
第39回CT画像研究会 Q&A回答 

～ 心臓CT検査について ～ 

平成25年11月2日（土） 



Questions 

Q1. 心臓CT検査の施設運用について 

  Q1-1. 医師に提示している画像処理の種類は？ 

  Q1-2. 時間外で撮影していますか？ 

  Q1-3. ポジショニングの工夫はなにかしているか？ 

  Q1-4. 画像処理（VR, CPR, MIP）の画像処理時間は？ 

  Q1-5. 心臓＋大動脈，心臓＋下肢動脈の撮影方法は？ 

  Q1-6. 不整脈や造影不良で再撮影するかどうか？ 

  Q1-7. 放射線技師による読影補助は行っているか？ 

上記の質問に関しては，各施設の使用装置，人員環境によって

様々であるため，5施設の運用状況をアンケートさせて頂きました． 



仕様装置 
平均検査件数 
（件／月） 

病床数（床） 

施設A 
TOSHIBA 

Aquilion 64 
60 380 

施設B 
TOSHIBA 

Aquilion ONE(320) 
75 850 

施設C 
TOSHIBA 

Aquilion CX(64) 
100 350 

施設D 
SIEMENS 

Sensation 64 
50 300 

施設E 
PHILIPS 

Brilliance iCT(256) 
200 300 

Q1. 心臓CT検査の施設運用について 

アンケート実施施設 



Q1-1. 医師に提示している画像処理の種類は？ 

【質問】 

 当院では、心臓ドックや外来ルーチン、当直帯、時間外でも同

じ画像処理をしています。特に救急や時間外で最低いるべき画

像処理の種類を教えていただきたいです。（現在提供している

処理はＶＲの3軸回転、MIPの3軸回転、左右冠動脈＝右

4AV4PDまでの2本CPRとLADとLCXの2本の計4本のCPRです。） 

 診療時間外（当直，休日）での撮影はおこなっていますか？ 



VR 

maximum intensity projection: MIP 
volume rendering: VR 
curved multi planer reconstruction: CPR 

MIP CPR Thin MIP 

cross-section プラーク解析 心機能解析 カルシウムスコアリング 

Q1-1. 医師に提示している画像処理の種類は？ 



施設 

使用装置
（列数） 

月平均 
件数 

VR MIP CPR 
Thin 
MIP 

cross-
section
（病変部） 

プラーク 
解析 

心機能 
解析 

カルシウム 
スコアリング 

施設A 
T社(64) 

60 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ 

施設B 
T社(320) 

75 ×※1 ×※1 ○ ×※1 ×※1 ×※1 ×※1 ×※1 

施設C 
T社(64) 

100 ○ ○ ○ × × × ○ ○ 

施設D 
S社(64) 

50 ○ ○ ○ ○ ○ × × × 

施設E 
P社(256) 

200 ○ ×※2 ○ × ×※2 ×※2 ○ ○ 

※1 必要な画像は医師が作成 
※2 指示があれば作成 

Q1-1. 医師に提示している画像処理の種類は？ 



施設 

使用装置
（列数） 

月平均 
件数 

時間外実施 対応範囲 

施設A 
T社(64) 

60 
○ 

（オンコールで対応） 
通常同様の画像解析を施行 

施設B 
T社(320) 

75 × 

施設C 
T社(64) 

100 
△ 

（希に施行） 
VR, CPR のみ作成し，次の日に残りの画像を作成 

施設D 
S社(64) 

50 ○ 
CPR, Thin MIP のみ作成し，次の日に残りの画像
を作成 

施設E 
P社(256) 

200 
△ 

（撮影可能技師であれば） 
通常同様の画像解析を施行 

Q1-2. 時間外で撮影していますか？ 

時間外の対応であっても，CPR，VRは最低限作成している施設が

多いようです． 



Q1-3. ポジショニングの工夫はなにかしているか？ 

 ポジショニングの際に胸郭の抑制はどのようにしていますか？

強く固定しているとかそういった内容です． 

 患者のポジショニングについて工夫はありますか？ 

【質問】 



施設 

使用装置
（列数） 

月平均 
件数 

ポジショニング 腹部圧迫 工夫 

施設A 
T社(64) 

60 ○ ○ 寝台の高さのみを少し低めにする 

施設B 
T社(320) 

