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読者の質問とそれに対する回答 

 

① T1WIで凝固壊死が高信号にみえるとのことですが、リピオドール沈着と

の区別はできますか（区別する必要性がないのかもしれませんが）。 

 

解答：inphase においてはおそらくできません。Opposed phase ではもし

かしたらですが、出来るのかもしれません。 

でも、基本的には区別の必要ありません。なぜなら、リピオドールが十分入っ

ている部分が凝固壊死だからです。ある意味ナンセンスですよね。 

 

ただ、それでは話は終わってしまいます。 

たとえば、こんな話があります。ＣＴ上リピオドールが集積していても実はそこ

は壊死してはいない？という疑いです。リピオドール集積部分はダイナミック造影

ＣＴで評価できない（強い高吸収域なので濃染の有無がわからない）から、

Gd-DTPAによるダイナミック造影で真の意味の多血性部分が消失したか否か

をみると言う考え方です。MRIのCTに対する造影ダイナミックでのVaibility
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評価の優位性を語った論文がIto Kら 1、Kubota ら 2、そして最近では

2010年にKloeckner R 3らも明確にTACE後の評価にはMDCTはリピオド

ールが邪魔となっているためMRIのダイナミック造影に劣っているといったのものが

でています。そういう観点からは“CTのリピオドール集積だけでは信用が出来な

い“と言う事になります。 

一方、inphase, opposed phase での評価の話に戻すと、inphase で

高信号を示す部位が凝固壊死に相当ということ、これはダイナミックがあくまでで

きない場合の簡便な凝固壊死を見る手段ととらえておいた方がいいでしょう。で

も、この方法で簡便に凝固壊死をみようとした場合、もしInphase ではなく

Opposed phase で凝固壊死の部分を見ようとすると、リピオドールの集積の

度合いによっては油が反映されて、低信号となり、その部分はあたかも生きてい

る部分のように見えてしまいます。T1WI 上低信号に見えると言うのは

viability （凝固壊死していない）を示唆する可能性があるからです。なので、

                                                 
1 Ito K, Honjo K, Fujita T, et al. Therapeutic efficacy of transcatheter arterial chemoembolization 

for hepatocellular carcinoma: MRI and pathology. J Comput Assist Tomogr. 1995 

Mar-Apr;19(2):198-203. 
2 Kubota K, Hisa N, Nishikawa T, et al. Evaluation of hepatocellular carcinoma after treatment with 

transcatheter arterial chemoembolization: comparison of Lipiodol-CT, power Doppler sonography, 

and dynamic MRI.Abdom Imaging. 2001 Mar-Apr;26(2):184-90. 
3 Kloeckner R, Otto G, Biesterfeld S, et al. MDCT versus MRI assessment of tumor response after 

transarterial chemoembolization for the treatment of hepatocellular carcinoma. Cardiovasc 

Intervent Radiol. 2010 Jun;33(3):532-40. doi: 10.1007/s00270-009-9728-y. Epub 2009 Oct 22. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7890841


Copyright（c）2014 medicaldirect.jp All rights reserved.  3 
 

inphase で見た時の高信号部分を凝固壊死の部分と簡便に判断した方が

いいと言うわけなのです。ただし、これについては論文が見つからず、実は正確

ではありません（音声では言及していませんが）。中国語の文献ですが、

Pubmed に掲載されているので引用すると、Liuらの病理との対比によれば

T1WIの高信号は凝固壊死もあるが、Viable tumorのこともあると述べら

れ 4、T2WIでの低信号は凝固壊死所見として信頼でき、Viability評価には

ダイナミック造影早期相での濃染が信頼できると述べています。また、Yanらは

T1WIでの高信号は、出血かViable tumor(腫瘍残存)を意味し、T2WIで

の低信号は凝固壊死に一致と述べています。同時にダイナミック早期相での濃

染がViable tumorを意味すると言っています 5。つまり、これらの論文から

T2WI 上の低信号化とダイナミック造影早期での濃染の有無が治療後の

viabilityを見るのに使われ、凝固壊死だけでなく、viable tumor の存在を

意味する可能性のあるT1WI での高信号という所見は腫瘍壊死を意味する

ことに使われていません。 

                                                 
4 Liu R, Wang JH, Zhou KR, et al. A comparative study of MRI manifestations and pathological 

changes in hepatocellular carcinoma treated by transcatheter arterial chemoembolization with 

