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巧

要

旨

緒言
技術の進歩と装置の開発により血管内治療の予後は向上してきた．血管内治療のひとつであ
る脳動脈瘤コイル塞栓術は，バルーンまたはステントによる支援を用い，プラチナコイルを脳
動脈瘤内に充填する様々な方法（バルーン/ステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術）で脳動脈瘤を
血栓化させることが目的である．特にステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術は，頸部径の長い脳
動脈瘤にプラチナコイルを完全に詰める方法である． コーンビームコンピュータ断層撮影
（cone-beam computed tomography［CBCT］）は，ステント留置の場所を決める時，ステント径を
決める時やステントの再留置をする時に使われる．さらに，ステント支援脳動脈瘤コイル塞栓
術を経時的に支援する時に高画質の 3 次元画像が必要である．
3 次元最大値投影法（three dimensional maximum intensity projection［3D MIP］）により作成した
ステントは，2×2 のビニング（2×2 の画素を 1 つの画素に見立てて読み出す）を使用した平面 X
線検出器（flat-panel detector［FPD］）の画像再構成により視認することが一般的である．近年，
改良された FPD では，CBCT 撮影時に 1×1 のビニング（1×1 の画素を 1 つの画素に見立てて読
み出すため、空間分解能が良いが、視野が狭い）を使用できるようになり，高分解能の 3 次元
血管画像を得ることが可能となった．血管撮影装置の性能が向上したため，CBCT 撮影はデジタ
ル差分血管造影（3D-digital subtraction angiography［DSA］）画像と同等の画質であり，CBCT の
撮影時間を短くした場合，被ばく線量は減少すると考えられる．
本研究の目的は，ステントと希釈造影剤から成るファントムの画質評価，臨床例による画質
と被ばく線量の評価により，10秒の1×1ビニングの画質が従来の20秒の2×2ビニングと同等以上
および10秒の1×1ビニングの被ばく線量が従来の20秒の2×2ビニングと同等以下であるか否かを
定量的に評価し，10秒の1×1ビニングは従来の20秒の2×2ビニングに置き換えることができるか
否かを検討することである．
方法
基礎検討では，ステントと生理食塩水で希釈した造影剤を10mlシリンジに封入したファント
ムを作製した．ステントは自己拡張型のクローズ型（筒型で網目と網目同士がつながっている
一体型の形状）を用いた．生理食塩水を用いて造影剤（イオパミドール 300; ㈱バイエル, 大阪，
日本）を0, 10%, 15%, 20%, 25%濃度に希釈して封入した．撮影視野（Field of view［FOV］）が30×40
cm のFPDを搭載した血管撮影装置（Artis Q BA Twin; Siemens, Forcaine, Germany）を用いてCBCT
を撮影した．4つの撮影条件の組み合わせ（撮影時間を10秒または20秒，ビニングを1×1または2×2）
のCBCT撮影により得られた3D MIP画像を比較した．ステントコントラスト値（stent contrast
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value［SCV］）と半値幅（full width at half maximum［FWHM］）によりステントストラットを評
価した．
臨床検討はステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術を施行した患者28名を対象とした．グループA
（ソフトウェア導入前）は2015年5～6月の期間で撮影時間20秒の2×2ビニングで撮影した14人，
グループB（ソフトウェア導入後）は2015年7～8月の期間で撮影時間10秒の1×1ビニングを用い
てCBCTを撮影した14人を対象とした．留置したステントを基礎検討と同様に評価し，加えて面
積線量計（dose area product［DAP］）値から放射線被ばく量を調査した．
結果
基礎検討では，同じ撮影時間の1×1ビニングと2×2ビニングのSCVはほぼ同等であり，同じビ
ニングの場合，10秒と20秒の撮影時間のSCVに有意差はなかった．また，同じビニングであれば
10秒の撮影時間と20秒の撮影時間にFWHMの有意差はなかったが、同じ撮影時間でビニングが
異なる撮影法のFWHMに有意差があった．臨床検討では，グループB（10秒の1×1）のSCVはグ
ループA（20秒の2×2）のそれと比較して有意に高かった（p<0.05）
．グループA とグループB の
間にFWHMは有意差がなかった（p=0.1985）
．DAP値はグループBが有意に低かった（p<0.05）．
結語
我々のCBCTの基礎検討では，20秒の2×2ビニングと10秒の1×1ビニングによるステントのSCV
は同等であった．また、同じ撮影時間でビニングが異なる撮影法のFWHMには有意差があった．
しかし，臨床検討では，10秒の1×1ビニングのSCVが有意に高く，ステントストラットのFWHM
は同程度であった．さらに，10秒の1×1ビニングで撮影した患者群は，20秒の2×2ビニングで撮
影した患者群と比較して，放射線被ばく線量が約70%低減された．以上のことから，ステント支
援脳動脈瘤コイル塞栓術の10秒間撮影，1×1ビニングを用いたCBCTの有用性が示された.
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ABSTRACT

