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【はじめに】

　肺がんは、2012年には71,518人が死亡し、がん死の第1

位を占めています。早期の肺がん治療では手術が標準的な治

療法ですが、病理病期Ⅱ期およびⅢA期の患者さんでは、完

全切除が行われても5年生存率は約50%程度と予後不良で

す。

　術後補助化学療法は、長く試みられてきましたが、延命効

果が比較試験で示されるようになったのは21世紀に入って

からです。そうした結果をまとめた大規模比較試験のメタ解

析では、術後補助化学療法群が無治療群に比べて5年生存率

で5.4%の改善を認めています（図1）1）。つまり、術後化学

療法の恩恵を享受できるのは20名に1人という計算になり、

十分というには改善がまだまだ少なすぎます。

　肺がんの積極的な治療法として確立しているのは、手術、

放射線照射、化学療法の3つです。以前から、腫瘍免疫を賦

活化することで延命を図る免疫療法はいろいろな形で試みら

れてきましたが、有効な免疫療法はありませんでした。しか

し、腫瘍免疫学研究の進展を踏まえ、新たな研究が再び試み

られるようになっています。
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NKT細胞が他の免疫細胞を
活性化し、肺がん細胞を攻撃

NKT
NK T
がん

成分採血

患者末梢血
単核球細胞

点滴注射
IL-2とGM-CSF

αGalCer
αGalCerパルス抗原提示細胞

肺がん患者の静脈血から免疫細胞を取り出して、シャーレで培養し、
「アルファ・ガラクトシルセラミド」という生体内のNKT細胞を活性化
する物質（糖脂質）を取り込ませて、再び患者の体内に戻す。

図1　肺がん手術後の補助化学療法の延命効果（文献1） 図2　NKT免疫細胞療法

肺がん患者さんの静脈血から免疫細胞を取り出して、シャー
レで培養し「αGalCer」という生体内のNKT細胞を活性化す
る物質（糖脂質）を取り込ませて、再び患者さんの体内に戻す。
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【免疫療法】

　免疫を担当するTリンパ球の内、ナチュラルキラー T細胞

（NKT細胞）は細胞表面にT細胞レセプターとNK細胞レセ

プターをともに発現しているユニークな細胞です。NKT細胞

は糖脂質の1つであるα-Galactosylceramide（αGalCer）

を認識することで活性化し、迅速に大量のIFN-γとIL-4を産

生すると同時に、強力な細胞傷害活性を発揮します。こうし

た細胞障害性のTリンパ球を用いた免疫療法は多く研究され

てきましたが、臨床でその有効性が比較試験で示されたもの

はまだありません。

【NKT免疫細胞療法】

　今回、理化学研究所と国立病院機構との間で結ばれた包

括提携に基づき、千葉大学で臨床試験が行われてきた免疫

細胞治療2）の技術供与を受け、完全切除後の肺がん患者さん

で、NKT細胞を標的としたαGalCerによる賦活化免疫細胞

療法を計画し、国立病院機構の指定研究として本部総合研

究センターの指導・支援の下、2013年から名古屋医療セン

ターと九州がんセンターで比較第2相試験を開始しています

（図2）。

　対象は、病理病期	Ⅱ〜ⅢA期の完全切除非小細胞肺がん

で、標準的な術後補助化学療法が行われた75歳未満の患者

さんです（図3）。施設、Performance	Status、病期で層別

化し、無作為に免疫細胞治療群と無治療群とに割り付けを行

います。主要評価項目は2年無再発生存割合で、各群30例、

計60例の登録を予定しています（表）。

　この研究により、NKT細胞を標的とした免疫細胞療法の

臨床効果の有無を明らかにすることが期待できます（図4）。

【文献】

1）	Pignon	JP,	et	al.	J	Clin	Oncol	2008;	26:	3552-9.

2）	Motohashi	S,	et	al.	J	Immunol	2009;182:2492-501.