75 ○ × 
心臓がセンターになるように少し右に寄せ， 
寝台も少し低めにする 

施設C 
T社(64) 

100 × × 

施設D 
S社(64) 

50 ○ ○ 
心臓がセンターになるように少し右に寄せ， 
寝台も少し低めにする 

施設E 
P社(256) 

200 ○ ○ 
心臓がセンターになるように少し右に寄せ， 
寝台も少し低めにする 

Q1-3. ポジショニングの工夫はなにかしているか？ 



ポジショニングのポイント 

息を吸って吐いて固定を行う 
 
８割ぐらいの力で２名で固定を行う 

 
横隔膜上部あたりで固定を行う 

 
固定して心拍数が上がる場合緩める 

 
両手首もバンドで固定 

動かない重要性を十分伝える 
 
時間を伝える 
 
補助具を使用して負担の少ないように 

バンド固定のポイント 

※個々の患者さんに応じて負担の少ないように固定行う 



Q1-４ . 画像処理（VR, CPR, MIP）の画像処理時間は？ 

 幹事の皆様は画像処理にどれほど時間をかけておられます

か？？心臓の処理は凝りだすと止まらない為、ある程度の妥協

が必要と考えますが・・・当院では、excellent症例で２０分 自動

認識しないと４０分 バイパスで自動認識しないと一時間程度で

しょうか・・・必要最低画像の目安など教えてください。 

【質問】 



施設 

使用装置
（列数） 

月平均 
件数 

ノーマル症例 
高度石灰化、 

ステント、不整脈など 
CABG 

(coronary artery bypass graft) 

施設A 
T社(64) 

60 30 分 60 分 100 分 

施設B 
T社(320) 

75 30 分 30～60 分 60 分 

施設C 
T社(64) 

100 10～15 分 30～40 分 撮影なし 

施設D 
S社(64) 

50 20 分 30 分 30 分 

施設E 
P社(256) 

200 20 分 30～40 分 60 分 

※ 作成者の経験年数，解析処理技術により前後あり 

Q1-４ . 画像処理（VR, CPR, MIP）の画像処理時間は？ 



Q1-5. 心臓＋大動脈，心臓＋下肢動脈の撮影方法は？ 

 心臓＋大動脈 心臓＋ASO などの依頼は二回予約とってもらう

べきでしょうか？？ 個人的には３２０列なら可能だが、６４・８０列

程度の病院は、二回した方が無難なのかなと思っています。 

【質問】 



施設 

使用装置
（列数） 

月平均 
件数 

心臓 
＋大動脈 

心臓 
＋下肢動脈 

工夫 

施設A 
T社(64) 

60 同時 同時 
３相注入（①造影剤②造影剤＋生食の混合注入③生食） 

バリアブルピッチは、大動脈の撮影範囲（管球負荷）に制限
があるため、あまり使用しない 

施設B 
T社(320) 

75 同時 撮影しない バリアブルピッチで１回撮影を行っている 

施設C 
T社(64) 

100 後日 後日 

施設D 
S社(64) 

50 ２回撮影 
２回撮影 

（腎機能によ
り変更） 

心臓＋胸部大動脈：通常撮影で撮影範囲を広げる 
心臓＋全大動脈：残りの造影剤を使って2回撮影．ただし全
体で100mL以内に収める．                                                                     

心臓＋下肢動脈：腎機能低下症例は，心臓撮影を生食との
台形クロス注入で心臓を撮影し続けて下肢動脈を撮影．  

施設E 
P社(256) 

200 同時 同時 ３相注入（①造影剤②造影剤＋生食の混合注入③生食） 

Q1-5. 心臓＋大動脈，心臓＋下肢動脈の撮影方法は？ 



 注入条件    24.5mgI/kg/sec （上限：5.0ml/sec 下限 : 3.0ml/sec ）の場合 

     EX） 体重：43kg 高濃度造影剤350mgI 60ml 

3.0ml/sec 30ml 1.5ml/sec 30ml 

1.5ml/sec 30ml 3.0ml/sec 15ml 

造影剤 

生理食塩水 

造影剤 

生理食塩水 

10sec 20sec 5sec 

 施設A, E の例での造影剤注入方法 
  ３相注入（①造影剤②造影剤＋生食の混合注入③生食） 

Q1-5. 心臓＋大動脈，心臓＋下肢動脈の撮影方法は？ 



軽度の腎動脈狭窄 

Gating Helical scan 息止め 息止め解除 Helical scan 息止め 息止め解除 

Q1-5. 心臓＋大動脈，心臓＋下肢動脈の撮影方法は？ 

 施設A, E の例での撮影方法 
  ３相注入（①造影剤②造影剤＋生食の混合注入③生食） 



【質問】 

Q1-6. 不整脈や造影不良で再撮影するかどうか？ 

 不整脈や造影不良で再撮影をする場合の基準（例えば腎機能

など）何かありますか？ 



施設 

使用装置（列
数） 

月平均 
件数 

再撮影 

施設A 
T社(64) 

