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【巻頭言】 

「備える」 

 

 

 

 

日本赤十字社診療放射線技師会 

会長  安彦 茂 

 

 

「備える」という言葉から思いつくのは、災害です。２０１８年２月、日本政府の地震

調査委員会は南海トラフの巨大地震が今後３０年以内に起きる確率について、これまでよ

り高い「７０％から８０％」に見直し新たに公表されました。あくまでも過去の発生周期

や観測データを基にした予測にすぎませんが、その影響が甚大であるため、被害軽減のた

めに最大限の努力を常にすべきだとの考えが非常に大切になります。また南海トラフに限

らず、日本は地震などの災害が多く発生しており、どこでも災害が起こりうることを認識

する必要があります。日赤技師会としても、大きな災害が発生した際に日赤グループのス

ケールメリットを生かした万が一に備えた対応を構築していきたいと考えています。それ

には、会員の皆様のご協がなくてはなりません。本社との協議は必要ですが、我々会員が

一丸となって協力体制を構築することが最も重要なことです。皆様のご協力を賜りますよ

う重ねてお願いする次第です。また「備える」ということは医療においても大切なことで、

いつも予期せぬ事象が起きることが常であり、その対応をあらかじめ考えておくことで適

切な対処が可能になります。患者確認を例にしてみると、取り違え・患者属性の入力間違

えなどが病院の診療受付の段階で起きる可能性があることを考えると、生年月日と氏名で

の確認は必然であることが理解できると思います（完全ではありませんが）。 

さて、２０１８年は、春に診療報酬と介護の同時改定がある年ですが、第７次の医療計

画がスタートする大事な節目でもあります。２０２５年に団塊の世代が後期高齢者になり

超高齢化社会がやってくることになりますが、医療と介護をどう体制構築して医療・介護

難民を作らないようにするかが大きな課題となります。また、そのあとにやってくる超少

子高齢化社会を見据えて医療と介護の制度をどうやって維持していくかが実は大きな問題

であることを皆様も認識していただき、「備える」意識を持っていただければ幸いです。護

送船団のように、病院がつぶれることは過去あまりありませんでしたが、今後は体制維持

のため病院の機能に応じた統廃合が多く行われるようになると考えています。その際生き

残るためには地域に必要な医療、地域に根差した医療、地域に愛される病院、この３つが

最低限必要になります。診療放射線技師としてだけでなく、日本赤十字社の一職員として

考え行動することが求められます。 



今後、診療放射線技師にはどんなことが求められるでしょうか。診療報酬に関わる事項

については、厚生労働省で開催されている委員会の議事録等を見るとある程度予測がつき

ます。世界的に見て医療被曝の多い日本は、放射線検査の正当化、検査方法の最適化、一

定の診断基準レベルの構築が求められるでしょう。我々は、それに対して「備える」必要

があります。特に被ばくの多いＣＴ検査や小児の撮影については、早急に対策を考えなけ

ればなりません。今回の会誌では、小児の撮影の特集が組まれていますので、参考になれ

ば幸いです。 

「備える」という言葉を辞書で調べると、「将来おこると予想されることにうまく対処で

きるよう、前もって準備する」と書かれています。生き残るために、備えましょう。 



 

 

平成 29年 

日本赤十字社 

診療放射線技師学術総会  

プログラム 
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平成 29 年日本赤十字社診療放射線技師 学術総会 プログラム 

 

6月 23日（金） 

9時 30分～10時 00分 受付 

10時 00分～10時 10分  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 （深谷） 

10時 10分～10時 50分 会員研究発表①            座長 星野 洋満（前橋） 

                                 丸山 大樹（医療センター） 

1. 線条体ファントムを用いた撮像条件の検討   

名古屋第一赤十字病院  可児 貴裕 

2. 当院における FDG-PET検査時の薬剤投与方法の精度について  

 松江赤十字病院  加茂 紗保子 

3. 2channel 同時計測による ion chamber の利用可能印可電圧の測定  

 北見赤十字病院  干川 隆幸 

4. 婦人科がん密封小線源治療における独立検証システムの開発  

日本赤十字社 和歌山医療センター  小野 智博 

10時 50分～11時 00分 休 憩 

11時 00分～12時 30分 教育講演  共催 ニプロ株式会社      座長 磯田 康範 （松江） 

「最強医療コミュニケーション なんでやねん力」 

            放送作家 Ｗマコト（中山真・中原誠）先生 

12時 30分～12時 45分 ランチョン準備 

12時 45分～13時 45分 ランチョンセミナ                座長 浅妻 厚 (神戸) 

「医療機器管理のシステム化と、医療安全および集計業務支援の取り組みについて」 

株式会社メディカルクリエイト 藤辺 健一 先生 

13時 45分～14時 15分  休 憩 

14時 15分～15時 15分  会員研究発表②                      座長  笹田 勇造(成田) 

                                                                           吉澤 雄介(大阪) 

5. 単色 X線等価画像を利用したワークステーション（WS）業務の作業効率の検討  

深谷赤十字病院 長沼 紗由美 

6. ボーラストラック法における CT値設定の検討 

松山赤十字病院 清水 界 



7. 低線量肺がんＣＴ健診の質の向上を目指して ～１０年間の推移と考察～ 

日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 松尾 俊哉 

8. 急性期脳梗塞における CT Perfusion 処理の時間短縮について 

伊勢赤十字病院 幕谷 幸弘 

9. 脳 CT Perfusion検査における 4DCTA画像再構成の時間短縮 

伊勢赤十字病院 河口 洋平 

10. ADCTを使用した使用列数の違いにおける散乱線量に与える影響の基礎的検討 

徳島赤十字病院 笠井 洋平 

15時 15分～15時 30分 休 憩 

15時 30分～17時 00分 総会、選挙管理委員会報告 

17時 00分～18時 00分 イブニングセミナ              座長 戸口 豊宏 （大分） 

「仮）SONIALVISION G4 最新技術のご紹介」 

株式会社 島津製作所 医用機器事業部グローバルマーケティング部  工 幸博 先生 

18時 30分～20時 00分 情報交換会 「会場：ガラス棟 G7」 

 

 

6月 24日（土） 

9時 00分～10時 30分 学術講演              座長 竹安 直行 （医療センター） 

「股関節 OA から人工股関節（THA）の撮影技術と読影ポイント」 

                                    「インプラント周辺の骨変化を描出する臨床画像を知る」 

                          奈良県立医科大学附属病院中央放射線部 副技師長 安藤英次 先生 

10時 30分～10時 45分 休 憩 

10時 45分～11時 45分 会員研究発表③               座長 佐藤 知子（松江） 

                                       中山 進（深谷） 

     11. FPDシステムにおける腹部撮影条件の検討 

大分赤十字病院 熊谷 誠 

12. 散乱線除去用ソフト使用時における画像の黒潰れの検討 

広島赤十字・原爆病院 廣田 充宏 

13. 胃 X線検査における診療放射線技師による「読影補助」の役割 

高山赤十字病院 中井 良則 

 



14. MRI対応カプノメーターの使用経験 

日本赤十字社 和歌山医療センター 仁木 崇人 

15. 一次サーバー導入による紹介患者へのサービス向上 

神戸赤十字病院 小川 宗久 

16. 中部ﾌﾞﾛｯｸ・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 

 

11時 45分～12時 00分 ランチョン準備 

12時 00分～13時 00分 ランチョンセミナ              座長 安彦 茂 （仙台） 

「テラリコンが提供する イメージシェアリングソリューション」 

テラリコン･インコーポレイテッド プロダクトマーケティング 内海 健 先生 

13時 00分～13時 30分 休 憩 

13時 30分～14時 10分 本社講演                  座長 清水 文孝 （深谷） 

「質経営のための TQM活動」 

  日本赤十字社 医療事業推進本部 総括副本部長 矢野 真 先生 

14時 10分～14時 30分 災害支援部報告        災害医療支援部 駒井 一洋 （名古屋第二） 

14時 30分～15時 00分  チーム医療報告                   チーム医療部  林 奈緒子 （伊勢） 

放射線技師と NST       小川赤十字病院 村田 雅弘 

骨粗鬆症リエゾンサービス   庄原赤十字病院 安井 哲士 

感染対策          成田赤十字病院 安部 沙優花 

15時 00分       閉会式 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育講演   6月 23 日(金) 11時 00分～12 時 30分                

「最強医療コミュニケーション なんでやねん力」 

 

Ｗマコト（中山真・中原誠） プロフィール 

 

吉本総合芸能学院 NSCの出身で、吉本興業の劇場を中心に漫才活動を経験。その後、放送作家に

転身し、現在はテレビやラジオの企画・構成、イベントやライブの MCなどを務める。 

また、日本初の漫才式セミナー講師として活動し、“笑い”を活用したコミュニケーション術の

第一人者として、全国の企業・病院・学校などで研修・講演を行っている。 

医療界では、第 44回・45 回・46回日本看護学会・看護管理・学術集会、第 16回・17 回・18回

日本医療マネジメント学会などで講演を行い、ビジネス界ではパナソニック株式会社や三菱重工

業株式会社、また全国の商工会議所、防衛省・自衛隊、教育界では、東京大学・京都大学などで

ゼミや講演を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

共催 ニプロ株式会社 



学術講演   6 月 24 日（土） 9 時 00 分～10 時 30 分               
「股関節 OA から人工股関節（THA）の撮影技術と読影ポイント」 

「インプラント周辺の骨変化を描出する臨床画像を知る」 

                       奈良県立医科大学附属病院中央放射線部 副技師長 安藤英次 

1.はじめに 

高齢化社会を迎え加齢による後退性変性疾患が増加し、

変形性関節症（osteoarthritis：OA）やリウマチ疾患を

対象とする X線撮影が多くなった。X線画像においては、

60 歳以上の約 8 割に X 線学的な OA 変化の所見があると

報告されている。診療放射線技師（以下：撮影技師）は、

OA 発生機序から関節変性した病態を描出した臨床画像

を整形外科医から求めれている。 

股関節 OA 末期患者の外科治療となる人工股関節全置

換術 (Total Hip Arthroplasty 以下：THA）は、手術件

数が日本において年間約 7～8 万件と増加傾向にある。

THA 術後撮影には、術後の経過観察として年 1/2 回の定

期的な X 線撮影がある。 

 

  

 図１ 経過観察におけるインプラント周辺の骨変化 

 

THA 画像の読影は、経過観察画像におけるインプラン

ト周辺骨の微細な経時的骨変化として図１に示すよう固

着状態良好のサインとなる硬化像（spot weld）などを知

ることから始まる。臨床画像における病態評価をりかい

することで、撮影技師が最適な病態描出する撮影条件を

設定する撮影技術につながる。そこで本稿では、撮影技

術につながる画像読影について X 線解剖と臨床画像を紹

介し解説する。 

 

2. インプラント固定法と THA タイプ 

THA コンポーネントには、寛骨臼側と大腿骨側コンポ

ーネントの 2 部に分かれる。各コンポーネントのインプ

ラント固定する方法には、図２に示すように骨セメント

（bone cement）により固定するセメントタイプ（A）と、

骨セメントを使わないでインプラントと骨を直接スクリ

ューなどで固定するセメントレスタイプ（B）の 2 種類

がある。 

  

図２ ２つあるインプラント固定法 

 

図２のインプラント固定タイプの組み合わせによる X

線画像を図-３に示す。 

  

  図３ X 線画像でわかる３つ THA タイプ 

 

撮影技師は、図３に示す寛骨臼側に設置するカップ

（cup）も大腿骨側に設置するステム（stem）も骨セメン

トを使用するセメントタイプ（C）（オールセメント固定）

と、逆にカップもステムもセメント固定使わないセメン

トレスタイプ（E）を臨床画像で読み取ることができる。

また、２つのタイプを組み合わせた、ステムだけにセメ



ントを使用やカップだけをセメントを使用する（D）ハイ

ブリッドタイプがある。 

 

３. 経過観察画像としての撮影肢位 

THA 経過観察画像としての撮影には、臥位での正面と

側面の２方向撮影が基本である。さらに立位による荷重

位撮影も追加されるようになった。 

そのなかで基本的な 2 方向として THA 側面の撮影肢位

は、施設間で差異があり、撮影現場で軸位と Lauen 位が

混在している現状がある。 

 

図４ 再現性のある経過観察画像 

 

THA 経過観察撮影の撮影は、未だに統一された撮影法

がない。図４に示すように整形外科医は、経過観察画像

を比較するため再現性を求めている。撮影技師は、THA

患者にとって安全で容易な撮影として再現性のある撮影

肢位を検討する必要がある。 

 

４. 経過観察画像における最適な THA 側面撮影 

THA 経過観察撮影は、定期的に撮影するため患者にと

って容易な撮影体位と再現性が求められる。正面撮影の

撮影肢位は、施設間で変わらないが、図 5 に示すように

側面撮影では、未だに撮影目的の違う Lauen 位（A）と軸

位（B）が混在している。Lauen 位（A）は、インプラン

ト（ステム）遠位端まで受像面と密着するに対して、軸

位（B）は大腿骨頸部軸を平行とするためインプラント（ス

テム）遠位端が受像面から離れる肢位となる。 

 

  

図５ 撮影目的が違う２つの側面肢位 

 

Lauen 位（A）は、骨盤を射位により検側大腿骨を受像

面に平行につける安易な肢位となる。それに対して軸位

（B）は、大腿骨頸部に X 線束入射するため X 線管球をク

ロステーブルに設置し、非検測下肢を屈曲位で下腿部を

挙げる肢位となる。Lauen 位（A）は、軸位（B）を比べ

患者にとって容易な肢位となり再現性が保てる肢位とな

る。 

 

５. 良好なサインとなる骨固着反応（spot weld） 

撮影技師は、経過観察画像のインプラント周辺骨の骨

変化として「骨折」や「緩み」などの悪いサインを学ぶ

ことが多いが、「固着」など良好なサインを知らない傾向

にある。セメントレスタイプでは、インプラントが周辺

骨と骨固着反応する良好なサインがある。 

 

 

図６ 生物学的固着像である spot welds 

 

このサインは、インプラント面に接する海面骨と骨皮

質に骨硬化像として発生する。整形外科医は、これらの

骨反応を確認できる臨床画像を求めている。図-６に示す

点状（spot）のつながり硬化像は、生物学的固着反応と



してインプラントから皮質骨につながる海面骨の骨の固

着（bone ingrowth または bone ongrowth）する固着像

（Spot welds）がある。そのため撮影技師は、微細なイ

ンプラント周辺骨の骨硬化反応を描出する最適な撮影条

件を選択する必要がある。 

 

６. 骨萎縮するサインとなる応力遮蔽（stress shielding） 

良好なサイン Spot weldsがインプラント周辺骨の固着

部として荷重が伝達すと、伝達部より近位骨皮質が荷重

(stress）がなくなることで骨変化する骨透亮像となる悪

いサインを紹介する。 

術前の正常な大腿骨にかかる荷重伝達は、股関節から

大腿骨の骨幹部である骨皮質や海綿骨を伝って膝関節ま

でつながる。術後 THA 荷重は、インプラント挿入により

大腿骨の皮質からインプラントに代わる。は、にかかっ

ていた大腿骨の骨皮質にかかる。このインプラント周辺

骨の力学的環境の荷重変化は、骨へ応力（荷重）が遮蔽

（激減）され、周辺骨は荷重が遮蔽（shielding）された

ことで骨萎縮（stress shielding ）が生じ透亮像となる。 

 

 

図７ 再現性のある経過観察画像 

 

  図７に示すように術後 1 年（A）の経過観察画像の骨

皮質が存在するに比べ、術後 3 年（B）画像は明らかに大

腿骨の皮質や転子部が遮蔽されることにより骨萎縮し透

亮像を認める。経過観察においてインプラント周辺骨の

骨変化像として発生する応力遮蔽は、透亮像の存在だけ

でなく、透亮像の範囲をも描出される最適な撮影条件を

撮影技師が選択する必要がある。 

 

７. 骨吸収されるサインとなる骨溶解（osteolysis） 

応力遮蔽と同じ悪いサインの骨変化として骨が吸収さ

れる骨溶解（osteolysis）を紹介する。 

術後に人工関節材料であるポリエチレンは、人工関節

の宿命として発生するインサート部から発生する摩耗粉

である。その摩耗粉などが原因として起こる骨溶解は、

摩耗粉がインプラン周辺に巡回し、異物を食べるマクロ

ファージ（貪食細胞）が働き、異物反応および破骨細胞

なり、破骨細胞が骨吸収し骨溶解となる。図８に示すよ

うにインプラント周囲骨が吸収され骨透亮像となる骨融

解（osteolysis）がある。 

 

   

図 8 ステム遠位に発生した骨溶解像 

 

THA 術後 10 年を経過すると、約 5～30%の割合で骨溶解

によるインプラント固定性が失われると言われている。

経過観察画像は、整形外科医が危惧する悪いサインであ

る。術後の定期的な XP 画像では、インプラント周辺の骨

変化として骨溶解像が識別できる描出条件が必要である。 

 

８. おわりに 

THA 撮影は、術前の OA 診断画像から術前計画の手術

支援画像がある。術後においても手術場での術中での自

手術評価画像から術後経過として経過観察画像とつなが

る。経過観察画像は、経過観察において定期的な臨床画

像として比較するための再現性と、インプラント周辺骨

の骨変化を描出する病態評価を求めれられている。われ

われ撮影技師は、THA 撮影が過去との比較画像と病態画

像を描出する臨床画像として撮影していることを再認識

する必要がある。 



本社講演   6 月 24日（土） 13時 30分～14 時 10分 

「質経営のための TQM 活動」 

  日本赤十字社 医療事業推進本部 総括副本部長 矢野 真  

 