概要

目的

30例 30例

非小細胞肺癌完全切除症例の病理病気Ⅱ, 
ⅢA期で、シスプラチン＋ビノレルビンによる
術後補助療法後の症例

登録・ランダム割り付け

A群：NKT細胞療法群 B群：無治療群

非小細胞肺がん完全切除例で，病理病期Ⅱ-ⅢA期，シス
プラチン＋ビノレルビンによる術後補助療法後の患者さ
んにおいて，αGalCer-pulsed樹状細胞投与の有用性に
ついて非投与群との比較で検討する。

主要エンドポイント 割り付け後の2年無再発生存率

副次エンドポイント NKT細胞特異的免除反応
 有害事象と安全性の評価
 全生存率

1）組織学的に非小細胞肺がんの診断
2）肺門リンパ節郭清および縦隔リンパ節の郭清もしくは選

択的郭清を含む肺葉以上の切除が行われている
3）完全切除：断端陰性
4）病理病期ⅡA,ⅡB,ⅢA
5）20歳～74歳
6）再発を認めない
7）ECOG PS : 0～1
8）シスプラチン，ビノレルビン補助化学療法（3～4サイ

クル）が施行され，最終投与後４週以降かつ16週以内
9）主要臓器機能の保持

10）末梢血NKT細胞数が10個/mL以上
11）文書による同意

図3	 Ⅱ-ⅢA期非小細胞肺がん完全切除患者さんを対象とした
	 α	GalCer-pulsed	樹状細胞療法のランダム化第Ⅱ相試験

表　本臨床試験の対象

図4　患者さん募集のポスター
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【はじめに】
　病理標本のサンプリングにおいて等間隔にスライスする場
面は多くあります。たとえば乳癌、食道癌、胃癌、大腸癌では
病変を等間隔にスライスすることが「取り扱い規約」で推奨さ
れています。従来、この操作は通常の料理と同様にフリーハン
ドで行われてきました。そのため再現性、定量性が十分では
ありませんでした。この問題を解決するためにスライス補助器
具が開発されました（図1）。この器具は、等間隔に並んだ針
を対象に正確に刺入し、トリミングナイフの動く位置を決める
とともに、対象物を固定することができます（図2、3）。

●　スライス補助器具は、等間隔で同一方向に多数の針が伸
びる本体および針の安全で精密な抜き差しを可能にする針先
案内板からなります。針先案内板は、使用しないときの針先
保護だけでなく針の間隔が不規則になるのを防止し、針を対
象から確実安全に抜き去ることを容易にします。対象のサイ
ズに応じて単独で使うことも本体を連結して使うこともでき
ます。連結して使うときには針先案内板の針と針の間に記さ
れた番号を確認することにより正しい位置に刃物があるかど
うかを知ることができます。
	
●　使い方
1）		切り出し補助器具、トリミングナイフ、発泡スチロール板、
を用意します。

2）		連結棒止めねじをゆるめて病変サイズに合わせて本体の
幅を調整します。粘膜切除標本などはスライス補助器具1
本でも、きれいにスライスできます。

3）		針先案内板止めネジをゆるめて針先案内板を完全に下ろ
した状態で、対象物に針を刺し入れます。対象物からの抵
抗で針先案内板が押し上げられますが、針は対象物を貫い
て進みます。

4）		対象物に針が刺さり、さらに発泡スチロールに達したこと
を確認したら、針先案内板を引き上げて適当な位置で、針
先案内板止めねじで止めます。

5）		トリミングナイフを対応する針と針の間に差し入れて切
断し、これを繰り返します。

6）		ナイフによる切断が終了したら、止めネジをゆるめ、ハン
ドル操作で針先案内番を完全に下ろすことにより、対象物
から針を抜き去ります。針が抜けたら、針先案内板止めね
じを締め、針先を保護した状態にします。

謝辞：全割マシンの試作品製作にあたりフェザー安全剃刀に
ご協力いただきました。開発にあたりご協力いただいた病理
検査室の山下美奈技師、森谷鈴子先生、他のみなさんに感謝
いたします。

臨床研究センター紹介：
病理標本切り出し万能補助器具「全割マシン」の開発

病理診断研究室長　市原　周

図1　スライス補助器具の全景
特殊針の劣化を防止するため、発泡スチロール板（採血管など
の容器に使われているもので可）の使用が推奨されます。

図2　スライス補助器具の各パーツ
A.	針先案内板を降ろしたところ。
B.	C.針先案内板を上げたところ。　
D.	針先案内板を斜め前から見たところ。
E.	切り出し補助器具を横から見たところ。

図3　全割マシンを使った切り出しの実際
A.	スライスする組織に全割マシンをセットします。
B.	針と針の間にトリミングナイフをさしこみ、スライスします。
C.	7ミリ間隔でスライスしたところ。　　
D.	スライスした標本の割面の写真,	筋膜面はあらかじめ墨を塗
布してあります。

 

本体
 
体 針先案内板 

連結棒 

 

連結棒止めねじ 

針先案内板止めねじ

A

D E

B C

A

C

B

D



NMC Research No.56, 2013.11.1.

