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要旨 

本研究の目的は，CT 値のエネルギー依存性を忠実に模擬する物質等価ファントムを開発し，そ

の精度を検証することである．ファントムの開発は（株）京都科学と共同で行った．エネルギー依

存性の異なる複数の物質を混練し，水や軟部組織(肝臓)，ヨード造影剤(造影血管)に対応した

ファントムをそれぞれ作成した．これらのファントムの精度を検証するためdual energy撮影を行い，

仮想単色X線画像(40～180 keV)によりCT値変化を評価した．同様に，臨床画像データを用い

て，肝臓や造影血管との比較を行った．水等価ファントムは，水との最大 CT 値偏差が 0.4 HU と

優れた特性を示した．軟部組織や造影血管ファントムも臨床データの CT 値変化率とほぼ同等

であった．このファントム物質を用いることで CT 用の模擬人体ファントム作成や，タスクベースの

空間分解能評価等が可能となる． 

 

Ⅰ．緒言 

 近年，CT 撮影において従来の 120 kV とは異なるエネルギーが用いられる場合があり，CT 値の変化に

伴い，画質特性が変化する．低管電圧撮影では実効エネルギーがヨードの K 吸収端に近づくためコント

ラストの増強効果が得られ，dual Energy 撮影では X 線の単色化計算など様々なアプリケーションの利用

が可能となる．このようなエネルギーを変化させた撮影の画質計測や精度管理において人体内の物質と

同等の CT 値変化を示すファントム（組織等価ファントム）が必要となるが．市販されている組織等価ファン

トムの多くは人体組織のエネルギーによる CT 値変化に等価となっていない．放射線治療に用いられる水

等価ファントムである CIRS 社の Plastic Water では診断領域の特に低エネルギーにおいて CT 値が水と

乖離し，軟部組織等価ファントムとして市販されている SZ-50((株)京都科学)は肝実質のCT 値変化と明ら

かに異なる挙動を示すことが予備実験において確認された．そこで，エネルギー依存性の異なる複数の

物質を混練し，その割合を変化させることにより X 線エネルギーを変化させた際に特定の物質と等価の

CT 値を示すファントムを(株)京都科学と共同で開発した．本研究では，対象物質として，水，軟部組織

(肝臓)，造影血管について作成し，これらのファントムについて CT 値の X 線エネルギー依存性を計測し，

その精度を検証した． 



 

Ⅱ．方法 

(1) ファントムの作成依頼 

図 1 に示すように，管電圧が増加した際に CT 値が増加する物質と CT 値が減少する物質を適切な

割合で混練することで，任意の CT 値変化示す物質を作成すことが可能である．このアイディアを

（株）京都科学に提案し，水，軟部組織（肝実質），造影血管を模擬したファントムの試作品を作成し

た．なお，造影血管等価ファントムは水等価ファントムに造影剤の成分を混練することで作成し，CT

の造影検査における動脈相を想定した 13mgI と平衡相を想定した 2mgI の二種類を用意した． 

 

図 1 ファントムの作成原理 

(2) データ取得 

1. 20cm 径の円柱状容器を水で満たし，容器内部に各ファントムを固定した． 

2. 64 列マルチスライス CT SOMATOM Definition Flash にて以下に示す条件で single energy と

dual energy で撮影を行った． 

• Single energy : 管電圧=120 kV（実効エネルギー=59.0 keV），CTDIvol =20mGy 

• Dual energy : 管電圧=80 kV 及び Sn フィルタ付加 140 kV，CTDIvol =20mGy 

3. Dual energy 撮影画像から仮想単色 X 線画像を 40 – 180 keV で再構成した． 

4. 画像上でファントムと水に同一サイズの関心領域（region of interest: ROI）を設定し，手順3で取

得した各画像についてROI内の平均CT値を求めた．その後，ファントムの平均CT値から水の

平均 CT 値を減算することでバックグラウンド補正を行い，この値を測定値とした． 



 

