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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部が注入手順のタイプに基づいて少なくとも注入手順の第１相のパラメー
タを決定するパラメータ生成システムを具え、該パラメータ生成システムは、少なくとも
一部が薬剤内の作用物質の濃度に基づいて、且つ、少なくとも一部が患者のパラメータに
依存しており、該患者のパラメータとともに変化する所定の関数Ｘに基づいて、患者に搬
送されるべき薬剤の量を決定し、該薬剤は、画像化手順に用いられる造影増強物質を含ん
でおり、患者のパラメータは、体重であり、Ｘは、体重の関数としてアルゴリズム又は表
で与えられており、
　注入手順の第１相で搬送される薬剤の量であるＶ１は、式
　Ｖ１＝体重×Ｘ×Ｙ
を用いて計算され、Ｙは薬剤中の造影強化物質の濃度の関数であり、第１相では薬剤のみ
が搬送される、システム。
【請求項２】
　Ｘはアルゴリズムから特定の患者の体重について決定される、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項３】
　Ｘは表から特定の患者の体重について決定される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　パラメータ生成システムはまた、少なくとも第２相で搬送されるべき薬剤の量Ｖ２を決
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定し、該第２相では、薬剤及び希釈液の両方が患者に搬送される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５】
　第１相での薬剤の流速は、第２相での薬剤及び希釈液の混合物の流速に略等しい、請求
項４に記載のシステム。
【請求項６】
　薬剤の流速は、Ｖ１を第１相の注入持続時間で除することによって演算される、請求項
５に記載のシステム。
【請求項７】
　第１相の注入持続時間は、要素Ｋを画像化システムの走査持続時間に加えることによっ
て決定される、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　Ｋは０から１０秒の範囲である、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　第１相の注入の最短持続時間は、パラメータ生成システム内に入力され得る、請求項８
に記載のシステム。
【請求項１０】
　第１相の流速は、Ｖ１を第１相の注入の最短持続時間で除することによって演算される
、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　第２相にて患者に搬送されるべき薬剤の量Ｖ２は、少なくとも一部が患者のパラメータ
に基づいて演算される、請求項５に記載のシステム。
【請求項１２】
　パラメータ生成システムは、全ての相に於いて、患者に搬送されるべき薬剤の総量が、
患者に搬送されるのに利用できる薬剤の量を超えているかを決定し、パラメータ生成シス
テムは更に、決定された総量が利用できる量を越えていれば、薬剤の総量を減らすルール
を具えている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　全ての相に於いて、患者に搬送されるべき薬剤の総量が決定される、請求項４に記載の
システム。
【請求項１４】
　総量を決定するパラメータ生成システムによって決定された初期プロトコルは、患者の
心臓血管システムの描写に基づいて調整される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　薬剤のテストボーラスは、患者の心臓血管システムを描くために実行される、請求項１
４に記載のシステム。
【請求項１６】
　初期プロトコルは、少なくとも一部はテストボーラスの増強ピークへの時間に基づいて
、調整され得る、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　初期プロトコルは、少なくとも一部はテストボーラスの増強ピークへの時間及び増強の
ピークの増強レベルに基づいて調整される、請求項１５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、２００６年１２月２９日に出願した米国仮特許出願第60/877,779号、及び２
００７年７月２８日に出願した米国仮特許出願第60/976,002号の利益を要求し、それらの
内容は引用を以て、本願への記載加入とする。
【０００２】
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関連出願
　本願は、２００５年１１月２３日に出願された公開された国際出願WO/2006/058280(国
際特許出願PCT/US05/042891)、及び公開された国際出願WO/2006/055813(国際特許出願PCT
/US2005/041913)に開示され及び／又は権利要求された事項に関する事項を含み、それら
の開示は引用を以て、本願への記載加入とし、本願の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　本発明は、流体を搬送する装置、システム及び方法に関し、特に患者に薬剤流体を搬送
する装置、システム及び方法に関し、特に医療注入手順中に患者に造影剤を搬送する装置
、システム及び方法に関する。
【０００４】
　以下の情報は、以下に開示された本発明及び発明が一般に用いられる環境を読み手が理
解するのを手助けする為に提供される。ここで用いられる語句は、本書類中で別段に明確
に述べられていなければ、あらゆる特定の狭い解釈に限定することを意図するものではな
い。ここで述べられる参照文献は、本発明又は本発明の背景の理解を容易にするであろう
。ここで述べられる全ての参考文献は、引用を以て、本願への記載加入とする。
【０００５】
　放射線学的な試験用の造影剤(例えば、動力インジェクタを用いて)の投与は、臨床医が
空の使い捨ての注射器を一定量の造影薬剤で充填することから始まる。他の手順では、造
影剤が予め充填されたシリンジが用いられる。臨床医は、次に診断画像を可能にすべく、
患者に投与されるべき造影剤の流速及び流量を決定する。
　作業者によって流量と流速が決定される生理食塩水の注入が、しばしば静脈又は動脈内
への造影剤の投与に続く。現在の多くの入手可能な注射器では、作業者は多くの個別の相
の搬送すべき流速及び流量をプログラムすることができる。例えば、インディアノーラ州
のメドラッド社から入手可能なＳＰＥＣＴＲＩＳ ＳＯＬＡＲＩＳ及びＳＴＥＬＬＡＮＴ
インジェクタは、患者に搬送する流速及び流量(例えば、造影剤及び／又は生理食塩水)の
個別のペア又は相の６つ以下の個別のペア又は相の入力を含む。
　そのようなインジェクタ及びインジェクタについて用いるインジェクタ制御プロトコル
は、例えば本発明の譲受人に譲渡された米国特許第6,643,537号及び米国公開公報2004-00
64041号に開示されており、その開示内容は引用を以て、本願への記載加入とする。その
ような相領域内の値又はパラメータは、一般に各処置のタイプ及び注入／画像化手順を受
ける各患者について、作業者によって手入力されている。或いは、以前に手入力された流
量と流速はコンピュータメモリに格納されて、後で該コンピュータメモリから呼び出すこ
とができる。しかし、特定の患者の特定の処置についてそのようなパラメータが決定され
るべき方法は、十分には開発されていない。
【０００６】
　この点に於いて、画像化及び他の手順時に、異なる患者については、要求される造影剤
の投与量が異なることが認識されてきた。例えば、本発明の譲受人に譲渡された米国特許
第5,840,026号は、注入前或いは注入中に抽出された患者の特定のデータを用いて患者へ
の注入を誂える装置及び方法を開示し、その開示内容は引用を以て、本願への記載加入と
する。
　患者の違いにより、医療的画像化手順について要求される投与量が異なることは認識さ
れたが、従来の医療的画像化手順は、医療的画像化手順時に造影剤注入用の予め設定され
た投与量、又は標準的な搬送プロトコルを使用し続ける。ＭＤＣＴ(又はＭＤＳＴ)スキャ
ナを含む最近入手可能なＣＴスキャナは走査速度が速いから、そのような速いスキャナが
用いられる業界の領域に於いて、単相注入は２相又は他の多面的な注入よりも優位である
。　搬送に標準的で一定の又は所定のプロトコルを用いることは(単相、２相又は多相の
何れでも)手順を簡素化するが、同じプロトコルの下、異なる患者に同じ量の造影剤を供
給することは、画像のコントラスト及び品質に異なる結果をもたらす。
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　更に、最新のＭＳＣＴスキャナを導入すれば、臨床実践及びＣＴ文献での未決問題は、
単一スライス及び螺旋形のスキャナに使用される標準コントラストプロトコルが、ＭＳＣ
Ｔマシンを用いる手順に良好にコード変換(translate)するかどうかということである。
例えば、Cademartiri、F.及びLuccichenti、G他(2004)の“１６列多重スライス・コンピ
ューター断層撮影:基本概念、プロトコル及び増強された臨床応用”Semin Ultrasound CT
 MR 25(1):２－１６頁を参照されたい。
【０００７】
　少数の研究は、ＣＴ血管造影法(ＣＴＡ)中に注入プロセスの定量分析を試み、動脈の増
強を改善し予測した。例えば、Baeと共同研究者は、造影剤の挙動の薬物動態学的(ＰＫ)
モデルを開発し、最も安定した動脈の増強を引き起こす駆動関数を見つけることを目的と
して、連立微分方程式システムを解いた。K. T.Bae、J.P.Heiken及びJ.A.Brink、“ＣＴ
に於ける大動脈・肝臓の造影剤の増強。パートＩ、コンピューターモデルを用いた予測。
”放射線学 207巻.647-55頁、1998年;K. T.Bae“ＣＴ及びＭＲ血管コントラストに於ける
ピークのコントラスト増強：何時生じ、何故生じるか？豚モデルに於ける薬物動態学の研
究”放射線学 227巻.809-16頁、2003年,K.T.Bae他、“ＣＴ血管コントラスト法にて一様
に延びた血管増強用の多面的な注入法：薬物動態学の分析及び豚の実験方法”放射線学、
216巻.872-880頁、2000年、米国特許第5,583,902号、第5,687,208号、第6,055,985号、第
6,470,889号及び第6,635,030号を参照し、その開示内容は引用を以て、本願への記載加入
とする。
　Baeらによって述べられた、単純化され仕切られたモデルの１セットの微分方程式の逆
解は、造影剤の指数関数的に減少する流速が、ＣＴ画像化手順での最適な/一定の増強に
帰着するかもしれないことを示す。しかし、ＰＫモデルの逆解法によって計算された注入
プロフィールは、殆どのＣＴ動力付きインジェクタには、大きな修正無しでは、容易に実
行することができないプロフィールである。
【０００８】
　他のアプローチに於いて、Fleischmann及び共同研究者は、心臓血管の生理学及びコン
トラスト動態性を「ブラックボックス」として取り扱い、システムに短時間の造影剤ボー
ラスを課することにより、インパルス反応を決定した(ユニットインパルスに近似して)。
　この方法に於いて、該インパルス反応にフーリエ変換を行ない、この伝達関数評価を操
作して、以前に実行されたよりも適する注入軌道の評価を決定する。D.Fleischmann及びK
. Hittmair“ＣＴ血管コントラストについて、離散型フーリエ変形を用いた動脈増強の数
学的分析及びボーラス幾何学の最適化”J Comput Assist Tomogr, 23巻,474-84頁,1999年
を参照し、その開示は引用を以て、本願への記載加入とする。
【０００９】
　造影剤の単相投与(一般に、或る流速で100-150mlの造影剤)は、不均一な増強曲線に帰
する。例えば、上記のD.Fleischmann及びK. Hittmair及びK.T. Bae“ＣＴ及びＭＲ血管造
影法に於けるコントラストピーク増強：何時生じ、何故生じる？豚のモデルに於ける薬物
動態研究”放射線学 227巻.809-16頁、2003年を参照し、その開示は引用を以て、本願へ
の記載加入とする。
　FleischmannとHittmairは、このように大動脈の画像化を最適にする意図を持って、個
々の患者に誂えた単相注入に造影剤の投与を適するように試みる枠組みを提案した。ＣＴ
造影剤の提供を制御することの基本的な難しさは、中央の血管コンパートメントから高浸
透圧薬剤が素早く拡散することである。更に、造影剤は、造影剤を含まない血液と混合し
て希釈される。
【００１０】
　Fleischmannは、造影剤の短いボーラス注入、テスト注入(４ml/秒で１６mlの造影剤)が
、診断の走査に先立って注入されることを禁止した。動的な増強走査は対象である血管を
横切って形成された。生じた処理済みの走査データ(テスト走査)は、患者/造影剤システ
ムのインパルス応答として解釈された。Fleischmannは、テスト注入のフーリエ変換でテ
スト走査のフーリエ変換を除することにより、患者伝達関数のフーリエ変換を引き出した
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。　システムが線形の時間不変式(ＬＴＩ)システムであり、所望の出力時間領域信号が既
知であると仮定して(所定の増強レベルの水平な診断走査)、Fleischmannは、患者伝達関
数の周波数領域表現で所望の出力の周波数領域表現を割ることにより、入力時間信号を引
き出した。Fleischmann他の方法は、注入システム制限(例えば、流速制限)の結果、実際
には実現可能でない入力信号を計算するので、計算された連続時間信号を切り下げて近似
しなければならない。
【００１１】
　動力付きインジェクタを制御して、所望の時間増強曲線を提供するのに加えて、動力付
きインジェクタの動作は、患者への安全を確実にすべく注意深く制御されるべきである。
例えば、注入処置中に、一定の液圧を超過しないことが好ましい。患者への潜在的な危険
性(例えば血管損傷)、及び注入流体の診断及び／又は治療の有用性が悪化する可能性に加
えて、過度の圧力は設備故障に結びつく場合がある。
　使い捨てのシリンジ及び他の流路要素(時々総称して“使い捨てのセット”と呼ばれる)
は一般に、様々なバースト強度のプラスチックから作られる。インジェクタが使い捨ての
流路要素のバースト強度を超える圧力を流路内に生じさせたならば、流路要素は壊れるだ
ろう。
【００１２】
　現行のインジェクタシステムを制御する問題に加え、そのような多くのシステムは、イ
ンジェクタシステムが動作すべき方法に於いて、利便さと柔軟性に欠けている。この点に
於いて、医学的な注入手順の複雑さ、及び医療産業のあらゆる局面に於ける速いペースに
より、作業者の時間及び技術が重要となる(place a premium)。
【００１３】
　流体搬送システムの制御は進化して、例えば所望の時間増強曲線を提供し、患者の安全
を提供するが、患者に流体を搬送することを改善した装置、システム及び方法を開発する
ことが尚、所望されている。
【発明の概要】
【００１４】
発明の要約
　一態様に於いて、本発明は、少なくとも１部が注入手順のタイプに基づいて、注入手順
の少なくとも第１相(例えば、複数の相)のパラメータを決定するパラメータ生成システム
を含むシステムを提供する。パラメータ生成システムは、少なくとも１部が薬剤内の物質
濃度に基づいて、及び少なくとも１部が患者パラメータに依存し患者パラメータとともに
変化する機能に基づいて、患者に搬送されるべき薬剤の量を決定する。
　患者パラメータは例えば、体重、肥満度指数、体の表面積又は心臓の出力である。薬剤
は例えば、画像化手順に用いられる造影強化物質を含む。
【００１５】
　一実施例に於いて、注入されるべき薬剤の量の少なくとも第１部分は、公式
Ｖ１＝体重×Ｘ×Ｙ
を用いて計算され、ここでＶ１は第１部分の量であり、Ｘは体重の関数、Ｙは薬剤中の造
影強化物質の濃度の関数である。Ｘは例えば、アルゴリズムから特定の患者の体重(又は
他の患者パラメータ)について決定され、Ｘは体重の関数として演算される。Ｘは代わり
に、表から特定の患者の体重(又は他の患者パラメータ)について決定され、Ｘは体重の関
数として示される。
 