 質経営とは、質を重視した経営というざっくりとした意味合いと、仕事の PDCA サイクルを回

す仕組みを組織に構築する TQM（Total quality management：総合的質管理）とほぼ同義語的

な解釈もありますが、本講演のタイトルはどちらの意味も含まれるかもしれません。いずれにせ

よ、私たちにとって、ヒト・モノ・カネ・情報・知識・文化などの経営資源を駆使して、質の高

い医療を提供することが、経営の目的であり、質経営とは経営そのものの本質といえます。 

 TQM には日常管理、方針管理等の日々の仕事の中で行われるものと、QC サークル活動などの

ややイベント的要素をもった活動もあります。赤十字病院の中には ISO9001 を取得し、日常業務

のPDCAを回しているところもありますし、QCサークル活動を継続しているところもあります。 

 仕事の PDCA を回すには、仕事のプロセスを可視化し、プロセスが適切に行われているか、期

待された成果が得られているかを評価し、問題があれば、改善する仕組みが機能している必要が

あります。皆さんが普段行っている仕事のあらゆるプロセスが標準化され、それが手順書に記述

されていることが第一歩です。その手順書が部署でバラバラに作成されるのではなく、組織とし

て管理することが文書管理であり、正しく実施されているか、適切な結果が出されているかを内

部監査により評価します。当たり前のようなことではありますが、地道な活動なので、組織とし

て継続することは容易ではありません。 

 QC サークルのような＋αの活動は、発表会、表彰といったイベント的な面があり、楽しみなが

ら行うこともできるので、日常管理の地味な活動よりも導入しやすいかもしれません。 

 このような TQM 活動により質経営を実現することについて、皆さんと考えていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ランチョンセミナ１ 6月 23日（金）12 時 45 分～13 時 45 分  

「医療機器管理のシステム化と、医療安全および集計業務支援の 

取り組みについて」 

株式会社メディカルクリエイト 藤辺 健一  

■医療機器管理のシステム化 

日常点検、保守点検、修理記録など、医療機器管理の実態は、EXCELもしくは紙媒体で管理されている

ケースが多く、その影響として、 

・ファイルが溜まってスペースが無くなってきた。 ・監査の対応に困っている。 

・デイリー管理に無理がある。   ・情報を一元化出来ない。 

という声をよく伺います。このような様々な要望をシステム化し、医療機器を安全に使用するための

管理･サポートおよび、コスト管理が実現できる機器管理システムを紹介させて頂きます。また、医療

法に準拠した形式で管理できるため、保健所の立入検査（監査）などにも対応することができます。 

■医療安全への取り組み 

昨今、様々な施設で 『医療安全』 における対策や防止策が求められており、本格的に対策を講じる

施設が増えてきています。弊社の RISでは、見落としがちな数値データなども色で判別できたり、チ

ェック画面を設けたりと、様々な『医療事故ゼロを目指す』ための機能がございます。医療安全対策

の事例として以下の機能を紹介させて頂きます。 

事例① eGFR値チェック   事例④ インジェクターとの禁忌情報連携 

事例② 造影剤副作用管理   事例⑤ 画像 CD渡し間違い防止 

事例③ 造影剤投与の間違い防止  事例⑥ 移動形態の申し送り 

■集計業務支援の取り組み 

これまで Excelなどで作成していた集計業務もボタンを押せば出力できることで、技師様本来の業務

に集中するための支援をすることができます。また、放射線科の業務量を人数・件数だけではなく、

診療点数（収益）としても表現できます。そのため、包括医療費支払い制度（DPC）により、病院経営

から見る放射線科の収益とは別に、本来の仕事量を算出できる集計ができますので、放射線部門にお

ける分析資料としても支援をすることができます。 

■最後に 

最後に、弊社製品の特長的な機能を紹介させて頂きます。 

 



イブニングセミナ 6 月 23日（金） 17 時 00 分～18 時 00 分 

「仮）SONIALVISION G4 最新技術のご紹介」 

株式会社 島津製作所 医用機器事業部グローバルマーケティング部  工 幸博  

1.はじめに 

当社では、大視野、高画質 FPDを搭載した透視撮影システム SONIALVISION G4（以下 G4）を発売し、

高い画質・操作性と、トモシンセシスや骨密度測定をはじめとする豊富なアプリケーションにより、

さまざまな臨床用途で幅広くお使い頂ける装置として高い評価をいただいております。このたび、近

年増加しつつある消化器内視鏡検査・治療に適した透視画像と低被ばくを両立する新たな透視制御 

"SUREengine FAST(Fluoroscopy Assisted Studies and Treatments)" を開発し G4に搭載しました。

今回はこの "SUREengine FAST”を中心にご紹介します。 

2.SUREengine FAST の特長 

2.1 新リアルタイム画像処理による、残像とノイズの低減 

透視画像において、ガイドワイヤやステントなどの微細なデバイスの鮮鋭度を維持しつつノイズを低

減するため、新たにリアルタイムのエッジ保持型の平滑化フィルタ処理を搭載しました。本処理では

注目物と背景を分離して重み付け加算することでデバイスのエッジコントラストを保ったままノイズ

を低減することができます。これを従来から搭載している周波数分離型ノイズ低減フィルタと組み合

わせて使用する事で、背景部分のノイズを低減しながらも動きのあるデバイスを残像なく明瞭に描出

し、表示遅れのないリアルタイム画像処理を実現しました。 

2.2 自動付加フィルタ挿入による被ばく低減 

患者被ばくを低減するため、消化器内視鏡検査・治療の特性に合わせて付加フィルタを最適化するこ

とで、患者被ばくを抑えつつ、検出器に入射する X線量を確保しました。またそれに合わせて新たな

透視管電圧・管電流や画像処理等のパラメータを作成しました。これらのパラメータは検査種別ごと

に一括して装置にプリセットされているので、最適な条件を容易に設定することができます。 

3臨床画像への適用 

本処理では従来比で最大 80%の線量低減にもかかわらず、新画像処理の適用により残像とノイズが低

減され、ガイドワイヤ先端の動きも良好に観察可能です。 

4.おわりに 

主に消化器内視鏡検査・治療を対象とした透視画像の低被ばく化と高画質化を目指して新透視制御

“SUREengine FAST”を開発しました。本制御が患者・医療従事者双方の被ばくを低減するとともに、

透視画像の高画質化により手技時間の短縮・医療の高効率化を達成する一助になることを願っており

ます。 

 



ランチョンセミナ２ 6月 24日（土）12 時 00 分～13 時 00 分  

「テラリコンが提供する イメージシェアリングソリューション」 

テラリコン・インコーポレイテッド プロダクトマネージメント マネージャー 内海 健 

 

2017 年に創立 20 周年を迎えるテラリコン・インコーポレイテッドは創立以来先進的な３D 画像

解析ソリューションを提供し続けている。今回は弊社３D 画像解析ワークステーション Aquarius 

iNtuitionが持つ数々の３Dアプリケーションを診療領域ごとにご紹介するとともに弊社のユニー

クなサーバ・クライアント型のシステムについてもその有用性を、また、弊社ソリューションの

大きな特徴である院内にて再構築された画像を配信する機能をご紹介する。 

 

また iNteract は Overlay PACS Solution として iREVEIW/iEMV などの UniversalViewing 環境

を提供している。iEMV は各種 Web ブラウザを使っての院内 PC からの画像参照、スマートデバ

イス使っての院外での画像参照を可能にするシステムとなっており、弊社がご提供する新しいソ

リューションについて紹介する。 

 

昨年の RSNA2106、今年の ITEM2017 でもご紹介した弊社の今後の取り組みとしての Hololens

を使った AR(Augmented Reality)、クラウド上の 3D Printer を介しての 3D プリンティングをご

紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会員研究発表① １（核医学） 6月 23 日(金)10 時 10分～10時 50分 

 線条体ファントムを用いた撮像条件の検討 

 〇 可児 貴裕（かに たかひろ） 

名古屋第一赤十字病院・放射線診断科部核医学技術課 

山田 仁一、大西 勝治、田中 宏征、村井 康史、滝 一郎 

 

【目的】  

 以前当院にて行った研究で SBR値が低値を示す傾向にあることが分かった。 

今回真値との差の縮小と画質の向上を目的として撮像パラメータを設定し検討を行う。 

【方法】 

 線条体ファントムを用いてコリメータ、再構成パラメータや吸収補正の有無を変化させた時の

画質の評価を行った。その中で評価が高かったものをそれぞれ上位 2種類選び出し、SBR値を測定

し、真値と比較した。 

視覚的評価の方法は当院の担当技師 4人にて 5段階でスコアリングした。 

設定した撮像条件は以下の計 5種類とした。 

① コリメータ：FB、chang＋ 

② コリメータ：FB、chang－ 

③ コリメータ：LEHR、CTAC＋ 

④ コリメータ：LEHR、CTAC－、chang＋ 

⑤ コリメータ：LEHR、CTAC－、chang－ 

【結果】 

 視覚的評価を行った結果、FBコリメータの chang＋が最も評価が高かった。次にそれぞれ評価

が高かったものの SBR値を測定したところ、最も真値に近いものは LEHRコリメータの CTAC＋であ

った。また、FBコリメータでは SBR 値が他の条件と比べて低く算出されたが、iteration、subset

を変化させることにより SBR値の上昇が見られた。 

【考察】 

 このことからスループットも考慮して臨床使用では、FBコリメータの chang＋が有用であると

考えられる。今回の結果を当院の神経内科の医師に検討してもらい、今後の臨床で活用していき

たい。 

 

 



会員研究発表① ２（核医学） 6月 23 日(金)10 時 10分～10時 50分 

当院における FDG-PET 検査時の薬剤投与方法の精度について 

〇 加茂 紗保子（かも さほこ） 

松江赤十字病院・放射線科部 

川副 敏晴、陰山 真吾、磯田 康範 

 

【目的】 

当院の FDG-PET検査時の薬剤の分注、投与はすべて手動投与装置を用いて行っている。本研究の

目的は、当院における FDG-PET検査時の従来の薬剤投与方法(以下、従来法)の精度を把握するこ

とである。また、従来法に加えて新たな薬剤投与方法(以下、新たな方法)を検討し、その精度及

び従来法との違いを把握することである。 

【方法】 

薬剤の分注は手動投与装置(ユニバーサル技研、UG-150D)を用い、測定はキュリーメータ(日立ア

ロカ社製、IGC-7)を用いた。検討件数は従来法で 40件、新たな方法で 40 件とした。 

①従来法は、シリンジに分注した薬剤を投与し生理食塩水で後押しする方法を用いている。その

際、放射能量の測定は行わず以前より作成された換算表を元に投与量を算出している。今回、投

与前シリンジと投与後シリンジ及びルートを測定し、薬剤残量及び残量率を求めた。その薬剤残

量から実投与量を算出し換算表の値と比較した。 

②新たな方法は、薬剤を分注したシリンジの放射能量の測定を行い、投与し、シリンジ内を生理

食塩水にて洗い流す方法を用いた。①と同様に測定を行い、薬剤残量及び残量率を算出した。求

めた残量率と従来法での残量率を比較した。また、薬剤残量から実投与量を算出し換算表の値と

比較した。 

【結果】 

①従来法を用いて薬剤投与を行った場合、残存薬剤の割合は平均 3.8±1.0％であった。また、換

算表で求めた投与量と実投与量の差は平均 2.0±2.4%であった。 

②新たな方法では残存薬剤の割合は平均 0.2±0.1％であった。従来法と比較すると残存薬剤の割

合は大幅に低減した。また、換算表で求めた投与量と実投与量の差は平均 5.7±2.6%であった。 

【結論】 

FDG-PET検査における薬剤投与方法の精度を検証した。従来法での実投与量と換算表の投与量では

比較的整合性が保たれていた。しかし、手動での操作により誤差が大きくなる場合があるため、

従来法より一度放射能量を測定しシリンジ内を洗い流す新たな方法を用いることが適切である。 



会員研究発表① ３（放射線治療） 6月 23 日(金)10 時 10 分～10時 50 分 

2channel 同時計測による ion chamber の利用可能印可電圧の測定 

〇 干川 隆幸（ほしかわ たかゆき） 

北見赤十字病院・医療技術部診療放射線科 

福田 寿、福島 理夫、伊藤 卓也、秋田 尚久 

 

【目的】 

最近、メーカー推奨印可電圧が適切か否かの論議がなされ、検討されてきた。私自身、様々な検

討会に参加し、研鑽してきたが、この様な測定には幾つもの不確定因子が含まれ、決して満足で

きる測定結果とは思われなかった。しかし機器更新に伴い、当施設では 2台の電位計を所有する

事が出来、2ch同時計測が可能となった。 

今回 2ch同時計測が、様々な不確定因子を除外し、高精度かつ簡便な測定方法であることを報告

致します。 

【方法】 

2ch 同時計測により印可電圧を±50V～±500Vの範囲で変化させ、各印可電圧ごとに 10回測定。

Field monitor(Field)及び external monitor(em)の電荷量を直接測定値として利用するのではな

く、Field/ em の比を測定値として使用。両者を比較し不適切と思われるデーターを除外し精度を

高め、Jaffe plot を作成。各 ion chamber の利用可能印可電圧を特定した。 

【結果】 

2ch 同時計測により、今まで測定値に含まれていた測定器のエラーを判別・除外する事が出来た。

また、より正確な発生機の性能も把握可能となった。気温・気圧の変化及び水位の変動を気にす

ることなく測定可能で、煩雑な作業から解放された。 

2点電圧法によるイオン再結合補正係数と、Jaffe plot によるイオン再結合補正係数の相関から

利用可能印可電圧の把握が如何に重要か認識した。ion chamber の中心電極の素材が、極性効果に

及ぼす影響も観察出来た。 

【考察】 

2ch 同時計測は、今まで様々な不確かさの中に埋もれていた些細な現象や影響を認識するうえで、

かなり有効な測定法といえる。また発生機の性能に左右されることなく各補正係数の測定にも利

用でき、簡便かつ高精度な方法である。 

ion chamberの性能を把握し使用することが、最も重要で「 医療の質の向上 」に寄与すると考え

る。 



会員研究発表① ４（放射線治療） 6月 23日(金)10 時 10分～10時 50 分 

婦人科がん密封小線源治療における独立検証システムの開発 

〇 小野 智博(おの ともひろ) 1) 

1) 日赤和歌山医療センター 放射線治療科部 

2) 京都大学医学部附属病院 放射線治療科 

川村 佳生 1)、井口 治男 1)、鈴木 諭 1)、石原 佳知 2)、口井 信孝 1)、筒井 一成 1)  

平岡 真寛 1) 

【目的】 

放射線治療において、治療計画装置が算出した照射線量を二次的に再計算して評価する独立検証

は不可欠であるが、小線源治療における独立検証法は十分に確立しているとは言えない。本研究

において婦人科がん高線量率密封小線源治療における独立検証システムを開発した。またその計

算精度を検証し、本システムの有用性を示唆する。 

【方法】 

タンデム‐オボイド型とシリンダー型のアプリケータを用いた際の独立検証システムを作成した。

本手法において、線源停留時間の差を独立検証指標とした。空中下で組み立てた各アプリケータ

を CT撮像し、DICOM 座標から 3次元位置を計測した。AAPM TG43U1 に準拠した評価点で線量計算

を行うために、線源軸に沿った仮想座標系を設定した (ECS-View)。タンデム‐オボイド型アプリ

ケータの相互の位置関係を示す指標として、タンデム長(TL)、ECS-View上の原点からオボイドま

での長さ(OL)、タンデム軸上からオボイドまでの長さ(OW)を定義した。タンデム-オボイド型はマ

ンチェスター法を用いて A点処方、シリンダー型は粘膜下 5mmを処方点とした。当院にて 2013年

7月から 2017 年 2月までに施行したタンデム-オボイド型 28症例 87回分、シリンダー型 5症例

15 回分を対象に解析を行った。各症例の処方線量、線源停留位置、weight、TL、OL、OW を入力値

として求め、独立検証システムを用いて線源停留総時間を算出した。治療計画装置から算出され

た線源停留総時間と独立検証システムに得られた値の差を平均値(mean)と標準偏差(SD)として評

価した。 

【結果】 

タンデム‐オボイド型の治療計画装置と独立検証システムから得られた線源停留時間の差は 2.5

±2.7%、シリンダー型の差は 1.0±1.9%となった。 

【考察】 

婦人科がん高線量率密封小線源治療における独立検証システムを開発し、その有用性を示唆した。

本手法を実臨床へ取り入れることにより、治療の品質を保証し、ヒューマンエラーなどから誘発

され得る照射ミスを未然に防ぐことが期待される。 



会員研究発表② ５（ＣＴ） 6月 23日(金)14 時 20分～15時 20 分 

単色 X線等価画像を利用したワークステーション（WS）業務の作業効率の検討 

〇 長沼 紗由美 (ながぬま さゆみ) 

深谷赤十字病院 

浅見 有希、小島 萌、齋藤 幸夫 

 

【目的】 

 平成 29年 1月より当院に Dual Energy CT（GE 社製 Revolution HD(GSI)）が導入された。単色

X線等価画像の低 keVを利用することでコントラストが増強することは一般に知られている。そこ

で今回これを利用し３D作成の時間短縮、作業効率の向上が期待できると考えたので検討し報告す

る。 

【方法】 

 当院の大腸がん術前造影 CTの動脈相プロトコルを 45秒から門脈相の 60 秒に変化させた。今回

の３D作成は腫瘍を染める栄養血管を抽出するところまでとし、作成した画像を CT専従者の評価

のもと時間の計測を行った。対象は CT専従者と経験年数の浅い３名の技師とし、Dual Energyを

使用した３症例と、使用しない３症例の作成時間や作業効率を検討した。 

撮影プロトコル(注入時間固定、総ヨード使用量 525[mgI/kg]) 

変更前 撮像時間 45 秒(動脈相)、注入速度 2.8～3.0[mL/s] 

 変更後 撮像時間 60秒(門脈相)、注入速度 1.8～2.0[mL/s]  

