
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



- 1 - 
 

日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌 第 8 号 
 

目次 
 
【巻頭言】 
「糸」そして「見えない光」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
 

【報告】 
1．平成 28 年度 日本赤十字社診療放射線技師会 学術総会 プログラム・・・・・・・・・・・・5 
 
2．平成 28 年度 日本赤十字社診療放射線技師会 学術総会 研究発表 抄録・・・・・・・・・・8 
 
3．平成 28 年度 日本赤十字社診療放射線技師会 学術総会 研究発表 座長集約・・・・・・・・23 
 
4．平成 28 年度 日本赤十字社診療放射線技師会 学術総会 専門部シンポジウム 座長集約・・・30 
 
5．平成 28 年度 日本赤十字社診療放射線技師会 学術総会 チーム医療総括・・・・・・・・・・32 

 
6．第 63 回 日本赤十字社診療放射線技師会 定期総会 議事録・・・・・・・・・・・・・・・・42 
 

 
【本会の動き】 
1．災害医療 
①災害医療支援部報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 
②「IFRC CBRN ワークショップ参加に参加して」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 
 

2．専門部 
①専門部報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 

 
3．ブロック研修会報告 
①北海道ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 
②東北ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 
③東部ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 
④中部ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 
⑤近畿ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 
⑥中四国ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 
⑦九州ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 



- 2 - 
 

 
【特集】 
1．線量管理総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 

武蔵野赤十字病院 荒井 一正 
2．各メーカーの線量管理システム 
①バイエル薬品株式会社 
「X 線線量情報の一元管理システム~Radimetrics~」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 

ラジオロジー事業部 上村しづ香 
②GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 
「Dose Watch による被ばく線量適正化への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

Service Growth 部 親松 里織 
 

3．線量管理システムの使用経験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 
松江赤十字病院 森脇 武士 

【施設紹介】 
①さいたま赤十字病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 
②神戸赤十字病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 
③唐津赤十字病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 

 
【論文紹介】 
「Head Fixation Using a Vac-Loc cushion during Neuroendovascular Therapy」・・・・・・・126 
（Vac-Loc クッションを用いた脳神経血管内治療時における頭部固定の検討） 

福井赤十字病院 上坂 大輔 
【編集後記】  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131 



巻頭言 
 

- 3 - 
 

「糸」そして「見えない光」 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

日本赤十字社診療放射線技師会   
会 長   清 水 文 孝   

  
なぜめぐり逢うのかを ～～中略～～ 
縦の糸はあなた 横の糸は私 織りなす布は いつか誰かを暖めうるかもしれない 
なぜ生きてゆくのかを ～～中略～～ 
縦の糸はあなた 横の糸は私織りなす布は ～～中略～～ 
縦の糸はあなた 横の糸は私 逢うべき糸に出逢えることを 人は仕合わせと呼びます 

 
このフレーズを読み、皆さまはすぐに中島みゆきの「糸」と思うでしょう。巻頭言を記すにあた

り、この歌を思い出しました。一昔前というより 20 年、30 年前は、病院長の辞令にて診療放射線

技師として採用され、その狭い中で業務に精励していたと思います。その時代は、診療放射線技師

というただ一本の糸だったでしょう。そして、部門の仲間と自身とで紡いだ小さな布切れでしかな

かったかもしれません。それが、施設間の横のつながりがより深くなり、約 10 数年前より私を含

め会員の皆様が日本赤十字社の社長辞令にて診療放射線技師として業務しています。それを契機に、

診療放射線技師という単一の糸から施設の太い縦糸に、県内及びブロック内での横のつながりが深

まった太い横糸になり、少し大きめな布に紡がれるようになりました。今では、日本国内 95 施設

が横糸になり、一人一人の診療放射線技師が縦糸になり、大きな布で日本赤十字社の医療事業を覆

い、支えているのではないでしょうか。そして我々は、災害においても診療放射線技師としての役

割を担う布になることだと思います。 
 それぞれの職種の糸は紡がれ布になり、布は重なりあうことでより堅固に、より暖かく日本赤十

字社を覆い、病む人々に一筋の光明を与えられる布になると思います。日本赤十字社診療放射線技

師会は、そんな一翼を担う光り輝く一枚の布であり、航布のごとくマストにはためき、風を目いっぱ

い受け止めて征で欲しいと思います。 
 「見えない光」や「光の点」に魅せられ、「磁場」に吸い寄せられた約 40 年間、その集大成が間

近に迫って来ています。振り返り浮かぶのは日本赤十字社の先達、同期の仲間、後輩、役員仲間、

そしてブロック研修会でお会いした会員の皆さまです。それが私自身の大きな財産になっているこ

とは、記すまでもありません。仲間に恵まれた 30 年、素晴らしき役員の仲間にいられた 10 年。そ

れを「仕合わせ」と呼べるものと思っております。会長就任時の大地の揺れに始まった巻頭言は、
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「揺れる」、「踊る」、「進む」となり、前進のみの技師会運営をしてきたと自負いたします。そして、

今が集大成であり、悔いの無いことは、言うまでもありません。老騎千里を走るがごとく、これか

らも短い期間ですが一人の会員として、一人の診療放射線技師として、走ることを辞めずにいよう

と思います。「不動」は性に合わず、「動」のみが根っからの性分です。 
 仕事をやるなら楽しくやり、給与をいただけるのであれば感謝です。役員についても同様でしょ

う。任期の決まった役員。嫌々やるより楽しくやろう。倒れるなら前むきに。それが持論の集大成

を迎える心意気かもしません。 
 日本赤十字社診療放射線技師会という大きく暖かな布は、日本赤十字社の社命を旗頭に日本全国、

全世界を覆い尽くして行くことでしょう。そんな活躍の場を広げる後輩の皆さまの活躍を、見聞き

できることを夢見て巻頭言とします。 
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平成 28 年度日本赤十字社診療放射線技師学術総会プログラム 
平成 28 年 6 月 3 日（金） 

9：20 受付 
 
9：50 開会式 開会の辞 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
 

10：00 本社講演 
【座長】深谷赤十字病院 清水 文孝 

「本社の推進するチーム医療の現状と課題」 
日本赤十字社 医療事業推進本部 看護部 看護管理課 看護係長 橋爪 朋子 先生 

 
10：40 研究発表① 

【座長】日本赤十字社医療センター 丸山 大樹 
前橋赤十字病院 星野 洋満 

   1．kv-Imaging における市販ファントムを用いた品質管理の検討 
広島赤十字・原爆病院 林 宏祐 

   2．前立腺 IMRT における internal-error と膀胱内尿量の関係について 
名古屋第一赤十字病院 大橋 智貴 

3．早期喉頭がんにおける頸動脈線量低減を目的とした照射法の検討 
伊勢赤十字病院 谷貞 和明 

4．線源回収訓練をおこなって 
日本赤十字社和歌山医療センター 嶋田 恵太 

5．当院の負荷心筋血流シンチにおける投与量減少に対応した収集条件の検討 
伊勢赤十字病院 森嶋 毅行 

6．当院イントラネット内に構築した「放射線検査の手引き」について～核医学検査編～ 
高松赤十字病院 篠岡 光 

 
12：00 ランチョンセミナー① エーザイ／エーディア（株） 

【座長】大阪赤十字病院 加賀久喜 
「消化器診療における CTC の位置づけ」 

秋田赤十字病院 第二消化器内科部長 山野 泰穂 先生 
 

13：20 研究発表② 
【座長】日本赤十字社和歌山医療センター 川嶋 宏樹 

八戸赤十字病院 大澤 哲平 
7．Dual EnergyCT を用いた肝細胞癌におけるヨード（水）密度画像お有用性 

松江赤十字病院 新﨑 英貴 
8．CT 撮影室における新人教育 
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深谷赤十字病院 齋藤 幸夫 
9．当院における造影 CT 検査の急性副作用発現率と緊急時対応システムの構築 

高山赤十字病院 今井 丈晴 
10．MRCP における食事摂取後の継時的胆嚢体積変化について 

松山赤十字病院 露口 智絵 
11．乳腺 MRI が特に有用であった 1 例 

高山赤十字病院 土田 紘子 
 

14：20 研究発表③ 
【座長】松江赤十字病院 磯田 康範 

12．人材育成グリーンプログラムの使用経験 
伊勢赤十字病院 喜多 真弓 

13．プリセプターシップ（教育制度）3 年目に向けての検討～新人の立場から～ 
福井赤十字病院 村中 舞 

14．新人教育システムの構築について 
武蔵野赤十字病院 関根 絵里 

15．放射線部門における新たな機器メンテナンス体制の構築 
伊勢赤十字病院 森嶋 毅行 

16．院内サーバーシステム障害時対応の検討 
那須赤十字病院 磯 裕樹 

 
15：20 総会 
 
16：30 海外派遣報告 

「ネパール地震救援事業における診療放射線技師の活動」 
災害医療支援部 名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 

 
17：00 イブニングセミナー 
【座長】大分赤十字病院 戸口 豊宏 

「臨床利用範囲が大きく広がった 3D 解析システム SYNAPSE VINCENT のご紹介」 
富士フィルムメディカル株式会社 IT ソリューション事業本部 杉田 匡之様 

 
18：00 情報交換会 
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平成 28 年 6 月 4 日（土） 
9：00 チーム医療報告 

【座長】チーム医療部 伊勢赤十字病院 林 奈緒子 
「チーム医療からもっとクロスまでの取り組み紹介」 

伊勢赤十字病院 喜多 真弓 
谷貞 和明 

 
 9：40 基調講演 

【座長】横浜みなと赤十字病院 川上 真希子 
「医療事故における事業者責任と個人責任～診療放射線技師における役割拡大の考察～」 

東京海上日動火災保険株式会社 医療福祉法人部 法人第一課 課長 小峯 将人先生 
 

10：40 教育講演 
【座長】仙台赤十字病院 安彦 茂 

「血管造影および消化管透視における線量管理」 
徳島文理大学 保健福祉学部 診療放射線学科 水谷 宏先生 

 
12：00 ランチョンセミナー② 

【座長】松江赤十字病院 加藤 秀之 
「遠隔診断支援サービスにおける診療放射線技師の役割」 

株式会社ドクターネット 品質保証室 下田 仁志様 
 

13：20 専門部シンポジウム 
【座長】長浜赤十字病院 西関 剛 

「乳癌～診断から治療まで～」 
CT 専門部 大阪赤十字病院 加賀 久喜 

MRI 専門部 那須赤十字病院 佐藤 統幸 
乳房画像専門部 大森赤十字病院 出井 愛子 

放射線治療専門部 長野赤十字病院 小山 登美夫 
核医学専門部 浜松赤十字病院 坪井 孝達 

医療情報専門部 松江赤十字病院 加藤 秀之 
 

14：50 閉会式 
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1.KV-Imaging における市販ファントムをもちいた品櫃管理の検 

広島赤十字・原爆病院  ○林  宏祐、坂井  貴一、羽原  幸作 

大久保  磨紀、野崎  浩茂 

【目的】 

KV-Imaging の QA 項目は TG-142 に記載されているが、具体的な許容値は示されてなく、視覚評

価によるものが多い。今回我々は、市販ファントム（KV-QA ファントム、Sun Nuclear 社製）を用い

て解析し QA 許容値を物理評価することで、市販ファントムを用いた品質管理の有用性について検討し

た。 

 

【方法】 

リニアックは CLinac iX（Varian 社製）、KV-Imaging 装置は OBI（Varian 社製）を使用した。

最初に受け入れ試験時と比較するために、 TOR18FG（Leeds test object 社製）を用いて視覚評価

を行った。その後、KV-QA ファントムを撮影した DICOM 画像を市販解析ソフト DoseLab（Mobius 

Medical 社製）で解析を行った。解析項目はスケーリング、空間分解能、均一性、コントラスト、

CNR、位置精度である。許容値は解析した値を参考にして決定した。許容値を決定した後、定期的な

QA を行い、解析した値の変動を観察した。 

 

【結果】 

TOR18FG を用いた視覚評価は受け入れ試験時と同じだった。定期的な QA では許容値に対して大き

な変動はなかった。 

 

【考察】 

KV-QA ファントムを用いて解析することで物理評価することができ、作業の効率化も図ることがで

きた。許容値については引き続き定期的な QA を行っていき変動を見ていく必要があると考えられる。 
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2．前立腺 IMRT における internal-error と膀胱内尿量の関係性について 

名古屋第一赤十字病院  ○大橋智貴 

【目的】 

昨年より当院で実施している前立腺 IMRT において、照合時の計画用 CT と CBCT における A-P、

S-I 方向の前立腺位置の乖離は予想以上に大きかった。この乖離は Motion blurring、Deformable 

Dose variation による線量分布の変化及びリスク臓器への線量増加などより正確・安全な照射を担保す

るうえでの障害の一つとなる。 

照射時のランダム的要素の一つとして考えられる膀胱内尿量にのみ焦点をあて、本研究では

internal-error（以後 error とする）を計測し、その際の膀胱内尿量との相関関係の有無、また error の

改善策について検討・考察した。 

 

【方法】 

当院で今までに前立腺 IMRT を終えた 12 人の患者で評価する。 

当院の前立腺 IMRT は毎回 CBCT を撮影し尿量・直腸ガス等を確認した後照射を行うため計画用 

CT と照射直前の CBCT の尿量に大きな差異は原則として存在しない。ゆえに多少の誤差は予想される

が照射時の患者尿量＝その患者の計画用 CT の尿量と考える。 

計画用 CT 時の前立腺位置が特異的であった可能性もあるため、最も自然な前立腺位置を計算し補 

正して再計算する。 

 

【結果】 

S-I 方向の error と膀胱内尿量には明らかな相関を見出すことはできなかった。 

A-P 方向に関しては回帰分析した結果、膀胱内尿量と error の間に有意な負の相関関係があり、A-P

方向の error は膀胱内尿量が多いほど減少すると考えられる。 

 

【考察】 

A-P 方向の error、線量制約の面から考えて計画用 CT 撮影時にはなるべく多くの尿を膀胱に貯めるこ

とが望ましい。また CT 時の前立腺位置が特異的であると思われる患者の補正前 error は非常に大きな

ものであり、それを小さくするためには複数回、時間をおいて計画用 CT を撮ることが有効と考えられ

る。S-I 方向については今後もデータを収集・分析し検討していきたい。
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3．早期喉頭がんにおける頸動脈線量低減を目的とした照射法の比較検討 

伊勢赤十字病院  ○谷貞 和明、松枝  孝次、釜谷  明、柴原  卓彦 

河口  洋平 桑原 早耶香、伊藤  伸太郎、大岩 和由 

【目的】  

現在、早期喉頭がんへの標準的照射法は左右対向矩形照射である。この照射法では頸動脈へ不要な

線量が多く与えられ、長期生存例で頸動脈狭窄が問題となる。頸動脈線量を低減する照射法としては打

抜原体照射法や IMRT がある。本研究では早期喉頭がんの頸動脈線量の低減を目標とした打抜原体 照

射法と IMRT の比較検討を目的とした。 

 

【方法】 

治療計画装置（Eclipse10.0：Varian 社）を用いてファントム（002HN：CIRS 社）内に模擬 GTV

（左側声帯）と脊髄、頸動脈、気道を設定した。GTV＝CTV とし CTV に頭尾で 7mm、それ以外で

5mm のマージンで PTV とした。打抜原体照射法では左頸動脈を避けるガントリ 270～180°と 180～

90°の 2arc で仮想打 抜体の無・有の 2 計画を作成した。IMRT は 3 門でガントリ 0°と±70°、60°、50°

の 3 計画を作成した。それぞれの PTV の D95、Conformity index（CI）、Homogeneity index（HI）

と左総頸動脈の Dmax を比較した。 

 

【結果】 

PTV の D95 は打抜原体照射法の仮想打抜体無、有で IMRT ではガントリ角度±70、±60、±50°の順 

で 96.1、96.9、97.0、96.0、95.7%であった。CI は同順でそれぞれ 1.47、1.53、1.97、1.80、1.97、

HI は同順で 1.11、1.10、1.12、1.12、1.10 であった。左頸動脈の Dmax は同順でそれぞれ 41.7、

39.1、36.2、26.9、26.5Gy であった。 

 

【考察】 

打抜原体照射法は、仮想打抜体を用いて分布の改善が可能である。IMRT は、ガントリ角度を小さく

すると頸動脈線量を低減できるが、PTV への線量集中は低くなる。頸動脈線量低減は、打抜原体照射

法より IMRT の方が有利である。それぞれの照射法の利点を活かし、各患者に最適な治療法選択が必

要である。
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4．線源回収訓練をおこなって 

日本赤十字社 和歌山医療センター  ○嶋田  恵太、川村  佳生、吉川  方登 

湯浅  大輔 井上  賢人、大政  暁、竹花  恵一 

 

【目的】 

腔内照射に使われるマイクロセレクトロン HDR の線源は、停電時、自動的に回収される。しかし、

何らかの原因で線源が回収できなかった場合、医師または技師が治療室に入り手動で線源回収を行わな

ければならない。この緊急作業時のイリジウム線源による患者とスタッフの被爆線量を最小限に抑える

ことを目的にこの訓練を行った。また、線源回収目標時間は 1 分（参考文献：密封小線源治療診療・

QA マニュアル）とした。 

 

【方法】 

マイクロセレクトロン HDR 保守点検時、業者点検員は線源停止時間を測定するために本線源を模擬

線源に交換する。この際、線源回収訓練を伴わせて行った。まず、明室状態でマイクロセレクトロン

本体のクランクの構造を学び、スタッフ全員がクランクを回し手動で線源回収を行った。 

次に、治療室内にかけつける技師 2 名が、室内を消灯した状態で懐中電灯を頼りに線源回収を行った。

この訓練は技師 2 名で行動し、1 名が治療室内にかけつけ線源を手動回収、もう 1 名が室外で作業時間

の記録・線源回収の確認をマイクロセレクトロン操作装置で行った。 

また、ポケット線量計の使用方法も合わせて理解した。 

 

【結果】 

回収にかかった時間はそれぞれ 15 秒と 22 秒であった。 

 

【考察】 

緊急時、急にポケット線量計を準備することは時間のロスが大きい、RALS 治療時には医師・技師共、

常に治療準備段階でポケット線量計を携帯することにした。 

当施設ではプロテクターは RALS 室内に保管している事、回収時間を短くするためにもプロテクター

は不使用で訓練を行ったが、今後、プロテクターの使用に関しての取り決めが必要であると考える。 

線源回収訓練は本線源を模擬線源に交換する必要があるため、保守点検（毎 6 ヶ月）にあわせて実施

するのが望ましい。 

緊急時対応記録表を使用しての訓練、及び記録表の評価も行っていきた
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5．当院の負荷心筋血流シンチにおける投与量減少に対応した収集条件の検討 

伊勢赤十字病院  ○森嶋 毅行、小林 篤、林 奈緒子、村田 達紀 

太田 旭彦、後藤 咲月、大山 泰 

【目的】 

2016 年 4 月より、201 塩化タリウムが、現在の検定日の 2 日前使用から当日検定の使用に変更とな

る。この検定日の変更は、同じ放射能量のままであると投与量が約 40%の減少することを意味し、こ

れにより収集カウントも約 4 割が減少し、画質の劣化が懸念される。そこでファントム、臨床それぞれ

の画像に対しカウントの低下した画像を作成し、そのときの画質の変化を調査した。さらに現状の診断

能を維持するために必要な最適なカウントを導き出し、これに対応した収集条件を検討することを目的

とした。 

 

【方法】 

欠損ファントムのプロジェクションデータの心筋平均カウントが 100、80、60、40 となるようにポ

アソンリサンプリング処理をかけ、それぞれの再構成画像に対しサーカムフレンシャル解析、欠損部

と集積部のコントラスト、集積部の均一性を比較した。 

臨床データは、2015 年 4 月からの再分布のある連続 6 症例を同じく 100、80、60 カウントになる画

像を作成し、現在の収集条件における画像をリファレンスとした視覚評価、QGS の解析値、欠損スコ

アにて比較検討した。 

 

【結果】 

ファントムの結果より、コントラストは 80 カウントを切るとその値に変動が見られた。 

集積部の均一性も 80 カウント以下になると数値の変動が大きくなることが確認できた。 

臨床例の欠損スコアは、カウントが減少してもある程度診断能を維持できる傾向は確認できたが、

QGS 解析において 60 カウント画像において一部外れ値を示す傾向となった。視覚評価の結果も 80 カ

ウントまでが適正と判断した。 

 

【考察】 

現状の診断能を維持するためには、カウント不足による統計誤差を軽減することが必要である。当

院では、少なくともプロジェクションデータの心筋平均カウントが 80 カウント以上必要であることが

確認できた。低投与量に対する患者体格に応じた収集時間を変更したプロトコールを作成することで、

現在の診断能を維持した精度高い検査が可能であると考える。 
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6．当院イントラネット内に構築した「放射線検査の手引」について 〜核医学検査編〜 

高松赤十字病院  ○篠岡  光、坂本  吉伸、峯瀬  正高、森  健一 

慎殿  元譽、安部  一成、川﨑  幸子 

 

【目的・背景】 

2010 年 4 月 30 日、厚生労働省局長通知にて検査の説明・相談の重要性が指摘された。オーダリング

システムが導入されてから当院では外来や病棟から患者が移動することなく予約が行える様になって

おり、内容を十分理解しないまま検査当日に来院される患者も少なくない。また、核医学検査は種類

が多く前処置や方法も多様なことから患者を取り巻くスタッフの一貫した説明が困難なモダリティの

一つである。今回、院内のイントラネットを活用し、我々技師だけでなく診療に携わる医師やスタッ

フらが最新の情報を共有し、場所を問わず検査に関する統一された説明が行える環境を整えることを目

的とした。 

 

【方法】  

当院のイントラネット内には各診療科、部門ごとのホームページ領域が用意されている。今回はそ

の一部を利用することにより「核医学検査の手引」を作成、構築し、接続された全ての端末から必要

な情報に最小限のマウス操作のみでアクセスできるように工夫する。またこれらの情報を様々な機会

を通じて積極的に紹介し、関係者への周知にも注力した。 

 

【結果】  

オーダー発行現場のスタッフによると患者から詳しい説明を求められ、対応に苦慮する場面もあっ

たが検査の手引を知ってからは、これらのコンテンツが役立っているとの声が寄せられている。また、

経験の浅い研修医や新人技師らにとっても検査ごとの適応疾患、前処置等を容易に確認できるため簡

易的なマニュアルとしても使われている。 

 

【考察】  

既存システムの基本的な機能を利用しているため余分にコストが発生する事はなかった。従来のよ

うに印刷物で配布すると、それに伴うコストに加え保管場所の確保が問題となっていたが、それらの

問題も解消し、検査に関する最新情報の共有が可能となっている。今後も現場からの意見を柔軟に取

り入れ、さらに発展させていきたいと考えている。 
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7．Dual Energy CT を用いた肝細胞癌におけるヨード（水）密度画像の有用性 

松江赤十字病院  ○新﨑  英貴、森脇 武志、山城 圭進 

伊藤 健、石倉 周平、磯田 康範 

 

【目的】 

当院では GE 社製 Discovery CT750 HD 装置を用いて、肝臓ダイナミック CT 撮影時、Dual Energy 

CT 撮影にて、仮想単色 X 線画像（68KeV）とヨード（水）密度画像を作成している。造影 CT におい

てヨード（水）密度画像は主に、組織内ヨード密度を反映する。これにより腫瘍の Viability 評価が可

能と考えられている。特に肝細胞癌など、多血性腫瘍の検出において CNR の向上が期待できる。そこ

で肝細胞癌において CNR 評価をもちいて仮想単色 X 線画像（68KeV）とヨード（水）密度画像の検出

効果を比較した。 

 

