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■ Aquilion Prime SP ＋ AiCE-i による臨床画像

ないスループットでの検査が可能
です」と述べる。
同院では、地域医療支援病院
として開業医からの紹介検査を積
極 的 に 受 け 入 れ て い る。C T、
MRI、RI 検査などで月間 120 件
前後の依頼がある。西土井院長は、
「当院は、鳥取県で最初に地域医
療支援病院の承認を受けましたが、
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AIDR 3D

AiCE-i

以前から地域の医療機関とは密

図 1 HRCT の画像比較（50mAs）

接な関係を築いてきました。紹介

50mAs の低線量撮影でも、AiCE-i を用いることで劇的にノイズが低減した。放射線科読影医からも線量を
下げて撮影しても問題ないと評価が得られており、肺がん検診などのプロトコールへの適用を検討中。

a

検査の件数も多いですが、今回の

AiCE-i の導入で画像のクオリティ

b

が高くなることは地域の医療機関
にとっても大きなメリットで、今

図 2 術前造影 3D 画像

a：AIDR 3D b：AiCE-i
AiCE-i を用いることで、ノイズに埋もれていた末梢
血管の描出能が向上した。外科から術前の 3D や
MIP での血管構築を求められた際、より精細な画像

を提供することが可能になった。

後、病院としてもアピールしてい
きたいですね」と述べる。

AiCE-i 活用でさらなる
低侵襲検査に取り組む
同院では 2 台の CT について、
AiCE-i 導入前はスタッフ配置の
関係から、主に Prime SP では造
影検査や SEMAR が必要な検査
を中心に、Aquilion/CXL は救急

Original

AiCE-i ＋ SEMAR

Original

図 3 右咬筋膿瘍、下顎骨右筋突起裏面膿瘍の治療効果判定

を中心にした単純撮影と使い分け

AiCE-i ＋ SEMAR

SEMARとAiCE-i の併用により、義歯周辺の金属アーチファクトが劇的に低減するだけでなく、効果的にノイズ低減が
可能となり、周囲組織の辺縁を明瞭に観察可能であった。

てきた。しかし、Prime SP への

AiCE-i の搭載で、装置間に画質
や被ばく線量の差が出てきたこと

Prime SP ＋ AiCE-i で
画質改善と被ばく低減を実現
2020 年 8 月、バージョンアップによって
Prime SP にディープラーニングを用いた画
像再構成技術である AiCE-i が搭載された。
AiCE-i は、ノイズと信号成分を識別した処

までの撮影、3 D 再構成やシンスライスでの

で、今後は検査の振り分けを検討する必要

読影が必要な検査に適用している。小林部

もあると小林部長は言う。
「これまでは 2 台

長は AiCE-i の画質について、「読影では、

の装置で診断能や被ばく線量に大きな違い

5 mm 厚のデータと 2 mm 再構成のシンス

はありませんでしたが、今後は検査の適応

ライスデータを使っていますが、特にシンス

をより適切に判断することが必要で、症例

ライスでは AiCE-i の効果を実感しています。

やデータを集めて検討していきます」
。

ノイズの大幅な低減によって、造影時の血

さらに、造影剤の使用に制限のある患者

理を行い、空間分解能を維持したままノイ

管像を末梢まで追うことができます」と述べ

に対する検査の際に低電圧撮影（80 kV、

ズの除去が可能で、大幅な画質改善と被ば

る。山根係長は、
「術前シミュレーション用

100kV）と AiCE-i を組み合わせることで、少

く線量の低減を実現する。さらに、ディー

の造影 3 D 画像でも、従来に比べて末梢血

ない造影剤でも造影効果を保った画像を得

プラーニングを用いることでより速い処理時

管まで描出されており、消化器外科医から

ることができるのではと山根係長は期待する。

間で画像を提供できることも特徴だ。同院

も高く評価されています」と説明する。

西土井院長は、
「CT の高精細画像による診

では処理ユニットの追加で AiCE-i の利用が

A i C E - i の 適 用 について 山 根 係 長 は、

可能になった。AiCE-i 導入後の初期の印象

「AIDR 3D では、腹部 CT の場合、Volume EC

について山根技師は、「視覚評価のレベルで

の設定 SD を７としてプロトコールを組んで

すが、AiCE-i 導入前の画像と見比べると明

いました。AiCE-i はノイズ低減効果に優れて

らかに画質が向上しています。これは、放

いるため、設定 SD を検討する必要

射線科医や診療科の医師だけでなく、誰が

があります。以前と同等の画質で

見ても AiCE-i の画像だとわかるくらい違い

あれば、被ばく線量を 3 〜 4 割低

は明白です」と言う。

減できるのではと期待しています。

同院では、AiCE-i について Body Sharp

また、画像再構成のスピードにつ

のパラメータを採用して、頸部から骨盤部

いても AIDR 3 D とほとんど変わら

断が提供できる体制が整ったことは、患者さ
んからも医療者からも安心感が大きいです」
と、Prime SP ＋ AiCE-i に期待している。
（2020年9月7日取材）
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