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主訴：心肺停止状態

目的：死亡原因の検索

患者情報：
90歳男性，救急隊にて搬送中心臓マッサージ
継続，モニタ－上心拍見られず，
来院にて死亡確認



スキャンプロトコル

管電圧：120ｋV

管電流：Eff.mAs CARE DOSE 4.0  
（rotation time 0.5sec./rot.)　

スキャン時間：20sec.　
ビームピッチ：0.75

リコンタイプ：　B41 f　medium＋　

撮影範囲：660mm
スライス厚：5mm

CT装置：SIEMENS SOMATOM SENSATION 16



画像



読影レポート：
　真腔および動脈内のdensityが液面形成を示している．
血流が停止しているための血球成分が下方に沈殿した
状態．また，腹部大動脈が虚脱している．
胸水，心嚢水は見られない．

画像診断：
　１：心停止状態
　２：左下肺野の肺炎
　３：左尿管腫瘍の増大およびそれに伴う左水腎症
　４：左腎盂腎炎



急性下肢動脈閉塞

第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供
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小林　隆幸 北里研究所病院

提供者

(kobayashi-tk@kitasato.or.jp)



主訴：起床時より右下腿の腫脹，痛みを認める．

皮膚の変色を認めた．血流状態の把握
のため下肢造影CTオーダー

患者情報:77歳，男性，身長165cm，体重70kg
Af及び膀胱癌にて当院通院中



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV
管電流：CT-AEC使用

(N.I 9.8に設定)

スキャン時間：21.3sec.
スキャンdelay
動脈相:ボーラストラッキング法
静脈相:造影剤注入開始180sec後

ビームピッチ：1.375
リコンタイプ：standard

造影剤注入レート：4mL/sec.

造影剤注入量：140mL
（300mgI/mL 製剤使用，放射線科医
の指示により静脈相の撮影も全例行
うため600mgI/kgにて注入量を決定）

生食フラッシュ:無
膝蓋骨上縁5cmの位置にて
ボーラストラッキング施行

CT装置：GE LightSpeed VCT Select

スライス厚：5mm
　　　　　(再構成用1.25mm）



解析画像

VR MIP MIP (inv.) Angio



読影レポート:

技術的なポイント:

R-SFA：profunda分枝部から約17cm末梢以下が
完全閉塞．
動脈硬化は軽度でありAfなどのリスクを考慮すると
急性血栓閉塞が考えられる．

・下腿3分岐以下まで十分描出させるためボーラストラッ
キングは膝蓋骨上縁約5cmの位置で行っている．
・当院の場合ボーラストラッキングの位置から撮影開始位
置までの移動時間が約10秒，撮影時間を約20秒に設定
している．これにより造影剤の追い越しもなく良好な画像
が得られている．
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心サルコイドーシス疑い

目的：CRT術前評価

患者情報：55歳，女性，身長158cm，体重56kg
　　　　　　　2001年advanced AV blockにてDDD
　　　　　　　植込み　　　　　　　
　　　　　　　現在NYHAⅢ

(CRT : Cardiac resynchronization therapy) 



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV
管電流：370mA
　　　　　（BMIより換算）

スキャン時間：7.8sec.
スキャンdelay：39sec.

（ピーク＋15sec.）

ﾋﾞｰﾑﾋﾟｯﾁ：0.2
リコンタイプ：segment

注入レート：3.9mL/sec.

テストインジェクション使用

CT装置

スライス厚：0.625mm

：GE LightSpeed VCT

造影剤(高濃度使用)

注入時間：15sec.
注入量：59mL

生食フラッシュあり
注入レート：3.9mL/sec.
注入量：14mL

造影剤注入レート：3.9mL/sec.
造影剤注入量：10mL
生食注入量：14mL



解析画像

スキャン中の心拍数：96～97
Endoscopic view Curved planar reconstruction Cross-sectional image

Volume rendering image Double contrast image

Phase: R-R95%

左心房斜静脈
　　（VM)

大心臓静脈
　(GCV)

左心室後静脈
(PV)

中心臓静脈
（MCV)

右房
(RA)

冠状静脈洞
(CS)

左縁静脈
(LMV)

前室間静脈
(AIV)

冠静脈の解剖

PV

CS

PVCS



読影レポート:

技術的なポイント:

　心拡大が見られるが，心筋の厚み形状に明らかな異
常はない．左室後壁静脈（PV）の屈曲が著しい.