【方法】 

対象とする画像は Dual Energy CT 撮影を行った肝臓ダイナミッ CT の動脈相にて、1cm 以上の肝細

胞癌と診断された 30症例（ただし過去の治療歴は問わない）とする。仮想単色 X 線画像（68KeV）と

ヨード密度画像それぞれの CNR を比較する。 

CNR＝（肝細胞癌の CT 値又は密度値）-（周辺肝実質の CT 値又は密度値）/（周辺実質の SD 値）

とする。 

 

【結果】 

CNR は仮想単色 X 線画像 68KeV よりヨード（水）密度画像の方が全て高い値を示した。 

 

【考察】 

結果より仮想単色 X 線画像よりヨード密度画像の方が CNR は優れており、1cm 以上の肝細胞癌の検

出には有用と考えられる。仮想単色 X 線画 68KeV はノイズの影響が大きく CNR に影響を与えたと考

える。密度画像はヨードのばらつきの影響が少ないため、高い CNR になったと考える。 
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8．CT 撮影室における新人教育 

深谷赤十字病院  ○齋藤  幸夫、登坂  崇史、小島  萌、清水  文孝 

 

【目的】 

CT 撮影では嘔吐や気分不快を始め様々な副作用を経験する。若手技師や普段 CT 検査に従事してい

ない技師は副作用発生時の対応経験が少なく、連絡体制や役割を把握しておらず速やかな行動が出 来

ない事もある。そこで今回、医療安全を主とした CT 撮影室における新人教育を考案したので報告する。 

 

【方法】 

平成 27 年度に入社した新人技師に対して、CT 検査に携わる 2 週間前に当院の副作用症状別割合、 

患者急変時の対応手順、シミュレーションの様子（ビデオ）の教育を開始する。次に実際に操作室で撮

影している様子のビデオを見ながら、目線、手の置く位置、どこに気を配るかなどを学び、CT 検査に

携わる準備を行った。なお使用機器としてウエアブルカメラを熟練した技師の目線に取り付け実際の

操作室での様子を写した教育用ビデオを作成した。 

 

【結果】 

CT に携わった初日から造影検査に対応させたところ、安全を意識する行動をとることが出来た。ま

た本人から、経験はないが副作用や造影剤漏えい、患者の顔色を意識することで最悪な事態への準備

をいつも考えながら検査をしなければならいとの感想を頂いた。 

 

【考察】 

熟練した技師目線は、気遣いや経験でしか学べない事が多く、様々な角度からの目線で検査を行っ

ている。それを取り入れた新人教育ビデオは、医療安全に大いに役立つものである。今回は CT 検査で

の教育でしたが、今後、消化管検査や他部門にも取り入れ、更なる医療安全を意識した新人教育を目

指していきたい。
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9．当院における造影 CT 検査の急性副作用発現率と緊急時対応システムの構築 

高山赤十字病院  ○今井  丈晴、宮田  奈美 2、田中  知哲 2、古町  彰 2、山下  光弘 2 

山下  晶子 3、舩坂  幸乃 3、竹中  勝信 1、白子  隆志 1 

1 医師  2 診療放射線技師  3 看護師 

【目的】  

当院では放射線科専従医不在のため、救命センターとの協力により放射線科緊急時対応システムを

構築し、造影 CT 検査を放射線科看護師と放射線技師が行う体制を 2012 年 6 月から開始した。急性副

作用の発現と救急対応について検証したので報告する。 

 

【方法】 

2012 年 6 月～2015 年 3 月までに看護師と放射線技師が関与した造影 CT 検査症例（9 時～15 時）

6077 例を対象とし、Retrospective に副作用について調査した。救急対応システムは、患者の異常時、

看護師が患者対応を開始すると同時に放射線技師が専用直通ボタンにて救命センター看護師応援要請

と救急当番医師のコール。ボイスレコーダにて音声記録を行い、対応を電子カルテに記載をする。い

つでも誰もが緊急時に対応できるように、定期的に緊急対応シミュレーションと放射線科内で BLS 講

習会を行った。 

 

【結果】 

6077 例のうち何らかの副作用が認められたのは 102 例（1.68%）であった。症状は、消化器系：悪

嘔吐 50 例、呼吸器系：咳嗽 24 例、くしゃみ 17 例、過敏症：かゆみ 6 例、循環器系：血圧低下 3 例、

顔面蒼白 1 件であった。対応システムを起動した症例は 3 例あり、そのうち重篤な合併症（ショック）

は 2 例であった。 

 

【考察】  

当院で 2 年 10 ヶ月間に経験した造影 CT 検査における副作用の種類と発現率は、薬剤メーカーの添

付文章の値とほぼ一致した。重篤な副作用は 2 例であったが、構築した対応システムにより迅速な対応

がきた。 

造影 CT 検査における副作用は予知・予防が大切ではあるが、重篤な副作用が発生した場合には、医師

が対応するまでの間に検査を担当するスタッフが冷静かつ迅速に対応できるかが鍵となる。 



報告  

- 17 - 
 

 

10.MRCP における食事摂取後の継時的胆嚢体積変化について 

 

松山赤十字病院  ○露口  智絵、水口  司、小笠原  俊祐、二宮  博志 

今井  敏明、栗田  幸、松村  茂、福岡  知宏 

【目的】 

MRCP 検査は本来食事制限をして行う検査であるが、急性胆嚢炎等の緊急検査や失念してしまった

り理解不十分のため食事をしてしまうなど、適切な食事制限が行われていない場合がある。こうした

場合、当院では食後 3～4 時間あけて検査を行っていたが、胆嚢が十分に拡張していない症例を何度か

経験した。そこで、食後どの程度の時間で胆嚢が再拡張し診断可能になるか、また食べ物によっても

違いが出るのか、胆嚢の経時的な体積変化を計測することで評価を行った。 

 

【方法】 

胆道疾患のない健常なボランティア 5 名に対し、検査 protocol 通り前日より絶食とし摂食前に撮像し、

その後[A：洋]たんぱく質、脂質を多く含む食事（卵サンドイッチと牛乳 200ml）を摂り経時的な変化

を観察する事とした。また実施日を変え、[B：和]炭水化物を多く含む食事（おにぎり 2 個とお茶

200ml）でも同様の撮像を行った。この 2 種類の食事に対し、摂食前、摂食後 30 分から 1.5時間、2.5

時間、3.5時間、4.5 時間と 60 分毎に 3D/balanced TFE（TR:4.5ms、TE:2.2ms）を撮像し、3D ワー

クステーション（Ziostation2）にて胆嚢体積を測定した。 

 

【結果】 

1）絶食時の胆嚢体積を 100%とし、[A：洋]では食後 30 分で平均 52.9%、1.5 時間で 16.6%と最も収

縮し、その後 2.5 時間で 26.2%、3.5 時間で 56.1%、4.5 時間では 78.2%と徐々に再拡張した。 

2）[B：和]では食後 30 分で平均 68.9%まで収縮した後、1.5 時間で 77.9%、2.5 時間で 72.6%、3.5 時

間で 75.8%、4.5 時間で 80.1%まで再拡張した。 

 

【考察】 

1）[A：洋]では食後 3～4 時間程度で胆嚢が 50～60%まで再拡張し撮像可能になるが、胆嚢管癌との鑑

別が必要な疾患では食後 6 時間程度あけることが望ましい。また、食後 1～2 時間では最も胆嚢が収縮

するため撮像は避けるべきである。 

2）[B：和]では全体を通して 50%以下まで収縮することが無かったため、胆嚢管癌との鑑別が必要な

疾患では食後 2～3 時間要するが、それ以外の疾患では食事の時間にかかわらず検査可能と言える。 
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11．乳腺 MRI が特に有用であった 1 例 

高松赤十字病院  ○土田  紘子 

【目的】 

現在高 SN を有する 3TMR 装置により両乳房を同時に高分解能で撮像することが可能となるに伴い

乳がん検出率が高くなっている。本院では 3TMRI 装置が稼動し始め 39 例の乳腺 MRI を経験した。そ

の中でも特に MRI が有用であった 1例を報告する。 

 

【方法】 

2014 年 5 月から 2016 年 1 月までに撮像した乳腺 MRI は 39 例でそのうち 35 例は手術を施行した。

その中の 1 例において MRI、マンモグラフィ、エコー、病理診断について検討した。 

 

【結果】 

本症例は 68 歳女性。左乳頭血性分泌物を認め当院を受診した。マンモグラフィでは右カテゴリー1、

左カテゴリー3（FAD）、エコーでは左右ともにカテゴリー1 で、マンモグラフィで認めている FAD

も問題なしと診断されたが、悪性が否定されなかったため MRI を施行した。MRI では右カテゴリー1、

左カテゴリー4（11×7×8mm 大の oval shape mass を認める）と診断され悪性が示唆された。再度エ

コーを施行し細胞診で悪性が疑われたため、手術を施行する運びとなった。病理診断では乳頭腺管癌で

あった。 

 

【考察】 

本症例ではマンモグラフィで左 C 領域カテゴリー3（FAD）と診断されたが、実際の腫瘤は別の場所

に存在し乳腺と重なっていたため発見されなかった。また、1 回目のエコーでは脂肪組織と同等なエコ

ーレベルであり周囲に脂肪組織が多かったため発見されなかった。それに対し MRI は正常乳腺組織と

腫瘍が鑑別しやすく 3D 撮像によりあらゆる角度からの観察が可能となる。そのため、2D 撮像のマン

モグラフィ、エコーでは見えにくかった腫瘤を指摘することができ、今回乳癌の発見が可能となった。

マンモグラフィとエコーで悪性の診断がつかない場合でも臨床症状等で悪性を示唆する所見がある場合

は MRI を検討することでより高い診断率を得ることができると考えられる。 
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12．人材育成グリーンプログラムの使用経験 

伊勢赤十字病院  ○喜多 真弓、大山  泰、菊川  聡、松月  俊晴 

久保  雅敬、北出  明、鈴木  孝明、谷貞 和明 

林  奈緒子、森嶋  毅行、柴原  卓彦 

 

【目的】 

当課の人材育成の取り組みとして、新人技師を指導するための「新人教育プログラム」と、新しい

モダリティを習得する技師を指導する際に用いる「グリーンプログラム」がある。「グリーンプログ

ラム」は技師としての経験年数がある技師であっても、新しく覚えに行くモダリティにおいては、新

人と同じであることから初心者マーク（若葉マーク）の色より「グリーンプログラム」と命名した。 

グリーンプログラムを用いた 4 年間の人材育成の経験で、振り返りとプログラムの改定を行った。

今回はグリーンプログラムの使用経験について報告する。 

 

【方法】 

 新しいモダリティを覚える技師が、1 人で業務を行えるまでの最低限身につける内容を項目別にして

挙げ、評価表を作成した。指導者が評価表に沿って各項目について 5 段階で達成度を評価し、3 以上

で 1 人で業務可能とする。評価法の取り決めは各モダリティによって異なる。 

プログラムの改定に伴い、修正点や改善点についてのアンケートを実施、それを基にプログラムの

改定を行った。また、グリーンプログラムについてのアンケートを実施し、振り返りを行った。 

 

【結果・考察】  

グリーンプログラムは、業務を 1 人で行えるようになるまでに必要な習得項目の進達度が一目で分

かるようになっており、客観的な評価が可能である。また、指導者だけでなく、覚える技師にとっても

自分自身の状況を把握したり、学習の目安としても活用したりすることができ有用である。 

今後、プログラムの定期的な改訂・見直しを行い、新しい検査内容、知識に対応していく必要がある。

また、1 人で業務を行えるようになった後もスキルアップするために、このプログラムを活用してい

くことが有用である。 



報告  

- 20 - 
 

 

13．プリセプターシップ（教育制度）3 年目に向けての検討～新人の立場から～  

福井赤十字病院  ○村中  舞、田賀  陽子、平木  美和 

西村  英明、石田  智広 

【目的】 

当院では 2 年前よりプリセプターシップを導入している。この制度では、毎月各部門責任者による研

修プログラムやプリセプター（教育者）との面談を行い、研修ファイルに記録している。この他に一

般撮影や透視検査などの撮影回数を書き込むチェックリスト、各業務においての注意事項を確認するリ

スト、当直業務にむけての CT、MRI のマニュアルなどで構成される。これらの中からプリセプターシ

ップ 3 年目に向けてプリセプティ（新人）の立場からマニュアル、チェックリストについて改善点はな

いかを検討した。 

 

【方法】 

CT・MRI のマニュアルやチェックリストの利点と欠点を洗い出し、欠点に対しては改善策を検討し

た。これらをふまえて新規参入するモダリティ時に実践した。 

 

【結果】 

CT・MRI のマニュアルはほぼ書き込み式であるため、より理解を深めることができ、理解不足の箇

所が浮き彫りになるため有効であった。チェックリストは指導者側のチェックされていないところが

目立った。理由として研修ファイルが分厚く、チェックリストを探し出すまでに時間を要する、ファ

イルは私物であるため開きにくいなどが主に考えられた。これを改善するためにその時に必要なリス

トだけを別にバインダーに挟み、本人以外でも記入が容易になるようにした。これを実際に新規モダリ

ティであるマンモグラフィ部門で実践したところチェックしやすく漏れがなくなった。 

 

【考察】  

今回の検討から、与えられたファイルをそのまま使うのではなく必要な部分を抜粋することで更に有

効に活用していくことが可能になった。それにより、プリセプティ一人一人の進捗状況を客観的に把

握してもらい、毎月のプリセプティとの面談では日頃の疑問や不安を軽減・改善でき、安心して業務

を行えるようになった。今後、この教育制度で得られたことを活かして技師 2 年目でもっと飛躍してい

きたい。 
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14．新人教育システムの構築について 

武蔵野赤十字病院  ○関根 絵里、中村 絢加、髙山 慎吾、藤田 寛之 

佐藤 恒輔、佐藤 晴美、荒井 一正 

【目的】 

当院では、2012 年度よりプリセプター制度を導入し新人教育を行ってきた。 

4 年間にわたりこの制度を実施して、検討・修正を加えて新人教育体制の構築を行ったので報告する。 

 

【方法】  

指導者によるバラつきをなくすためモダリティ毎に撮影方法の統一を行い、新人がスムーズに業務

内容を習得できるようにローテーションを作成した。また、知識を深めるための資料を配布し、臨床

業務で必要な感染予防や患者移乗などの勉強会を企画した。 指導者間の連絡手段として、院内共有サ

ーバーにファイルを作成し、リアルタイムに情報の記入・意見交換・参照ができるようにした。 各モ

ダリティのカリキュラムと新人教育達成度チェックリストを作成し、夜勤業務に従事するまでの教育

を行った。 

 

【結果】  

指導者による撮影方法のバラつきがなくなり、指導が円滑に行えるようになった。 

新人教育達成度チェックリストと共有ファイルの作成により、教育進捗状況・教育未実施項目・指導

者間の引き継ぎ・新人による自己評価を簡単に把握することが出来た。また、チェックリストを応用

し、実習生を受け入れた際の指導項目表を作成することが出来た。 

 

【考察】  

指導者間の連携をはかり、新人の理解度を確認する有用なシステムを作成することが出来た。必要

項目の教育忘れがなくなり、教育スケジュールを調整しやすくなった。一方で、指導者以外の技師が介

入しにくい環境があり、今後プリセプター制度を取らなくても、放射線科全体で新人を教育できるよう

なシステムを整えることが課題である。
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15．放射線部門における新たな機器メンテナンス体制の構築 

 

 伊勢赤十字病院  ○森嶋 毅行、岡田 和正、鈴木 孝明、藤原 綾香 

河口 洋平、大山 泰 

【目的】  

近年増加傾向にある検査を最大限に受け入れるためには機器の安定稼働は重要である。また救急医療

の現場においては時間軸の短縮がキーワードとなっており、機器トラブル復旧にかかる時間の短縮は医

療安全に直結し、従来のメンテナンス体制ではこれを維持することは困難であると考えた。そこで当院

では 2015 年 6 月から医療機器メーカである GE ヘルスケアジャパン株式会社（以下メーカ）と放射線

部門における新たな機器メンテナンス体制作りに関し合意の締結をした。本発表では装置トラブル予

防に向けた予防メンテナンスを明確にした効果、ならびにトラブル発生時の迅速な初期対応の運用形

態について構築したため報告する。 

 

【方法】 

まず装置に通信機能付きタブレット端末を設置し、リモートサービス体制を構築した。機器には遠

隔測定ツールを設置し、メーカによる週一回のログ解析も行った。 

また現場の技師が五感で感じた部分を、上記タブレット端末を使用しメーカ本社と現地のフィール

ドエンジニア（以下 FE）で共有し、これらの情報から予防修理の必要性を判断するという取り組みを

アンギオ装置に対し行い、取り組み前の 2014 年と取り組み後の 2015 年で比較した。 

 

【結果】 

取り組み後の 2015 年は 2014 年に 2 件あった緊急修理をゼロにでき、予防修理をすることで、作業

時間を 40%低減することができた。また現場でも体感としてその効果を感じることができた。 

 

【考察】  

メーカによる予防メンテナンスや平時からの情報共有の効果が確認できた。このことから技師もこれ

ら装置のトラブル予防に向けた動きに積極的に関わっていく必要があると考える。また機器の状態把握

に技師と現地の FE、メーカのコールセンターそれぞれが単独で動くことは非効率であり、今回のよう

なツールを使用した各分野の専門家が独自の専門性を生かして同時に装置復旧に介入するという試みは、

迅速な復旧措置に繋がると考える。 
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16．電子カルテサーバー停止時の紙伝票の検討 

那須赤十字病院  ○磯  裕樹 

【背景・目的】 

当院では 2012 年 7 月の移転時にオーダリングシステムから電子カルテシステムに移行したが、放射

線科システム障害マニュアルは以前のまま運用していた。システム障害マニュアルの紙伝票による運用

が未経験な技師が半数を占めてきていることもあり、画像サーバー障害時も含め、旧マニュアルでの

問題を洗い出し、新しいシステム障害マニュアルを作成した。 

 

【方法】 

新しいシステム障害マニュアルに移行すべく旧マニュアルでの問題を洗い出し、基本となる部分を

作成した。実際の院内サーバーシステム障害時を想定し検討した。 

 

【考察】 

画像サーバーシステムについて、ベンダが変更されたことにより障害時フローチャートに変更が必

要となった。障害時には過去画像の参照ができなくなったので別サーバーで運用されている診断レポ

ートとモダリティのモニタでの参照、従来のフィルム出し対応となる。 

電子カルテサーバーシステムについて、オーダーに関しては以前からオーダリングシステムにより

電子化されていたが、旧マニュアルにはオーダリングシステム導入前の紙伝票による対応が示されて

いた。しかし現在のシステムに対して必要と思われる項目や見直す項目等があったため、新たに紙伝

票を作成することとした。一般撮影、CT、MR のオーダーを主として作成し、頻繁に行われる撮影方

法や部位、薬剤はチェック方式にして簡易的に書き込めるようにした。その他の器材等はフリースペ

ースに記入するようにした。また、モダリティから検査ごとに発行される番号を控えることによって

復旧後の紐づけに対応できるようにした。オーダー発行時から他部門と一貫して患者情報を管理でき

るようにしなければならない点は課題として残ってしまった。 
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研究発表① 放射線治療部門 座長集約 

日本赤十字社医療センター 丸山 大樹 

 

平成 28 年度日本赤十字社診療放射線技師学術総会の治療分野における研究発表は 4 演題が行われ、各

施設の研究活動に対する意欲が感じられる結果であった。 

演題．1 

「KV-Imaging における市販ファントムを用いた品質管理の検討」は、広島赤十字・原爆病院 林氏よ

り、施設ごとで基準を設けることが重要な画像照合装置の品質管理についての報告がなされた。今後も

品質管理法を継続し、どのように施設の基準を決定したかの報告が期待される。 

演題．2 

「前立腺 IMRTにおける internal-errorと膀胱内尿量の関係性について」は、名古屋第一赤十字病院 大

橋氏より、前立腺 IMRT における膀胱内尿量によるセットアップエラーとの関係性について報告された。

前立腺 IMRT は幅広い施設で行われつつあり高精度治療であるが、飲水などの前処置の重要性が明らか

にされた。今後は更に多角的な視点で評価した結果の報告が期待される。 

演題．3 

「早期喉頭がんにおける頸動脈線量低減を目的とした照射法の検討」は、伊勢赤十字病院 谷貞氏より

早期喉頭がんにおける治療計画法の違いによる頸動脈線量低減法について報告された。根治性の高い早

期喉頭がんに対しての患者個々の状況に合わせた治療計画に関する報告がなされた。今回はファントム

評価であったため、臨床応用の有用性に関する検討などの追加報告が期待される。 

演題．4 

「線源回収訓練をおこなって」は、日本赤十字社和歌山医療センター 嶋田氏より RALS 装置における

線源回収訓練に関する報告がされた。緊急時マニュアルの作成および実践は非常に重要であり、今回指

摘された事項などを吟味し今後も緊急時対応体制の構築を進めていただきたい。本報告は研究発表優秀

賞に選出されており、構築された災害マニュアルが各赤十字病院の標準マニュアルとなることが期待さ

れる。 
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研究発表① 核医学部門 座長集約 

前橋赤十字病院 星野 洋満 

演題．5 

「当院の負荷心筋血流シンチにおける投与量減少に対応した収集条件の検討」伊勢赤十字病院 森嶋毅

行氏の発表は、201 塩化タリウムが検定日の 2 日前から当日検定に変更になり、これに伴い同一製剤が

約 40%減少する事から画像の劣化を評価し、現状の診断能を維持するための収集条件を検討するもので

あった。カウント不足による統計誤差を軽減するために BMI から 1view 当たりのカウントを導き出す

という新しい着眼点であった。今回の発表は同一条件での収集カウント評価であったが今後は、コリメ

ーター特性やエネルギーウィンドウ設定の評価を行うことにより、さらに向上した研究発表に繋がるも

のと期待する。 

演題．6 

「当院イントラネット内に構築した『放射線検査の手引き』について~核医学検査~」高松赤十字病院 篠

岡光氏の発表は、診療に携わるスタッフが核医学検査の前処置や撮影内容をイントラネット内から常に

最新情報を共有できる環境を構築した発表であった。情報の共有化により研修医や核医学検査に携わら

ない放射線技師にとってもマニュアルとして使えるように工夫されていた。また必要な情報に最小限の

マウス操作でアクセスできる工夫もされておりスタッフが使いやすいシステムを構築していた。患者か

ら検査内容の説明を求められる際も対応の一元化が行えることから、患者サービス向上にも繋がる発表

であった。 
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研究発表② CT 部門 座長集約 

日本赤十字社和歌山医療センター 川嶋 宏樹 

演題．7 

松江赤十字病院 新崎英貴氏による「Dual Energy CT を用いた肝細胞癌におけるヨード（水）密度画

像の有用性」の発表であった。Dual Energy を用いた CT 検査は、まだまだ広く一般的に行われていな

いのが現状であると思われる。現に私の施設にも対応した CT 装置は導入されていない。今回の発表は

仮想単色 X 線画像とヨード（水）密度画像において、CNR 評価を用い肝細胞癌の検出効果を比較する

ものであった。ヨード（水）密度画像の方が、CNR が高く、検出効果が高いという結果であったが、

この両画像の CNR 評価を用いた肝細胞癌の検出効果を比較することが妥当であるかの疑問を持った。

体感していないため文献からの意見になるが、仮想単色 X 線画像は実効エネルギー毎に造影効果が変化

しコントラストに影響する。68keV の画像は従来の 120kv 相当の画像として提供し、肝細胞癌の検出

効果という点からは、ヨード（水）密度画像が有用というよりも、仮想単色 X 線画像においてもっと低

い実行エネルギーで検討し、腫瘍と肝実質のコントラストをつけた方が良かったのではないか。また、

造影効果の向上が期待できるため、造影剤の減量も検討できる。 

演題．8 

深谷赤十字病院 齋藤幸夫氏による「CT 撮影室における新人教育」の発表であった。CT 検査時におけ

る医療安全について、熟練した技師の目線はどこを見て何に注意を払うべきかを、ウェアブルカメラを

用いて表現するという新しい試みであった。検査中はコンソールばかりに目を奪われて、被検者の状態

や検査室内の様子に注意を払うことは少ない。したがって熟練した技師は何を見て何に注意を払ってい

るのかを、実際の目線を通じて学ぶ事は大変意義のあるものと思われた。ビデオ編集において、撮影者

の注視点に赤丸を重ね合わせたり、見ているものを文字としてテロップを入れたりと、スーパーインポ

ーズの技法を取り入れることにより、より解りやすいものに仕上がったのではないかと思われる。 

演題．9 

高山赤十字病院 今井丈晴氏による「当院における造影 CT 検査の急性副作用発現率と緊急時対応システ

ムの構築」の発表であった。検査室に医師が常駐できないため、急性副作用発現時に救命センター協力
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のもと、迅速に連絡し対応するというシステムの構築である。電話等の連絡ではなく、専用直通ボタン