lipiodol. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Oct;13(10):754-8. 
5 Yan FH, Zhou KR, Cheng JM, et al. Role and limitation of FMPSPGR dynamic contrast scanning 

in the follow-up of patients with hepatocellular carcinoma treated by TACE. World J 

Gastroenterol. 2002 Aug;8(4):658-62. 
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T1WI inphase, opposed phase の話に戻すと、リピオドールが腫瘍の

１スライスの１ピクセル内に多量に含まれている場合は、おそらく opposed 

phase で低信号とならないでしょう（つまり油だらけなら、水がないので高信

号のまま）。でも 1ピクセル内の 50%がリピオドールでそれ以外は水というか残

存腫瘍だった場合、opposed phase で低信号となる可能性があります。だ

とすると、不十分なリピオドール集積の部分は opposed phase で低信号と

なり、そこは不十分なリピオドール集積と言えなくもありませんが、今のとこそれを

スタディした論文は知りません。つまり、リピオドールの集積程度（CT での）と

inphase で高信号に見えているけれど、実はそんなにリピオドールがあまり集

積していなくて、opposed phase で低信号となってしまうものは何かという論

文です。このスタディがもしあれば、inphase で真っ白で一見凝固壊死に見え

るけれど、opposed phase で低信号に見えたところはリピオドールという油分

が十分でない部分を意味するという事を言えるのかもしれません。しかし、

TACE を行うと凝固壊死のみならず、出血も腫瘍内に生じるために、実は非

常に複雑な話になります。 

話を簡単にするために、inphase で白かったら凝固壊死、また、T1WI FS 

でも同じことを言えて、それでも白かったらやはり凝固壊死という簡単な解釈の

方が我々は日常診断をやっていくことが出来る（読影も複雑過ぎない）のか
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もしれません。ただ、繰り返しになりますが、すでに述べた論文によれば非造影

のみしかできない状況下では、T1WIでの高信号ではviable tumor もありえ、

T2WIで低信号かどうかが凝固壊死判定には重要という事です。そしてダイナミ

ック造影が出来ていれば、サブトラクションもやって 6、造影部分だけを抽出する

と言う感じです。 

 質問に対する答えるとすると、opposed phase で低信号部分がリピオドー

ルの集積が不十分であり、その部分は同時に凝固壊死が悪い という論文ス

タディが出れば、凝固壊死部分とリピオドール集積が不十分部分
．．．．．

とは分けられ

るのかもしれませんが、そんなスタディは調べた限りはありませんでした。リピオドー

ルが十二分に集積している部分と凝固壊死は恐らくイコールが予測されるので、

それは区別できないだろう ということになります。 

 

もう一度まとめると基本的には TACE後の腫瘍の壊死の評価にはダイナミッ

ク造影 MRI の早期相での濃染の有無が最も信頼できる（濃染なければ

viability無し）。もし、造影が出来ない場合は、T2WI での低信号が凝固

壊死部分（Viability無しに相当）と判断する。実は、T1WI での高信号

                                                 
6 Yu JS, Kim YH, Rofsky NM. Dynamic subtraction magnetic resonance imaging of cirrhotic liver: 
assessment of high signal intensity lesions on nonenhanced T1-weighted images.  J Comput 
Assist Tomogr. 2005 Jan-Feb;29(1):51-8. 
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（文献的には inphase, opposed phaseではなく Spin echo法）は、凝

