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原著論文

初回CTを用いたCOVID-19 患者の重症化予測の検討
Prediction of the development of severe pneumonia in patients with mild 

COVID-19 disease using initial chest CT
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【要旨】【目的】COVID-19患者の初回胸部CTで、その後の重症化が予測される所見を見いだす。
【対象・方法】対象は、2020年1月27日～ 8月31日に初回の胸部CTが撮像され、CT撮像時に軽症であったCOVID-19患者
151例とした（1～ 103歳、男性74例、平均年齢61.8±20.2歳）。患者背景、基礎疾患、発症から初回CT撮像までの日数、
初回CT所見（（1）肺炎所見の有無、（2）分布；（a）上肺野多区域進展、（b）腹側多区域進展、（c）肺門側多区域進展、（3）器質
化を示唆するconsolidation/線状影の有無）に関して、重症化群（32例）と非重症化群（119例）とで、後方視的に比較した。
【結果】高齢者（65歳以上）、糖尿病、肥満、CT所見での上肺野多区域進展が、重症化群で有意に多く認められた。多変量解
析では、上肺野多区域進展は、独立した重症化予測因子であることが示された。
【結論】発症早期に撮像されたCTでの病変の上肺野多区域進展は、COVID-19患者の重症化予測の簡便な指標となりうる。
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【Abstract】Objective: To identify initial chest computed tomography (CT) findings that could be used to predict the 
development of severe pneumonia in patients with mild COVID-19 disease. 
Subjects and methods: A total of 151 patients with COVID-19 (age: 1‒103 years, mean age: 61.8±20.2 SD; 74 men) 
who underwent initial chest CT from January 27 to August 31, 2020 and whose conditions were mild when the CT 
examination was performed were included. We retrospectively compared patient characteristics, underlying diseases, 
days from onset to initial CT, and initial CT findings (including an upper-lung field lesion extending more than one 
segment, multi-segmental ventral progression, multi-segmental hilar-side progression, and consolidation/linear opacity) 
between the severe (32 cases) and non-severe (119 cases) groups. 
Results: Old age (>64 years), diabetes mellitus, obesity, and an upper-lung field lesion extending more than one segment 
on CT imaging were significantly more common in the severe group. Multivariate analysis revealed the upper-lung field 
lesion to be a potential independent predictor for developing severe pneumonia. 
Conclusion: Identification of an upper-lung field lesion extending more than one segment on a CT scan performed in 
the early stages of an infection could serve as a simple indicator for predicting the development of severe COVID-19 
pneumonia.
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【緒言】
COVID-19患者は、2019年12月に中華人民共和国（中国）・
湖北省武漢市で初めて集団発生したと考えられている。2020
年1月16日には、厚生労働省から日本国内1例目の患者が報告
された1。2020年2月14日付けで検疫法第34条に基づく感染症
に指定され2、2021年2月13日付けで新型インフルエンザ等感
染症に変更された3。
COVID-19患者は、80％は軽症で治癒するが、20％は肺炎症
状が増悪し、2-3％が致命的経過をたどる1。重症化しやすい基
礎疾患は、糖尿病、肥満、高血圧などが知られている1。一方
で、画像所見に関しては、初回の胸部CT所見から重症化を予
測する方法として、健常肺容積を計測する方法4, 5や、罹患肺
の容積をソフトウェアを用いて定量的に評価する方法6、肺葉
毎の肺病変の濃度と罹患肺の容積などからスコアを計算する
方法4, 7, 8, 9が報告されており、肺病変の罹患容積が大きいほど、
ないし、健常肺容積が小さいほど、重症化する可能性が高い
ことが示されている。ただし、これらは、実臨床で適用する
には煩雑であり、より簡便な指標が望まれる。
COVID-19肺炎病変は、初期には胸膜直下に非区域性に存
在し、背側優位のことが多く、その後、消失ないし陳旧化す
る、または、その他の部位に拡大する、と報告されている10。
また、当院での経験では、初期の病変は下葉優位に認められ
ることが多く、同様の報告もある11。そのため、発症早期に下
葉以外、または、背側胸膜下以外の肺野に病変を認め、かつ、
病変がある程度以上の大きさ（肺区域を越えて進展している）
であった場合、罹患容積が大きいと考えられ、重症化するリ
スクが高いと推測し、検討することとした。また、COVID-19
肺炎病変は、初期にはすりガラス影、進行期にはcrazy-paving 
pattern、極期にはconsolidation、回復期には線維化が、それ
ぞれ主体となると報告されている11。したがって、発症後早
期に、器質化を示唆するconsolidationや線状影が認められた
場合には、肺病変自体は、極期～回復期にある可能性があり、
これ以上重症化しない可能性がある。そのため、初回CT所見

