いので、再構成処理前に簡易的に画像

とに驚いています」
（小湊技師長）と話す。

向上につながっています」と述べる。

が確認できる Insta View のメリットは大き

Prime SP が、地域に密着した市中病院

AiCE-i を用いた 0.06 mSv の
超低線量肺がん CT 検診を開始

いですね」
（塚本技師）と言う。
同院では、AiCE-i を適用した超低線量の

での診療にもたらす効果が注目される。
（2020年4月30日取材）

肺がん CT 検診プロトコールを作成

AiCE-i は、ディープラーニングを用いるこ

した。同プロトコールでは、AiCE-i

とで、 短 時 間で M B I R（M o d e l B a s e d

を 適 用 することで、C T D I v o l で

Iterative Reconstruction）相当の大幅なノ
イズ低減効果と空間分解能の向上を可能に

0 . 1 mGy、DLP 4 . 8 mGy・cm、
実効線量 0 . 06 mSv 程度で撮影が

した画像再構成技術である。MBIR でも改

可能になった。小湊技師長は、
「ほ
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