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桑新医学のトピックス

放射線科一最近の進歩と動向について

青　柳　　　裕

東京歯科大学市川総合病院放射線科

Recent Progress in Radiology

Yutaka AoYAGI

Radiology, Ichikawa General Hospital,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

鼻近の医療の進歩のなかでも,放射線科は最も著しい

進歩をしめした分野のひとつである｡放射線科の進歩

は,診断装置や治療装置など放射線機器と密接な関係を

もち,近年のコンピューターなど工学系の進歩によりも

たらされた部分が非常に大きいと患われる｡

放射線科は放射線診断学,放射線治療学および核医学

の3部門よりなる｡これら3部門の共通点として,放射

線を用いる事,および身体すべての臓器を取り扱う事が

あるが,それぞれの医療における立場は診断と治療の如

く全く異なっている.近年,各部門の進歩と共にそれぞ

れの独立性が高くなってきており,放射線科専門医制度

も数年前より3部門に区別された｡現在では, 3部門の

専門医,放射線診療技師および看萎婦の共同作業によっ

て放射線診療が行われるようになってきている｡放射線

科が医療の枠組みに本格的に組み込まれたのは最近の事

である｡放射線科の医療への組み込みには,医療運営の

欧米的な合理的な考え方の浸透も大いに関係していると

思われる｡しかし本邦においては近代的放射線科の体制

を整えている施設は,全体からみればまだ数割に過ぎな

い｡ここでは, 3部門それぞれの最近の進歩を振り返り

その動向を考えてみたい｡

1.放射線診断

放射線診断は　　年の"Ⅹ線の発見''と同時に始ま

り,来年は100周年を迎える｡最初は当然単純撮影のみ

で4つの濃度,すなわち空気,脂肪,軟部組織および骨

の濃度差による画像のみであった｡のちに,消化管造

影,磨批造影,逆行性腎孟造影,気脳撮影,気管支造影

など多種多様の造影法が考案され,単純撮影では観察出

来ない臓器の描出を可能にしたo　さらに経静脈性ヨード

造影剤が出場し,血管造影がその手技であるセルジン

ガー法を用いて頻繁に施行される様になると放射線診断

の地位は大きく向上した｡

年のC Tの誕生はそれ自身が放射線診断に革命的

な変化をもたらすとともに,コンピューターの利用やデ

ジタル化という点において他の画像診断装置の発明や改

善に大きな影響をあたえた　　　　やDSAの誕生,追

音波診断装置の発達,およびMR Iの発明等がCTに続

いた.放射線診断は組織の放射線滅弱係数の違いにより

画像を構成しているが,放射線を用いずに超音波により

組織の音響インピーダンスの違いで画像を構成する超音

波診断,核磁気共鳴現象における組織の緩和時間の違い

を画像構成の根拠にしているMR Iが加わり画像診断と

も呼ばれるようになった｡

画像診断の最終的目的は患者の病的状況を画像にしそ

れを診断する事である｡換言すれば,開腹や剖検を待た

ずしてマクロの病理学的診断を生体において行う事であ

るo CT以後の著しい画像診断の進歩によりこの最終日

的はほぼ実塊可能になってきている｡

最近のCTおよびMRIのコンピューターのソフト･

ウェアの充実は3次元表示を可能にした｡ CTおよび

MR Iの3次元表示では患者の臓器を如何なる方向から

も観察でき,現在,手術計画への利用やさらには手術の

シュミレーションをする研究が行われている.放射線治

療の項で触れる粒子線治療においては,線量の病巣への
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になった。医療画像情報の保管・流通システムである  