固壊死もあるが出血もあるし、腫瘍残存部分も含んでいるのであくまで簡易

的な方法である。Kubota ら 2によれば、Lipiodol-CT, パワードプラー超音

波、ダイナミック造影MRIの正診率比較では、ダイナミック造影MRIが最も優

れていた、Kloeckner ら 3の Lipiodol-TACE後の腫瘍の viability評価に

おけるMDCTとMRIとの比較でも、Lipiodol の影響を受けないMRIの方が

勝っていたという。 

 

② MRIの多血性血管腫の delayed wash out signは EOB-プリモビ

スト特有のものなのでしょうか。それともGd-MRIや造影 CTでもみられ

る所見なのでしょうか。 

 

解答： 

これはEOB特有のものです。韓国のDooらが 2009年にAJRに報告されて

います 7。通常のダイナミック造影MRIでは造影剤は肝細胞内には入らないた

め、肝実質の造影効果は門脈相（肝実質相）をピークとして徐々に肝実質

                                                 
7 Doo KW, Lee CH, Choi JW, et al. “Pseudo washout” sign in high-flow hepatic hemangioma on 

gadoxetic acid contrast-enhanced MRI mimicking hypervascular turmor. AJR 2009; 193: 490-496 
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濃染していくのに対して、血管腫は逆に造影剤が血管腫の血管内にプーリング

したままになるので、平衡相では肝実質と同等かそれ以上の濃染を示します。

しかし、EOB-MRIでは造影剤の約 40-50%は肝細胞そのものに特異的に

取り込まれるため、通常のGd-DTPAで平衡相と言われるような造影剤投与

後 3分のところで撮影すると、背景肝の濃染が強すぎて、相対的に血管腫の

濃染の方が低く見える現象です。あくまで、相対的であって、血管腫自身の動

態が変化しているわけではなく、通常の典型的血管腫であれば、濃染は持続

していて、あくまで肝実質に比較して低信号に見えると言うものです。これが、

pseudo つまり偽のwashout sign と呼称する理由です。なので、3分で評

価するより 2分のところで評価するほうがいいのかもしれません。2分のところで

あれば、wash out にはならないと思われますが、論文は調べた限りありません。

Dooらによれば、このpseudo washout sign は多血性の血管腫に生じる

だろうと言われています。多血性というのは早期相で一気に全体が濃染してし

まう血管腫で、Kato ら 8によれば 15mm以下の血管腫の29%に見られると

言われます。通常のGd-DTPAによるダイナミック造影であれば、濃染持続する

所見から鑑別は容易なのですが、EOB-MRIで 3分のところで背景肝より低

                                                 
8 Kato H, Kanematsu M, Matsuo M, et al. Atypically enhancing hepatic cavernous hemangiomas: 

high-spatial-resolution gadolinium-enhanced triphasic dynamic gradient-recalled-echo imaging 

findings. Eur Radiol. 2001;11(12):2510-5. Epub 2001 Sep 7. 
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信号に見えてしまった場合、HCCとの鑑別が非常に問題となるために、わざわ

ざ彼らは論文を書いたわけです。おまけに血管腫もHCCも肝細胞相で低信号

であり、拡散強調像も高信号ですからpseudo washout signがあると厄

介なことになります。Kato らによれば血管腫は濃染パターンは様々でも幸い

98%の病変はT2WIでかなり高信号（moderately to very high signal 

intensity ）を示す 8ために鑑別は可能です。また、ADC map でも高信号

となるでしょう（b=1000 で良性悪性のカットオフ値は

1.63x10-3mm2/s）9。 

 

③ 造影 dynamic studyでは早期動脈相は上記の多血性血管腫の区

別に役に立つということでした。通常のHCCスクリーニングでは単純＋造

影 3相で施行している施設が多いと思いますが、早期動脈相を付加し

造影を 4相をルーチンで撮像する方がよろしいでしょうか。 

 

解答： 

                                                 
9 Erturk SM, Ichikawa T, Sano K, et al. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging for 

characterization of focal liver masses: impact of parallel imaging (SENSE) and b value. 