Introduction
Outcomes of neuroendovascular treatment have improved owing to innovative interventional
techniques and advances in medical equipment. A main purpose of neuroendovascular treatment is to
trigger thrombosis in the intracranial aneurysm sac by means of platinum coil placement. There are a
variety of means of coil embolization methods, such as the balloon technique and the stent-assisted
techniques. The platinum coils protect the aneurysm sac and close off the aneurysm. Stent-assisted coil
embolization involves complete saccular filling with platinum coils in an intracranial aneurysm with a
long neck diameter.
Cone-beam computed tomography (CBCT) is used when a decision is to be made regarding the
location of the stent placement, the diameter of the stent and/or the redeployment of the stent.
High-quality three-dimensional image is an essential aid for stent-assisted coil embolization procedure.
Stent preparation is assisted by three-dimensional maximum intensity projection (3D MIP) images which
are generally viewed by image reconstruction of a flat-panel detector (FPD) using 2×2 binning. Recently,
the development of advanced FPD technology has allowed 1×1 binning of CBCT data to improve the
stent contrast value (SCV) of CBCT images thus rendering high-quality 3D vascular images. Since the
performance of the angiography apparatus has improved, the CBCT imaging has the same image quality
as the 3D-digital subtraction angiography (DSA) image, and when the CBCT imaging time is shortened,
the radiation exposure decreases.
The aim of this study was to determine whether an acquisition time of 10 seconds with 1×1 binning
can be replaced for an acquisition time of 20 seconds with 2×2 binning. Specific objectives were to
evaluate the image quality using phantom of the stent with different concentrations of contrast medium
and to evaluate the image quality and exposed dose by a clinical study to investigate whether;
1. The image quality of acquisition time of 10 seconds with 1×1 binning is equal to or more than that of
acquisition time of 20 seconds with 2×2 binning,
2. The exposure dose of acquisition time of 10 seconds with 1×1 binning is equal to or less than that of
acquisition time of 20 seconds with 2×2 binning.

Methods
For the phantom study, an in-house made phantom was created by a stent and saline enclosed in a 10
ml syringe. The stent was a self-expanding closed type. The contrast medium (Iopamidol 300; Bayer,
Osaka, Japan) was diluted to 10%, 15%, 20% and 25% concentration with saline and enclosed in the
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in-house made phantom. CBCT was used as an Angiographic system (Artis Q BA Twin; Siemens,
Forcaine, Germany) equipped with FPD. The FPD has a field of view (FOV) of 30 × 40 cm. 3D MIP
images obtained by CBCT for four different combinations of imaging conditions (acquisition time of 10
seconds or 20 seconds, binning of 1×1 or 2×2) were compared. In the phantom study, the stent struts were
evaluated based on the stent contrast value (SCV) and full width at half maximum (FWHM).
For the clinical study, 28 patients underwent intracranial aneurysm coil embolization. Group A
consisted of 14 patients who were subjected to an acquisition time of 20 seconds with 2×2 binning in the
period of May to June 2015 and group B consisted of 14 patients who were subjected to an acquisition
time of 10 seconds with 1×1 binning in the period of July to August 2015. We evaluated SCV and FWHM
of stents using the same way as the phantom study, and we also investigated the exposure dose using the
dose area product (DAP).

Results
In the phantom study, in the case of the same acquisition time or that of the same binning, SCV was
almost equal between 1×1 binning and 2×2 binning, and between 10 seconds and 20 seconds, respectively.
Regarding FWHM, there was no significant difference due to different acquisition times with the same
binning, but there was a significant difference due to difference binning at the same acquisition time.
In the clinical study, compared to group A (20 seconds with 2×2), SCV of group B (10 seconds with
1×1) was significantly higher (p <0.05). FWHM showed no significant difference between these two
groups (p =0.1985). DAP value in group B was significantly lower (p <0.05).

Conclusion
In the phantom study of CBCT, the SCV of the stent obtained by 1×1 binning with 10 seconds was
as same as that of the 2×2 binning with 20 seconds. FWHM with equivalent acquisition times differed
significantly by binning setting. On the contrast, the clinical study results showed that there was
significant difference in SCV but no significant difference in FWHM between 1×1 binning with 10
seconds and 2×2 binning with 20 seconds. However, 10 seconds with 1×1 binning reduced radiation
exposure about 70% compared to 20 seconds with 2×2 binning. Therefore, it is suggested that CBCT
using the 10 seconds with 1×1 binning is useful for stent-assisted coil embolization for the intracranial
aneurysms.
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第１章
1-1

序論

研究の背景

技術の進歩と装置の開発により血管内治療の予後は向上してきた

1-6)

．血管内治療のひと

つである脳動脈瘤コイル塞栓術は，バルーンまたはステントによる支援を用いてプラチナ
コイルを脳動脈瘤内に充填するなど様々な方法（バルーン/ステント支援脳動脈瘤コイル塞
栓術）で脳動脈瘤を血栓化させることが目的である