使用機器 GE社製 Revolution HD(GSI)64 列 

GE 社製 Light Speed VCT64 列 

WS 富士フィルムメディカル  VINCENT ver4.4 

【結果】 

 低 keV単色 X線等価画像を利用することで、作成時間が約 29分から約 16分となり、約 2倍の

作業効率で WS業務が可能となった。経験年数の浅い 3名の感想では、末梢の血管まで表示される

ことにより、短時間で３D 作成ができたとの意見が聞けた。 

【考察】 

 Dual Energyを利用することで、従来の撮影プロトコルより情報量の多い画像を提供することが

でき、それにより WSの作業効率も向上した。また、造影剤の注入速度の低減により、患者の血管

痛の緩和や、細い針を使用することが可能になることで、ライン確保する看護師にとっても負担

低減が期待できる。 



会員研究発表② ６（ＣＴ） 6月 23日(金)14 時 20分～15時 20 分 

ボーラストラック法における CT 値設定の検討 

〇 清水 界（しみず かい） 

松山赤十字病院・中央放射線室 

 水口 司 

 

[目的] 

 冠動脈 CT 検査はレートコントロールを行った上で行う検査であり、当院では通常 HR（ハート

レート）が 65 以下の患者に対して行っていたが、検査数の増加に伴いレートコントロールが不十

分な患者に対しても検査を行うようになった。こうした状況で特に高 HR の患者において撮像タ

イミングが遅れることを何度か経験した。そこで、実際の検査結果から各部位の CT 値を計測す

ることで、HR ごとに撮像タイミングを検討することにした。 

[方法] 

ルーチンとして行っているボーラストラック法を用いた冠動脈 CT 検査において、HR55 未満、

HR55 以上 65 未満、HR65 以上の 3 つに分け、Ac-Ao(気管分岐部）、Ao(冠動脈分岐部）、およ

び肺静脈の 3 点の CT 値を計測することで撮像タイミングの評価を行った。それをもとに、撮像

を開始する CT 値を ROI＋80 の固定から HR に応じて＋値を変更した。 

[結果] 

 測定した 3点のCT値の差が±50以内を適切とし、計測と＋値の変更を繰り返したところHR55

未満では 90.5%、HR55 以上 65 未満では 92.7%、HR65 以上では 100%まで精度を上げることが

できた。 

[考察] 

 今まで技師の技量によって異なっていた撮像タイミングが HR に応じて設定値を変更すること

で改善され、加えて、ほぼ最適なタイミングで撮像できることから、造影剤の注入時間を撮像時

間+5秒から+3秒に変更することができた。これにより造影剤を以前の 20%減らすことができた。 

 

 

 

 

 

 



会員研究発表② ７（ＣＴ） 6月 23日(金)14 時 20分～15時 20 分 

低線量肺がんＣＴ健診の質の向上を目指して ～１０年間の推移と考察～ 

〇 松尾 俊哉（まつお しゅんや） 

日本赤十字社 長崎原爆諫早病院・放射線科 

大町 繁美、森 幹司、田上 恵子 

 

【目的】 

低線量肺がんＣＴ健診の１０年間の推移を把握することで、今後のＣＴ健診における質の向上と

方向性を考える。 

【方法】 

２００６年４月から２０１６年３月までに低線量肺がんＣＴ撮影を行った２９７９例の集計と解

析を行った。 

【結果】 

低線量肺がんＣＴ健診は、２００６年２３８例から２０１５年３７０例と増加傾向であった。  男

女別でみると、女性で２０１２年６８例から２０１５年９５例と増加傾向であった。 

 

肺気腫（低吸収域）を計測するソフトウェア「Lung Vision」は、健診オプション（有料）にも関

わらず、２００９年から２０１５年は増加傾向であった。 

【考察】 

ドック受診者の低線量肺がんＣＴ健診への関心は高く、年々増加傾向にあった。肺気腫（低吸収

域）を計測するソフトウェア「Lung Vision」も、年々増加傾向にあり、禁煙および肺気腫治療の

動機づけになっていた。 

今後、肺がんＣＴ健診認定技師の役割をさらに明確にし、検診受診者の満足度の向上に努めてい

きたい。 

 

 

 

 

 



会員研究発表② ８（ＣＴ） 6月 23日(金)14 時 20分～15時 20 分 

急性期脳梗塞における CT Perfusion 処理の時間短縮について 

〇 幕谷 幸弘（まくや ゆきひろ） 

伊勢赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 

中野 和彦、松枝 孝次、鈴木 孝明、太田 傑、後藤 咲月、中西 健太、藤原 一輝 

 

【目的】 

当院での急性期脳梗塞治療は 365日 24時間対応で行っている.画像診断は、CT first であり,

少しでも早く IVR 治療が開始できるように取り組んでいる.そのため,いかに素早く処理画像を医

師に提供することが重要である.しかし,技師によって画像処理の経験が異なり,画像処理時間に

もばらつきが生じている.処理時間の技師によるばらつきをなくし,総合的な時間短縮を目的とし

た. 

【方法】 

使用機器：AW（Advantage Workstation）GE 社製 

日当直担当者を対象にテスト形式で,CT Perfusion 処理（画像再構成、カラーマップ、4DCTA）の

それぞれの処理時間及び合計を計測した.また,カラーマップに関しては,AW装置が動脈,静脈を自

動判別できなかった症例の処理時間も計測した. 

その後 QC手法を用いて,処理時間に時間がかかってしまうことの原因の洗い出し,対策を行った.

対策後,再び同様の項目をテスト形式で処理時間及び合計を計測した. 

【結果】 

対策前では,日当直担当者のうち３つの処理の合計時間の平均は CT担当者と CT担当者以外では,

処理時間のばらつきが顕著であった. 

対策後では CT担当者及び担当者以外の処理時間のばらつきが軽減し,時間短縮された. 

AW 装置が動脈,静脈を自動判別できなかった症例では,適切な画像処理ができない割合は CT担当

者で,67%,担当者以外で 87%であった. 

対策後では日当直担当者全員が適切な画像処理ができるようになった. 

【考察】 

 QC手法を用いて原因を洗い出し,重要要因を検証し対策を行ったことにより処理時間の技師に

よるばらつきをなくし,総合的な時間短縮が図れた.  

適正な画像を迅速に医師に提供できるようになり,急性期脳梗塞 IVR を行う一助となったと考え

る. 



会員研究発表② ９（ＣＴ） 6月 23日(金)14 時 20分～15時 20 分 

脳 CT Perfusion 検査における 4DCTA 画像再構成の時間短縮 

〇 河口 洋平（かわぐち ようへい） 

伊勢赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 

松枝 孝次、岡田 和正、松月 俊晴、柴原 卓彦、バビア 猛、藤原 綾香   

山中 敬之、幕谷 幸弘、太田 傑、藤原 一輝、中西 健太、中野 和彦 

 

【目的】 

脳 CT Perfusion 検査は急性期脳梗塞の診断に広く用いられ、虚血域と不可逆領域の把握、閉

塞血管の同定により治療適応の判断が可能となる。当院では診断速度を上げて、迅速に血管内治

療へ移行するため、４DCTA 画像再構成の時間短縮について検討を行った。 

【方法】 

2016年 2月 1日～2017年 1月 31日の 1年間の Perfusion データ 197例を画像解析専用ワーク

ステーション（Advantage Workstation：GE 社製）にて解析を行う。Time Density Curveより動

脈、静脈の CT値が最高になる時間（動脈ピーク時間、静脈ピーク時間）を算出する。４DCTA画像

では閉塞血管の同定が必要になるため、動脈ピーク時間を含み、かつ静脈ピークまでの時間（造

影剤 wash out時間）を最適再構成時相と考え、全時相の中で最適時相の決定を行う。最適時相と

全時相の画像再構成時間を調査し、時間短縮がどの程度可能になるか評価する。 

【結果】 

スキャン開始から動脈ピークまでの時間は全 197例中、189 例（95.9%）が 10 秒～30 秒内にあ

った。またスキャン開始から静脈ピークまでの時間は全 197 例中、178例（90.3％）が 20秒～35

秒内にあった。最適再構成時相は全時相 0秒～50 秒の中で 10 秒～35秒と決定した。全時相画像

再構成時間は 7分 30秒、最適時相画像再構成時間は 3分 45秒であった。 

【考察】 

動脈ピーク時間、静脈ピーク時間を測定することで最適時相を決定し、不必要な画像再構成処

理を省くことで画像再構成所要時間の 3分 45 秒短縮することが出来た。従来より短時間で４DCTA

画像を提供することができ、医師の迅速な診断への一助になったと考えられる。 

 

 

 

 



会員研究発表② １０（ＣＴ） 6月 23 日(金)14 時 20分～15時 20分 

ADCT を使用した使用列数の違いにおける散乱線量に与える影響の基礎的検討 

〇 笠井 洋平（かさい ようへい） 

徳島赤十字病院 放射線科部 

赤川 拓也、矢野 朋樹、福井 義治 

 

【目的】 

 ADCTは 320 列から 4列まで非常に幅広い使用列数の選択肢があり通常、撮影目的に応じて最適

な使用列数を選択している。CT検査を行う際、介助者が検査室内にて留まらざるを得ない状況が

ある。そこで頭部 CT 検査を行う際の使用列数の違いが散乱線量にあたえる影響を測定し、介助者

の被ばく線量を低減できる可能性を検討した。 

【方法】  

CT装置は東芝社製 Aquilion ONEを使用し、直径 20cm×長さ 25cmの水等価円柱ファントムの中

心をアイソセンターに設定した。撮影条件は管電圧 120kVp、管電流 200mA、回転時間 1.0sec/Rot、

FOV=240(S)としヘリカル撮影した。線量計は Radcal 社製を用いてアイソセンターから 60×60cm、

高さ 150cmの位置で 5回測定した。使用列数を 0.5×160～4、1.0×32,16 と変化させ、積算散乱

線量を測定し比較検討した。 

【結果】 

使用列数を短くしていくと、0.5×4を除いて散乱線量減少の傾向が見られた。0.5×160の 163.8

に対して、1.0×16は 126.5μGyとなり、23%散乱線が減少した。また、当院で普段使用している

0.5×80と 0.5×64、0.5×32、1.0×32をそれぞれ比較して、0.5×80が 147.9 であったのに対し

て、それぞれ 135.8, 140.7, 132.5μGyであり、散乱線減少率はそれぞれ 8,5,10%となった。 

【考察】 

使用列数を短くするとオーバービーミングの割合が大きくなることで、散乱線量の増加が考え

られたが、使用列数を短くすると散乱線量が減少した。これはコーン角が小さくなることで発生

散乱線が減少すると考えられる。また散乱線発生場所から線量計までの距離が長くなることで測

定散乱線量が減少すると考えられる。 

使用列数の違いが散乱線量に与える影響は大きく、適切な使用列数を選択することによって、

介助者の被ばく線量が低減可能という事が示唆された。 

 

 



会員研究発表③ １１（一般撮影・透視） 6 月 24 日(土)10時 45分～11時 45分 

FPD システムにおける腹部撮影条件の検討 

〇 熊谷 誠（くまがい まこと） 

大分赤十字病院 放射線科 

足達 奈将、日野 雄介、重石 綾香、戸口 豊宏 

 

【目的】 

当院では FPDシステムと CRシステムにおいて同一条件で腹部撮影を行ってきた。FPDシステムは

 CRシステムよりも低コントラスト分解能が優れているという報告がある。このことから FPDシ

ステムにおいて適正な条件を定める事で、患者の医療被ばくの低減につながるのではないかと考

え検討した。 

 【方法】 

画質評価としてノイズ特性は CNRと NPSで行い低コントラスト分解能と粒状性について評価した。

視覚評価としてバーガーファントムを用いて c-dダイヤグラムを作成し評価した。このとき撮影

条件として管電圧 80kv、管電流 200mA で固定して照射時間を 50ms~400msの間で変えて、照射線量

を変化させ検討した。 

 【結果】 

ノイズ特性では CNRではどの線量でも FPD の値が高く。低コントラスト分解能が CRよりよい結果

となった。NPSは FPDの値が CRよりも低い値をとりノイズが少なく粒状性のいい画像であること

がわかった。視覚評価でも全てにおいて FPDが CRよりも信号検出能が良い結果となった。 

【考察】 

FPD システムの方が低コントラスト分解能で高い結果がでたこと、NPSは低い値をとりノイズの少

ない粒状性の画像であることから、信号検出能においても同上の結果が得られたと考えられる。

また FPDシステムでの線量が 50mAs~63mAs のときに、CRで最も良い視覚評価を示した 200mAs のダ

イヤグラムとほぼ一致したことから、FPD システムにおいて従来の CR システムの線量より 40~50%

の線量を落とすことが出来る可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 



会員研究発表③ １２（一般撮影・透視） 6 月 24 日(土)10時 45分～11時 45分 

散乱線除去用ソフト使用時における画像の黒潰れの検討 

〇 廣田 充宏（ひろた みつひろ） 

広島赤十字・原爆病院・中央放射線科部 

古西 健太、古川 隆志、高橋 輝幸、原本 泰博、安成 秀人、相賀 浩子           

田中 久善 

【目的】 

当院では、フラットパネルディテクタ(以下 FPD)とグリッド（以下 RG）の組み合わせで撮影を行

っているが散乱線除去用ソフト(以下 VG)の導入により VGを使用して撮影することが多くなった。

VG を使用して胸部撮影をする際、画像の肺野部分が黒潰れすることを稀に経験する。そこで VG

の胸部撮影時における画像の黒潰れについて検討を行う。 

【方法】 

1、胸部撮影条件でアルミステップウェッジ 20段（以下アルミステップ）を撮影し、コントラス

ト曲線で比較する。撮影条件は管電圧 80kV,(VG3:1,RG3:1)、100kV,(VG6:1,RG6:1)、管電流時間積

(以下 mAs値)は、FPD到達線量を揃えるため、80kV,1.2mAs、100kV,0.63mAs とし S値、Ｌ値は固

定した。 

2、アルミステップが黒潰れする撮影条件、管電圧 80kV,10mAs,（VG3:1,RG3:1)、100kV,5mAs,

（VG6:1,RG6:1)の画像についてもコントラスト曲線で比較する。 

3、アルミステップを管電圧 80kV,(VG3:1)、100kV,(VG6:1)、mAs 値を 0.5mAs～15mAs まで変化さ

せ撮影しアルミ厚 7mmと 10mmの輝度値を比較する。 

4、胸部ファントムを管電圧 80kV,(VG3:1,RG3:1),1.2mAsと 10.0mAs、100kV,(VG6:1,RG6:1), 

0.63mAsと 5.0mAs で撮影し、画像のプロファイルカーブで黒潰れの評価を行う。 

【結果】 

1、管電圧 80kV,(VG3:1,RG3:1)、100kV,(VG6:1,RG6:1)はコントラスト曲線に大きな差はなく、VG

は RGと同等の輝度特性がある。また、管電圧による違いはなかった。 

2、アルミステップが黒潰れを起こす撮影条件で撮影した場合 80kV,10mAs と 100kV,5mAs共に VG

ではアルミ厚 8mm で黒潰れしたが、RGでは 3mmまで黒潰れは起こらなかった。 

3、mAs値を変えて撮影した場合、管電圧 100kVは 5mAs で黒潰れしたが、80kV は 10mAsまで黒潰

れしなかった。 

4、胸部ファントムでも、VGでは黒潰れする mAs 値で撮影すると画像の黒潰れが起こった。 

【考察】 

画像の黒潰れは管電圧、VG、RGに関係なく起こる。VGの方が RG より黒潰れが起こりやすいため、

FPD に到達する線量に依存すると考えられる。黒潰れする mAs 値のしきい値は、管電圧が高くなる

ほど小さくなる。RGと比べ VGを使用した胸部撮影の場合は、体厚の大きな人に管電圧を高くする

場合は注意が必要である。 



会員研究発表③ １３（一般撮影・透視） 6 月 24 日(土)10時 45分～11時 45分 

胃 X線検査における診療放射線技師による「読影補助」の役割 

〇 中井 良則（なかいよしのり） 

高山赤十字病院 放射線科部 

 

【はじめに】 

今回，逐年検診において，2011年より始めた診療放射線技師による「読影補助」の取り組みにつ

いて成果が得られたので現状と共に報告する． 

【目的】 

認定技師による画質（造影効果,空気量,体位など）,レポートのチェックを行い，改善点を検査担

当技師にフィードバックすることで撮影技術・読影力の差の縮小をはかった． 

【方法】 

診療放射線技師による読影体制の構築 

1次読影：検査担当技師がレポートを作成（画質・透視下で気づいた所見、そのほかに所見の有無）．

2次読影：認定技師による撮影画像の画質・所見・レポートの再確認を行い，改善点や修正点を撮

影技師に伝える．所見があれば追加撮影を行うよう指導した． 

【結果】 

発見がん数と追加撮影の有無 

検診受診者件数：2007年度 4919件，2008 年度 4886 件，2009 年度 4553件，2010年度 4643 件，

2011 年度 4695件，2012年度 4438件，2013 年度 4255 件，2014 年度 4109件，2015年度 4101 件． 

がん発見件数：2007 年度 adv・1件．2008 年度 adv・2件（食道癌 1），ear・1件（追加撮影な

し）。2009 年度 adv・1件．2010年度 adv・1件、ear・1件（追加撮影なし）．2011 年度 adv・

1件，ear・3件（1例に対し追加撮影あり）．2012 年度 adv・1件、ear・1件（追加撮影あり）．

2013 年度 0件．2014年度 0件．2015 年度 ear・1件（追加撮影なし）． 

2011 年度以降の 5件の早期胃がんのうち 2 件に対し追加撮影があった．しかし，2件の進行胃が

んは同一技師の撮影であったが追加撮影はなかった． 

【考察】 

今回、全例ではないが早期胃がんに対し追加撮影がされていたことは，透視下において異常所見

に気づく能力が向上したことを示唆している．また，撮影画像の改善や一次読影にて所見を指摘

することなど，各技師の撮影技術・読影力の差は以前より縮小しており，認定技師によるチェッ

ク体制は検診精度の向上につながると考える． 



会員研究発表③ １４（ＭＲＩ） 6月 24日(土)10 時 45分～11 時 45 分 

MRI 対応カプノメーターの使用経験 

〇 仁木 崇人(にき たかと) 