60 施行しない 
装置の不具合など当院が原因で画質劣化
となった場合は、再撮影を施行する 

施設B 
T社(320) 

75 施行しない 

施設C 
T社(64) 

100 施行しない 

施設D 
S社(64) 

50 施行しない 
フラクショナルドーズ法を用いてからは造
影不良はほとんどない 

施設E 
P社(256) 

200 施行しない 
装置の不具合など当院が原因で画質劣化
となった場合は、再撮影を施行する 

Q1-6. 不整脈や造影不良で再撮影するかどうか？ 



【質問】 

Q1-7.放射線技師による読影補助は行っているか？ 

 幹事の皆様の読影補助体系を教えてください。当院では技師が撮影条件

などを含めた一時保存をし、循環器医師に確定して頂いております。また、

今後もとめられる読影補助業務に関しての取組を教えてください。 

 撮影からは離れてしまいますが、レポートについてお伺いしたいです。当

院では技師が読影補助し循環器医とディスカッションし確定していくという

流れで行なっております。今後検査数も増やす予定なのですが、循環器

医とのディスカッションの時間も限られており、この方法ではレポート作成

が追いつきそうにありません。この機会に他施設様の現状をお聞かせい

ただけたらありがたいです。 



施設 

使用装置
（列数） 

月平均 
件数 

読影補助 

施設A 
T社(64) 

60 ○ 

心臓CTに関するデータベース（ファイルメーカー）にて撮影条件や撮影
時の注意事項などを記録してる 
同ファイルに各血管における狭窄率や石灰化情報、プラークのCT値
などを入力してる 

施設B 
T社(320) 

75 × 

施設C 
T社(64) 

100 × 病変部など口頭で伝えている 

施設D 
S社(64) 

50 ○ 

電子カルテ上に技師レポートという形式で行っている 
撮影時の状況（息止め不良）やフェーズ合わせ（拡張期or収縮期な
ど）についての説明と，病変についてのレポートを作成している 

施設E 
P社(256) 

200 ○ 
心臓CT，心臓カテーテル検査に関するデータベース（ファイルメー
カー）にて撮影条件や撮影時の状況などを記録してる 
同ファイルに各血管における狭窄率、その他病変などを入力してる 

Q1-7.放射線技師による読影補助は行っているか？ 



Questions 

Q2. 逐次近似応用再構成法の使用方法について 

 逐次近似はどれくらいの強度でかけてられますか？？かけすぎると３

Dが歪むという研究発表もありましたが、やはり被曝低減重視で強くか

けていいのでしょうか？？当院ではAIDR-STRONGかけてしまっていま

すが・・・ 

【質問】 



Q2. 逐次近似応用再構成法の使用方法について 

画質の向上と被ばく線量低減を両立させる手法として逐次近似
画像再構成，(iterative reconstruction: IR) あるいは逐次近似技術
を応用した画像再構成法が臨床に応用されている1,2,3． 

1. Okumura M, Ota T, Tsukagoshi S, et al. New method of evaluating edge-preserving adaptive filters for computed tomography (CT): digital phantom 
method. Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi 2006; 62(7): 971-978. 

2. Sagara Y, Hara AK, Pavlicek W, et al. Abdominal CT: comparison of low-dose CT with adaptive statistical iterative reconstruction and routine-dose CT 
with filtered back projection in 53 patients. AJR Am J Roentgenol 2010; 195(3): 713-719. 

3. Gervaise A, Osemont B, Lecocq S, et al. CT image quality improvement using adaptive iterative dose reduction with wide-volume acquisition on 320-
detector CT. Eur Radiol 2012; 22(2): 295-301. 