7-8)

1−2 ステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術
Figure 1A のように動脈瘤頸部が大きい場合，Figure 1B のように脳動脈瘤内に充填したプ
ラチナコイルが親血管内に逸脱する可能性がある．そのため，Figure 1C のように親血管内
にステント留置することでプラチナコイルを瘤内に留まらせる技術がステント支援脳動脈
瘤コイル塞栓術である．

Figure 1. Role of stent in stent-assisted coil embolization of an intracranial
aneurysm.
The coil embolization is to fill platinum coils into an intracranial aneurysm. However, if
an aneurysm has a wide neck, it is difficult to treat it because the filled platinum coils
might fall down into the parent artery. Stent-assisted coil embolization is to deploy a
stent in the parent artery in order to prevent the platinum coils in the aneurysm from
falling down into the parent artery.
A: The schema of a parent artery and an intracranial aneurysm with wide neck
B: The schema of an intracranial aneurysm filled with platinum coils
C: The schema of an intracranial aneurysm filled with platinum coils and the parent
artery deployed with a stent

ステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術に用いるコーンビームコンピュータ断層撮影
（cone-beam computed tomography［CBCT］）には，高画質の 3 次元画像が必要である

9‐11)

．

この 3 次元画像は， 1）ステントを留置する場所，2）ステント径の計測，3）ステントの
再留置，4）ステントの 3 次元画像を透視画面に重ね合わせるなど経時的に画像支援するこ
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とに使用する．留置したステントは，2×2 ビニングを使用した平面 X 線検出器（flat-panel
detector［FPD］
）の画像再構成により，3 次元最大値投影法（three dimensional maximum intensity
projection［3D MIP］
）を用いて，視認することが一般的である 6)
近年，技術が向上した FPD は，高分解能の 1×1 ビニングを使用して，血管走行を 3 次元
画像で得ることが可能となった. しかし，新しい撮影法である 1×1 ビニングは，従来の撮影
法である 2×2 ビニングよりも狭い撮影視野（Field of view［FOV］）となるため，耳小骨など
の撮影に適していると考えられているが，我々は脳血管への応用を考えた．ステント支援
脳動脈瘤コイル塞栓術において、1×1 ビニングと 2×2 ビニングを比較して，1×1 ビニングの
画質が同等以上および 1×1 ビニングの放射線被ばく線量が同等以下であれば，ステント描
出に対して撮影する CBCT のビニングを 2×2 ビニングから 1×1 ビニングに置き換えること
ができると考えた．

1-3

研究の目的

本研究の目的は，ステントと希釈造影剤のファントムの画質評価，臨床例による画質と
放射線被ばく線量の評価により，ステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術において、10 秒の 1×1
ビニングの画質が従来の 20 秒の 2×2 ビニングと同等以上および 10 秒の 1×1 ビニングの放
射線被ばく線量が従来の 20 秒の 2×2 ビニングと同等以下であるか否かを定量的に評価し，
10 秒の 1×1 ビニングは従来の 20 秒の 2×2 ビニングに置き換えることができるか否かを検討
することである．
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第2章

2-1 機器

機器と方法

ファントムと CBCT 撮影条件

ファントムは，ステントと希釈造影剤を 10ml シリンジに封入したものを作製した．封入
したステントは，自己拡張型のクローズ型を用いた．希釈造影剤は，造影剤（イオパミド
ール 300; ㈱バイエル, 大阪，日本）を生理食塩水を用いて 0%, 10%, 15%, 20%, 25%濃度に
希釈してシリンジに封入した．ファントムは，生理食塩水を満たした容器内に入れ，空気
中の寝台上に設置した．FOV が 30×40 cm の FPD を搭載した血管撮影装置（Artis Q BA
Twin; Siemens, Forcaine, Germany）を用いて，CBCT を撮影した．CBCT の撮影条件を Table 1
に示す．CBCT の撮影時間とビニングの組み合わせは，10 秒と 1×1, 10 秒と 2×2, 20 秒と 1×1
および 20 秒と 2×2 にした．ビニングとは，複数の画素を組み合わせて見かけ上 1 つの画素
として扱うことである．例えば，2×2 のビニング は隣接する縦横 2 つずつ，合計 4 つの画
素を見かけ上 1 つの画素として扱うことである．

Table 1. Imaging parameters and conditions for CBCT
10-seconds
CBCT

20-seconds
CBCT

Tube voltage (kV)

70

70

Pulse width (ms)

12.5

12.5

Radiation exposure (μGy/pulse)

1.20

1.20

Parameter

Exposure
parameters

Binning / Focus size / Field of view (-/mm/cm)

Acquisition
parameters

1×1 / 0.4 / 22
2×2 / 0.6 / 42

Angle step (degree/frame)

0.8

Angle (degree)

200°

200°

Total frame

250

500

Matrix size / binning

Injection
condition

0.4

9602 / 2×2
10242 / 1×1

Injection rate (mL/s)