で器質化を示唆するconsolidationや線状影に関しても検討す
ることとした。
我々は、軽症で当院に入院したCOVID-19患者（確定例）の初
回の胸部CTを用いて、重症化（中等症～重症へ移行）を予測で
き、かつ、簡便に評価できるCT所見に関して後方視的に検討
した。

【対象と方法】
対象
2020年1月27日から8月31日までの期間に、初回の胸部
CTが撮像され、当院を受診したCOVID-19患者（確定例）は
201例存在した。症例定義は、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）診療の手引き第6.0版に準じ、発熱または呼吸器
症状を呈し、かつ、核酸検出検査にてSARS-CoV-2が検出され
た患者とした（画像検査にて肺炎所見を認めなかった症例も含
む）1。このうち、初回CT撮像時点で酸素投与を要していた47
例（中等症36例、重症11例）と、受診後に他院で加療され経過
を確認することができなかった3例を除外し、初回CT撮像時
点で軽症であったCOVID-19患者（確定例）連続151例（男性74
例、女性77例）、年齢範囲は1 ～ 103歳（中央値60.0歳、平均
61.8±20.2歳）を本研究の対象とした（図1）。
なお、軽症は退院までに酸素投与を要しなかった症例、中
等症は酸素投与を要したが人工呼吸管理を必要としなかった
症例、重症は人工呼吸管理を要した、または、死亡した症例
と定義した。本期間ではワクチン接種開始前であり、対象症
例は全例ワクチン未接種であった。
本研究の研究計画書を当院の倫理委員会に提出し、承認を
得た。本研究は後ろ向き研究であり、個々の患者からイン
フォームド・コンセントを取得する必要はないとされた。

評価項目
初回CT撮像後、入院中に酸素投与せずに軽快して退院し
た群（非重症化群）と、中等症ないし重症に移行した群（重症化ᅗ䠍
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図１　対象患者母集団
研究対象期間内の連続症例から対象患者を抽出した方
法を示す。
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群）に分け、以下の評価項目ごとに、2群間の有意差の有無に
関して統計解析を行った。評価項目は、年齢（65歳以上か65
歳未満か、及び年代別の人数）、性別、基礎疾患（慢性呼吸器
疾患、糖尿病、高血圧、心血管疾患、悪性腫瘍の既往、肥満、
喫煙歴）、発症から初回CT撮像までの日数、発症後初回の胸
部CT所見（初回CT所見）とした。基礎疾患に関してはカルテ
を参照した。

初回CTの撮像と画像再構成
当院ではCOVID-19患者の入院時にルーチンで胸部CTを撮
像しているが、他院からの紹介症例でCT画像を持参した場合
には、当院入院時には胸部CTはルーチンでは撮像していな
かった。この場合は、前医のCTを初回CTとして評価した。
初回CTが当院で撮像された症例は113例で、他院で撮像され
た症例は38例であった。当院での撮像に使用したCTの機種
は、Aquilion ONE（東芝メディカルシステムズ社）、または、
IQon Spectral CT（Philips社）であった。CTは肺野条件で評
価した。当院のCTでは、肺野条件のスライス厚は1mmであ
り、全例で横断像、冠状断像、矢状断像が作成された。他院
のCTでは、肺野条件のスライス厚は、1～ 1.5mmが5例、2.0
～ 2.5mmが11例、5mm厚が22例であった。他院のCTで、冠
状断像と矢状断像が作成されていなかった症例では、DICOM
ビューワー（SYNAPSE EX-V、富士フィルムメディカル株式
会社）上で冠状断像と矢状断像を再構成した。

