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Low kV撮影を実施するきっかけは何だったのでしょうか？
髙橋 先生 最初のきっかけは、がん転移検索や化学療法のフォローアップ
など、いわゆるルーチンプロトコルが適応される患者さんは、様々な
腎障害のリスクがあるため、造影コントラスト・診断能を保ちつつ造影剤
を少しでも減量したいという考えがありました。また、当時私の専門とする
泌尿器領域において、小径腎がんに対するロボット手術が始まっていた
ことも影響しています。術前の治療計画には、腎実質内までの動脈分岐形態
の詳細な評価が求められるのですが、いかにしてCT Angiography（CTA）
を用いて細かい末梢血管まで描出するか？と考えると、造影コントラストを
上げるしかないと思い、Low kVによるCTAを実施したいと思うようにもなり
ました。

甲田 先生 SOMATOM Forceを導入したときに、Dual EnergyとLow kV

のどちらかを主力にしてCT検査を行おう思い、まずは目新しさもあり
Dual Energyから取り組みました。ほどなくして70kVによるLow kVで
造影剤を半量にして造影検査を行うようになりました。そうすると、画質的
には造影コントラストも申し分なく、また、十分な管電流が出力できる装置
でしたのでノイズも少ない画像で、かつ、被ばくを増やすことなく造影剤量
が半減できることが実感として分かりました。造影剤を減らすのは大きな
ファクターで、それも一部の検査だけでなく、全例に使えます。これは造影
検査を行うすべての患者に対して大きなメリットがあると考え、Low kVを
使って造影剤半量で行きましょうとなりました。

造影剤を低減することになった理由を聞かせてください
甲田 先生 最近はX線被ばくと発がんの関連が様々な論文で報告されて
いますので、小児や、若年者、健康な方々を対象とする検査では被ばく低減
を優先すべきですが、今現在、がんを患っている患者は比較的高齢者が
多く、将来の発がんリスクよりも今現在が大切だと考えています。特に、
高齢者でがんを患っている患者は、さまざまな合併症を持っていることが
多く、腎機能や心機能が低下していることも珍しくありません。造影剤を
使うことで、今後の治療の継続や抗癌剤の投与に支障がでることも考えら
れます。これらの影響は臨床的にもインパクトが大きいと思いますので、
腎機能に対する影響を考えて、造影剤の使用量を最小限に抑えることは
重要だと思います。

髙橋 先生 神戸大学でも、腎機能が低下している患者において70kVに
よるLow kV撮影で造影剤を4割低減した胸腹部造影検査を行いました。
ルーチンの造影検査を行うにあたっては、何の問題もない画像が得られ
ていましたので、造影剤を減らしても従来の120kVの画像とまったく遜色
ないのであれば、造影剤を低減してやっていこうとなりました。検査数と
しては術前のCTA検査よりも、ルーチンの造影検査のほうが多いですから、
結局、造影剤低減が早く定着しました。

読影する立場として、管電圧が変わることへの懸念はありませんでしたか？
髙橋 先生 管電圧の変更は管電流の最適化も含めてCARE kVが自動調整
していますので、管電圧が変わることに対しての心配はありませんでした。
画像ノイズも考慮してCNRを保つように管電圧と管電流を調整していますし、
ADMIREも優秀で、画質の違和感もなくLow kVが運用できていました。
管電流出力が十分なCT装置でしたので、Low kVにしたからノイズが気に
なるといった懸念は、実際問題考えていませんでした。

甲田 先生 新しく入った先生や、これまで120kVの画像で読影していた
先生方が見ても、Low kVの画像が何ら違和感のない画像であるのは間違い
ありませんでした。恐らく「これは70kVで造影剤量を半分で撮っていますよ」
と言わなかったら、分からないと思います。一般的な読影に関して、何ら問題
なく読影ができる、ということだと思います。

髙橋 先生 大学病院では、これまでも複数メーカーのCT装置が稼働して
おり、いわゆる画作りはメーカーによって独特の違いがあることを認識した
うえで検査が行われています。読影のときには、「この画像は実は造影剤が
少ない」とは強調していませんでしたが、十数人の読影医がいましたが誰
一人からも苦情は出ませんでした。誰も気付かなかったというのが正直な
ところです。

