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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． 

 我々放射線技師がCOVID-19を含むウイルス性肺炎の画像
所見を理解し，早期にコンサルトできる能力が必要となっ
てきています． 

 各方面からCOVID-19関連の文献が多くpublishされてきま
したので画像診断系統についてまとめてみました． 

 

 感染症と闘っている医療者として現時点でできるだけ正し
い情報を得ておくことは大切だと思いますので，各施設で
情報共有，ご活用いただき少しでも業務の上での助力とな
れば幸いです． 



細菌性肺炎とウイルス性肺炎 

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． 



浸潤影(consolidation)と 

すりガラス影の定義 

 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で覆われる状態 

 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 



COVID-19関連論文 

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 appearance  

     (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GGOはすべて 
斑状GGO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(メロンの皮様所見) 89.36 

Consolidation 63.83 

Stripe(索状影) 57.45 

Air-bronchogram(気管支透亮像) 76.60 

Pulmonary nodules(胸膜上結節) 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 



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
的に隣接する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． 
正常肺と濃度を比較すると
わかりやすい． 



まとめ 

 多発性のすりガラス影が末梢胸膜直下に優位な分布 

 下葉に多い 

 スリガラス影の形状は斑状，Crazy paving appearanceが
多い．  

 採血データはCRPが上昇し，WBCは正常(前後)． 

 無症候例でも半数以上に肺炎所見が見られる． 

 

 現在publishされている論文はAuthorにより画像所見の解釈が様々であったり，
CTを撮影した病期が不明であったりするため，描出頻度が異なる． 

 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． 

 

 2020.4.7現在の論文のまとめです．今後より詳細な報告や大規模検討があると
思うので知識のup-dateは必要です． 