PACS（pic11trearChiveandcommunicationsystem）  

は今．盛んに研究され一部の病院で用いられ始めている。  

2）超音波診断   

CTよりも古い歴史を持つ超音波診断もまた診断装置  

の進歩と共に発展し，現在もなお盛んに研究が進められ  

ている。近年の最大のトピックスはカラードプラ一法で  

あろう。カラードプラ一法では通常の超音波断層像のな  

かに血流の存在，血流の方向および状態を簡単に知る事  

集中性ゆえに．極めて正確に病巣の位置および形状を把  

握する必要がある。この治療にはCTやMRI等による病  

巣の正確な描出が必要不可欠でその情報は直接的に治療計  
画に用いられる。これら，画像の治療への直接的な利用に  

たいして画像治療学という言葉も使われ始めている。   

CTおよびMRlの高速撮影法の流れはシネ・モード  

ヘと展開した。断層画像で膿器を動的に観察する事によ  

り様々な機能の評価を可能になってきている。画像診断  

は形態の把握のみならず機能の評価の面をも持ち始めて  
いる。   

新しい画像診断装置の出現により．気脳撮影や気管支  

造影等は全く行われなくなった。胆♯造影．リンパ管造  

影，脊髄造影および血管造影等は適応が著しく縮小して  

きている。このことは侵襲的な検査が減少した事を示し  

ており，患者の負担の軽減にも大いに役だっている。  

1）デジタル画像；FCRおよぴDSA   

X締撮影は．1980年以前はひたすらアナログ的手法に  

よっていた。画像のコンピューター処矧こはデジタル画  

像である辛が必須である。デジタル画像であるCTや  

MRIと同様の画像処理が本来アナログ画像であるⅩ線  

撮影においてもデジタル化の技術により可能になった。  

FCR（FujiComputedRadiography）はⅩ線写真法の  

デジタル化であり単にCR（Comp11tedRadiogr叩by）  

とも呼ばれる。DSA（Digit且ISubtraction Angio－  

gr8phy）はⅩ線TVのデジタル化でDF（digital  

fluorography）とも呼ばれる。1rCRはフイルムの代わ  

りに専用のイメージング・プレートを用いて撮影し，こ  

こにエネルギーとして記録されたⅩ線俊をレーザー・  
ビームで走査し，ここで発せられる蛍光を電気信号にか  

えA／D変換する。デジタル化きれた画像情報は目的に  

応じて階調処理や周波数処理などコンビユウタ一により  
画像処理された後，画像が作製される。例えば，1回の  

胸部の撮影で画像処理により肺野粂帆縦隔条件，軟部  

組織条件の写真の作製が可能である。DSAではTVカ  

メラからの信号がデジタル化され画像処理された乱 再  
びTVモニターに表示される。血管撮影においては，造  

影剤注入後の画像から造影剤注入直前の画像を差し引い  
て．造影剤の流れのみ描出した透視画像を瞬時にTVモ  

ニターで観察する事が可俄である（図1）。特に  

Int8rVention且1Radiologyで盛んに用いられている。   

デジタル画像の利点として画像処理以外に，画像の保  

管と高速検索および院内各所や遠属地への転送がある。  

Ⅹ線写真等には保存義務があるが本年4月より光磁気  

ディスク等の電子媒体に保存しても差しつかえがない事  

図1DSA；左列は右脳血管撮影，右列は左腎   
動脈撮影，上段の通常の血管造影像から中段   
の造影剤投与前のマスク像が差し引かれ下段   
のサブトラクション俊が得られる。（市川病院   
症例）  

園2 肝カラードプラー；ブロープに向かう血流  
は赤，逆方向の血流は青で表示される。（富士  
市立病院症例）  
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どで威力を発揮している｡最近開発された検査法に,追

影剤として炭酸ガスを血管造影の手技で局所に動往し超

音波検査を行う　　　　　　　　　がある｡肝腫癌性

病変とくに小肝糸田胸痛の存在および質的診断への有用性

が確認されている1)(図3)｡

3) CT

22年間,確実な進歩を示し画像診断の根幹をなしてい

るCTも,一時はMR Iの発展で影が薄くなったかの感

があったが,ヘリカルスキャン, 3次元表示,超高速

CTと再び著しい発展を示している｡

ヘリカルスキャンは, Ⅹ線を照射しながらⅩ線管球が

連続回転しているガントリー内に,寝台を一定の速度で

送り込んでスキャンする方法である(図4)｡この方法で

は短時間に患者の体軸に対してラセン状の連旅したデー

タ収集が行われる｡データ収集後に補正がなされて特定

のスライス幅の断層画像が再構成される(図5)｡切れ目

i-
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I酬盟､

章一

8 I 聖∴I転;謡I日射 翌

一十
-

:*=:I
* I鵬 I:

図3　肝炭酸ガスアンギオエコー;炭酸ガスの注
入と共に産径5mmの種癌が描出されている｡

肝細胞癌が確認された｡ (東京女子医大症例)

図4　ヘリカルスキャン

94, No. 12 (1994) 1055

の無い,一定の体積のデータであるので3次元表示を容

易にした(図　　　　はスキャン方式により第一世代か

ら第四世代と進歩してきた｡近年,通常のスキャン法に

みられるⅩ線管球や検出器の機械的回転を用いない,イ

マトロンという新しいタイプの超高速CTが実用化され

ている｡電子銃から発せられた電子は寝台の背側に

にわたって半円形に配置されたターゲットリング

に端から端まで電気的に当てられ,ここで発生するⅩ線

により超高速でスキャンされる(図7)｡最短

図5　上腹部へリカルスキャン　　　　秒　　の
息止で待られた情報を3mmスライスで表示｡

(市川病院症例)

図6　衰貢頭部骨のCT3次元表示(市川病院症例)
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でのスキャンが可能である.高速性ゆえに循環器領域で

主に用いられているが他の領域でも利点が明らかになり

適応が拡大している｡心電図同期法を利用しシネモード

表示が可能で形態診断に加え機能診断も可能になってい

る2)(図8)0

4) MRI

画像診断の最大のトピックスはやはりMR Iの進歩で

ある　　　　は静磁場にある身体にRFパルスを印加

し,画像にする部位のプロトンの磁気双極子モーメント

に歳差運動おこさせ, RFパルス印加後に歳差運動をし

ながら元に戻る磁気双極子モーメントが発するRF信号

を画像にするo断層面を待るための傾斜磁場を与える方

向により,いかなる方向の断層も可能である(図9 a,

b)｡ RFパルスの印加の方法,すなわちパルス･シー

ケンスでMR Iの画像および癌像時間は著しくかわって

くる(図10)｡ MR Iの撮影技術はまさに日進月歩である

が,このパルス･シーケンスやデータ収集の革新が著し

い｡線像時間は数十分,分単位さらに秒単位へと短縮さ

れてきているO最新のエコープラナ一法では数

での線像が実現している3)｡図11はシーメンス社提供の

参考資料であるが,動きのある心臓でも実物を思わせる

3次元像が待られている｡図12は　　　エコーにより

で待られた3次元MR胆管像である｡造影剤を用

いずに全く非榎襲的に総胆管の完全閉塞が括出されてい

るo　シネモードMRIは当院でもオーラルメディシンで

顎関節に対して臨床応用されている｡

最近,脳ドックが話題になっている｡脳ドックでは

を用いて,クモ膜下出血を未然に防ぐ

ために脳動脈魔の検診が行われる｡

は動いている血液内のプロトンのみを画像化するため造

図8　超高速　　　､シネモード(香雲堂病院症
例)
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影剤を用いずに脳血管の3次元表示が可能である

(図13)｡

5)インターベンショナル･ラディオロディー

放射線科のトピックスで鼻も往目を浴びている一つに

がある｡これは放射

線診断の技術を治療技術として応用したものである｡適

応の少なくなった血管造影などの技術がここで新たな方

向に生かされている　　　　は血管系I VRと非血管系

I VRに分けられ,技術的にはカテーテルを体内に挿入

図　　　　　　頚椎矢状断;脊髄空洞症(市川病
院症例)

図　　　　　　胸部前頭断(市川病院症例)
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図10　頭部　　　　左:S E法Tl強調画像,

中:SE法T2強調画像,右:SE法プロトン
密度強調画像,それぞれのパルス･シーケンス
により全く異なる信号になる｡下段はCT像

(市川病院症例)

図11心　　　　次元表示(シーメンス社,参考

資料)

して藻作するものが大半である｡手術的侵嚢を加えずに

大きな治療効果が得られるのが特徴である｡血管系

I VRには,肝癌や消化管出血等に対して動脈塞栓術や

動脈内注入,持続動注のためのリザ-バーの植え込み,

肺塞栓予防のためのI VCフィルターの設置,門脈圧元

進症に対する

図　　などがある.非血管系

IVRには,柿,肝,リンパ節のCTやエコーガイダン

スによる組織診,閉塞性責症に対する内座術,腎症造設

術,気管および気管支閉塞に対する拡張術などと適応は

図12　胆管　　　　次元表示;総胆管完全閉塞.
(都職青山病院症例)