1.0

1.0

Concentration of contrast medium (%)

14

14

X-ray delay time (sec)

4.5

4.5

Injection time of contrast medium (sec)

14.5

24.5

CBCT, cone-beam computed tomography
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2-2．
「撮影時間とビニング」と SCV の基礎検討
ステントストラット（Figure 2 a）とシリンジ内（Figure 2 b）に 0.5mm×0.5mm の大きさ
の円形の関心領域（region of interest［ROI］）を Figure 2 のようにそれぞれ 1 つずつ置き，
以下の式によりステントコントラスト値（stent contrast value［SCV］）を定義した．CBCT
で得られる輝度値は，各投影像の透過 X 線量による 1 ボクセルの輝度値であり，ステント
透過後であれば透過 X 線量は少ないため輝度が高くなり，空気透過後であれば透過 X 線量
は多くなるため輝度が低くなると定義する．シリンジ内の測定は，生理食塩水の輝度値お
よび希釈造影剤の輝度値とする．SCV は，撮影条件の異なる画像上でも同じ位置となるよ
うに 5 回繰り返し測定し，平均と標準偏差を求めた．

SCV =

ステントストラットの輝度値(Fig.2 a) –シリンジ内の輝度値(Fig.2 b)
シリンジ内の輝度値(Fig.2 b)

Figure 2. Measurement point of SCV on the CBCT image of stent
SCV, stent contrast value

2-3．
「撮影時間とビニング」と FWHM の基礎検討
半値幅(full width at half maximum［FWHM］)を求めるためにステントストラット部分に手
動で垂線を引き(Figure 3 白線)，ステントストラットに対してプロットプロファイルを作成
した．

Figure 3. Measurement point of FWHM on the CBCT image of stent
FWHM, full width at half maximum; CBCT, cone beam computed tomography
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2-4．臨床検討の対象
この後ろ向き研究は，先端医療センターの映像医療審査委員会（15−04−02）および名古
屋大学大学院医学系研究科の臨床観察研究専門審査委員会の承認（16-302）を得た．ステン
ト支援脳動脈瘤コイル塞栓術を施行した脳動脈瘤疾患を持つ 28 症例（男性 10 名，女性 18
名，平均年齢 64±12 歳［36–78 歳］
）を対象とした．それぞれの患者に対し，ステント支
援脳動脈瘤コイル塞栓術により 1 つの脳動脈瘤を治療した．脳動脈瘤の発生部位は，前方
循環が 20 症例（71%）で，後方循環が 8 症例（29%）であった．
対象期間は，2015 年 6 月に 1×1 ビニングで撮影できるソフトを導入したため，2015 年 5
－6 月に撮影時間 20 秒の 2×2 ビニングで CBCT を撮影した患者群をグループ A とし，2015
年 7－8 月に撮影時間 10 秒の 1×1 ビニングで CBCT を撮影した患者群をグループ B とした．
すべての患者でステントが安全に留置され，手技は終了した

2-5．臨床症例における「撮影時間とビニング」の SCV, FWHM と DAP の検討
基礎検討と同様に，グループ A とグループ B の SCV およびステントの FWHM を解析し
た．加えて，血管撮影装置に組み込まれている面積線量計（dose-area product［DAP］）によ
り自動的に得られた DAP 値をグループ A とグループ B 毎に検討した．

2-6．データ解析
3D MIP 画像を画像再構成するために CBCT 画像のデータをワークステーションへ転送し
た．
画像再構成したすべての CBCT 画像は，DICOM 形式としてノートパソコンに転送した．
画像解析にフリーソフトウェアの解析ツール（ImageJ v1.43: National Institutes of Health,
Bethesda, MD, USA）を用いた．
撮影時間（10 秒と 20 秒）とビニング（1×1 と 2×2）の基礎検討は，対応のある t 検定を
行った．撮影時間とビニングの 4 つの組み合わせであるため，ボンフェローニ補正

12)

を用

いて，統計的有意水準を 0.05 とした．臨床検討は，ノンパラメトリック U 検定を行った．
20 秒の 2×2 ビニングと 10 秒の 1×1 ビニングの 2 つの組み合わせであるため，統計的有意
水準を 0.05 とした．解析ソフトウェアは，エクセル Ver.14.6.4 を用いた
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結果

3-1．
「撮影時間とビニング」と SCV の基礎検討
Figure 4 に造影剤濃度の変化とステントの 3D MIP 画像を示す．MIP 画像の SCV は，造影
剤濃度を高くするほど低下した．10%濃度造影剤溶液内のステントは描出されるが（Figure
4B, G, L, Q）
，シリンジ内を描出するには造影効果が足りない事を確認した．15%濃度造影
剤溶液では，シリンジ内とステントが描出された（Figure 4C, H, M, R）．25%濃度造影剤溶
液では，周囲溶液の造影効果によりステントが描出されにくくなった（Figure 4E, J, O, T）．