【００１６】
　Ｖ1は例えば、薬剤のみが搬送される相にて搬送される薬剤の量である。パラメータ生
成システムはまた、患者に薬剤と希釈液の両方が搬送される少なくとも第２相にて搬送さ
れる薬剤の量Ｖ2を決定する。第１相に於ける薬剤の流速は、第２相に於ける薬剤と希釈
液の混合体の流速に略等しいように規定される。
【００１７】
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　薬剤の流速(第１相に於いて)は例えば、Ｖ1を第１相の注入持続時間で除して計算され
る。第１相の注入持続時間は例えば、要素Ｋを画像化システムの走査持続時間に加算して
決定される。Ｋは例えば、約０から約１０秒の範囲である。第１相の注入の最短持続時間
は、パラメータ生成システム内に入力され得る。
【００１８】
　第２相にて患者に搬送されるべき造影剤の量Ｖ2は例えば、少なくとも一部が患者パラ
メータに基づいて演算される。患者パラメータは例えば、体重、肥満度指数、体の表面積
又は心臓の出力である。一実施例に於いて、Ｖ2は、公式Ｖ2＝体重×Ｚにて決定され、Ｚ
は定数である。
【００１９】
　患者に搬送されるべき生理食塩水の量は例えば、第２相に於けるＶ2及び薬剤の希釈液
に対する比から演算される。
【００２０】
　パラメータ生成システムは、全ての相に於いて、患者に搬送されるべき薬剤の総量が、
患者に搬送されるのに利用できる薬剤の量を超えているか(例えば、そこから加圧された
薬剤が患者に搬送される薬剤用の容器の量を超えているか)を決定する。そのような実施
例に於いて、パラメータ生成システムは、決定された総量が利用できる量を越えていれば
、薬剤の総量を減らすルールを具えている。例えば、患者に搬送される薬剤の総量が、そ
こから薬剤が搬送される容器の量を超えないように減らされる。
【００２１】
　更に、第１相時の薬剤の流速が所定の速度を超えているかは、パラメータ生成システム
により決定される。そのような実施例に於いて、該パラメータ生成システムは所定の速度
を越えないように、量Ｖ1を調節するルールを含み得る。
【００２２】
　全ての相に於いて、患者に搬送されるべき薬剤の総量が、パラメータ生成システムによ
って決定されるのが好ましい。流体搬送に空の容器を用いる場合は例えば、そこから薬剤
が搬送される容器は、患者毎に搬送される薬剤の決定された総量に基づいて、薬剤の装填
量にて充填され得る。容器は例えば、シリンジである。しかし、本発明のパラメータ生成
システムはまた、予め充填された容器(例えば、シリンジ)に関して用いられるのにも適し
、薬剤及び／又は物質の巨大で大容量の容器を含み得る連続した又は多数患者の流体搬送
システムに関して用いられるのにも適している。
【００２３】
　幾つかの実施例に於いて、初期プロトコルは、総量を決定するパラメータ生成システム
によって決定される。初期プロトコルは次に、患者の心臓血管システムの描写に基づいて
調整され得る。
【００２４】
　薬剤のテストボーラスは、例えば患者の心臓血管システムを描くために実行され得る。
初期プロトコルは例えば、少なくとも一部はテストボーラスの増強ピークへの時間に基づ
いて、調整され得る。幾つかの実施例に於いて、初期プロトコルは、少なくとも一部はテ
ストボーラスの増強ピークへの時間及び増強のピークの増強レベルに基づいて調整される
。
【００２５】
　走査遅延は、少なくとも一部は増強ピークへの時間に基づいて、決定される。一実施例
に於いて、走査遅延は、公式走査遅延＝ピークへの時間＋Ｃで演算され、Ｃは体重、肥満
度指数、体の表面積又は心臓の出力の関数である。
　走査持続時間が少なくとも所定時間の場合、Ｃは例えば体重、肥満度指数、体の表面積
又は心臓の出力の関数であり得て、走査持続時間が所定時間よりも短い場合、Ｃは所定時
間に設定され得る。
【００２６】
　第２相に於ける薬剤の希釈液に対する比を、少なくとも一部を増強ピークのレベルに基
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づいて調整するかについての決定がなされ得る。
【００２７】
　第２相の持続時間は、以下の公式に基づいて演算され、ＤDF＝走査遅延＋走査持続時間
－ＤC

Diag、ここでＤC
Diagは、第１相の持続時間であり、走査持続時間は画像化システム

の操作持続時間である。
　ＤC

Diagは例えば、要素Ｋを画像化システムの操作持続時間に加えることにより決定さ
れる。Ｋは例えば約０から約１０秒の範囲である。最短の第１相の注入持続時間がパラメ
ータ生成システムに入力され得る。
【００２８】
　薬剤が走査の終了時間を超えて注入されるかの決定が例えば、なされ得て、パラメータ
は例えば走査時間を超える注入を阻止するように調整される。
【００２９】
　他の態様に於いて、本発明はパラメータ生成システムを含むシステムを提供し、該パラ
メータ生成システムは、注入手順の少なくとも１相のパラメータ(例えば、複数の相の１
つ)を決定し、該注入手順にて画像造影増強物質を含む薬剤が患者に搬送され、パラメー
タ生成システムは少なくとも１部は注入手順のタイプ、増強のピークへの所定時間及び増
強のピークレベルに基づいてパラメータを決定するアルゴリズムを具える。ここで用いら
れる語句「アルゴリズム」は、例えばソフトウエアで具現化されるパラメータを決定する
手順を指す。
【００３０】
　増強のピークへの時間及び増強のピークレベルは例えば、少なくとも１部が患者へ薬剤
が注入されるボーラスによって決定される。増強のピークへの時間及び増強のピークレベ
ルはまた、少なくとも１部が患者内の薬剤の伝搬モデルによって決定され得る。
【００３１】
　装填される薬剤の量及び付随的に装填される希釈液の量は例えば、患者の少なくとも１
つのパラメータ及び所定の走査持続時間に少なくとも１部が基づいて、注入手順の初期パ
ラメータを決定することにより決定される。患者の少なくとも１つのパラメータは、体重
、肥満度指数、体の表面積又は心臓の出力であり得る。
【００３２】
　増強のピークへの時間及び増強のピークレベルの少なくとも１つは、初期パラメータを
調整するのに用いられ得る。
【００３３】
　更なる態様に於いて、本発明はパラメータ生成システムを含むシステムを提供し、該パ
ラメータ生成システムは、少なくとも１つの相を具える診断上の注入プロトコルのパラメ
ータを決定するパラメータ生成システムを具え、該１つの相内で画像造影増強物質を含む
薬剤は患者内に注入される。
　パラメータ生成システムは、患者の心臓血管システムの描画の前に利用可能な情報を用
いる初期プロトコルのパラメータを決定するように構成されたアルゴリズムと、少なくと
も１部が心臓血管システムの描画に基づいて初期プロトコルのパラメータを調節して、診
断注入プロトコルのパラメータを決定するアルゴリズムを具えている。
【００３４】
　上記の如く、初期プロトコルは例えば、全ての相に於いて、患者内に注入される薬剤の
総量を決定するのに用いられ得る。そこから薬剤が搬送される容器は、患者に搬送される
べき薬剤の決定された総量に基づいた薬剤の装填量で充填され得る。容器は例えば、シリ
ンジであり得る。パラメータ生成システムはまた、予め充填された容器(例えば、シリン
ジ)に関して用いられるのにも適し、連続した又は多数患者の流体搬送システムに関して
用いられるのにも適している。
【００３５】
　他の態様に於いて、本発明はパラメータ生成システムを含むシステムを提供し、該パラ
メータ生成システムは、少なくとも１つの相を具える診断上の注入プロトコルのパラメー



(8) JP 5486315 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

タを決定し、該１相にて画像造影増強物質を含む薬剤は患者内に注入される。
　パラメータ生成システムは、患者への走査遅延を決定するアルゴリズムを含む(即ち、
患者毎又は個々の患者に基づいて)。
【００３６】
　走査遅延は例えば、少なくとも１部が増強のピークへの時間に基づいて決定される(例
えば、テスト注入時に決定されるように)。例えば、走査遅延は公式：走査遅延＝ピーク
への時間＋Ｃで演算され、Ｃは体重、肥満度指数、体の表面積又は心臓の出力の関数であ
る。走査持続時間が少なくとも所定時間の場合、Ｃは例えば体重、肥満度指数、体の表面
積及び／又は心臓の出力のようなパラメータの関数であり、走査持続時間が所定時間より
も短い場合、Ｃは所定時間に設定される。
【００３７】
　他の態様に於いて、本発明はパラメータ生成システムを含むシステムを提供し、該パラ
メータ生成システムは、少なくとも１つの混合相を具える診断上の注入プロトコルのパラ
メータを決定し、該混合相にて画像造影増強物質及び希釈液を含む薬剤は患者内に注入さ
れ、該パラメータ生成システムは、患者への混合相に於いて、薬剤の希釈液に対する比を
決定するアルゴリズムを含む(即ち、患者毎又は個々の患者に基づいて)。該比は例えば、
少なくとも１部は、患者の心臓血管システムの描画に基づいて調整され得る。比はまた、
少なくとも１部が体重、肥満度指数、体の表面積及び／又は心臓の出力のような患者パラ
メータに基づき、又は増強のピークレベルに基づいて決定され得る。
【００３８】
　更なる態様に於いて、本発明は上記のシステムに更に、少なくとも１つの第１の加圧機
構と、該第１の加圧機構に作動可能に繋がり、画像化手順に於いて注入されるべき造影増
強物質を具える薬剤を含むように構成されている少なくとも１つの第１の流体容器と、少
なくとも１つの加圧機構に作動可能に繋がり、希釈液を含むように構成された少なくとも
１つの第２の流体容器と、少なくとも１つの加圧機構に作動可能に繋がり、１又は複数の
相を含む注入プロトコルのプログラミングを許すプログラミングシステムを具えるコント
ローラを提供する。システムは更に画像化システムを含む。
　パラメータ生成システムは例えば、少なくとも１つの画像化システム、又は加圧機構の
コントローラと通信可能に繋がり得る。
【００３９】
　他の態様に於いて、ここで記載されたパラメータ生成システムを含むインジェクタを提
供し、又はそのパラメータ生成システムは要素である。
【００４０】
　尚、更なる態様に於いて、本発明はここで記載されたようにパラメータ生成システムを
を含む画像化システムを提供し、又はそのパラメータ生成システムは要素である。
【００４１】
　本発明はまた、上記したシステムに示すようにパラメータを決定する方法を提供する。
本発明はまた、上記したパラメータ生成システムを提供する。
【００４２】
　本発明はその特性及び付随する利点と共に、添付の図面とともに以下の詳細な記載を参
照すれば、最も良く認識され理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、本発明に用いられる多相グラフィカルインターフェイス(ＧＵＩ)の実施
例を示し、２本のシリンジを具えたインジェクタ用の複数相に対するパラメータも図１に
示される。
【図２】図２は、グラフィカルインターフェイスの実施例を示し、該インターフェイスか
ら作業者は画像化の目標である血管領域を選択することができる。
【図３】図３は、本発明に用いられるように、提案された流れ作業環境のグラフィカルイ
ンターフェイスの実施例を示す。
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【図４】図４は、本発明に用いられるヨウ素溶剤アルゴリズムの実施例を示す。
【図５】図５は、本発明に用いられる体重に基づくアルゴリズムの実施例を示す。
【図６】図６は、本発明に用いられる呼吸停止中の実施例を示す。
【図７】図７は、オーダーを減じたコンパートメントモデル及び該モデルを記載する１次
連立微分方程式システムの実施例を示す。
【図８Ａ】図８Ａは、６５ｃｍ、１２０ｋｇの男性の心臓／大動脈コンパートメント内の
シミュレートされた増強曲線を示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８Ａのシミュレートされた患者からのテスト／タイミング注入へ
の増強曲線を示す。
【図９】図９は、記載された提案方法論を用いて、図８Ａのシミュレートされた患者のシ
ミュレートされた増強曲線を示す。
【図１０】図１０は、１２０ｍｌの単相注入から生じる時間増強曲線を示す。
【図１１】図１１は、７５ｍｌの造影剤のボーラスに続く５０ｍｌの生理食塩水のプッシ
ュ、即ちフラッシュから生じる時間増強曲線を示す。
【図１２】図１２は、７５ｍｌのメインボーラスに続き、造影剤／生理食塩水の比が５０
／５０である同じ流速の希釈された造影剤の相を実行したことから生じるシミュレートさ
れた時間増強曲線を示す。
【図１３】図１３は、７５ｍｌのメインボーラスに続き、造影剤／生理食塩水の比が３０
／７０である同じ流速の希釈された造影剤の相を実行したことから生じるシミュレートさ
れた時間増強曲線を示す。
【図１４】図１４は、７５ｍｌのメインボーラスに続き、造影剤／生理食塩水の比が７０
／３０である同じ流速の希釈された造影剤の相を実行したことから生じるシミュレートさ
れた時間増強曲線を示す。
【図１５】図１５は、時間軸が一定の造影剤の注入工程を示し、底軸は造影剤注入のプロ
フィールを表し、中間の軸は左心及び右心コンパートメントの増強プロフィールを示し、
頂部の軸は走査中を示す。
【図１６】図１６は、テストボーラスのピーク増強に基づく混合物、即ち２相流の造影剤
／生理食塩水の比を決定する発見を示す。
【図１７】図１７は、本発明の単相注入、２相注入、及び多相注入、混合物注入について
の予備臨床データを示す。
【図１８】図１８は、単相注入、２相注入、及び造影剤／生理食塩水の混合物が注入され
る相を含む多相注入についての左心房及び右心房の幾つかの走査画像を示す。
【図１９】図１９は、本発明のパラメータ生成器の実施例について用いるグラフィカルユ
ーザインターフェイスの実施例を示す。
【図２０】図２０は、本発明のパラメータ生成器の実施例について用いるグラフィカルユ
ーザインターフェイスの他の部分を示す。
【図２１】図２１は、本発明のパラメータ生成器の実施例について用いるグラフィカルユ
ーザインターフェイスの他の部分を示す。
【図２２】図２２は、本発明のパラメータ生成器の実施例について用いるグラフィカルユ
ーザインターフェイスの他の部分を示す。
【図２３】図２３は、本発明のパラメータ生成器の実施例について用いるグラフィカルユ
ーザインターフェイスの他の部分を示す。
【図２４Ａ】図２４Ａは、６ｍｌ／秒の流速限界(１３秒操作持続時間)を有する３７０ｍ
ｇＩ／ｍｌの造影剤について以下に述べる表１の体重要素を用いたＰＢＰＫシュミレーシ
ョン結果を示す。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、６ｍｌ／秒の流速限界(１３秒操作持続時間)を有する３２０ｍ
ｇＩ／ｍｌの造影剤について以下に述べる表１の体重要素を用いたＰＢＰＫシュミレーシ
ョン結果を示す。
【図２４Ｃ】図２４Ｃは、３７０ｍｇＩ／ｍｌの造影剤と６ｍｌ／秒の流速限界(１２秒
操作持続時間)について以下に示す表１の体重要素を用いたＰＢＰＫシュミレーション結
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果を介して生成された左心房(Ｌ)と右心房(Ｒ)コンパートメントのプロフィールを示し、
縦線はこの中及び１３秒の走査持続時間内に記載された走査遅延演算によって決定される
ものとして、走査窓を示す。
【図２４Ｄ】図２４Ｄは、３２０ｍｇＩ／ｍｌの造影剤と６ｍｌ／秒の流速限界(１２秒
操作持続時間)について以下に示す表１の体重要素を用いたＰＢＰＫシュミレーション結
果を介して生成された左心房(Ｌ)と右心房(Ｒ)コンパートメントのプロフィールを示し、
縦線はこの中及び１３秒の走査持続時間内に記載された走査遅延演算によって決定される
ものとして、走査窓を示す。
【図２４Ｅ】図２４Ｅは、表１に示された値及び２重流れ装填係数を用いた造影剤の装填
結果の表を示す。
【図２４Ｆ】図２４Ｆは、２０ｍｌのテストボーラスを含む造影剤の総量の表を示す。
【図２４Ｇ】図２４Ｇは、２０ｍｌのテストボーラスを含む装填された造影剤に対する総
ヨウ素投与量の表を示す。
【図２５】図２５は、フィックの原理を示す。
【図２６】図２６は、スキャナ操作、患者管理操作及び注入システム操作を示す本発明の
臨床仕事の流れの実施例を示す。
【図２７Ａ】図２７Ａは、本発明のプロトコル生成工程の実施例のフローチャートである
。
【図２７Ｂ】図２７Ｂは、心拍出量の関数として、時間増強カーブの下り勾配上のピーク
の３／４に達する時間のグラフである。
【図２８】図２８は、ＣＴＡ(ＣＴ血管造影)手順の代表的なタイミングの概略を示す。
【図２９】図２９は、２０人の患者についての臨床試験からの生データを示し、Ｙ軸は希
釈相にて用いられる造影剤の実際の量であり、Ｘ軸はサンプルの患者の体重である(ｌｂ
ｓで)。
【図３０】図３０は、７０人の患者について生体認証を用いてたモンテカルロシュミレー
ションを示し、予め装填された量を用いて演算された診断上及び希釈された造影プロトコ
ルである。
【図３１】テストボーラス強化の特徴に基づいて、注入プロトコルに変化を与えるプロト
コルの調整機能の実施例の機能的な記載を示す。
【図３２Ａ】適用可能な時に、量を調整する工程の実施例を示す。
【図３２Ｂ】適用可能な時に、量を調整する工程の実施例を示す。
【図３３Ａ】図３３Ａは、図２６のワークフロー図を示し、患者の体重の入力工程は、円
Ａにて囲まれ、及び複数の体重範囲から患者の体重が選択され得る対応するグラフィカル
ユーザインターフェイスを示す。
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、図２６のワークフロー図を示し、造影剤の濃度の入力工程は、
円Ｂにて囲まれ、及び複数の有用な選択から造影剤の濃度が選択され得る対応するグラフ
ィカルユーザインターフェイスを示す。
【図３３Ｃ】図３３Ｃは、図２６のワークフロー図を示し、シリンジローディング工程は
、円Ｃにて囲まれ、演算された造影剤のシリンジ及び生理食塩水のシリンジの装填量がユ
ーザ／医者のために示される対応するグラフィカルユーザインターフェイス又はスクリー
ンディスプレイを示す。
【図３３Ｄ】図３３Ｄは、スカウト走査から本発明のプロトコル生成インターフェイスへ
のデータ転送工程が、円Ｄで囲まれる図２６のワークフロー図、及び走査持続時間を入力
する対応するグラフィカルユーザインターフェイスを示す。
【図３３Ｅ】図３３Ｅは、初期の診断プロトコル演算工程が、円Ｅで囲まれる図２６のワ
ークフロー図、及びユーザがプロトコル生成システムをしてプロトコルを発生させるよう
に指示する対応するグラフィカルユーザインターフェイスを示す。
【図３３Ｆ】図３３Ｆは、テストボーラスからプロトコル生成インターフェイスへのデー
タ転送工程が、円Ｆで囲まれる図２６のワークフロー図、及びピークへの時間及び増強ピ
ークのデータ手入力用の対応するグラフィカルユーザインターフェイスを示す。