日本赤十字社和歌山医療センター・放射線診断科部 

山崎 正樹、堂内 一雄、川嶋 宏樹、口井 信孝、梅岡 成章 

 

【目的】 

 平成 25年 5月 26日に日本小児科学会・日本小児麻酔学会・日本小児放射線学会の 3学会から、

「MRI検査時の鎮静に関する共同提言」が発表され、その中でカプノメーターの使用が強く推奨さ

れている。導入済みの施設を視察した小児科医師らの要望により、当院では平成 28年 11月 28日

に MRI対応カプノメーターが導入され、小児鎮静マニュアルが作成されたので報告する。また、

導入に伴い行われた運用に関するワーキングの過程で、小児鎮静時以外の成人のカプノメーター

使用基準も新たに設けたので、併せて報告する。 

【方法】 

・システムの概要 

・小児鎮静時の検査について 

・成人のカプノメーター使用基準について 

【結果】 

・今回導入した「Expression MR200(フィリップス社製)」では、ECG、SpO2、心拍数、NIBP(非観

血血圧)、呼吸数、etCO2(呼気終末二酸化炭素濃度)の測定が可能である。etCO2 では、呼吸停止

の場合、約 10～20秒で容態の変化に気づくことができる。 

・今回のカプノメーターの導入および小児鎮静マニュアル作成において、新たに患者の監視に専

念する看護師の配置、小児専用の救急カートの整備など、様々な点が見直された。 

・小児鎮静時の使用経験、成人のカプノメーター使用基準導入後の運用経験は、当日報告する。 

【考察】 

MRI 対応カプノメーターの導入により、迅速な患者状態の把握が可能になっただけでなく、運用し

ていくにあたり様々な点が見直され、緊急時のためのバックアップ体制の強化にもつながった。 

 

 

 



会員研究発表③ １５（医療情報・教育 その他） 6月 24日(土)10 時 45 分～11 時 45 分 

一次サーバー導入による紹介患者へのサービス向上 

〇 小川 宗久（おがわ むねひさ） 

神戸赤十字病院 放射線科部 

浅妻 厚、古東 正宜 

【目的】 

従来、他院からの紹介画像 CD閲覧は診察室の院内オフライン端末で行っていたため、瞬時性の無

さや Viewerの操作性の悪さなどにより医師が非常にストレスを感じるものであった。また、紹介

患者の診察呼び入れまでに時間を要するケースもあった。2016年 5月に一次サーバーが導入され、

紹介患者の CD画像閲覧が遅滞なく電子カルテ上で行えるようになったので事例紹介する。 

【方法】 

他院画像を瞬時に院内 LAN で閲覧できるようにする事と取込業務を診療放射線技師から地域医療

連携室職員に委託する事を実現するために以下のような要求仕様を行った 

① 事務職員でも簡便な業務フローである事 

② DICOMの知識がなくても業務可能である事 

③ 取込エラーが起きないような条件設定を行う事 

④ 医師の取込オーダーなしで取込可能である事 

⑤ 患者内容確認のために CDラベルをスキャナできる事 

⑥ DICOM以外のデータも全て取込できる事 

⑦ 充実した Viewer機能をもつ事 

⑧ PACSへの送信機能を持つ事 

【結果】 

①運用開始当初は、運用などについての問い合わせがあったが、周知を重ねる事で問題なく運用

できる様になった。 

②DICOMに知識が無い地域医療連携室職員でも問題なく業務委託できた。 

③PACSへの取込件数は三分の一程度に減少した。 

④他院画像媒体の管理が簡略化され紛失のリスクが軽減した。 

⑤至急の取込業務が無くなり、診療放射線技師は撮影業務に集中できるようになった。 

【まとめ】 

当院が導入した一次サーバーは事務職員にも負担なく取込が行え、かつ迅速に院内で画像参照が

できるため、紹介患者へのサービス向上に繋がった。 また、医師の業務負担軽減や他院画像媒

体の管理の簡素化、診療放射線技師の至急取込対応数の減少など様々な所でメリットのあるシス

テムであった。 



会員研究発表③ １6（医療情報・教育 その他）6月 24日(土)10 時 45 分～11 時 45 分 

中部ﾌﾞﾛｯｸ・診療放射線技師の人事交流を経験して 

〇 中井 良則（なかいよしのり） 

高山赤十字病院 放射線科部 

 

【目的】 

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

人事交流を通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． 

【方法】 

交換研修対象職員の要件：診療放射線技師としての勤務年数が原則として概ね 5年以上のもので

あること．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． 

研修内容 

期間：3ヶ月以上 1年未満．今回は 6ヶ月とした． 

研修業務：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：双方の事務部が協議をし，決定する． 

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当

たる． 

【結果】 

人事交流で得られたこと 

当該技師：主に放射線治療の研修を希望．伊勢赤十字病院は放射線技師でありながら医学物理士

でもあるスタッフが 5名在籍中，第一種放射線取扱い主任者については担当者全員が取得してお

り，資格についての情報や照射プランの検証方法などを学んだ． 

高山赤十字病院 放射線科部：他施設から優秀な人材を迎えることで内部の技師の意識が変わっ

た．他施設と比較でき，自施設の問題点に気付くことで病院の伽間的な評価が可能．職員間の交

流が出来る． 

【考察】 

施設規模が違っていても他施設を知ることは新たな発見や業務の改善，さらに技師個人だけでな

く組織として意識改革・業務改善が見込められる．今回，伊勢赤十字病院と高山赤十字病院との

交流であったが，他施設でも人事交流が行えるよう体制が整っていくことが必要と考えます． 

 



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 1．「線条体ファントムを用いた撮像条件の検討」 

名古屋第一赤十字病院 可児貴裕氏の発表は、ダットスキャンの定量評価に使用する SBR

値についての検討であった。ダットスキャンの読影は、視覚的評価及び SBR 値による定量

評価、臨床症状、形態診断を総合して行われるが、今回の研究は、線条体ファントムを使

用し求められる真値の SBR に対しコリメ−タ、再構成パラメ−タ、吸収補正等を変化させ

SBR が真値に最も近い条件を導きだした。研究の着眼点が視覚評価に始まり、次に再構成

パラメ−タを変化させ SBR 値について考察した研究であった。実際に臨床で使用するため

には、スル−プット効率も重要であり、本研究は、ダットスキャンの臨床における問題点を

多方向から考察した研究であった。 

 

演題 2．「当院における FDG-PET 検査時の薬剤投与方法の精度について」 

松江赤十字病院 加茂沙保子氏の発表は、手動投与装置を使用し FDG 製剤投与を行う際に、

従来は換算表による投与量を算出し使用していたが、手動投与による実投与との誤差が大

きいことからシリンジ内を生理食塩水でフラッシュし投与することにより投与誤差を大幅

に低減し、かつ安定した投与を行うことを可能とした研究であった。投与従事者の手指被

ばく線量の優位な増加も無く投与システムを構築することにより、PET 検査で使用される

半定量値（Standardized uptake value : SUV）の精度向上も期待できる取り組みであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

演題番号 3「  2channel 同時計測による ion chamber の利用可能印可電圧の測定 」北見

赤十字病院 干川 隆幸氏より施設で保有する電位計および電離箱線量計の特性に関する報

告がなされた。放射線治療の高精度化が進み、使用される電離箱線量計および電位計の種

類も多岐にわたり、その特性を理解することは重要である。本発表を参考とし各施設が文

献データに頼らず、実測により保有する計測機器の特性を理解し使用していく必要がある

と考える。 

演題番号 4「婦人科がん密封小線源治療における独立検証システムの開発」は日本赤十字

社 和歌山医療センター 小野 智博氏より、表計算ソフトを利用した婦人科がんにおける高

線量率密封小線源治療における独立検証システムの開発に関する報告がされた。外部放射

線治療と異なり独立検証システムが確立されていない本分野において、汎用ソフトを利用

した独立検証システムの開発はシステム導入の観点から見ても有用であると考えられる。

赤十字病院における密封小線源治療の稼働は多くないが、本研究を参考にした治療の質向

上に期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

研究発表② CT 部門 座長集約 

                      成田赤十字病院 笹田 勇造 

 

演題５ 

深谷赤十字病院 長沼紗由美氏による「単色 X 線等価画像を利用したワークステーション

（WS）業務の作業効率の検討」の発表であった。DualEnergy による仮想単色 X 線等価画

像から造影効果の上昇を利用し、造影剤の注入速度を低減かつ時相のタイミングを変化さ

せることで３D 作成に必要な CT 値を担保し、作業効率を上げることを目的としたものであ

った。実際の臨床画像では腫瘍が濃染されるタイミングで撮影されるため目的血管が腫瘍

に到達するまで追うことが出来るなどのメリットも多くあるが、本研究では造影剤の減量

などに関しては触れておらず、その点についての検討も期待したい。また仮想単色 X 線と

低電圧撮影での比較などもあればより仮想単色X線等価画像の有用性を見出せるであろう。 

演題６ 

松山赤十字病院 清水界氏による「ボーラストラック法における CT 値設定の検討」であっ

た。冠動脈 CT において心拍数の違いにより３群に分け撮影開始位置や、関心点に造影剤が

到達した時間のコントロールをすることでより最適な撮影タイミングを図るものであった。

冠動脈検査は心拍数のコントロール、呼吸停止時間、不整脈の３点が最も重要な検査であ

るがその一点である心拍数の課題を切り抜けるいい方法であった。しかし、万能ではなく

いくつかの症例ではタイミングのずれが生じているものもあった。心拍だけではなく EF

（左室駆出率）などのデータも併せ持つとさらによい結果が得られるのではないだろうか。

また造影剤の減量に関しては２０％できていることなので今後の更なる研究に期待したい。 

演題７ 

長崎原爆諫早病院 松尾俊哉氏による「低線量肺がん CT 健診の質の向上を目指して～１０

年間の推移と考察～」であった。肺がん健診 CT は年々増加傾向にあり、CT による肺がん

の検出だけでなく COPD（慢性閉塞性肺疾患）などの疾患に対しての健診も含めて様々な

有用性を求められている。その中で「Lung Vison」というソフトを用い肺気腫を可視化

させることで更なる健康への関心を持たせ、疾患の治療を促すなど健康への関心をもたせ

る動機づけをさせるというものであった。当院においても肺がん健診 CT は増加傾向である。

その中で様々なソフトウェアを用い、データを活用する事は大いに期待したいところであ

る。しかし、昨今の放射線被ばくによるリスクの目にも関心が寄せられているが健診 CT の

役割として低被ばくをより明確化しなくてはいけない。肺がん CT 健診認定機構や AAPM

から CT における被ばく線量の上限が設定されているがそういった数値に着目し今後の撮

影において線量低減にも期待したいところである。 



 

会員研究発表② CT 部門 座長集約 

                      大阪赤十字病院 吉澤 雄介 

 

演題 8 「脳 CT perfusion 検査における 4DCTA 画像再構成の時間短縮」 

伊勢赤十字病院 河口 洋平 

 伊勢赤十字病院で行われた過去 1年間の急性期脳梗塞におけるCT perfusion データ 197

例から、4DCTA で必要となる閉塞血管の同定における最適再構成時相の決定と、画像再構

成時間短縮がどの程度可能になるのかを検討したという内容の発表であった。 

 スキャン開始から動脈ピークまでの時間、静脈ピークまでの時間を全症例で検討し、不

必要な画像再構成処理を省いて最適再構成時相を全時相の半分程度に決定するという取り

組みは大変参考になった。また急性期脳梗塞患者に対し、放射線科が診断、治療のボトル

ネックにならず、素早く治療適応の判断を可能にするために必要な検討であったといえる。 

演題 9 「急性期脳梗塞における CT perfusion 処理の時間短縮について」 

伊勢赤十字病院 幕谷 幸弘 

伊勢赤十字病院では画像診断がCT firstで急性期脳梗塞治療を 365日 24時間対応で行っ

ているため、当直に入る技師は CT perfusion の撮影、処理は必須技術になる。技師間で

生じる画像処理時間の差、さらに適切な画像処理が出来るよう QC 手法を用いて対策を行

ったという内容の発表であった。 

 本来、CT 担当者と非担当者の間で生じてしまう画像処理能力の差を、スライド上でどの

ように原因を洗い出して、対策、改善までの経緯を非常に分かりやすく纏められていた。

QC 手法の実施期間も約 1 年という長い期間であったが、結果として適正な画像を迅速に医

師に提供でき、急性期脳梗塞 IVR を行う一助となったといえる研究発表であった。 

 当院では CT perfusion 検査の件数は少ないが、放射線科として安定した画像提供を医師

に行うために必要な検討であり、今後の参考にしたい。 

演題 10 「ADCT を利用した使用列数の違いにおける散乱線量に与える影響の基礎的検討」  

徳島赤十字病院 笠井 洋平 

   多列化する CT 装置において見落としがちな散乱線量を、320 列 CT を用いて使用列

数を変えて計測を行った検討である。頭部 CT 撮影において介助者の被ばく線量を低減で

きる可能性を検討するため行われた。 

  使用列数を少なくするとコーン角が小さくなることで散乱線量は減少するが、撮影時

間も長くなる。介助の必要な患者の場合、撮影時間の延長はモーションアーチファクト

の影響など、様々なマイナスの影響もある。介助者の被ばく防護の観点からも普段の使

用列数を含め散乱線量を技師が知ることは必要であると考えるが、撮影患者の画質の担



保と折り合いをつけて今後も被ばく低減の可能性を検討していただきたい。 

研究発表③一般撮影・透視部門 座長集約  

                            松江赤十字病院 佐藤知子 

 

演題 11 「FPD システムにおける腹部撮影条件の検討」は大分赤十字病院 熊谷誠氏に

より CR システムとの比較で FPD システムが被ばく線量を従来の撮影条件より 40～50％

落とせる可能性があると報告された。以前から FPD システムは被ばく線量が低減されると

言われている。今回は同一撮影条件のみでの比較であったので、今後は FPD における管電

圧特性等を考慮して撮影条件を検討し更なる被ばく線量低減にむけての報告が期待される。 

また、他の撮影部位でも検討していただきたい。 

演題 12 「散乱線除去用ソフト使用時における画像の黒潰れの検討」は広島赤十字・原

爆病院 廣田充宏氏により散乱線除去用ソフト（以下 VG）使用時、胸部撮影で体厚の大き

な方に高い管電圧を使用すると黒つぶれ（画素の飽和）しやすいとの報告があった。黒つ

ぶれをおこす条件がスライドで分りやすく説明された。当院にはまだ導入されていないが、 

各メーカーで特性がかなり違うようである。今後まだ発展していく分野であるのでハー

ド・ソフト両面からの今後の動向に注目したい。 

演題 13 「胃 X 線検査における放射線技師による「読影補助」の役割」は高山赤十字病

院 中井良則氏により認定技師が検査担当技師のレポート及び画像について改善点や修正

点を指導することによって技師間の能力差が縮小されたと報告された。撮影できない、読

影できない医者が増加する一方で診療放射線技師における撮影・読影は必須となり、その

責任も重要となってくる。技師の教育も大切であるが医師の教育を今後どうするか、また、

完成されたレポートシステムの構築に向けて認定技師の努力と制度および地位向上を期待

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

研究発表③ （MRI）（医療情報・教育・その他） 座長集約 

                            深谷赤十字病院 中山 進 

 

演題１４「MRI対応カプノメーターの使用経験」日本赤十字社和歌山医療センターの二木崇

人氏の発表は、日本小児科学会・日本小児麻酔科学会・日本小児放射線学会の 3 学会から

出された「MRI検査時の鎮静に関する共同提言」で強く推奨されているカプノメーターの使

用経験に、システムの概要、小児鎮静時マニュアルの作成（監視に専念する看護師の配置、

救急カートの整備など）、成人のカプノメーターの使用経験に関する発表であった。馴染み

の薄いカプノメーターの動作説明を、動画を用いて視覚的に訴えたことが良かった。また

高額なカプノメーターを有効に医療安全に生かしているものであった。当院では、この発

表を期にカプノメーターのメーカー説明会（技師、看護師）を開催し、運用マニュアルの

作成に取り掛かった。この演題に感謝したい。 

 

演題１５「一次サーバー導入による紹介患者へのサービス向上」神戸赤十字病院の小川宗

久氏は、紹介患者の CD閲覧（診察室）でのストレスを、一次サーバーを導入してカルテ上

で閲覧を可能にすることにより、医師のストレスを軽減し、かつ迅速に院内で画像参照が

できるため、紹介患者へのサービス向上に繋がったと言う発表であった。発表の流れが具

体的で分かり易く、問題点と改善点を明確にしていた。ここで特記したいことは、PACS へ

の取り込みを医師のオーダーとした点であろう。（PACSへの取り込み件数が三分の一程度に

減少した理由と考えられる。）他施設の画像データーの PACS への取り込み量の増加は、ど

の施設にとっても問題となっている。参考になるシステムと思われた。 

 

演題１６「中部ブロック・診療放射線技師の人事交流を経験して」高山赤十字病院の中井

良則氏は、自身が経験した伊勢赤十字病院への 6 か月間の人事交流についての発表であっ

た。まず、両施設の技師長の努力とそれを認めた病院幹部に敬意を表したい。人事交流を

通じて、診療放射線技師としての資質・能力の向上を図ると言う目的は素晴らしいと思わ

れる。今回の発表では、賠償責任保険・宿泊先の件や、研修業務の内容などいくつかの問

題点を双方の施設間で協議し決定したとあるが、関係者は大変であったと推測される。交

換研修職員は、素晴らしく貴重な体験をしたと思われるが、両施設からの人事交流に対す

る評価があれば、もっと人事交流の必要性や問題点が浮かび上がったと思われる。いくつ

もの問題点を乗り越えて、人事交流が行えることを期待したい。 

 



