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はじめに

 救急業務における感染対応症例が日増しに増えております．

 COVID-19を含むウイルス性肺炎の画像所見を理解し，コンサ
ルトできる能力が必要となってきています．

 4月初旬にCOVID-19画像診断系論文をまとめましたが，その
後，国際的な評価スケールなどが報告されていますので，一度
まとめをup dateしてみました．

 資料中には典型所見や非典型所見などの記載がありますが，絶
対的なものではありません．

 あくまでこういう傾向があるということを念頭に，COVID-19

に特異的な所見ではないことを承知おきください．



細菌性肺炎とCOVID-19

細菌性肺炎 ウイルス性肺炎

定型肺炎 非定形肺炎

WBC上昇
CRP上昇

WBCは正常かやや上昇程度
抑制されるケースもあり

Consolidation(濃い陰影)
両肺野末梢側優位な
斑状すりガラス影

区域性(主に肺炎球菌) 非区域性

Sensitivity 80％程度
Specificity 90％程度
方針決定に重要なfactor

ただし，細菌感染が合併
すると原則が崩れるので

注意が必要．



すりガラス影と
浸潤影(consolidation)の定義

 肺内で肺構造の破壊を伴わない陰影

 炎症に限った所見ではない

 陰影の濃さは浸潤影 > consolidation(病理用語)

 肺胞内の空気が浸出液などによって置換された均等な陰影

 肺容積減少を伴わない

浸潤影(≒consolidation) 図ｃ

 肺野に霞みがかかったような淡い陰影

 肺血管を透見できる淡い濃度上昇

 GGO(ground-grass opacity) = 限局性のすりガラス影

すりガラス影 図a,b
淡い陰影

濃い陰影



すりガラス影の形状
～小葉中心性～

 気管支肺炎

 過敏性肺臓炎

 細菌による呼吸器感染症とマイコプラズマ肺炎

 膠原病に伴う細気管支病変

（関節リウマチやSjögren症候群など）

…など

主な疾患

 小葉辺縁の構造と病変が一定の距離を保つ

 経気道性の病変が主体

 気管支に沿った淡いポツポツ陰影

 COVID-19肺炎として非典型

肺胞の
イメージ

気管支肺炎



すりガラス影の形状
～汎小葉性～

 細菌性肺炎

 間質性肺炎

 肺胞蛋白症

 過敏性肺臓炎

 好酸球性肺炎

 肺結核

 その他(肺梗塞、肺水腫、肺出血、小葉性肺炎)

主な疾患

 小葉全体に病変が広がる

 肺胞領域全体の病変

 COVID-19はコレが主体！！

肺胞の
イメージ

間質性肺炎



COVID-19
肺野所見

 80～90％が両側の陰影1,2)

 54～79％は肺野末梢側に分布1,2)

 全ての領域に異常を認めうるが、下葉に多い．1,2)

 有症候例の80％に肺炎所見あり．3)

 無症候例でも54％に肺炎所見が見られる．3)

 発症から1～3週間ですりガラス影から浸潤影に変化する．4)

 PCR陽性患者のうち，11.3％は肺炎所見が認めなられなかった．

多発性のすりガラス影

末梢胸膜直下に優位な分布

COVID-19の特異的な所見ではなく

ウイルス性肺炎の所見

1)X.Zhao et.al ；The characteristics and clinical value of chest CT images of novel coronavirus pneumonia Clinical Radiology Vol 75, Issue 5, May 2020, Pages 335-

340
2) Guan CS et al. Imaging feature of Coronavirus disease 2019(COVID-19):Evaluation on Thin-Section CT. Acad Radiol 2020 Mar 20 S1076-6332(20)30 143-4 
3)Shohei Inui, et al. Chest CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Princess” with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Radiol Cardiothorac Imaging. 
2020 Mar 17.
4)新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第１版



進行時期による肺野所見の変化

 すりガラス影主体

 気管支の歪み(bronchus distortion)や胸水はまれ．

初期(発症から7日以内)

 すりガラス影と網状影(86.4%)

 液胞徴候(81.8%)

 Air bronchogram(81.8%)

 線維化,器質化(90.9%)

 胸水の発生

進行期(8～14日)

※網状影や繊維化は炎症吸収の反映

※Zhou.S et al. CT Features of Coronavirus Disease 2019(COVID-19) Pneumonia in 62 Patients 

in Wuhan,China. AJR Am J Roentgenol 2020 Mar 5.1-8. 



