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はじめに

• Detectorの多列化により新世代CTの時間分

解能は飛躍的に向上し、安定した冠動脈造

影像の描出が可能となった。現在においても

心臓カテーテル検査による選択的冠動脈造心臓カテーテル検査による選択的冠動脈造

影検査がゴールドスタンダードであることに変

わりはないが、臨床現場において心臓CTは

患者にとっても医療従事者においても有用な

検査法である。



東芝社製：Aquilion prime

８０列高速ヘリカルスキャン



被爆低減 technology

被ばく低減技術・ＡＩＤＲ

被ばく低減を可能にするデュアルエネルギー・ヘリカルスキャンシステム



冠動脈画像

従来の主力機種である64列CTと比して、描出能は向上し、被爆
量は半減している。





良好な冠動脈画像を得るための条件

• 心拍数が60前後で安定していること。

• 不整脈を有さないこと。• 不整脈を有さないこと。

• 約10秒程度の息止めが可能であること。



心臓CTで解ること

• 冠動脈：

〇解剖学的情報

〇狭窄病変の診断〇狭窄病変の診断

〇石灰化の程度

• 冠動脈バイパス： 開存評価

• その他： 左室駆出率、血栓、壁厚、etc



心臓CTの限界

• 不適切症例が存在すること。

• 高度石灰化病変では狭窄度判定は困難。• 高度石灰化病変では狭窄度判定は困難。

• ステント再狭窄の評価は難しい。



対象患者

• 心拍が安定している（洞調律）。

• 不整脈や頻脈をみとめない。

虚血性心疾患を疑う症例であり、かつ下記条件を満
たすもの

• 不整脈や頻脈をみとめない。

• 息止め可能（約10秒）。

• 腎機能正常（eGFR>60）もしくは軽度腎機能障害患

者（eGFR:30～60）。

• 冠動脈石灰化の程度が軽度なもの。



不適患者

• 妊娠患者

• 造影剤アレルギー患者

• 心拍不安定（特に心房細動）。•

• 正確な息止めが困難な患者。

• 頻脈（＞80bpm）。

• 腎不全患者（特にeGFR＜30）。

• 冠動脈の高度石灰化症例。



問診事項

① a. 妊娠または妊娠の可能性

b. 造影剤、β遮断薬、NTGなどの禁忌

c. 腎不全および造影剤腎症のリスク

d. 何らかのアレルギー反応の既往

e. 治療中の気管支喘息、肥大型心筋症、重度の大動脈弁狭窄

f. 投薬中（特にビグアナイド）

②呼吸停止の評価

③体重

④心拍数および不整脈 （安静時心電図）

⑤血圧



当院における心臓CTのプロトコール

問診・体重・安静自心電図・血清CRE (eGFR)

検査予約

撮影１～２時間前に前投薬 propranolol:20mg(インデラル)

上腕の内側静脈に20Gサーフローで血管確保

CT室で着替え、心電図装着、バイタル測定、息止め練習

検査オーダー時

検査当日

CT室で着替え、心電図装着、バイタル測定、息止め練習

心拍数＞65bpmであればLandiolol:12.5mg(コアベータ)静注、NTG舌下噴射

Pre-scanにより撮像範囲・造影剤注入量の設定後、撮影開始

取得画像を解析し画像に問題がないことを確認後、ルート抜去

別室で経過観察後（約15分）に帰宅



当院における連続9症例

年齢 63.7

体重(kg) 64.1

息止時間(s) 6.7

被爆量(mSv) 16.4

造影剤使用量(ml) 47.4



Case 1; AP, 73y male

Calcium score: 1745.6



Case 2; AP, 75y male.

Calcium score: 166



Case 3; CSA, 58y female

Calcium score: 0



Case 4; AP on RI, 57y male



Case 5; OMI, 68y male

Calcium score: 430



Case 6; ASO, 58y male

Calcium score: 292



Case 7; AP, 56y female

Calcium score: 687



Case 8; AC-bypass, ASO, 71y male



Case 9; LAD-stent, 57y female

Calcium score: 781.9



冠動脈CT解析レポート

• 冠動脈描出の画質評価

• 冠動脈狭窄病変の評価• 冠動脈狭窄病変の評価

• 冠動脈石灰化スコアリングによる冠リスク評価

• 総合評価



冠動脈描出の画像評価

• Excellent： 冠動脈末梢まで良好に描出

• Good： 冠動脈全体中間部までの評価は可能だが

末梢動脈の評価は困難。末梢動脈の評価は困難。

• Average： 冠動脈近位部までの評価は可能だが、

中間部より末梢の評価は困難。

• Poor： 冠動脈の評価は困難。



冠動脈の区域分類



冠動脈狭窄度の評価



石灰化の評価・カルシムスコア

 Calcium score: measured by using the Agatston’s
method as following

Calcium score (Xn)

= area (mm2) of the plapues (> 130H) ×factor**

The total calcium score = X1 + X2 + ・・・・ + Xn

Factor** 1 2 3 4

Peak density of plaque
(Hounsfield units)

130-199 200-299 300-399 400<



LMT LAD

LCX
Calcified plaque

Resion of interest

Auto-calculated data

Peak density of calcified plaque=251 HU

Calcified plaque area=7.1mm2

factor=2

X1=7.1×2



レポート・総合評価



地域連携オーダリングシステムの構築

• パターン①： 地域連携室を通じて電話予約、

問診票・申し込み書類の必要事項記入のうえ、

事前にFAX。事前にFAX。

• パターン②： 当院外来へ心臓CT紹介。当院

受診時に心臓CT可能症例か判別した上で検

査予約を段取りする。



当院の目指す心臓CT

• 診断に耐えうる鮮明な画像描出

• 迅速で丁寧な診断レポートシステムの構築

• 可能な限り低被爆（特に若年者）

• 可能な限り低用量造影剤（特にCKD患者）

• 石灰化の定量解析による冠リスク評価

• 早い検査時間

• 心臓CTと大血管撮影のコンビネーション（ハイリス

ク患者の全身血管スクリーンング）



心臓CTの展望

• 虚血性心疾患の早期発見、早期２次予防介

入により心臓死を減らすことが可能。

• 除外診断が望ましい症例においてCAG回避• 除外診断が望ましい症例においてCAG回避

が可能。

• Polyvascular症例の発見が容易に可能。



ご紹介宜しくお願い致します