CRT装置

　解析画像では，CRT術前情報として①冠静脈全体像の把握でVRを，
②冠静脈洞（CS）の位置把握のため，Double contrast imageを提供し
ている．必要に応じてCSから大心臓静脈にかけてのEndoscopic view，
CPRなどを追加する．

撮像タイミング：左大動脈分岐部直上でテストインジェクション．

得られた時間＋15sec.をdelayとする．
造影剤注入レート：体重×0.07mL/sec.
造影剤注入量：体重×1.05mL
造影剤注入時間：15sec. 生食注入量：体重×0.25mL



移植心冠動脈病変
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目的：
心移植後の冠動脈スクリーニング　　
移植心冠動脈病変（CAV）の精査

血管内超音波にて全周性の内膜肥厚
を認める

患者情報：
10歳代，心移植後
免疫抑制剤などによる内科的治療にて経過観察中
2-3ヶ月前から易疲労感，息切れ出現



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV

管電流：400mA

スキャン時間：21sec.

スキャンdelay：20sec.
ビームピッチ：0.275
リコンタイプ：segment

造影剤注入レート：3.5mL/sec.

造影剤注入量：88mL
注入時間：25sec.

生食フラッシュ使用
生食注入レート：3.5mL/sec.
生食注入量：30mL

テストインジェクション使用
造影剤注入レート：3.5mL/sec.
造影剤注入量：10mL

スライス厚：0.625mm

CT装置 ：GE LightSpeed 16



解析画像

x-section image

Curved planner reconstruction image

IVUS image

Volume rendering image

スキャン中の平均心拍数：
98bpm(max102bpm.min89bpm)



読影レポート：
右冠動脈（#1）に全周性の線維性プラークを認め，軽度の
positive remodelingを伴う．

技術的なポイント：
移植心は部分的除神経状態であるが，レシピエントへのβ
ブロッカー投与は，心拍数を低下させ，画質を改善させると
の報告があるので，必要に応じて考慮されてもよい．

移植心冠動脈病変（CAV）とは，
冠動脈のびまん性求心性内膜過形成を特徴とする，心移
植後の進行性慢性拒絶反応である．
移植心は部分的除神経状態のため，患者の多くは無症状
で経過するが，急速に進行して突然死, 鬱血性心不全や
不整脈で発症することがある．



第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供

提供者

高瀬　誠
(takase@juntendo.gmc.ac.jp)
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心電図同期してないゾ！



主訴：狭心症疑い

検査の目的：負荷心筋Tl及びECGにて
陳旧性心筋梗塞（下壁）

　　 負荷心筋Tl検査：下壁から中隔にかけての虚血心筋疑い
　　　　 ECG：陳旧性心筋梗塞（下壁）

心臓カテーテル検査：RCAに解離

患者情報：57歳，男性，身長169cm，体重59kg

他のモダリティーの結果



スキャンプロトコル 造影プロトコル

スキャン時間：18.1sec

スキャンdelay：35.0sec

ﾋﾞｰﾑﾋﾟｯﾁ：0.3

リコンタイプ：Burst(2Segment)

造影剤注入レート：2.5mL/sec.
（撮影範囲によって変化）

造影剤注入量：高濃度造影剤100mL

生食フラッシュ無

テストインジェクション無

スライス厚：1.25mm

管電圧：140kV
管電流：320mA

Scan Type：ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙｽｷｬﾝ

スライス厚：2.5mm

造影スキャン石灰化スキャン

管球回転時間：0.5sec./rot

酸素吸入：有(3.0L/min)

βブロッカー有り

CT装置：GE LIghtSpeedUltra (8列)



解析画像

スキャン中の心拍数HR65～95



経過:
•息止め練習時，石灰化Scan時にはHR60～75
•造影剤使用後はHR100まで上昇，心電図波形はかなり乱
れていた．

考察:
•波形には体動や呼吸ノイズのような電圧変化が見られ，MPR
画像からは体動・呼吸ともに大きな動きはないものの呼吸停止
下での胸の動きや造影剤の注入による極度の緊張から電極部
に汗が出たことが波形の乱れを引き起こし，オーバースケール
及びアンダースケールとなり，心電図同期が取れなくなったもの
と推察する．
•対策としては，緊張をほぐす為に息止め練習の時間や説明に
時間をかけ，少しでも患者様の不安を取り除くべきであった．