第 64回 日本赤十字社診療放射線技師定期総会 議事録 

 

1. 日 時 ：平成 29年 6月 23日（金）15：30～17：00 

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 141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 28年度事業経過報告 

         第二号議案  平成 28年度決算報告 

         第三号議案  平成 28年度監査報告 

         第四号議案  平成 29年度事業計画（案） 

         第五号議案  平成 29年度予算計画（案） 

         第六号議案  平成 29・30年度役員改選について 

         第七号議案  その他 

⑧ 議長解任 

⑨ 閉会の辞 

 

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、「定期総会は我々執行部の通知表だと思っております。

オール 5 が取れれば良いとは思いますが、それはなかなか難しく、及第点を取れればと考え

ています。及第点が取れればさらにその上の点数が望め、会の発展に繋がっていきます。今

年度は役員改選の年であり、さらに先へ進めるような組織運営にしたいと考えています。」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 15名、奨励賞 6名、感謝状被贈呈企業

2社が表彰された。                         (敬称略、順不同) 

※功労賞被表彰者 15名                         

（栗山）前川 信秀、（盛岡）安達 廣司郎、（盛岡）藤村 貴順、（盛岡）高橋 義浩、（盛岡）新田 仁、

（那須）高久 道行、（さいたま）坂口 雅彦、（福井）石田 智広 、（飯山）高澤 茂正、       

（飯山）樋田 正彦、（高山）坂本 清隆、（名古屋第一）山田 仁一、（高知）秦泉寺 節男、      

（熊本健康管理）藤田 清一、（熊本）白石 修、 

※奨励賞被表彰者  6名                         

（武蔵野）増島 一貴、（伊勢）喜多 真弓、（伊勢）森嶋 毅行、（伊勢）柴原 卓彦、 



（伊勢）林 奈緒子、（神戸）中田 正明 

※感謝状被贈呈企業 2社（医療機器貸与による熊本地震災害医療活動へのご協力に対し）  

 株式会社日立製作所、富士フィルムメディカル株式会社 

 

 総会議事運営報告（資格審査報告）を執行部 荒井が報告した。 

本日の出席者 141名、委任状提出者 1334名、合計 1475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、松山赤十字病院 水口 司氏、徳島赤十字病院 福井 義治氏。 

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、水戸赤十字病院 山縣 徳治氏、小川赤十字病院 小林 教浩氏。         

 採決質疑記録係に、京都第二赤十字病院 錦織 優希氏、高知赤十字病院 白石 卓也氏。 

 

 議長、水口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 141）。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 1,475） 

※第二号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 141）。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 1,475） 

※第三号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 141）。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 1,475） 

 

議長を福井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。 

第五号議案について、神戸赤十字病院 古東氏より質問がなされた。 

（古東氏）特別会計（平成 29年学術総会収支予算）に記載してある支出の項目で、情報交

換会費用の 820,000 円は、参加登録費から流用支出しているのではないか？情報交換会

に参加しない会員のお金をそれに使うのは問題では？ 

（安彦副会長）ランチョンセミナー開催企業から、協賛開催費として 700,000 円を頂いて

いる。これらは税法上、収入の方へ計上していない。実際ならば収入、支出ともプラス

700,000 円であり、情報交換会費はそちらから支出していると考えて頂いても良いかと

思う。しかし、これらの協賛が今後、続くかどうか不透明であり、今回も含め経費を節

約して開催しているのが現状である。そういった点で、今年の予算案は一般会計から助

成金として 40,000円を計上している。情報交換会の開催が厳しくなれば、費用の見直し、 

 また全くの別会計にする事も考えていく。 

（古東氏）日赤本社に開催助成金をお願いする事は無理であろうか？ 



 

（清水会長）実際にしたわけでなないが、日赤本社に申請しても無理だと考える。日赤医

学会においても、当番施設の収支で行っている。 

（古東氏）これから協賛も厳しくなっていくと思われる。そういった将来を見越して、予

算案を考えて頂きたい 

その他、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 141）。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 1,475） 

※第五号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 141）。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 1,475） 

 

3、第六号議案について、山下選挙管理委員長より報告がなされた。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。会場からの大きな拍手により、平成 29・30年度役員が承認された。 

 

 4、第七号議案として、執行部より今回で退任される、会長 清水 文孝氏（深谷赤十字病院）、

監事 石田 智広氏（福井赤十字病院）、監事 久保田 利夫氏（前橋赤十字病院）の名誉会員

への推薦案が提示された。 

  会場からの大きな拍手により全員が承認された。 

 

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 29年 7月 6日  

                      議事録署名人 

 

                                山縣 徳治    ㊞  

 

                                小林 教浩     ㊞  

 

                      定期総会議長 

 

                                  水口 司      ㊞  

 

                                福井 義治     ㊞  



第 53回日本赤十字社医学会総会報告 

石巻赤十字病院 放射線技術課 画像情報管理係長 鎌田賢治 

 

 第 53回日本赤十字社医学会総会が平成 29年 10月 23 日（月）～24日（火）の２日間、宮城県仙台

市の仙台国際センターで開催されました。 

 当院が担当施設でありましたが、例年と違い月

曜日と火曜日開催であることと、前日から当日に

かけて大型の台風 21号が宮城県を直撃し交通機

関に影響がでたことで、「参加者が少なくなるの

では」と危惧しておりましたが、実際は全国から

2000名以上もの参加を頂き、非常に活気ある学

会となりました。 

 今回は前日の 10月 22日（日）に、日本三景

の一つである松島や秋保、鳴子などの観光地や温

泉を巡るコンベンションツアー、東日本大震災最

大の被災地である石巻を回り当時の状況を振り

返る被災地視察プログラム、前日に仙台入りされ

る参加者には東北の B級グルメを味わえる前夜

祭が開催されました。特に前夜祭では 180名以

上参加され、東北 6県の地酒・郷土料理に舌鼓を

打ち、楽しんで頂けたようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 学会１日目の午前は放射線技術部門の

ポスター発表がありました。私は座長を

担当させて頂きましたが、皆様、非常に

興味深い発表をされておりました。質問

や情報交換も活発に行われ、とても良い

雰囲気で終えることができました。 

 午後は他の職種の興味があった発表を

拝聴しました。どのセッションも実際の

運用に即した発表をされており、非常に

参考になる有意義な時間となりました。

私自身、日赤医学会に何度か参加させて

頂いたことがありますが、本学会は他職

種の発表を聞けることが良い所の一つだ

と思っています。放射線技術関連の学会、 

勉強会に参加することは多々ありますが、なかなか他職種の学会等に参加することは多くありません。

他職種の文化に触れるチャンスでもあり、いつもと違った刺激を受けています。 

 また１日目の午後には特別講演Ⅰとして、自然

写真家の高砂淳二氏より「夜の虹との出会い」と

題してご講演頂きました。高砂氏はこれまで 90カ

国以上の国を訪れ、海の中から生き物、風景、星

空まで地球全体をフィールドに撮影活動を行われ

ています。講演ではハワイでの夜の虹との出会い、

ハワイアンに伝わる知恵を写真とともにお話頂き、

綺麗な写真に癒されながらも生命の尊さについて

改めて考えさせられました。 

その後、特別講演Ⅱとして株式会社ヴィジョナ

リージャパン代表の鎌田洋氏より「～ディズニー

からの贈り物～『ありがとうの数だけ幸せになれ

る』」と題してご講演を頂きました。鎌田氏は「デ

ィズニー ありがとうの神様が教えてくれたこ

と」等の著者で有名であります。ディズニーの夜

の掃除から学んだディズニー哲学やディズニーの

教育プログラムをユーモアあふれるトークでお話

頂きました。自らの仕事への誇りを持つことの大

事さを再認識させられた講演でした。 

 

 

 

 



 １日目の終わりには恒例の「医療人の集い」が行

われました。私はあいにく参加できませんでしたが、

伊達武将隊の演技や皆様ご存知の牛タンや笹かま

をはじめ、フカヒレ、サンマ、牡蠣、ホヤなどの三

陸の海の幸や、日本屈指の米どころ東北の、「ササ

ニシキ」や「ひとめぼれ」などの美味しいお米、日

本酒が振舞われたようです。それにしても圧巻の日

本酒の種類！！不参加が悔やまれます。夜には台風

も過ぎ去り、仙台の夜の街を満喫して頂いたのでは

ないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２日目は放射線技術部門Ⅰ、Ⅱの口演発表があ

りました。１日目のポスター発表に引き続き、皆

さん様々な視点から研究、評価されており非常に

勉強となりました。多くの意見交換がされ、活気

あるセッションとなっていました。 

 大型台風 21 号が直撃し波乱の幕開けとなった今回の日本赤十字医学会総会でしたが、前日の被災地

視察プログラム、前夜祭を含め充実した 3日間となりました。 

 次回は中部ブロックの名古屋第一赤十字病院が御担当となります。関係皆様のご活躍とご健勝を心よ

りお祈り申し上げます。 

  



日本赤十字社診療放射線技師会 北海道地区会 

第２７回総会並びに研修会 日程表 

 

開催日時 ： 平成 29年 9月 30日（土） 12:00から 

                     平成 29年 10月 1日（日） 12:00まで 

開催場所 ： 日本赤十字社 北海道支部奉仕団活動室 

〒060-0001 札幌市中央区北１条西５丁目 

(Tel)011-231-7126 

 

第 1日目 平成 29年 9月 30日（土曜日） 

 

 12:00 ～ 12:40  受付・参加登録 

 

座長・・・釧路赤十字病院   多津美 敦 

小清水赤十字病院  河村 康広 

12:45 ～ 14:30  会員研究発表     

   （１）術後手関節側面撮影の検討 

   旭川赤十字病院 ○飯田 紘久、増田 安彦、 

                   東堂 剛三     

  （２）FPDを使ったステンバース撮影補助具の検討 

                       北見赤十字病院  ○大友 厚志、中島 勲 

   

  （３）Single  Shot TFE 法を用いた非造影下枝 MRAの臨床検討 

                       北見赤十字病院  ○岩橋 秀樹、大友 厚志、 

                                 小笠原 尚樹、菅野 裕幸   

  （４）PTE診断における単純 CT所見に関する検討 

          旭川赤十字病院  ○高田 直行   

  （５）心エコー検査におけるファブリー病の一例 

                       浦河赤十字病院  ○三浦 康成、藤村 仁   

  （６）X線 TV装置における事故防止対策と業務改善の工夫 

                       釧路赤十字病院  ○相山 幸紀 

  （７）放射線科における感染対策、手指衛生向上の取り組み 

             伊達赤十字病院   ○竹内 佳輝 

 

 

 



 

座長・・・釧路赤十字病院   熊谷 敬広 

 14:40 ～ 16:10  技術交流       

  「一般撮影における創意工夫など」  各施設発表 

 

座長・・・北見赤十字病院  相澤 幹也 

 16:20 ～ 17:20  教育講演     

  「一般撮影の見直しの中で」 

清水赤十字病院  中川 英之 様 

 

 17:30 ～ 18:00 北海道地区会 総会 

 

 19:00 ～     情報交換会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



 第 2日目 平成 29年 10月１日（日曜日） 

 9:10 ～  9:30  受付 

 

座長・・・・・旭川赤十字病院  増田 安彦 

                   釧路赤十字病院  相山 幸紀 

 9:30 ～ 10:30  ワークショップ 

 「日本赤十字社の原子力災害対策と診療放射線技師」 

  「原子力災害に対する行政の体制」 

  「原子力災害時の救護活動における技師の役割」 

                    長浜赤十字病院     松井 久雄 様 

                    唐津赤十字病院     坂井 征一郎 様 

                    名古屋第二赤十字病院  駒井 一洋 様 

  災害医療支援部  駒井さん                    

 

  災害医療支援部  松井さん        災害医療支援部  坂井さん 

 



 

  座長・・・・・釧路赤十字病院 工藤 武志 

 10:40 ～ 11:10 特別講演 

  「これから日赤の放射線技師が求められること」 

        日本赤十字社診療放射線技師会 会長 

               仙台赤十字病院  安彦 茂 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ～ 12:00 閉会 



平成 29 年度 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 

東北ブロック理事 秋田赤十字病院 三浦 司 

 

平成 29 年 9 月 30 日（土）13 時 30 分より、秋田赤十字病院多目的ホールにおいて平成

29 年度日本赤十字社診療放射線技師会東北ブロック研修会を開催した。 

 東北 5 県 6 施設及び来賓を含め総勢 36 名の参加者であった。 

 今回は特別講演として、今年度より日本赤十字社診療放射線技師会会長になられた、安

彦新会長の講演を頂き、また日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部理事である、

駒井理事にも講演を頂いた。教育講演としては、富士フイルムメディカル株式会社 販売

統括本部 MS 部シニアマネージャー 畔柳先生をお招きし、大変好評であった。 

 また今回は共同テーマを「産休・育児休暇、前中後の勤務体制」についてシンポジウム

形式で行い各病院の現状を発表して頂き、当院を含め産休・育児休暇の経験が少ない病院

が多い中、現実的には非常に厳しい状態であることが明らかになった。各施設のスタイル

に沿ったスケジュールを構築して頂き、是非とも参考にしてもらいたい。 

 代表者会議では、主催理事の確認と開催場所の確認を行った。 

  

【プログラム】 

12：45 会場・受付開始 

13：00 代表者会 

13：25 開会の挨拶                 秋田赤十字病院  三浦  司 

13：30 特別講演 1             座長 石巻赤十字病院  及川 順一        

「これから日赤の放射線技師が求められること」 

                日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 様                           

14：10 特別講演 2              座長 石巻赤十字病院   鎌田 賢治 

「原子力災害における診療放射線技師の役割 

日本赤十字社診療放射線技師 会災害医療支援部理事 駒井 一洋 様 

14：55 休憩（15 分） 

15：10 シンポジウム             座長  仙台赤十字病院 玉川 正志 

「共同テーマ」＝「産休･育児休暇、前中後の勤務体制について」 

                         八戸赤十字病院   大澤 哲平 

                         盛岡赤十字病院   藤村 貴順 

                         仙台赤十字病院   笹  優子 

                         石巻赤十字病院   高橋 和也 

                         福島赤十字病院   羽貝 寿子 

                         秋田赤十字病院   大隅 康之 

 



16：00 教育講演                     座長 秋田赤十字病院 三浦  司            

  「富士フイルムの X 線画像処理の変遷と将来への期待」 

                  富士フイルムメディカル株式会社 販売統括本部 

                   MS部シニアマネージャー 畔柳 宏之 先生 

17：00 集合写真撮影・閉会 

 

安彦会長講演 

駒井理事講演 

シンポジスト 



    

 

 

 

 

教育講演 畔柳先生  

集合写真  



                        

 

 

 

情報交換会  



平成 29年度 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報告 

開催当番病院： 長岡赤十字病院 田村厚司 

 

平成 29年 11月 11日(土)～12日(日) 長岡グランドホテルにおいて、 

平成 29年度日本赤十字社診療放射線技師会 東部ブロック研修会を開催した。 

開会日直前に 2名の欠席(那須：山下明、深谷：飯島秀信)が生じたが、最終的に 8県 18

施設および来賓を含め 79名の参加者であった。 

 今回は安彦茂新会長から会長講演を頂いた。教育講演として、群馬県立県民健康科学大

学の佐々木浩二先生からは放射線治療に関するご講演、ならびに長岡赤十字病院の西原眞

美子先生からは救急外来の頭部 CTで見られる重要な所見について、また特別講演としては、

長岡造形大学の和田裕先生から「人間中心設計」についてのご講演を頂いた。 

 代表者会議では、来年度春開催の代表者会議の場所および日程、次回以降の東部ブロッ

ク当番病院の確認、ブロック委員選任方法の確認、今後のブロック研修会では会長講演と

災害講演が必須となることなどを討議した。 

 

【プログラム】 

11月 11日(土)   会場 ４F蒼柴 

12：30 受付開始 

13：00 開会式 

    大会長挨拶   長岡赤十字病院  林 智 

    院長挨拶   長岡赤十字病院  川嶋 禎之 

13：15 会長講演 

  「これからの日赤の放射線技師が求められるもの」  

     日本赤十字社診療放射線技師会   会長  安彦 茂 様 

13：45 教育講演 

  「イメージガイドによる放射線治療」 

     群馬県立県民健康科学大学   教授  佐々木 浩二 様 

14：35 休憩 

14：45 一般演題Ⅰ 

座長 長岡赤十字病院  菅井 正之 

   長岡赤十字病院  神林 裕司 

１ 一般撮影における読出し装置の違いによる検査時間短縮の検討 

  日本赤十字社医療センター  木本 茜緒 

２ DMQCファントムを用いた当院MMG装置における CNR・SCTF管理幅の検討 

  長岡赤十字病院    本永 みなみ 

３ 放射線科におけるインシデント・ヒヤリハット報告への取り組み 



  さいたま赤十字病院   石脇 剛弘 

４ 線量校正における気圧計の精度管理 

  成田赤十字病院    髙橋 夕希子 

５ 頭頸部治療におけるセットアップエラー低減の取り組み 

  長岡赤十字病院    野村 知広 

15：35 休憩 

15：50 特別講演   座長 長岡赤十字病院  林 智 

 「人間中心設計 Human Centered Design」 

  長岡造形大学  学長   和田 裕 様 

16：40 休憩 

16：50 施設代表者会議    進行  林 智 

    議長 東部ブロック理事  大貫 信也 

18：00 情報交換会  会場 ２F悠久 

 

11月 12日(日)     会場 ２F悠久 

8：30 開場 

9：00 教育講演   座長  長岡赤十字病院  入澤 佳弘 

 「救急疾患の頭部 CT  見逃してはいけない所見、放っておいてよい所見」 

    長岡赤十字病院  西原 眞美子 

9：50 休憩 

10：00 一般演題Ⅱ   座長  長岡赤十字病院  若月 栄介 

      長岡赤十字病院  飯浜 忠俊 

６ 私が受けた新人教育～急性虫垂炎～ 

  深谷赤十字病院    小島 萌 

７ 胸腹部撮影における撮影条件の検討 

  那須赤十字病院    中澤 佑介 

８ 当院における全身外傷 CTプロトコールの検討 

  武蔵野赤十字病院   齊藤 大輝 

９ ASSETにおける展開エラー発生条件の検討 

  武蔵野赤十字病院   東 大樹 

10 3D-ASLの活用と展望 

  日本赤十字社医療センター  松本 ジョエル 

10：50 休憩 

11：00 次回当番病院挨拶   さいたま赤十字病院 

11：30 閉会式 



⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 

第8回中部ブロック業務研修会 開催報告 

 

当番病院 ⻑野⾚⼗字病院 

 

例年ですとまだまだ暑い⽇が続く9⽉ではありますが、今年は⽐較的過ごしやすい気候に恵まれ、前⽇まで

の⾬模様もすっかり晴れ渡り、⻑野市において第8回中部ブロック業務研修会を平成29年9⽉9⽇（⼟）・10⽇

（⽇）の2⽇間にわたり開催いたしました。 

準備の遅れなどがあり、会員の皆様には⼤変なご迷惑をおかけしたことと思いますが、中部ブロック⾚⼗字

病院から会員65 名の参加を得て、開催にこぎつくことができました。 

1⽇⽬は、「救急外来で放射線技師に期待すること」と⻑野⾚⼗字病院第⼀救急部副部⻑ ⼭川 耕司先⽣に実

症例を交えてお話しいただきました。また、「働きやすい労働環境を考える」で⼤宝労務安全研究所所⻑の

⼤⽥吉宝先⽣からお話をいただきましたが、普段あまり意識しない労働問題について考える機会が持てたと思

います。他に会員発表5 題と分科会にて各モダリティで情報交換を⾏いましたが、とても活発な意⾒交換とな

り時間不⾜で残念な事態となりました。是⾮こうした機会が増えれば、施設間の交流も進み、有意義なネット

ワークが築けるのではないでしょうか? 

