図1

a . WL/WW 40/300, 2 mm thickness, 300 mgI/100 ml

使用、AuSn120 kv、後期動脈相。膵体部に淡く造影さ

膵がんにおけるsyngo.via DE Monoenergetic Plusと

れる境界不明瞭な腫瘤を認める。
b . WL/WW 40/300, 2 mm thickness，300 mgI/100 ml

使用、Mono+ 50 keV 膵体部の乏血性腫瘤は明瞭に

MM Readingの有用性

描出されている( → )
背側の脂肪組織への軽度浸潤が疑われるが、SMA へ
の浸潤は認めない。

群馬県立がんセンター
放射線診断部 部長
堀越 浩幸

図2

a . WL/WW 40/300, 2 mm thickness，300 mgI/100 ml
使用、AuSn120 kv、平衡相。膵体部の腫瘤は不明瞭化

【背景】

しており、辺縁が淡く造影されている。。

近医の超音波検査にて膵腫瘍を指摘され、精査加療目的で当科を紹介された。

b . WL/WW 60/400, 2 mm thickness，300 mgI/100 ml

当院で SOMATOM Definition Edge によるTwinBeam Dual Energy を用いた CT 撮影を施行した。その後、MRI、PET・CT の検査を施行し、

使用、Mono+ 50 keV 膵体部腫瘤の辺縁の造影像は

膵がんの診断を得たため、手術加療の方針となった。術前に腫瘍範囲の同定、明瞭化目的にて、DE monoenergetic Plus（Mono+）画像

明瞭化している。( → )

の作成とMRI、PET・CTとのフュージョン画像を行った。
【所見】

、平衡相で辺縁がわずかに造影される腫瘤を認めた（図 2a）。後期動脈相と
CT の Dynamic study の後期動脈相で淡く造影され（図 1a）
平衡相の Mono+ 50keV 画像では、腫瘤は後期動脈相で明瞭に描出されており、平衡相で腫瘤辺縁の造影像が明瞭化した（図 1b, 図
2b）。 MRIでは、同部位に b ＝ 1000 の高 b 値拡散強調画像 (DWI)で淡く高信号、Dynamic study の動脈相で淡く造影され、平衡相で辺

図3
a. 高ｂ DWI 画像
b. 造影 T1WI（後期動脈相）
c. 造影 T1WI（平衡相）

縁が造影される腫瘤を認めた ( 図 3a,b,c)。また、PET・CTで同部位に FDG の限局性の集積を認めた。病変の範囲同定、明瞭化を行うた
め syngo .via を用い、高 b 値 DWIと造影 T1WI( 平衡相 )、Mono+ 50keV( 平衡相 )と高 b 値 DWI、Mono+ 画像 ( 平衡相 )とFDG-PET のフュ
ージョン画像を作成し病変の性状、進展範囲を検討した ( 図 4a,b,c)。これらの画像より、病変は血管浸潤は認めず、膵に限局しているこ
とから手術適応になった。
【病理】
膵体尾部切除術が施行された。摘出標本 ( 図 5)では、膵体部に被膜形成のない、やや境界不明瞭な乳白色の腫瘍を認めた（矢印）。腫
瘍の一部は膵被膜を超えて周囲脂肪組織に浸潤しており、末梢神経線維束周囲浸潤が散見された（矢頭）。
【解説】

図4
a. 高 b 値 DWI+ 造影 T1WI
b. FDG-PET+ 造影 T1WI
c. c.FDG-PET+ 造影 Mono+ 50 keV

膵がんは主に乏血性腫瘤の場合が多く、膵病変を明瞭に描出するためには正常膵実質が高度に造影される後期動脈相から門脈相に
かけて撮影する必要がある。多列化 CT により、多くの時相を撮影可能になっているが、造影剤腎症を考慮すると、すべての検査に高容
量の造影剤を使用することは困難で、さらに最適な撮影タイミングも腫瘤の性状によってまちまちなため、膵がんの存在診断、進展度
範囲判定は苦慮することが多い。syngo .viaではリアルタイムに低エネルギーの Mono+ 画像の作成が可能で、動脈相での膵実質の造
影効果を最大限に引き出すことで乏血性病変の描出、範囲同定が容易になる（1-3）。さらに、高 b 値 DWI 画像や FDG-PETとのフュージ
ョン画像を作成することで、病変の性状判定も可能になり、高レベルの術前評価画像が作成可能になっている。TwinBeam Dual Energy
からの Mono+ だけでも病変評価は十分であるが、他のモダリティの画像をフュージョンすることで機能画像と高精細な形態像を同時
に観察可能になり、治療方針、予後予測も可能になっている。さらに syngo . viaでは院内で発生している様々な画像を一元管理するこ

高ｂ値 DWI とのフュージョン画像では、病変の辺縁を中心に信号が上昇しており、細胞密度が高いと考えられ

とが可能で、フュージョン画像の作成だけでなく定量的評価も行え、がん診断に有用なツールとなっている。

る。一方、FDG-PETとのフュージョン画像では腫瘤全体に集積を認め、ブドウ糖代謝の高い腫瘍と考えられる。
Mono+ 50 keVとのフュージョン画像では血管との位置関係も明瞭化し、腫瘍の進展範囲の指摘も容易である。
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