を採用することにより、より速く確実に伝達できるものと思われる。造影剤による重篤な副作用が発生

した場合、適切な対応の遅れが重大な医療事故につながりかねない。 全ての施設において緊急時の対

応について普段から取り組み、実践に活かせるようにしておくことが重要である。 

 

 

研究発表② MRI 部門 座長集約 

八戸赤十字病院 大澤 哲平 

研究発表②における MRI 部門の研究発表では、以下に記す 2 演題が行われた。  

演題 10． 

「MRCP における食事摂取後の経時的胆嚢体積変化について」松山赤十字病院 露口智絵氏の発表であ

った。MRCP 検査において食事制限をすることは知られているが、食事の種類で胆嚢体積がどれだけ変

わり、時間とともにどのように再拡張していくかはあまり知られていなかった。本研究にて、食事の種

類と検査目的によっては、失念などにより食事をしていても検査ができる可能性が示唆された。各施設

での、MRCP 検査における食事制限の取り決めにおいて、一助となる発表であると思われる。 

演題 11． 

「乳腺 MRI が特に有用であった 1 例」高松赤十字病院 土田紘子氏の発表であった。本研究では、乳頭

血性分泌の症状があるにもかかわらず MMG、US で病変を確認できない患者の 1 例に注目していた。

本患者に対し乳腺 MRI を行ったことで腫瘍を指摘し、病理診断にて乳頭腺管癌と認められており、乳

腺 MRI が診断に有用である可能性を示してくれた。乳腺 MRI は、感度が高いが特異度も高いことが知

られており、Minds による推奨グレードも決して高くない。しかしこのような症例もあることから、臨

床症状等を考慮したうえで乳腺 MRI を行うことも検討してよいものと思われる。 

演題 10．の発表は、座長や理事の方々からも評価が高く、優秀賞を授与することとなった。 

 

研究発表③ 医療情報・管理・運営・教育部門 座長集約 

松江赤十字病院 磯田 康範 
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演題 12． 

喜多（伊勢）らは、人材育成の取組として「新人教育プログラム」と「グリーンプログラム」 を用い

て、新人育成ならびに新モダリティ習得の有用性について報告した。特に業務を 1 人で行う 評価とし

てグリーンプログラムでの客観的評価を可能とした。このことは、習得者自身の状況把握、 学習の目

安が有用としている。各モダリティの専門性が高くなっている状況のもと、新人のみならず指導者にお

いてもプログラムを改訂することで学問・技術の均一化に近づく事が可能と思われた。 これらを踏ま

えて、e-ラーニング化を目指していただくことに期待したい。 

演題 13． 

村中（福井）らは、プリセプターシップ（教育プログラム）を 2 年前より導入を図っている。 しかし、

教育ファイル使用が有効に活用できないことから、必要項目のみ抜粋可能なファイルに改善した。 こ

れによりプリセプタ―（教育者）とリセプティ（新人）の理解度、問題点などを共有できたことから、

メンタルな部分が大きなサポートを可能とした。日頃の疑問など安心して業務が行えることは、コミュ

ニュケーションが大きく図られることが知られた。コミュニュケーションはチーム医療の礎となること

から、これらを活用改善し全国の職員へ提供していただきたい。 

演題 14． 

関根（武蔵野）らは、プリセプタ―制度導入して 4 年間の使用経験を報告した。新人教育をはじめとす

る各モダリティ業務内容の均一化を図るため、院内共有サーバー内に構築した。これにより、患者情報

や指導者間の意見共有などが参照できたとしている。これらのチェックリスト評価がもたらす指導のば

らつき、指導の円滑が図られ、更に実習生受入れ用の指導作成を可能とした。一方で、指導者以外の技

師がすべてを参照できない権限が存在するための改善点を指摘した。赤十字施設が統一された指導、評

価システムを構築ができるものと考えたい。 

演題 15． 

森嶋（伊勢）らは、医療機器装置の安定稼働が重要なことから、新たな予防メンテナスシステムを導入

した。従来から保守点検を含むトラブル対応では装置停止時間が多く発生する。このことから、装置復

旧にかかる緊急修理の時間短縮など業務に可能な限り影響を与えない運用システムの報告をした。業者

との通信機能付き端末を設置することから、日々の装置状態を担当技師との情報を共有することで、装
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置トラブルの予兆、予防に繋がる。その結果、従来と比べ 40%修理時間の短縮が知られた。予防メンテ

ナスはこれからの保守管理の方向性になるものと思われる。ただ、このメンテナスシステム構築するこ

とで保守費用の縮小が図られることを期待したい。 

演題 16． 

磯（那須）らは、電子カルテシステムの導入が図られたことで、このシステムについてマニュアル作成

を行った。特に電子カルテシステムの停止時の対応は紙カルテ運用となるため、業務指示や請求漏れな

どを踏まえた簡潔性を求めた工夫を報告した。電子カルテシステムはどの部門システムが停止しても病

院全体が機能停止する重大な災害となる。システム停止中の運用と復旧後の運用も必要であり、紙運用

でのカルテシステムの事後入力、それらの権限決定、病院の医療情報部との連携など多くの運用構築を

しておくことが重要である。近年、おおくの災害が発生している中でこれらの準備は急務といえる。 
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専門部シンポジウム「乳癌 ～診断から治療まで～」座長集約 
長浜赤十字病院 西関 剛 

 

今回、日赤技師会 6 専門部が一堂に会してのシンポジウムを初めて企画。テーマは 6 専門部共通の話

題となる「乳癌」であった。 

はじめに、CT 専門部より、乳癌診療での CT 検査のエビデンスに基づく位置付けをお話しいただい

た。CT は良悪性鑑別に対して十分な科学的根拠がなく、施行するべきではなく、また広がり診断は MRI

を施行出来ない場合には考慮しても良いとなっているが、リンパ節や骨、肺への転移評価には有効であ

る。骨や肺への転移の確認には、それぞれに対応した再構成が必須となり、リンパ節転移の検索には腋

窩リンパ節を含むような広い FOV の設定が必要である。またテーブルの高さ設定 SD の誤差要因とな

るため注意が必要とのことであった。 

続いて乳房専門部からは、乳腺組織と腫瘤の線源弱係数（20keV）が非常に似ていること、腫瘤や石

灰化の境界や形状をコントラスト良く表現するために専門装置が必要なことや、装置にはさまざまな工

夫がなされていることが紹介された。また最近では、フラットパネルディテクタを備えた装置が主流を

占め始め、中にはトモシンセシスを搭載した装置も登場し、診断の方向性が変わりつつある現状をお話

しいただいた。 

次に MRI 専門部からは、乳癌診療ガイドラインより「MRI は乳癌に対して高い感度を有する一方、

特異度は相対的に低い」としている報告を引用し、MRI だけでは乳癌を確定できないという前提で乳房

検査についてお話しいただいた。検査の際大事なことは、患者へのインフォームドコンセントであり、

検査の必要性から、造影剤の有効性、注意点、体位、時間や騒音などの説明を行い、不安や苦痛を取り

除く必要あること。また、T2 強調画像、T1 強調画像、拡散強調画像、ダイナミックシーケンスにはそ

れぞれに意味があり、それらを組み合わせて診断することが大事である。特にダイナミックではその造

影パターンで良悪性鑑別の参考になり、また 5mm ほどの病変検出に thin slice の 3D 撮像が必要であ

るとのことであった。 

核医学専門部からもエビデンスに基づき、遠隔転移の術前検査の必要性を話された。特に造骨性骨転

移の検索には骨シンチが有用であるが、無症状の患者に対する定期的な検査は勧められない。全身像で

異常集積が疑われる場合には積極的に SPECT 収集を行うとのことであった。また、疼痛緩和療法のメ
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タストロン注のおはなしもしていただいた。 

放射線治療専門部からは、乳房温存術後照射の意義についてお話しいただいた。乳房温存術後照射は

乳房内再発を有意に減少させ、生存率も高める。また、DCIS に関しても局所再発を有意に減少させる。

また、乳房切除後照射の場合も局所、リンパ節再発を有意に減少させるだけでなく、生存率も向上する

とのことであった。また乳房照射の方法についても詳しくお話しいただいた。 

最後に、医療情報専門部からは患者情報の共有が必要であることをお話しいただいた。最近登場して

きた乳房切除後再建に使用するエキスパンダーが MRI 禁忌であることや、乳房手術後の術側の腕はリ

ンパ浮腫を起こしている可能性があり、注射の際は左右の確認が必要であることを共有することが大事

である。そのための問診票や電子カルテの活用事例を紹介された。 

乳癌は乳房だけの疾患ではなく、全身疾患であると考えるべきである。放射線科に携わる技師の誰も

が関わる可能性が高い疾患であるので、それぞれが乳癌について知識を高め、お互いの業務内容を理解

し、チーム医療をおこなうことで患者の QOL 向上のために貢献して頂きたい。 
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チーム医療からもっとクロスまでの取り組み紹介 総括 

日本赤十字社診療放射線技師会 チーム医療部担当 

伊勢赤十字病院 林 奈緒子 

 平成 28 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会において、チーム医療部からの報告および伊勢赤十

字病院の取り組みの紹介を行ったので、総括を記す。 

チーム医療部報告 

 平成 27 年度より、日本赤十字社診療放射線技師会に、チーム医療部が新設された。 

 チーム医療部では、チーム医療推進を目的に、各施設で行われているチーム医療の取り組みを日赤技

師会のホームページに連載し紹介する活動を開始した。 

 現在、各施設からの原稿を収集している。 

 

●チーム医療に関する行政の流れ 

 厚生労働省では平成 21 年 8 月から「チーム医療の推進に関する検討会」を開催し、平成 22 年 3 月に

その報告書を取りまとめた。 

 平成 22 年 4 月 30 日付で、厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の

推進について」を発出し、医療スタッフが実施することのできる業務の内容について整理された。 

 

●チーム医療とは 

 「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情報を共有し、業

務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」と一般

的に理解されている。 

 前述の通知で、診療放射線技師の業務として挙げられている内容は、画像診断における読影の補助を

行うこと、放射線検査等に関する説明・相談を行うこととなっている。 

 さらに平成 27 年 4 月 1 日施行の診療放射線技師法改正では、CT・MRI 検査時の自動造影剤注入装

置による造影剤の投与、検査終了時の抜針・止血、下部消化管におけるネラトンチューブの挿入、造影

剤・空気等の注入、画像誘導放射線治療（IGRT）時の肛門へのカテーテルの挿入、空気の吸引が業務
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範囲に加わった。 

 

●チーム医療がもたらす具体的な効果  

 ①疾病の早期発見・回復促進・重症化予防など医療・生活の質の向上 

 ②医療の効率性の向上による医療従事者の負担の軽減 

 ③医療の標準化・組織化を通じた医療安全の向上 

などが期待される。 

 

●現在行われているチーム医療の具体例 

・院内横断的に取り組んでいる、各種医療チーム 

 栄養サポートチーム、感染制御チーム、緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、呼吸サポートチーム、摂

食嚥下チーム、褥瘡対策チーム、周術期管理チームなど 

・特定の疾患（がん、糖尿病・高血圧・高脂血症等の生活習慣病等）に対する取り組み 

 複数の医療スタッフが連携して、患者の治療や生活習慣の改善に当たるチームを組織  

・各診療科や部門の取り組み 

 手順書やプロトコールの作成により、平常時の役割分担や緊急時対応の手順・責任者を明確化すると

ともに、担当者への教育・訓練、医療スタッフ間における患者情報の共有や日常的なコミュニケーショ

ンを推進  

・地域横断的な取り組み 

 病院・診療所（医師）、歯科診療所（歯科医師）、訪問看護ステーション（看護師）、薬局（薬剤師）、

保健所（保健師等）、介護保険事業所（ケアマネジャー）等 

 このような職種が係り、退院、在宅医療、介護などで役割分担と連携をとっているものがある。 

 

●施設からの原稿収集およびホームページ連載 

 具体的な取り組みがすでに様々な施設で行われているが、我々診療放射線技師が係る活動の紹介を、

各施設にお願いしたい。 
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 前述のとおり、現在原稿を受け付けている。大きな取り組み、小さな取り組み、施設に特徴のあるア

イディアあふれる取り組み、多種多様な原稿をお待ち申し上げる。 

 提出はこちらのアドレスまで。n-hayashi@ise.jrc.or.jp 

 提出していただいた原稿を、順次ホームページで連載していく。ホームページを通じて、全国の施設

間で共有し、ご自身の施設において参考となるものを見つけぜひ展開していただきたいと思う。 

 

（原稿作成例 紹介）伊勢赤十字病院原文 

「脳卒中患者に対する迅速な対応」 

当院では、平成 26 年 5 月より脳卒中センターが開設されました。 

脳卒中に対して急性期治療を速やかに確実に行うため、24 時間 365 日、必要に応じて CT、MRI、脳血

管撮影、脳血管内治療、脳神経外科手術を行います。 

また、「脳卒中治療チーム」として多職種がタッグを組んでいます。 

脳神経外科・脳血管内治療科・神経内科の医師、救命救急センターや SCU の看護師、診療放射線技師、

リハビリ療法士、医療ソーシャルワーカー、栄養サポートチーム、感染予防チームなどです。 

診療放射線技師の日当直は、アンギオ担当と MRI担当がペアを組み行っています。 

そのため、診断・治療に迅速に対応することができます。MRI では一部高速化を図ったシーケンスを作

成し、CT においてはパーフュージョン CT をすべての技師が撮像できます。朝のカンファレンスや症

例検討等を通じて、脳卒中治療チームで連携を図っています。 

 

（その他の事例 紹介） 

①ヨウ素カプセルを用いた、甲状腺アブレーションやバセドウ病治療の際の、生活上の注意点を診療放

射線技師が説明していたが、4 月より管理栄養士にも加わってもらい、ヨウ素制限の部分の説明を担当

してもらっている。 

 これまでは、回答に迷う質問を受けた場合は、安全側を考えて「念のため食べないでください」と回

答することがあったが、患者さんにとって毎日の生活の中で、特に食事に対する制限が負担となってい

ることは明らかで、また患者さんや家族からは不安感も垣間見えた。 

mailto:n-hayashi@ise.jrc.or.jp
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 専門家である管理栄養士が加わったことにより、患者さんからは、食材、調味料のより実践的なアド

バイスを聞くことができ安心できたと、技師では、患者さんに負担をかけているというもどかしさが低

減できたとの意見が聞かれた。 

 

②伊勢赤十字病院の放射線治療部門では、チームの中に臨床心理士が関わっているのが特徴である。 

 週一回の放射線治療カンファレンスでは、患者さんの心理的なサポートについて専門家の立場からの

助言をいただいている。 

 

●チーム医療まとめ 

 チーム医療のキーワードは、専門性、連携、補完と言える。 

 さらにチーム医療は、異なる職種が単に業務を分担しているのではなく、多職種間での相乗効果を生

み、結果として患者さんに質の高い医療を提供できることになるのではないか。 

 

伊勢赤十字病院の取り組みの紹介 

 病院の規模・持っている機能をふまえ、気付きや技師が行うべき行動についての取り組み事例 2 例、

もっとクロスの取り組みとして、他施設とクロス、地域とクロスに関連したものそれぞれ 1 例ずつの紹

介を行った。 

 

●「院内メールを利用した取り組み」 

 診療放射線技師は、放射線技術等の「技術力」に加えて、医療人としての「人間力」が必要と考えら

れる。 

 当課は、人間力を「気力」「体力」「コミュニケーション力」「知力」「実践力」と定義し、これらの向

上を目指している。この中のコミュニケーション力向上のために、院内のメール機能を利用しコミュニ

ケーションを図ることとした。 

 また我々は、日本赤十字社近衛社長からのメッセージ「気づき」「考え」「行動する」を行動指針の 1

つとしている。この行動指針のスタートである「気づき」を引き出す方法にもなると考えた。 
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＜概要＞ 

 院内メール機能を活用し、技師長と課長に送信する。 

 日々の業務内で気づいたことを送るものを「気づきメール」、患者目線で見た気付きを「ディスカバ

リーメール」と称している。 

 これらのメールに対して技師長・課長がコメントを返信し、皆で共有した方が良いと思われる内容に

関しては、朝礼・メール等で周知している。 

＜メールの例＞ 

・外開きの扉に注意喚起の表示を貼ってはどうか 

・救急法研修に参加し心肺蘇生時の「体力」の大切さを学んだ 

・撮影室に子ども用のスリッパを設置してはどうか 

・撮影室等の電気の消し忘れに対する注意喚起 

・棚に地震対策用の突っ張り棒を設置してはどうか 

・CT、アンギオでのより確実な検査を行うための頭頸部の固定具の提案 

・実習生を指導する際の患者接遇の注意喚起 

・閉所恐怖症の患者への声掛けやアイマスク使用の提案 

・患者さんへの接遇、言葉遣いに関しての提案 

・泣きわめく子供に対し音楽を用いてあやすことは出来ないか 

＜まとめ＞ 

 メールの送信を行うことで、考えを相手に伝える力や文章力が養われていると思われる。そして、周

囲の状況に対し自分の意識の感度を高め、特に患者目線、患者中心の行動を考えられるようになり、「気

付き」を引き出す効果があると考える。 

 また、メールの内容を周知し共有することで、個人の意識改善だけでなく放射線技術課としてシステ

マチックに運用でき、業務改善や省力化につながった。 

 医療安全に対する意識を高めることができた。 
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●「緊急連絡網の検討」 

＜背景＞ 

 当院救命救急センターは、三次救急、二次救急受け入れが主な役割であり、三重県ドクターヘリの基

地病院でもある。また、JR・私鉄・民営バスのサポート病院でもある。そして消防防災や隣県ドクヘリ

と協力体制を築き、県内外での多重事故など傷病者が多数発生した場合の対応が求められている。 

 当院での診療放射線技師の日当直は、2 人体制で行っている。大型観光バスや列車事故などの緊急事

態が生じた場合、通常の日当直体制では対応不能となり、出来るだけ短時間に多くの技師を招集する必

要がある。 

＜概要＞ 

 2012 年より不定期に緊急連絡網テストを行った。 

 市内で列車、バスなどの傷病者が多数発生する事故が起こったことと、その場所、時刻、緊急登院が

必要なことを連絡網で伝達した。 

 後日、各々が着信・発信時刻、その他詳細を報告し分析した。これまでに同様のテスト、分析を 5 回

行った。 

 分析の結果、最初の発信者からの効率的な配信方法、技師の居住地と連絡網での順序、連絡がつかな

かった時のルールなどの見直しを行った。 

 順序に関しては、家が遠い課長が技師長からの一報を複数人に回す役に徹する。それより先は、居住

地が病院から近い技師により早く伝わり、より早く登院できるために、距離が近い順とした。新人技師

や、産休育休に入った技師は適宜順番を入れ替えている。 

 5 回の改定の結果、技師全員に伝わるのに要した時間が徐々に短縮できた。 

 また、計算値ではあるが最初の発信から 30 分以内に病院に集まる技師は 3 人、40 分以内では 13 人

という結果であった。 

＜まとめ＞ 

 地域の救急医療を、日当直者のみではなく全員で守るという意識を常に持つ必要があり、緊急連絡網

は有効なツールであると考えられる。 

 また、連絡網の検討および不定期のテストは、予定外に起こる事例にも遅滞なく確実に対応するとい



報告 
 

- 38 - 
 

う意識付けの効果があると考えられる。 

 

●他施設とクロス 

「日本赤十字社診療放射線技師中部ブロックにおける交換研修について」 

 中部ブロックでは、病院間での診療放射線技師の交換研修制度を進めている。平成 26 年 5 月から 6

月には、伊勢赤十字病院から名古屋第二赤十字病院へ研修派遣を行った。また、平成 28 年 4 月から 9

月まで伊勢赤十字病院と高山赤十字病院の間で交換研修を行っている。 

 交換研修制度では、以下の点を主な目的としている。 

・日本赤十字社の職員として、組織の充実と職員の勤務意欲の高揚及び資質の向上を図る 

・広域的な人事交流をとおして他施設における勤務経験を積ませ、診療放射線技師としての資質・能力

の一層の向上を図る 

・全国的立場に立って、それぞれの地域の診療放射線技師としての技術力の一層の活性化を図る 

 中部ブロックにおける研修対象職員の要件としては、診療放射線技師としての勤務年数が原則として

概ね 5 年以上のもの、日本赤十字社の活性化に寄与しようとする意志が堅固で、かつ健康なもの、日本

診療放射線技師会「診療放射線技師賠償責任保険」（任意加入部分）に加入していることとしている。 

 研修期間は 3 か月以上 1 年未満とし、研修業務については当該技師の希望を勘案し、双方の施設で協

議する。 

 研修期間の当該技師の処遇については双方の事務部が協議をし、決定する。そして、本研修について

協議した内容以外、疑義等が生じた場合は、双方が誠意をもって協議し、解決にあたることを申し合わ

せている。 

＜まとめ＞ 

 施設間の交換研修により、まずは自身の技術向上、自施設の業務改善に結びつけることができると考

えられる。例えば、放射線治療でのマーキングのつけ方について研修先である名古屋第二赤十字病院の

方法を取り入れ、以前より分かりやすくなっている。 

 さらに、短期間の実習や見学と異なり、その施設で 1 人の技師として業務にあたることが、交換研修

の大きな意義である。それにより、職場環境による気づきの違いや、日々忘れかけている新人時代の緊
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張感を感じることができる。もちろん、他施設赤十字職員との人事交流を深めることができるのも、貴