Method Vender Strength 

AIDR3D TOSHIBA WEAK, MILD, STANDARD , STRONG  

SAFIRE SIEMENS Strength 1-5 

iDose4 PHILIPS Level 1-6 

ASiR GE Percentage 10-100% 

様々な種類の逐次近似応用再構成法 



Q2. 逐次近似応用再構成法の使用方法について 

直径1.5ｍｍの模擬血管ファントムでの評価では，FBP画像と比較し血管描出能
の低下を認めない設定条件は，用いたIRの最も弱いレベルである L1であり，そ
の時の線量低減率は約20 ％であった． 

井上 健，市川勝弘，原 孝則，瓜倉厚志，星野貴志，三浦洋平，寺川彰一，宇都文昭． 
模擬血管ファントムを用いた心臓CTにおける逐次近似画像再構成法の血管描出能の検討．
日放技学誌2012; 68(12): 1631-1636 

星野貴志，市川勝弘，寺川彰一，勝眞康行，藤村一郎，上田祐二，三浦洋平，西村健司．
逐次近似再構成法が三次元CT画像の形状再現性に与える影響．日放技学誌2012; 68(12): 
1624-1630. 

逐次近似法を用いた際の血管描出能をファントム試験により検討した．
本研究の結果より，FBP画像と比較し血管描出能の低下を認めない設
定条件は，用いた逐次近似法の最も弱いレベルである L1であり，その
時の線量低減率は約20 ％であった． 

上記の論文では，逐次近似応用再構成により解像特性の劣化が生じることを述べて

いる．被ばく低減を目的に使用する場合には十分に検討して使用することが望ましい． 



Questions 

Q3.高度石灰化病変についての対応 

 単純（カルシウムスコア）を撮像して、石灰化が多いから造影はやめると
いった事はされているのでしょうか？？当院では、ベータブロッカー使って
しまっている患者には、石灰化が強いことが判明しても造影検査してしまっ
ていますが・・・ 
 

 石灰化病変部が多い場合。例えばステントと間違えるくらいの石灰化。そ
れが初めての検査ならば意味はあると思います。 

しかし、その患者が翌年同じ検査をする場合、それって意味があるのでしょ
うか？強くCTO病変が疑われる場合はそうでもないのでしょうが、どうでしょ

う？もし、あまり有効でないとした場合、そのラインはどこできめるのでしょう
か？よろしくお願いします。 

【質問】 



Q3.高度石灰化病変についての対応 

• 冠動脈カルシウムスコアが高い場合の制約 

著名な冠動脈石灰化が存在する場合に心臓ＣＴを施行すべきか否かは，
常に論争となっている． 

冠動脈石灰化の程度が高いほど，狭窄の診断が不可能になる可能性が
高くなり，同時に閉塞性冠動脈疾患を有する可能性も高くなる． 
 

• 「ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 Appropriate  
Use Criteria for  Cardiac  Computed Tomography」のなかでは，カルシウム
スコアが400以下の場合には冠動脈ＣＴを行うことは「適切（appropriate）」
であるが，401以上の場合には，「適切か判断できない（uncertain）」判定
となっている． 

  日本心臓ＣＴ研究会，冠動脈（心臓）ＣＴ検査のためのＳＣＣＴガイドラインより引用 

SCCTガイドラインにおいても，明確な判断は示されていないため， 

各施設において臨床医との協議が必要であると考えます． 



Q3.高度石灰化病変についての対応 

高清会高井病院 西田先生より提供 

高度石灰化病変に対する検査法として，アデノシン負荷によるPerfusin image 

MSCT Image and Data Analysis   

5min 

Plain CT imaging 

Measurement of Agtston score 

Adenosine Initiated 

MSCT imaging 

Adenosine Off 

Contrast media injection 

50-80 ml of contrast media (350mg/ml)  