Low kVの画質への影響はありましたか？
髙橋 先生 当初、ビームハードニングやノイズの影響があるのではないか
と危惧していたことは事実です。胸部で言えば、胸郭や肩関節周囲において、
また、骨盤内でも影響が出るのではないかと心配していました。120kVと
比べて、70kVで撮影した画像のほうが影響が大きいのは当然ですが、複数

Low kVとDual Energyの現状と展望
Low kV撮影を活用したワークフローを整備した
背景にあるものとは？

造影検査におけるヨード造影剤の減量について、低管電圧撮影（Low kV撮影）と逐次近似画像再構成（IR）の併用がガイド
ライン *で推奨されるなど、管電圧を下げてCT検査を実施する重要性が高まっています。一方、ヨード造影剤のコントラストを
最適化するツールとしてDual Energyによる仮想単色X線画像の利用が注目されています。ともに造影コントラストを上昇
させる手段としての役割は共通しますが、運用のカギは医療機関の診療内容やCT装置の特性によっても変化します。今回は、
国内で先駆けてLow kV撮影を日常検査に取り入れて活用している、社会医療法人愛仁会 高槻病院の髙橋 哲 先生と、大阪
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70kV撮影による造影剤半減：300mgl/kg

動脈相 後期相
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のメーカーで運用されている状況においては、120kVでも、むしろ70kVと
同等以上のアーチファクトが出ているケースを多く経験しています。ビーム
ハードニングの補正自体は再構成処理に含まれていますから、診断に著しく
影響が出るほどの経験はありません。少なくとも管電流を十分出力できる
装置においては問題ありませんでした。もちろん、X線管や検出器の性質
など、様々なものが影響すると思いますので、各施設で使われている機械
で実際にどうなのかを確認する必要があるとは思います。

甲田 先生 アーチファクトについてですが、確かに金属アーチファクトは
Low kVではどうしても120kVよりも強く出ます。例えば、インプラントを
挿入した後の検査では、アーチファクトが当然気になると思いますが、腹部
領域であれば、アーチファクトが気になる症例はさほどありません。また、
造影剤低減に関しては、ダイナミック検査、1相だけ撮影する検査など様々
ですが、診断に関して困ることはありませんでした。血管の描出や腫瘍系
の病変の検出能など、肝細胞癌、膵癌、肝胆膵領域いずれにおいても問題
ありませんでした。

Dual EnergyもLow kVと同様の役割を果たせますが、Low kVに取り
組んだ理由は？
髙橋 先生 いろいろ理由はありますが、ルーチンの造影検査やCTAでは
検査の目的が明確です。画質を上げたり、造影剤を低減したり、はっきりと
した目的がある場合は、シンプルに取り組んだほうがよいと思いLow kVを
選択しました。管電圧を変更することで期待できるコントラストの上昇は
分かっていますので、検査のワークフローを考えても、Low kVの方が非常
にシンプルだと思います。

甲田 先生 全例で造影剤を低減しようと思うと、特に、肝臓のように低コン
トラストの評価が必要となる領域ではノイズが多くなることが、読影の際に
ストレスになると考えていました。やはり、ノイズが少ない画像のほうが、
読影する人間にとってはストレスが少ないのは確かです。その点で、経験的
にもLow kVのほうがDual Energyよりもノイズが少なく、幅広く体格の
大きな患者まで対応できました。全例となると、追加の画像処理が必要ない
Low kVの方が適していると思います。

髙橋 先生 平衡相のように、いわゆる造影効果が弱まってきたタイミング
で造影効果を底上げするといういう意味で、Dual Energyを後期相に使うの
は意味があるとも思います。ただ、解析のために複数の画像を作る必要が
ありますし、造影効果を上げるという明確な目的がある場合には、素直に
Low kVで撮ったほうがいいと思います。むしろビームハードニングの抑制
など、仮想単色X線画像で中～高エネルギーの画像も見たいし、造影剤の
コントラストも必要というような、まさに腎臓の排泄相のようなシチュエー
ションでは、Dual Energyが適していると思われます。

甲田 先生 大幅に造影剤を減らそうとすると、管電流の出力が不足する
CT装置ではDual Energyを選択するしかないと思いますが、一般的に仮想
単色X線画像では、ノイズだけでなく、ノイズ低減処理に伴う油絵のような
画質の違和感が課題に挙げられるとも思います。肝臓、膵臓などの低コント
ラスト領域の診断においては少し違和感を覚えてしまうことがあり、造影剤
を低減にするという目的を考えれば、Dual Energyの仮想単色X線画像
よりも、Low kVを使うほうがワークフローの面からも、読影のストレスの
面からもよいと思いました。