重な経験である。 

 また、日本赤十字社の診療放射線技師は転勤がなく、1 つの限られた病院組織の中で業務を行ってい

る。このことにより変化が少なく組織の停滞が起こる可能性も少なからずあり得る。自施設と異なる環

境で経験を積むことは、研修者自身のみならず、双方の施設にとって横断的な組織の活性化につながる

ことが期待できる。 

 

●地域とクロス 

「伊勢赤十字病院における地域貢献活動【放射線安全管理ネットワーク】」 

 当院では、地域完結型医療の実現のため、「伊勢志摩病院構想」を基本に活動を行っている。これは、

1 つの病院が様々な役割の部門から構成されるように、異なる役割を担う地域の診療所・クリニック・

病院などが、大きな 1 つの病院を構成しているという考え方である。これは、「社会保障制度改革国民

会議」の「基本的な考え方」とも一致している。 

 一方、適切な放射線機器の管理には専用の機器とそれをあつかう技術が必要となる。各種線量計を持

ち合わせる当院の診療放射線技師が、地域の医院へこの機器と技術を還元する必要があると考えている。 

 以上のような背景から、地域の基幹病院である当院の診療放射線技師が、地域の医療機関に対して、

医療用放射線の安全利用のサポートを行う活動は地域に貢献する手段の 1 つと考えた。また、それがこ

の地域の放射線を用いた診療の信頼性向上につながり、安全安心で質の高い医療の提供の実現へ寄与で

きると考えた。 

 そこで、伊勢志摩地域の医療機関に対する放射線の安全利用のサポート活動を「放射線安全管理ネッ

トワーク」と名付け 2013 年 6 月より活動を開始した。漏えい線量の測定の補助、出力線量の測定の補

助、線量最適化の補助を中心として、地域医療連携課を通じて支援依頼を受け、無償で活動を行ってい

る。 

 2016 年 4 月、連携医療機関は 70 施設、漏えい線量測定のべ 262 回、出力線量測定は一般撮影 228

部位、CT は 18 部位行っている。一般撮影の出力線量では、入射表面線量を被ばく線量簡易計算ソフト

Sdec（Surface Dose Evaluation Code）を使用し算出している。13 施設 16 部位で医療被ばくガイドラ
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インを上回る条件で撮影を行っていた。ガイドラインを超えた場合は全例、QC ファントムを用いた画

質評価および線量調整を行い、新しい撮影条件を提案した。 

 2015 年 7 月から 9 月の期間、地域医療機関の医師を対象に、医療被ばくへの関心や、撮影条件の初

期設定の経緯に関するアンケートを集計し、その傾向を分析した。アンケートは 63 施設中 56 施設から

回答を得た。主な質問と結果を以下に示す。 

問 1「X 線検査における被ばく線量について関心はあるか」 

→「大いに関心がある」27%、「関心がある」46% 

問 2「撮像条件の初期設定はだれが行ったか」 

→「医師」7%、「診療放射線技師」7%、「メーカー担当者」84% 

問 3「問 2 の条件で初期設定した理由」 

→「メーカー推奨値だったから」89%、「以前、勤務していた病院の条件だから」4% 

問 4「その後、初期設定条件から変更をしたか」 

→「変更していない」80%、「変更した」20% 

問 5「初期設定を変更していない場合の理由」 

→「画像に問題がない」96％ 

 この活動を重ねて明らかになったことは、使用頻度の高い撮影条件は、多くの医療機関で装置にプリ

セットされており、それは設置時に装置メーカーが推奨値として入力したものであった。そして、多く

の医師は設置以来その条件をそのまま使用しているとのことだった。ガイドラインを超えていた施設の

医師に聞くと、メーカーから「この条件がきれいにみえる」と言われたのでこの条件使っている、とい

う場合もあった。アンケートからは、医師の医療被ばくへの関心は高いが、メーカーに管理を委ねてい

ることが分かった。 

 この結果は、当院近隣地域のみではなく全国的にも類似した状況であると推測できる。 

 診断参考レベルや医療被ばくガイドラインを適切に指標とすることが可能なのは、診療放射線技師が

何らかの形で関われる環境下のみであると思われる。技師不在の医療機関は、線量検討の機会から漏れ

てしまう可能性が十分考えられる。 

 診療放射線技師不在の医療機関で医療放射線の安全利用を進めるために、装置設置時のメーカーの管
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理システムの整備や継時的なチェック体制の強化は必須であると考えられる。これを働きかけていくの

も、診療放射線技師の役割と考える。 

 

 以上、平成 28 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会における、チーム医療部からの報告および伊

勢赤十字病院の取り組みの紹介の総括とさせていただく。 
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第 63 回 日本赤十字社診療放射線技師会定期総会 議事録 

 

1．日 時 ：平成 28 年 6 月 3 日（金）15：20～16：20 

2．会 場 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラム ホール D－5  

3．出席者 ：日本赤十字社診療放射線技師会会員 149 名 

4．議事録作成人 総務部常任理事  山本 晃司 

5．総会次第 

① 開会の辞 

② 会長挨拶 

③ 表  彰 

④ 総会議事運営報告 

⑤ 議長選出 

⑥ 議事録署名人選出、採決係り任命 

⑦ 議事 

         第一号議案  平成 27 年度事業経過報告 

         第二号議案  平成 27 年度決算報告 

         第三号議案  平成 27 年度監査報告 

         第四号議案  平成 28 年度事業計画(案) 

         第五号議案  平成 28 年度予算（案） 

         第六号議案  その他 

⑧ 議長解任 

⑨ 閉会の辞 
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総会次第に基づいて開会の辞、清水会長の挨拶の後、議事審議へと続いた。 

 

○会員表彰に先立ち清水会長によって、「定期総会も 63 回を数えますが、これは長い間先人の方たちに

礎を築いて頂いて今があります。今回、名誉会員であります鈴木様に於かれましては、お忙しい中ご

臨席賜りまして誠にありがとうございます。会員の皆様には、定期総会では役員の通知表を付けて頂

く、そういった意味で忌憚のない御意見をお願いしたと思っております。」と挨拶がなされた。 

 

○表彰式は委員長の正者理事により執り行われ、功労賞 23 名、奨励賞 7 名、施設奨励賞 3 施設、感謝

状贈呈者 2 名が表彰された。                              

※功労賞被表彰者 23 名                        (敬称略、順不同) 

刀根公二（栗山）、吉田正志（盛岡）、今野英麻呂（福島）、山岸弘（芳賀）、町田充（原町）、             

前川栄寿（成田）、林智（長岡）、堂徳正昭（福井）、見谷邦夫（福井）、牧内正史（諏訪）、 

佐々考章（岐阜）、滝一郎（名古屋第一）、大山泰（伊勢）、小川正（大津）、平川益三（京都第一）、 

武井義彦（京都第一）、中島敏博（姫路）、野津泰一（松江）、小林健治（松江）、山口敏郎（長崎 

原爆）、大町繁美（長崎原爆諫早）、村上直治（熊本）、北住和幸（熊本）             

※奨励賞被表彰者  7 名 

大森正司（さいたま）、中山進（深谷）、富田欣治（深谷）、真野晃浩（名古屋第二）、藤原綾香（伊勢）、

村田達紀（伊勢）、大町繁美（長崎原爆諫早） 

※奨励賞被表彰施設 3 施設 

伊勢赤十字病院、松山赤十字病院、長崎原爆諫早病院 

※感謝状被贈呈者 2 名 

駒井一洋（名古屋第二）、（名古屋第二）堀部良美 
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○総会議事運営報告（資格審査報告）が事務局の荒井理事より行われた。 

 本日の出席者 149 名、委任状提出者 1,288 名、合計 1,437 名を確認し、 

 会則第 20 条に基づき本総会は成立と報告された。 

 

○議長選出となる。会場より立候補がないため、総会参加者の中から議長 2名が執行部より推薦された。 

議長に、小川赤十字病院 小林教浩氏、那須赤十字病院 山下明氏。 

そして、議長から議事録署名人・採決係りに 4 名が任命され、会場からの拍手をもって全員が承認され

た。 

 議事録署名人に、長岡赤十字病院 田村厚司氏、原町赤十字病院 萩原健氏。         

 採決質疑記録係に、前橋赤十字病院 星野洋満氏、日本赤十字社医療センター 木本茜緒氏。 

 

○議長、山下氏の進行により議事に入った。（第一号議案から第三号議案） 

1、第一号議案から第三号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 

※第一号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第一号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 

※第二号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第二号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 

※第三号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第三号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 

 



報告 

 

- 45 - 

 

議長を小林氏に交代し議事を進めた。（第四号議案から第五号議案） 

2、第四号議案から第五号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 

※第四号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第四号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 

※第五号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第五号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 

3、第六号議案について、戸口副会長より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 

※第六号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第六号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 

 

○鈴木名誉会員より、「今日は会長から、出席して頂きたいと声がかかり出てきました。自宅から 1 時

間足らずで来られるので、総会を見学させて頂くつもりで来ました。現在は会員数が 1,500 名を超え、

その内女性技師が 400 名という事ですが、私が在職中は会員約 1200 名、その内 10％が女性だったと思

います。赤十字病院は地域基幹病院であるという事で、会員数が増えて会が発展しています。その反面、

診療放射線技師としての責務が増しており、この様に色々と勉強して頂いているという事は、私また先

輩方にとって誠にうれしい事だと思っております。今後も清水会長また役員の方々が、この会を盛り上

げて行きますので皆様も協力して益々発展して頂くようよろしくお願申し上げます。」とお言葉を頂い

た。 
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○以上にて、議事を全て終了し議長は解任となり総会は終了となった。 

以上 

 

議事の経過概要及びその結果を明確にするため本議事録を作成し，議事録署名人、議長は次のとおり署

名押印する。 

 

平成 28 年 6 月 3 日  

                      議事録署名人 

 

                                 田村 厚司    印 

 

                                     萩原 健     印 

 

                      定期総会議長 

 

                                        小林 教浩    印 

 

                                    山下 明  印 
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災害医療支援部報告 
【国内災害】 

1．熊本地震対応 
（株）日立製作所の協力により、被災地救護所へポータブル撮影装置を設置。救護班に帯同した

診療放射線技師によって、X 線撮影等診療補助活動を行った。 
同時に、救護所に富士フイルムの協力によりポータブルエコー装置の設置も行った。 
［支援期間］ 2016 年 4 月 22 日（土）～27 日（水） 
［支援場所］ 熊本県益城町総合体育館避難所 
［連絡調整］   戸口豊宏（副会長）・中田正明（神戸・災害医療支援部） 

安部一成（中・四国ブロック理事） 
［設置担当者］ 坂井征一郎（唐津・災害医療支援部） 
         秋友信男（岡山）・岡川貢（高松） 

 
［撮影担当者］ 坂井征一郎（唐津・災害医療支援部）・秋友信男（岡山） 
         岡川貢（高松）・米倉広宣（徳島）・岡田秀美（三原） （敬称略） 
［撮影患者数］ 17 人 

 
2．被災病院への診療放射線技師派遣についての本社への働きかけ 

東日本大震災においても平成 28 年熊本地震においても、被災地の赤十字病院へ被災地外からの

技師の支援は行われなかった。その大きな要因は、被災病院の放射線科から支援要請が出なかっ

たことであるが、本社の支援対象が基本的に医師・看護師・主事であることも少なからず影響し

ている。バランスの良い病院支援を行うため、上記支援対象にコメディカルを加えるよう本社医

療事業推進局に要望するとともに、放射線科が支援要請を出さなかった理由の一つに、装置メー

カーによる放射線機器操作の独自性を挙げ、支援要員の選出には注意を要すること、その点で技

師会がお手伝いできる可能性があることを示した。 
上記事項は 2 回にわたる協議の末、コメディカルを支援対象に加えることを、医療事業推進本部

から社内提案することが決まった（2017.02.17）。 
 
3．可搬型デジタル X 線撮影装置の活用 

東日本大震災の折、（株）キヤノンマーケティングジャパンから日本赤十字社に 5 台の可搬型デ

ジタル X 線撮影装置（CXDI-50G）が寄贈され、東北各地へ配備されたが、現在は使命を終え本

社で保管されている。それらの今後の有効利用方法を本社救護福祉部と協議中。 
 
4．国内災害担当者増員 

第 3 回常任理事会にて、以下の方々が国内災害担当者として承認された。 
 山根 晴一    （鳥取赤十字病院） 
 嶋田 祐子    （大阪赤十字病院） 
 及川 林（しげる）（石巻赤十字病院）          （敬称略） 
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5．第 25 回日本赤十字社診療放射線技師会近畿ブロック研修会への講師派遣（2017.02.25） 
「熊本地震における日本赤十字社診療放射線技師会の活動報告」（中田） 
「パネルディスカッション災害対策『来るべき大災害が来る前に』」（駒井・中田） 

 
6．学会発表等 

・第 32 回日本診療放射線技師学術大会（2016.09.16-18） 
「日放シンポジウム 1（災害対策委員会）熊本地震への対応と今後の地震対策：日本赤十字社放

射線技師会の活動」（中田） 
「日本赤十字社診療放射線技師会における熊本地震に対する支援活動について〜東日本大震災

の活動からの進歩〜」（中田） 
・第 22 回日本集団災害医学会総会・学術集会（2017.02.13-15） 
「日本赤十字社診療放射線技師会における熊本地震に対する支援活動報告」（中田） 
 

【原子力災害】 
1．原子力災害対応基礎研修会参加 

平成 28 年度日本赤十字社第 4 ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2016.11.26 大阪 磯田・駒井・松井・坂井） 
平成 28 年度日本赤十字社第 6 ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2017.01.18 福岡 駒井・坂井・高本） 
平成 28 年度日本赤十字社第 2 ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2017.02.22 東京 磯田・駒井・松井・高本） 
今年度からブロック単位の開催になった。講師は開催ブロック、近隣ブロック所属の技師を中心

に選定した。 
 
2．緊急被ばく医療アドバイザー会議への出席 

平成 28 年度第 1 回日本赤十字社緊急被ばく医療アドバイザー会議（2016.07.21-22） 
平成 28 年度第 2 回日本赤十字社緊急被ばく医療アドバイザー会議（2016.12.12-13） 
（磯田・駒井・松井・坂井・高本） 

 
3．原子力災害対応検討委員会への出席 

平成 28 年度第 1 回日本赤十字社原子力災害対応検討委員会（2016.11.09） 
平成 28 年度第 2 回日本赤十字社原子力災害対応検討委員会（2017.01.31） 
（駒井） 
当委員会は日赤の原子力災害対応において、全社的に取り組む必要のある課題について検討し、

必要な対応策を講じることを目的として、今年度新たに設置された。 
主に原発事故被災病院の病院避難、被災病院からの患者受け入れ、被災病院への支援について協

議された。 
 

4．第 17 回日本赤十字社診療放射線技師会九州ブロック研修会への講師派遣（2016.09.24-25 大分） 
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「日本赤十字社診療放射線技師会災害医療支援部の活動（原子力災害について）」 
（駒井） 
「放射線防護資機材について・原子力災害における安全確保について」（坂井） 
「サーベイメータ・デジタル個人被ばく線量計の保守管理と使用方法」（磯田） 
「線量計算」（駒井） 

 
5．IFRC (CB)RN WORKSHOP 参加（2016.12.05-09 ウィーン）（駒井） 

2017 年 10 月に策定された国際赤十字赤新月社連盟の“Nuclear and Radiological Emergency 
Guidelines”の内容に基づき、各国赤十字赤新月社が自社の原子力災害対応能力を向上させるこ

とを目的として開催された、初めてのワークショップ。連盟 CBRN 災害担当官、オーストリア

赤十字社の運営の下、参加者は 15 社からの災害企画担当者 20 名。日本からの参加者は駒井を含

め 2 名で、日本赤十字社の原子力災害への取り組みと、福島の現状についての報告も行った。 
 

【国際救援】 
1．平成 28 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会にて海外派遣報告（2016.06.03-04） 

「ネパール地震救援事業における診療放射線技師の活動」（駒井） 
 

2．第 29 回日本赤十字社診療放射線技師東部ブロック研修会にて講演 
(2016.11.05-06 東京) 
「国際救援における診療放射線技師の活動」（駒井） 

 
【災害医療支援部会】 

2017年2月24日(金)に神戸赤十字病院にて開催。 
出席者は磯田康範副会長他、全災害医療支援部員が出席。今年度の反省と来年度の活動方針が協

議された。 
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 IFRC CBRN ワークショップに参加して 

災害医療支援部（名古屋第二赤十字病院） 駒井一洋 

 
2016年 12月 5日から 9日までオーストリア ウィーンにて、国際赤十字社赤新月社連盟（以下 IFRC）

とオーストリア赤十字社により、「CBRN 緊急事態における事前対策ワークショップ」が開催された。

自分は日本赤十字社本社 救護福祉部赤十字原子力災害情報センターの藤巻三洋氏と共に、本ワークシ

ョップに参加する機会を得たので報告する。 
 
【背景】 
福島第一原子力発電所事故を受け、各国赤十字・赤新月社は 2011 年 11 月に開催された第 18 回 IFRC

総会において「原子力事故による人道的影響に関する決議」を採択した。この決議の目的は、放射線／

原子力災害への備えと対応を強化するために IFRCおよび各国赤十字赤新月社の知識と能力を向上させ

ること、そして原子力災害時／災害後における人道的影響に対処するための能力を増強させることであ

った。 
IFRC は各国赤十字・赤新月社の支援のもと 2015 年 10 月、「原子力・放射線災害における事前対策

及び応急対応ガイドライン」（以下ガイドライン）を作成。今回の「CBRN 緊急事態における事前対策

ワークショップ」は、当ガイドラインを基盤として企画された。 
 

【目的】 
今回のワークショップの目的はガイドラインの普及と、各国赤

十字・赤新月社からの参加者に、実践的な情報及びノウハウを提供

することであり、以下の事項等を最終的なゴールとしている。 
 
 各国赤十字・赤新月社が、行政当局から割り当てられた

任務に基づき、CBRN 緊急事態対応計画を作成できる。 
 CBRN 緊急事態における、各国赤十字・赤新月社の役割

の政治的枠組みを理解する。 
オーストリア赤十字社本社 
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 CBRN の危険性と影響の規模を予測し、人道的影響とニーズの評価方法について認識できる。 
 CBRN 災害に対応するスタッフおよびボランティアを保護するための義務および責務、なら

びに各国赤十字・赤新月社が実行できる／実行すべき防護措置について認識できる。 
 CBRN 緊急事態対応計画の作成時および対応時における、国内外のその他の当事者の役割に

ついて理解できる。 
 
【概要】 
ガイドラインは、IFRC および各国赤十字・赤新月社が、化学・

生物・放射線・原子力（Chemical Biological Radiological Nuclear 
- CBRN）災害に対応するシステムを構築するための必須事項を

網羅しており、それを基盤とする今回のワークショップの参加対

象者は、各国赤十字・赤新月社における災害対応の専門家、ある

いはこれから原子力災害の対応プログラムを構築しようとする

立場にある方々で、17 の赤十字・赤新月社から 31 名が集まった

（別図 1）。 
別図 2に本ワークショップのプログラムを示す。放射線・原子

力に関する基礎的な知識から、災害時対応、リスク・コミュニケ

ーションまで、原子力災害に関する幅広い知識とノウハウを網羅

している。オーストリアの関係省庁（日本でいう原子力規制庁）

と国際原子力機関（IAEA）を訪問して各組織の役割を伺うプロ

グラムも含まれていた。別図 2の各プログラム項目をクリックす

ると資料が表示されるので、興味のある方はご覧いただきたい。 
日本からは本社の藤巻氏と自分が参加したが、二人にはワーク

ショップに参加すること以外にも役割があった。それは日本赤十字社が現在行っている原子力災害対策

について、そして福島の現状について報告することであった（プログラム No.4）。二人で 1 時間半の時

間枠をいただき、藤巻氏は日本赤十字社の原子力災害対策についての全体像を、自分は現在進行中であ

る原子力災害対応基礎研修会の内容と福島の現状について述べた。報告後には 20 分以上質問が続き、

参加者の関心の高さがうかがえた。 
 
【印象】 
 非常に詳細な研修内容が丁寧に進められており、各赤十字・赤新月社が CBRN 緊急事態対応計画を

構築する手がかりとしてふさわしいものと感じた。しかしながら

人体に対するスクリーニングのデモンストレーションでは、被災

者一人の測定に時間がかかりすぎていたし、汚染した車両の除染

に大量の水を使うなど、原発事故を経験した私たちの目には非現

実的に映る部分もあり、今後も日本赤十字社が国際的に原子力災

害対応のリーダーシップをとる必要があると感じた。 
 

研修風景 

IAEA での講義 

日赤の活動について講演する本社
藤巻氏 

http://ndrc.jrc.or.jp/infolib/cont/mst/G0000001nrcarchive/000/072/000072871.pdf
http://ndrc.jrc.or.jp/infolib/cont/mst/G0000001nrcarchive/000/072/000072872.pdf
http://ndrc.jrc.or.jp/infolib/cont/mst/G0000001nrcarchive/000/072/000072872.pdf


本会の動き 
 

- 52 - 

 

【最後に】 
 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部は、日本赤十字社の原子

力災害対応活動に早くから関わっており、今まで全国の赤十字病院への線

量計の配備、原子力災害対応基礎研修会の運営などを本社と共に進めてき

た。そして次のステップの一つとして、海外での活動の可能性が今、示さ

れているわけである。この可能性は災害医療支援部や日赤技師会だけのも

のではなく、広く会員の皆様全員に向けられている。原子力災害により一

層の関心をお持ちいただき、知見を広め、今後とも日本赤十字診療放射線

技師会および災害医療支援部へのご支援、ご協力をお願いしたい。 

スクリーニングのデモ 
スクリーニングレベルは
B.G.の 3 倍 
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専門部報告 
平成 28 年度活動案として、専門部活動の活性化を図るために専門部員登録を進めてきた。 

これまでの専門部（CT、MRI、医療画像情報、乳房画像、治療、核医学）6 部門にて活動しているが近

年、デジタル画像が急速普及する中で、一般・透視とアンギオの 2 部門を追加登録とした。また IT 推

進部と連携して、会員 SNS の利用状況が向上し、各部門にて連携し会員に相互の情報を提供した。 
1．平成 28 年度 専門部世話人会議 

平成 29 年 2 月 25 日（土）13:00～17：00 
日赤医療センター 12 階会議室 
出席者 専門部世話人 14 名 理事 7 名 
〈議事内容〉 
① 学術総会活動 
② 検査方法 
③ 医療安全 
④ チーム医療 
⑤ 医療監査等に関する書類 
⑥ 災害医療への協力 
⑦ SNS 活用方法 
⑧ 世話人更新 

 
2．専門部登録状況（平成 29 年 2 月 28 日現在） 

CT、MRI、医療画像情報、乳房画像、治療、核医学 63％（58 施設/92 施設） 
一般・透視、アンギオ 13％（12 施設/92 施設） 

 
3．部門活動 
【CT】 
世話人：河本勲則（京二）、加賀久喜（大阪）、笹田勇造（成田）、川嶋宏樹、小林弘幸（和歌山） 

①施設紹介、アンケート調査報告（ホームページ掲載） 
②会員からの質問対応 
③平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 

 
【MRI】 

世話人：大澤哲平（八戸）、宇田暢樹（小川）、佐藤統幸（大田原）、揚出泰弘（秋田） 
①SNS による質問対応 
②装置リスト情報収集 
③平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 
④医療安全情報取得 
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【治 療】 
世話人：小山登美夫（長野）、上田真吾（松山）、簾谷和夫（足利）、丸山大樹（日赤医療センター） 
①ホームページ利用促進、情報発信 
②施設間交流（武蔵野赤十字）、近隣施設との情報交換 
③SNS にて会員からのわかりやすい質問システム構築 
④平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 