(3) 測定 

• 水等価ファントム 

水の CT 値である 0 HU と測定した CT 値の偏差を算出した． 

• 軟部組織等価ファントム 

Dual energy撮影が行われた患者 14 名の造影 CT 画像において図 2 のように目視にて血管などの構

造物がない場所に ROI を設定した．14 名分の CT 値を平均し，これを臨床データとした．この臨床デ

ータとファントムの X 線エネルギー依存性を比較した． 

• 造影血管等価ファントム 

Dual energy にて造影 CT 検査が行われた患者 3 名の CT 画像において図 3 のように，左腎動脈起

始レベルの大動脈に ROI を設定した．3 名分の CT 値を平均し，臨床データとした．ヨードを含む測

定対象ではその含有量によって CT 値が著しく変化する．そのため，70 keV の仮想単色 X 線画像上

で得られた CT 値を基準とした比率を算出し，CT 値変化の精度を検証した．  

 

 

図 3 左腎動脈起始レベルの大動脈に設定した ROI 

 

図 2 肝実質に設定した ROI 



 

Ⅲ．結果 

• 水等価ファントム 

図 4 に水等価ファントムの CT 値変化を示す．測定の結果，水等価ファントムは水の CT 値との最大偏差

が 0.4HU であった．図 5には各エネルギーにおける水等価ファントムの CT画像を示す．水中に固定した

ファントムがほとんど視認できなかった．しかし，WL = 0，WW = 20 程度に設定すると図 6 に示すようにフ

ァントム表面が白く縁取りされたように浮かび上がった．実際に CT 値を測定したところファントム表面の

CT 値が上昇していることが確認された． 

 

図 4 水等価ファントムのエネルギーによる CT 値変化 

 

 

図 5 各エネルギーにおける水等価ファントムの画像(WW:400 WL:40) 

     

 

 

 

 

 

 



 

  図 6 水等価ファントム辺縁の CT 値上昇 (WW = 20, WL = 0) 

 

• 軟部組織等価ファントム 

図 7 に軟部組織等価ファントムと肝実質の CT 値変化を示す．両者の CT 値変化はほぼ一致していた． 

図 7 軟部組織等価ファントムと肝実質の CT 値変化 

 

 

 

 

• 造影血管等価ファントム 

図 8 に造影血管等価ファントムの CT 値変化と臨床データを示す．造影血管ファントムの CT 値は臨床

画像データに沿ったエネルギー変化を示した． 

 

 

 



         図 8 造影血管等価ファントムの CT 値変化と臨床データ 

 

図 9，図 10 に 70 keV を基準とした CT 値の変化率のグラフを示す．4 つのグラフは概ね一致していたが，

動脈相と 2mgI ファントムの CT 値変化率がやや異なっていた． 

 
図 9 CT 値比(40 keV-70 keV)   図 10 CT 値比(70 keV-170 keV) 

 

Ⅳ．考察 

 結果から，水等価ファントムは 0.4HU 以内の優れた特性を示した．しかし，WL を 0，WW を 20 程度に

設定すると，ファントム表面においてCT 値が上昇していることが確認された．これはファントムの作成過程

において型から抜き出す際に表面が変性したためであると考えられた．今後，直径20 cmや30 cmの大き

さで水等価ファントムを作成するにあたり，全ボリュームで均一であることが求められることからその精度向

上が検討課題である．  

軟部組織および造影血管等価も臨床データと一致した優れたエネルギー特性を示した．これは造影

血管等価ファントムのベースとなっている水等価ファントムの精度が高いことが寄与したものと考えられる．

一方，2mgI ファントムでは臨床画像に対して，高エネルギー領域で精度がやや低下した．これは実際の

造影血管が血液との混合であるのに対し，このファントムが水等価物質との混合である点で異なることや，

人体とファントムの大きさが異なり，ビームハードニングの程度が異なることが原因として考えられた．しか

し，各ファントムの X線エネルギー依存性は対象物質とほぼ一致しており，この点において従来品に比べ

利点があるといえる．また，このファントムは樹脂であるため，様々な大きさに整形することが可能であり，



すでに脳血管や腹部を模して整形したファントムが試作されている．さらに，人体の CT 値の X 線エネル

ギー特性を忠実に再現した状態での画質計測が可能で，タスクベースの空間分解能測定に利用可能で

ある．散乱線特性の評価を行なっていないため，その検討が今後必要である． 

 

Ⅴ．結語 

 複数の物質を混練することで，幅広いエネルギー領域において，水，軟部組織，造影血管と等価なエ

ネルギー依存性を示すファントムを作成することができた．本ファントム物質はエネルギー依存性を考慮し

た画質測定や諸解析に利用可能であり，その有用性が期待される． 
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