－4－

【はじめに】
　近年、小児がんのトータルケアの概念は診断、治療に加え
て心理的・社会的・経済的なサポート、長期のフォローアッ
プまでと考え、その子どもの家族のことまでをケアすること
とされています。小児がんに関わる家族全体への支援の必要
性とともに、日々のケアの中で家族と関わる看護師の役割の
重要性が示唆されています。

【目的】
　小児がん患児のきょうだいが経験した入院前後での生活の
変化をきょうだいの目線で明らかにし、事例の特徴と看護へ
の示唆について検討することを目的としました。

【方法】
　患児の初回入院を学童期に経験し、かつ現在14歳以上で
あるきょうだい二人を対象に半構造化面接を行いました。面
接は事前質問紙への回答を基に実施し、承諾の下録音しまし
た。終了後逐語録に起こし、質的に分析しました。研究の実
施にあたり倫理委員会の審査・承認を受けました。

【結果と考察】（表参照）
　Bronfenbrennerのモデルを参考に生活を家庭・学校・
病院の三側面に分類しました。《家庭での生活》では、両事
例共付き添いによる母親の不在、それに伴う生活環境の変化
を認識し、主な世話人は祖母でした。睡眠、食事等に関する
精神的な影響は感じていませんでした。事例Aでは家族員
同士の関係が比較的均等で、家族全体としての体験の語りが

多くありました。そのため、状況や役割の変化が起きても、
きょうだい自身それに適応できていました。事例Bでは、親
の期待に応えたい思いが強く、世話人であった祖母との間に
役割をめぐる葛藤が生じていました。患児の辛い様子を自ら
の最も辛い体験と述べたことも特徴でした。親がきょうだい
と過ごす時間を大切にしていたこと、きょうだい自身も両親
の配慮に気づいていたことは、両事例に共通して大切なこと
でした。また、辛い体験の中でも、楽しいと感じる時間を家
族と共有することが重要でした。《学校での生活》では、両
事例共親が学校に状況を知らせており、学校側もそれに応じ
た配慮をしていました。学校生活や先生・友人との関係への
影響は特に感じていませんでした。《新たに加わった病院と
の関係》では、両親や患児が病院との密な関係を築く中、き
ょうだいにとってはそれが難しかったようです。病院内での
母や患児の生活の様子が分からず、きょうだい達は不満や孤
独感を抱いていました。これは、家族間のコミュニケーショ
ンが良好であるからこその困難や障壁とも考えられました。

【最後に】
　きょうだいの捉える価値という視点できょうだいを支援す
るには、きょうだいにとって大切なことは何かを知ることが
重要でした。医療者自身がきょうだいにとっての障壁の原因
とならないよう、きょうだいがどのように闘病生活に参加し
たいと考えているかを知り、関係を築きやすい雰囲気を作る
など医療者の態度が重要でした。

調査当時のジェノグラム

事例A 事例B

当時の年齢 Aさん9歳（小学校4年生） Bさん12歳（小学校6年生）
付き添い態勢 母がほぼ24時間患児に付き添い 母がほぼ24時間患児に付き添い
当時の生活場所 祖父母宅（自宅近く） 自宅
当時の主な世話人 祖母 祖母
告知の有無 有（発症直後） 有（発症直後）
病院からの距離 車で約2時間 車で約40分
患児の病名 慢性骨髄性白血病 急性骨髄性白血病
入院期間 約1年 約半年
面接時間 25分 65分

西5階病棟小児看護専門看護師　森　阿紀子

研究紹介：
小児がん患児のきょうだいが経験した入院前後での生活の変化

表　対象の属性

	 Aさん（高1）	 患児（小6） 	 姉	 Bさん	 患児（ダウン症）
	 （23歳）	 （大学2年）	 （小5）
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【はじめに】
　東6病棟は耳鼻咽喉科・歯科口腔外科・眼科・腎臓内科・
膠原病内科の混合病棟で、1年目から20年以上の経験年数の
看護師が従事しています。日常生活動作（ADL）は比較的自
立されていますが退院後も長期的な自己管理が必要となる患
者さんが多くおられます。
　耳鼻咽喉科・口腔外科の悪性腫瘍の場合、気管切開や胃瘻・
胃管を挿入したまま退院される患者さんも多くいらっしゃい
ます。自宅退院の場合、自分で吸引や栄養注入を行う必要が
あり退院指導等の調整を行っていますが、手技が未熟である、
問題が起きた時の対処法の知識が不十分である等で退院後す
ぐに再入院というケースも少なくありません。退院指導につ
いてはプライマリー看護師が中心となり日々の援助として手
技の指導を行っていますがその方法については看護師個人の
能力に頼っている現状があります。また、高齢化が進んでい
る現代において退院調整が困難となる場合もあります。
　今回、退院指導・調整を充実させ、帰宅後生じる問題や不
安等の軽減を図れるよう、看護師の退院調整に対する意識調
査を実施しました。