 
【核医学】 

世話人：小池克美（さいたま）、坪井孝達（浜松）、星野洋満（前橋）、岸本義幸（神戸） 
①装置リスト調査中 
②検査数、保守点検、管理状況の取得 
③学術総会開催案内（第 36 回日本核医学会・技術学会） 
④平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 
 

【医療画像情報】 
世話人：加藤秀之（松江）、西小野昭人（熊本）、西村英明(福井) 

①平成 28 年学術総会シンポジウム（乳がん）について 
②メーリングリストにて調査、 

 
【乳房画像】 
世話人：尾形智幸（さいたま）、西関剛（長浜）、梶迫絵美（京二）、出井愛子（大森） 
①平成 28 年学術総会シンポジウム「乳がん－診断から治療－」の提案、座長およびシンポジスト 
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第 26 回 日本赤十字社診療放射線技師会 北海道ブロック研修会報告 

                     釧路赤十字病院   工藤 武志 

 第 26 回北海道地区会総会並びに研修会が平成 28 年 10 月 1 日（土）～2 日（日）の日程で、日本赤

十字社北海道支部奉仕団活動室で開催されました。台風 10 号の被害から 1 カ月以上たち、まだ鉄道や

国道が復旧されず被害が癒えていない地域から研修会に参加され総勢 25 名（9 施設）の参加がありま

した。 

1 日目の研修会の内容は「会員研究発表 6 題」・「日本赤十字社診療放射線技師会 総会報告」特別

講演として日本赤十字社診療放射線技師会 清水会長（深谷赤十字病院）をお招きし「日本赤十字社診

療放射線技師会の活動を未来に繋ぐ」と題して技師会の活動内容や雑談を交えながら講演をして頂きま

した。また、総会後に情報交換会を行い膝を交えて研修会等で聞けなかった事や趣味等の話をし、和気

あいあいと楽しい時を過ごしました。 

2 日目は各施設から「被ばく低減に関する各施設の取り組みの状況報告」の発表がありました。また

特別講演として「医療被ばく低減施設の認定取得について」と題して旭川赤十字病院 医療技術部 放

射線科 副技師長 東堂 剛三さんに講演をして頂き、2 日間の研修会が無事に終わりました。 

清水会長にはお忙しい中、北海道まで来て講演をして頂きありがとうございました。 

旭川赤十字病院 
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日本赤十字社診療放射線技師会 北海道地区会 

第 26 回総会並びに研修会 日程表 

開催日時 ： 平成 28 年 10 月 1 日（土）12：30～平成 28 年 10 月 2 日（日）12：00 

開催場所 ： 日本赤十字社 北海道支部奉仕団活動室 

第 1 日目 平成 28 年 10 月 1 日（土曜日） 

 12：30～13：00  受付・参加登録 

13：00～14：30  会員研究発表   

                【座長】釧路赤十字病院 熊谷 敬広 

  1.Virtual Grid 撮影距離修正は必要か? 簡易視覚評価で検討してみた 

伊達赤十字病院 ○中村 貴彦、山内 修司、吉永 圭佑 

    2.グースマン撮影法の変更による経験 

      釧路赤十字病院  太田 慎二 

  3.マンモグラフィ装置の撮影条件と平均乳腺線量（AGD）の検討 

     旭川赤十字病院 ○千葉 早也加、福屋 香菜子 

                                瀬川 千晴、増田 安彦 

  4.リニアックの吸収線量測定に必要な補正係数測定法について 

    北見赤十字病院 ○秋田 尚久、干川 隆幸、福島 理夫 

  5.当院における PACS 障害対策マニュアルの作成と運用 

北見赤十字病院 ○垂水 昌子、中島 勲 

  6.災害救護訓練と災害救護 

                                  浦河赤十字病院 ○本間 暁大、石川 辰美、木村 真 

藤村 仁、天戸 康博、三浦 康成 
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14：40～15：40 特別講演 

【座長】浦河赤十字病院 三浦 康成 

  「日本赤十字社診療放射線技師会の活動を未来に繋ぐ」 

      日本赤十字社診療放射線技師会 会長 

深谷赤十字病院 清水 文孝 

 15：50～16：20 全国総会報告 

【座長】北見赤十字病院 中島 勲 

16：50～17：50 北海道地区会 総会 

     浦河赤十字病院 天戸 康博 

 18：30～     情報交換会 

 

 

 

 

 

 

清水会長              旭川赤十字病院 東堂副技師長 
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第 2 日目 平成 28 年 10 月 2 日（日曜日） 

9：10～9：30  受付 

9：30～11：00 

 「被ばく低減に関する各施設の取り組みの状況報告」各施設発表 

【座長】釧路赤十字病院 多津美 敦 

  11：10～11：40  

特別講演 

【座長】釧路赤十字病院 工藤 武志 

「医療被ばく低減施設の認定取得について」 

旭川赤十字病院 東堂 剛三 

   ～12：00 閉会 
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第 5 回 日本赤十字社診療放射線技師会 東北ブロック研修会開催報告 

石巻赤十字病院 及川 順一 

平成 28 年 9 月 24 日（土）13 時 30 分より、石巻赤十字病院会議室において平成 28 年度第 5 回日本赤十

字社診療放射線技師会東北ブロック研修会が開催されました。 

東北 5 県の 6施設から 41 名の会員参加がありました。 

今回は特別講演として日本赤十字社診療放射線技師会 清水会長の講演をいただき、一般演題として

各施設より 4 題の会員発表がありました。また、かねてより要望のあった当院の施設見学を行いました。

研修会前に施設代表者会議を開き、次年度からの東北ブロック理事および東北ブロック委員の変更に

ついて話合い、次年度開催場所や内容については新東北ブロック理事の秋田赤十字病院の方針に沿うこ

ととしました。 

施設見学については 3 班に分かれて、本棟（放射線部を主に）、北棟（救急救命センター、健診センタ

ー、血管撮影室）、本棟免震構造等を見学しました。 

 
 

研修会プログラム 

12：45 開場・受付開始 

13：00 施設代表者会議 

13：30 開会の挨拶  

総合司会 石巻赤十字病院 及川 順一 

13：35 特別講演 

【座長】仙台赤十字病院 安彦 茂 

「日本赤十字社診療放射線技師会の活動を未来に繋ぐ」 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 

14：35 一般演題  

【座長】石巻赤十字病院 山内 佑一 

 1．「当院における整形領域 Virtual Grid の撮影条件の検討」 

石巻赤十字病院 佐々木 克樹 

 2．「側定数が測定値の信頼性と妥当性に与える影響」 

八戸赤十字病院 古村 茂樹 

3．「骨密度撮影における精度向上の検討」 

 仙台赤十字病院 鈴木 陽 

4．「当院の造影 CT 検査における副作用対応の検討」 

福島赤十字病院 伊藤 美穂 
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15：15 休憩 

15：30 施設見学 

16：45 集合写真撮影・閉会 
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第 29回 日本赤十字社診療放射線技師会 東部ブロック研修会 

開催病院 大森赤十字病院 

大森赤十字病院            会場：大井町阪急アワーズイン 

 

平成 28年 11月 5日（土）～6日（日）の 2

日間の日程で品川区大井町の阪急アワーズイン

において、第 29回日本赤十字社放射線技師会東

部ブロック研修会を開催しました。今回の研修

会には東部ブロック赤十字病院より 17施設 70

名の参加がありました。 

1日目の研修は、教育講演として大森赤十字病院 

整形外科部長 大日方嘉行先生から「スポーツ

整形外科と放射線科」と題しての講演でした。J

リーグのチームドクターでもある大日方先生か

ら Jリーガーの話題を交えながら整形外科と放

射線科との関係について話をしていただきまし

た。会員発表は 11題を 2部に分けて実施しまし

た。前半 5題は各モダリティーや業務上の問題

点についての演題、後半 6題は技師歴 3年以内

の人たちの発表でした。これは今回、各病院に

お願いして若い技師の育成を目的に企画したも

のです。1日目の研修会終了後、施設代表者会議

が開催され現状の課題について検討されまし

た。その後、情報交換会が行われ各病院での共

通の問題や話題について活発な意見交換がされ

ました。それぞれの病院の垣根を越えた会となり、日常的にも連絡が取り合える関係もできました。 
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2日目は特別講演「身近なようで案外知らな

い貝類たちの生活事情」を神奈川県立生命の

星・地球博 物館の佐藤武宏先生からお話しい

ただきました。日常で関わることがほとんどな

い分野の講演で興味ある内容でした。会員発表

は 5題、内容は撮影に対する新たな試み、業務

の変化について等様々なテーマ で行われまし

た。技師会講演は「国際救援における診療放射

線技師の活動」の演題で名古屋第二赤十字病院

の駒井一洋課長からお話しいただきました。海

外派遣を何回も経験された駒井課長の講演は国

際救援の必要性を強く感じるものでした。 

以上の内容で研修会を終えました。清水会長は

じめ、各病院の皆様のご協力のおかげで開催を

終えましたことを感謝いたします。 
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研修会プログラム 

1日目 13：00～16：30 

12：30 受付開始 

 

13：00 開会式 

大会長挨拶 

大森赤十字病院 樋口 新一 

 

 

事務部長挨拶 

大森赤十字病院 宮下 博 

13：10 会長挨拶  

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 

13：20 教育講演 

【座長】大森赤十字病院 五十嵐 豊 

「スポーツ整形外科と放射線科」 

大森赤十字病院 整形外科部長 大日方 嘉行 先生 

14：10 休憩 

 

14：20 一般演題Ⅰ 

【座長】武蔵野赤十字病院 安廣 哲 

大森赤十字病院 工藤 一洋 

      1．当院での小児胸部 XPにおける読影医からの指摘事項 

那須赤十字病院 建石あかり 

      2．PET/CT検査における呼吸同期収集法の有用性 

長岡赤十字病院 楳田圭介 

      3．JCI受審を契機とした Stat（緊急画像）報告体制の構築について 

足利赤十字病院 大川公利 

      4．X線透視 TV装置室の多目的利用とその効果について 

秦野赤十字病院 西山和幸 

      5．電子カルテ運用に伴い画像検査、管理、参照の統合化を経験して 

秦野赤十字病院 湯山浩司 

15：10 休憩 

 

15：20 一般演題Ⅱ（技師歴 3年未満） 

【座長】大森赤十字病院 前川 賢斗 

東 香奈江 

      6．FPD導入と線量、画質の比較検討 



報告 
 

- 65 - 

 

横浜市立みなと赤十字病院 秋葉 涼子 

      7．バーチャルグリッドを使用した全脊柱撮影の検討 

日本赤十字社医療センター 加藤 紀明 

      8．201Tl負荷心筋シンチグラフィにおける撮像プロトコルの検討 

武蔵野赤十字病院 穴田 有美 

      9．Dual Energy CT を用いた肺動静脈分離 1相撮影の試み 

武蔵野赤十字病院 小川 亮 

      10．当院における KYT（危険予知トレーニング）に参加して 

深谷赤十字病院 小島 萌 

      11．MTFの測定方法および誤差低減の検討 

大森赤十字病院 浮須 夢 

16：20 休憩・注意事項・その他 

 

16：30 施設代表者会議 

進行 樋口 新一 

議長 東部ブロック理事 尾形 智幸 

17：30 情報交換会 

2日目 9：00～12：00 

 

8：30  開場 

 

9：00  特別講演 

【座長】大森赤十字病院 樋口 新一 

「身近なようで案外知らない貝類たちの生活事情」 

神奈川県立生命の星・地球博物館 専門学芸員 佐藤 武宏 先生 

9：50  休憩 

 

10：00 一般演題Ⅲ 

【座長】武蔵野赤十字病院 増島 一貴 

大森赤十字病院 工藤 一洋 

1．k-spaceの理解 

日本赤十字社医療センター 井上 拓 

2．ER体制やドクターカーの開始による放射線業務の変化 

さいたま赤十字病院 大河原 侑司 

3．冠動脈 CT撮影におけるインデラル・コアベータの併用に関する検討 

日本赤十字社医療センター 岡 雄介 

4．当院におけるMRI検査時の問診の取り方の問題と今後の対策について 

成田赤十字病院 米山 友明 

5．当院における乳がん診療への放射線技師の関わり 
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原町赤十字病院 萩原 健 

10：50 休憩 

 

11：00 技師会公演 

【座長】大森赤十字病院 中村 有利 

「国際救援における診療放射線技師の活動」 

名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 

11：50 次回当番病院挨拶 

閉会式 
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第 7 回 日本赤十字社診療放射線技師会 中部ブロック研修会報告 
担当病院 名古屋第一赤十字病院 

 
名古屋第一赤十字病院 正面近景 

 
 9 月に入ってもいまだに続く厳しい暑さの中、第 7 回中部ブロック業務研修会を平成 28 年 9 月 10 日

（土）・9 月 11 日（日）の 2 日間の日程にて当院内ヶ島講堂で開催しました。 
 今年度業務研修会は、中部ブロック赤十字病院のうち 15 施設より、会員 78 名の参加がありました。 
その内容は、初日に当院放射線治療科部長山田哲也先生より、『放射線治療 FAQ』と題して特別講演

をいただき、引き続き『放射線部門の医療安全』をテーマに、モダリティ毎に 6 施設のパネラーを指名

してパネルディスカッションを行いました。医療安全は業務の中でも最重要であり、会場では活発な意

見交換がありました。次に専門部会毎にミーティングの場を設け各施設の諸問題等を情報交換しました。

どの専門部会も多様な問題点・情報を共有することができたようです。このような施設間での情報共有

は、非常に有意義かつ重要であると毎回痛感します。また同時に、中部ブロック代表者会議を開催しま

した。 
 2 日目は 3 施設より 5 題の会員発表で始まり、続いて『新人技師の教育』をテーマとして、本研修会

2 つ目のパネルディスカッションを行いました。4 施設から各施設での新人教育の実際と問題点や特徴

を提供してもらい、前日同様座長とパネラーを中心として熱心に討議してもらいました。プログラムの

最後には、メーカー講演として本年 6 月販売開始となった新内用療法剤（放射性医薬品）についての話

題を提供していただき終了しました。閉会後希望する会員のみなさんに当院のハイブリッド手術室の見

学をしてもらいました。 
 会員各位のご協力により盛会裏に閉会となったことをここに報告し、皆様に深く感謝申し上げます。 
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滝 技師長（名古屋第一） 宮田 院長（名古屋第一） 清水 会長（日赤技師会）

 

1 日目 『放射線部門の医療安全』 パネルディスカッションの様子 

     

 
 

 

 
 

           
 
 
 

特別講演 名古屋第一赤十字病院 山田哲也先生 
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会員研究発表 施設見学 『ハイブリッド手術室』 

会場風景 当院『内ヶ島講堂』 
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日  時 ： 平成 28 年 9 月 10 日（土）, 9 月 11 日（日） 
場  所 ：名古屋第一赤十字病院 内ヶ島講堂（東棟 2 階） 
 

研修会プログラム 
第 1 日目  

 
13：00 当番病院 挨拶 

名古屋第一赤十字病院 放射線診断科部・治療科部 技師長 滝 一郎 
13：05 名古屋第一赤十字病院 院長挨拶 

 名古屋第一赤十字病院 院長 宮田 完志 
13：15 日本赤十字社診療放射線技師会 会長挨拶 

 日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
 
13：25 特別講演 

【司会】名古屋第一赤十字病院 林 隆宏 
『放射線治療 FAQ －よくある質問－』 

名古屋第一赤十字病院 放射線治療科 部長 山田 哲也 
 
14：40  パネルディスカッション： 

『放射線部門の医療安全』～モダリティ別の医療安全に対する取り組み～ 
【座長】名古屋第一赤十字病院 高橋 徳史 

 1．『放射線部門の医療安全 一般撮影・救急撮影』 
      名古屋第二赤十字病院 桑原 和義 

 2．『CT 検査』 
    長野赤十字病院 穐澤 有香 

 3．『MRI 部門における医療安全について』 
      名古屋第一赤十字病院 鈴木 厚次 

 4．『放射線部門の医療安全 －核医学－』 
      浜松赤十字病院 坪井 孝達 

 5．『放射線治療の医療安全』 
      福井赤十字病院 大西 一幸 

    6.『血管撮影室における医療安全』 
静岡赤十字病院 福田 光記 

 
16：20 ブロック代表者会議・専門部会ミーティング 

【代表者会議】：ブロック理事活動報告・改選、その他              
 担当 滝 一郎 

 【CT】：TAVI 術前プランニング用 CT の紹介                   
担当 高橋 徳史 
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 【MRI】：MRI の安全対策や実際に起こったインシデント、役立つテクニック     
担当 鈴木 厚次 

 【放射線治療】：装置紹介、見学、業務の悩み相談、意見交換会         
 担当 林 隆宏 

 【核医学】：放射線医薬品納入日の変更に伴う諸影響について           
担当 田中 宏征 

 【乳房撮影】：トモシンセンスの原理とその応用                 
担当 井口 理江 

 【医療情報】：システムダウン時の業務運用について               
担当 日下 祐介 

 
17：30 終了・移動 
18：30 情報交換会 
 
 

第 2 日目  
 
9：00 会員研究発表 

【座長】名古屋第一赤十字病院 伊藤 哲朗 
 1．『当院診療放射線技師が報告したインシデントレポート －疑義照会に注目して－』 

名古屋第一赤十字病院 戸田 沙希 
 2．『日本赤十字社中部ブロック診療放射線技師交換研修制度について』 

伊勢赤十字病院 伊藤 伸太郎 
 3．『中部ブロック・診療放射線技師の人事交流を経験して』 

高山赤十字病院 中井 良則 
 4．『当院での CT 造影検査における造影剤の副作用発現率について』 

伊勢赤十字病院 幕谷 幸弘 
 5．『頭部 3DCTA における Virtual Monochromatic Imaging の有用性』 

名古屋第一赤十字病院 平井 丈温 
 
10：00 パネルディスカッション：『新人技師の教育』～新入職した診療放射線技師の教育に対する取

り組み 
【座長】名古屋第一赤十字病院 礫石 伸治 

 1．『放射線科部における新人診療放射線技師の教育プログラムの取り組み』 
名古屋第一赤十字病院 小田 哲意 

 2．『新人教育』 
伊勢赤十字病院 小林 篤 

 3．『新人教育と管理目標について』 
名古屋第二赤十字病院 有賀 英司 
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 4．『新人技師の教育 =福井赤十字病院=』 
福井赤十字病院 西島 大貴 

 
11：00 メーカー学術講演 

【座長】名古屋第一赤十字病院 田中 宏征 
『塩化ラジウム(223Ra)注射液を用いる内用療法について』 

バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 ゾーフィゴマーケティング 
           ラディエーションエキスパート 筒井 弘一 

 
12：00 閉会の挨拶 

閉会後、希望者に対してハイブリッド手術室に設置された多軸血管撮影装置の見学を実施しま

す。 
 

（敬称略） 
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第 25 回 日本赤十字社診療放射線技師会 近畿ブロック研修会報告 

近畿ブロック地域理事 

長浜赤十字病 奥出 隆夫 

開催日時 ： 平成 29 年 2 月 25 日（土）～26 日（日） 

開催場所： 大阪赤十字病院放射線科・看護学校合同教室 

 

今年度の近畿ブロック研修会は、 大阪赤十字病院にて開催され

近畿地域 内全施設の 13 施設から 99 名の参加 がありました。 

 

今年の開催テーマは「災害医療」です。 

 
 
 

 
 

基調講演『赤十字と災害救護について』では、高槻赤十字病

院事務部長神谷尚孝先生を迎えて赤十字精神や赤十字事業に

ついて、特に災害救護についてのお話を頂きました。先生は

診療放射線技師として入職され、大阪府支部を経て高槻赤十

字病院の事務 部長に就かれておられます。大阪府支部時代の

国際救援活動や阪神淡路大震災での経験談を拝聴することが

出来ました。 

 
 

続いて大阪赤十字病院松下賢作氏より、熊本地震での d-ERU

による災害医療の活動について、発災から現地到着までの初

期対応、d-ERU の設営から運用、d-ERU システム構成、

d-ERU コンテナ内での放射線診療活動、また被災者の方々と

のレクレーション活動の報告がありました。 
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また災害支援部活動では神戸赤十字病院中田正明氏 より、

日立メディカル社からポータブル装置を借用 しての放射

線診療活動報告がありました。今回の熊本地震ではニーズ

を把握して、装置や人的支援の活動が出来たが、幾多の課

題も見えたと提起されていました。 

 
 

 

パネルディスカッションでは災害対策『来るべき大災害が来る前に』と題して日本赤十字診療放射線技

師会災害医療支援部駒井一洋氏と中田正明氏にコメンテーターに就いて頂き、 災害時における①発災時

の当院連絡方法②災害医療用オーダー方法③画像提供方法④備蓄（非常電源）⑤その他（BPC や施設間

での合同訓練）のテーマについて施設毎にディスカッションを行いました。 

 
 

会員研究発表は若手を中心に 7 演題あり、最優秀賞に高槻赤十字病院の原祥太郎さん、 優秀賞に長浜赤

十字病院の渋谷真緒さんが選ばれました。 
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夕方からは、情報交換会が開催され、各テーブルとも施

設の垣根を超えさらなる意見の 交換が持たれました。 

 

2 日目のグループワークでは、一昨年のブロック研修よ

り引き継がれている部門別ミーティングが行われまし

た。今年の部門は血管造影部門、MRI 部門、CT 部門、

一般撮影部門、 治療部門、RI 部門の 6 部門で、本年度

は更に診療現場を会場として、実機を使ってのパラ メーター検討・装置点検項目・ワークフローなどの

情報交換が行われました。 

 

また、d-ERU にて使用された撮影機器も組立て展示されました。 

 
 
 
 
 
 
 

 

部門別ミーティングに並行して、施設代表者会議も開催され各施設での問題点の協議が持たれました。 



報告 
 

- 76 - 
 

研修会プログラム 

会場：ホテルアウイーナ大阪 3F 

12：00～ 受付開始 

13：00～ 開会式 オリエンテーション 

13：10～ 基調講演 
 

『赤十字と災害救護について』 

講師：高槻赤十字病院 事務部長 神谷 尚孝 

13：40～ 平成 28 年度熊本地震活動報告 

『大阪赤十字病院放射線活動記録』 

大阪赤十字病院 放射線科 松下 賢作 

『熊本地震における日本赤十字社診療放射線技師会の活動』 

日本赤十字診療放射線技師会 災害医療支援部 中田 正明 

14：30～ パネルディスカッション災害対策 

『来るべき大災害が来る前に』 

日本赤十字診療放射線技師会 災害医療支援部 駒井 一洋 

日本赤十字診療放射線技師会 災害医療支援部 中田 正明 

 
 