画像解析
初 回CT所 見 は、（1）肺 炎 所 見 の 有 無、 お よ び、（2）
COVID-19肺炎に典型的とされる画像所見の分布を評価し
た。分布の評価として（a）上肺野内で肺区域を越えた進展を
示す（上肺野多区域進展）、（b）腹側1/3の肺野領域で肺区域を
越えた進展を示す（腹側多区域進展）、（c）肺野の中間層～内
層領域で肺区域を越えた進展を示す（肺門側多区域進展）につ
いて評価した。また、（3）全肺野において器質化を示唆する
consolidationおよび/または線状影（consolidation/線状影）の
有無を評価した。上肺野の定義は、気管分岐部の断面より頭
側の範囲とした（図2A）。腹側1/3の定義は、矢状断像で左右
各々の肺面積が最大になる断面において腹側1/3の基準線を
設定し、冠状断像でこの基準線より腹側に観察される範囲と
した（図2B）。肺門側の定義は、横断像で肺野の肺門側2/3の
範囲と定義した（図2C）。COVID-19肺炎に典型とされる画像
所見は、北米放射線学会・米国放射線学会・米国胸部放射線
学会の提案12及び戌亥らの報告10を参照し、1．末梢優位の両
側性すりガラス影（浸潤影や小葉内隔壁の肥厚の有無は問わな
い）（図3A）、2．多発する円形のすりガラス影（図3B）、3．器
質化を示唆するconsolidationおよび/または線状影（図3C）の
いずれかを認めるものとした。画像評価は、経験年数5年以上
の2名の放射線科医の合議で行った。

統計解析
統計解析にはEZR version 1.50を用いた13。単変量解析にお
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図2　CT所見の評価方法
Ａ 上肺野内で肺区域を越えた進展を示す
病変の評価。「上肺野」は、気管分岐部（矢
印）のスライスより頭側の範囲とする。
Ｂ 腹側1/3の肺野領域で肺区域を越え
た進展を示す病変の評価。「腹側1/3」の
肺野領域は、矢状断像で左右の肺各々で
肺野が最大になる断面を決定し、この断
面の最大前後径の腹側1/3部分を通る垂
線の腹側の範囲とする。
Ｃ 肺野の中間層～内層領域で肺区域を
越えた進展を示す病変の評価。「肺門側」
を水平断像で肺野の肺門側2/3の範囲と
する。

図3　COVID-19肺炎に典型的とされる
画像所見
Ａ 末梢優位の両側性すりガラス影（浸潤
影や小葉内隔壁の肥厚の有無は問わな
い）を示す。
Ｂ 多発する円形のすりガラス影を示す。
Ｃ 器質化を示唆するconsolidation（矢
印）と線状影（矢頭）を示す。

ᅗ㻟

㸿 㹀 㹁



22

北海道放射線医学雑誌　第 2巻

いて、連続変数の解析はKolmogorov-Smirnov 検定を用いて
正規分布しているか確認した。正規分布している連続変数の
解析はWelch-t検定、正規分布していない連続変数の解析は、
Mann-Whitney U検定を用い、カテゴリー変数の解析はカイ2
乗検定を用いた。多変量解析はロジスティクス回帰モデルを
用いた。多変量解析においては、症例数の制限から統計解析
可能な項目の内、最も重要な因子と考えられた項目に限定し
解析を行った。なお、すべての検定においてp<0.05を有意と
した。

【結果】
151例のうち、発症から初回CT撮像までの日数は、2例では
不明で、その他では1～ 29日（中央値6.0日、平均7.6±4.5日）
であった。
非重症化群は119 例、重症化群は32例であった。発症から
初回CT撮像までの日数は、非重症化群で、10日以内88例、
11日～ 29日29例、発症日不明2例であり、発症日不明とされ
た2例を除くと中央値は6日であった。重症化群では、10日以
内30例、11 ～ 20日2例で、中央値は6日であった。
両群の患者背景（年齢・基礎疾患・発症から初回CT撮像ま
での日数）を表に示す（表1・2）。非重症化群/重症化群の平
均年齢は58.9±20.7歳/72.3±14.5歳であり、 非重症化群に比
べて重症化群で有意に高かった。非重症化群/重症化群の性
比（女性/男性）は52.1％ /46.9％、発症日から初回CT撮像ま
での日数（中央値）は6/6日であり、両群間で有意差を認めな