下肢深部静脈血栓症

第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供
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練馬病院

提供者



目的：
整形外科での人工関節置換術後の肺
動脈血栓症，下肢深部静脈血栓症の
スクリーニング

肺シンチグラフィにてPTE指摘

患者情報:
71歳，女性，体重45kg，1週間前に右膝関節
に人工関節置換術施行



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV

管電流：Volume EC 
SD10 (胸部領域)
SD7.5(下肢領域)

スキャン時間：6sec.(胸部領域)
16sec.(下肢領域)

スキャンdelay：25sec ,210sec.

ヘリカルピッチ: 27.0

リコンタイプ：FC03(BHC有り)

造影剤注入レート：
1.6→0.1mL/sec.
可変注入(可変定数0.5)

造影剤注入量：90mL
注入時間：100sec.

生食フラッシュ:なし

テストインジェクション:なし

CT装置：東芝 Aquilion 64



解析画像

肺動脈coronal MIP治療前 治療後

下肢深部静脈血栓axial カラー治療前 治療後



読影レポート:
両側肺動脈には下葉動脈内に血栓が認められ
る．骨盤から大腿にかけての静脈内には血栓
を思わせる透亮像は指摘できないが，右下腿
の後脛骨静脈内にfilling defectが認められる．
また代償性に大伏在静脈が拡張してる．治療
後は両側肺動脈の血栓は消退，右下腿の後脛
骨静脈のfilling defectは縮小した．

技術的なポイント:
体重あたり600mgIの造影剤を使用し，注入時
間100sec.の可変定数小の新しい注入方法によっ
て肺動脈のCT値を保ちつつ，より長く注入時
間をのばしたことで下肢深部静脈も診断に十
分な造影効果が得られた．



冠動脈瘤とBYPASSの経過観察

第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供

須山　貴之
( symtkyk@luke.or.jp) 聖路加国際病院
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会社の検診で左肺門部に
石灰化を伴う異常所見を指摘された．

目的： CABG後の経過観察

•胸部単純肺門部異常所見あり．
•胸部CTにて冠動脈瘤を疑う．
•CAGにて瘤によるLAD75％狭窄を認め
CABGとなった．

患者情報：
30代男性，体重 66kg，身長 174cm



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV

管電流：370mA固定

スキャン時間：25sec.

スキャンdelay：25sec.

ビームピッチ：0.3

リコンタイプ：segment

造影剤注入レート：5mL/sec.

造影剤注入量：80mL
造影剤注入時間：25sec.
（テストインジェクションより算出）

生食フラッシュ使用
生食注入レート：3mL/sec.
生食注入量：20mL（固定）

テストインジェクション使用
造影剤注入レート：5mL/sec.
造影剤注入量：5mL（固定）

CT装置：GE LightSpeed Ultra 16

スライス厚：0.625mm



解析画像



読影レポート:
• RITA→＃8　LITA→#12　RA graft　それぞれのbypassお
よびdistalのflowは保たれている．
• LMT-LAD　proximalの瘤内部は軽度に造影されている
が内腔の評価は困難である．
• #11,#12近位にsoft tissue densityを認める．

技術的なポイント:
• 16列CTでのポイントは，的を絞ること！に尽きると思います．
•撮影範囲が狭いこと，撮影時間が長いことが確実に検査の幅を
狭めてしまっていますが，検査目的を明確にしてターゲットを絞っ
た撮影をすることで最低限の検査は行うことが可能です．
•CABGの吻合部を評価することに的を絞った検査としましたが，
64列CTであれば広範囲にGraftの評価も可能ですし，Delay Scan
を行うことなどで動脈瘤内部の評価が可能であったことでしょう．
•当院では11月末に64列が導入されたので今後はさらに多くの情
報を臨床に提供していきたいと思います．



先天性異常血管

第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供

顔写真 病院写真

平瀬　繁男
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東京医科大学病院

提供者



主訴：労作時息切れ

検査の目的：異常血管の描出　

患者情報：71歳，女性



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV

管電流：650ｍA

スキャン時間：6.3sec.