【方法】
　東6病棟看護師22人に対し、日頃どのような視点で退院
支援を実施しているか、自由記載方式による調査を実施しま
した。質問内容は以下の通りです。
①患者さんの問題・課題の把握②退院調整を始めるタイミン
グ③退院調整時、気をつけている事④退院調整を進めるのに
有効と考える事

【結果】
　退院支援が必要な患者さんは、退院後に医療処置が必要な
人やADLが低下した人、高齢、独居などで家族介護がない
人等の意見が多くありました（図1）。退院調整に入るタイミ
ングについては、退院が決まってからや処置が必要であると
わかった時、家族の理解度に合わせて、入院時からなど意見
は様々でした（図2）。介入時に気を付けていることは、本人
や家族の受け入れ、意向などを重要視しており、早い段階か
ら情報収集をするという答えがありました（図3）。しかし、
経済状況の情報については意識が低い事が分かりました。退
院調整を行う上で有効なものとして看護師間だけでなく他職
種とのカンファレンスを行うという回答がありました。また
統一した指導を行うためにプライマリー看護師の存在やパン
フレットの使用も有効と答えています。

【おわりに】
　看護師間で、どの患者さんに介入が必要かの認識は共有で
きていました。今回の調査により看護師の経験、知識の差か
ら介入方法や時期にばらつきがあることがわかりました。し
かし早い段階からの情報収集をすることで、本人だけでなく
家族の意識や介護力について知ることが重要だと考えている
こともわかりました。また、ほとんどの看護師が患者さんの
問題点などについて情報を共有する必要性を感じています。
その為、カンファレンスを行う時期（入院時、1週間後等）を
標準化することでスタッフ間の情報共有もでき、退院調整の
介入時期にばらつきをなくしていけると考えます。退院指導
の方法についても既存のパンフレットの見直しを行うととも
に気管切開、胃瘻・胃管の管理方法のパンフレットの充実を
図り、患者さん・家族の不安や負担の軽減を目指していきた
いと考えています。
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経済的問題

介護力の不安

住環境の問題

医療処置が必要
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研究紹介：
退院支援が必要となる患者さんへの看護師の意識調査

東6階病棟副看護師長　牧田　幹奈

図1	 当病棟看護師が患者・家族から情報
	 収集している退院に係る問題・課題

図2　退院支援の介入のタイミング 図3	 退院調整を行う上で
	 大切にしている事
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【はじめに】