Low kV撮影をルーチン化する上で、気を付けたことはありますか？
甲田 先生 Low kVの適用については、被ばくを下げるのか、造影剤を
減らすのか、画質を向上させるのか目的を明確にして、まずは主眼をどこ
に置くかを考える必要があります。我々の施設では基本的にすべての造影
検査を造影剤半量で300mgl/kgにして行っていますが、膵・胆道系の
疾患については通常量の600mgI/kgを使って造影コントラストを上げた
検査も行っています。どうしてもCTはMRIに比べてコントラストの面で劣り
ますので、造影コントラストが不足する領域ではコントラストを上げて、膵臓
の濃染を強くすることで、腫瘍とのコントラストを向上させます。また、小児
の撮影については必ずしも low kVにこだわっていません。被ばく低減に
特化するのであれば、Tin filterの機能もいいかと思います。

髙橋 先生 運用面で一番気を付けなければいけないのは、造影剤濃度だと
思います。これまで、120kVを前提として300mgIや350mgI、370mgIの
造影剤を使うことが主流だったと思いますが、Low kVにおいては、もう少し
薄い造影剤のほうが運用しやすいと思います。また、デュアルヘッドイン
ジェクターを用いて造影剤と生理的食塩水を混合注入することで、減量し
たい程度にあわせた濃度に造影剤を調節でき、注入速度やボリュームを
これまでと全く同じようにできるメリットがあります。

甲田 先生 Low kVでは脂肪がより黒く写りますので、脂肪が関係する
病変のコントラストが上昇して画像診断上、評価しやすくなることがあります。
一方で、腹部のように脂肪が混ざった領域を読影する場合には、ウィンドウ
レベルの設定に気を付ける必要があるかもしれませんが、実際はCARE 

kVによって、機械が自動的にウィンドウ調整をしていますので特に問題と
なりません。個人の好みと合致しないときは、ある程度調整しなおす場合も
ありますが、これは造影剤を低減したからではなく、通常の検査でもある
ことですね。

髙橋 先生 造影剤低減に関して、私たちは造影剤量を減らしましたが、
ボリュームは減らしませんでした。つまり低濃度の造影剤を使うことで
ボリュームは減らさず、今までと同じ注入時間で、同様の注入速度で注入
しました。そうすることで、注入速度が下がりすぎないようにして、これまで
経験として理解している範囲内の循環動態で検査できるように注意してい
ました。ルーチンの造影検査の場合には、生理食塩水の後押しをしない
ことが多いと思いますが、あまりにもゆっくり注入すると、上腕などの静脈
に造影剤が残ってしまい、本来注入したはずの造影効果が得られないこと
も起こり得ますから、それは避けたほうがいいとも考えています。

管電圧の選択をサポートするCARE kVの使用感はいかがでしたか？
髙橋 先生 ずっとSiemens HealthineersのCT装置を使っていましたので、
他のメーカーの装置を使用したときはショッキングで、こんなにも管電圧の
設定が大変なのだと実感しました。CARE kVは、実際の検査において、撮影
範囲を設定した時点で最適な管電圧が設定されます。また、検査によっては
管電圧をケース・バイ・ケースにその場で調整したいことがありますが、
CARE kVはそのような状況も想定されており、必要なときにパッと管電圧
を変更することができます。管電圧の変更に伴う管電流の調整は、ノイズ
レベルを含めてCNRを基準として自動調整が行われますので、精度も
含めて、装置側で何ら問題ない撮影条件となるよう調節されていました。
各メーカーからは、CARE kVと同様に管電圧の変更をサポートする機能

が用意されていますが、装置によっては、管電圧の変更に対する管電流の
調整や IRの強度の設定などが複雑な場合があり、最初から特定の低管
電圧で撮影することを想定したプロトコルを用意しておかないと、期待した
効果が得られないことが多いと感じています。画質の低下や、かえって
被ばくを増やしてしまう恐れもあり、運用的には、それぞれのメーカーの
特徴を理解して設定しないといけないと思います。
管電流の出力が十分であることに加えて、Low kVでも小焦点でシャープ