16：40～ 会員研究発表 

1．定位放射線治療における Internal および Set up margin の評価 

京都第一赤十字病院 山下 立馬 

2．全身照射における治療時間短縮の取り組み  
 

大津赤十字病院 大西 一由 

3．当院における IVR での散乱線による術者被ばく線量の測定 

姫路赤十字病院 山本 悠介 

4．X 線防護着の管理について 

 高槻赤十字病院 原 祥太郎 

5．一般撮影領域での FPD システムでの使用経験 

神戸赤十字病院 野山 恭旦 

6．ポータブル撮影での FPD システムの使用経験 

神戸赤十字病院 西海 哲也 

7．FPD 搭載コンソール一体移動型Ｘ線装置におけるバッテリー運用方法の検討 

長浜赤十字病院 渋谷 真緒 

19：00～ 情報交換会 
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2 日目 

会場：大阪赤十字病院放射線科及び看護学校合同教室 

9：00～11：15 モダリティー別ワークショップ 検査室内実機を用いた研修 

1．血管造影部門、2．MRI 部門、3．CT 部門、 

4．一般撮影部門、5．治療部門、6．RI 部門 

9：15～11：15 施設代表者会議 

11：15～施設見学 
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第 6 回 日本赤十字社診療放射線技師会 中国・四国ブロック研修会報告 

 

会 期 ： 平成 29 年 2 月 4 日（土）・5 日（日） 
会 場 ： 広島赤十字・原爆病院（1 日目）・広島がん高精度治療センター（2 日目） 

 

田中  久善（広島赤十字・原爆病院） 

 本年度で 6 回目となる本研修会です。昨年度に続き 2 日間

の研修を企画し、2 日目は他施設（広島がん高精度放射線

治療セ ンター）の見学を企画いたしました。多くの施設か

らご参加いただき、中四国会員、講師を含め 40 名、当院の

技師 22 名の総 62 名の出席でした。 研修会に先立って、当

院の施設見学を行いました。当院は現在病院再整備事業を

進めており、一昨年東棟が完成し、現在既存棟の改修や取

り壊し、平面駐車場の整備などが進められています。参加

者の皆さんには、新しく完成した救急部門や内視鏡専用の

透視室、昨年導入された CT、MRI 等すべての部門を見学し

ていただきました。短い時間でしたが、たくさん情報交換

をしていただけたのではないかと思います。 

「救護活動における診療放射線技師の役割」というテーマ

を元に、脇谷事務副部長、戸口副会長から講演を頂きまし

た。講演の後に会員発表として、熊本地震で実際に活動を

行われた、岡山赤十字病院 秋友先生、徳島赤十字病院 

米倉先生に、現場で診療放射線技師としてどのような活動

を行ったのか、そこから見えた今後の課題点などを発表し

ていただきました。最後 に講師、演者の先生に、清水会長、

磯田副会長を加えた 6 名でパネルディスカッションを行い

ましたパネリストの先生方には活発な討論をしていただ

きました。 
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従来、災害発生時の救護班の構成は、医師、看護師、

薬剤師、主事で構成され、診療放射線技師は含まれていま

せん。昨年おこった熊本地震では診療放射線技師の派遣要

請があり、実際に熊本で活動された方からのお話は、大変

貴重で興味深い内容でした。今回派遣されたお二方は、知

識と経験が豊富で、管理区域や標識の設定、照射録の準備

等も現地で行なわれ、円滑な業務が出来るように活動され

ていました。今後の活動に向けて技師会で緊急時にダウン

ロードして持って行けるマニュアルや標識、照射録のフォ

ーマットを用意していただけたらと思います。一日目の研

修会が終了して 18 時 30 分より、情報交換会を開催いたし

ました。多数の方に参加していただき誠にありがとうござ

いました。昨年度、鳥取の味覚松葉ガニのコースが好評だ

ったため、今年は牡蠣のコースを期待する声がありました

が、期待に応えられず申し訳ございませんでした。ですが

情報交換会では、他施設の方と色々なお話をすることがで

き、有意義な時間を過ごせたのではないかと思います。 

2日目は、広島がん高精度治療センターの方にご協力いた

だき、「広島県のがん治療への取り組みと市内４基幹病院

との連携」と題して広島がん高精度放射線治療センター診

療放射線技師長山田聖先 生の特別講演を拝聴しその後、

施設見学を行いました。 
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広島がん高精度放射線治療セン

ターは広島市内の病院と連携し

て放射線治療を行う施設で一昨

年稼働を開始した新しい施設で、

昨年 11 月には、国際的な認定機

関により，東アジアで初めて広島

がん高精 度放射線治療センター

が世界水準の高精度放射線治療

の施設として 認定され、順調に治療件数も増えてきています。治療装置も最新の装置を揃え、精度の

高い放射線治療を行っています。 

また、人材の育成にも力を入れられており、広島市内 4 病院から技師を広島がん高精度放射線治療セン

ターに派遣し、研修を行う事でスキルアップを行っていきたいというお話もありました。 

施設見学では、現在稼働している 3 台 の治療装置をはじめ、治療計画や、経過を評価する為の CT、

MRI や一般撮影装置、透視装置を見学しました。治療装置は、高 精度な治療を中心に行う装置や一般

的な治療を行う装置と治療方法に合わせて使い分けをされていました。参加者は、最新の装置に興味を

持たれていました。山田技 師長をはじめ休日にもかかわらず対応していただいた、スタッフの皆様あり

がとうございました。 

次回 29 年度は松江での開催となります。清水会長からの挨拶でもありましたが、6月には東京で診療

放射線技師会学術総会が、10 月には仙台で日本赤十字社医学会総会が開催されます。松江の前 に東京、

仙台でまたお会いできることを楽しみに研修報告を終えたいと思います。本部役員の皆様、遠方よりお

越しいただきた皆様のおかげで、第 6 回日本赤十字社診療放射線技師会中国・四国ブロック研修会を無事

終了する事が出来ました。誠にありがとうございました。 
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研修会プログラム 

～テーマ～「救護活動における診療放射線技師の役割」 

1日目 

12：30～ 受付開始 

13：00～ 施設見学 

13：30～ 施設代表者会議（多目的室 1） 

【司会】広島赤十字・原爆病院 山根 健二 

14：00～ 開会挨拶  

広島赤十字・原爆病院 田中 久善 

14：10～ 会長挨拶  

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 

14：30～ 講演  

【座長】庄原赤十字病院 宇山 浩文  

「災害救護班の組織体制について」 

広島赤十字・原爆病院 事務副部長 脇谷 孔一 

 

15：05～ 講演  

【座長】庄原赤十字病院 宇山 浩文 

「震災救護活動における診療放射線業務について」 

日本赤十字社診療放射線技師会 副会長 戸口 豊宏 

 

15：40～ 会員発表 

【座長】三原赤十字病院 藤本 一雄 

「救護所での診療放射線業務」 

岡山赤十字病院 秋友 信男 

 徳島赤十字病院 米倉 広宣 

 

16：30～ パネルディスカッション  

【座長】広島赤十字・原爆病院 神田 耕治 

救護活動における診療放射線技師の役割 

～福島原発事故・熊本地震を経験して～ 

18：30～ 情報交換会 
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2日目 

9：00～  特別講演 

【司会】広島赤十字・原爆病院 野崎 浩茂  

【座長】広島赤十字・原爆病院 田中 久善 

  

「広島県のがん治療への取り組みと市内４基幹病院との連携」 

一般社団法人広島県医師会 広島がん高精度放射線治療センター 

診療放射線技師長 山田 聖 先生 

10：00～ 施設見学「広島高精度治療センター」 

 

11：30～ 閉会挨拶  

広島赤十字・原爆病院 田中 久善 
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第 17回  日本赤十字社診療放射線技師会  九州ブロック研修会報告 

開催日：平成 28年 9月 24日（土）・25日（日） 

場所：大分赤十字病院 管理棟 5F  大会議室 

今回の九州ブロック研修会は、例年と趣向を変えて、原子力災害における救護活動を テーマに行い

ました。九州から 39名の参加があり、1日目は講習を、2日目は実習中心に行いました。このような形

での研修会は初めての試みでしたが、盛会に終える事ができました。情報交換会では、ふぐ料理に舌鼓

を打ち、ふぐ肝を初めて食した会員も多くみられました。 

以下に研修会内容を記します。 

 

1日目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分赤十字病院 本廣 院長挨拶         開会の辞  大分赤十字病院 戸口 技師長 

 

講義 1  「原子力災害~備えと救急時対応~」 

大分県立看護科学大学 環境保健学研究室 教授 甲斐 倫明 先生 

甲斐先生の講演では、福島原発事故を例に、事故からの教訓や、それによって顕在化したこと。また、

診療放射線技師に期待されること等、わかりやすく講演していただきました。 

甲斐先生の講演では、福島原発事故を例に、事故から

の教訓や、それによって顕在化したこと。また、診療放

射線技師に期待されること等、わかりやすく講演して

いただきました。 
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講義 2  「災害救護活動における放射線防護の基礎知識」 

日本赤十字社長崎原爆病院 血液内科 部長 城 達郎 先生 

城先生の講演では、広島・長崎の原爆を例にわかりや

すく説明していただき、チェルノブイリ事故と福島原

発事故は被害の 程度に、こんなにも差があるのは？と

いった大変興味深い 内容で、防護の話だけではなく幅

広く講演していただきました。 

  

 

講義 3  「日本赤十字社診療放射線技師会災害医療支援部の活動」  

日本赤十字社診療放射線技師会 災害支援部 理事 

名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 

駒井理事の講演では、赤十字放射線技師会 災害医療支

援部の活動を詳しく、海外での活動も踏まえて報告さ

れました。また、原子力災害対応のうごき、救護対応

マニュアルの整備等の報告もされました。 

 

 

 

 

講義 4  「原子力災害における安全確保について」 

唐津赤十字病院 坂井 誠一郎 

坂井さんの講演では、原子力災害では放射線対応支援

要員として、放射線技師が救護班に主事ではなく、放

射線技師として編成されること。そのためには、放射

線防護の教育や研修が必要で あること。救護班の中

で、放射線対応支援要員として求められる ものとは何

か。具体的にわかりやすく講演していただきました。 
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2日目 

講義・実習 1  「サーベイメータ・個人被ばく線量計の保守管理と使用方法」 

日本赤十字社診療放射線技師会 副会長 

松江赤十字病院 磯田 康範 

 

磯田副会長の講演では、サーベイメータとデジタル個人

線量計の取り扱いや、スクリーニング方法など実習を交

えて、わかりやすく講演していただきました。 
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講義・実習 2  「防護服着脱方法」 

日本赤十字社 長崎原爆病院 前田 夕介 

 

前田さんの講演では、防護服の着脱方法での留意点を、実

習を交え講演していただきました。坂井さんの、ちょっと

したミニレクチャーもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義・実習 3  「原子力災害における空間線量シミュレーション」 

日本赤十字社診療放射線技師会 災害支援部 理事 

名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 

 

駒井理事の講演では、シミュレーションで各地区の空間線

量率と そこでの活動時間や移動時間を設定してもらい、3

日間で 1mSv以下にするには?というテーマで活動内容を

考えました。 
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閉会の挨拶 

 

閉会の挨拶は、次回担当病院である長崎原爆諫早病院の大

町さん、長崎原爆病院の宮本さんにしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

皆さまに、全体的に内容の濃い研修会であったと、おっしゃっていただきました。 講師の先生方に感

謝申し上げます。ありがとうございました。 
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武蔵野赤十字病院の血管造影室の線量管理の紹介 

武蔵野赤十字病院 放射線科 荒井 一正 

 

はじめに 

最近、よく話題になるのは、被ばく低減の話をよく耳にします。一般撮影、CT、透視造影検査、

IVR、核医学検査などすべてのモダリティーについて線量管理の方法を検討する必要があります。今

回、日本赤十字社診療放射線技師会よりいただきましたテーマは線量管理というお話でしたが、確定

的影響が発生する可能性がある血管造影装置についてお話させていただきます。当院で昨年度おもな

検査治療の実績ですが、循環器系の治療は PCI 381 例、 PVI 336 例、脳血管系の検査治療は脳動脈

瘤塞栓術 131 例、腹部血管系治療は、肝動脈化学塞栓療法 208 例を施行しています。 

 

 

線量管理の考え方 

今回は、線量管理を大きく以下 4 点に分けて考えます。 

① 装置管理 

② 患者被ばく線量管理 

③ 術者被ばく線量管理 

④ 被ばく後の対応および説明 

 

 

装置管理 

 装置管理に関しては、患者照射基準点の線量値が正しく表示されているか校正された線量計で確認

を行う必要がある。装置メーカーによっては独自の計算方式で患者照射基準点の線量値が設定されて

いない場合がある。当院では装置の線量値が、患者照射基準点の線量値になるように設定変更してい

る。また、標準線量測定法（Polymethyl-methaacrylate20cm）を行うことで、装置の X 線出力が安

定しているか確認できる。 

装置管理で重要なことは、透視線量や撮影線量の設定が他施設と比較して非常に大きい線量設定に

なっていか線量測定をして装置線量の最適化を実施することである。DRLs2015 を参考にして、線量

の最適化を各施設で行われることが大切である。 

当院の A 社 AG 装置の腹部装置の DRLs は、FPD13 インチ・透視 7.5f/s 条件で 7.2ｍGy/min 。撮

影 10ｓで 34.4ｍGy。1min に換算すると 206.4ｍGy/min である。透視と撮影では 28.6 倍の線量値が

違う事がわかる。また、アクリル厚 30cmの線量測定も大切で、被写体厚が厚くなると auto で線量を

大きく上げる装置と線量をあまり上げないように調整している装置がある。この情報を装置購入前に

知っていると機器選定の際に役立つ。 

 

 

患者被ばく線量管理 

患者被ばく線量は、大きく 2 つ確率的影響と確定的影響（組織反応）の 2 点について考える必要が

ある。確率的影響に関しては、DRL 設定線量を管理指標にして、被ばくの影響を合理的に低減し、確

定的影響に関しては、管理指標に閾値を用いて組織障害の影響の回避を行う必要がある。当院の装置

設定では、装置表示線量は、購入後約 10 年の古い装置の心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査 CAG で 1401.2±731.2mGy

購入後約 5 年の装置で 630.2±367.6mGy（P 値<0.0001）で装置間でも大きな差が出ているため大き

な問題になっている。透視のパルスレートは 7.5pulse/s、シネ撮影の設定は 15f/s である。線量の記録

は、普段から面積線量値 DAP や装置線量値、撮影シリーズ回数、対象者の身長、体重など記録してお
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くと装置の線量設定を低減した際に比較ができるので、便利である。当院で導入はしていないが、最

近は DOSE MANAGER（販売：EIZO メディカルソリューション株式会社開発：株式会社キュアホ

ープ）DoseWatch（GE ヘルスケア・ジャパン株式会社）Radimetrics（日本メドラッド株式会社/バイ

エル製薬株式会社）Kada-Report4 被ばく管理オプション（フォトロン メディカル）など各社から線

量管理ツールも販売されているので、被ばく観察部位などが、よりわかりやすいので期待したい。 

また、撮影と画質はトレードオフの関係にあるため、画質に関しては、線量低減すると画質が下が

るので医師と画像について治療に支障が生じないないか相談が不可欠である。物理評価方法は、まだ

決まっていないので各施設で工夫しておられると思われる。ファントムについてもいろいろお借りし

て試してみが、ファントムの大きさが 20cm 以上のファントムが多く FPD のインチサイズを小さくす

ると画面サイズからはみ出て超えてしまうケースが多く 15cm〜18cm 程度の扱いやすいファントムが

なかなか見つからない。また DSA 画像の評価方法も難しい。物理評価方法は、タングステンファント

ムを用いたエッジ法の MTF 測定など各施設の評価方法の工夫をご紹介いただきたい。 

 

 

術者被ばく線量管理 

 術者被ばくの線量管理関しては、当院では血管撮影の術者に OSL 線量計に追加してポケット電子線

量計を、散乱線防護衣の内側と外側に装着している。OSL 線量計は、リアルタイムに線量表示をでき

ないため、どの検査で被ばくが多いのか証明することができない。ポケット電子線量計を追加装着す

ることにより、1 検査あたりの被ばくの程度が概ねわかる様になる。ポケット電子線量計の結果をリア

ルタイムに観察することにより医師の被ばくに対する意識が大きく変化する。当院での調査した 1 例

であるが、主に PCI を担当している OSL 線量計の実効線量の変化であるが、2011 年度 23.9mSv→

2012 年度 35mSv→2013 年度 17.7mSv→2014 年度 4.9mSv(1M)→2015 年度 3.6ｍSvでポケット電子

線量計のテスト運用開始年度 2014 年から大きく実効線量が低減した。現状では、血管撮影装置の天吊

り遮蔽版や、撮影寝台に装着している遮蔽スカートは、必ず利用されている。 

 脳血管検査では、血管撮影時に医師は、退室して撮影を行い。管内治療時には、ガラス遮蔽版を C

アームと術者の間において治療をおこなっている。 

 

 

被ばく後の対応及び説明 

被ばく後の対応に関しては、当院で現在検討中であるが、「IVR に伴う放射線皮膚障害の防止に関

するガイドライン 」を参考資料にして 3Gy以上の照射があった場合皮膚観察が行われるように運用調

整している。運用手順としては、診療放射線技師から、主治医に報告し、カルテに皮膚観察部位の記

載を行うようにし、報告を受けた医師が皮膚観察を行う仕組みの調整をしている。問題点もあり 3Gy

照射で一時脱毛が発生するのは、X 線照射後 2〜3 週間後で、そのころに患者様は、退院していて皮膚

観察のための診察ができない場合がある。看護師にも協力をいただいており、現状では、透視時間、

患者照射基準点の装置線量を看護記録に記載している。また、3Gy 以上の被ばくがあった場合、検査

後翌日に病棟での皮膚観察を施行している。以上コンパクトにまとめさせていただいたが、各施設で

取り組み、情報を共有しながら自施設にフィードバックしていくことが望ましいと考えている。 
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『X線線量情報の一元管理システム～Radimetrics～』 
 

バイエル薬品株式会社 
ラジオロジー事業部 

上村 しづ香 
 
【はじめに】 
2015年6月7日にJ-RIMEからDRLｓ2015が発表され、線量管理について注目が集まってきている。

Radimetrics（ラジメトリクス）は診断参考レベル（Diagnostic Reference Level :DRL）の運用や被検

者ごとの累積線量管理、線量データの収集・解析・分析など、線量情報の可視化が可能なマルチモダリ

ティに対応したX線線量情報の一元管理が行えるシステムである。今回はX線線量管理を導入する施設

に、診療業務の効率化と線量の適正化を実現する機能を有しているシステムソリューションとしての技

術を紹介いたします。 
 
 
【製品概要】 
Radimetrics （ラジメトリクス）は、CT 装置、血管撮影装置、透視装置、CR/DX などの一般撮影装

置、マンモグラフィ装置などの検査装置から発生する DICOM 画像、RDSR (Radiation Dose Structured 
Report)を検査装置から直接受信、もしくは PACS 等のシステムを介してデータを受信することもでき、

検査の検索/取得ができる。Web ブラウザで線量情報参照ができ、CT 検査の線量表示では、モンテカル

ロシミュレーションを使用して、推定値として臓器線量と実効線量の算出が可能です。また、横断面画

像からスライスごとの直径を算出し、AAPM TG204 で規定された SSDE の算出もできます。また、

他システムへの線量情報の転送なども可能としたシステムです。 
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【製品特長】 
1. ネットワーク型マルチモダリティ対応 
様々なモダリティに対応可能で、院内のネットワークに接続している端末（Web：ウェブ）からデータ

の参照が可能です。また、中立的な立場にたっての対応が可能なベンダーニュートラルなシステムです。 
図 1 のような検査装置及び各種線量指標に対応しており、Ｘ線線量情報の一元管理を行うことができま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 累積線量トラッキング機能 
累積されたデータは、被検者毎での累積臓器線量、累積実効線量 
及び検査履歴を管理し、Web ブラウザで参照できます（図 2）。 
画面表示はユーザーごとにカスタマイズ可能で、モダリティ毎に 
必要なグラフを作成することもできます。また、棒グラフでは累積線量 
・非累積や、表示線量年数の選択もできます。 
 
 
 
3. SSDE （Size Specific Dose Estimates） 
CT検査では、アキシャル画像から算出された直径に応じて、係数を 
算出し、SSDEが表示されるため、体型補正を行った線量指標として 
使用することができます。 
Radimetrics(ラジメトリクス)ではアキシャル画像からスライスごとの 
直径を算出し、線量指標（図3）を表示できます。 
 
 
4. 検査の解析機能（シミュレーションツール） 
CT 検査では、線量の分析や、管電圧、管電流、照射範囲等を変更 
した場合に増減する線量のシミュレーションを行え、線量の最適化 
を検討することができます（図 4）。また、推定線量データを csv や 
Excel などへ抽出することも可能です。これらは検査プロトコルの 

図 2. 患者スコアカード画面 

 

図 4.シミュレーション画面 

 

図 1. 対応検査装置・線量指標 

 

図 3.検査分析画面 
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再検討や教育などに役立つと思われます。 
 
5. 品質管理機能 
病院内の設定ルールに基づき、しきい値の設定が行えます 
（図 5）。しきい値を超えた場合は線量値をカラーインジケータ 
ーで表示でき、管理者へのアラートを発信することもできます 
ので、効率的にしきい値を超えた検査の確認ができます。 
また、管理者やユーザーを設定してのメール配信機能も有して 
います。 
 
 
6. インテリジェンスレポート 
使用するユーザー毎に、必要な情報を表示するダッシュボード機能があり、装置別、プロトコル別、検

査部位別等の統計線量情報をカスタマイズ登録することにより、いち早く目的の情報を Web 参照する

ことができ、個々で作成したグラフを他と共有する機能も有している。また、しきい値グラフを作成し

（図 6）、超えた部分をダブルクリックすると、しきい値を超えた検査が表示され、詳細を確認でき、検

査の最適化の再考などに活用できます。 
また、作成したシートに対して期間を指定して自動でレポート生成できる機能も備えており、週や月毎

に確認が行いやすくなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【おわりに】 
Radimetrics（ラジメトリクス）はベンダーニュートラルのシステムであり、マルチモダリティ対応と

して、マンモグラフィ装置の X 線線量情報も含め、今後も随時対応モダリティを追加していく予定です。

また、IHE-J（Integrating the Healthcare Enterprise-Japan）の REM (Radiation Exposure 
Monitoring) に対応しており、今後も医療システムの標準化を行っていきます。 
CT 装置等のＸ線を使用する検査で照射した X 線線量の管理が必要になり、今後日本でも広く普及して

くると予想されます。本システムは様々なモダリティでの被検者毎での累積線量の管理、さらには線量

データの解析・分析が容易にでき、各検査における照射線量の可視化・標準化が行える様々な機能を有

しており、各検査における照射線量の標準化に、本システムは貢献します。 
 

図 6.グラフ作成例 

   

図 5.しきい値設定画面 
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DoseWatch による被ばく線量適正化への取り組み 
 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 
Service Growth 部 親松 里織 