24mgI/kg/sec during 12 seconds＋ 30ml saline 

＊＊＊高井病院の一例を紹介＊＊＊ 



base mid 

apex mid 
Perfusion images  

CAG  seg7 99%  

高清会高井病院 西田先生より提供 



CTOやMI患者などアンギオで役立つ画像処理や撮影

法はありますか？（MIPなど） 

Questions 

Q4.慢性完全閉塞病変で役立つ画像処理や撮影法 

【質問】 



 3DMAPは、全体像を把握でき、PCIのワーキングアングルと同じ角度で表示できる利点がある 

 形態評価がとても直感的で、バイファケーションの治療でも適切なアングルを提案出来る 

 側副血行路の描出に関しては、造影剤ヨード量を増加させると描出能は向上する．また、側副血

行路の連続性は、CPR画像も作成して確認する 

北海道社会保険病院 山口 隆義先生より提供 

3DMAP 

Q4.慢性完全閉塞病変で役立つ画像処理や撮影法 



心臓ＣＴ撮影時に、何％以上の狭窄があれば心カテ

適応になるのでしょうか？ 

基準があれば教えてください。 

Questions 

Q5. 治療対象となる狭窄率は？ 

【質問】 



Q5. 治療対象となる狭窄率は？ 

日本心臓ＣＴ研究会，冠動脈（心臓）ＣＴ検査のためのＳＣＣＴガイドラインより引用 

一般的には，狭窄率75％以上を有意

狭窄として治療対象とするが，心臓ＣＴ

による狭窄度の定量的評価は，厳密な

狭窄度評価は行わないことが推奨され

ています． 



幹事の施設の撮影スタッフ数を教えてください。  

当院では、まだ経験が浅く、各部署が教育目的で複

数名で検査に取り組むため、入室後、患者が緊張し

てしまいます。  教育もしつつ患者にも優しい体制を

おしえてください。（一台しかCTがなく、検査はゆっくり

やってられない背景もありますが） 

Questions 

Q6. 検査時の撮影スタッフ数等の配置は？ 

【質問】 



Q6. 検査時の撮影スタッフ数等の配置は？ 

放射線技師は最低でも2名を配置している施設が多いようです． 

心臓ＣＴ検査は画像解析に人員が必要とされるため，複数人の配置が見ら

れます． 

特殊検査のため，専属のスタッフでローテーションさせているのも特徴です． 

検査時の撮影スタッフ数 専属のスタッフ数 



• ECG同期撮影が基本になりますが、波形によって正確にR

波をとらえられていないことが散見されます。そのような

場合を回避する対策としてどのようなことが望ましいので

しょうか？ 貼り付ける場所を変えるなど、どこにすれば

いいのでしょうか？ 

• 心電図をつける位置で工夫などあれば教えてください。 

Questions 

Q7. 心電図装着方法のポイント 

【質問】 



Q7. 心電図装着方法のポイント 

• 基盤の揺れやノイズが混じる場

合には，電極装着部をアルコー

ル綿などで拭く 

• 電極装着後に上肢拳上を行うよ

り，拳上後に装着したほうがノイ

ズの影響を受けにくい 

• 腕や腹部に貼ると筋電図が入り

やすい 

• 体格に応じて，電極の位置を調

節する 



コアベータを使用する目安を教えてください。 製薬メーカー

主催の勉強会にいくと、HRを下げれば下げるほどいい結果

が出ると、できるだけ使用するように言われますが・・・  ま

た、入院と外来で使用基準変えていますか 

Questions 

Q8. コアベータの使用法 

【質問】 



Q8. コアベータの使用法 

• 一般的に心臓ＣＴでは，拡張中期相で最適心位相を示す場合のほうが描出能
が高いとされている．よって，撮影時は70bpm以下に心拍数をコントロールす
ることが求められる． 

コアベータ使用の目安とし

て，可能な限り撮影心拍

数を70bpm以下にするこ

とがポイントです． 

• 装置の特性を理解して拡張中期で再構成される心拍数で撮影することが望ましい 



• 単純や息どめ練習中には異常がないのに、本番の撮影

に限って不整脈が出ることがよくあるのですが、そういっ

たことに対する工夫とかありますか？ 

• 不整脈・高心拍症例の撮像の工夫や、最適心拍の見つ

け方など幹事様の施設での工夫を教えてください。 

Questions 

Q9. 不整脈症例に対する撮影の工夫 

【質問】 



  

Q9. 不整脈症例に対する撮影の工夫 

不整脈に対して，心電図の編集を行うためには適切なヘリカルピッチ

（ビームピッチ）を選択しなければいけない 

高瀬クリニック 佐野先生より提供 



  