(11) JP 5486315 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

【図３３Ｇ】図３３Ｇは、プロトコル生成インターフェイスによって診断プロトコルの決
定が終了し、診断注入が開始することができる地点が円Ｇで囲まれる図２６のワークフロ
ー図、及び演算された診断プロトコルを示す対応するグラフィカルユーザインターフェイ
スを示す。
【図３４Ａ】図３４Ａは、本発明に関連して用いられる他のグラフィカルユーザインター
フェイス及び走査に関係する理想的な造影剤注入の実施例を示す。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは、本発明のプロトコル生成工程の実施例によって決定されるもの
として、造影剤のみの相(相１)及び２つの流れ即ち混合相についての容積測定流速及びヨ
ウ素投与速度を示す。
【図３５Ａ】図３５Ａは、単相プロトコル、２相プロトコル、及び一定の２つの流れプロ
トコルを用いて得られる結果と比較した本発明のプロトコル生成工程によって生成された
プロトコルを用いて得られる結果を示す。
【図３５Ｂ】図３５Ｂは、２相プロトコルを用いて得られる結果と比較した本発明のプロ
トコル生成工程によって生成されたプロトコルを用いて下行大動脈にて得られる増強結果
を示す。
【図３５Ｃ】図３５Ｃは、２相プロトコルを用いて得られる結果と比較した本発明のプロ
トコル生成工程によって生成されたプロトコルを用いて右心房にて得られる増強結果を示
す。
【図３６Ａ】図３６Ａは、１３９ポンドの女性の被験者について、本発明のプロトコル生
成工程によって生成されたプロトコルを用いて得られるＣＴＡ走査結果を示す。
【図３６Ｂ】図３６Ｂは、２０２ポンドの男性の被験者について、本発明のプロトコル生
成工程によって生成されたプロトコルを用いて得られるＣＴＡ走査結果を示す。
【図３７】図３７は、２つのブラインドリーダーによって付与される質問への回答の要約
を示し、質問はプロトコルが本発明のパラメータ生成システムを用いて決定された研究グ
ループについて、及び標準プロトコルが用いられた制御グループについて、「患者の所望
の診断について、造影剤搬送プロトコルが生体組織及び診断した病状を視覚化するのに十
分であったかと信じるか？」である。
【図３８】図３８は、本発明のパラメータ生成システムを用いて生成された造影剤搬送プ
ロトコル(研究グループ)及び左冠状動脈の画像化についての標準的な造影剤プロトコル(
制御グループ)の各々によって達成される画像化の２つのブラインドリーダーによるレー
テイングのグラフィカル表示を示し、レーティング即ち「１」は質問の構造は視覚化でき
なかった結論に対応し、レーティング「２」は質問の構造は僅かに視覚化された結論に対
応し、レーティング「３」は質問の構造は僅かに視覚化され且つ線引きが限定される結論
に対応し、レーティング「４」は質問の構造が視覚化され且つ完全な線引きが可能な結論
に対応し、レーティング「５」は質問の構造が見事に視覚化され且つ線引きが優れている
結論に対応する。
【図３９】図３９は、右冠状動脈の画像化について図３９と同様の分析を示す。
【図４０】図４０は、本発明のパラメータ生成システムを用いて生成された造影剤搬送プ
ロトコル(研究グループ)について、対象の種々の領域を画像化するのに達成される減衰手
段を示す。
【図４１】図４１は、標準的な造影剤搬送プロトコル(制御グループ)について、対象の種
々の領域を画像化するのに達成される減衰手段を示す。
【図４２】図４２は、各標準的な造影剤搬送プロトコルについて、７０ｍｌの造影剤(Ult
ravist 370、シェーリング社)が流速５.０ｍｌ／秒(グループ１)で注入された種々の対象
領域(冠状動脈)が達成した平均的な減衰、及び本発明のパラメータ生成システムを用いて
生成された造影剤搬送プロトコル(グループ３)を示す。
【図４３】図４３は、各標準的な造影剤搬送プロトコルについて、８０ｍｌの造影剤が流
速６.０ｍｌ／秒(グループ２)で注入された種々の対象領域(冠状動脈)が達成した平均的
な減衰、及び本発明のパラメータ生成システムを用いて生成された造影剤搬送プロトコル
(グループ３)を示す。
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【図４４】図４４は、各標準的な造影剤搬送プロトコルについて、７０ｍｌの造影剤(Ult
ravist 370、シェーリング社)が流速５.０ｍｌ／秒(グループ１)で注入された種々の対象
領域(左心室及び右心室)が達成した平均的な減衰、及び本発明のパラメータ生成システム
を用いて生成された造影剤搬送プロトコル(グループ３)を示す。
【図４５】図４５は、各標準的な造影剤搬送プロトコルについて、８０ｍｌの造影剤(Ult
ravist 370、シェーリング社)が流速６.０ｍｌ／秒(グループ２)で注入された種々の対象
領域(左心室及び右心室)が達成した平均的な減衰、及び本発明のパラメータ生成システム
を用いて生成された造影剤搬送プロトコル(グループ３)を示す。
【図４６】図４６は、各グループ１、グループ２及びグループ３について、注入の２相(
造影剤のみの相－量Ａ－２流相－量Ａ／Ｂ)にて注入される造影剤の量のグラフ表示を示
す。
【図４７】図４７は、本発明のパラメータ生成システムの他の研究について、３２人の被
験者の５つの冠動脈箇所に於ける平均的な造影増強を示す。
【図４８】図４８は、右心室及び左心室の４箇所に於ける平均的な造影増強を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
発明の詳細な記載
　注入手順に関してここで用いられるように、語句「プロトコル」は、注入手順時に患者
に搬送されるべき流体の量を規定する流速、注入される量、持続時間等のようなパラメー
タのグループを指す。そのようなパラメータは注入手順の経過に亘って、変化することが
できる。ここで用いられるように、語句「相」は一般に、或る期間(又は相持続時間)中に
患者に搬送されるべき流体量を規定するパラメータのグループを指し、該期間は注入手順
の総持続時間よりも短くなり得る。このようにして、相のパラメータは、相の持続時間に
対応した時刻に亘って注入を記述する。
　特定の注入手順についての注入プロトコルは例えば、単相(単一の相)、２相(２つの相)
又は多相(２以上の相であるが、一般的に２を超える相である)として記載される。多相注
入はまた、少なくとも１部の注入手順に亘ってパラメータが連続的に変化する注入を含む
。
【００４５】
　本発明の種々の実施例において、注入システム(図１に示すようなデュアルシリンジイ
ンジェクタシステム(100)、例えば、米国特許第６，６４３，５３７号や米国特許出願公
報第２００４－００６４０４１号に開示されている)を本発明に用いることができ、２つ
の流体搬送源(ここでは、そのようなシリンジについて、源”Ａ”及び源”Ｂ”としばし
ば適宜称する)を含んでおり、第１の流体及び／又は第２の流体(例えば、造影剤、生理食
塩水など)を患者に独立して導入(例えば、同時に、互いに異なる流量割合で同時に、又は
、互いに順に若しくは交互に(即ちＡの次にＢ、又は、Ｂの次にＡ))するように操作する
ことができる。
【００４６】
　図１の実施例では、源Ａは、駆動装置(110Ａ)のような加圧機構に動作可能に接続され
ており、源Ｂは、駆動装置(110Ｂ)のような加圧機構に動作可能に接続されている。
　注入システムは、コントローラ(200)を含み、該コントローラ(200)は、インジェクショ
ンシステム(100)に作動可能に接続され、駆動装置(110Ａ)(110Ｂ)の動作を制御すること
ができ、源Ａからの流体Ａ(例えば、造影剤)の注入、源Ｂからの流体Ｂ(例えば、生理食
塩水)の注入を夫々制御する。
　コントローラ(200)は、例えば、ディスプレイ(210)を具えたユーザインターフェースを
含むことができる。コントローラ(200)はまた、メモリ(230)に動作可能に接続されたプロ
セッサ(220)(例えば、当該技術分野で知られているデジタルマイクロプロセッサ)を含む
ことができる。画像化システム(300)は例えば、ＣＴシステム、磁気共鳴映像装置(ＭＲＩ
)システム、超音波画像診断システム、ポジトロン放出型断層撮影(ＰＥＴ)システム又は
他の画像化システムである。注入システムは、画像化システム(300)に通信可能に接続さ
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れており、１つ、複数又は全ての注入システムの構成要素及び画像化システム(300)は一
体化されている。
【００４７】
　本発明の幾つかの実施例では、上記した位相変数又はパラメータは、対象となる１又は
２以上のパラメータに基づく位相プログラム機構(図１に示すように、例えばインジェク
タシステム(100)とともに用いられ得るユーザインターフェイスについての実施例である
図１を参照)内に存在する。対象となるパラメータは例えば、造影剤濃度(例えば、ＣＴ手
順の場合のヨウ素濃度)、患者パラメータ(体重、身長、性別、年齢、心拍出量等)、実施
される走査のタイプ、血管内にアクセスするために患者に挿入されるカテーテルのタイプ
などが含まれるが、これらに限定されるものではない。
　上記のとおり、画像化又は他の手順時において、患者が異なれば、投薬要件も異なるこ
とが認識されてきた。例えば、米国特許第５，８４０，２５６号及び第６，３８５，４８
３号は、本発明の譲受人が譲り受けたものであり、それらの開示内容は、引用を以て本願
への記載加入とするが、これらは、注入の前又は注入時に、生じる患者の特定のデータを
用いて、患者に応じて注入を誂えた装置及び方法を開示している。同様に、２００５年１
１月１６日に出願された発明の名称が「薬剤伝搬のモデリング」であるＰＣＴ国際特許出
願ＰＣＴ／ＵＳ０５／４１９１３は、米国仮特許出願番号第６０／６２８，２０１号の利
益を主張しＴＥ、本発明の譲受人が譲り受けたものであり、その開示内容は、引用を以て
記載加入とするが、これはまた、患者の特定のデータを用いて、患者に応じて注入を誂え
ることを開示しており、また、所定の入力又はプロトコルに対する時間拡張出力(time en
hancement output)を開示した多くのモデルを示している。
【００４８】
　流速及び量の最適な組合せは、インジェクタの操作者には、容易には判らないため、本
発明では、実施される処置のタイプに効果的であると予め決められている一組の注入プロ
トコルを付与することにより、例えば画像化手順に於ける患者の走査に於ける操作者の仕
事を楽にしている。例えば、そのようなプロトコルは、臨床文献によって確立され、経時
的な患者のデータの収集(例えば、人工知能技術、統計手法、適応学習方法論などによっ
て)によって確立され、又は、数学モデリングを通じて確立することができ、その他には
、実施される処置のタイプで確立することができる。
【００４９】
　　例えば作業者は、最初に、患者に送達されるべき造影剤の濃度(例えば、ＣＴ手順に
用いられるヨウ素の濃度)を選択する。この選択は、例えば、選択機構により、又は、グ
ラフィカルユーザインターフェイスの数値を直接入力することにより行なうことができる
。　臨床作業者はまた、特定の患者に挿入されたカテーテルの規格を選択することができ
る。次の工程に於いて、カテーテルサイズが入力されると、体積流量が決定され、使い捨
て流路セットに伸びる(developed)圧力ヘッドが下記に示すように(例えば、コンピュータ
プログラムを介して)計算される。或いは、１又は２以上のセンサを用いて、カテーテル
サイズを検出し、この情報をインジェクタに提供することもできる。
【００５０】
　臨床作業者は、例えば、ユーザインターフェイス(図１参照)に配備された領域に手入力
で流量と流速を入力したり、ここに記載したように、「プロトコルウィザードモード」、
「ヘルプモード」又は「作業者アシストモード」に入力することで、注入システムを制御
することができる。作業者アシストモードでは、そのような領域は自動的に占められる(p
opulated)。作業者が作業者アシストモードを入力することを選択した場合は、作業者に
は、走査される臓器又は脈管系を選択する機構又はモード(例えば、図２参照)が提示され
る。
【００５１】
　本発明は、流量プロフィール(相中にて一定又は変化させることができる)と造影剤の量
を予測し、選択された手順及び対象領域に応じて送達するシステム、装置及び方法又はア
ルゴリズムを提供するものである。
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　例えば、作業者は、心臓、下行大動脈又は上行大動脈(心臓の画像化、コンピュータ断
層撮影血管コントラスト法(ＣＴＡ)の形式が参照される)を選択することができる。作業
者がそこから対象となる血管の領域を選択し、ここに記載したワークフローに従うグラフ
ィカルインターフェースの一実施例は、図２に示される。
　作業者は例えば、ユーザインターフェイスに示された身体の図に対象領域を強調表示す
る(例えば、タッチスクリーンやマウスにより制御されたカーソルを用いる)ことにより、
対象領域を選択することができ、また、プルダウンメニューのようなメニューから対象領
域を選択することができる。対象領域の階層グルーピングが付与され得る。
【００５２】
　上記の特定された選択を達成するインジェクタシステムの使用に加えて、上記した選択
もまた、或いはこれに代えて、画像化システム上のユーザインターフェイス又はスキャナ
及び／又は画像化システム又はスキャナ上のデータベースから成される。
　選択がスキャナ上のインターフェイス又はデータベースを介して成された場合、データ
は次にインジェクタに送信され得る。更に、インターフェースはもっぱらスキャナ/画像
化システム上にあることができる。この場合、最終的なプロトコルはインジェクタシステ
ムへ送信され得る。同様に、インターフェース又はデータベースは、インジェクタ及びス
キャナとは別個の機械かシステム上にあることができる。
　データ(例えばプロトコル)はそのシステムからインジェクタに送信することができる。
ここに使用され得る通信インタフェースは米国特許6,970,735番に示され、それらの内容
は、引用を以て本願への記載加入とする。
【００５３】
　画像化されるべき領域が選択されると、作業者は、例えば、他の変数(例えば、患者の
体重、身長、性別のような患者の生理学的変数を)の値を入力するよう促される。この実
施例又は実行例は、作業者が患者の体重をポンド又はキログラムで入力するユーザインタ
ーフェイスのキーパッドを付与することである。
　他の実施例として、作業者は、体重の範囲を、低、中又は高の範囲から選択する。その
ような変数は、システムと関連する１又は複数の検出装置によって測定したり、及び／又
は病院のデータベースが保存している患者の記録から電気的又はデジタル的に読み出すこ
ともできる。造影剤注入を実施するために必要なこのステップは、図３に示されるように
、作業者に提示される。図３の実施例では、作業者は、例えば、実行される画像化手順の
タイプに合ったオーダー(例えば、提案される又は必要な連続オーダー)を指示することが
できる。作業者は、例えば、画像化する身体の血管領域又は臓器、注入を行なうアルゴリ
ズムのタイプを選択することができ、造影剤、カテーテルの規格、患者の身体的特性のタ
イプを変更することができる。
【００５４】
　上記したように、作業者は、作業者がシステムに用いたいアルゴリズムのタイプの選択
を提示され、システムに患者に対する流速と量の組合せ(即ち相パラメータ)を作成する。
心臓の画像化の場合、アルゴリズム選択は、例えば、(ｉ)ヨウ素フラックスアルゴリズム
(図４参照)、(ii)体重に基づくアルゴリズム(図５参照)、又は、(iii)呼吸停止時間アル