 
■はじめに  

近年、放射線を用いる医療の進歩と発展により医療被ばくが急速に増大しており、特に CT において

検査数の増加に伴う医療被ばくの増加が問題となり社会的に注目されるようになった。医療被ばくにつ

いては、その実態の把握と適切な管理が課題となっており、欧米では早い段階で政府機関および学会等

によって線量の最適化に向けた活動が推進されていた。日本では、2015 年に初めて診断参考レベル

（DRL）が発表され、この DRL を活用し線量最適化を行うことで医療被ばくが低減されることが期待

されるようになった。 
施設で用いている典型的な線量が DRL を超えている場合、臨床的に正当な理由がない限り、線量が

最適化されているかどうかを判定するための見直しを行う必要がある。一般的には施設が用いている機

器の性能やプロトコールなどを調査し、高線量の原因を突き止め、適正な線量の使用に向けた対策を講

じる。対策を講じた後、施設の典型的な線量を改めて評価し、DRL より低くなったことを確認し、そ

れを継続して実施することで線量最適化が進むと考えられている。1) 
このように、DRL と施設の線量を比較することにより代表的な検査の最適化は実施可能である。し

かしながら、高線量で撮影された特殊な検査や施設固有の線量のばらつきは気付くことが難しい。こう

した問題に対処するためには、撮影条件や線量情報を蓄積し解析する目的で構築された線量管理システ

ムが必要であり、DRL の運用を省力化する上でも役立つと考える。 
 
■線量最適化にむけて 
 DoseWatch は GE 製品だけではなく、異なるメーカー、CT やアンギオといった異なるモダリティの

装置よりネットワーク経由で線量データを受信可能である。受信したデータは検査、撮影部位、患者等、

さまざまな切り口で分析し、可視化することで施設の状況が把握できる。線量超過の原因の究明および

改善、改善後のモニタリングを通して院内での線量最適化を支援するトータルソリューションである。 
 

DoseWatch に搭載されている主な機能を紹介する。 
1）自動線量通知機能 
 統計データ（平均値や中央値など）を基に検査や累積線量に対して閾値を自在に設定することができ、

閾値に到達した場合には、適宜、アラートを発信することができる。 
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2）カスタマイズレポート 
 装置、検査、期間ごとなど、さまざまな切り口で線量最適化のための情報を提供し、レポート形式に

まとめることができる。これらのデータを用いて、様々な統計的解析が可能となる。 

 
3）患者線量管理 
 患者ごとの線量レポート（累積線量や撮影回数情報）を提供し、X 線機器トータルにおける被ばく管

理が可能となる。 

  

4）Size-Specific Dose Estimation（SSDE） 
 SSDE は American Association of Physicists in Medicine（AAPM）にて発案された計測法で、実際

の体型を画像データから加味して計算し、患者体型にあった吸収線量へと変換する方法である。CT 画

像データを DoseWatch に転送することで位置決め画像を基準に自動的に計算される。 

   
5）インシデントマッピング 
 アンギオ装置において、C アーム角度による線量の分布とオーバーラップを視覚的にわかりやすく表

示できる。 
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 まとめ 

DoseWatch を活用した CT 線量最適化活動として、診断参考レベル（DRL）と施設の線量との比較、

オペレータや時間帯の違いによる線量のばらつきの平準化等、いくつかの実例がある。さらに

DoseWatch で管理する線量のデータの中には、線量情報以外にも様々な情報を保有している。例えば

検査実施情報により検査の効率化が図れ、生産性の向上につなげることも可能である。 
線量最適化を実現するためには、ツールの導入だけでなく、運用体制、データの標準化、低線量医療

機器の導入も含めたトータルでの取り組みが必要になる。GE はモダリティメーカーとして、低線量医

療機器、線量管理システムの提供で、トータルで線量最適化へ貢献したいと考えている。 
 
 
 
1)医療放射線防護連絡協議会、日本小児放射線学会、日本医学物理学会・他：最新の国内実態調査結果に基づ

く診断参考レベルの設定 
1)Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations 
http://www.aapm.org/pubs/reports/rpt_204.pdf 
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線量管理システムの使用経験 
 

松江赤十字病院 
放射線科部 森脇 武志 

 
はじめに 
国際 放射線防護 委員会(ICRP)の勧告において, 被ばく低減の原則となる「合理的に達成できるだけ

低く」（ALARA：as low as reasonably Achievable）の提言や、ICRP60.ICRP103 などの勧告文書 医
療被ばくは線量限度によって制限するのではなく, 正当化と最適化によって適正に利用することが求め

られている。 過剰な放射線検査による被ばくを抑える、 合理的かつ最適化のツールとして診断参考レ

ベル diagnostic reference level(DRL)を国や地域の放射線検査ごとに設定することが推奨されている。

世界的には早くから各国各地域で診断参考レベルが定められており, DRL を利用した医療放射線被ばく

の最適化が行われ、国内でも 2015 年「最新の国内実態調査結果に基づく診断参考レベルの設定」(DRLs 
2015)は, 国内主要学会，行政，産業界，関連団体，医療機関など関連団体により策定された。また、医

療現場で行われた線量最適化の結果を受けて、DRL が定期的に適宜見直す予定である。DRL を用いた

医療放射線被ばくの最適化を行うにあたり, 被ばく線量データの取得や管理、データの分析, プロトコ

ルの見直しなどの線量管理業務は必須であるが, 日常の繁雑な診療業務の傍らに線量管理業務、DRL と

の比較管理など定期的に行うことは困難である。そこで X 線医療機器からの線量情報を自動収集管理す

るツールとして線量管理システムの必要性が考えられる。 
 
使用にあたっての経緯 

放射線医学総合研究所(放医研)は 2011 年に「医療被ばく研究プロジェクト」を開始。DRL の設定を

含め、医療被ばく防護の基礎データを蓄積する自動収集・解析システムの試験運用を 2015 年 1 月 30
日に始め、当初、同システムに DoseWatch が採用された。医療被ばくガイドライン「DRLs2015」が

公開され、今後各施設はこれを受けてさらなる被ばく線量の最適化が行われているが、DRL 改定等に

は、その最適化された線量分布データが引き続き必要となる。放医研では全国規模で膨大な CT 装置、

PACS に格納されている放射線診療における医療被ばくの実態調査の協力機関として山陰の基幹病院で

もある当院も縁があり提供させていただいた。その流れで当院でも線量管理システム導入検討にあたり、

線量情報収集ツールとして GE ヘルスケア「DoseWatch」を約一か月半試用運用、臨床使用は短いが線

量管理システムの有用性や課題について述べる。 
 
DoseWatch との接続概要 

DoseWatch は X 線 CT 撮影装置、血管撮影装置などのマルチモダリティ、メーカーの医療機器から 
線量情報を取得、分析、レポートするシステムです。本来なら当院の線量情報が得られるすべてのモダ

リティ機器との接続を考えておりましたが、今回の当院の接続概要は試用期間が限られている為 多く

の線量情報持ち合わせている CT 装置 GE ヘルスケア製 LightSpeed VCT VISION・Discovery CT750 
HD とマンモグラフィ装置 GE ヘルスケア製 Senographe DS LaVerite とアンギオ装置 GE ヘルスケア

製 Innova 4100IQ Pro の線量情報収集とした。線量情報を出力できる医療機器からのデータ出力先や出

力形式にあたっての設定を含むネットワーク系の設定が、各モダリティメーカーにコストとして発生す

http://www.rist.or.jp/atomica/dic/dic_detail.php?Dic_Key=1257
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図 2：プロトコル別 DLP 分

 

  

 

図 1：CT 撮影検査内訳

  

  

 

る為、システム導入時には承知しておきたい項目のひとつである。理想では医療機器より画像情報と共

に線量情報も PACS Server に格納し、ネットワーク負荷の少ない深夜帯に DoseWatch がデータを自動

収集とする流れがシンプルでコスト的にも抑えることが出来ると考えられる。放医研との協力施設とし

て線量管理ソフト設置時には、当施設の CT 装置には線量情報の出力には、装置の機能でもある内部に

線量情報を表示している、DICOM SC（セカンダリキャプチャ）画像を、PACS 保管していた。最近の

装置では、DICOM SC より DICOM 規格に沿った多くの線量情報持った RDSR（Radiation Dose 
Structure Report）出力を備えている機器が多くなっているが、その受け手である PACS Server の多

くが新しい規格の DICOM SR 対応していないことが多い。当院ではたまたま Server の更新時のタイミ

ングで DICOM 規格である SR の取り込みに対応することができ、今後線量管理システムの導入を見据

え、CT では RDSR のデータも DICOM SC と 合わせて PACS 保管を行うこととした。今回の基本接

続経路としては一時的なこともあり CT 装置 2 台、マンモグラフィ装置、アンギオ装置から直接ネット

ワーク経由にて DoseWatch に線量情報 RDSR・全ての撮影画像を送信する運用とした。DoseWatch に

は CT 検査において必要なデータは位置決め画像とアキシャル画像と線量情報 RDSR のみで良いが、1
患者の中の撮影シリーズ中には画像再構成した画像など多くの中から必要データを選択送信すること

は日常検査中に行うのは大変である。しかし、1 患者撮影データすべてを DoseWatch 送信すればシス

テムの中で必要データのみ格納される為、不要なデータは削除され、システム容量への圧迫はない。1
検査終了後、装置の自動転送基能利用可能であるが、検査終了後には PACS・thin slice server 転送に

ネットワーク負荷がかかるため各施設での運用時にはネットワークパフォーマンスの確認が必要であ

る。 
 
使用状況 
期間内に検査した CT 検査（約 2000 件/月）を主に DoseWatch にて色々な線量情報に関して表示機

能の一部を示した。他メーカーの線量管理システムにも備わっている線量分布などの機能はもちろん、

多くのデータの絞込み機能視覚的評価できるグラフ等表示行える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当院 CT 検査撮影部位別の内訳は主に腹部・頭部の撮影で 9 割を占めている。(図１） 

撮影頻度の高いプロトコル別 DLP 内訳では、プロトコル別の線量の把握ができ最適化への指標にな

る。この上位 10 項目のプロトコルで約 6 割をしめ、初期の CT 研修においてこの最繁プロトコルを、

理解し使い分けできれば立ち上がりが早くなるのでは、と言った違った視点も見えてくる。(図 2) 
当院のDRLs 2015との比較であるが概ね低い線量ですべての検査が行われていることが確認できた。

(図 3) 
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図 3:DRLs215 との比較 

 

 

図 5:アラート 1 
 

図 6: アラート 2 
 

 

図 4:品質レビュー 

 

 

図 7: 外れ値 

 

 

 
 

撮影ポジショニングによる患者のアイソセンターからの撮影者別や部位別にずれを視覚的に評価で

き、撮影者・プロトコル別などポジショニングの癖など把握し、具体的な指導に役立つのではないかと

思われる。スカウト画像上にスライス毎の管電流値を表示もされ auto mA が適正に制御されているか

品質管理として視覚的に表示される。(図 4） 
また位置決め画像により患者様の体型を考慮した新しい CT 被ばくの推定値 Size-Specific Dose 

Estimation（SSDE）にも自動対応しており必要な線量情報の表示可能である。当院での接続環境で装

置から必要画像送信後 SSDE 起動まで数分で自動計算可能で必要に応じては本スキャン前に推定値確

認行う運用は可能である。 
 

 プロトコル別に線量しきい値を DRLs 2015 や施

設の任意の値に設定することによってアラート通

知をリアルタイムに行うこともでき、その詳細を見

ることによって検査内容の確認ができる。(図 5) 同
日 2 回アラートが表示された事例で、頭部撮影にお

いて 2 回とも体動により追加撮影されたことが撮影

範囲のサムネル画像等で CT 装置を覗くことなしで知ることができた。(図 6) 対象期間全体での検査の

視覚的に外れ値を知ることができ、その詳細も確認できる。(図 7) 今回のケースはバックボードによる
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図 9:患者線量管理 2 
 

 

図 8:患者線量管理 1 
 

 

図 10: CT 装置ごとの線比較量 

図 11: 同一月検査の 2 回目以降の 

時間帯別検査数 

高線量であった。外れ値の要因はおもに再撮影・バックボードによる高線量・プロトコル間違い・体格

などが主な原因でした。 

 

 
個人患者線量管理においても（図 8・9）患者線量レポ

ート（すべての累積線量・照射回数・モダリティ別）を主

治医や患者に提供することができる。 
CT装置ごとのプロトコル別による線量比較の表示で定

期的な同プロトコル線量の把握ができる。(図 10) 
 
同一月内の同一患者を 2 回以上撮影した検査(テスト撮

影除く)379 検査/2490 検査の約 15%にもおよぶ。(図 11) 
平成 28 年度 診療報酬点数コンピュータ断層撮影診断

料は通則 2.区分番号 E200 に掲げるコンピュータ断層装

置（CT 撮影）及び区分番号 E202 に掲げる磁気共鳴コン

ピュータ断層撮影（MRI 撮影）を同一月に 2 回以上行っ

た場合は、当該月の 2 回目以降の断層撮影については、

所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の 100 分の

80に相当する点数により算出する。8：00～10：00 の間

に多くの 2 回目以降の検査が行われているが、検査理由

は病状の経過観察であったり、午前中 CT 検査での結果後、

処置などしたい理由で朝一番の検査を行っている事情もあ

る。この時間帯をうまくコントロールできれば、外来の多い時間に余裕ができ生産性向上につながるこ

とが読み取れる。 
 
当院の CT 担当は 5 人でローテションしておりその他 15 人の当直技師で検査を行っています。オペ

レータ別の検査数と DLP の関係を示した上位 2 つは撮影未入力者と QA での撮影が含まれていること

がわかり、撮影者入力の徹底をした。(図 12)オペレータによる DLP にばらつきがあり、検査数 100 件

以上のオペレータと 100 件未満のオペレータごとの平均 DLP とオペレータを比較すると、平均 DLP
で約 260mGy・cm の違いがある。Time Slot Analysis(図 13)では時間別でしきい値を超える検査の割

合は日勤時間帯に比べ、夜勤時間帯のしきい値を超える検査の割合が多く確認できた。これらの要因と

しては担当者以外のオペレータは当直時間帯のみであるため、救急患者の状態が悪い、体動による再撮
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図 13: Time Slot Analysis 
 

 

 

図 12: CT オペレータ別 DLP 

図 14: マンモグラフィ調査結果 

 

 

 

図 15: Data Export 

図 17: マンモグラフィ検出器感度 

 

 

 

図 16: マンモグラフィ検出器温度 

 

 

 

影や、体幹部の撮影時での腕が挙上できない、ポジショニング不具合、適切なプロトコルを選択してい

ない、撮影範囲を必要以上に追加、バックボードによる高線量などの多くの要因が浮かび、当直技師へ

の再教育時の見直しが判明した。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
NPO 法人日本乳がん検診精度管理中央機構では、マンモグラ

フィ検査実施施設に対して線量と画質の評価を行っている。

2001 年 6 月～2014 年 6 月に認定を受けたマンモグラフィ装置

システム 4,816 台の平均乳腺線量を調査し、その 95 パーセンタ

イル値 2.4mGy を DRLs2015 とした。 
当院の平均乳腺線量 2.15mGy で、 DRLs2015 の値以下ではあ

るが、この値は 75 パーセンタイル値付近の値で、この結果を受

けさらに線量最適化が検討された。(図 14） 
日本乳がん検診精度管理中央機構の施設画像評価項目として、

日常的な品質管理記録のコピー提出が必要と明確な規

定があるが、DoseWatch からの Data Export にて

Excel File を出力することにより、線量情報だけでな

く、品質管理に必要な情報を抽出可能 kVp、mAs、
Target、Filter、Thickness、AGD、Comp Force など

データ管理などもできる。(図 15）検出器温度変化 29℃
～30℃の間で推移しているが、(図 16)季節によって変化す
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る可能性があるため、空調の適切なコントロールに利用でき、検出器の感度変化でも今回のデータから

は異常は確認されなかった。（図 17）この様なスポットでのデータ分析だけでなく、経時的に観察する

ことで検出器の劣化や環境による変化を確認することで、各メーカーが力を入れてきているリモートで

はサポートできない細かい機器の故障前兆を察知し故障修理での停止時間短くすることで稼働率アッ

プに繋がると予測される。 
今回アンギオに関してはデータ不足の為割愛させていただきました。 
 

課題 
先に述べた DoseWatch を含めた他メーカーの線量管理システムにおいても多くの絞り込み検索によ

る表示ができるが、現在当院の課題でもある装置から出力されるプロトコル名の統一が難しく当院のプ

ロトコル名では検査名称単位の集計が十分にできないことがある。撮影時に細かい多くのプロトコル別

に撮影するのは現実的ではなく、DICOM 規格に沿っているため、RDSR で収集したとき、間違って撮

影されたプロトコルは線量管理システム側では修正できない、患者間違い・BMI などで収集したデータ

の修正方法などの確認も注意しておきたい項目である。Data Export 機能で Excel 出力し、修正処理す

れば統計解析として対応はできるが、できるだけシステム内だけで必要な絞り込みが細かく解析できる

ためには、プロトコル名の細かな設定も検討されなければならない。さらに他施設間の線量比較時に対

応するプロトコル名の標準化も望まれる。 
 
おわりに 
当院でも各モダリティ別で以前から日々線量管理を個々行っている部門もある、線量データを管理す

ることは、診療放射線技師としての役割ではあるが、手動で線量情報取得管理するには限界がある。日

常業務で、この様な線量管理システム無しでは現実線量管理をすることは容易ではなく、DoseWatch
は線量データの自動収集・リアルタイムで各モダリティの線量一元管理・多項目でのフィルター検索・

Data Export・統計解析・グラフ表示等でき、機器品質管理・生産性の向上に活用の可能性があること

も確認できた。 
そう遠くない時期にどの施設でも線量管理責任として線量管理システムを導入される時期が必ず来

ると思われる。導入検討されている施設には今現在装置から出力できるであろう施設の財産、延いては

国民の財産でもある線量情報 RDSR 等の PACS Serverへの蓄積で、来る時期に備えて準備しておくこ

とは大切ではないかと思われる。 
線量管理システム導入を検討されている施設になにか少しでも参考になることがあれば幸いです。 

 
参考文献 
Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations 
www.aapm.org/pubs/reports/RPT_204.pdf 
最新の国内実態調査結果に基づく診断参考レベルの設定

http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.pdf 
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 
Supplement 23: Structured Reporting Storage SOP Classes 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RA0mxlC5FYZz4Aw0iDTwx.;_ylu=X3oDMTBtaGJoYTRkBHNlYwNxc3Mtc3BlbGwEc2xrA3N1Z2c-/SIG=14j9fmgtt/EXP=1486001445/**https%3A/search.yahoo.co.jp/search%3Fp=PACS%2520Server%26sp=1%26search.x=1%26tid=top_ga1_sa%26ei=UTF-8%26ts=1271%26fr=top_ga1_sa
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さいたま赤十字病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾形智幸 

所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心 1-5 
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当院は昭和９年７月に日本赤十字社埼玉支部療院として開院し、昭和１８年１月に与野赤十字病院、

昭和２２年３月に大宮赤十字病院に改称、平成１５年４月にさいたま市の政令指定都市への移行を契機

に大宮赤十字病院からさいたま赤十字病院に名称変更し、６０５床、平成２３年に埼玉県から県立小児

医療センターとの併設という条件で建設計画が発表され、平成２９年１月１日に、さいたま新都心西口

付近へ移転した。 

病床数：632 床 

 

診療科目：30 科 

内科、消化器内科、呼吸器内科、血液内科、糖尿病分泌内科、リウマチ科、腎臓内科、心療科、

神経内科、循環器科、小児科、外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血

管外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、

放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、緩和ケア診療科、口腔外科、病理診断科 

 

 

職員数： 1314 名 

医師数：179 名 

看護師数：777 名 

診療放射線技師数：37 名（内 男性 26 名・女性 11 名） 

認定技師取得者数：  名 

認定内容： ・放射線治療専門技師 2 名 

      ・医学物理士     名 

      ・ 

      ・ 

      ・ 

当直・夜勤体制について 

2 人当直体制 22:00 までは当直補助業務者（時間外対応）を含めて 3 名で業務、休日は日当直者

に加え午前 8:30～病棟業務終了（正午を目安）に 3 名体制で業務を行っている。 

 

 

 

＊機器台数は移転後の台数・検査人数は 2016 年実績 

一般撮影 

 担当技師：6 人（検像者含む）   機器台数：7 室８台（一般撮影装置 6 台 歯科パノラマ・ 

 

 

デンタル・CBCT 1 台） 

病院概要 

導入機器 
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 導入メーカ・機器名 

  一般撮影 島津 RAD speed pro 5 台  東芝 KXO８０ 1 台 

  MORITA Veraviewpocs 

 1 日平均撮影件数（人）259 人 

 

マンモグラフィ 

 担当技師：1 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名 

 シーメンス MAMMOMAT Inspiration 2 台 

 シーメンス MAMMOTEST 1 台 

 1 日平均撮影件数（人）11 人 

 

ポータブル 

 担当技師：2 人   機器台数：4 台 

 導入メーカ・機器名 

  富士フイルム ＣＡＬＮＥＯ Ｇｏ 2 台 

  島津    Mobile Art Evolution 2 台 

 1 日平均撮影件数（人） 

  病棟 41 人  手術室 11 人 

 

CT 

 担当技師：5 人   機器台数：3 台（内 ６４列以下：００台 ６４列以上：3 台） 

 導入メーカ・機器名 

  東芝 Aquilion／６４ ＴＳＡ－１０１Ａ／ＨＡ 

  フィリップス Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ ｉＣＴ 

  シーメンス SOMATOM Definition Edge 

 1 日平均撮影件数（人） 105 人 

 ワークステーション 20 台 

 

MRI 

 担当技師：4 人   機器台数：3 台（内 1.5T：2 台/3T：1 台） 

 導入メーカ・機器名 

  GE Discovery MR 750W 

  GE Optima MR 450W 

  GE SIGNA Explorer 

 1 日平均撮影件数（人）33 人 

 

SPECT 

 担当技師：3 人   機器台数：2 台 
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 導入メーカ・機器名 

  東芝 Ｅ－ＣＡＭ 

  東芝 GCA-9300R 

 1 日平均撮影件数（人）9 人 

 

PET 

 担当技師：0 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 

  SIEMENS Biograph Horizon 

 1 日平均撮影件数（人） 2017 年 4 月 稼動予定 

 

血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

 担当技師：3 人   機器台数：5 台 

 導入メーカ・機器名 

 1 日平均撮影件数（人） 

 

透視装置 

 担当技師：2 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名 

  日立 CUREVISTA 

  東芝 ultimax ｰ i 

 1 日平均撮影件数（人） 

 

放射線治療 

 担当技師：7 人   機器台数：治療装置２台 治療計画用 CT1 台 

 導入メーカ・機器名 

  リニアック  SIEMENS  ONCOR Impression Plus 

  サイバーナイフ  日本アキュレイ CyberKnife M6 

  治療計画 CT  東芝 Aquilion ONE NATURE Edition 

 1 日平均撮影件数（人） 

  平成 29 年 1 月 4 日から稼動開始 

  リニアック 

  サイバーナイフ 

 

骨密度 

 担当技師：一般撮影が担当   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 

  HOLOGIC Explorer 

 1 日平均撮影件数（人）4 人 
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超音波 

 4 月より乳腺超音波担当予定 

 

 

 

 

放射線科各部門での患者急変時対応訓練 

平成 27 年から救急部・看護部と協力し、放射線各部門での患者急変時対応訓練を実施している。 

座学に始まり BLS 訓練と基礎を学び、一般撮影・CT・MRI・血管撮影・核医学検査室・放射線治療

の格部署毎に行った。救急部・看護部が参加することにより、放射線科領域での特殊性や機器の特徴を

考慮した訓練を実施することができた。 

   

 座学 

   

 BLS（基礎訓練） 

 

 

貴院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 



施設紹介 
 

- 107 - 
 

 

   

一般撮影                                        放射線科受付 

   

MRI 
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 CT                      核医学検査  

   

 放射線治療                   血管撮影室 

 

この訓練を行ったことで、各部署での患者急変時に不備となるものや検査室の特性がわかり、それらに

迅速に対応するための部署毎のパネルを作成した。 

    