J Comput Assist Tomogr. 2008 Nov-Dec;32(6):865-71. doi: 10.1097/RCT.0b013e3181591cf2. 
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ダイナミック造影の早期相を 2相とっている理由は主に 2 つあります。一つは

保険的な意味合いで、もう一つはコロナ濃染が見えたらいいなという意味です。

まず、第一番目についてですが、もし、1相しか動脈相というか早期相を取らな

かった場合にそれが最もHCCが濃染するタイミングに一致しなければアウトとい

う事になってしまいます。それだけは避けたいわけです。なので、2相を連続で一

回の呼吸停止下にとってしまって、どちらかに最適タイミングが来ればOKという

考え方です 10。しかし、２回撮ると言う事は呼吸停止が長くなるので、おのずと

後半の 2 回目の画像は常に呼吸停止不良のリスクにさらされています。しかし、

EOB-MRI導入初期の頃にスマートプレップというタイミングをMRI機種自体が

判断して、自動で撮像を開始する撮像テクニックを導入してからは、大体が 1

相目でHCCの最適タイミングにあたることが殆どとなりました。このHCCが描出さ

れる最適タイミングというのは、実際は画像で言うと門脈がよく染まって来ていて、

肝静脈が濃染していない状態です。この状態であれば、背景肝はほとんど濃

染がなく、HCCのみが多血性腫瘍として描出されます。そのグッドタイミングにす

るのがオートスキャンであり、この手法を使う限りは大体1相目で当たるようにな

                                                 
10 Akai H,  Kiryu S, Takao H, et al. Efficacy of double-arterial phase gadolinium ethoxybenzyl 

diethylenetriamine pentaacetic acid-enhanced liver magnetic resonance imaging compared 

with double-arterial phase multi-detector row helical computed tomography. J Comput Assist 

Tomogr. 2009 Nov-Dec;33(6):887-92. doi: 10.1097/RCT.0b013e3181a1ca7e. 
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ったと言うわけです。ちなみに、注入スピードは 1ml/s あるいは 2ml/s 程度

でいいと思います。 

２番目の理由であるコロナ濃染ですが、もともとはUedaら 11がCTHA（血

管造影下CT）を用いたHCCの多段階発育の研究がオリジナルです。一連の

研究によると造影剤は腫瘍実質に流入し、腫瘍全体が濃染、その後腫瘍実

質濃染が次第に減弱するとともに周辺に微小な門脈枝が描出され、周辺肝

実質が濃染する。中心部の腫瘍濃染が低下し、周辺の濃染が残っている状

態をコロナ濃染と呼称されています。このコロナ濃染は腫瘍からの門脈末梢を

介する流出血流と考えられています。 出現タイミングは腫瘍が濃染した直後

です（平衡相で出現する被膜濃染とは異なります）。この所見により、他の

多血性腫瘍たとえばFNH(focal nodular hyperplasia: 限局性結節性

過形成)や偽病変との鑑別に使えます。2相とる理由は主に以上の2つですが、

最大の理由は最初の（保険的理由）になります。 

ダイナミック造影で HCC を他の腫瘤と鑑別するために必須の相というのがあ

ります。それは、単純、早期相（これは純粋な動脈相より遅い相）、平衡相

です。典型的には単純 CT で低吸収域、早期相で濃染し、平衡相で wash 

out されるものです。これにさらに動脈のみが描出される動脈相を加えるとした
                                                 
11 Ueda K, Matsui O, Kawamori Y, et al. Hypervascular hepatocellular carcinoma: evaluation of 
hemodynamics with dynamic CT during hepatic arteriography. Radiology. 1998 Jan;206(1):161-6. 
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ら、それは動脈のヴァリエーションや HCC の支配血管を見たいためです。ただ、