ゴリズム(図６参照)を含むことができる。
　１又は２以上のこれらのアルゴリズムは例えば、実験によって得られるデータ(例えば
、放射線医学文献として発行されているように)に基づくことができる。追加のアルゴリ
ズムは、他の画像化手順のタイプ又はクラスを含むことができる。上記した４つのアルゴ
リズムの実施例に対する方法論及び／又は論理は、図４、図５、図６及び図２４Ａ乃至図
３５Ｂに夫々記載している。特定のアルゴリズムに必要なデータを入力すると、作業者は
、テスト注入(又はタイミング注入)を行なうかどうか質問される。作業者がイエスを選択
すると、ソフトウェアは、例えば、２つの追加の相(テスト注入に対応)が、注入プロトコ
ルの開始に挿入されなければならない(例えば、１つの相は、造影剤搬送であり、次の相
は、生理的食塩水のフラッシュ注入)ことを提示する。
【００５５】
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　選択に基づいて、本発明を実行するソフトウェアは、使用者のレビュー用の注入プロト
コルを算出する。作業者が、テスト注入を行なうことを選択すると、例えば、プロトコル
の最初の２つの相には、４ｍｌ／秒で送達される造影剤の１５ｍｌ又は２０ｍｌ(例えば
、患者の体重が９０ｋｇ未満であれば１５ｍｌ、９０ｋｇを越えると２０ｍｌ)の注入が
含められる。
　プロトコルの第２の相では、４ｍｌ／秒で注入される生理的食塩水の２０ｍｌの注入が
含まれる。次の相には、例えば、上記した４つのアルゴリズムの１つ、又は１又は２以上
の他のアルゴリズムにより算出された量又は流速が含まれる。
【００５６】
　本発明の複数の実施例に於いて、注入手順の注入パラメータは、造影剤と希釈／フラッ
シュ用流体(例えば、生理的食塩水)の混合物を算出する相を含む。この点に於いて、例え
ば、心臓画像化である手順に関連する多くの問題を解決することが行なわれており、該手
順には、造影剤ボーラスに続く生理的食塩水の注入、つい最近では、造影剤と生理的食塩
水の同時注入によって造影剤と生理的食塩水を混合すること(ここでは適宜「２つの流れ
」という)も含まれる。
【００５７】
　上記したとおり、非均一な増強の問題に提案された１つの解決策は、経時的に指数関数
的に減少する流速を伴う造影剤を注入することである。この技術は、実際に、大血管中に
均一的な造影増強を生み出し、最大増強を減じるものであるが、必ずしも所望されるもの
ではない。
　理論上は、指数関数的に減少する流速が、右心房の副作用(例えば、注入時に少しの造
影剤を遅れて導入し、先に注入された造影剤とはあまり混合しないこと)に役立つと論理
的に信じられているように思われるが、それは証明又は検証されてはいない。
　更に、減速された注入の後半部は流速が低いから、ボーラスの該部分に運動量の損失が
あり、右心房への入力を遅くしている。指数関数的に減少する注入を行なった後の生理的
食塩水のプッシュは、造影剤が右心房に全て「プッシュ」されることになり、異なる流速
で造影剤と血液が混合したことによる乱流が右心房で流れの副作用を引き起こす。
【００５８】
　右心房への副作用を減少させる代替策は、不連続な流速で多量の造影剤量を注入した後
に、造影剤と生理的食塩水の混合物(生理的食塩水の最後のプッシュで)を注入することで
ある。混合物は、造影剤の初期のボーラスと同じ流速で注入され得る。混合物は、例えば
、デュアルシリンジ電動インジェクタを用いて造影剤と生理的食塩水を同時に注入するこ
とで生成することができ、造影剤と生理的食塩水の流速は、互いに比例するようにする。
　この技術は、近年、臨床設定で導入されており、初期の成果は、右心房の副産物(artif
act)を減少していると提案している。しかしながら、そのような混合プロトコルの実施に
おいて、所定の患者に対して、適切な又は理想の注入パラメータ(例えば、初期の流速、
量、混合率、相の時間、走査遅延)を決定する確立されたシステム又は方法はない。
【００５９】
　幾つかの実施例に於いて、本発明は、注入システムを相互作用させて、作業者が、所定
の患者に対して適切又は最適な流速と量のパラメータを「推測」することを減少させるシ
ステム及び方法を提供するものである。
　本発明のシステム及び方法は、患者に特有のパラメータを含む多くの変数(これに限定
されない)を考慮することを提供するものである。患者に特有のパラメータとして、患者
の体重(及び身長、心拍出量等の他の体質的な指標)、タイミング注入からの造影剤の到着
時間、造影剤の濃度、及び所望の造影剤(例えば、ヨウ素)装填総量を含むが、これらに限
定されない。本発明のシステム及び方法は、例えば、患者毎の生理食塩水の混合プロトコ
ル生成器を含んでいる。
【００６０】
　ヒトの男性の大動脈／心臓のコンパートメントに予測される造影の増強は、提案された
アルゴリズムの原則を詳細に説明すべく、この章で用いることができる。幾つかの研究に
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於いて、シミュレーションは、Bae等に記載されたように、全身生理学的薬物動態モデル
である(ＰＢＰＫ)ＰＫモデル(full body physiologic pharmacokinetic model)のSIMULIN
K(登録商標；MathWorks, Inc. of Natick マサチューセッツ州から入手可能)を実行する
ことにより実行された。
　Bae, K. T., J. P. Heiken, et al.(1998)"CT. Part Iに於ける大動脈及び肝臓の造影
剤増強。コンピュータモデルを用いた予測" Radiology 207(3):647-55及びBae, K. T., H
. Q. Tran, et al.(2000)"CT血管造影法に於ける均一に伸びた血管増強についての多相注
入法: pharmacokinetic analysis and experimental porcine model" Radiology 216(3):
872-80(1998)、米国特許第５，５８３，９０２号、第５，６８７，２０８号、第６，０５
５，９８５号、第６，４７０，８８９号及び第６，６３５，０３０号を参照。
  Bae, Heiken atal, 1998 supraに開示されている全身生理学的薬物動態モデルと認識さ
れているその研究のモデリングアプローチは、非常に大きいものであり、また、患者毎に
都合良く演算することができるには、あまりに多くの未知の部分を含んでいた。
　従って、Bae及び共同研究者は、生体組織の大部分を単一のコンパートメントを有する
組織に近似させて、最初に通過する増強力学が重要であることから、毛細血管転移コンパ
ートメントを除いている。結果の低次元モデルを図７に示される。図７では、Ｖは夫々の
「コンパートメント」の流体体積であり、Ｃは、各「コンパートメント」で予測される濃
度、及びＱは身体中の血液の体積流量である。ＱとＶは、解剖学的データから推定される
。このモデルを表す一次の結合された微分方程式システムは、連続した時間プロセスを仮
定して定式化され、図７に示されている。
【００６１】
　本発明の研究の中には、大動脈／心臓コンパートメントは十分に混合されていたとする
仮定があった。図８Ａ乃至図９中、Ｘ軸は時間単位が付けられており、他の仮定では、時
間軸が対象となるコンパートメント中で空間寸法に描かれている。
　図８Ａは、非均一の造影増強(造影剤の再循環によってコンパートメント中に生ずる)の
現象を示す。図８Ｂは、図８Ａに関連して走査された同じ患者に少量の「テスト」又は「
タイミング」注入を行なった結果を示している(モデルの心拍出量及び中央血液容量は身
体測定データテーブルに基づく)。造影増強のピークまでの時間は、図８Ｂでは１２秒と
測定された。ピークの時間は、造影剤の少量のボーラスが、注入位置から、肺循環を通っ
て右心房、及び左心房コンパートメントへ移動する通過時間を表している。増強のピーク
までのシミュレート時間は、「実際の」患者のものに満たない。
　この点に於いて、図７に示したモデルは、ヒトデータに直接有効なものではなく、ブタ
のデータから相対的に見積もられたものであった。いずれにしても、これらのシミュレー
ションにおける絶対的な値は臨界的なものではない。むしろ、我々は、システムの動態性
(dynamics)に興味がある。ボーラスのピーク(又は最初の瞬間)がコンパートメントに到達
した後(＞１５秒)のコントラストの再循環を示している図８Ｂは注目すべきものである。
図７に示した低次元モデルでは、再循環動態性(例えば２番目のピーク)を高い忠実度で再
生していない。
【００６２】
　以前の研究は、注入時間が、タイミング注入から算出された造影剤の到達時間よりも長
ければ、造影増強のピークまでの時間は、注入時間が増大するほど、直線的に増大すると
結論付けた。注入時間が、テスト注入のピークまでの持続時間を越えると、更なる造影剤
が、コンパートメントに既に存在する造影剤と混合するために、増強曲線の非対称性は顕
著なものとなる。
　この現象は、混合物プロトコル(例えば、生理的食塩水に造影剤を加えた)を演算する本
発明の１つのアルゴリズムの一実施例の基礎として役立つ。
【００６３】
　図９は、２相プロトコルでシミュレートされた時間増強曲線を示している。第１相の持
続時間は、タイミングボーラスの増強のピークまでの時間に３秒(任意のオフセット時間)
を加えた時間に等しくなるように算出された。第２相は、希釈相(９０％造影剤、１０％
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生理的食塩水)であり、効果的な造影剤の濃度が２８８ｍｇＩ／ｍｌ(希釈相の濃度＝所望
又はプログラムされた比率(この例では９０／１００)×薬剤の濃度(３２０ｍｇＩ／ｍｌ)
)となる。量が設定され、総量１２０ｍｌが患者に注入された。流速は、両相で同じであ
り、造影剤の勢いが右心房の中で維持された。
　図９は、注入の後半にある非対称の「ピーク」の低減を示しており、造影増強を約３５
０ＨＵに維持している。相対的に、指数関数的に流速を減少させる技術は、より低いピー
ク増強をもたらす。本発明の注入プロトコルの利点は(減速する注入流速プロトコルに比
べて)、注入される流体の体積流量が減少しないので、心臓の前の末梢静脈系内での流れ
の副産物(flow artifacts)が殆んどないことから生じる。
　この点に於いて、ボーラスのある部分では、異なる速さで右心に到達するため、静脈系
の内生流速よりも低速で移動する注入物質は、造影剤の分散をもたらす。本発明では、多
相注入プロトコルが配備されて、１又は２以上のパラメータが、注入時間の少なくとも一
定期間に亘って定期的に又は連続して変化し、総流速は、一定に維持される。この方法で
、例えば、患者に搬送される造影活性剤(例えば、ヨウ素、ガドリニウムなど)の濃度は、
流速が一定に維持(例えば、その間に注入される生理的食塩水の一部の増加によって)され
ている間に亘って減少させることができる。それによって、増強の広範でより均一的なピ
ークは維持される(例えば図９参照)。さらに、その均一性は、注入手順の異なる相間で変
化させることができる。例えば、肝臓の増強は、例えば肝臓の異なる部分に対応する画像
化手順の異なる相中で変化させることができ、増強時間のピークは、血液供給の変化によ
って変えることができる。
【００６４】
　プロトコル決定又はパラメータ生成に関する本発明の他の実施例として、希釈／フラッ
シング流体と造影剤の混合物を２相流れ又は同時注入する場合について、図１０乃至図１
８を用いて説明する。
　再度、合理的なＣＴ造影プロトコル構成の第１の目的は、個人の血行動態の状態、対象
となる画像化領域及び注入システムの制約などを考慮して、各患者に合わせた注入プロト
コルを開発することである。注入方法は、例えば、Stellant(商標) D注入システム(Medra
d, Inc. of Indianola, ペンシルベニア州から入手可能)の機能(ability)を利用して、造
影剤と生理的食塩水の同時送達(及び希釈)を行なうことができる。下記に示すように、希
釈された造影媒体の追加の相により、さらなる左心房の増強が許容されるが、右心房の副
産物を減少又は排除するために、造影剤(ヨウ素)を減少させる。
【００６５】
　図１０乃至図１４は、３７０ｍｌＩ／ｍｌの造影剤を注入された３５歳の健康な男性(
２００ｌｂｓ、身長６ｆｔ)に対する増強プロフィール(上記にてシミュレートされた)を
示している。図７に示したコンパートメントに分かれた薬物動態のモデルについて予測さ
れるように、右心房コンパートメントと左心房コンパートメントについて、増強曲線を表
している。図１０は、１２０ｍｌの単相注入(unpihasic injection)についての増強を表
しており、然るに図１１は、７５ｍｌボーラスの後に、５０ｍｌの生理的食塩水のプッシ
ュ即ちフラッシュから生じる増強を表している。図１０中、左心房の増強は、走査時間を
通して３００ハウンスフィールドユニット(ＨＵ)以上であるが、右心房は、走査窓中、明
るく増強されており、画像の副産物をより生じやすくなっている。
【００６６】
　図１２乃至図１４は、７５ｍｌメインボーラスの後に、同じ流速の造影剤の希釈相を行
なった注入から生じるシミュレートされた時間－増強曲線を示しており、造影剤／生理食
塩水の比は夫々以下のように、５０／５０、３０／７０及び７０／３０である。左心房及
び右心房の増強は、希釈された造影剤の追加の相によって明らかに改善されていた。７０
／３０の相(図１４)は、良好な左心房の増強を示しているが、右心房の増強は、大きくな
りすぎていた。３０／７０の比(図１３)では、右心房の増強は良好であったが、左心房の
増強は走査窓中、十分ではなかった。５０／５０の比(図１２)は、このシミュレートされ
た患者に対して、右心房の増強及び左心房の増強について、最良のトレードオフを示して
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いる。
【００６７】
　図１５は、造影材料の注入プロセスを時間軸を固定して表したものである。最下位の軸
は、造影剤注入プロフィール(この例では、５ｍｌ／秒の単相注入)を表しており、中間の
軸は、左心房のコンパートメントと右心房のコンパートメントの増強プロフィールを表し
、最上位の軸は、走査時間を表している。
　２つの垂直線は、走査の開始時間と完了時間を表している。一実施例に於いて、本発明
のアルゴリズムでは、臨床医学者が、少量の造影剤のテストボーラス注入(例えば、診察
操作時に用いられている流速と同じ流速で造影剤２０～２５ｍｌのテスト注入)の後、生
理的食塩水のプッシュを行なったと仮定している。
　動態性のＣＴ走査は、テストボーラスのピークまでの時間とテストボーラスの増強のピ
ークが測定／記録されることから、増強曲線が作成される。走査時間も、テストボーラス
及び診察の注入が始まる前に判っているものと仮定している。
【００６８】
　一実施例に於いて、造影の最初のボーラスは、走査時間と等しい時間で行なわれる。流
速は、作業者によって決められる(この研究では５ｍｌ／秒と仮定している)。従って、第
１相の量は、走査時間と流速の積となる。第２相の量は、テスト注入のピークまでの時間
、第１相の時間、及び、走査の終了を考慮して決定される。
　造影剤注入は、走査の終了よりも長く続けるべきではない。注射側から右心房に造影剤
の伝搬遅延が生じるため(一般的に約５～８秒)、造影剤の注入は、スキャンの終了の５～
８秒前に止めることで、次の造影剤を右心房に充満させることができる。図１５の実施例
に関連して採られるアプローチは、５ｍｌ／秒で４０ｍｌの生理的食塩水をを排斥してい
るから(proscribed)、走査時間の前８秒で、希釈相の造影剤注入を終了した。
【００６９】
　第２の希釈相の量は、次のように決定される。
【数１】