Figure 4. Three-dimensional MIP images of phantom stents at various
concentrations of contrast medium
A–E, 10-seconds CBCT acquisition time and 1×1 binning; F–J, 10-seconds CBCT and
2×2 binning; K–O, 20-seconds acquisition time and 1×1 binning; P–T, 20-seconds
acquisition time and 2×2 binning. A, F, K, P; 0% concentration of contrast medium
(saline). B, G, L, Q; 10% concentration of contrast medium. C, H, M, R; 15%
concentration of contrast medium. D, I, N, S; 20% concentration of contrast medium. E, J,
O, T; 25% concentration of contrast medium. All three-dimensional MIP images are
shown with a window width of 4000 and a window center of 1500. MIP, maximum
intensity projection

Figure 5 に造影剤濃度の違いと CBCT の撮影時間とビニングの組み合わせによる SCV を
示す．撮影時間とビニングの組み合わせによる SCV における p 値を Table 2 に示す．造影
剤濃度が高くなればなるほど，シリンジ内の輝度値が高くなるため SCV は低くなった．つ
まり，ステントの輝度値は変化しないのでシリンジ内の輝度値が造影剤により高くなるこ
とで SCV は小さくなり，ステントを描出することが困難であることを示す．同じビニング
の 10 秒と 20 秒の撮影時間では，SCV に有意差はなかった（Table 2）
．

6

Figure 5. SCV of phantom stent imaged at various settings (10- or
20-seconds acquisition time, 1×1 or 2×2 binning) plotted against increasing
concentrations of contrast medium.
The increase in concentration of contrast medium results in higher enhancement of
diluted contrast medium and a decreased SCV. This makes it difficult to delineate
the stent because the contrast value between the stent and the diluted contrast
medium is insufficient. SCV, stent contrast value

Table 2. P-values for differences in stent contrast value of phantom stent struts
by acquisition time/binning level at various contrast medium concentrations
Concentration of contrast medium
Acquisition Combination
Sec / Binning vs Sec / Binning

Just
Saline

10%

15%

20%

10 / 1×1 vs 10 / 2×2

3.7312

2.3552

1.0932

1.0936

10 / 1×1 vs 20 / 1×1

3.7676

3.9312

1.0380

1.6896

10 / 1×1 vs 20 / 2×2

0.0076

3.7652

2.6368

0.8176

10 / 2×2 vs 20 / 1×1

0.1028

0.6292

0.0352

0.0580

10 / 2×2 vs 20 / 2×2

3.9940

3.2036

1.1792

2.3016

20 / 1×1 vs 20 / 2×2

0.2272

3.7924

0.3680

0.0452

All numbers represent P values.
All P values are corrected by the Bonferroni correction.
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3-2．
「撮影時間とビニング」と FWHM の基礎検討
Figure 6 に CBCT の撮影条件とビニングの組み合わせの違いによる生理食塩水を用いたフ
ァントム内ステントの FWHM 値を示す．同じビニングで撮影時間の違いによる有意差はな
かった（10 秒の 1×1 ビニングと 20 秒の 1×1 ビニングで p=2.3184，10 秒の 2×2 ビニングと
20 秒の 2×2 ビニングで p=1.0900）．
同じ撮影時間でビニングの違いによる有意差があった（10
秒の 1×1 ビニングと 10 秒の 2×2 ビニングで p<0.05，20 秒の 1×1 ビニングと 20 秒の 2×2 ビ
ニングで p=0.0968）
．異なる撮影時間と異なるビニングは有意差があった（10 秒の 1×1 ビニ
ングと 20 秒の 2×2 ビニングで p=0.1484，10 秒の 2×2 ビニングと 20 秒の 1×1 ビニングで
p<0.05）．

Figure 6. FWHM values of the phantom stent images obtained in saline at
various settings (10- or 20-seconds acquisition time; 1×1 or 2×2 binning)
FWHM is the width of half of the maximum contrast value. For example, at
20-seconds/1×1 binning, the FWHM is the length of line ‘a’. Line ‘b’ represents the
background level. When 2×2 binning is employed, FWHM shows no difference
between the 10-seconds acquisition time and the 20-seconds acquisition time. However,
the 20-seconds acquisition time yields higher contrast values compared with those
obtained by the 10-seconds acquisition time. When 1×1 binning is employed, there is no
difference between the FWHM obtained from the 10-seconds acquisition time and that
obtained from the 20-seconds acquisition time. Additionally, both acquisition times
yield statistically equivalent contrast values.
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3-3．臨床症例における「撮影時間とビニング」の SCV, FWHM と DAP の検討
Figure 7 に 15%濃度に希釈した造影剤濃度を用いた CBCT の撮影条件の違いによる内頚
動脈 C2 segment にある脳動脈瘤の 2 症例のステント 3D MIP 画像を示す．撮影時間が 10 秒
では，画像の境界にギザギザがあるなど，プロジェクション数が少ないことによる画像の
劣化があった．これらの画像取得には 15%濃度に希釈した造影剤濃度を用いた．