臨床研究に関する倫理指針（平成20年7月31日全部改正）

では、「研究者等は、臨床研究の実施に先立ち、臨床研究に

関する倫理その他必要な知識についての講習等必要な教育を

受けなければならない」とあります。当院では臨床研究の質

の向上のための教育活動を行っていますが、その中の一つ「臨

床研究に関する講習会」についてご紹介します。

【臨床研究に関する講習会】

　「臨床研究に関する講習会」（以下、講習会）は、平成25

年6月より院内の研究者育成、研究計画立案の支援を目的に

開始されました。講師は現在、生物統計研究室の嘉田晃子先

生、臨床疫学研究室の齋藤明子先生が担当しています。多忙

な日常業務の中でも受講しやすくする為、各診療科・部門単

位で実施し、カンファレンスや勉強会の時間を活用して行っ

ています。内容は「臨床研究における統計解析」について20

分の講義の後、講師と自由なテーマでディスカッションする

約60分間の講習会です。また、希望があれば後日、解決で

きなかった疑問への対応や研究計画のアドバイス等も行って

います。

【開催事例1】（参加者：麻酔科医師6名　時間：講義20分

+ディスカッション50分）	

講習会開催前に気管・気管支ステント留置術における麻酔

管理の方法についての研究計画書案が提出されており、症例

数の設定等について相談の希望がありました。症例数につい

て議論を進めるうちに評価項目についても再検討されまし

た。この研究については院内の症例データを確認しその後に

詳細な研究計画を立案することとなりました。

【開催事例2】（参加者：歯科医師5名　時間：講義20分+

ディスカッション20分）	

臨床研究に関する講義は何度か受講しているが、具体的に

何から取りかかれば良いのか分からないので教えてほしいと

いう希望でしたが、20分の講義をきっかけに現在の臨床現

場で感じている疑問等について意見が出され、研究テーマと

なり得るものは何か、先行研究や標準治療等のディスカッシ

ョンをしました。講習会終了時には、薬剤による顎骨壊死の

発生リスク把握の観察研究につながる可能性についてまで議

論が進みました。また、研究実施に際して他科との連携が大

切である事も確認されました。

【開催事例3】（参加者：栄養士10名　時間：講義25分+デ

ィスカッション30分）

栄養指導のコントロールをどのように評価するのがよい

か、よく使われる統計手法は何か、統計の学習方法等の質問

がありました。研究目的を明確にしてから適切なデザインや

統計手法を選択することの重要性や、興味ある論文で使用さ

れている統計方法を参考に学ぶ事、論文の検索方法等の説明

がありました。また、日常業務の中でどのようなデータを取

り扱う事が多いのかという視点から研究に繋がりそうな要素

について話し合いました。

【おわりに】

臨床研究に関する講習会は各診療科や部門別に少人数で開

催していますので、講義の他、講師とのディスカッションが、

研究実施に関する個別の問題に対応する有効な時間として活

用されています。臨床研究に関する講習会の開催を希望され

る方は臨床研究支援室までお問い合わせください。

臨床研究支援室　中村　和美

臨床研究に関する講習会

講習会風景
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【はじめに】
手術支援ロボットda	Vinci	Surgical	System	（da	Vinci）
は米国Intuitive社によって1999年に市場に導入された手
術支援ロボットで、米国では同ロボットを用いた前立腺全摘
除術は2001年にFDAに承認され、2003年にMenonらに
よって確立された術式として報告されています。その後急
速に米国内において広がり、2008年には前立腺全摘除術の
80%以上がda	Vinciを用いて行われるようになりました。
我が国では、da	Vinciが2009年11月18日に薬事承認され、
2012年4月に保険収載され、2012年7月現在の時点で日本
国内では52台が導入され、急速に普及が進んでいます。

【ロボット支援手術の利点】
当院では、従来の開放手術（小切開前立腺全摘除術）を基
本として治療をすすめてまいりました。	従来の腹腔鏡下前
立腺全摘術手術は狭い術野での縫合操作など高度な腹腔鏡の
技術を必要とし、癌制御、尿禁制、勃起能維持の点でも小切
開手術と大差がなく施行しておりませんでしたが、da	Vinci
を用いた手術はそれと比較し、利点は、①3次元の視野から
得られる安定した立体的感覚と正確な位置の認識、②直感的
な鉗子操作とモーションスケーリング機能や手ぶれ防止機能
から得られる迅速で繊細な操作にあります。これにより腹腔
鏡下根治的前立腺摘除術、開放手術である根治的前立腺摘除
術、いずれの方法からの移行にせよ、操作性、視認性が優位
であり繊細な縫合、吻合、再建操作が可能となりました。ま
た、手術を担当する医師はサージョンコンソールと呼ばれる
機械に座り、患者さんに触れずに遠隔操作によって手術が行
われるのもダヴィンチ手術の大きな特長です。患者さんに触
れることがないため、術着なしでの手術が可能です。またこ
れまでは医師が無理な体勢を強いられたり、立ったまま長時
間の手術が行われてきました。そうした医師の肉体的な負担
も軽減できます。加えて手ぶれを防止し、突発的な動きを制
御する機能が医師のメンタルをサポートするため、術者にか
かるストレスが軽減され、より確実な手術を行えます。この
ため患者さんに提供する医療技術としてまた今後の外科系手
術（泌尿器科：腎部分切除、膀胱全摘術・婦人科：子宮摘除・
胸部外科：肺　縦隔　胸腺摘除・外科：胃切、低位前方切除
術など）においてこの手術支援ロボットda	Vinciは必要不可
欠なものになると考えられます。