な画像を安定して出せることなど、CARE kVだけでなく、X線管を含めた
自由度の高さが、装置側の性能として必要だと思いました。また、Low kV

撮影で管電流の出力が不足する装置では、ピッチを下げる必要があります。
ピッチを下げることで、撮影時間が思った以上に長くなることがありますし、
撮影時間が長くなることでX線管への負荷も掛かってしまうこともあります。
マルチフェーズのダイナミック検査では、以前Siemens Healthineersの
CT装置で実施していたことを試みようとしてできなかったことがあります。

Low kV画像において読影上注意すべき点はありますか？
髙橋 先生 管電圧が変わるとCT値が変わってしまうと言われますが、多く
の場合、読影は定性的な評価がほとんどで、CT値だけが影響する定量的な
読影は極めて少ないのが現状です。例えば、教科書的には、肝臓であれば
これ以上CT値が低かったら脂肪肝を疑いなさいとか、これ以上CT値が
高かったら鉄沈着を疑いなさいという数値はありますが、今は、それだけで
診断することが極めて少なくなってきています。

甲田 先生 腹部領域において、低コントラストを評価するには画像ノイズ
を低く抑えることが重要です。日本人の標準的な体格であれば、全く問題
ないのですが、経験的には80kgぐらいまでであれば70kVで十分で、画像
ノイズも気になりませんでした。

“Low kVを使って造影剤を
低減するほうがワークフローの
面からも、読影のストレスの
面からもよいと思いました。”
甲田 洋一 先生

“管電圧の変更は管電流の
最適化も含めてCARE kVが
自動調整していますので、
管電圧が変わることに対しての
心配はありませんでした。”
髙橋 哲 先生
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髙橋 先生 私がLow kVを適応したCTAや悪性腫瘍の評価を含めたルー
チンの造影検査は、定性的な読影が中心でした。CT値の定量的評価が
あまり必要でない領域になりますので、Low kVへの移行がスムーズに
できたとも考えています。基本的には、定性的な読影をする検査への適応
をベースに考えて、定量的にCT値で評価しなければいけない場合には、
Low kVの適応を考えなければならないと思います。

造影剤を減らしたことで副作用の発生頻度に影響はありましたか？
髙橋 先生 確認できるような副作用としては、神戸大学では放射線技師
の方々が副作用の記録をきちんと取ってくれていて、些細なくしゃみなど
を含めて正確に記録していました。興味深いことに、造影剤量を減らした
ほうが副作用は少なく、1年分ぐらいのデータではありましたが、統計学的
な有意差が出ていましたね。

甲田 先生 造影剤の副作用は注入レートが高いほど多いのではないかと
いう感覚を持っています。実際、注入レートを下げて検査をし始めてから、
副作用が減ったというのは実感として感じるところです。熱感など、注入
レートが低いほど、患者さんには優しいとも思います。

Dual Energyの使い方についての考えを聞かせてください
甲田 先生 Low kVとDual Energyは役割がオーバーラップする部分も
あると思いますが、我々の施設でルーチンとして全例実施しているのは
肺血栓塞栓症になります。中枢部に血栓がある場合は、Dual Energyでなく
とも通常の造影CTで分かりますが、末梢の血栓は造影CTではなかなか
分からないことがあります。その際、Dual Energyであれば Iodine mapと
して肺血流シンチグラフィーと同様の灌流情報が得られますので血流の
欠損像として塞栓を特定することができます。

髙橋 先生 私自身、Dual EnergyをLow kV撮影の代わりにするのは、
もったいないと思っています。定性的な読影を対象とするのであれば、また、
管電流の出力が十分でLow kVの撮影が満足にできるのであれば、造影剤
低減を含めてLow kVを使うべきだと考えています。Dual Energyは、ヨード
などを定量的に測るツールとして活用し、経過観察や治療効果判定などに
使っていきたいと思っています。

甲田 先生 まだ定量化まで取り組んでいないのですが、Dual Energyに
よる定量化は、例えば肺血栓塞栓症の重症度判断に活用できることが報告
されています。また、仮想的に非造影画像（VNC）を作成することができ
ますが、我々の施設では脳神経外科で血栓回収術後の評価に活用してい
ます。血栓回収術後の単純CTで脳実質やくも膜下腔に高吸収を認める
ことがありますが、Dual Energyで Iodine mapやVNCを作成することで
造影剤の漏出か出血かを明確に判断できます。出血の有無によっては、
術後の血圧コントロールや抗凝固薬の使い方にも影響しますので、臨床
的意義が非常に大きくなっています。