Q9. 不整脈症例に対する撮影の工夫 

最適なヘリカルピッチを設定することでデータ欠損を起こさずに不整脈
に対応可能となる．詳しくは，以下の論文を参考にしてください． 
松谷英幸, 佐野始也, 近藤武, 他．ECG–editの必要な不整脈例の心臓
MDCT撮影におけるヘリカルピッチ(HP)の最適化．日放技学誌2008; 
64(11): 1343-1351． 

高瀬クリニック 佐野先生より提供 



  

Q9. 不整脈症例に対する撮影の工夫 

  BP ≦[ (N-1) / N ] ×Trot / (Trr+ Tq) 
 
N: 検出器列数 
Trot: ガントリ回転時間(ms) 
Trr: 1心拍の時間（データ間隔時間：ms) 
Tq: ハーフスキャン時間(Trotの2/3ms) 

データ欠損を起こさないための限界ビームピッチ 

超実践マニュアル心臓CT．医療科学社より 



•  造影剤注入条件の決め方を教えてください。 当院では２
１ｍｇI/ｋｇ/ｓ で１１秒注入（バイパス症例で１３秒注入） 

で行っていますが、高心拍や不整脈症例は工夫した方が
綺麗にとれるのか教えてほしいです。（ちなみにEF解析は
エコーで判断されるためいりません） 

• 心不全など心機能低下を疑う症例に対して心臓CTをする

場合、撮影タイミングをどのように決定するか。テストイン
ジェクション法を用いる場合、TDCから撮影タイミングをど
う判断するのか 
 

Questions 

Q10. 造影剤注入条件について 

【質問】 



Q10. 造影剤注入条件について 

心機能低下症例，冠動脈バイパス術後に対する造影剤注入条件の決定について
は患者個体差や，使用する撮影装置に大きく影響されるため，一般的に必要とされ
る造影条件と注入法を紹介します． 

論文，著書より冠動脈描出(血管内腔・プラークの性状)に必要な造影効果(HU) 
 →冠動脈の至適CT値は250～300HU 
Becker C R,et al:Optimal contrast application for cardiac 4 detector  row computed tomograhy. Invest Radial. 38:690-694,2003 

 →50%以上の有意狭窄の診断精度は326HU以上の群において感度、特異度とも優れてい
た 
Cademartiri F,et al:Higher intracoronary attenuation improves diagnostic accuracy in MDCT coronary angiography. AJR Am Roentgenol 
187:W430-433,2006 

 →冠動脈末梢を描出し、石灰化と区別できるCT値は300～350HU 
Bae KT,et al:Contrast enhancement in CardioVascular MDCT:effect of body weight,height,body surface area,body mass index,and obesity.  
AJR Am J Roentgenol,190:777-784,2008. 

  →2mmの血管までを評価対象とする場合には、内腔のCT値が300HU以上で評価が可能 
医療科学社 超実践マニュアル 心臓CT 

 

冠動脈の目標CT値： 300～400HU 



Q10. 造影剤注入条件について 

 64列MDCT装置では，撮影時間が8～12秒程度なので， 

      240～350mgI/kgの造影剤を10～15秒程度で注入 

 造影持続時間を担保するために， 

      造影剤注入に続く生理食塩水の後押し注入も必須 

冠動脈の目標CT値を300～400HU程度とした場合 



ペースメーカの患者様の撮影や解析について教えてください 
 

Questions 

Q11. ペースメーカ植込み患者の撮影方法 

【質問】 



Q11. ペースメーカ植込み患者の撮影方法 

松谷英幸，佐野始也，近藤 武，他．ペースメーカ植込み患者における被ば
く低減を考慮した冠動脈 MDCT の撮影法．日放技学誌 2010; 66(1): 15-24. 

ペースメーカ植込み患者では，ときにペーシングリードアーチファクトによりRCA#1

の評価ができない場合があるが，ペースメーカ設定を工夫し，自己が出現する場
合は禁忌がない限りpropranololやverapamilなどを投与して自己を抑制し，High-
HP（BP）撮影とECG-dose modurationを併用することで，画質を低下させることなく，
被ばく低減と撮影時間短縮が可能であった． 

 当研究会の幹事数名に聞き取りをさせて頂きました 

ペースメーカ植込み患者の撮影方法，解析法に関して特別なことはしてお
らず，従来と同様の撮影条件を使用している． 

ペーシングリードアーチファクトによる画質低下が起こる可能性があることを
主治医に伝える． 

ペースメーカ植込み患者の撮影法に関する論文を紹介させて頂きます 