かった。患者背景（年齢・基礎疾患）では、高齢者（65歳以上）
（44.5％ vs. 78.1％ ; オッズ比 4.45; 95％信頼区間 1.79-11.1）、糖
尿病（15.1％ vs. 41.9％ ; オッズ比 4.05; 95％信頼区間 1.69-9.69）、
肥満（5.2％ vs. 20.0％ ; オッズ比 4.58; 95％信頼区間 1.36-15.4）
が、非重症化群に比べて重症化群で有意に多かった。その他
の基礎疾患は、両群間で有意差を認めなかった。
両群の初回CT所見を表3に示す。（1）肺炎所見は、非重症
化群/重症化群の98例（82.4％）/31例（96.9％）で認められたが、
両群間で有意差を認めなかった。（2）分布の評価では、非重症
化群/重症化群の（a）上肺野多区域進展は13例（10.9％）/12例
（37.5％）、（b）腹側多区域進展は7例（5.9％）/3例（12.5％）、（c）
肺門側多区域進展は7例（5.9％）/3例（9.4％）であり、（a）上肺
野多区域進展が非重症化群に比べて重症化群で有意に多く認
められた（オッズ比 4.89; 95％信頼区間 1.95-12.3）。（b）（c）は両
群間で有意差を認めなかった。なお、上肺野多区域進展25例
のうち、上肺野のみに多区域進展を認めた症例は1例（重症化
群）であり、その他24例では上肺野以外にも多区域進展を認め
た。腹側多区域進展では、全例で腹側以外の領域にも多区域
進展を認めた。肺門側多区域進展例では、全例で肺門側以外
の領域にも多区域進展を認めた。また、（3）器質化を示唆する
consolidation/線状影は27例（22.7％）/11例（34.4％）で認められ
たが、両群間で有意差を認めなかった。
（a）上肺野多区域進展と患者背景（高齢者（65歳以上）、発症
から初回CT撮像までの日数）についてロジスティック回帰モ
デルを用いて行った多変量解析では、（a）上肺野多区域進展（調
整オッズ比 6.37; 95％信頼区間 2.21-18.3）と高齢者（65歳以上）
（調整オッズ比 5.00; 95％信頼区間 1.89-13.2）はそれぞれ独立し
て重症化群で有意に多く認められた（表3）。（a）上肺野多区域
進展の例を図４に示す。

【考察】
今回の研究対象期間（2020年1月27日から8月31日）では、
当時の行政の方針によりCOVID-19患者（確定例）は、症状の有
無や重症度を問わず全例が入院適応で、自宅療養や宿泊療養
の選択肢はなかった。そのようなランダムな重症度の症例の
受け入れにあたり、入院時CTから重症化を予測できればベッ
ドコントロールに役立つと考えられた。
今回の検討では、患者背景の中では、高齢者（65歳以上）、
糖尿病、肥満が重症化因子と考えられた。これらは、既に報
告されている重症化因子であった1。
初回の胸部CT所見では、上肺野多区域進展を示す例が、重
症化群で有意に多く認められた。既報では高齢者（65歳以上）
は独立した重症化因子である1。また、発症後6～ 13日頃まで
はCOVID-19肺炎では、肺病変の罹患容積は経時的に拡大する
とされており10、発症から初回胸部CT撮像までの期間も交絡

