
ランチョンセミナー 7
日時 ： 2015 年 4 月 16 日（木） 12:35-13:35
場所 ： 第 7 会場（ロイトン札幌 2F エンプレスホール）

■ 座長 ■

吉田　晃敏先生

（旭川医科大学　学長）

　近年の OCT 画像診断の進歩は著しく、 OCT 技術を基に血流機能を非侵襲的に画像化出

来るようになりました。 今回のセミナーでは従来の OCT 機能に加え、 OCT Angiography 画

像を取得できる RTVue XR Avanti の魅力について御紹介致したいと思います。

蛍光剤不要で眼底血流機能が観察できるため、 様々な疾患において眼科臨床の考え方が

変わるかもしれません。

　本セミナーでは、 En Face OCT angiography に関して生野恭司先生には 「新世代の

AngioVue-OCT を用いた網膜血流の評価」 について、 具体的な症例に関して十川健司先

生に 「糖尿病網膜症および網膜静脈分枝閉塞症の EnFace OCTangiography 所見」 につ

いて、 吉田宗徳先生に 「“En Face” OCT angiography の実力―網脈絡膜血管病変抽出に

おける蛍光眼底造影との比較―」 について、 ご講演いただく予定です。

　ご来場の先生方に New RTVue XR Avanti の魅力を感じていただければ幸いです。
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■ 演題 2

新世代の AngioVue-OCT を用いた網膜血流の評価

生野　恭司先生 （大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学 （眼科学） 講師）

■ 演題 1

糖尿病網膜症および網膜静脈分枝閉塞症の

                                             En Face OCT angiography 所見

十川　健司先生 （旭川医科大学眼科学教室 助教）

■ 演題 3
“En Face” OCT angiography の実力

    －網脈絡膜血管病変描出における蛍光眼底造影との比較－

吉田　宗徳先生 （名古屋市立大学大学院医学研究科視覚科学 病院教授）

期待される OCT 機能
“Enface” OCT Angiography RTVue XR Avanti の魅力
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本セミナーは整理券制です
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新世代の AngioVue-OCT を用いた網膜血流の評価

生野　恭司先生 （大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学 （眼科学） 講師）

■ 演題 1

　新しい眼底観察法として登場した OCT の発明から 20 余年経ったが、最大のブレークスルーは、スペクトラルドメイン方式の開発である。

走査速度の改善により、 コントラストが劇的に改善し、 三次元解析は緑内障や網膜診療に大きく役立っている。 このように微細な構造描

出から網膜全体の形状解析まで、 OCT はあらゆるレベルで活用されるが、 組織散乱を見るにすぎない現行方式では、 各層の構造と散

乱特性 （シグナルの濃淡） を見るに過ぎない。

　眼内から反射した光には、位相などさらに多くの情報が含まれ、それらの活用により、OCT のもう一つの役割、機能解析が可能になる。

従来の蛍光眼底造影は侵襲が高いため、 中でも OCT による血流解析は期待が大きい。 Split-Spectrum Amplitude-Decorrelation 

Angiography （SSADA） は、 Optovue 社の RTVue -XR® のプラットフォームを用いて、 網脈絡膜血流解析を行うプログラムである。 初

めて市販機に搭載された本プログラムは、 高速撮影した同一部位の OCT 画像を比較し、 血流シグナルを鋭敏に検出する。 糖尿病網

膜症、 加齢黄斑変性、 網膜静脈閉塞症など重症網膜疾患の多くは血流異常によることから、 網膜診療において今後、 SSADA の活躍

が期待される。 本講演では、 実際の血流 OCT 画像を供覧し、 その活用法や可能性について検討したい。

糖尿病網膜症および網膜静脈分枝閉塞症の En Face OCT angiography 所見

十川　健司先生 （旭川医科大学眼科学教室 助教）

■ 演題 2

　糖尿病網膜症 （DR） および網膜静脈分枝閉塞症 （BRVO） の診療において、 フルオレセイン眼底造影検査 （FA） は毛細血管瘤や

網膜無血管領域の同定、 新生血管の検出などに有用であり、 病態および治療を決定する上で非常に重要な検査である。 しかしながら、

FA によるアナフィラキシーショック、 また全身状態を考慮して FA の施行を躊躇されることも少なくない。

　近年、 Optovue 社 RTVue XR Avanti に Split-Spectrum Amplitude Decorrelation Angiography （SSADA） アルゴリズムを用いて

FA を施行しなくても網膜血管病変を描出することが可能になった。

　本講演では DR および BRVO の SSADA を用いた En Face OCT angiography 所見を紹介する。 また OCT angiography 所見と FA

所見を比較し、 DR および BRVO の日常診療における En Face OCT Angiography の有用性について述べたい。

“En Face” OCT angiography の実力－網脈絡膜血管病変描出における蛍光眼底造影との比較－

吉田　宗徳先生 （名古屋市立大学大学院医学研究科視覚科学 病院教授）

■ 演題 3

　“En Face” OCT angiography は 3D-OCT による OCT を高速に連続撮影し、 画像同士を比較することによって、 シグナル強度の

変化している場所、 すなわち血流の流れている場所を検出し、 それを “En Face” 画像 （網膜 ・ 脈絡膜を前方からの視点で、 眼底写

真を見るように、 しかも任意の深さで描出する方法） として描写し、 造影検査のように血管 （正確には血流のある場所） を描き出す技

術である。 この方法を用いれば造影剤を使用することなく、 短時間で網脈絡膜血管の描出が可能であるうえ、 蛍光眼底造影では不可

能であった網膜血管の表層、 深層の層別の分析も可能である。 RTVue XR Avanti には Split-spectrum amplitude-decorrelation 

（SSADA） と呼ばれるアルゴリズムを使用した Angiography ソフトウエアが搭載され、 非常に精細な網脈絡膜血管の描出ができる。

私たちはこの方法を用いて、 正常眼、 糖尿病網膜症、 網膜静脈閉塞症、 加齢黄斑変性など、 多くの疾患における網脈絡膜血管病

変を検査した。 その結果は多くの症例において非常に満足のいくものであったが、 発展途上であり期待を込めた将来への課題も残る。

本講演ではこれらの画像を供覧し、 造影検査と比較することによって、 現在の “En Face” OCT angiography の実力を検証してみた

いと考える。