図13　脳血管MRアンギオ(市川病院症例)

多岐にわたる｡これら適応の拡大には,カテーテルおよ

び管腔臓器の開存のために留置されるメタリック･ステ

ントの飛躍的進歩が背景にある(図　　｡

2.放射線治療

放射線治癖も癌治療法のひとつとして地遺ながら着実

な進歩をみせているo悪性新生物は昭和56年に死因順位

の第1位になって以来,全死因に対する割合は年々上昇

の一途をたどり,平成3年には全死因の27%を占めるに

至っている｡近年の癌の治疫は,手術療法,放射線療

演,化学療法,免疫療法さら温熱療法などの,それぞれ

の特徴をうまく組み合わせて施行されるようになった｡

しかし,癌患者の治療法の決定に際しては,臓器,進展

-51-
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図　　　　　　セルジンガー法で頚静脈より算

刺,カテーテル操作にて肝静脈と門脈問に
シャントを形成後メタリックステントがシャ

ント内に設置されているo門脈血の下大静脈
への流入により門脈圧元進が軽減される(慈
恵医大症例)

図14b　セルフエクスパンダブル･メタリックス
テント;カテーテルより解放されたステン

トはステント自体の拡張力により図の様に
広がる｡

皮,組織型,社会的および個人的背景,年麻さらには患

者や家族の考えなどの要因が多数あり,どのような治療

法が患者にとって鼻適であるかを決定するのは容易な事

ではない｡一人の医師がすべての治療法に通じるのは不

可能であり,それぞれの治療法の専門家が集まり個々の

患者の治療法について充分検討してその患者のオーダー

メイドの治療法が計画されるようになってきている｡こ

のような考えは集学的治療といわれ,単なる併用療法と

は区別される｡集学的治療のなかで放射線治療は癌患者

の4割程度に施行されていると推測される｡放射線治療

の利点のひとつに"形態と機能の保持''がある｡これは

最近言われている　　　　　　　　の観点から理にか

なっており,この点でも放射線治癒の適応が拡大してき

ている｡外科との関連では,保存的手術と放射線治療の

組み合わせが幾つかの臓器領域で行われている｡乳癌の

乳房恵存手術と放射線療法の併用療法はその代表的例で

あり本邦でも本格的に取り入れられようとしている｡

放射線治療の基礎である放射線生物学の知識が臨床に

生かされてきている｡最たるものは分割照射に関する項

目で, 1日2回以上の照射をする

および　　　　　　　　　　　　である　　　年以

来,これら多分割照射法により統計学的に有意な局所制

御率の向上を待たとの報吾が相次いでいる5'｡この照射法

は''時間的線量配分''の改善により治療可能比の上昇を

めざすものである｡

放射線を完全に腫症にのみ集中して照射できれば,正

常組織障害を起すことなく大線量の捌寸か可能になり放

射線治療は強力な治療法になる｡ ノat,鼻近のトピック

スを中心に放射線治療の進歩を紹介するが,粒子線治

痩,および中線源治療の主たる目的はこの"空間的線量

分布''の改善にある｡

1)粒子線治療

通常の放射線治療にはⅩ線,ガンマー線および電子線

が用いられるが,陽子線,中性子線およびパイ中間子線

など粒子線による治療も試みられてきた｡現在,世界各

地数十施設で治療が施行されている｡粒子線治療の長所

は線量を腫症に集中しやすい事,すなわち空間約線室分

布が良い事,および高い生物学効果を示す事の2点にあ

る｡中性子線治療では高い塗物学的効果は得られるもの

の空間的線室配分の悪さが問題になった｡障子線治療

は,生物学的効果は通常の放射線と同じであるが聖想に

近い空間的線室分布の利点を持ち現在世界15施設で治療

が施行されている6'｡これら粒子線治療のなかで,高い

塗物学的効果および空間的線量分布の良さの2つの利点

を持っ重粒子線が理想的放射線として期待されているo

垂粒子線治療とは,ヘリウム,炭素,ネオンなどの原子

核を高速に加速して照射するもので,米図ローレンス

バークレイ研究所でのみ治療が行われていたが,耐用年

数などの理由で現在は閉鎖されている｡この後を継ぎ,

放射線医学総合研究所に医用重粒子線照射装置が昨年完

成した事は特記すべき事である｡すでに臨床試行が開始

されたというがその成果が期待される0

2 )密封中線源治療

放射線の照射法は,体外から照射する外部照射,ラ