表1　対象患者の年齢分布、性別、発症から初回CT撮像までの日数
非重症化群
（N=119）

重症化群
（N=32） P値

年齢（平均値± S.D.） 58.9 ± 20.7 72.3 ± 14.5
年代別の人数 no. （%）
< 20 歳   3（2.5） 0（0）
20～ 29 歳 11（9.2） 0（0）
30～ 39 歳   5（4.2） 0（0）
40～ 49 歳   22（18.5） 3（9.4）
50～ 59 歳   16（13.4） 3（9.4）
60～ 69 歳   19（16.0）   5（15.6）
70～ 79 歳   21（17.6）   9（28.1）
80～ 89 歳   18（15.1）   9（28.1）
* 90 歳   4（3.4） 3（9.4）
性別 no. （%） 0.745
女性   62（52.1） 15（46.9）
男性   57（47.9） 17（53.1）
発症から初回CT撮像まで
の日数（中央値［IQR］）     6［4-10］ 6［4-7］ 0.146
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図４　肺小細胞癌（stageⅢB）の既往の
ある70代女性。発症後7日目に入院し、
22日目に死亡した。入院時CTを示す。
Ａ 冠状段像で気管分岐部より頭側の範
囲を四角で示す。
Ｂ Aの赤線に相当する横断像。両肺上
葉に末梢優位の両側性すりガラス影を認
め、左側では肺区域を越えた進展（S1+2
およびS3）を示す。

ᅗ㻠

㸿 㹀

表2　患者背景（年齢・基礎疾患）の2群間での比較

患者背景（年齢・基礎疾患） 非重症化群
（N=119）

重症化群
（N=32）

オッズ比
（95% CI） P値

高齢者（* 65 歳）no.（%） 53（44.5） 25（78.1） 4.45（1.79 ‒ 11.1） < 0.01
慢性呼吸器疾患 no.（%） 4（3.4） 3（9.7） 3.08（0.65 ‒ 14.6） 0.16
糖尿病 no.（%） 18（15.1） 13（41.9） 4.05（1.69 ‒ 9.69） < 0.01
高血圧 no.（%） 19（16.0） 10（32.3） 2.51（1.02 ‒ 6.16） 0.05
心血管疾患 no.（%） 15（12.6）   6（19.4） 1.66（0.59 ‒ 4.72） 0.34
悪性腫瘍の既往 no.（%） 12（10.3）   6（20.7） 2.26（0.77 ‒ 6.65） 0.14
肥満 no.（%） 6（5.2）   6（20.0） 4.58（1.36 ‒ 15.4） 0.01
喫煙歴 no.（%） 20（39.2）   7（43.8） 1.21（0.39 ‒ 3.76） 0.75

表3　初回CT所見の2群間での比較

初回CT所見 非重症化群
（N=119）

重症化群
（N=32）

オッズ比
（95% CI） P値

肺炎所見あり no.（%） 98（82.4） 31（96.9） 6.64（0.85 ‒ 51.4） 0.07
分布評価

上肺野多区域進展 no.（%） 13（10.9） 12（37.5） 4.89（1.95 ‒ 12.3） < 0.01
腹側多区域進展 no.（%） 7（5.9）   3（12.5） 2.29（0.63 ‒ 8.34） 0.21
肺門側多区域進展 no.（%） 7（5.9） 3（9.4） 1.66（0.40 ‒ 6.80） 0.49
器質化評価
consolidation/ 線状影 no.（%） 27（22.7） 11（34.4） 1.78（0.77 ‒ 4.16） 0.18