2⽇⽬は.今回初の試みとして、⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会本部より講師の先⽣をお迎えし、原⼦⼒災害に

おける⾚⼗字社の役割などを講演していただきました。今後の新たな取り組みを垣間⾒ることができましたが、

実際の対応を考えると不安や疑問がわいてきます。最後は診療放射線技師の教育について意⾒交換を⾏いまし

た。結論が出る問題でもなく、施設によって対応が異なる場⾯も多いと思います。事前のアンケート調査も⾏

いましたが、⾃施設に帰って何かしら改善のきっかけになれば幸いと思います。 

会員各位のご協⼒により、無事閉会となりました。甚だ簡単ではありますが、開催報告をさせていただくと

ともに、皆様のご協⼒に深く感謝申し上げます。 

 

報告  放射線科部技師⻑  ⼤塚 亨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野赤十字病院全景 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 

第8回中部ブロック業務研修会 

 

開催⽇       平成29年9⽉9⽇（⼟）13：00〜10⽇（⽇）13：00 

会  場       ⻑野⾚⼗字病院 第⼆研修ホール 

 

【プログラム】 

9⽉9⽇（⼟） 

12：30 受付 

13：00 開会式 

当番病院挨拶                  ⻑野⾚⼗字病院      放射線科部技師⻑      ⼤塚 亨 

開催施設代表者挨拶            ⻑野⾚⼗字病院                  院⻑      吉岡 ⼆郎 

主催者挨拶                    ⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 

中部ブロック理事    茅野 充治（安曇野⾚⼗字病院） 

来賓挨拶                      ⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 

会⻑        安彦 茂（仙台⾚⼗字病院） 

 

13：30     講演会                 座⻑ 室賀 浩⼆（⻑野⾚⼗字病院） 

「救急外来で放射線技師に期待すること」 

講師    ⻑野⾚⼗字病院第⼀救急  部副部⻑   ⼭川 耕司先⽣ 

 

14：30     演題発表               座⻑ ⼭城 晶弘（⻑野⾚⼗字病院） 

１．新⼈教育プログラムの再構築 

⻑野⾚⼗字病院              岡村 佳奈 

２．放射線検査におけるパニック値の設定 

名古屋第⼆⾚⼗字病院        有賀 英司 

３．当院における前⽴腺MRI 検査の適正化 

⾦沢⾚⼗字病院              ⾼平 義之 

４．TSE-DIXON 法における脂肪ファントム成分の影響 

⻑野⾚⼗字病院 ⾼林 融 

５．つなぎ⽬照射における最適なMLC の配置について 

伊勢⾚⼗字病院              岩城 健悟 

 

15：30    講演会                 座⻑ ⼤塚 亨（⻑野⾚⼗字病院） 

「働きやすい労働環境を考える」 

労働における法的裏付けを学んでみましょう 

講師    ⼤宝労務安全研究所  所⻑  ⼤⽥ 吉宝先⽣（社会保険労務⼠） 



16：30    分科会（各モダリティ）および 職場責任者会議 

職場責任者会議 

放射線治療         「安定的な放射線治療の提供への取り組み」 

MR                 「安全管理（⾦属・造影剤）」 

CT                 「造影CT と教育体制」 

核医学             「SPECT/CT の運⽤⽅法」 

⼀般撮影           「⼀般撮影を⾒直してみよう」 

 

17：30 移動 

 

18：30 情報交換会 ホテル信濃路 

 

9⽉10⽇(⽇) 

9：00     講習会    「原⼦⼒災害における診療放射線技師の役割」 

内 容 「⽇本⾚⼗字社の原⼦⼒災害対策と診療放射線技師」 

「原⼦⼒災害に対する⾏政の体制」 

「原⼦⼒災害時の救護活動における技師の役割」 

講 師 坂井征⼀郎先⽣（唐津⾚⼗字病院） 

⾼本研⼆先⽣（松⼭⾚⼗字病院） 

駒井⼀洋先⽣（名古屋第⼆⾚⼗字病院） 

 

10：00    討論会                 司会 ⼤塚 亨（⻑野⾚⼗字病院） 

「診療放射線技師の教育について考えてみましょう」 

・業務拡⼤に伴う統⼀講習会 

・臨床実習⽣の教育 

・新⼈教育 等 

 

12：30 閉会式 

主催者挨拶 ⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 

 

中部ブロック理事 茅野 充治（安曇野⾚⼗字病院） 

 

次期開催施設挨拶 富⼭⾚⼗字病院 課⻑ 四⼗九 ⼀嘉 

 

当番病院挨拶 ⻑野⾚⼗字病院 放射線科部技師⻑ ⼤塚 亨 

 

記念撮影 



平成 30年 2月吉日 

日本赤十字社診療放射線技師会 

高槻赤十字病院 放射線課 

第 26回日本赤十字社診療放射線技師会 

近畿ブロック研修会開催報告書 

 

標題の会が、別添プログラムのとおり、開催されましたので報告します。 

 

平成 30年 2月 24日（土）12：00 ～ 25日（日）12：00 高槻赤十字病院が開催担当

施設となり、ホテルメルパルク大阪 ボヌールにおいて開催しました。 

今年度から他ブロックの皆様にもご参加を呼び掛ける形式となり、日本赤十字社診療放

射線技師会 会長 安彦 茂様、災害医療支援部 講演者 駒井 一洋様をはじめ 7名の方にご

参加いただき、総勢 87名での開催となりました。 

 

1日目 

【院長挨拶】 

【安彦会長 挨拶】  【特別講演】    【会員発表】                                   

   

【コンセンサスゲーム】           【情報交換会】 

    

 

会員発表、コンセンサスゲームの間、平成 29年度 第 2回近畿ブロック施設代表者会議

が、会長にも参加していただき 16名で行われました。 



2日目 

【災害医療支援部講演】 

 

【キヤノンメディカル（株)講演】 

 

 

国際災害救護、原子力災害救護について、災害医療支援部の皆様に、また、高精細 CT、

MRIについて、キヤノンメディカル（株)の方に講演していただきました。 

 

日本赤十字社の診療放射線技師であることに感謝し、今後、業務に励むにあったって、

多くの仲間がいることを実感でき、有意義な 2日間を過ごすことが出来たかと思います。 

以上 



平成 29 年度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 報告書 

 

1．日時：2017 年 12 月 9 日 14 時～17 時 50 分．10 日 9 時～12 時 

2．会場：松江赤十字病院 講堂 

3．参加者数：50 名 

4．開催概要 

【会長講演】20 分 

「日本赤十字社診療放射線技師会の現状と課題」  

  日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦茂 

【災害支援部講演】60 分 

「日本赤十字社の原子力災害対策と診療放射線技師」 

「原子力災害に対する行政の対策」 

「原子力災害時の救護活動における診療放射線技師の役割」 

  災害支援部 駒井一洋（名古屋第二赤十字病院） 

     高本研二（松山赤十字病院） 

【研修会企画】 

「被災施設への放射線部門業務支援について考える」 

 ・基調講演「被災経験施設からの考察」 

  神戸赤十字病院 浅妻厚 

 ・特別講演「熊本地震病院支援を経験して～支援の連携とマネージメント～ 

  松江赤十字病院 看護師 野津栄子 

・シンポジウム 

  一般撮影から 高知赤十字病院 小松克也 

  CT 検査から 徳島赤十字病院 矢野朋樹 

  MRI 検査から 高松赤十字病院 石井寛人 

  転職経験から 松江赤十字病院 岩田幸子 

 ・グループワーク（グループディスカッション・成果発表） 

【施設見学】 希望者 

5．内容 

 研修会のメインテーマを「被災施設への放射線部門業務支援について考える」とした. 

 日本赤十字グループでのコメディカル部門の災害時病院支援について今後本社と技師

会とで推進されることから本テーマを取り上げた. 

 基調講演では、23 年前の阪神淡路大震災での経験に基づいての考察を聴講した．この

震災では放射線部門において業務支援が行われたのとの事であり、スタッフの少ない

中小規模病院においては発災直後の急性期の業務支援が必要との事であった． 

 特別講演では、東日本大震災と熊本地震で看護師として病院支援に参加された経験を



聴講した．実際の業務や生活環境、派遣にあたっての準備、コーディネータの重要性

などの内容であった． 

 シンポジウムでは、はじめに一般撮影・CT・MRI 部門における業務支援の可能性と課

題について発表していただいた．装置の違いへの対応、マニュアルの必要性、副作用

など緊急時の対応、加えて MRI においては安全性に関する各種運用などが課題との事

であった．次に、転職経験から他の施設で業務する事について考察をしていただいた．

電子カルテや RIS については本質的に同じであるため、説明を受ければ大きな問題は

ないのではとの事であった．また装置が同じである場合であっても、細かい撮影法や

手技が異なるので注意が必要であり、その場合の対応としてマニュアルが一助になる

との事であった． 

 グループワークは、一班 7 名とし 6 班に分かれあたえられたテーマに沿ってディスカ

ッションを行い、結果を発表していただいた．テーマは、①支援を想定して自施設・

自分自身が何を知っておきたいか、何をしておくべきか、②自施設が受援の立場とし

て事前に何をしておくべきか、要望は何か、③施設業務支援体制を構築するにあたり

何が必要か、とした．基調講演、特別講演、シンポジウムの内容を発展させ活発な意

見が展開された．受援病院の診療体制として支援者が業務を行っている事を周知させ

ておく必要性があるとの意見もあった．また、非常時運用の構築が必要との意見もあ

った． 

6．所感 

 全体として共通性のある内容であり、活発な意見交換があった．グループワークでは

班構成を年代別としたため、世代ごとの特徴を感じることができた．  

 今回の研修会の内容が、今後の施設での取り組みや技師会での取り組みに反映される

ことを願いたい． 

 

報告者 松江赤十字病院 加藤秀之 

   



第１８回日本赤十字社診療放射線技師会九州ブロック研修会を１０月７日、８日の両日、

唐津赤十字病院佐野講堂にて、九州ブロッツク 9施設４３名の参加の下開催いたしました。 

安彦会長、災害支援部駒井理事、松井技師にはお忙しい中、遠方よりご参加いただき感

謝申し上げます。安彦会長よりの日本赤十字社診療放射線技師会としてのビジョンをお示

しいただきました。 

  安彦会長 講演 

 

 

メディカルイラストレーション作品閲覧 



 災害医療支援部講義 駒井理事  

 

 

参加者記念撮影 

 

講演、講義していただいた先生方、研究発表していただいた会員の皆様、また、開催施設

唐津赤十字病院スタッフの皆様に感謝申し上げます。 
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小児 CT 検査における体動を考慮したプロトコルと画質 

 

日本赤十字社和歌山医療センター 

放射線診断技術第二課 診療放射線技師 小林弘幸 

 

小児 CT検査に求められることとして、被ばくの最適化、体動を考慮したプロトコルがあ

げられると考えます。当センターには 2016 年に CANON 社製 Aquilion ONE GENESIS 

edition（320列 CT）が導入されており、主にこちらの装置で小児の検査を行っております。

今回は、320列 CTにおける、小児撮影の体動を考慮したプロトコルとその画質について検

討を行いましたので、紹介させていただきます。 

 

〇頭部 CT 撮影について 

当センターの小児頭部 CT 検査では、年齢ごとに撮影線量を設定（Fig.1）し、撮影を行っ

ています。頭部の大きさは年齢ごとに変化するため、固定線量で検査を行う場合、年齢ご

との線量の設定が必要と考えます。年齢区分は、DRLs2015と同じ区分にしています。 

 

Fig１．頭部 CT 撮影プロトコル 

 

頭部 CT撮影では、スキャン方法を工夫しています。当院の 320列 CT は、160mmの広い

撮影領域を有しています。その広範囲の撮影（以下ボリュームスキャン）を利用して、小

児の頭部を 1 回転で撮影しています。１回転で全脳を撮影できるため、管球回転速度＝検

査時間という事になります。このことにより、撮影時間が短縮され、体動への対応ができ

ると考えます。また、ヘリカルスキャンの際に発生する X 線ビームの重ね合わせがボリュ

ームスキャンでは発生しません。そのためボリュームスキャンは被ばく線量の低減も可能

と考えます。 

小児頭部 CT において、320 列 CT によるボリュームスキャンは、被ばくと時間分解能に

優れているため、有用と考えます。 

年齢 1y> 1~5y 6~10y

管電圧(kV) 120 120 120

管電流 (mA) 400 450 500

管球回転速度 (rot/sec) 0.6 0.6 0.75

CTDIvol  (mGy) 29.9 33.6 46.3

DLP (mGy・cm) 478 537.8 741

CTDIvol (mGy) 38 47 60

DLP (mGy・cm) 500 660 850

DRLs2015
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〇小児体幹部撮影について 

小児体幹部 CT 撮影における工夫としては、体動への対応が中心になります。頭部と同様

に、短い撮影時間になるように条件を設定しています。 

まず、撮影時間に影響を及ぼす因子として、管球回転速度があります。管球回転速度を

速くすることで撮影時間は短くなりますが、一般的にスライス面内分解能とトレードオフ

の関係にあるとされています。ここで 320列 CT における管球回転速度とオフセンタ位置に

おけるMTFへの影響を Fig. 2に示します。 

 

 

a) オフセンタ 5㎝           b)  オフセンタ 5㎝と 15㎝比較 

Fig. 2: 管球回転速度と MTFの関係 

 

回転中心のオフセンタ 5㎝において、管球回転速度によるMTFの変化はありませんでし

た。またオフセンタ 15㎝ではオフセンタ 5㎝より、MTFは低下していましたが、管球回転

速度による影響は見られませんでした。 

このことより、小児のように被写体サイズの小さい場合には、管球回転速度によるスラ

イス面内の分解能の低下は問題とならないことがわかります。しかし、管球回転速度に関

係なく回転中心から離れた場所では、MTF が低下しています。よって、被写体を回転中心

にポジショニングすることが大切になります。 

 

他に撮影時間にかかわる因子として、Pitch Factorがあげられます。Pitch Factorを増加さ

せると寝台移動速度が上がり、結果として撮影時間が短くなります。しかし、体軸方向の

分解能の低下を考慮する必要があります。Fig.3 は Pitch Factor と体軸方向の分解能の指標

である full width at half maximum（FWHM）と full with at one-tenth of the maximum (FWTM)

の関係をまとめたものです。 
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Fig.3 : Pitch Factorと FWHM、FWTMの関係 

 

設定スライス厚 2 ㎜に対して、Pitch Factor が１を超えるようなハイピッチの条件下にお

いても FWHMは約 2mmとなっており、実行スライス厚に影響はありませんでした。また、

slice sensitivity profile (SSP)の裾野の広がりを表す FWTMも Pitch Factorによる影響は見られ

ませんでした。よって今回の検討では、体軸方向の分解能の低下は高速撮影を行っても、

問題とならないと考えられます。 

また SSP の形状を比較するために、Pitch Factor が異なる条件の SSP を重ねて Fig.4 にま

とめています。 

 

 

Fig.4 :Pitch Factorが異なる条件の SSP の形状の比較 

 