値ＴSCAN ENDは、テストボーラスのピークまでの時間と走査時間を考慮して算出される。
【数２】

第２相の比は、図１６に示したような造影剤／生理的食塩水の比に対して、テストボーラ
スの増強ピークを描くことで発見的に決定される。
【００７０】
　各患者に送達される造影剤の総量を制限するために(テスト増強のピークまでの時間が
極端に長い場合)、希釈相に使用可能な最大量を４０ｍｌとしている。上記計算によって
、４０ｍｌを越える造影剤の量が示されると、システムは、造影剤の量を４０ｍｌに制限
し、希釈比を考慮した相(生理的食塩水と共に)で、造影剤が４０ｍｌを越えないように総
量を算出する。希釈相で許容される造影剤の総量は、体重、推定される心拍出量、身体の
質量指数(Body Mass Index)、又は、その他の生理機能的な指標の関数として設定するこ
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ともできる。
　心拍出量を非侵入で測定するバイオインピーダンス測定が開発されてきた。カリフォル
ニア州、サンディエゴのCardioDynamicsインターナショナルコーポレイションから入手可
能なBIOZ(商標)システムは例えば、インピーダンス心拍記録によって患者の心拍出量を測
定するために使用され得る。
胸部の電気的なバイオインピーダンス(TEB)として知られているインピーダンス心拍記録(
ICG)は、胸のインピーダンスの変化を時間経過による量の変化に変換する技術である。
このように、インピーダンス心拍記録は心臓周期中に生じるような容積測定の変更を追跡
するために使用される。そのような測定は、非侵入で連続的に集められる。
一般に、交流は胸を介して伝送される。交流は、最小の抵抗の経路である血液で満たされ
た大動脈を求める。交流への基線インピーダンスが測定される。大動脈内の血液量及び速
度は、各心臓の鼓動とともに変化する。インピーダンスの対応する変化は、ＥＣＧを用い
て使用され、血行力学のパラメーターを付与する。http://www.impedancecardiography.c
om/icgover 10.html及びwww.cardiodynamics.comで利用可能なインピーダンス心拍記録の
概要を参照されたい。
【００７１】
　図１６中の閾値は、５０テストボーラス注入のサンプルと、それに続く数値モデリング
から臨床データを解析することで決定された。発見的に、ルールは、ピーク増強が小さい
患者(左心房と右心房の十分な増強に更に造影剤が必要と仮定)に多くの造影剤を提供し、
テスト増強が強い患者には、少ない造影剤を提供するように策定されている。
　薬剤の量は、ピークまでの時間が長い又は短い患者に合わせて調整し、総ヨウ素装填量
は、テストボーラス増強に基づいて調節しているので、患者間の増強のばらつきは、この
アプローチでは減じられている。図１７は、この結果を示す予備診療データを表している
。図１７中、最初の２つの棒は、右心房と左心房(夫々ＳＦ＿ＬとＳＦ＿Ｒ)に対して記載
されたアルゴリズムで生じたデータである。誤差バーは、＋／－１の標準偏差を示してい
る。　残りのデータポイントは、造影剤が１２０ｍｌの単相プロトコル(３５０ｍｌＩ／
ｍｌ、生理食塩水のプッシュなし；ＵＮＩ＿ＲとＵＮＩ＿Ｌ)、２相プロトコル(４０ｍｌ
の生理食塩水とともに３５０ｍｌＩ／ｍｌを７５ｍｌ；ＢＩ＿ＲとＢＲＩ＿Ｌ)、最後は
、すべての対象について、希釈率を３０／７０に固定した希釈プロトコル(初期相量３５
０ｍｌＩ／ｍｌ＝スキャン時間×５ｍｌ／秒；ＤＦ＿Ｒ、ＤＦ＿Ｌ)で生ずる増強値を示
している。第２相の量は、一定量の５０ｍｌの流体であった。生理食塩水のフラッシュ４
０ｍｌを続けて行なった。
【００７２】
　図１８は、単相注入プロトコル(造影剤のみ、生理的食塩水のフラッシュはなし)、２相
プロトコル(造影剤の後に生理食塩水のフラッシュ)及び上述した２つの流れ注入プロトコ
ル(造影剤の後に、造影剤／生理食塩水の混合物、その後に、生理食塩水のフラッシュ)の
場合の左心房と右心房の走査画像を表している。図１８に示すように、注入プロトコルが
上記のように決定される２つの流れの注入手順は、右心房と左心房の画像化手順が改善さ
れている。
【００７３】
　図１９乃至図２３は、上記した２つの流れの注入プロトコルの決定をもたらすのに適し
たグラフィックユーザインターフェースの幾つかのスクリーン記録(capture)を示してい
る。
　図１９及び図２０では、図１０乃至図１８と関連して上記で説明しているアルゴリズム
は、心臓ＣＴ１を指定することによって選択される。患者の体重６５ｋｇとスキャン時間
３０秒が入力される。ヨウ素フラックス１.０ｇ／秒は、画像化手順注入によって定めら
れる。造影流体の濃度が２５０ｍｌＩ／ｍｌであると、流速４ｍｌ／秒は、画像化手順注
入に用いられる。
【００７４】
　図２１に示すように、テスト注入の間の流速は、１.０ｍｌ／秒である。３０秒のテス
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ト注入の間、生理食塩水のボーラス(ソースＢから)が、５秒間４.０ｍｌ／秒の流速で最
初に注入される。次に造影剤のボーラス(源Ａから)が、５秒間４.０ｍｌ／秒の流速で注
入される。
　最後に、生理的食塩水のフラッシュボーラスが、２０秒間４.０ｍｌ／秒の流速で注入
される。テストボーラス注入が完了した後、ピークまでの時間とピーク増強が、図２２に
示すように決定される。上記した値を用いて、診断注入プロトコルが、図１０乃至図１８
と関連して説明したシステム／方法を用いて決定される。
　図２３は、決定された診断注入プロトコルを説明しており、次の３つの相を含んでいる
。(１)４ｍｌ／秒(１８秒間)で７０ｍｌの量の造影剤(源Ａ)を注入；(２)４ｍｌ／秒(９
秒間)で５０／５０の造影剤／生理的食塩水の混合物３５ｍｌ(源Ａ及び源Ｂからの２つの
流れ)を注入；及び(３)４ｍｌ／秒(２０秒間)で８０ｍｌの量の生理食塩水(源Ｂ)を注入
。　従って、１８５ｍｌの合計流体が、４７秒間(総時間)で注入される。また、図２３で
説明したように、注入手順に用いられる流路の圧力限度は３００ｐｓｉとなるように設定
されている。また、走査遅延は５秒に規定されている。
【００７５】
　本発明のプロトコル生成又は決定システム、装置及び方法(しばしば、システムと総称
される)の他の実施例が以下に記載される。上記の如く、プロトコル生成システムは特定
の患者に適しているか個別化される注入プロトコルを提供する。
　幾つかの実施例では、１，２又は３以上の相用のパラメーターを含む最初のプロトコル
は、利用可能な情報(例えば体重、身長、心拍出量などのような１又は２以上の患者パラ
メータ、例えばヨウ素のような造影増強物質である搬送される薬剤の作用物質の濃度－走
査持続時間等)に基づいて決定される。
　この初期プロトコルは例えば、薬剤、希釈液(例えば、生理食塩水)の量、及び／又は患
者に搬送されるべき他の流体の量を決定するのに用いられ、今度はそこから流体が搬送さ
れる容器(例えば、シリンジ)内に装填されるそのような流体の量を付与する。充填可能な
シリンジを用いる造影剤の注入の幾つかの代表的な実施例が以下に示されて、本発明を説
明する。
　そのような手順に於いて、臨床医は例えばテスト即ち識別ボーラスを実行する前に、シ
リンジを造影剤で予め装填しなければならない。識別ボーラスが実行された後に、臨床医
が造影剤をシリンジ内に装填し又は再装填することを期待するのは非現実的である(少な
くとも現行のインジェクタシステムの世代では)。本発明のプロトコル決定策は、臨床医
が次に装填する投与／量を前もって決定することを可能にする。
【００７６】
　初期プロトコル及びシリンジの装填が決定された後に、上記の如く、識別ボーラス即ち
テストボーラスが患者に投与される。再び識別即ちテストボーラスは、少量の造影剤の注
入である。例えば、単一レベルの走査が、例えば心臓血管の対象領域又は地域にて実行さ
れ得る。生じる増強曲線の形態から、心臓血管システムの描画及び生体の薬剤内にて対象
となる物質の伝搬の動態性を洞察することができ、そこから誂えた又は調整された注入プ
ロトコルが生成され得る。
【００７７】
1.0  設計説明
【００７８】
　代表的な実施例では、搬送／装填されるべき造影剤の量を計算するのに用いられた一次
データは、走査持続時間、患者の体重のような１又は２以上の患者パラメータ及び造影剤
の濃度であった。
【００７９】
　可変の重み要素(mgヨウ素/体重kg)が患者へのヨウ素投与量を決定するのに用いられた
。一般に、ヨウ素の血漿濃度と血管内のハンスフィールドユニット内の増強(又はＣＴ番
号)の間には、線形の関係がある。体重は患者が操作される前に容易に得られ、造影剤の
予備装填量を演算する実際的な手段として役立つ。予備装填量を演算する要求は、例えば
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造影剤及びフラッシュ用流体、即ち希釈液(例えば、生理食塩水)のバルク容器を用いる連
続流れのシステムの使用により排除され、これは例えば米国特許第6,901,283号、第6,731
,971号、第6,442,418号、第6,306,117号、第6,149,627号、第5,885,216号、第5,843,037
号及び第5,806,519号、米国公開公報第2006/0211989号(米国特許出願第11/072,999号)、
公開されたＰＣＴ国際出願WO/2006/096388(PCT国際出願番号PCT/US2006/00703)に記載さ
れており、それらの内容は引用を以て、本願への記載加入とする。
【００８０】
　幾つかの実施例に於いて、本発明の工程ソフトウェアは、例えば７つの範囲中の被験者
の体重範囲を区分けする(例えば、40kg、40-59kg、60-74kg、75-94kg、95-109kg、110-12
5kg、>125kg)。患者の体重に依存して変化するソフトウェアの装填係数又は関数は、以下
の表１に表示される。装填係数又は関数は、多重目的最適化ルーチンを、各重み範囲を表
すシュミレートされた患者に適用することにより引き出された。(Gembickiの重み付けさ
れたゴール達成方法(Gembicki,F.W.,「実行とパラメータ感度の索引を備えた制御のベク
ター最適化」ケースウエスタンリザーブユニバーシティ(1974))(図７に上記した薬物動態
学のモデルに基づいた生理学を用いて)。
　当業者には明らかなように、装填係数又は関数は公式を用いて決定される。多重目的最
適化では、代表的なゴールは、生理学のＰＫモデルの下行大動脈コンパートメントの少な
くとも３５０ＨＵピーク増強に到達し、かつ少なくとも走査時間中は３００ＨＵ以上の増
強に到達するように設定された。造影剤の濃度及び走査時間の全ての組み合わせをシュミ
レートし最適化するのではなく、代表的な最適化は心臓血管ＣＴＡについて一般的な３７
０mgl/mlの造影剤濃度及び１３秒の走査持続時間で行なわれた。
　表１に報告された値は、最適化の中で生成されたものから僅かに修正され、シミュレー
ションを用い、エンジニアリング判断を適用して、他の濃度を受け入れた。シミュレーシ
ョンの結果は図２４Ａ乃至図２４Ｇに示される。
　上記されたゴールは、２つの最も軽いケースには明らかには認められず、より小さな患
者(おそらく小児科の患者)に造影剤の量を制限する要求の結果として、認められた。
【表１】