HCC が最もよく濃染する相では動脈もある程度描出されているので、腫瘍の

血管支配を簡易的に見ることはできます。 

ここで注意点として、時々単純 CT を省略してしまう施設があるのですが、こ

れは絶対にやめるべきです。とくに治療をした後リピオドール集積や RFAなどで

画像が修飾されてしまい、HCCが濃染されたのかリピオドールが残存しているの

か出血なのかがわからなくなってしまうからです。現状 CT でのサブトラクションは

行われないので（そういう技術があるのかどうか？ 文献的には別のパソコンソ

フトを使ってというのは報告されていますが、ルーチン機種には私が知る限りは

搭載されていません）、視覚的に単純 CT と造影ダイナミックの早期相とを見

比べて判断することになるからです。 

鈴木先生からの追加質問：PACSでは通常 2面の縦型モニターで 1面を

4 分割して合計 8 枚にすることが多く、前回と今回の状態を比較する際、もし、

単純 CT を含めて 5相の CT を取ってしまうと溢れてしまいます。その場合、6

分割にするべきなのか、4分割で見るべきなのか、もし後者の場合どの画像を

選択するべきでしょうか？ちなみにここで言う 5相とは、単純 CT, 動脈相を 2

相とる、門脈相、平衡相の 5相です。 
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解答：あくまで私の考えですが、動脈のみが写っている動脈相は入れず、単

純 CT、HCC が最もよく染まるタイミングの早期相、門脈相、平衡相の 4 つで

す。純粋な動脈のみが濃染している動脈相は血管構築を見るためなので、

HCC治療後の変化を見る際には必ずしもいりません。後で単独で比較しても

いいでしょう。ちなみに当施設では被爆のことを考えて手術や TACE前にどうし

ても必要という時以外動脈のみの相は撮っていません。 

 

④ 血管腫では ADCは高信号だと思いますが、血管腫、早期～多血性

HCCの ADC値がどの程度であるか示している文献があればご教授よ

ろしくお願い致します。 

 

解答： 

Erturk ら 9によれば、b=1,000 で 2.17±1.1 x 10-3mm2/s, HCC

は、1.09±0.3 x 10-3mm2/s, 転移は、1.38±0.37 x 10-3mm2/s 

と言われています。それによれば、カットオフ値を 1.63 x 10-3mm2/s とする

と良悪性の判定は感度95.2%、特異度91.0%が達成できると言われま

す。さらに血管腫と転移だけの話に絞れば、1.45 までカットオフ値を低くす

ると、感度は 90.5%に下がるものの特異度は 93.7%とやや上がります。 
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このErturk らの論文では拡散強調の度合いを表すb値というものを比

較しています。b値というのは拡散係数のことで、簡単にいうとb値が高けれ

ば高いほどより拡散強調しているし、低いほど拡散以外の要素である例え

ば、血流の影響が入ってきます。ですから、出来るだけ他の要素を入れずに

拡散のみを強調していきたいならばb値を上げることが必要です（b=0 が

全く拡散度がない状態、b=800～1,000は腹部では高いb値と一般に

言われます）。しかし、b値を上げると画像がゆがんでくると言う欠点があり

ました。なので、10年前までは腹部に用いる場合やむなくb値を下げ、例え

ばb=50, b=400やb=500程度を使用していました。このあたりのb値で

あれば画像がさほどゆがまないと言うわけです。しかし、拡散強調像の

b=500 あたりを用いると嚢胞の多くが残存してしまって、たくさんの病変を

拾い上げてしまう欠点がありました（感度は上がるが、特異度がかなり低く

なる）。なので、私は 2000年頃のSENSE12 *の登場のころから

b=1,000を用いることにしていました。SENSEを使えば、画像はさほどゆが

                                                 
12 Kurihara Y, Yakushiji YK, Tani I, et al. Coil sensitivity encoding in MR imaging: advantages and 

disadvantages in clinical practice. AJR Am J Roentgenol. 2002 May;178(5):1087-91. 