ディオアイソトープ　　を密封した針状または粒状の

線源を直接組織に刺入する組織内照射,同様にR Iを密

封した管状の線源を食違や子宮等の腔内に配列する腔内

照射　　　　の甲状腺組織への取り込みによる照射の
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ように非密封線源を服用させ照射する内部照射に区別さ

れる｡組織内照射や腔内照射に用いられる小室のR Iを

密封した線源を密封中線源という｡密封中線源治療にお

ける繰室分布は,腫症内に直接配列された線源から距離

の2乗に反比例した分布を示すため腫症に太線室の照射

が可能である｡このため他の照射法よりも根治的意味が

強く,現在では舌癌や子宮癌の標準的治療法として確立

されている｡

密封中線源治療は　　　年のキュウリー夫妻のRaの

発見3年後にはすでに開始されていたという｡その後,

時代とともにRaの役割は　　　　に変わり

などの新しい線源も用いられるように

94, No. 12 (1994) 1059

なった｡これら新しい線源のなかで現在最も往目を浴び

ているのがイリジウム　　　ワイヤーである｡　　　の

ガンマー線エネルギーは　　　　と他の線源よりもはる

かに低く放射線防護の面で有利である｡加えて　　　　径

と非常に細いため組織内照射や腔内照射の後充壊法が可能

な事,柔軟なため様々な形で利用できる事などの利点をも

つ｡頭部リンパ節転移,舌根,口腔底などの頭褒部腫

症,乳房,節,胆遺腫症などにその適応が広がっている｡

特記すべき事は,高線量率照射用　　　中線源と遠

隔操作後充壊法装置の組み合わせの治療が可能になった

事である｡本邦では　　年にこの種の装置が認可され,

現在普及しつつあるところである(図15)｡この治療法で

図15　マイクロセレクトロン;種々の部位の後充壊法高線量率組織内および腔内照射が可能である

(ニュークレトロン社パンフレット)
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は高線量率での組織内照射や腔内照射が可能で,数分間

で治療が終了するため患者の苦痛も少なく外来での治療

も可能となった｡以前より密封中線源治療で問題となっ

ていた医療従事者の被曝の問題もほぼ皆無になった｡線

源に関しては,固産の高線室率照射用　　　が現在試

作されているところである｡

3)温熱療法

温熱療法とは腫慶を　　　℃以上に加濫して腫症細胞

を死に至らしめようとする治療法である｡外科療法,放

射線療法,化学療法,免疫療法に加えて第5の痘治疲法

として近年急速に普及しつつある｡熱により細胞が確実

に死に至る事など生物学的蓋礎はほぼ確立しており,こ

のことが臨床応用を推進する大きな根拠になっている

(図16)｡本邦において最も頻繁に用いられている加温方

法は, RF波誘電加温による外部加濫法である｡この加

忠法は2枚の電極で加温部位を平行に挟み

または　　　の電磁波を外部より印加し,組織に発生

するジュール熱で加温するO近年,多種多様な加温装置

の利用が可能になり,腫症の大きさ,解剖学的位置など

により適切な加温方法を選択出来るようになってきてい

る7)｡

現在,温熱療法の臨床例の大半は,相乗効果がみられ

る放射線療法と併用されている｡濫熱療法で健康保険が

適応されるのも放射線療法と併用された場合のみであ

るo放射線治療との併用で効果が高くなる根拠として以

田
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0　　　　　　　01　　　　　　　　　1
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r
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月
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∵一　0　　　日用　　　軍用　　　輿　　　　　　　　見

EXPOSURE TO HYPERTHERMIA (MINUTES)

図16　培養細胞の種々の温度による加虚の生存率曲

線　　　℃以上の加温で時間とともに生存率が

著しく減少していく｡

ogy123 : 4631474, 1977)