【００８１】
　幾つかの実施例に於いて、以前の研究で公表された結果が、本発明のソフトウエアの投
与規模の境界条件を付与するのに使用された。以前の研究は、一定の注入(及び血漿ヨウ
素の重み付けされた投与量に達するように演算された流速)は増強値(サンプルを通る)及
び患者の体質から独立した大動脈のピークへの時間を生成することを示している。公表さ
れた造影動態性の薬物動態学的な分析もまた、同じ結論に繋がる。幾つかの実施例に於い
て、本発明のソフトウエアの注入持続時間は、演算された流速が臨床的に実現可能な値(
臨床医によって決定されるように)以上でないときは、走査持続時間に基づいて一定であ
る(患者について)。
【００８２】
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　現在の一般的な臨床実務は、ＣＴＡ注入プロトコルに、操作持続時間と等しい持続時間
を具えることを要求する。この実務は、スキャナの活性化の決定的ではない遅延、及び造
影剤のボーラスが心肺循環全体に分散するから、多くの場合に於いて次善の結果を達成す
る。
　造影剤が血管の中で分散することを認識しつつ、プロトコルを設計すること(ボーラス
を「逃がす」ことを防ぐべく)の従来からのアプローチは、次に走査持続時間より長い持
続時間で造影剤を注入することである。幾つかの実施例に於いて、本発明のプロトコル決
定ソフトウエアは、最短持続時間が１６秒であることが禁止されたので、走査が１６秒以
下でなければ、注入持続時間(患者への)は走査持続時間＋４秒とのルールを用いた。
【００８３】
　以前の研究は、造影剤の伝搬と増強の線形の時間不変式特性を実証した。放射線記録に
て報告された分析及び実験は、患者内へのヨウ素流速はピークのヨウ素血漿濃度(及び続
いて造影剤の増強)とは線形関係を有することを示す。現在の実務は、強健な冠状動脈CTA
(＞＝４００ＨＵ)について、ヨウ素の高い血漿濃度(及び増強値)を強制ずる(mandate)。
従って、ヨウ素の高い入力フラックスが望まれる。
　しかし、入力フラックスは、造影剤注入の速度が一般的には６－７ml/秒を超過しない
という認識で抑制されるべきである。現在の心臓の６４　ＭＳＣＴ(多重スライスＣＴ)の
走査持続時間は１０－２０秒の範囲を変動する。
【００８４】
　ヨウ素搬送フラックスが造影剤の濃度に投与流速[ml/秒]を乗算することにより演算さ
れることを認識すると、当業者には高い入力フラックスを達成するには、濃度又は流速の
何れかが増加すべきであることが理解される。単純な薬物動態学の理論及びフィックの原
理(図２５を参照)はこの考えを明示的に実証する。
　ＣＴＡ増強を理解するために、物質の濃度(Ci)と良く混合されたコンパートメント内に
流量流速入力(Qi)を記載することにより、増強機構の概念モデルを作ることができる。物
質が導入される血液の流量流速は、Ｑｏ(生理学的システム用の心拍出量)である。この状
況を規定する微分方程式は、以下の式１に与えられる。１つのコンパートメント流れモデ
ルのグラフ式の描写も以下に描かれる。
　t＜tendについての微分方程式の解は、注入速度、心拍出量及び導入される種の入力濃
度の相互作用に洞察を与える。
【数１】

【数２】

【００８５】
　式２は、時間内の濃度の入力関数が０から注入持続時間秒(ステップ関数)まで拡張する
と仮定する。式２の解の分析はＱi又はＣiが増加すると、良く混合された中央血液コンパ
ートメントの濃度が増加することを示している(ＣＴＡ内の増強レベルが造影剤の血漿濃
度(１mgI/mI＝１２０ｋＶＰで２５ＨＵ))に正比例することを思い出されたい)。また、心
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拍出量(Ｑｏ)が増加すると、血漿濃度及びこのように増強レベルが減少する(以前の経験
の豚での仕事に位置し、ヒトに見出される)ことに注意されたい。
【００８６】
　表１に提案される重みスケールを用い(手順の前にシリンジを予備装填するのに最も便
利な)且つ７ml/秒が注入速度には実際的な限界であることを認識して、最低の体重クラス
(＜４０ｋｇ)に１pl/秒入力フラックスの最小の投与速度を課して、１６秒である最短の
注入持続時間は、流速を最小にしつつ、ヨウ素のフラックス速度を最大にする良好なトレ
ードオフを提供する[mgl/秒]。
　薬物動態学のモデリング及び従来の研究は、75kgのヒトについて1.75 gl/秒のヨウ素投
与速度が心臓のCTAにとって理想的であることを示唆する。理想的には、造影剤プロトコ
ル流速はgl/kg/秒の演算をアサートすることにより決定されるだろう。しかし、シリンジ
の装填時に於ける走査持続時間へのアクセスは保証することができない。
　しかし、1.75 gl/秒(370の造影を有する75kgの患者について)を達成するゴールは、こ
こに示される装填要因及び注入持続ルールで実現される。
　１２秒の走査持続を超えて、走査時間に４秒を加えるのは、患者毎の持続時間(１０２
ｋｇ＞の患者について６秒を加算)を演算する為の規則であり、注入が走査より長く続く
ことを確実にする。
【００８７】
　上記の如く、多くの市販のインジェクタは、造影剤とフラッシュ用流体の混合物と、生
理食塩水のような希釈液を同時に注入することができ、それによって患者に入る造影剤の
ヨウ素濃度を希釈する。このアプローチは、心臓のMSCT走査で発せられた一続きの副産物
の発生を減少する価値があり、それは、以前に注入された希釈された(中央の血液量によ
って)造影剤が冠循環(及び左心房)を通って循環している間に、それほど薄められていな
い造影剤が上大静脈(SVC)及び右心房に溢れることにより引き起こされる。
　注入中のヨウ素濃度を低くすることにより、一続きの副産物の減少及び右心房のより一
貫した混濁が可能である。
　一般に、例えばペンシルベニア州、インディアノーラのメドラッド社から入手可能なST
ELLANT(商標)インジェクタシステムに於ける希釈技術の現在の実行は、注入相にて臨床医
に搬送に備えて、造影剤の生理食塩水に対する比を入力することを促す。臨床医は患者に
対する「適切な」比率を選ぶ際に思慮深さが必要となる。
　幾つかの実施例に於いて、本発明のプロトコル決定戦略を具体化するソフトウェアは、
識別(テスト)ボーラス増強、診断の注入持続時間、走査遅延、及び走査持続時間に基づい
て比を選択することにより、造影剤の生理食塩水に対する比を合理化することを試みる。
この点に於いて、より高いテスト増強ピークを有する患者は、もっと希釈された造影剤を
要求するべきである。然るに、より低いテスト増強ピークを有する患者は、あまり希釈さ
れない造影剤を要求する。
【００８８】
２．０　プロトコル生成実行
【００８９】
　本発明の臨床的な仕事流れの実施例は図２７Ａに示される。当業者に明らかなように、
例えばスキャナとインジェクタ間のデータ伝送は、電子通信リンク及び／又は使用者の入
力によって生じる。幾つかの研究に於いて、プロトコルはテストボーラスを要求し、例え
ば２００ｍｌのシリンジの使用を要求し、各患者用に希釈された造影剤又は混合相を用い
た。ここで示す計算は、プロトコルの種々の相を記載するのに、以下の名称を使用する。
【００９０】
速度は「Ｒ」で示される。
【００９１】
量は、「Ｖ」で示される;そして
【００９２】
持続時間は、「Ｄ」で示される。
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【００９３】
添字は注入される造影剤のタイプを示し、「Ｃ」は造影剤用、「Ｓ」は生理食塩水用であ
り、「Ｔ」は２つの流れ又は混合比である。添字はプロトコルの一部を示す。添字「ＴＩ
」はテスト注入を表し、「ＴＢ」はテストボーラスを表し、「Ｄｉａｇ」はプロトコルの
第１相の診断部分を表し、「ＤＦ」は２つの流れの相を表し、「Ｆｌｕｓｈ」は最後の生
理食塩水の相を表す。例えば、以下のシンボルは混合物の流速、２つの流れ又はプロトコ
ルの診断部分の比相を表す。
【数３】

以下のサブセクションは、図２７Ａに記載された対応して番号付けられた動作の詳細であ
る。
【００９４】
２.１　診断量の演算
【００９５】
　装填されるべき量の計算は、患者の体重を用い、体重要因に基づいて、第１相及び２つ
の流れの造影剤量を決定する。体重アルゴリズムは、臨場的な実施を容易にすべく、体重
範囲を打ち切る(discretize)。表１は体重バケット、各体重バケットに用いる値及び体重
要因を示す。或いは、アルゴリズム的な関係が示され得る。
【００９６】
　量の演算は、患者の体重、造影剤の濃度、及び演算に用いられるオプションに基づく。
体重の関数である体重要因は、選択されたバケットに対する投与量の演算に基づいて全て
の患者に用いられる。これ以降、特に示さない限り、全ての体重演算はキログラム又はｋ
ｇｓで行われる。
ＶC

Diag＝体重×体重要因×１０００／濃度              (式．３)
【００９７】
２．２　注入持続時間の演算
【００９８】
　複数の研究が、十分な第１通過ＣＴＡ増強に重要な制御パラメータは、ヨウ素流量流速
(ｍｇＩ／秒)及び注入持続時間を含むことを示す。幾つかの実施例に於いて、従って本発
明のシステム及び方法は、ヨウ素フラックス及び注入持続時間を操作することにより造影
剤の投与量を個人化する。造影剤の量は従属的なパラメータである。走査時間はスキャナ
によって患者毎に演算され、それはスライス幅、ピッチ、空間分解能、対象となる空間、
心拍数のような走査及び生理学的なパラメータに基づく。作業者は造影剤がシリンジ内に
装填され得る前に、このデータにアクセスするのが理想的であるが、本発明ではデータが
先験的に利用できない場合も受け入れ可能である。注入持続時間は走査持続時間と等しい
のが理想的である。拡散、分散及び走査タイミングの不正確さ故に、「安全な」要因は一
般に、余分に造影剤を付与することが必要である。
【００９９】
　第１造影相の演算された注入持続時間は、最短の持続時間を有する走査持続時間に基づ
く。例えば、ＭＳＣＴシステム(ボーラス追跡ソフトウエアと共に、又は該ソフトウエア
無しで)に於けるタイミングの不正確さを説明するのに、１６秒は十分なボーラス幅であ
る。保証された、決定的なタイミングメカニズムが存在し、又はタイミングボーラス全体
の増強カーブが利用可能であったなら、この注入持続時間は走査持続時間にまで理論的に
減じられる(又は短縮される)。本発明のシステム及び方法はまた走査トリガ時間を決定す
るのに当業者に公知のボーラス追跡ソフトウエアを使用するのに加えて、識別(即ち、タ
イミング)ボーラスの使用をも支持する。造影剤のボーラスは、１２秒より短い走査用に
１６秒に延長され、一定持続時間要因である「Ｘ」が更に長い走査用に付加される。
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【数４】

【０１００】
　上記のような単純な薬物動態学の分析は、式４の要因「Ｘ」を選ぶための洞察及び論理
的根拠に役立つ(lend)ことができる。入力関数(式２中のinjectDuration)の終了に際して
、血漿濃度の減衰は第１オーダの減衰に続く。
【０１０１】
　ヒトについての一般的な心拍出量は５Ｌ/分であり、平均的な中央の血液量(対象となる
注入側及び血管領域の間の量)は、９００ｍｌである。式２にこれらのパラメータを用い
て、１／２の時定数及び３／４の時定数を解くことができる。これらの時間は、対象の血
管領域内で最大造影増強後に血漿濃度がどれだけ減少するかの洞察を与える。式５は１／
２及び３／４の時定数を決定する演算を示す。
　標準的な中央の血液量を与えられて、一般的な生理学の領域上の心拍出量を変えて、図
２７Ｂ中のｔ3/4について示すように、対応する１／２又は３／４の時定数を見出すこと
ができる。

【数５】

【０１０２】
　全ての心拍出量について、４秒で更に「安全な」要因が生じ(３／４増強への時間は心
拍出量について演算された時間よりもなお長い)、血管領域で造影増強の「後部」中に３
／４のピーク増強を達成する。
【０１０３】
２．３　流速の演算と限界
【０１０４】
　流速は量と持続時間の組み合わせである。第１の、即ち造影剤のみの相の流速の演算は
、
【数６】

【数７】
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【数８】

【０１０５】
　式６によって演算される流量流速は、プロトコルの全ての相(タイミングボーラス、生
理食塩水のフラッシュ、２つの流れ等)に使用される。
【０１０６】
２．３．１　流速限界
【０１０７】
　サイトは１人の患者、又は複数の患者への最大流速を制限することを選択することがで
きる。そのようなオプションは例えば、システム構成オプションである。予め充填された
造影剤の最大量を搬送すべく、第１相の持続時間は例えば、プリセットされた時間(例え
ば２２秒)にのみ時間を延長させることができる。一定の(clamped)流速に於ける追加の造
影剤量は搬送されないだろう。２２秒での注入持続時間の一定化は、２０ｍｌのテストボ
ーラス注入のピークへの平均時間が１８秒であることの結果であり、幾つかの実施例に於
いて記載されたルールは、体重が重い被験者はピークへの走査遅延時間に６秒を加えるこ
とを命じる。１８秒と６秒の合計は２４秒であり、注入よりも２秒長く、希釈相が副産物
を願わくば減らす利益をもたらす。更に、以前の研究は古い世代ＭＳＣＴスキャナを用い
て、２５秒の一定の注入持続時間プロトコルについて、３００ＨＵを超える好ましい大動
脈の増強を生成した。以下のルールは、演算された流速が臨床医によって設定された最大
値を超える状況時に適用される。

【数９】

【０１０８】
　式９に於ける工程を実行すると、造影剤注入持続時間が一定化されることを確実にする
。この動作はｎ秒の走査がある全ての被験者について、一定の造影剤注入持続時間の条件
を課する(enforce)。これは、より高い大動脈の増強に余裕があるためには、注入量の増
加が生じなければならないことを示した多くの研究の結果と一致する。
　臨床医が注入速度を制限することに決めれば、制限された流速にて(従って、大量の造
影剤)非常に長い注入が実行されて、血液コンパートメントに蓄積する(また、脈管外のコ
ンパートメントへ拡散する血液を交換するように)ように、造影剤の再循環を可能にする
。
しかし、この結果は、静脈の汚染及び対象の血管コンパートメントの非対称のピーク増強
がある故に、血管造影法の適用には望ましくない。
　２２秒に注入持続時間が固定化された場合に、以下の表２Ａは流速制限がない造影剤装
填量を示し、然るに表２Ｂは流速制限がある造影剤装填量を示す(５ｍｌ／秒の最大流速
について)。