スキャンdelay：26sec.

ﾋﾞｰﾑﾋﾟｯﾁ：0.2
リコンタイプ：half

造影剤注入レート：5mL/sec.→25mL
　　　　　　　　　　　　 3mL/sec.→9mL
　　　　 3mL/sec→0mL/s fade out

造影剤注入量：43mL

生食フラッシュ:
0mL/sec.→3mL/sec. fade in

テストインジェクション：5mL/sec.
　造影剤5mL＋生食10mL

CT装置名：GE LightSpeed VCT 64

スライス厚：0.625mm

生食注入量：18mL
（ピーク＋4sec.)



解析画像

スキャン中の心拍数　60～62bpm

Entry？



読影レポート：

　RCA，LADから分岐した異常血管が
　著名な屈曲と蛇行を繰り返しPAに
　流入している.

技術的なポイント：

　クロス注入法による造影効果の延長.
　撮影範囲の同定.
　LAに埋もれたLMTの描出.
　PAへのentryの描出.



内臓逆位の心臓CT
第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供

齊藤　謙一　保川　裕二
(ksaitou@tth-japanpost.jp)
(yyasukawa@tth-japanpost.jp)

東京逓信病院

提供者



症例

55歳　男性
前日の食事中に胸部不快感が出現し，当日来院のために自転車に
乗っている最中に気分不快憎悪し救急搬送．
来院時X-Pより右胸心，ECGより I aVL V2-V6でST上昇，血液検査
（CK611）等よりAMIの診断にて緊急PCI．
#6の97%狭窄に対しPCI施行，しかしRCAを同定できなかったため，
心臓の形態診断及びRCA解析のためCT施行．



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV

管電流：400mA

スキャン時間：0.4sec.
ビームピッチ：0.25

リコンタイプ：FC01

造影剤注入レート：3.0mL/sec.

造影剤注入量：85mL
　　　注入時間：28sec.

生食フラッシュ有
　　　　　3.0mL/sec. , 30mL

テストインジェクション有
　　　　　3.0mL/sec. , 15mL

CT装置：東芝 Aquilion 16

スライス厚：0.5mm



解析画像

スキャン中の心拍数：63～75bpm



読影レポート：
CTにてRCAの起始部を同定することができ，さらに#2
に狭窄部位を見つけた．
その後この画像を元にCAGを行い，同部位に75%の狭
窄を認めた．
Anomalyの形態診断に対し，有用な症例であった．



頚部CT angiographyにおける
ボリュームサブトラクション

第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供

病院写真

　東京大学医学部附属病院　
放射線部

提供者

長谷川浩章 井野賢司



患者情報
・67歳男性
・2年前に糖尿病性腎症のため入院．入院時，頚部
血管雑音を指摘され，血管外科受診．頚動脈狭窄
症と診断され，以後CTによる経過観察が行われて
いる．

検査の目的
・頚部CT angiographyによる内頚動脈の精査．

他のモダリティーの結果
・ドップラーエコーにて，
　右内頚動脈高度狭窄
　左内頚動脈閉塞
　を認めた．



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120ｋV

管電流：300mA(固定)

スキャン時間：12sec.
スキャンdelay：20sec.
ヘリカルピッチ:41(PF:0.6419)
リコンタイプ：FC64(単純・CTA)

造影剤注入レート：3.0mL/sec.

造影剤注入量：70mL

生食フラッシュ：なし

テストインジェクション：なし

CTDIvol:33mGy/DLP:1093mGy･cm

スライス厚：0.5mm

ＣＴ装置：東芝 Aquilion 64



解析画像

右内頚動脈 左内頚動脈

サブトラクション サブトラクションM P R M P Rボリューム
レンダリング

ボリューム
レンダリング



読影レポート：
両側ともに内頚動脈起始部の石灰化が目立つ．右内頚動
脈近位に高度狭窄，不整なプラーク．NASCETで80～90％
程度となるが，前回より狭窄が進行している．左内頚動脈
は近位で閉塞，海綿静脈洞部では再び内腔描出を認める．
頭蓋内では基底核等にラクナ梗塞あり．