下の理由が挙げられている｡ 1)放射線感受性の低いS

期の綿胞が温熱療法においては感受性が高い0　2 )低酸

素細胞は酸素効果が無く放射線感受性が低いが濫熱に対

してはpHが低いため感受性が高い｡低酸素細胞の環境

は血流が少ない事が多く高忠になりやすい｡ 3)放射線

による亜致死障害や潜在的致死障害の回復を抑制する｡

このような事情で,息熟療法は放射線の増感剤的目的で

用いられている｡

最近では化学療法との併用も盛んになってきている｡

など多数の薬剤で濫熱

療法併用による増感作用が明かになっている｡温熱療法

は加温装置の発達とと､もにその適応と効果が次第に明か

になってきている｡

3.核　医　学

日本において始めて放射性同位元素が人体に利用され

たのは　　年であるoそれ以来,核医学は診断,治療,

医学研究へと応用され発展してきた｡核医学の本葉は放

射性同位元素をトレーサーとして用いる事にあり広い範

囲に応用されている｡　　　の核医学診断においては

新しいトレーサーが開発されると新しい検査法が生まれ

ると言われるほどで,測定装置の開発と同時にトレー

サーの開発によって最近の進歩がもたらされてきた｡こ

の分野での画像は機能画像といわれ機能の評価に特徴が

あるが,近年,コンピューターの進歩に伴い産室的解析

が同時に行われるようになった｡

1 ) SPECT(Single Photon Emission CT)

場在,最も頑繁に行われている核医学診断はジェネ

レーターより簡単に得られるテクネシウム　　　標識ト

レーサーとガンマ･カメラの組み合わせによるoテクネ

シウム標識トレーサーは　　　　検査の約70%を占め

ている｡今日,日常の検査として普及している

はガンマ･カメラを回転させて,待られた情報をコン

ピューター処理し断層画像を得る方法である0　3個また

は4個のガンマ･カメラを組み合わせた装置や検出器を

リング状に配列した装置などの　　　　専用装置が新

たに開発され高感度,高分解能の断層画像が短時間で待

られるようになった　　　　検査の適応は超音波検

査　　　　　　など他の画像診断とのかかわり合いで

変化してきているが,最も著しい適応の拡大をみせたの

は循環器領域-の適応であるO心筋シンチは非皮襲的に

高い感度と特異性で心筋虚血部位や梗塞部位を知る事が

できるため　　　検査のなかで占める割合が急速に増

加している(図　　､筋シンチ用の放射性医薬品は,従
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図17 タリウムー201心筋シンチSPECT；左から1列と2列およぴ3列と4列は心筋負荷俊と安静時遅延   
像の同レベルの断層である。運動負荷像では前壁，中隔，心尖で血流が減少しているが安静時遅延像   
では血流の再分布が認められ→部に心筋梗塞を含む狭心症と診断された。（市川病院症例）  

釆のタリウム201に加えテクネシウム標識心筋血流製  

靴Ⅰ123標執脂肪酸代謝製靴 インジウムー111抗ミ  

オシン抗体など多数が開発され臨床応用されている。中  

枢神経系においてはⅠ－128ヨードアンフェタミン．Te  

→g9mHM－PAOなどによる局所脳血流量の測定が定  

着してきている（囲18）。  

2）PET（PositoronEJnis8ionTomogr8phy）   

C－11，N－1乳 015．F－18などポジトロン核種  

はデオキシグルコース，トリパルミチン敢，メチオニン  

などのラベルが可能である。PETではこれらのトレー  

サーを用いグルコース代謝（図1の上階防酸代謝 アミノ  

酸代謝など代謝による画像を得る事が出来る。しかし．  

ポシトロン核種の半減期は数十分以内のものが多く，施  

設内に生産のためのサイクロトロンが必要である。本邦  

では，PETをもつ施設は十数カ所でまだ研究的色彩が  

強い。米国では中枢神経系や循環器系を中心に日常隆床  

に応用されているという。  
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図18a テクネシウム99mtlM－PAO脳血流シンチ；左中大脳動脈領域の著しい血流の低下を認める。  
（市川病院症例）  

には視覚を司る後頭葉でグルコース代謝が増  
加している。   

図18b CTでは左シルビウス裂と近辺の脳溝の  
拡大を認めるのみである。  
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