(27) JP 5486315 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

【表２Ａ】

【表２Ｂ】

【０１０９】
２．３．２　造影剤と生理食塩水の２つの流れの演算
【０１１０】
　２つの流れ、即ち混合流れは、診断プロトコルの付随的部分である。心臓手順のゴール
は、上行大動脈と冠状動脈を完全に不透明にしつつ、部分的に右心房を不透明にすること
である。これは、造影剤のボーラスが冠動脈にあり、その一方、比のボーラスが右心房に
あることを欲する難しいタイミング状況である。従って、造影剤の充填から造影剤と生理
食塩水の比に切り換える時間を決定する必要がある。これ以降、記号指示「＾」を付けた
全てのパラメータは、２つの流れの調整がなされた後の新たなパラメータである。
【０１１１】
　２つの流れの相の総注入速度は、式７に示したように、第１相の速度と同じである。２
つの流れの造影剤の量は、プロトコル生成時に設定され、患者の体重に基づく。以下の関
係は、２つの流れの造影剤装填量を付与する。

【数１０】

【０１１２】
　式１０の０.２０係数は収集された臨床試験データの分析によって計算された。実験の
仮説は、ピークへの時間及び２０ｍｌのタイミングボーラスのピーク増強に基づいて、２
つの相の持続時間及び希釈比が調整されることであった。以下の表３に示す計算図表は、
そのテストの結果に基づく。手順の前に装填する先験的な造影剤の量を演算するために、
従属的な変数として臨床的テスト及び独立変数として造影剤の量から、右心房増強値上に
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【０１１３】
　ＣＴＡのタイミング状況の概略は、図２８に記載される。カーブは、薬物動態学のシミ
ュレーションによって決定される右心房及び左心房のコンパートメントについての予言さ
れた増強カーブである。幾つかの研究のゴールは、走査遅延と走査持続時間の合計である
Ｔendに於ける流体注入の終了時に困難な制約を設定することであった。薬剤が画像の増
強に寄与しないので、走査持続時間を超えた造影剤の搬送は医学的に意味をなさない。
　希釈相は患者毎に演算され、注入持続時間の終了時とＴendとの間で圧搾された。研究
では、造影剤のみの注入持続時間は走査の長さに設定された。記載した「診断の」造影剤
のみの相の持続時間は、走査持続時間よりも長いだろう。
　個別化された稀釈方策を使用する研究の結果が、満足な右心室の画像(右心室で定義さ
れた)及び左心室の画像を生成したので、稀釈相の造影剤量は、標準グループとしてこの
研究に使用された。
【０１１４】
　図２９は、２０人の患者についての臨床試験からの生データを示す。Ｙ軸は、希釈相で
使用される造影剤の実際の量であり、Ｘ軸はサンプルの患者の体重である(lbsで)。図３
０は、７０人の患者について生体認証を使用して、モンテカルロ・シュミレーションを描
き、該シュミレーションは表１の係数、及び式３及び式１０で計算された量プロトコルで
決定された予備装填された量を用いて、診断上及び希釈造影剤相プロトコルを演算した。
　研究は、0.12ml/ポンドの装填要因が使用された場合に、手順の後にシリンジに残され
る残余の造影剤の量を評価する為になされた。稀釈相の残余の造影剤廃棄物が１０ml未満
であることは明白である。回帰の単位はポンドである。回帰係数のメートル、kg単位への
変換は、(0.120[ml/ポンド]*2.204[ポンド/kg])係数＝0.264ml/kgに帰着する。
　全体の造影剤投与量を減らすべく、また、臨床試験での画像の幾つかは所望の右心室の
増強より明るいことを考えれば、２つの流れ相の装填係数は、0.20ml/kgでセットされた
。
装填要因の縮小には患者への総ヨウ素負担を縮小する更なる利益がある。
【０１１５】
２つの流れの生理食塩水量
【０１１６】
　考慮すべきＤＦ生理食塩水量の２つの例があり、それは装填量と調整されたＤＦ生理食
塩水量である。ＤＦ生理食塩水相の装填量は、生成の時間にて演算される値である。比が
変化し、以下の表３に挙げられた２つのシナリオを有すれば、調整されたＤＦ生理食塩水
量から変化する。
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【表３】

【０１１７】
　上記の表２の全ての場合について、生理食塩水は以下に等しい。
【数１１】

【０１１８】
　上記の手順で演算された造影剤の総量が、システムのシリンジの容量を超えていれば、
造影剤の量を減じる工程が採られなければならない。
【０１１９】
２．４　シリンジの容量に基づく量の制限
【０１２０】
　本発明の幾つかの研究に於いて、２００mlのシリンジが用いられた。しかし、２００ml
以下の量を有するシリンジを含む他の量のシリンジが用いられ得る。シリンジを基本とす
るインジェクタシステムについて、演算された装填量がシリンジ量を超えることが可能で
ある状況(例えば、低い造影剤濃度と重い患者)が受け入れられなければならない。表４は
生成されたプロトコルと装填量がシリンジの容量を超えないことを確実にするように確立
されたルール設定の一実施例を示す。２００mlのシリンジを用いた幾つかの研究にて、最
大装填量は１９５mlに設定された。
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【表４】

【０１２１】
３．０　プロトコル調整動作
【０１２２】
　本発明のプロトコル調整サブルーチンは、上記の如く、心臓血管系の特性、又は心臓血
管系を通る薬剤(例えば、造影増強薬剤を含む)の伝搬の特性に基づいて、ローディングさ
れたプロトコルを修正する。そのような特性は例えば、１又は２以上の患者モデル(例え
ば、公開されたＰＣＴ出願WO/2006/055813号(PCT国際特許出願PCT/US2005/041913)に記載
されたパラメトリックモデル又は非パラメトリックモデル)の使用、及び／又は少量タイ
ミング、検証(identification)又はテストボーラス又は注入の使用によって作られる。幾
つかの実施例に於いて、プロトコル調整はテスト注入にて得られるデータ(例えば、ピー
ク及びピーク増強への時間)に基づいた。
　図３１は、テストボーラス増強の検証に基づいて注入プロトコルを変更するプロトコル
調整の実施例の機能的記載を示す。以下のサブセクションは、図３１に記載された番号付
けられた動作に対応した詳細な記載である。
【０１２３】
３．１　２つの流れの比の演算及び次に量の演算
【０１２４】
　テストボーラス調整は、テストボーラス注入及び使用者がピーク及びピーク増強への時
間を入力した後に、プロトコルにされる調整である。或いは、ピーク及びピーク増強への
時間は、スキャナ及びシステム間のワイヤ付き又はワイヤレスの通信接続によって本発明
のプロトコル生成システムに伝えられ得る。この演算は、テストボーラスがないプロトコ
ルには当てはまらない。
【表５】

【０１２５】
　表５に示す発見に基づいて、希釈相(２つの流れ)にて搬送される造影剤の実際の量は、
以下のように演算される。
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【数１２】

【０１２６】
３．２　走査遅延の概算の演算
【０１２７】
　走査遅延の概算は、注入時間のタイミングに基づく。以下の計算は、測定値又は概算値
に基づいて、走査遅延(秒で)の概算を提供する。
　　　　重量＞＝１０２ｋｇ(体重が離散化された後)ならば
                    scanDelay＝Tpeak＋６
        そうでなければ
                    scanDelay＝Tpeak＋４
        終了
        scanDuration＜１０秒(体重に関係なく)であれば
               scanDelay＝Tpeak＋６
        終了
【０１２８】
　例えば、４秒及び６秒の付加時間は、ピークへの時間に付加されて、測定側から対象領
域への造影剤の搬送遅延を予想する。６秒の追加は、重い患者用であり、該患者には造影
剤が血管構造を通ってゆっくりと伝搬することが期待され、造影剤が走査持続時間より長
く注入される流速制限状況におそらく遭遇する。プロトコルが流速制限され、患者が１０
２ｋｇ(体重が離散化された)以下の重さである状況では、注入の最後が２０mlのテストボ
ーラスのピークへの時間中に生じる機会がある(特に、低い濃度の造影薬剤について)。
　希釈されていない造影剤がＳＶＣ内にある間に、注入中に走査が開始しないのが好まし
い。更なる時間遅延が、この状況を予測する。臨床医が非常に短い走査を実行する状況で
は、走査は増強のピーク中に開始するように、時間決定されるべきである。
【０１２９】
　造影剤は体重に基づいて予め充填されるから、５秒の走査は左心室の増強ウィンドウ内
にて遅れて開始することにより、造影増強を利用すべきである。１０秒以下の短い走査に
ついての条件は、ピークへの時間に６秒を加えるように、診断相の持続時間を決定し、希
釈された造影剤が該時間で周辺の血管構造から心臓コンパートメントに伝搬することを許
し、これは希釈相又は２つの流れ相を付与する当初の目的である。
　更に、走査は非希釈造影プロトコルが終了し、希釈された(２つの流れ)造影剤の幾分か
がSVCに達した後に開始するのが好ましい。この結果は、短い走査持続時間を用いて理解
され得る、何故なら増強の下降傾斜中の画像化についての関与はあまり重要ではないから
である。
【０１３０】
３．３　２つの流れ相に十分な時間があるかの決定
【０１３１】
　テストボーラス特性が付与された後になされた注入タイミング調整は例えば、走査の終
了時に、造影剤の注入を終了させようと試みる。以下の式は、注入タイミング調整に適用
する。
　　Tend＝ScanDelay＋ScanDuration
【０１３２】
　２つの流れの相の持続時間は、以下の式を用いて、Tendと全造影相又は造影剤のみの相
との間の間隔を演算することにより、決定される。
    Dgap＝ScanDelay＋ScanDuration－ＤC