【ロボット支援手術の欠点】
第一には触覚の欠如です。強い力が加わり組織がひきちぎ
られることや、鉗子同士が当たったときには予想以上の力が
鉗子に加えられることに注意を要します。第二に特有の合併
症（頭低位30度の体位や気腹圧によるもの：虚血性視神経
障害、上腕神経麻痺、尺骨神経麻痺、大腿皮神経麻痺、喉頭
浮腫）の存在、第三にやはりコストです。高額な本体価格に
加え維持費、消耗品費用が掛かります。しかし術中、術後の
合併症率は開放手術や腹腔鏡手術に比べて高くなく、出血量
や尿失禁などは有意に低く、今後、他外科分野でも導入され
ていく将来性や病院のセンター化には必要なシステムと考え
られます。

【おわりに】
2013年11月に当院にda	Vinciが導入されロボット支援
手術が稼働予定ですが、最先端の技術を用いて安全性を確保
しつつ、繊細な手術操作を可能にして「手術の質」の向上に
寄与することが期待されます。当院での診療はこれからです
が、海外の動向を見る限り、泌尿器科における前立腺や腎臓
の手術、婦人科における子宮の手術、消化器一般外科におけ
る大腸の手術など多くの手術がda	Vinciを用いて行われる
ようになるでしょう。

泌尿器科医長　木村　恭祐

ロボット支援手術：ダヴィンチ導入に関して

図　Da	Vinci	S	Surgical	System	（da	Vinci）
　　左から、サージョンコンソール、ペイシェントカート、
　　ビジョンカート
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【はじめに】
当院に2013年5月放射線新棟の開設とともに新たにCT装
置が導入されました（図1）。この装置は320列の検出器を持
つ最新のCT装置で、最大の特徴は16cmの撮影範囲を最短
0.275secで撮影できるという点であり、あらゆる検査に対応
できる装置です。この装置の画像再構成方法は従来の検出器
で得られたデータを逆投影して画像再構成するfiltered	back	
projection（FBP）とは異なり、Single	photon	emission	
computed	tomography（SPECT）などに使用されている
反復計算により画素値を決める逐次近似法を応用した独自の
Adaptive	Iterative	Dose	Reduction	3D	（AIDR3D）を採
用しています。

【目的】
FBPで得られた画像とAIDR3Dで得られた画像の物理的
評価を行い、画質と被ばくの両側面から評価する。

【方法】
①			CT性能評価ファントム（Catphan	CTP700）を使用し
臨床で使用する撮影条件で撮影しFBPとAIDR3Dの
weak,	mild,	standard,	strongで画像を再構成する。

②			各再構成画像の高コントラスト分解能を評価する
Modulation	transfer	function	（MTF）を測定する。

③			各再構成画像の低コントラスト分解能を評価する
Contrast	to	noise	ratio	（CNR）を測定し、照射線量を
比較する。

（結果）
10%MTFはFBP、AIDR3Dのweak、mildについてほと
んど差がありませんでした。CNRはFBPとWeakにほとん
ど差はありませんでしたが、mild,	standard,	storongは大
幅に低値でした。照射線量はFBPと比較するとweak	25%,	
mild	50%,	standard	75%,	strong	75%減でした（図2）。

【考察】
胸部領域などの高コントラスト組織の撮影では、MTFの
値にほとんど差がないため、AIDR3Dのmildを使用するこ
とにより従来の画質とほぼ変化はないが線量は約50%低減
することができました。腹部領域などの低コントラスト組織
の撮影では、CNRの結果より、線量は約25%低減すること
ができました。

今回の実験により画質を担保しつつも被ばく線量を下げる
ことができましたが、画質に影響する因子は画像再構成方法
だけではないため他の因子も評価していく必要があります。

【まとめ】
CTに限らず、あらゆる放射線診断画像は線量を高くすれ
ば良い画像が得られます。しかし、被ばくの観点からも、い
かに低線量で良い画像を得るかが永遠の課題です。今後も画
質を評価し適切な線量で良い画像を提供して少しでも放射線
診断に貢献できればと考えています。

▪編集後記▪　巻頭は中核病院の記念シンポジウムから、当院で現在進行中のNKT細胞療法について寄稿頂きました。その他も
様々な分野から興味深い内容の原稿をお寄せ頂きました。是非ご一読下さい。	 （文責：服部浩佳）

研究紹介：
逐次近似法を応用したCT画像再構成方法の基礎的検討

放射線科　堀川　良太

図1　2013年5月に導入されたAqilion	One

図2　画質評価ファントムによる高コントラスト分解能の比較
逐次近似法を応用した画像再構成では従来法と比べ約50％の照
射線量で同等の分解能が得られる。