 以上の検討より、当センターの体動を考慮した小児体幹部 CT 検査のプロトコルでは、

ビーム幅は 40 mm(0.5 mm×80列)、管球回転速度を 0.35 rot/s、Pitch Factorを 1.388 としてい

ます。 
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〇まとめ 

今回は、当センターの 320 列 CT における体動を考慮した小児 CT 検査のプロトコルと、

その画質について紹介させていただきました。体動を制御することが難しい小児 CT 検査に

おいて、体動を考慮したプロトコルの作成は必須と考えます。また、装置の性能によって、

スライス面内分解能や体軸方向分解能と撮影時間の関係に違いがあると考えられます。そ

のため、装置ごとに画質と撮影時間の関係について検討する必要があると考えます。 



当院の鎮静を必要とした小児MRI検査について 

秋田赤十字病院 

放射線診断科部 揚出 泰弘 

 

【はじめに】 

 当院は小児科や新生児科があり、長時間の静止を必要とするMRI検査も日常的に依頼される。 

それらに対して診断に耐え得る画像を提供するため、鎮静を必要とするケースがほとんどで、昨年度 

1年間で鎮静を必要とした小児・新生児MRIの検査数は 124件であった。 

 

鎮静時の体制と管理について 

 

検査時の注意点 

 

 

 

 

 

以前は、鎮静にトリクロリールシロップのみを使用していたが特に小児の場合、睡眠状態になるまでの

時間が検査開始時間とうまく合わないケースや、そもそも睡眠状態にならないケースもあるなど不確実

性が問題であった。2013 年に日本小児科学会・日本小児麻酔学会・日本小児放射線学会の 3 学会から

「MRI 検査時の鎮静に関する共同提言」が出されたのを機に、小児の鎮静方法が再検討され、鎮静か

ら覚醒までの管理体制も見直された。 

今回は、当院の鎮静を必要とした小児MRI検査についてその体制も含め紹介する。 

 

 

【検査部位について】 

小児科からの依頼部位は、頭部が中心で体幹部そして四肢も少数ながら依頼を受ける。 

依頼するきっかけとなる疾患も、てんかん、髄膜炎、発達遅滞、思春期早発、血管腫、二分脊椎、滑膜

炎と様々である。 

2017年度鎮静を必要とした小児・新生児MRIの検査部位 

 頭部 頚部 体幹部 脊椎関係 四肢 

小児科   60件 49件 3件 3件 2件 3件 

新生児科 61件 59件  1件 1件  

その他    3件 2件    1件 

 

新生児科の場合、検査部位は頭部がほとんどで以下の項目に該当した場合に依頼される。 

① 34週未満で出生した場合 

② 頭部超音波検査で異常があった場合 

③ 仮死状態で出生した場合 

新生児科61件 

小児科60件 

その他3件 

2017年度小児・新生児の鎮静下MRI検査数 124件 



また、検査を行う時期について 

① の場合は 38週から予定日の間 

② の場合は退院するまでの間 

③ の場合は生後 2週間 

と内容によって検査を依頼する時期も違う。 

 

 

【鎮静の方法について】 

生後間もない新生児科の場合、ほぼ全例トリクロリールシロップのみで鎮静を行う。投与のタイミング

は検査開始 1 時間前を目安に MRI 検査室から新生児病棟に連絡し、用量は新生児科医が患児の体重な

どから計算し決定する。 

小児の場合は、5〜10歳あたりが鎮静を要するかどうか患児によって異なってくる。小児科医が診察時

に、検査時の鎮静が必要と判断した場合、検査当日は日帰り入院としてそれぞれ予約する。 

鎮静はトリクロリールシロップを新生児科と同じように経口投与し、検査時間になっても睡眠状態にな

らなかった場合、追加でイソゾールを鎮静担当医が患児の状態を見ながら少量ずつ静注する。また、ト

リクロリールシロップを経口投与出来なかった場合は、患児の不安を取り除くため少量のミダゾラムを

使用した後イソゾールで鎮静する。これら 3薬全てを同時使用することはない。 

 

 

【鎮静から検査時の注意点】 

小児科の場合病棟にて、鎮静中の誤嚥を起こす危険性を考慮しガイドラインでも推奨されている「2-4-6

ルール(清澄水 2時間、母乳 4時間、軽食 6時間前)」に従い、飲水は 2時間前までとするなど経口摂

取の制限を行なっている。パルスオキシメーターは、常時装着し監視を開始する。 

鎮静薬の静注は、検査開始直前にMRI検査室前にて行っている。緊急時には周りにスタッフが別途数

名いることや磁場を気にすることなく対応できることからである。 

また、検査の寝台も移動型天板（トローリー）を利用して鎮静中の患児の移動を最小限としている。 

患児を台に寝かせる際にも、気道を塞ぐことのない姿勢を確保すると同時に検査部位がアイソセンタに

なるよう高さの調整も必要である。 

検査中は、室内に鎮静担当医が入り直接患児の状態を確認しながら緊急時に備える。また必要に応じて

適宜鎮静薬を追加する。患児の監視としてMRI対応パルスオキシメーターと呼吸同期用のベローズも

使用する。このベローズを使用することにより、撮像中であっても患児の動きや鎮静の状態を推察でき

る。経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）は常に 95%以上であること、92%以下になった場合はすぐに呼

吸確認と酸素吸入を行う。また、呼吸抑制からくるショックにも注意が必要である。RF電波による体

内の温度上昇について、小児の場合体温調整機能が未発達であることから注意が必要である。検査中の

音について最近では各社静音化技術が進んでおり積極的に使用しているが、装置によってはMRAなど

の描出能に影響が出るので注意が必要である。 

新生児科の場合も小児科と同様であるが、静注薬品は使用しないので看護師がMRI検査室内にて患児

の監視を行っている。また緊急時の連絡手段として鎮静担当医に直接繋がる PHSを検査担当技師は受

け取る。 



 

【検査後から覚醒まで】 

検査終了後、ほぼ鎮静前の状態にまで覚醒が確認できるまで引き続き監視が必要である。 

小児科の場合、検査終了後もパルスオキシメーターを常に装着し、鎮静担当医が病棟まで帯同する。 

覚醒の確認については小児科医が、①意識 ②呼吸状態 ③歩行 ④飲水（清澄水）の 4項目を主に確

認し、患児の全体的な様子も観察する。 

検査終了後完全に覚醒が確認されるまでの時間は、これまでの経験から平均約 2時間程度を要している

が、患児の状態によっては主治医の判断でそのまま入院を継続している。 

新生児科では、24時間パルスオキシメーター等で監視しており、病棟には新生児科医師が時間外や休日

も含め常駐し対応している。 

 

 

【最後に】 

鎮静下でMRI検査を行う場合、リスクを負って検査を受けている患児に対して、私たち技師は安全を

確保しつつ、検査を完結させなくてはならない。その為には検査、画像診断のポイントを押さえ、必要

に応じて撮像順やパラメーターの変更を適切に行う必要がある。 

「MRI 検査時の鎮静に関する共同提言」により、当院でも鎮静の方法や体制が見直されたが、この提

言のうち、「必ずしなければならない 25項目」をクリアしたに過ぎない。同「強く推奨する 21項目」

では、呼気終末二酸化炭素の監視するカプノメーターの配備や隣接エリアに回復室の確保など構造に関

するものもあり、次期装置更新時の課題としたい。 
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小児 CT検査に有用な撮影技術 
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 近年、X 線 CT 装置の進歩は目覚しく、撮影時

間の高速化に伴い広範囲の撮影が可能となり、小

児への適応も拡大している。しかしながら小児は

成人と比べて体格が小さい、余命が長い、放射線

感受性が高いという特性がある。また、ある程度

の年齢にならなければ検査への協力を得られな

いことから抑制（固定、鎮静）が必要で、息止め

が困難なため安静呼吸下での撮影になることも

多い。放射線の影響をできるだけ少なくするため

に、被ばく低減を行うことも必須である 1)。 

 小児 CT 検査を行う際は、安全な検査の施行、

検査被ばくの低減、診断に寄与する画像の提供を

心掛ける必要がある。本稿では当社最新 CT 装置

である Aquilion ONE/GENESIS Editionを中心

に、小児 CT検査に有用な技術について紹介する。 

 

図 1 Aquilion ONE/GENESIS Edition 

 

安全に検査を行うために 

■Area Detector CT：ボリュームスキャン 

Aquilion ONE/GENESIS Editionは 0.5mm×

320列の検出器を搭載した Area Detector CT で

ある。回転速度は最速 0.275s/rotと超高速化を図

っており、1 回転で 160mm の範囲を撮影可能な

ボリュームスキャンと組み合わせることで、極め

て短時間で撮影を行うことが可能である。 

従来のヘリカルスキャンと比べ撮影時に寝台

移動を伴わないため、様々なライフラインが装着

された状態でも、抜管の恐れが無く安全に検査に

臨むことができる。 

 

図 2 ボリュームスキャンによる撮影可能範囲 

 

■Area Finder 

 更なる検査フロー向上のため、Aquilion 

ONE/GENESIS Edition には新機能である Area 

Finder を搭載している。（図 3）Area Finder は

最大 160mmの撮影範囲をレーザー光で直接視認

できる機能である。 

従来の CT 装置ではスキャノグラム（位置決め

用画像）を撮影して撮影範囲を設定していたが、

Area Finderを用いることでポジショニング時に

撮影範囲を確認でき、ポジショニング後すぐに撮

影に移行できるため検査時間が大幅に短縮でき

る。体動が激しく短時間で撮影を終了したい場合

などに特に有用である。また、スキャノグラム分

の被ばく低減も図れる。 

 

図 3 Area Finder 

 

 

 

 



■「やさしい検査」を可能にする架台・寝台 

 Aquilion ONE/GENESIS Edition は「人を想

うカタチ、人に愛されるカタチ」をコンセプトに、

患者様の安心・安全を追求した架台・寝台設計を

採用している。開口径 780mmのワイドボア、最

大±30°のチルト機能（架台傾斜機構）、±42mm

の寝台左右動機能により、点滴や輸液ポンプなど

の機材の搬出入も容易となり、ポジショニングの

時間も短縮できる。 

快適な CT 検査を受ける環境を構築するため、

架台前面には情報表示モニタ i-station を搭載し

ている。患者がリラックスし負荷なく撮影できる

ことは、検査の成功のために非常に重要である。

小児に対しては小児用のアニメーションにて吸

気・息止め等を指示し、より良い環境で検査を受

けられるようにしている。（図 4） 

また、寝台マットには CT 初の抗菌対応を施し

ており、院内感染にも配慮した製品づくりを行っ

ている。 

 

図 4 i-station 

 

検査被ばくを低減するために 

■撮影プロトコルの管理 

 小児は成人と比べて体格も小さく、放射線感受

性も高いため、CT 検査にあたっては小児のため

の撮影プロトコルを適応する必要がある 2) 。当社

の CT 装置においても成人用／小児用で別々に撮

影プロトコルを設定することが可能であり、設定

したプロトコルは患者の年齢に応じて自動で成

人用／小児用に切り換わり、常に最適なプロトコ

ルが選択できる仕組みとなっている。（図 5） 

 撮影プロトコルや CT 検査の被ばくについての

情報をわかりやすく提供するために、Time 

Sequence、Dose Guard、Dose Alertといった機

能も搭載している。Time Sequenceはグラフィカ

ルなインターフェイスにより、撮影プロトコル全

体が一目で把握でき、画面上で管電流の調整や撮

影の追加などをグラフで確認しながら操作でき

る。Dose Guardではスキャン計画中に計算され

る総被ばく線量を元に、医療被ばく研究情報ネッ

トワーク（J-RIME）による診断参考レベル、ICRP

のガイドライン等を CT 本体で参照しながらプロ

トコルごとに被ばく線量の閾値を設定できる。さ

らに、実際の撮影時には設定された被ばく線量を

超えると Dose Alert機能により警告が表示され、

不要な被ばくを抑えることができる。（図 6） 

 

 

図 5 小児用プロトコル選択画面 

 

 

図 6 被ばく管理ツール 

 

 

 



■線量の最適化：Volume EC，OEM 

 線量の最適化を図るための撮影技術にCT-AEC

（自動照射制御機構）があり、小児 CT 検査にお

いても積極的に使用することが推奨されている

2) 。当社では Volume ECと呼ばれるこの技術は、

スキャノグラムの情報から、各スライスに必要と

される線量を計算し、一平面の XY 方向（AP,RL

方向）と Z方向（体軸方向）へ管電流を変調させ

ながらスキャンを行う。これにより、各断面が事

前に設定した画質レベルを満たすよう管電流を

自動的にコントールすることができ、余分な被ば

くを抑え、均一な画質を得ることができる。 

加えて水晶体や乳腺など放射線感受性の高い

体前面部に対し、管電流を下げて X線照射を行う

Organ Effective Modulation（OEM）がある。

Volume ECと併用して使用でき、固定管電流使用

時と比較すると体前面部の被ばくを最大 60%低

減することが可能である。 

 

■逐次近似再構成：FIRST 

 近年、80kVや 100kVの低管電圧による撮影が

行われるようになってきた。低管電圧での撮影に

よるメリットのひとつは被ばく低減であるが、全

体として画像ノイズの増加の懸念もある 3)。 

順投影適応モデルベースの Full IR（Iterative 

Reconstruction）である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST ： Forward projected model-based 

Iterative Reconstruction SoluTionは、被ばく低

減と低コントラスト分解能・空間分解能の向上を

目的とした最新の再構成技術である。CT で収集

した投影データと初期画像から順投影で作成し

た投影データの差異を画像へフィードバックし、

その処理を繰り返すことで最終画像を作成する。

この時、回路ノイズとフォトンノイズを統計学的

にモデル化した統計学的ノイズモデル、スキャナ

モデル、コーンビームモデル、アナトミカルモデ

ル、ビームハードニングモデルといった複数のモ

デルを適応することで、従来の FBP を上回る空

間分解能や、大幅なノイズとアーチファクトの低

減効果が得られる 4)。 

低管電圧撮影とFIRSTを組み合わせることで、

被ばく低減と画質向上を両立させた撮影が可能

になる。図 7 に FIRST の臨床適応例を示す。

FIRST を使用することでノイズやアーチファク

トが低減され、微細な血管構造も明瞭に観察でき

る。一般的に Full IR は繰り返し演算が必要なた

め膨大な演算量が発生するが、FIRST は高性能な

並列処理を行う専用ハードウェアの採用と、アル

ゴリズム・パラメータの最適化により画像再構成

時間を高速化し、ルーチン検査での適応も可能と

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7 FIRST臨床画像 

 



 

診断に寄与する画像提供のために 

■体動補正機能：APMC 

 多列化が進み、高速回転、短時間撮影の技術が

発展したが、小児検査においては息止めが困難な 

症例や心拍数や呼吸数が成人に比べて多い症例

も多く、100%モーションアーチファクトをなく

すことは非常に難しい。 

体動が大きい場合、ノンヘリカルスキャンでは

収集開始データと終了データに空間的なズレが

生じるため、アーチファクトが生じる場合がある。

これを生データベースで補正する機能が

APMC：Adaptive Patient Motion Correctionで

ある。動きにより起こり得るモーションアーチフ

ァクトを低減する効果がある。（図 8） 

 

図 8 APMC 

 

■腹部サブトラクション： SURE Subtraction 

Iodine Mapping 

 血管系、腫瘍性病変等の検索には小児 CT 検査

においても造影 CT を行うことがあるが、造影剤

を使用する際は留意すべきことが多い。小児は血

管が細く使用する留置針も相応の径が用いられ

るため、自動注入機を用いる場合には設定につい

ての確認が必要となる。また、小児は浸透圧負荷

による影響や、特に生後 1週未満の新生児では腎

機能が未熟であるため、使用する投与量を最小限

に留めることが求められる 5）。 

 SURE Subtraction Iodine Mappingは、造影 CT

のデータから単純 CT のデータを差分して造影成

分を可視化する手法で、サブトラクション画像や

ヨードマップ、ヨードマップを造影画像に重ね合

わせて造影成分を強調した CE Boost画像などを

生成することができる。位置合わせアルゴリズム

に相互情報を利用した逐次非線形位置合わせ法

を採用しており、腹部組織（軟部組織濃度）の位

置合わせに適したパラメータチューニングを実

施している。CE Boost 画像では造影領域が視覚

的に把握しやすくなり、局所的な変化や淡い濃染

領域の検出にも大いに役立つ可能性がある。（図

9） 

 

図 9 SURE Subtraction Iodine Mapping 

 

■ストレスレスな画像再構成 

検査全体のワークフロー向上という点では、撮

影時間の短縮だけでなく、主治医や放射線科医に

よる画像確認までの時間も考慮する必要がある。 

Aquilion ONE/GENESIS EditionではCPU性

能の向上や画像再構成装置の最適化により、ボリ

ュームスキャン時には最速 5 秒/volume、ヘリカ

ルスキャン時には最速 80fpsの再構成時間を達成

している。また、ヘリカルスキャンで撮影が広範

囲に及ぶ場合も、InstaViewによって再構成の完

了を待つことなく事前に画像を確認することが

可能である。様々な角度の画像観察が必要な検査

では、スキャンに連動して任意の厚さの MPR を

自動で作成するマルチビュー機能が有用である。 



小児 CT 検査は被ばくの観点から重度の外傷や

急性症例の場合に適応となることが多く 6)、撮影

後主治医や放射線科医を待たすことなく画像を

提供することは、その後の治療や患者の予後のた

めにも非常に重要である。 

 

おわりに 

本稿では当社最新 CT 装置である Aquilion 

ONE/GENESIS Editionを中心に、ボリュームス

キャンや Area Finder、Volume EC、FIRSTとい

った小児 CT 検査に有用な技術について紹介した。

今後も更なる高速化技術、被ばく低減、画質向上

機能の開発を目指し、邁進していく所存である。 

また、これらの技術が小児 CT 検査において活

用され、患者や家族が安心して検査に臨める環境

の提供に貢献できれば幸いである。 
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キヤノンの小児MRIに有用な技術 

～こどもに”やさしい”検査の実現を目指して～ 

 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

国内営業本部 MRI営業部 河野純子 

 