Figure 7. 3D MIP images of two clinical cases imaged with different acquisition
times and binning settings and a 15 % concentration of contrast medium
Both images depict oblique views of the neck after stent deployment but before coil
deployment in the aneurysm. (A) Image from a 64-year-old patient presenting with a left
intracranial arterial aneurysm with a width of 6.1 mm, a height of 5.3 mm, and a neck of
3.8 mm (white arrow). The distal and proximal vessel calibers were 3.3 mm and 4.8 mm,
respectively. The 3D MIP image was obtained with a 20-seconds acquisition time and 2×2
binning and shows successful deployment of a 22-mm Enterprise stent (white arrow head).
(B) Image from a 51-year-old patient presenting with left intracranial paraclinoid arterial
aneurysms with a width of 5.8 mm, a height of 4.0 mm, and a neck of 4.6 mm distally;
and a width of 4.5 mm, a height of 5.3 mm, and a neck of 4.6 mm proximally (white line
arrow). The distal and proximal vessel calibers were 3.1 mm and 4.1 mm, respectively.
The 3D MIP image was obtained with a 10-seconds acquisition time and 1×1 binning and
shows successful deployment of a 30-mm Enterprise stent (white line arrow head). The
bottom right images in A and B show the catheter at a higher magnification. A white line
is drawn parallel to each catheter in order to emphasize the jagged borders. The jagged
borders are relatively prominent in 3D MIP obtained with 10-seconds acquisition time
and 1×1 binning than the other. Both 3D MIP images are shown with a window width of
3750 and a window center of 2000. MIP, maximum intensity projection
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Figure 8 に A グループと B グループにおける 15%濃度に希釈した造影剤を使用した CBCT
画像の SCV を示す．SCV はグループ B（中央値，1.92；95%信頼区間，1.73-2.08）がグル
ープ A（中央値，1.65；95%信頼区間，1.50-1.68）よりも有意に高かった（p<0.05）
．

Figure 8. SCV of stent struts imaged using CBCT with a 15% concentration of
contrast medium in both group A and group B
The difference in SCV between group A and group B is significant. Group A,
20-seconds/2×2 binning; Group B, 10-seconds/1×1 binning; SCV, stent contrast
value
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Figure 9 に A グループと B グループにおける 15%濃度に希釈した造影剤を使用した CBCT
画像のステントストラットの FWHM 値を示す．FWHM はグループ A（中央値，0.73；95%
信頼区間，0.63-0.83）とグループ B（中央値，0.6595%；信頼区間，0.62-0.80）で有意差が
なかった（p=0.1985）．

Figure 9. FWHM of the stent strut images using CBCT with a 15%
concentration of contrast medium in both group A and group B
The difference in FWHM between group A and group B is not significant. Group A,
20-seconds/2×2 binning; Group B, 10-seconds/1×1 binning; CBCT, cone beam
computed tomography; FWHM, full width at half maximum
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Figure 10 に A グループと B グループの CBCT 撮影時の DAP 値を示す．
DAP 値は有意にグループ B が低かった（p<0.05）
．DAP 値はグループ A（中央値，3574μ
Gy・cm2；95%信頼区間，3123-4061）で，グループ B（中央値，1035μGy・cm2；95%信頼
区間，999-1109）であった．

Figure 10. The DAP values in both group A and group B
The mean DAP value for group B was approximately 70% lower than that of
group A. Group A, 20-seconds/2×2 binning; Group B, 10-seconds/1×1 binning;
DAP, dose-area product
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4.

考察

考察

4-1 「撮影時間とビニング」と SCV の基礎検討
同じ撮影時間の 1×1 ビニングの SCV と 2×2 ビニングの SCV は，ほぼ同等であった（Figure
5 と Table 2）．
同じビニングの 10 秒と 20 秒の撮影時間では SCV に有意差はなかった．CBCT
の投影画像は，視野の幾何学的な歪曲が許容できる範囲でオフセットや FPD の感度補正を
フェルドガンプのアルゴリズムを用いて転換している

13-16)

．造影剤濃度を 15％にした 10

秒の 1×1 ビニングによる CBCT は，留置したステントの位置と血管との関係を把握するの
に十分満足できると考えられる．

4-2 「撮影時間とビニング」と FWHM の基礎検討
FWHM については，同じビニングで撮影時間の違いによる有意差はなかったが，同じ撮
影時間でビニングの違いによる有意差があった（Figure 6）
．CBCT 画像のすべての角度にお
いて構成される値は，Shepp & Logan フィルターを用いて表示される 13,14)．2×2 ビニングは，
非線形補間を用いて 14 bits 収集によるデフォルト値が 16 bits 表示に拡大され，ボクセルの
画素値は補間され，1×1 ビニングは，16 bits 収集による 16 bits 表示であり，ボクセルを補
間されずに表示される．