表4　初回CT所見と患者背景（年齢・発症から初回CT撮像までの日数）の多変量解析
単変量解析 多変量解析

オッズ比（95% CI） P値 調整オッズ比（95% CI） P値
上肺野多区域進展 4.89（1.95 ‒ 12.3） < 0.01 6.37（2.21 ‒ 18.3） < 0.01
患者背景
高齢者（* 65 歳） 4.45（1.79 ‒ 11.1） < 0.01 5.00（1.89 ‒ 13.2） < 0.01
発症から初回CT撮像までの日数 0.91（0.82 ‒ 1.02） 0.10 0.85（0.75 ‒ 0.98） 0.02
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因子となっている可能性がある。そのため、高齢者と発症か
ら初回CT撮像までの日数とが交絡因子であるか否かを確かめ
るために、上肺野多区域進展と高齢者（65歳以上）、発症から
初回CT撮像までの日数について多変量解析を行った。上肺野
多区域進展と高齢者（65歳以上）は、それぞれ独立して重症化
群で有意に多く認められた。発症から初回CT撮像までの日数
は、2群間で有意差を認めなかった。以上から、発症早期の胸
部CTでの上肺野多区域進展は、重症化する可能性が高いか否
かを予測する簡便な指標となると考えられる。発症早期に上
肺野多区域進展が認められる患者では、ほとんどの場合、下
肺野にも肺炎病変があり、肺病変の罹患容積が大きいことを
意味する。そのため、肺病変の罹患容積が大きいほど重症化
する可能性が高いという報告4, 7, 8, 9や健常肺容積が小さいほど
重症化する可能性が高いという報告5と矛盾しない結果と考え
られる。しかし、今回の検討では、上肺野多区域進展を認め
た25例のうち、1例は上肺野のみに多区域進展が認められ、そ
の後重症化に至っており、上肺野多区域進展自体が罹患容積
とは別に重症化予測因子である可能性も否定は出来ない。な
お、これを支持する文献報告は渉猟し得る範囲で認めなかっ
た。
Liらは、60歳以上のCOVID-19肺炎患者で、COVID-19感染
症によって死亡した群と生存した群との間で、肺野病変のCT
スコアを比較している9。この報告によると、初回CTが発症
後10日以内に撮像されていた場合には、CTスコアは死亡群で
有意に高かったが、初回CTが発症後11日以後に撮像されて
いた場合には、CTスコアは両群間で有意差を認めなかった。
そのため、初回の胸部CT所見から重症化を予測するために
は、初回CTが発症から10日以内に撮像されていなければな
らないと推測される。我々の症例では、重症化群の大部分（32
例中30例）で、初回CTが発症から10日以内に撮像されてお
り、重症化予測の検討対象として概ね適切であったと考えら
れる。
器質化を示唆するconsolidation/線状影の頻度に関しては、
両群間で有意差を認めなかった。軽症患者にこれらの所見が
認められた場合は、すでに肺炎が極期ないし回復期にあり、
重症化しにくいのではないかと推測したが、これを支持する
結果は得られなかった。COVID-19肺炎では、極期ないし回復
期にある病変があっても、その後に他の肺野に新たに急性期
病変が出現し、重症化することがあることが原因の一つと思
われる。
今回の検討では、発症後初期のCT所見を検討するために、
当院入院前に他院で撮像されたCTを使用した症例が含まれて
おり、肺野条件のスライス厚に1～5mmのばらつきが生じた。
ただし、今回の画像所見の解析項目においては、高分解能の
画像は必要ではなく、スライス厚の1～ 5mmのばらつきは、

解析結果にほとんど影響を与えないと考えられる。
本研究には限界もある。非重症化群が32例で、多変量解析
の質を担保するには3項目が限界であった。今回は既報から特
に交絡が強いと考えた項目に対して多変量解析を施行したが、
他の交絡因子除外は症例数的に困難であった。統計学的解析
の精度向上のために症例数を増やすことを検討したが、今回
の研究対象期間以降では、行政による重症度に応じた患者振
り分け開始により、当院で扱える症例の重症度割合が大きく
変化したことや、ワクチン接種状況、その後の新型コロナウ
イルスの変遷（デルタ株、さらにオミクロン株）等により、対
象症例の背景因子が大きく変化したと考えられた。そのため、
研究対象期間の延長は行わなかった。
今回検討した症例は、現在のCOVID-19診療状況と異なっ
ており、今回の検討結果が現在ないし今後においても適応さ
れるかは不明である。しかし、肺炎の重症化が危惧される
COVID-19患者については、今後も初期の胸部CTによる重症
化予測は重要と思われる。COVID-19の流行株、ワクチン接種
状況、治療薬などの変遷に応じて、本研究のような画像所見
による重症化予測の検討を反復して行うことで、画像診断が
診療効率化に貢献できる可能性はあると思われる。

【結語】
発症後早期の胸部CTで、COVID-19肺炎に典型的とされる
画像所見が上肺野内で肺区域を越えた進展を示すワクチン未
接種患者は、撮像時点で軽症であっても重症化する可能性が
高いと考えられる。このCT所見は、既報より簡便な指標であ
り、実臨床への適応が容易である。
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