技術的なポイント：
・撮影ピッチを単純・CTAでそろえた．（軌道同期あり）
・ボリュームサブトラクションにより，血管と石灰化の分離
処理を行うことで，石灰化に囲まれた血管形態の観察が
可能となった．
・骨を含めた3次元画像やMPRも併せて提供することで，
　狭窄率の評価や，内膜剥離術の術前情報としても有用
である．



マニュアル生理食塩水切り替えスイッチシステム ( IMADA-SW ) の
冠動脈 CT ( 16DAS ) における使用経験

第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供

弓場孝治
(mishuku-ct@mishuku.gr.jp)

提供者

国家公務員共済組合連合会

三宿病院



OMI,狭心症
#7にステント留置後,冠動脈CT施行

患者情報:70歳　女性　体重55kg

16列CTでの冠動脈CTは64列CTと比較して撮像時間
が長く，SVC Streaking Artifactの影響を受ける．
また，患者の心機能に影響され生理食塩水による
造影剤のWash Outが最適でないものある．
今回，造影剤注入装置に生理食塩水切り替えスイッチ
(特注)を搭載し，SVC ･右心系の造影剤アーチファクト
の軽減を試みた．



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：　120KV

管電流： 300mA

スキャン時間：　16sec.

スキャンdelay：　4sec.
ディテクタピッチ：　4.3

リコンタイプ：　FC10

造影剤注入レート：4mL/sec.

造影剤注入量：75mL
注入時間：18sec.

生食フラッシュの有
注入レート：造影剤と同量

Real Prepにて観察後，撮像開始時にて
造影剤から生理食塩水に
マニュアルスイッチにて切り替え

収集スライス厚：1mm/16DAS

CT装置：東芝 Aquilion 16



解析画像

右心系の造影剤がWash Outしていることが確認できる

Ax画像 CPR画像



技術的なポイント：
この生理食塩水マニュアル切り替えスイッチは，
Real Timeに画像を観察できる装置であれば，
16列CTでも，右心系の造影剤アーチファクトに
対応できると考える．また造影剤の減量も可能
であり，我々の施設では以前と比較し，25％の
減量に成功している．

使用機器：　DUAL SHOT Injector
生理食塩水マニュアル切り替えスイッチ
根本杏林堂社製　　　　　　　

マニュアル切り替えスイッチ



迅速な解析，診断が有用だった一例

第6回CTテクノロジィフォーラム実行委員

症例提供

病院写真

赤城　輝哉　渡辺　亜喜
(t-akagi@mitsuihosp.or.jp) 三井記念病院

提供者

中央棟：2009（平成21）年1月オープン
全体の完成は2011（平成23）年9月を予定

現
在
改
築
工
事
中



主訴：労作時左上腕痛

労作時の左肩～左前腕までの痛みを
自覚，近医を受診し運動負荷心電図
検査を受けたが陰性であった．症状
頻回となったため当院を受診．
　運動負荷心筋シンチを施行したとこ
ろ，左上腕痛が出現し負荷中止．心
電図所見は陽性であったが，シンチ
画像では一過性取り込み低下像は認
めなかった．以後外来で経過観察し
ていたが，症状が安静時にも出現し
頻度が増加してきた為，CTを施行．

負荷時 安静時



スキャンプロトコル 造影プロトコル

管電圧：120kV

管電流：770mAs

スキャン時間：約13sec.

スキャンdelay：5sec.

ビームピッチ：0.2

造影剤注入レート：4.5mL/sec.

造影剤注入量：
スキャン時間×4.5mL

生食フラッシュ 　有
4.5mL/sec　30mL

テストインジェクション 無
Bolus trakking使用
PAレベルで200HU

CT装置：SIEMENS SOMATOM SENSATION 64

スライス厚：0.6mm
(rotation time：0.33sec./rot.)



解析画像

LAD#7の高度狭窄

検査後，即解析を行い，不
安定狭心症と診断され当日
入院となる．
翌日，CAG→PCIを行った．



技術的なポイント:
　他の非侵襲的検査では診断にいたらなかった症例
や非典型的な症状の症例において，冠動脈ＣＴ検査
を行い迅速に解析することは診断，及びその後の治
療において有用であると考える．