4-3 臨床症例における「撮影時間とビニング」の SCV, FWHM と DAP の検討
画像再構成された CBCT 画像は，撮影時間 20 秒では，カテーテル表面はなめらかに表示
されており，カテーテルの形状は十分に把握できた．撮影時間 10 秒では，カテーテル表面
はギザギザであるが，カテーテルの形状を把握するには十分であった（Figure 7）．また，10
秒の 1×1 ビニングによる CBCT 画像は，プロジェクション数が少ないことによる画像の欠
如があるにも関わらず，16 bits 収集による 16 bits 表示できることで 20 秒の 2×2 の画像より
も画質が向上したと考える．本検討において，グループ B はグループ A と比較して，SCV
は有意に高く（p＜0.05，Figure 8），FWHM は有意な差がなかった（p=0.7940，Figure 9）．
加えて、3 次元画像は，カテーテルの形状が撮影時間 10 秒でも形状を十分に把握できたこ
とから，ステントおよび血管と脳動脈瘤の形状を把握するに十分であると推察される．
グループ B の曝射回数はグループ A の約半分であったが，グループ B の DAP 値はグル
ープ A の約 30%であった（Figure 9）．これは，FOV の違いによる管電圧と管電流の自動制
御が関与しているためと考える．つまり，20 秒の 2×2 ビニングは 42cm の FOV で CBCT を
撮影するため，頭蓋底を含む全頭部領域が撮影対象となるが、10 秒の 1×1 ビニングは 22cm

13

の FOV で撮影するため，頭蓋底を含まない頭部領域が撮影対象となるため，低管電流で撮
影することができたと考える．さらに，面積線量計から放射線被ばく線量を考える際に，
CBCT の撮影原理と CT 検査の放射線被ばく線量の指標（computed tomography dose index
［CTDI］）の関係が重要である．米国医学物理学会（The American Association of Physicists in
Medicine［AAPM］）は，人の頭の大きさ程度のファントムに対してコーン角を持つ CT 撮
影による放射線被ばく線量は，ファン角を持つ CT 撮影による吸収線量と同等であると報告
している 17)．同じ撮影範囲の場合，CBCT の DAP 値は，寝台に動きがない時の多列検出器
を持つ CT における CTDI と同様であることが報告されている 18-21)．CBCT により得られる
DAP 値を寝台の動きがない時の CTDI と同様に考えることで，10 秒の 1×1 ビニングを用い
た CBCT 撮影による頭部領域の放射線被ばく線量は，20 秒の 2×2 ビニングにより撮影され
る CBCT の放射線被ばく線量よりも低減できると考える．FOV の大きさは，30×40 cm で
あり，C アームを用いた CBCT では 1.5−2.0 倍の拡大率となる．例えば 1.5 倍であれば，最
大有効視野は 40/1.5=27cm となる．1×1 ビニングで撮影される 22cm の FOV では，頭部全域
の血管は欠けてしまうため，頭部の撮影には小さすぎる．しかし，本検討における 22cm の
FOV は，頭部全体を含めた CBCT 撮影による血管走行の描出よりも，留置したステントを
描出することに意味があると考えられる．
加えて，グループ B はプロジェクション数が少ないためデータ転送や画像再構成時間が
早くなった．10 秒の 1×1 ビニングを用いるステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術は，CBCT
撮影からステント画像の確認までの時間が短く，治療がスムーズに進むことを意味してお
り，患者にとって有益であることを示す．
上記のような撮影時間短縮，放射線被ばく線量の低減，データ転送時間短縮などの特長
は，脳動脈瘤コイル塞栓術において，10 秒の 1×1 ビニングによる CBCT 撮影が患者にとっ
て有益であることを示唆する．

4-4 研究の限界
本研究の限界には次のようなものがある。まず、臨床検討の人数が少ないため，留置す
る形状が違うステントを選ぶことが難しかったことが挙げられる．DAP 値が実用的な患者
の放射線被ばく線量の低減を必ずしも示すわけではないので，更なる研究で我々の検討結
果を確かめる必要がある．
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結語

5．結語
我々の CBCT の基礎検討では，20 秒の 2×2 ビニングと 10 秒の 1×1 ビニングによるステ
ントの SCV は同等であった．また、同じ撮影時間でビニングが異なる撮影法の FWHM に
は有意差があった．しかし，臨床検討では，10 秒の 1×1 ビニングの SCV が有意に高く，ス
テントストラットの FWHM は同程度であった．さらに，10 秒の 1×1 ビニングで撮影した
患者群は，20 秒の 2×2 ビニングで撮影した患者群と比較して，放射線被ばく線量が約 70%
低減された．
以上のことから，ステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術におけるステント描出のための
CBCT の撮影条件として，10 秒の 1×1 ビニングは，従来の 20 秒の 2×2 ビニングに置き換え
ることができると示唆された．
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略語・略号一覧