多様なすりガラス影

 円形GGO 59.6％

*Guan CS et al. Imaging feature of Coronavirus disease 2019(COVID-19):Evaluation on Thin-Section CT. Acad Radiol 2020 Mar 20 S1076-6332(20)30 143-4 

*Kamal KantSahu MD et al. An update on CT chest findings in coronavirus disease-19 (COVID-19); Heart & Lung Available online 20 March 2020 In Press, 

Corrected Proof

 斑状GGO 40~86％

 Crazy paving pattern 

(メロンの皮様所見) 40~89.4％

 Halo sign  64%
 充実性の結節の辺縁をすりガラス影がリング状に
取り囲む胸部CT所見。

注：文献によってはまれな所見との報告もある．

※円形と斑状の線引きが不明
文献によっては円形はすべて斑状
に含められている．



COVID-19
CT所見の割合

※Guan CS et al. Imaging feature of Coronavirus disease 2019(COVID-19):Evaluation on Thin-
Section CT. Acad Radiol 2020 Mar 20 S1076-6332(20)30 143-4 

Findings Percentage[%]

GGO(スリガラス影) 100.00

Crazy-paving(メロンの皮) 89.36

Consolidation 63.83

Stripe(索状影) 57.45

Air-bronchogram(気管支透亮像) 76.60

Pulmonary nodules 2.13

Secondary tuberculosis(二次性結核) 4.26

Cavity(空洞) 0

Enlarged mediastinal lymph node(リンパ節腫大) 0

Pleural effusion(胸水) 0



COVID-19
CT所見の典型と非典型

CT所見

Typical
典型

初期は片側性ないし両側性の胸膜直下のすりガラス影，背側または
下葉優位

円形の多巣性のすりガラス影

進行するとcrazy-paving patternやconsolidationなどの割合が増
加する

器質化を反映した索状影の混在

Atypical
非典型

すりガラス影を伴わない区域性の浸潤影

空洞，境界明瞭な結節や腫瘤

小葉中心性の粒状影，tree-in-bud appearance(肺結核像)

胸水



COVID-19肺炎の
CTカテゴリ分類

CO-RADS COVID-RADS

The RSNA expert 

consensus 

statement

The BSTI guideline 

statement

オランダ放射線科学会 南カリフォルニア大学 北米放射線学会 英国胸部放射線学会

特異度の異なる所見を組み合わせて系統
的に評価する方法

CT所見の全体像を俯瞰的に評価する方法

すりガラス陰影を細かく評価する
細かい所見は抜きにして全体像を捉えれ
ば良い

評価が複雑
だけど感度は高い

評価が簡便
大まかな目安程度

COPDやIPFなどの背景疾
患がある場合が定義され
ていない

非典型な所見は
「INDETERMINATE」に
分類されてしまう

 これまでに発表されたエビデンスを元に作成された4つの評価基準

 どんな所見があればどのくらいの確率でCOVID-19であるかという
ものさし



CO-RADSが示す
CT所見の典型と非典型

•多発GGO

•胸膜直下の分布

•境界不明瞭

•円形

•Crazy-Paving

•Vascular thickening(陰影周囲の血管が太く

なる)

•すりガラス影とconsolidationの混在

•Halo sign

•Spider web pattern(網目状の陰影)