     血管撮影室           CT             MRI 
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    核医学検査          放射線治療         放射線受付 

 

 

インシデントへの取り組み 

平成○○年よりインシデント班を編成し、提出されたインシデントレポートに対する改善を行っている。

レポート提出基準を明確にすることで、インシデントへの理解が深まり提出率の向上につながった。 

 

平成 25 年度  45 件 

平成 26 年度  57 件 

平成 27 年度 307 件 

平成 28 年度 166 件（12 月現在） 

 

インシデント班では提出レポートを解析し可能な対策を立案し、実行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 年 1 月から電子カルテ導入。このため多くの職員が年末年始を返上して作業にあたり稼動す

ることが出来た。そして今年は病院移転作業のためほとんどの職員が年末年始返上で作業し無事に新病

院の開院を迎えることが出来た。 

人員としては開院に向けて技師数を 28 名から 38 名に増員させ、新しく導入するサイバーナイフ、

PETCT、３TMRI 等放射線科の規模を拡大、高度救命救急センター、地域がん診療連携拠点病院、の

災害拠点病院としての準備を行ってきた。 

 

ここ最近 5 年間の放射線科の移り変わり 
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平成 28 年 4 月 1 日より運用開始。 

この車輌は埼玉県特別機動援助隊（埼玉 SMART）の活動、ドクターカーとしても併用するため、

サイレン・赤色灯を装備しており、医療材料、医療器材、医薬品など、救命処置に必要な備品を

車内に搭載します。当院では、さいたま市消防局、上尾市消防本部、伊奈町消防本部、埼玉県

央広域消防本部より、救命処置の必要な救急患者が発生し、ドクターカー出動要請があった場

合に、救命救急センターの医師、看護師が同乗のうえ、救急現場や走行中の救急車に合流する

ことにより、迅速な医療行為が可能となった。そして、救急外来での放射線科業務も大幅に増加

した。 

 

 

 

 

毎朝行う朝礼での集合写真 

 

スタッフ紹介＆宴会の様子等 
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24 時間 

マウンテンバイクの 24 時間耐久レースを 24 年間続けている。放射線科・検査部・臨床工学科・その

友人等、病院内外からの参加者でチームを作り毎年楽しんでいる。24 時間のレースをするために 3 日

間の野営をする必要があり、レース以外にも過酷な面もあるが、それも楽しみの一つであり、リピータ

ーと二度とこない派の二つにはききり分かれるのも特徴である。お声賭けいただければ参加大歓迎です。 

   

 

 

 

 

 

地元紹介 

さいたま 

赤十字病院 

さいたま新都心駅 
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建設中の写真ですが、病院の位置関係がわかると思います。 

 

  

さいたまスーパーアリーナ・さいたま新都心では多くのイベントが開催されます。 

コンサートやツールド・フランスさいたまクリテリウム数万人～20 万人もの人が集まります。今まで

にこんな経験をしたことがないので、人の群れが押し寄せてくる光景は圧巻です。開院後の開催はまだ

ですが、ツールド・フランスさいたまクリテリウムの観戦ベストスポットは４階手術室スタッフ休憩室

だと思います。 

また、病院の前にある、ケヤキ広場ではビール祭りやその他の楽しいイベントも開催されています。 

 

J リーグが２チーム 

  

さらに、さいたま市は日本屈指の「サッカーのまち」といわれています。さいたま市をホームタウンと

する J リーグチームとして、浦和レッズ、大宮アルディージャが活躍しています。その他にも、埼玉ス

タジアム 2002 では日本代表戦、過去には W 杯も行われており、サッカーが熱いまち、そんな一面も

持ち合わせています。 

 

こんな「さいたま赤十字病院」です。今後はスムーズな検査の実施や当直の勤務体制への移行等課題は

山積みですが、スタッフ一丸となってがんばってければいいと思います。 
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神戸赤十字病院 
 

 

 

原稿執筆者名；放射線技師長 古東正宜 

所在地：兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目 3-1 

     TEL078-231-6006（代表） FAX078-241-7053 

 

 

 

 

病床数：310 床 

診療科目：24 診療科 

     内科 心療内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 神経内科 糖尿病・代謝内科  

外科 心臓血管外科 整形外科 脳神経外科 呼吸器外科 消化器外科 婦人科 小児科 

皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 眼科 放射線科 麻酔科 リハビリテーション科 

病理診断科 形成外科 

病院概要 
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職員数： 739 名（内 137 名は兵庫県災害医療センターへ派遣） 

医師数： 106 名（内 20 名は兵庫県災害医療センターへ派遣） 

看護師数：426 名（内 90 名は兵庫県災害医療センターへ派遣） 

診療放射線技師数：21 名（内 3 名は兵庫県災害医療センターへ派遣） 

（男性技師 17 名・女性技師 4 名） 

認定技師等取得件数：42 件 

認定内容： ・第 1 種放射線取扱主任者     4 名（別途；未講習者 3 名） 

      ・検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 2 名 

      ・X 線 CT 認定技師           8 名 

      ・肺がん CT 検診認定技師     1 名 

      ・血管撮影・IVR 専門技師     1 名 

      ・核医学専門技師             2 名 

      ・救急撮影認定技師           6 名 

      ・医用画像情報専門技師       1 名 

      ・医療情報技師               2 名 

      ・医用画像情報管理士         2 名 

      ・MRI 認定技師 4 級          1 名 

      ・CT 認定技師 3 級           1 名 

・放射線管理士               1 名 

・Ai 認定技師                1 名 

・赤十字救急法指導員         2 名 

・赤十字水上安全指導員       2 名 

・DMAT 隊員                6 名 

 

当直・夜勤体制について 

  ・2 名体制 

 

 

 

 

 

〔種類・（台数）・メーカ 機器名・（導入年度）〕 

一般撮影 （2 台） 

  ・東芝メディカル  KXO-50（H15.8）  

・FPD コニカミノルタ AeroDR ・AeroDR Premium（H28.2） 

マンモグラフィ （1 台） 

  ・富士フィルムメディカル  AMULET-ｆ（H27.2） 

 

導入機器 
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ポータブル （2 台） 

  ・日立メディコ  シリウス１３０ＨＰ（H15.8）  

・FPD コニカミノルタ AeroDR Premium（H28.2） 

 

CT （2 台） 

  ・東芝メディカル Aqui l ion 16（ 16 列 ）（H21.3）  

  ・東芝メディカル Aqui l ion Prime(80 列 )  （H24.9）  

  ・ワークステーション アミン Ziostation 2 

 

 

MRI （2 台） 

  ・ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ Intera Achiva 1.5T（H15.8/H24 ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ）  

  ・GE ヘルスケア    SIGNA Explorer 1.5T（H28.8）  

   ・ワークステーション  アミン Ziostation 2 

SPECT（1 台） 

  ・GE ヘルスケア Discovery NM630（H28.3）  

・ワークステーション  アミン Ziostation 2 

 

 

 

マンモグラフィ

 
一般撮影装置 

16 列 CT 装置 80 列 CT 装置 

SPECT 装置 1.5 MRI 装置 
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血管造影（2 台） 

・ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ Al lura Xper FD10/10 Clari ty（ 心 カ テ 用）（H25.3）  

・東芝メディカル Inf inix Ce leve-i   INFX-8000C（ 頭 腹部 血 管 撮影 用 ）（H25.8）  

・ワークステーション  アミン Ziostation 2 

 

 

X 線 TV （2 台） 

  ・日立メディコ CUREVISTA（H22.3）  

  ・東芝メディカル UDT-500A（泌尿器用）（H15.8.）  

骨密度 （1 台） 

  ・HOLOGIC DELPHIQDR－ SL(H15.8 .) 

 

 

 

PACS／RIS／Report 

  ・富士フィルムメディカル SYNAPSE（H27.9） 

  ・富士フィルムメディカル F-RIS／F-Report（H21.3）  

    ・東芝メディカル CARDIO AGENT （動画サーバー）（H22.9） 

 

紹介画像取り込み・出力機器 

・アレイ AOC （H21.5.） 

  ・PSP 外部メディア管理システム（1 次サーバ）（H28.3.）  

心カテ装置 頭 腹 部 血 管 撮 影 装 置  

X 線 TV装置 骨密度装置 
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神戸赤十字病院は、旧神戸赤十字病院と旧須磨赤十字病院が合併し、平成 15 年に開院しました。

開院当初に設置された大型放射線機器は10年以上が経過するためにこの5年間で大きく変化しました。

X 線 CT 装置は多列化（80 列・16 列）となり、血管撮影装置・心カテ装置および X 線 TV 装置は

FPD 搭載装置となりました。乳房撮影装置は、平成 27 年に FPD 搭載装置に更新しました。また、一

般撮影装置は、平成 28 年 2 月に CR から FPDシステムに全面更新しました。通常の一般撮影に加え、

全脊柱や下肢などの長尺撮影や病室撮影も全て FPD で対応しています。MRI 装置は、1 台運用のため

に患者待ち日数が長く、早出・遅出の時差出勤で対応していましたが、平成 28 年 9 月に 2 台目の MRI

装置を追加導入し患者待ち日数の短縮に繋げています 。放射線治療装置（リニアック）は、諸事情によ

り 平成 28 年 3 月末で廃止とし、放射線治療患者については、地域の医療機関と連携を取りつつ、放

射線治療後患者の経過観察や放射線治療適応に関するコンサルテーションは、今まで通り放射線治療外

来で行っています。 

私たち診療放射線技師にとって、開院からこの約 13 年は、あっという間に過ぎ去った感があります。

開院当初は旧神戸・須磨病院スタッフ、他施設からの異動、そして新規採用者などの寄せ集め集団 20

名でのスタートでした。スタッフの多くは、MRI・核医学・放射線治療・救急等は未経験で、開院後に

救急当直が始まると各自が不安なため、毎日ボランティア当直でいっぱいとなり、誰が本当の当直か分

からないほどでした。当院の大きな特徴の一つであるフィルムレス環境によるモニタ診断は、今でこそ

多くの施設で行われていますが、当時兵庫県では初の試みであり、全国でも数少ない運用でありました。

これには、設計の段階で方針が決まっていた事と、放射線診断医がスムーズで的確な画像診断を提供し

各診療科がレポートを元に診療を行う運用を徹底したためと考えております。スタッフは、患者さんに

優しく接するとともに個々に最新の知識及び技術を身に付けるべく各専門技師取得や学会発表に精進

しております。 

 

 

 

 

 

当院は、同じ敷地内に隣接する兵庫県災害医療センターと一体運用していますが、災害医療センター

は 3 次救急を受け入れる高度救命救急センターで、当院は 2 次救急の受け入れ施設です。開院当初は

両施設間の異動は滞っていましたが、約 5 年前より定期異動をするとともに院内部署での定期ローテー

ションを活発に行うようにしました。それにより MRI 検査に加え心臓カテーテル検査・脳血管内手術な

どの特殊業務については当直技師の約 9 割以上が対応可能となり、オンコールはほぼ無くなりました

（多忙時のオンコールは有り）。平日勤務では、業務前に出勤者全員で朝礼を行い業務連絡・機器修理

状況報告・インシデント報告などを行い、週に 1 回程度は各部署内ミーティングを行い、情報共有をし

ています。 

組織図としては、技師長１名・課長２名・係長４名で構成されており命令系統の統率化が図られピラ

放射線科の移り変わり 

当院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 
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ミッド体制が確立しています。また、課長以下のスタッフには長期目標と短期目標を掲げさせ、技師長

との年 2 回の個人面談を実施しコミュニケーションをとっています。 

スタッフは、スキルアップのために多くの研究会・勉強会に参加し、月 1 回は部内のグループ毎の勉

強会・症例検討会を行っています。この 3 年間の学術業績は、学会発表として放射線技術学会総会・日

本放射線技師学術大会・日赤医学会総会・日本集団災害医学会・日本臨床救急医学会などに 45 演題（年

平均 15 演題）、講演は 31 件（年平均 10 件）、論文・執筆は 4 件でした。また、専門技師・認定技師

取得に向けて推奨しており合計 42 件もの認定技師等取得件数を有しています。 

 

 

 

 

         

   

 

 

 

  

スタッフ紹介 

神戸赤十字病院 スタッフ-1 

神戸赤十字病院 スタッフ-2 兵庫県災害医療センタースタッフ 

放射線技師の構成 

放射線技師長 1 名 

放射線課長 2 名（内；災害 1 名） 

放射線係長 4 名 

放射線技師 14 名（内；災害 2 名） 

合計 21 名（内；災害 3 名） 
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神戸市は、人口約 150 万人の兵庫県南東部にある日本を

代表する港町です。六甲山系と海に挟まれた狭く細長い場

所に市街地(三宮・元町など)や代表的な住宅地がよこたわり、

六甲山の北側には日本三古湯の一つとして有名な有馬温泉

があります。 

 摩耶山の掬星台から望む夜景は、日本の三大夜景として

有名でここからは神戸だけでなく大阪とその間にある芦屋、

西宮などの阪神間の夜景も眺める事ができ、三大夜景の中

でも最も広く、また遠くまでの夜景を楽しむ事ができます。

夜景は掬星台だけではなく、その他の多くの展望台から眺め

る事ができます。 

神戸の食材といえば神戸牛が有名です。神戸牛は兵庫県で

生産された「但馬牛（たじまうし）」という黒毛和牛の中で

も、一定の基準を満たしたもののみを指します。その品質の

高さから日本三大和牛の 1 つとされています。また、「南京

町」と呼ばれる 100 の店舗が連なる中華街があります。こ

こは日本 3 大チャイナタウンの一つとされています。神戸

市東部は、西郷（にしごう）、御影郷（みかげごう）、魚崎郷

（うおざきごう）、西宮郷（にしのみやごう）、今津郷（いま

づごう）の 5 つの郷「灘五郷（なだごごう）」からなる、兵

庫県内の日本酒の生産地です。この地域で酒造りが始まった

のは、室町時代（1336〜1573 年）までさかのぼります。

灘五郷では、今も昔ながらの風情が残る酒蔵通りがあり、お

酒の香りがほのかに漂っています。蔵元それぞれの個性が伝

わる銘酒を試飲したり、酒造りの工程を通じて伝統の技にふ

れたりもできます。 

また、神戸といえば、全国でも人気店が多いスイーツの街で

す。ただ美味しいだけでなく、見た目もおしゃれなスイーツが

多数あります。最後に神戸市は、多くの観光スポットや美味し

い食べ物が多く存在する魅力あふれる都市です。有名な観光ス

ポットの多くは、三宮・元町エリアとベイアリアなど都心部に

集中しているため、時間を有効に使えばたくさんの観光スポッ

トを見て、美味しい食事も楽しむことができます。都心部以外

にも、六甲山や有馬温泉などの有名観光地があるので、何日か

滞在して、じっくりと堪能してみるのも良いかもしれません。 

地元紹介 
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唐津赤十字病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原稿執筆者名：放射線技術課長 平田 一英 

所在地：〒847-8588 佐賀県唐津市和多田 2430 

電話：0955-72-5111（代） 

ファックス：0955-73-9530 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

tel:0955-72-5111
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病床数：304 床（一般 300 床、感染症 4 床） 

 

診療科目：29 科 

内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、糖尿病内科、腎臓内科、腫瘍内科、

小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、精神科、救急科、病理診断科、

形成外科 

 

 

職員数：574 名 

医師数：75 名 

看護師数：314 名 

診療放射線技師数：14 名（内 男性 11 名・女性 3 名） 

認定技師取得者 

認定内容： ・放射線治療専門技師１名 

      ・放射線治療品質管理士 1 名 

      ・放射線管理士 2 名 

      ・検診マンモグラフィー撮影技術認定 3 名 

      ・放射線取扱主任者 1 種試験合格者 4 名 

 

当直・夜勤体制について 

当直 1 名、心カテ、アンギオ担当呼び出し 1 名の体制で時間外は対応しています。 

 

 

 

 

一般撮影 

 担当技師：5 人   機器台数：3 台 

 導入メーカ・機器名：東芝 KXO－８０S（３台） 

 1 日平均撮影件数（人）１００人 

 

マンモグラフィ 

 担当技師：3 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名：東芝 MGU-100D（CR） 

 1 日平均撮影件数（人） ７人 

 

病院概要 

導入機器 
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ポータブル 

 担当技師：3 人   機器台数：3 台 

 導入メーカ・機器名：日立 Sirius １３０HP 及び１２５MP 

 1 日平均撮影件数（人）２０人程度 

 

 

CT 

 担当技師：3 人   機器台数：４台 

 導入メーカ・機器名：東芝メディカル Aquilion 320 

                                 Aquilion  64 

                                 Asterion   4  （放射線治療計画用） 

                      Siemens   SOMATOM Emotion 6   (IVR 用) 

 

 1 日平均撮影件数（人）４５人 

 ワークステーション：Fuji  VINCENT 

 

MRI 

 担当技師：2 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名  Philips  Gyroscan Intera1.5T 

                               Ingenia 3.0T 

 

 1 日平均撮影件数（人）２５人 

 

SPECT 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名:東芝 e-ｃam 

 1 日平均撮影件数（人）３人 

 

 

血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

 担当技師：5 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名 東芝メディカル Infinix Celeve-I (循環器用) 

           シーメンス   Artis-zee BATwin （頭・腹部用） 

 1 日平均撮影件数（人） ２人 

 

透視装置 

 担当技師：5 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名：東芝 Winscope（I I Type と FPD Type） 
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 1 日平均撮影件数（人）７人 

 

放射線治療 

 担当技師：2 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 東芝 PRIMUS ２－６７４５ 

 1 日平均撮影件数（人）２０人 

 

 

 

 

骨密度 

 担当技師：5 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 東洋メディック Horizon  Wi 

 1 日平均撮影件数（人）２人 

 

 

 

 

 

原子力災害拠点病院として平成２８年度中に申請を行う予定です。新築した病院には『佐賀県緊急時

医療施設』（緊急被ばく医療、除染、内部被ばく測定等を行う施設）を併設しています。診療放射線技

師も、緊急被ばく医療に対応できるように研修会、訓練などに参加し知識を蓄える努力をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 

ホールボディーカウンターと甲状腺カウンター 

平成２８年度原子力防災訓練 
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また、病院の取り組みとしてバランスドスコアカード（BSC）を導入し、医療の質の向上、地域連携

の強化、経営の健全化の更なる向上を目指し日々努力をしています。 

 

 

 

 

 

平成 28 年 8 月に新病に新築移転しました。移転に伴い以下の装置を新規導入し、MRI,CT 

はそれぞれ２台体制となりました。 

・東芝社製 320 列 CT Aquilion ONE GENESIS, 

・PHILIPS 社製 3T MRI Ingenia 3.0T 

・骨密度測定装置（初めての導入） 

・ESWL（更新） 

・3ＤＷＳの更新 （フジ SYNAPSE VINCENT） 

また、HIS,RIS の更新も行っています。 

 

平成２９年度は、スタッフ増員とマンモグラフィ―装置の更新も計画中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ紹介 

ここ最近 5 年間の放射線科の移り変わり 

全課員 17 名 
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当課は放射線技師 14 名（平成 29 年度に 1 名増員予定）に加えて、放射線治療認定看護師 1 名、

受付事務員 2 名が常勤しています。 

放射線技師は、毎日 1 名当直（休日は日当直）とオンコール技師が 1 名（主に心カテなどの血管造

影に従事）の業務体制をとっています。 

放射線科（診療部）としての放射線科医は常勤 3 名ですが、放射線治療医が、月、水、金の午後から

九州大学病院から派遣されています。 

看護師は常勤 1 名では、業務が回らないので、心カテなどの血管造影時には、24 時間体制で救急病棟

看護師が担当しています。日々の CT の業務も救急病棟からの看護師が毎日 2 名ずつ数名のローテーシ

ョンで業務に当たっています。 

 

 

 

当院は福岡県と長崎県の間の佐賀県北部の玄界灘に

面した地域です。福岡市へも通勤圏内で海、山に囲ま

れた風光明媚な土地柄です。 

日本３大松原の虹ノ松原が来訪者を出迎えます。松

原の背部にそびえ立つ（？）鏡山頂上からの眺めは海、

山、川、松原のコントラストが素晴らしい眺めです。 

秋には２０１６年にユネスコ無形文化遺産に登録さ

れた“唐津くんち”が３日間にわたり行われ５０万人以

上の人出で賑わいます。この祭りは、唐津神社の神祭

として行われ１４台の山車がエンヤー、エンヤーの掛

け声ととも街中を颯爽と走り抜ける様子は圧巻です！ 

唐津くんちと同時に佐賀市では、１０日間にわたり

バルーンフェスタも開催されています。広大な佐賀平

野を舞台に世界中からバルーンが集結し空高く放たれ

ます。期間中は８０万人の人出で賑わい、バルーン競

技以外のイベントも目白押しです。 
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http://koyoinoneta.com/wp-content/uploads/2015/08/image820.jpg
https://picasaweb.google.com/102310929471603237556/OAgyGC#5661451333214535810
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【論文紹介】 

今回は、日本脳神経血管内治療学会（JNET）に掲載されました、福井赤十字病院 上坂大輔氏（日

本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師）の論文を紹介させて頂きます。 

 

・「Head Fixation Using a Vac-Loc cushion during Neuroendovascular Therapy」 

（Vac-Loc クッションを用いた脳神経血管内治療時における頭部固定の検討） 

 

 

＊日本脳神経血管内治療学会（JNET）の規定により、論文を原文のまま掲載しています。 

＊JNETホームページ内 バックナンバー 2016年 vol10、10-3に掲載されています。 

＊和文原稿につきましては、JNETホームページ内に掲載されています。 
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 今回の電子会誌は、私にとって昨年に引き続き 2 回目の作成となりました。会誌作成の段取りも分か

り、理事会の雰囲気にも慣れて、昨年よりも間違いなく、簡単（スムーズ）!?にいくはずだったのに・・・。 
特集テーマの選定、特集テーマに沿った原稿内容の選定、施設紹介の施設選定等々、全てを自分でマ

ネジメントしてみて、改めて会誌作成の難しさを痛感しました。そんな思いで過去の会誌を振り返って

みると、歴代の会誌作成に携わった皆さんのご苦労が見て取れました・・・。 
自分の力の無さを痛感しながらの作成となりましたが、何とか無事に平成 28 年度電子会誌第 8 号を

発刊することが出来ました。 
この紙面をお借りして、電子会誌第8号の発刊にあたり、会誌原稿を寄稿して頂きました会員の皆様、

各メーカー担当者の方々、ご協力いただいた理事会の皆様に心より感謝申し上げます。 
さて、今回の電子会誌は「線量管理」をテーマに、線量管理の総括を武蔵野赤十字病院 荒井理事に

執筆していただきました。また、各メーカーから線量管理ツールの紹介、線量管理ツールを使用してい

る松江赤十字病院 森脇様から使用経験について執筆していただきました。 
また、今回は会員による論文（福井赤十字病院 上村様）を掲載しています。施設紹介では、さいた

ま赤十字病院、神戸赤十字病院、唐津赤十字病院の 3 施設にご協力していただきました。皆様の参考に

していただければ幸いです。 
現在、ホームページ上での交流が活発に行われてきています。会誌作成におきましても、出来るだけ

多くの会員の皆様のご意見をいただければと思います。引き続きご支援、ご協力を賜りますよう宜しく

お願い申し上げます。 
平成 29 年 5 月 日本赤十字社診療放射線技師会 広報部 

成田赤十字病院 大竹 覚 
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