*SENSE とはいわゆるparallel imagingのうちのPhilips 社の製品名であるが、登場当初は最初に普及したせいか一

般名のように扱われていた。要は撮像時間を半分に短縮する技術であり、GE社では ASSET, シーメンス社は GRAPPA、

東芝社は、Speeder と呼称している。原理は他書にゆずるが、時間短縮、空気、動き等のアーチファクト軽減により拡散

強調像の画質が格段に向上し、高 b値の腹部MRIのルーチン化に成功した。 
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まないからです。なので、SENSE登場後にb=500 を選んでスタディしてい

る論文はことごとく無視してきました（ひどいときはSENSEを使っているのに

b=500 でスタディしている論文もあったのです）。そんなときこのErturk ら

の胸のすくような論文が登場したんです。小躍りして共感したものです。この

論文ではb=400, 1,000, それぞれのSENSEのあるなしでスタディした結

果、SENSEありのb=1,000 が最も診断能が高かったと言うものです。その

中で、前述のようにADC値を提示され、良悪性の判断のカットオフ値も示

して下さったわけです。 

 さて、多血性の HCC と血管腫を分ける手立ては、T2WI で中等度から

強い高信号であること、ADC値が高いか否か、そしてダイナミック造影パター

ンです。ただ拡散強調を撮像しただけでは多血性の HCC も血管腫も高信

号を示してしまうので、ADC map を技師さんにルーチンで作成してもらうの

がいいと思います。結節があった場合にのみ作成すると決めてしまうと、判断

という時間がかかってしまうので逆に時間がかかります。ルーチン化すれば、

技師さんにとっても考えずにできるので慣れてくれば処理スピードは上がりま

す。 

 一方、早期高分化型肝癌の画像ですが、通常は、EOB-MRI の肝細

胞相で低信号となるものの、T1WI、T2WI で等信号となってしまい、拡
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散強調像で等信号と考えられ、ADC値も周囲肝とは差を生じないでしょ

う。 

 ここで注意なんですが、2011年にLeeらの論文(彼らの拡散強調像は

b=1,000まで行きませんが、高めの800を使用)で高分化型肝癌と良性

の肝結節の鑑別に重要な所見が肝細胞相低信号、拡散強調高信号と

言うのがあります 13。もし、この論文を抄録のみ読んだ先生がいらっしゃると

大変な勘違いを生じます。この文献では高分化は高分化でも多血性の高

分化型肝癌が殆どで、T2WIでも高信号を示している、言ってみれば、臨

床的には進行癌の範疇に入るものが殆どなんです（46結節中44結節が

多血性で、35結節がT2WIで高信号）。この文献での高分化型は乏血

性の高分化型肝癌いわゆるearly HCCをほとんど含んでいないわけです。

つまり、言いたいのは、この論文の抄録だけを読んで、乏血性の早期高分

化型肝癌は拡散強調で高信号であると勘違いしないで頂きたいと言う事

です。おそらく、乏血性の早期高分化型肝癌は拡散強調像では等信号、

T1WIもT2WIも等信号の可能性があります。脂肪を含んでいれば、

T1WIやT2WI（脂肪抑制無しで撮影した場合）で高信号となりうるか
                                                 
13  Lee MH, Kim SH, Park MJ, et al. Gadoxetic acid-enhanced hepatobiliary phase MRI and 

high-b-value diffusion-weighted imaging to distinguish well-differentiated hepatocellular 

carcinomas from benign nodules in patients with chronic liver disease. AJR Am J Roentgenol. 2011 

Nov;197(5):W868-75. doi: 10.2214/AJR.10.6237. 
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もしれません。注意してください。ただ、乏血性の早期高分化型肝癌の

ADC値の論文を私は見つけられていません。 

早期高分化型肝癌と血管腫が鑑別の土俵に上がるとしたら、後者が乏

血性の血管腫の表情を見せていた場合です。Kato ら 8によれば血管腫

の 6%程度いると言われています。その場合早期高分化型肝癌もダイナミ

ック造影で濃染せず  鑑別出来ない訳です。もちろん肝細胞相ではいず

れも低信号ですから鑑別は困難です。やはり、T2WI で血管腫が中等度

から強い高信号、ADC map で高信号を示すことが鑑別点でしょう。拡散

強調像はややこしくなるから言いたくないのですが、血管腫で高信号、早期

高分化型肝癌は等信号となるでしょうからこの 2 つだけを分けるという観点

なら使えるのかもしれません。 