CBCT:

cone beam computed tomography

CTDI:

computed tomography dose index

DAP:

dose-area product

DICOM:

digital imaging and communications in medicine

FOV:

field of view

FPD:

flat-panel detector

FWHM:

full width at half maximum

MIP:

maximum intensity projection

ROI:

region of interest

SCV:

stent contrast value

3D:

three-dimensional
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付録
1. 脳動脈瘤の自然史と治療方法について
未破裂脳動脈瘤(以下，脳動脈瘤)は，脳の動脈にできたこぶで，まだ破裂していないもの
である．それが破裂するとクモ膜下出血となり，年間の破裂率は 1～2%程度と報告 1)がある．
大きいもの(5-7mm 以上)，不整形なもの，過去にクモ膜下出血になったことがある場合は破
裂しやすいといわれており，クモ膜下出血の予後はおおまかに 1/3 は社会復帰でき，1/3 は
何らかの後遺症が残り，1/3 は死亡するに分けられる．そのため，脳動脈瘤を専門とした医
師が破裂する危険が高いと判断した場合には，破裂する前に治療を行う場合がある 2)．
脳動脈瘤に対する根治的治療の主な目的は，破裂を防止することである．血管内治療を
用いた治療方法は，脳動脈瘤に対して（Figure 1A），手術となる開頭クリッピング術（Figure
1B）とカテーテルを用いてプラチナコイルを充填する血管内治療 3) （Figure 1C）とステン
トを留置してプラチナコ
イルを充填しない血管内
治療（Figure 1D） がある．
カテーテルを用いた血管内

Figure1 脳動脈瘤の模式図と治療方法

治療である脳動脈瘤コイル塞栓術は，瘤内にプラチナコイルを充填し，血流の流入を防ぎ，
瘤内を血栓化して瘤の破裂を防ぐことが目的である．プラチナコイルの形状は，平面形状
のヘリカルと呼ばれる 2 次元コイルと立体型の形状記憶を持つ 3 次元コイルがある．
脳動脈瘤の頸部径が大きい等のため，瘤内にコイルを充填させることが困難な脳動脈瘤
に対し，バルーンおよびステントを用いた支援により治療成績が向上してきた 4)．バルーン
とは，血管内で希釈した造影剤を用いて，風船のように膨らま
せるものである（Figure 2）．動脈瘤がある親血管にバルーンカ
テーテルを誘導し，コイルが母血管に逸脱しないように適宜
バルーンを膨らませたり縮めたりしながらコイルを脳動脈瘤

Figure 2 バルーンアシストの模式

内に充填していく．バルーンは，コイルが母血管に逸脱しな
いように用いるため，治療後に回収される．ステントは，充填し
たコイルが血管内へ逸脱することを防ぐ補助的な役割である．ス
テントは，カテーテル内にあるときは伸びて細く縮んでいるが,，
直径 4.5mm まで広がる筒状の形状記憶合金である．ステント

Figure 3 ステントのデジタル写真

の種類は 3 つあり，ステントストラットと呼ばれる網目状の部分が，一部で繋がっている
オープンセルタイプ（Neuroform）と管腔構造を維持することを重視したクローズドセルタ
イプ（enterprise VRD，Figure 3）
，また，コイルを使わずに血液の整流効果により治療する
ステント（flow diverter）がある．Figure 4 は，本検討で用いたクローズドセルタイプのステ
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ントの X 線写真である．両側にある 4 個ずつの不透過性マー
カーは X 線透視下で確認できるが（2 つの赤丸）
，ステントス
トラットは確認できない（白線の上側）．

2．FPD と CBCT ビニングについて
14bit の階調を持つ flat panel detector（FPD）から得られるデ
Figure 4 X 線写真のステント画像

ータは，イメージ・インテンシファイアと比較するとダイナ
ミックレンジが広く，かつサンプリング間隔が小さいため，異
なる組織間の描出能を決定する密度分解能を向上させること
が可能になった．また，FPD の検出面は完全な平面であり，画
像の幾何学的な歪みが生じにくく，X 線束中心から遠い端の画
像に対してフェルドガンプの感度補正 5)がかけられ，cone-beam
computed tomography（CBCT）における正確な空間データ収集
が容易となった． CBCT 撮影には，骨の画像を引き算して造影
剤を注入しながら血管像を得る撮影方法と骨と血管を分離せ

Figure 5 CBCT のステント画像

ずに画像を得る撮影方法がある．本検討に用いた CBCT は後者
であり（Figure 5），computed tomography angiography（CTA）と
同様である．
本検討で用いたビニングとは，隣り合う画素の情報をひとま
とめにすることで，解像度を下げるかわりに画面の滑らかさを
向上させる技術である（Figure 6）．平面上で，2×2 binning は 4
つのピクセルを 1 画素として表示したものであり，1×1 binning
は 1 ピクセルを 1 画素として表示したものである．しかし，
CBCT データは，立体上の 3D データであり，体軸方向にも適

Figure 6 FPD におけるビニング

用されるため，1 ボクセルを 1 画素として表示する．1 ボクセル
は 3 辺が同じであるほど分解能が高い 3D 画像となる。
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