髙橋 先生 画像診断の観点からは、検査で得られるデータに基づいて
個別化された治療にも繋げてもらいたいと考えています。そのためには、
検査が標準化されて、信頼に足るものを安定して出せるようになるべきだと
思います。Dual Energyはあくまでも手段の一つではありますが、安定して、
再現性の高いデータが得られるようにすることが優先順位としては高いと
考えています。そして、そこで出てくる数字などの定量的な情報が個別の
性質を反映してくると思います。そういった意味ではDual Energyで撮影
することで、ヨード密度などのパラメータを得て、結果に基づいて個別化
された治療へ結びつけることや、さらには治療効果判定においても、薬剤
のレスポンスが良い、悪いなどを判断するツールとして使えるようになる
とよいと考えています。

Siemens Healthineersでは、Low kV撮影がもたらす臨床的価値を最大
化するための技術開発に取り組んでいます。その一つが新しいX線
管の開発であり、従来120kVで管電流がピークになる設計から、70kV

や80kVなどのより低い管電圧でも管電流が最大限出力できる構造に
改良が進んでいます。また、選択できる管電圧も10kV単位でコント
ロールできるようになり、従来 20kV単位で段階的に変更していた管
電圧をよりきめ細かく選択することが可能となっています。撮影スピード
が求められる検査から体格の大きい患者の撮影など、低い管電圧の適用
が困難となりやすい状況でも適切な低管電圧の設定が可能です。

一方で、Low kV撮影における管電圧の選択は、CT装置側の決定因子
だけでなく、被検者の体格や検査内容によっても調整されなければ
なりません。一般的に、ヨード系造影剤を用いるCT検査では、Low kV

を使用することでヨード – 組織間コントラストが増強されるため、その
コントラストの上昇を被ばく低減や造影剤の低減として還元することが
できます。しかし、Low kV撮影では画像ノイズの上昇を補う必要が
あり、目的に応じた管電流の調整が必要となります。造影剤の低減に
ついては、120kVを基準に考えると、管電圧を10kV下げることで10%

の造影コントラスト上昇に寄与することができるため、同一画像ノイズ
を担保することができれば、画質を損なうことなく造影剤を10%ずつ
低減することができます。そのため、90kVでは約30%の造影剤低減、
70kVでは最大50%の造影剤低減が可能とされています。

Siemens Heathineersでは、複雑に関係し合う管電圧と画質、管電流
の設定を最適化する機構としてCARE kVをCT装置に実装しています。
CARE kVは、画質をコントロールする指標としてヨードのCNRを採用

しており、管電圧を変更する前後でヨードのCNRが同等以上となること
を前提として管電圧の変更を行います。

CNRを一定にすることを考えた場合、より低い管電圧が選択される
ほど画像ノイズは大きくなります。CTAのようにヨードのCT値が十分
高く、画像ノイズが画像診断に影響しない検査ではCNRを一定にする
ことで診断能を損なうことなく大幅な被ばく低減が達成されます。
しかし、低コントラスト病変を診断しなければならない実質臓器の造影
検査や、造影剤の低減を目的とした造影検査においては大幅な画像
ノイズの上昇は許容することができません。そのため、CARE kVでは
CTAや実質臓器の造影検査、骨撮影、非造影検査などの異なる検査
タイプを用意して、検査目的ごとに画像ノイズの上昇を抑えた管電圧
の変更、および管電流の調整が行われるような異なる拘束条件を採用
しています。

つまり、CNRに加えて画像ノイズを管電圧最適化のパラメータに導入
することで、検査目的に応じた管電圧と管電流の調整が可能となって
います。また、ウィンドウレベルの最適化も変更となる管電圧に応じて
自動的に行われます。

CARE kVではCNRをベースに、画像ノイズまでも考慮に入れた管電圧
の最適化を図ることで、造影剤低減を含む、日常検査のあらゆる検査
目的に合わせた適切な撮影条件の設定が可能となっています。加えて、
Low kVでも管電流の出力が強化された X線管を採用したことに
よって、体格の大きな患者においてもLow kVの臨床的価値を最大限
に活用していただくことが可能です。

技術解説：CARE kV
Unlock the Potential of Low kV Imaging
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