Diag

【０１３３】
　適用可能であれば、図３２Ａ及び図３２Ｂに示すように、量は調整され得る。
【０１３４】
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　図３３Ａ乃至図３３Ｇは、図２６に示すワークフローに沿った種々の地点又は工程に対
応して、上記の本発明のプロトコル生成システムの実施例とともに用いられるグラフィカ
ルユーザインターフェイスの例を示す。
【０１３５】
　図３３Ａの上端部は、患者の体重入力の工程が円Ａで囲まれているワークフロー図を示
す。対応するグラフィカルユーザインターフェイスは図３３Ａの下端部に示される。この
実施例では、患者の体重は複数の体重範囲から選ばれる。
　図３３Ｂの上端部は、造影剤の濃度の入力工程が円Ｂで囲まれているワークフロー図を
示す。対応するグラフィカルユーザインターフェイスは、図３３Ｂの下端部に示される。
この実施例では、造影剤の濃度は複数の利用可能な選択から選ばれる。
　図３３Ｃの上端部は、シリンジローディング工程が円Ｃで囲まれているワークフロー図
を示す。対応するグラフィカルユーザインターフェイス、又はスクリーンディスプレイは
、図３３Ｃの下端部に示され、造影剤のシリンジ及び生理食塩水のシリンジの装填量(上
記の方法を介して演算されるように)は、使用者／臨床医の為に示される。
　図３３Ｄの上端部は、ワークフロー図形を示し、スカウト走査からのデータがインター
フェースへ移されるデータ転送工程は、円Ｄで囲まれている。走査持続時間を入力する対
応するグラフィカルユーザインターフェイスは、図３３Ｄの下端部に示される。
　図３３Ｅの上端部は、最初の診断のプロトコル計算工程(上記の如く、達成された)が円
Ｅで囲まれているワークフロー図を示す。計算された最初、即ち予めローディングされた
プロトコルは表示される必要はない。対応するグラフィカルユーザインターフェイスは、
図３３Ｅの下端部に示され、使用者は例えばＯＫボタンを押すことにより、プロトコル生
成システムがプロトコルを生成するように促される。
　図３３Ｆの上端部は、ワークフロー図形を示し、テストボーラスからのデータがインタ
ーフェイスに転送されるデータ転送工程が、円Ｆで囲まれている。当業者に明らかなよう
に、このデータ(例えば、ピーク及びピーク増強への時間)は臨床医が関わることなく、又
は臨床医の手入力によることなく、スキャナとインジェクタ間の通信リンクを介して転送
され得る。ピーク及びピーク増強への時間のデータを手入力する為の対応するグラフィカ
ルユーザインターフェイスは、図３３Ｆの下端部に示される。
　本実施例に於いて、複数の範囲のピーク増強が、臨床医による選択のために提供される
。図３３Ｇの上端部は、ワークフロー図形を示し、インターフェイス及び診断注入によっ
て調整された診断プロトコルの決定が終了した地点が、円Ｇで囲まれる。調整された診断
プロトコルを示す対応するグラフィカルユーザインターフェイスは、図３３Ｄの下端部に
示される。臨床医には、プロトコルパラメータを変更する機会が付与される。
【０１３６】
　図３４Ａは、８秒の心臓ＣＴＡ走査を経た１８０ポンドの男性患者に対するインジェク
タの表示とスキャナ時間記録の実施例を示す。図３４Ｂは、プロトコル生成方法によって
決定される造影剤のみの相(相１)及び２つの流れ、又は混合相についての代表的な体積流
速及びヨウ素投与速度を示す。
【０１３７】
　要するに、上記の如く、心臓血管のＭＳＣＴ血管造影法のような多くの走査手順は、獲
得期間の減少及び造影剤の搬送と使用に固有の課題の結果として、挑んでいる。更に、心
血管のMSCT血管造影法の場合には、心臓の構造は走査中に移動している。スキャナ獲得の
タイミングは、重要な解剖構造にて造影剤のボーラスが最大の造影増強を付与するときに
、一致すべきである。本発明のプロトコル生成システム及び方法は、患者に個別化された
ＣＴ造影剤注入プロトコルを計算するか決定する。
【０１３８】
　本発明のプロトコル生成システム及び方法の幾つかの研究に於いて、多数の対象物の最
適化のゴールは、生理学のPKモデルの左心室コンパートメントにて、少なくとも350HUピ
ーク増強、及び少なくとも走査中は300HU以上の増強に設定された。
　個別化された走査遅延は、個々の心臓関数の関数(走査遅延＝テストボーラスのピーク
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への時間＋患者の体重及び走査持続時間に依存した４又は６秒)として演算された。患者
の心臓の反応は、稀釈相の持続時間及び造影剤の生理食塩水に対する比率を決定した。
最後に、造影剤の注入は、走査の終了期間を越えて伸びることを禁じられ、ほとんどの場
合、５－６秒前に終了する。
【０１３９】
　左心室及び右心室の造影増強が、本発明の心臓のプロトコル生成システム/方法を使用
して、プロトコルパラメータを確立する一般的な方法に比して、被験者に亘ってより一定
することが期待された。増強のレベル及び一貫性を評価するために、パイロット研究から
の心臓のCE CTデータが分析された。
　対象となる２つの解剖領域(下行大動脈と右心室)が、半自動式の機械区分化アルゴリズ
ムによって各被験者の走査(60%のRR間隔で改造された)で識別された。
　単一の時間ポイントで獲得した軸方向のスライスの全てのセットについては、各領域内
の平均的な増強が計算され、時間増強カーブを生じた。心臓のCTA中に右心室増強の稀釈
相を有する造影注入プロトコルの患者毎の影響も研究された。右心室を評価するための十
分な増強は、右心室病理学の評価を考慮に入れる。
　図３５Ａに示すように、標準誤差によって測定されるような右心室内の被験者間の変わ
り易さは、本発明のプロトコル生成システム/方法が使用されたグループにおいて最低だ
った(+/-13HU)。他のグループ中の標準誤差は次のとおりだった:
単一相(+/-39 HU)、２相(+/-39HU)、一定の稀釈相(+/-28HU)。
　一方向のANOVA(P<.005)は、注入プロトコルグループ間の平均増強値に可成りの違いが
存在することを実証した(さらに変わり易さP<.001に対する２つのサンプルＦ－テストで
チェックした)。左心室の増強は平均325HU±80となった。
【０１４０】
　本発明のシステム/方法を使用して生成された注入プロトコルを用いた心血管のCTA(シ
ーメンスセンセーション64)を経た２０人の患者の研究、及び標準の二相のプロトコル(Io
pimidol 370造影剤量＝走査時間×５ml/秒、その後40mlの生理食塩水のフラッシュ)を経
た１９人の制御被験者の研究が成された。時間増強カーブの全ての値は、被験者に亘って
格納され、２つのグループが非対合のtテストによって比較された。
　本発明によって生成されたプロトコル及び二相のプロトコルの平均の増強は、夫々357
±69HU及び323±64HUであった(p＝１０-8)。右心室の平均増強は、318±85HU及び212±96
HUであった(p＝１０-21)。図３５Ｂ及び図３５Ｃの中で示された結果は、夫々両方の領域
で統計的に著しい増強の差を示す。
【０１４１】
　図３６Ａは、１３９ポンドの女性の被験者について、本発明のプロトコル生成工程にて
生成されたプロトコルを用いて得られた走査結果を示し、その一方、図３６Ｂは、２０２
ポンドの男性の被験者について、本発明のプロトコル生成工程にて生成されたプロトコル
を用いて得られた走査結果を示す。
　これらの画像において顕著なのは、左心室構造(左心房、左心室及び左前下行枝起源)の
明るく均一な不透明化である。両方の画像に於いて、右心室、右心房及び上大静脈のさら
に十分な増強があり、心室隔壁、心筋のマージンを区別する。また、右心室機能の機能分
析に供給する、十分な不透明性がある。更に、右心室に十分な造影剤があり、塞栓血栓の
診断を許す。更に、右心室の乳頭筋、調節帯及び三尖弁の視覚化は、均質な造影増強の存
在によって可能である。両画像に於いて、ＣＴ走査獲得の間に上大静脈、右心房及び右心
室に存在する造影剤にしばしば関連した一筋の副産物がない(図３６Ａの円を参照)。
　右心室増強の均質化及び一筋の副産物の欠如は、本発明のシステム及び方法によって提
供される、個別化された稀釈プロトコルの投与、及び最適な走査タイミング(生体内の造
影剤の伝搬に関する)の結果である。
【０１４２】
　本発明のシステム及び方法の他の研究では、注入プロトコルは心臓用の２つの源(DSCT)
のために、インジェクタに統合された。心臓用のDSCTを経た４０人の一続きの患者の研究
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グループに於いて、メドラッド社のSTELLANTインジェクタ上にあるソフトウェアによって
実行された上記の本発明のパラメーター生成システム/方法は、三相性の注入プロトコル(
造影剤、造影剤/生理食塩水及び生理食塩水の相)について、個別化された造影剤量(370mg
I/ml)及び注入パラメータを決定するために将来を見越して評価された。研究グループの
４０人の患者についてのワークフロー手順は図３３Ａ乃至図３３Ｇに示したのと同様であ
った。
【０１４３】
　他に連続した４０人の患者の制御グループが、標準造影プロトコルを使用して注入され
、、遡及的に分析されて、大動脈、冠状動脈、心筋及び心室内の増強のレベル及び同質性
を比較した。
　標準プロトコルは第１相が造影剤のみの相であり、第２相が混合相又は２つの流れの相
であり、第３相が生理食塩水のみの相であった。全ての相について流速は、６ml/秒に設
定された。２つの流れの相(造影剤／生理食塩水)は、30%の造影剤と７０％の生理食塩水
を含む５０mlの流体を６ml/秒で搬送することによって特徴付けられた。
生理食塩水の相は、６ml/秒で注入された４０mlの生理食塩水を搬送することによって特
徴付けられた。
　制御グループの３相の診断プロトコルの前に、６ml/秒で２０mlの造影剤のテストボー
ラス、続いて６ml/秒で４０mlの生理食塩水の注入が用いられて、上行大動脈の増強ピー
クへの時間として決定された走査遅延を決定した。
【０１４４】
　心臓解剖の目標を診断的に表示する質は、各研究グループと制御グループについて、評
価された。図３７は、２つのブラインドリーダーの質問に対するグラフ表示を示す。
「この患者の意図した診断については、造影剤搬送プロトコルが解剖を視覚化し、かつ病
理学を診断するのに十分だったと信じるか?」
　イエスとノーの応答は、各制御グループと研究グループについて蓄積され、イエス/診
断、又はノー/非診断のパーセントとして示された。図３７に示すように、ブラインドリ
ーダーは、本発明のパラメーター生成システムを使用して生成された造影剤搬送プロトコ
ルが１００％の研究グループの患者に、解剖を視覚化し、かつ病理学を診断するのに十分
であったことを見出し、その一方、ブラインドリーダーは、標準方法論を用いて生成され
た造影剤配達プロトコルが、９２％の制御グループの患者のみに解剖を視覚化し、かつ病
理学を分析するのに十分であったことを見出した。
【０１４５】
　図３８は、左冠状動脈の画像化用に、本発明のパラメータ生成システムを使用して生成
された造影剤搬送プロトコル、及び標準的な造影剤搬送プロトコルの各々によって達成さ
れた画像化のブラインドリーダーによる格付けのグラフ表示を示す。
　図３８に於いて、「１」の格付けは、質問の構造は視覚化されなかったとの結論に相当
し、「２」の格付けは、質問の構造は微かに視覚化されたとの結論に相当し、「３」の格
付けは、問題の構造は微かに視覚化されるが、描写は制限されているとの結論に相当する
。
　「４」の格付けは、問題の構造は視覚化され、完全な描写は可能であるとの結論に相当
し、「５」の格付けは問題の構造が可成り視覚化され、且つ描写も優れているとの結論に
相当する。図３８に示すように、統計的に有利な利点は本発明の方法及びシステムによっ
て提供される。図３９は右冠状動脈の画像化について、同様の分析を示す。繰り返すが、
統計的に有利な利点は本発明の方法及びシステムによって提供される。同様の結果は心臓
の他の解剖学的構造の中で観察された。
【０１４６】
　図４０及び図４１に夫々示すように、研究グループと制御グループにて、平均的な冠状
動脈の減衰は、359.5±17.7から450.6±19.9HU、及び297.3±11.1から429.8±10.9HUまで
及んだ。図４０及び図４１にて、省略形Aoは上行大動脈に言及し、省略形LtMainは左冠動
脈主幹部に言及し、省略形LADは左前下行枝に言及し、省略形RCAは右冠動脈に言及し、及
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び省略形LCxが回旋冠状動脈に言及する。
　符号Prox(Proximal)、Dist(Distal)、及びMidは、米国心臓病協会15部会冠状動脈モデ
ルによって定義されるように、各冠状動脈の基端及び中央部に言及する。
　LADの先端の平均的な減衰、LCxの中央部及び先端部及び右心室は、制御グループよりも
研究グループに於いて可成り高かった(p<0.05)。被験者内部の血管減衰の変化し易さは、
制御グループ(SD=63.2±22.1)よりも研究グループ(SD=49±19.5)において著しく低かった
(p<0.002)。
　右心構造(乳頭筋、肺動脈弁、心室の心筋)、左主幹部、LAD及び右冠動脈の基端部の診
断上の表示は、制御グループよりも研究グループに於いて可成り高く評価された(P<0.05)
。
　本発明のシステム及び方法によってこのように生成された患者に特定された造影剤プロ
トコルは、より高くより一定の冠状動脈の増強を提供し、心臓のDSCTの心臓の診断表示を
改善した。
【０１４７】
　また別の研究では、冠状動脈と心室中の増強は、固定パラメータを備えた２つの異なる
三相性の注入プロトコル、及び本発明のパラメータ生成システム／方法によって決定され
た個々に最適化された注入パラメータを有する１つの注入プロトコルを使用する。
【０１４８】
　その研究では、１５人の患者が各グループに含まれていた。グループ１では、造影剤の
みの相で７０mlの造影剤(シェーリング社、Ultravist 370)が、流速５.０ml/秒で注入さ
れた。グループ２では、造影剤のみの相で８０mlの造影剤が、流速６.０ml/秒で注入され
た。グループ３については、注入パラメータは本発明のパラメータ生成システムを用いて
演算された。増強は右冠動脈又はRCAの基端、中央、先端部、及び右心室及び左心室の頭
蓋・尾部で測定された。測定はマン・ウィットニーＵテストを使用して比較された。
【０１４９】
　各制御グループ、グループ１及びグループ２にて、三相性の注入プロトコルが使用され
た。グループ1では、各３相を通る流速は５ml/秒であった。上記の如く、７０mlの造影剤
がグループ１の最初、造影剤のみの相にて注入された。２つの流れであるグループ１の第
２相にて、５０mlの造影剤と生理食塩水の混合物が注入された。生理食塩水のみのグルー
プ１の第３相では、４０mlの生理食塩水が注入された。グループ２では、３つの相の各々
の全体にわたる流量は６ml/秒だった。上に述べられるように、８０mlの造影剤は、グル
ープ２の最初の、造影剤のみの相にて注入された。グループ２の２番目である２つの流れ
の相では、５０mlの造影剤と生理食塩水の混合物が注入された。グループ２の３番目であ
る生理食塩水のみの相では、４０mlの生理食塩水が注入された。グループ１とグループ２
の両プロトコルでは、時間／走査遅延を決定するのにテストボーラスが実行された。
【０１５０】
　研究からのデータは図４２乃至図４６に示される。平均の走査時間は著しく異ならなか
った。グループ３に用いられた平均的な造影剤の量は、造影剤のみの相で７７.８mlだっ
た。冠状動脈中の増強は、図４２のグループ１及び３、及び図４３のグループ２及び３に
示される。
　図４２に示すように、ＲＣＡ内の増強はグループ１に比して、グループ３のＲＣＡの全
ての部分に於いて著しく高かった(412.1、412.5、4220ＨＵ対358.3、345.4及び321.8ＨＵ
)。図４３に示すように、先端のＲＣＡの増強だけがグループ３とグループ２の間で著し
く異なった。左心室及び右心室内の増強は、図４４のグループ１及び３、及び図４５のグ
ループ２及び３について示される。グループ３では、著しく高い増強は、左心室尾部にて
試験の終了時に向けて観察された。右心室内の増強は著しく異ならなかった。
【０１５１】
研究は、患者毎に決定された本発明の注入プロトコルが高い増強を生じたことを示し、特
に一定の注入パラメータを用いた注入プロトコルに比して、冠状動脈の末端部が高い増強
を生じたことを示す。
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【０１５２】
　図４７は、３２人の被験者の５つの冠動脈セグメントの他の研究に於ける平均的な造影
増強を示す。図４７のエラーバーは、標準誤差を表わす。図４７は、研究で使用される本
発明のパラメーター生成アルゴリズムの様々な設計ゴールの達成を示す。
　例えば、望ましいレベルの造影増強(例えば少なくとも３５０ＨＵ)は、冠状動脈の生体
組織に亘って達成された。さらに、増強レベルは、冠状動脈の生体組織の研究領域及び被
験者に亘って不変であった(厳密な標準誤差によって証拠付けられるように)。
　図４８は、右心房及び左心房の４つの位置に於ける平均的は造影増強を示す。測定は、
３２人の被験者に夫々、右心房(ＲＶ)及び左心室(ＬＶ)の頭蓋(クラン)・尾部(カウド)部
にＲＯＩを手動で配置することにより成された。図４８のエラーバーはプラス・マイナス
の標準誤差を表わす。図４８は、左心室に所望で不変の増強を提供する本発明のパラメー
ター生成システムの能力を示す。ＬＶに於ける所望の増強は、一般的には心臓ＣＴＡにつ
いては３００ＨＵ以上である。
　心臓のＣＴＡでは、心臓の右側が左心室と同じくらいに増強されることを望まない。
しかしながら、幾つかの造影増強は所望される。研究された実施例では、パラメーター生
成システムは、現在の心臓ＣＴＡ手順に関連して、光線の副産物やビーム硬化副産物を引
き起こさずに、適切な右心室の増強を達成した。
図４７に示す右心室の増強は被験者に亘って適切な一定の増強(厳密な標準誤差によって
証拠付けられるように)と、左心室未満である少なくとも１００ＨＵの増強レベルを示す
。
【０１５３】
　上記の代表的な実施例が、ＣＴ画像化の背景にて、主に述べられる。しかし、本発明の
装置、システム及び方法は、薬剤の注入に広範な適用がある。例えば、本発明のシステム
、装置及び方法は、ＣＴ以外の(例えば、ＭＲＩ、超音波、ＰＥＴ等)画像化手順について
の造影剤の注入に関して用いられ得る。
【０１５４】
　上記に簡単に記載したように、相(又は注入の時刻)について予想される流速は、システ
ム又はモデルへの入力として用いられ、該システム又はモデルは、流量流速、流路特性(
例えば、カテーテルの内径(ゲージ))及び造影剤の粘度の結果として、シリンジ又は他の
容器内に生成した圧力量を予測するように構成され又は作動可能である。一般に、造影剤
の粘度は、ＣＴ造影剤の場合は、造影剤のヨウ素濃度に対して幾何学的に増加する。粘度
はデータ表から演算され、又は引き出され得る。これらの変数の一組の値から生じる圧力
は、当該技術分野で公知の如く、流体動力学原理から演算され、又は以前の実験データか
ら決定される。
　圧力モデルの議論は、ＰＣＴ国際特許出願PCT/US05/42891号に示され、該出願は注入流
路の種々の地点にて圧力を予想するモデル又はシステムの種々の実施例を示す。予測され
た圧力が作業者によって設定された圧力限界又は閾値、及び／又は電動インジェクタのメ
ーカーによって決定された安全な圧力限界を超えれば、作業者は例えば流速入力領域のカ
ラーコードによって、考えられる圧力超え表示で警告される。予測される圧力超え状況の
種々の他の視覚的、聴覚的及び／又は触覚的表示が付与され得る。
【０１５５】
　一般に、上記のパラメータ生成システムの実施例は、心臓血管システムの描画及び該心
臓血管システムを通る薬剤の伝搬の前に利用可能な情報を用いて、初期プロトコルのパラ
メータを決定する。初期プロトコルは例えば、搬送されるべき１又は２以上の流体の量に
ついての情報を付与して、１又は２以上のシリンジの予備装填を可能にする。心臓血管シ
ステムの描画が終了すると、プロトコルのパラメータは描画に基づいて調整される。本発
明のパラメータ生成システムは、造影剤のみの注入の初期相とそれに続く混合相を含む注
入に関して記載された。当業者に明らかなように、本発明のパラメータ生成システムは、
１，２又は３以上の相を含み得る注入プロトコルを介して、フラッシュ流体の希釈液の注
入と共に、又は注入を伴わずに、種々の薬剤の注入に適用可能である。
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【０１５６】
　本発明は、上記の実施例及び／又は例と関連して詳細に説明されているが、詳細な説明
は、一例であり限定されるものではなく、当業者であれば、本発明から離れることなく種
々の変更を行なえることは理解されるべきである。本発明の範囲は、上記説明よりも、請
求の範囲に示されている。各請求項と均等な目的及び範囲にある全ての変更、変形は、そ
れらの範囲に含まれる。
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