Typical 典型

Performance of radiologists in differentiating COVID 19 from viral pneumonia on chest CT,
Bai et al. Radiology . Published Online:Mar 10 2020

•中枢測や気管支周囲の分布

•小葉中心性

•リンパ節腫大

Atypical 非典型

•空洞，石灰化

•腫瘤

•結節様

•Tree-in-bud

•胸膜肥厚

Very Atypical

これまでに出てきた分類とほぼ同じだが，
下葉の優位性は典型から削除されている！！



各評価基準の内容

COVID-19
の可能性 CO-RADS COVID-RADS

The RSNA expert 
consensus statement

The BSTI 

guideline 
statement

解釈困難 CO-RADS 0
画質が悪く評価困難

定義なし 定義なし 定義なし

かなり低い
CO-RADS 1

正常または感染症以外の
可能性が高い

COVID-RADS 0
正常

Negative for pneumonia
肺炎像を認めない

NON-COVID
COVID-19以外の確信

度70％
低い

CO-RADS 2
COVID-19以外の
感染として典型

COVID-RADS 1
COVID-19として非典型であ
り，感染症以外かCOVID-19
以外の感染症を疑う

Atypical appearance
COVID-19に特徴的な所見では
なく他疾患をより疑う

中等度
CO-RADS 3

COVID-19としても矛盾はしな
いが，他疾患の可能性もある

COVID-RADS 2A
COVID-19として
まあまあ典型的 Indeterminate 

appearance
COVID-19として非特異的な所
見であり他疾患の可能性もあ

る

INDETERMINATE
COVID-19の確信度＜

70％

高い CO-RADS 4
COVID-19が疑わしい

COVID-RADS 2B
COVID-19として典型的な所
見と非典型的な所見の両方が

ある

PROBABLE COVID-
19

COVID-19の確信度71
～99％

かなり高い CO-RADS 5
COVID-19として典型

COVID-RADS 3
COVID-19として典型的

Typical appearance
COVID-19に特異的として多く
報告されている所見がある

CLASSIC COVID-
19

COVID-19の確信度

100％

確定 CO-RADS 6
SARS-CoV-PCR陽性

定義なし 定義なし 定義なし

The RSNA expert consensus 
statementか，

CO-RADS
が使いやすそう．



CO-RADSにおける
すりガラス影の取り扱い

単発のGGO

単発の小さなGGO*

：胸膜付近ではCO-RAD 4

その他は3

単発の大きなGGO*

：胸膜付近ではCO-RAD 4

その他は 3

多発のGGO

小葉中心性 2

両側性かつ胸膜付近(大小問わず)

：CO-RADSが定める所見あり 5

なし 4

片側性かつ胸膜付近(大小問わず)

：4

両側性 or 片側性だが胸膜付近ではない
：小さい 3 肺門部 3

均一広範 3 平滑な葉間隔壁肥厚 3

それ以外は 4

*単発では小葉中心性か否かが問題になることは少ない



The RSNA expert consensus 
statementの検討

 イタリアの感染ピーク時の検討

 COVID-19が疑われて胸部CTが施行された569名の後
方視的検討

 460名にRT-PCRが行われ、211名が陽性(45.9%) 

 “Typical(典型的な所見)”がCOVID-19に対して感度
71.6％，特異度91.6％，PPV87.8％

 迅速なトリアージがサポートされる

*Federica Ciccarese et.al；Diagnosis Accuracy of North America Expert Consensus 

Statement on Reporting CT Findings in Patients with Suspected COVID-19 Inferction: An Italian 
Single Center Experience.：Ragiology Cardiothoracic Imaging 2(August 2020), pp.1-23

CT Pattern n COVID-19 Non COVID-19 P-value

Typical 172 151(71.6%) 21(8.4%) <0.001

Atypical 67 7(3.3%) 60(24.1%) 0.052

Negative 123 17(8.1%) 106(42.6%) <0.001

Indeterminate 98 36(17.1%) 62(24.9%) <0.001



CO-RADSの検討
 臨床的にCOVID-19が疑われる154名の成人患者

 RT-PCRは76名が陽性

 CO-RADSを用いて，4名の

放射線科医が胸部CTを評価

 感度87.8％ 特異度66.4％

AUC0.859

 読影者間では616の所見のうち，

325の所見(52.8％)で絶対的な一致

 CO-RADSはCOVID-19を予測する

ための優れたパフォーマンスを

有する

*Tomoyuki Fujioka et.al；Evaluation of Usefulness of CO-RADS for Chest CT in Patients 

Suspected of Having COVID-19. :Diagnostics(Basel).2020 Aug 19;10(9):608.



誤嚥性肺炎とCOVID-19炎
のCT所見

誤嚥性肺炎 ウイルス性肺炎

顕性誤嚥と不顕性誤嚥
基本的には前述の細菌性肺炎に準ずる

陰影形状 気管支に沿った浸潤影+すりガラス影
多様なすりガラス影
斑状や円形が多い

分布

基本的には重力に従い，下葉背側に好発
仰臥位では下肺の上区

側臥位では上葉後方・下葉上方の肺区域
に好発する．

両肺野末梢側優位
多発陰影

不顕性誤嚥では気管支肺炎様のCT所見
閉塞性肺炎として無気肺を呈することも

ある．



誤嚥性肺炎とウイルス性肺炎
のCT所見



各種肺疾患の典型像
誤嚥性肺炎

肺水腫

中枢側優位のすりガラス影

COVID-19

末梢側優位の斑状すりガラス影
すりガラス影はcrazy-paving pattern

顕性誤嚥と不顕性誤嚥で画像所見が変わる

気管支に沿った小葉中心性のすりガラス影両下肺野の区域性浸潤影



肺炎と間違えやすい所見

重力効果による濃度上昇

 胸部CTを仰臥位で撮影すると健常者であっても肺底部背側にすり
ガラス影がみられることがある．仰臥位では重力により肺底部背
側の静脈・リンパ管圧が高まり，肺末梢間質の容積が増えてしま
うことにより，すりガラス状に描出される．

腹臥位で撮影すると消失する．
含気不良(吸気不足)でも出現するので注意！！



肺炎と間違えやすい所見

 肺水腫
 両側内套側すりガラス影．

 心原性肺水腫では上葉優位/中枢側優位のスリガラス影、中枢側
優位のairspace consolidation，peribronchovascular
thickeningの所見をより多く認める*．

 胸膜直下や葉間膜周囲は構造が保たれる(スペアされる)傾向にあ
る．

*Komiya K et al；Comparison of chest computed tomography features in the acute phase of cardiogenic pulmonary 
edema and acute respiratory distress syndrome on arrival at the emergency department.
J Thorac Imaging. 2013 Sep;28(5):322-8. PMID: 23615573

肺胞出血も



肺炎と間違えやすい所見

 Swyer-James症候群

 1区画(1葉)の肺野濃度が低下(透過性の亢進)するために，相対
的に周囲の正常肺実質が斑状のすりガラス影に見える．

 同部位は血流の低下が見られる．

 幼少期の呼吸器感染により，気管枝変形，air-trappingにより
2次的に血行障害が生じる．

実は肺野濃度が同じ



Up to dateまとめ

 多発性のすりガラス影が末梢胸膜直下に分布

大部分のCT所見の解釈は3月当初と変わりなし

 Crazy-Paving patternはやや進行した所見

 下葉に多い 最近では典型例とは言わない

 The RSNA expert consensus statementやCO-RADSといった評価
スケールを用いると臨床的評価がしやすい．70～90％くらいの感
度．

 「CT陰性」単独では情報としての価値は決して高くない

 行動歴や身体所見、採血データを合わせるとより確実性が高くなる

意外とみんな
知らない

NEW

NEW