■はじめに 

MRI検査は非侵襲的であり安心して受診

できる検査である一方で、検査時間が長く

患者に負担がかかる。また、小児MRI検査

の場合は検査中に鎮静を行うことも多く、

鎮静剤のリスクと隣り合わせである。さら

に、造影剤を使用する検査では造影剤によ

るリスクも考慮しなければならない。 

キヤノンメディカルシステムズではこれ

ら小児の負担を軽減すべく、「検査時間の短

縮」「鎮静によるリスクを軽減」「造影剤に

よるリスクを回避」をキーワードに、技術

開発を進めてきた。当社の最新 1.5T MRI

装置である Vantage Orian™（図 1）には、

こどもに”やさしい”技術を多数搭載してい

る。本稿ではこれらの技術に関して紹介す

る。 

 

 

図 1 Vantage Orian 

 

 

 

■「検査時間の短縮」 

医療被ばくの観点から、国内外において

小児MRI検査への期待やニーズが高まっ

ているが、MRI検査は検査時間が長く小児

患者へのストレスも計り知れない。この要

因としては撮像時間が長いこと、再撮像が

必要となる場合があること、プランニング

に時間がかかることなどが挙げられる。こ

れらを解決する当社の 3つの技術を紹介す

る。 

 

・Olea Nova+TM 

MRIでは通常 1スキャンで 1種類のコン

トラストの画像を取得する。複数のコント

ラストの画像を得る場合には撮像条件を変

更して複数回撮像する必要があり、通常の

ルーチン検査では約 20～30分程の撮像時

間を要する。 

当社の Olea Nova+では従来の撮像法と

は異なり、約 5分で収集したスキャンデー

タを基に、当社ワークステーション「Vitrea」

上で新しい画像コントラストを計算で作成

可能である。必要な撮像は 2種類（FFE3D

のMP2RAGEと FSE2DのmEcho）であ

り、それをもとに T1map、T2map を作成

し、任意の TR、TE、TI、PSIR、DIRの設

定に応じた画像を得ることができる（図 2）。

撮像に要する時間は約 5分であり、複数コ

ントラストを得る為に何度も撮像していた

従来と比べ、撮像時間を大幅に短縮するこ



とが可能である。また、本機能では撮像後

にパラメータを設定できるため、コントラ

スト調整が撮像後にも可能となる。例えば

通常の T2強調画像で病変がわかりづらい

場合でも TEを調整することで病変部を明

瞭に描出することができる。特に、小児MRI

検査では出生後の発達に伴う髄鞘化などの

構造変化や機能変化を考慮し、患者の年齢

や発育状態により撮像パラメータを調整す

る必要があるが、本機能を用いることで撮

像後に任意のコントラストで診断が可能と

なる。更に、Olea Nova＋では撮像部位に

依存しない解析が可能であり、全身の検査

で応用が期待される。 

 

 

図 2 Olea Nova+ 

 

・Quick Star 

MRI検査において検査時間が延長となる

理由の一つに、画像を取得した後に何らか

の理由で再撮像が必要になる場合が挙げら

れる。例としては、アーチファクトの発生

や観察場所とのズレが生じた場合などがあ

る。特に小児では静止状態を保つことが難

しくアーチファクトの発生頻度も多い。そ

の為、鎮静剤を用いる場合でも動きに対す

る対策は多くの部位において必要となる。 

当社は従来より体動補正法 JET™による

アーチファクトの低減に取り組んできた。

JETはデータ収集方法および再構成による

アーチファクト軽減が可能であり、静止が

困難な小児において全身の撮像で用いられ

てきた（図 3）。今回新たに搭載された体動

補正 Quick Starは、k空間の面内方向は中

心付近からラジアル状にデータ収集を行い、

スライス方向は通常の直交（Cartesian）状

にデータ収集を行う撮像方法である。k空

間の中心付近のデータが繰り返し収集され

ることで動きの影響を受け難い。例えば、

呼吸同期を併用しない自由呼吸下での撮像

において、コントラストを保ちつつ呼吸に

よるアーチファクトが少ない画像を得るこ

とが出来る（図 4）。小児は鎮静下での検査

が多い上に自らの意思で息止めを行う事は

難しく、呼吸によるアーチファクトの発生

は避けられない。Quick Starを用いること

でアーチファクトが軽減されて再撮像の必

要性が減少し、検査の延長を減らすことが

可能である。また、アーチファクトの軽減

のみならず、自由呼吸下で撮像できるため、

空間分解能の高いデータ収集が可能となり

微小病変の描出における有用性が期待され

る。 

 

 

図 3 JETによる頭部の動き補正 

 



 

図 4 

Quick Starによる自由呼吸下の腹部画像 

 

・ForeSee View 

小児MRI検査は成人のMRI検査と比較

してプランニングに要する時間がより多く

必要である。要因としては、小児患者は正

中を捉えてセッティングする事が難しい上

に、観察対象が小さく、奇形などの患者間

のバラつきが大きいことが挙げられる。 

当社最新MRI装置であるVantage Orian

には新たなスライス断面決定方法である

ForeSee Viewを搭載している。ForeSee 

Viewはスキャンを走らせる前に撮像断面

を仮想的に確認可能な技術である。スライ

ス断面の位置決め操作に応じてコンソール

上でMPRしながらリアルタイムに撮像断

面を確認でき、信頼性の高いプランニング

が可能である。本機能は使用部位の制約な

く全身の検査で使用可能であり、特に、整

形の検査における細かな病変の観察や心臓

の検査における血流動態の解析など、複雑

な断面設定が必要な場合により有用である。

ForeSee Viewによりプランニング時間の

改善、再撮像の軽減、複雑な検査の適用が

可能となり、小児検査における検査ワーク

フローの大幅な改善が期待される。 

 

 

図 5  ForeSee View画面 

 

■「鎮静によるリスクを軽減」 

MRI検査では激しい騒音が長時間継続す

る中で患者は検査を受けなければならず、

小児患者には負担が大きいものであった。

また、騒音の中で安静を保つことができな

い小児のMRI検査では、深い鎮静を維持す

る為に鎮静剤投与下での撮像が非常に多い。

しかし、2010年に日本小児科学会医療安全

委員会が小児科専門医研修施設に対して行

った調査で、回答を寄せた施設の 35%にあ

たる 147施設での鎮静の合併症を経験して

いることが明らかになった*1。その様な背景

の中、2013年 5月 26日、日本小児科学会・

日本小児麻酔学会・日本小児放射線学会が

共同で「MRI 検査時の鎮静に関する提言」

発表され、小児患者のMRI 検査のための

鎮静をより安全にするための基準を示され

た*1。小児患者に対する安全性の担保が求め

られている昨今、小児MRI検査ではできる

かぎり自然睡眠下で検査を施行できる環境

を整えることも医療機器メーカーとしての

使命である。これを実現するにあたり騒音

の解消は非常に重要である。以下に当社の

新しい静音機構 Pianissimo Zen を紹介す

る。 



 

・PianissimoTM Zen 

当社は約 20年前よりMRI検査の静音化

にいち早く取り組み、高い評価を得てきた。

当時より搭載している静音化機構

Pianissimoは、真空容器を用いることによ

りMRI検査時における騒音を大幅に低減

できる技術である（図 6）。一部検査の静音

化ではなくすべてのシーケンス、スキャン

において画質を落とさず適用できる。 

更に、当社最新の静音化技術 Pianissimo 

Zenでは、ほぼ無音の検査を実現した。従

来のスキャンでは傾斜磁場が頻繫かつ急激

に変化していたため騒音を発生していたが、

静音シーケンスmUTEは傾斜磁場の変化

を緩やかで連続的にしたことが大きな特長

である（図 7）。これにより、検査室内の冷

凍機の音が聞こえるほど静音の中で検査が

可能である。この静かなMRI検査により小

児患者の撮像音によるストレスを軽減でき

る。また、静音検査により鎮静下での検査

でも検査音による覚醒が減り、鎮静剤の使

用量を軽減できる可能性がある。 

 

 

図 6 Pianissimo機構 

 

 

図 7 新静音シーケンスmUTE 

 

■「造影剤によるリスクの回避」 

各種学会で重度の腎不全患者におけるガ

ドリニウム含有造影剤による腎性全身性線

維症(NSF)の稀な発症リスクが取り上げら

れてから、非造影MRI技術に対する関心が

高まっている。特に小児においては、NSF

の指標として評価すべき推算糸球体濾過量

（eGFR）の計算が困難なため造影剤のリス

クにはより注意が必要であり、非造影検査

の重要性は高い。今回は、造影剤を使用せ

ずに血管を画像化する非造影MRアンギオ

を紹介する。 

 

・Time-SLIP 

当社は、非造影MRアンギオの開発に早

期より取り組んできた。心周期における動

脈血の流れを利用した FBI（Fresh Blood 

Imaging）法や、RFパルスでラベリングす

ることで見たい血管を選択的に描出する

Time-SLIP法（Time-Spatial Labeling 

Inversion Pulse）は当社独自の技術である。

また、Time-SLIP法では TI時間を変化さ

せて撮像することにより血流動態まで描出

することが出来る。形態診断から動態診断

まで非侵襲で可能であり、これらの画像は

診断から術前のプラン構築、術後の長期間

にわたるフォローアップまで幅広く使用さ

れている。更に、Time-SLIP法の応用とし

て血液ではなく脳脊髄液（以下、CSF）を

内因性トレーサとすることで CSF 動態の

可視化を可能にした当社独自の“CSF 

dynamics imaging” がある*2（図）。この

CSF dynamics imagingにより、水頭症の

鑑別診断やシャント術後の評価が可能にな

る。生まれてくる新生児の約 1000人に 1

人は水頭症と言われている。長期に渡るフ



ォローアップが必要な小児水頭症患者にと

って、非侵襲な CSF dynamics imagingは

非常に有用である。 

 

図 8 CSF dynamic imagingの概念 

 

■さいごに 

小児医療において医療被ばくの観点から

MRI検査の重要性は非常に高いが、MRI

検査特有の患者負担もある。小児MRI検査

に有用な当社独自の技術を紹介した。当社

は今後もこどもに”やさしい”検査の実現を

目指し、技術開発に取り組んでいく。 
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Dual Source CT：小児領域への応用 
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はじめに 

 

現在、わが国では諸外国と比較して computed 

tomography (CT)が広く普及しており、CT検査件

数の増加に伴う被ばくの影響が注目されている。

小児は成人と比べ被ばくの影響を 2、3倍受けやす

く、期待される余命も長いことから、被ばく低減

の取り組みは小児において特に重要である 1）。

2015年には、わが国でも国内実態調査に基づく診

断参考レベルが設定され、医療被ばくの最適化の

取り組みが活発化している 2）。 

一方、小児は高心拍、かつ息止めの指示にも協

力できないため、モーションアーチファクトの影

響が問題となることがある。最近では、CTがハー

ドウェア・ソフトウェアの両面で進歩したことに

より、被ばく低減のための技術が発展しただけで

はなく、高心拍かつ体動のある小児への対策や、

従来不可能であった CTによる機能情報の取得も

可能となってきた。 

本稿では、このような進歩の中で Dual Source 

CT (DSCT)の登場した経緯、DSCTによる高速撮

影、Dual Energy (DE) imagingに続き、X線スペク

トラム変調技術を用いた低線量撮影に関して紹介

する。 

 
 

Ⅰ．Dual Source CT 登場の経緯 

 

CT装置は 1970年代に実用化されてからさまざ

まなスキャン方式が考案・実現されてきた。現在

では第 3世代が主流となっている。第 3世代は

rotate/rotate (R-R)方式と呼ばれ、X線管に向けて

円弧状に並んだ数百チャンネルの検出器が X線管

と対をなして被写体の周囲を回転し、そのあいだ

一定角度ごとに投影データを得る。スキャン方式

として第 3世代が定着してからは、CTは多列化の

方向へ向かった。つまり、Z軸方向 (体軸方向)に

検出器列数を増やすことで、1回転で撮影できる

カバレッジを広げ、撮影速度を短縮することを第

一目的とした。 

2列、4列、16列…と多列化するなかで、撮影

速度の面ではすでに臨床用件を満たしつつあり、

64列以上のシステムには空間分解能や時間分解能

の向上など、別の開発テーマが求められた。結果、

2003年にはそれまでのように単純に列数を増やす

だけではなく、オーバーサンプリングによって空

間分解能を上げる技術が実用化され (z-Sharp te-

chnology)、等方性空間分解能は 0.33mmとなった
3）。時間分解能については、この時点で最速

0.33sec/rotationまで向上した。 

 撮影速度や空間分解能が向上し、CTはルーチン

検査として診療に定着した。一方で、循環器領域

への CTの応用が臨床的ニーズとして高まり、さ

らなる時間分解能の向上が課題となった。心臓 CT

検査における時間分解能は、SCCTのガイドライ

ン 4）で推奨しているハーフ再構成時の時間分解能

が重要となる。ハーフ再構成時の時間分解能を向

上させる一番シンプルな方法は、ガントリの回転

スピードを速くすることであるが、当時最速であ

った 1回転 0.33secにおいてすでに約 30Gという

負荷がかかっていた。部品の耐久性や装置自体の

剛性・設置性などの大きなハードルが存在した状

況で時間分解能をさらに向上させるには、全く別

の方法が必要であった。この問題を解決すべく登

場した革新的なシステムが、X線管と検出器を 2

対搭載した DSCTであった (図 1)。第 1世代の

DSCTが登場した 2005年当時、Single Source CT 

(SSCT)のハーフ再構成の時間分解能は 165msが

限界であったが、DSCTの登場によって時間分解

能が 83msecと飛躍的に向上した。これにより、

心拍によらず画質を損なわないシステムとして多

大なインパクトを与えた 5）。 

続いて 2009年に登場した第 2世代の DSCTは

さらに進化を遂げ、時間分解能は心拍によらず常

に 75msec、撮影速度は最速 460mm/secとなり、

心拍が 100bpmの症例であってもβ遮断薬を使用

せず良好に心血管を描出できると報告されている
6) 。DSCTの進化は続き、2013年に第 3世代の

DSCT (SOMATOM Force)が登場し、時間分解能は

66msecとさらに向上し、最高速度も 767mm/sec

にまで到達した。2016年には SOMATOM Force

の DNAを受け継ぎ、低侵襲かつクオリティの高い

診断情報を提供する SOMATOM Driveがリリース

された。 

 



 

 図 1  Dual Source CT 概略図 

 
 

Ⅱ． Dual Source CTによる高速撮影 

 

DSCTによる高速撮影の仕組みを図 2に示す。

従来の SSCTを用いて高速撮影を行う場合、ピッ

チ (テーブル移動速度)を上げていくにつれ、らせ

ん状のデータ間隔が広がっていき、極度に間隔が

広がってしまうとデータが疎になり画像化できな

くなる。これに対し、DSCTでは X線管と検出器

が 2対搭載されていることで、この間隔の隙間を

埋めるような形でデータ収集を行うことができ、

データ欠損を起こさずに高速撮影が可能となる (高

速二重らせん撮影)。これにより、鎮静なしの小児

撮影でも動きの少ない画像が得られる (図 3)。 

一般的に、時間分解能を上げるために採用され

る心電図同期撮影ではピッチを落として重複撮影

を行うため、通常の胸部 CTなどに比べると被ば

くが増加する傾向にあるが、高速二重らせん撮影

ではデータ収集にあたって重複する部分を最小化

できるため、被ばくを抑えた状態で時間分解能の

高い画像を得ることができる。 

高速二重らせん撮影によって、(1) モーションア

ーチファクトが原因の再撮影が減少し、それに伴

う被ばくも軽減でき、(2) 鎮静剤を使用しないこと

による患児の負担軽減や検査前後の患児ケアに必

要なスタッフの負荷も軽減可能である。 

 

 
図 2  DSCTによる高速撮影の仕組み 

 

A. SSCT (従来撮影法)：らせん状データ収集のギ

ャップが生じない程度のピッチに使用が限られ

る。撮影時間の短縮には限界がある。 

B. DSCT (高速二重らせん撮影法)：DSCTでは A 

system/B systemそれぞれの取得データを利用

することで、最高ピッチ 3.4まで使用可能であ

る。 

 
 
 
 
 
 

 
図 3 高速二重らせん撮影のメリット 

 

A. 従来撮影法 鎮静あり (人形静止状態で撮影)。

撮影対象が静止しているため良好な画像が得ら

れる。 

B. 従来撮影法 鎮静なし (人形を動かしながら撮

影)。撮影対象が動いており、モーションアー

チファクトが顕著に出てしまう。 

C. 高速二重らせん撮影法 鎮静なし(人形を機械的

に動かしながら撮影)。撮影対象が動いている

が、時間分解能の高い高速撮影により、モーシ

ョンアーチファクトが抑えられている。 

 
 
 



 

Ⅲ． Dual Energy imaging 

 

 Dual Energy imagingとは、物質の減弱が X線の

平均エネルギーによって異なることを利用した画

像化の手法である。異なる 2つの管電圧に依存し

て、それぞれの組織、例えば骨、造影剤、脂肪、

軟部組織などは組織組成に応じた異なるコントラ

スト差を生じるため、それぞれを適切に分離した

画像化が可能となる 。 

DE imagingの歴史は古く、1970年には基礎理

論をはじめとする詳細な検討がなされている 7）。

実際の製品としては、1986年にシーメンスが kV-

Switchingによる SOMATOM DRを発表している 8）

が、データ収集の手法においてロバスト性に欠け

ることから広く一般化するにはいたらなかった。

1990年代には Multi-Layer Detectorを用いた

Sandwich Detector法 9,10）など、さまざまな手法

が各分野で研究されてきた。1980年代後半から

1990年代前半にいくつか出ていた DE imagingに

関する論文はその後減少していたが、2005年の

DSCT登場以降、急激に増加している。 

CTにおける DE imagingの必要条件としては、

(1) 空間的・時間的誤差を最小限にするために、異

なる X線エネルギーによる同時撮影が可能である

こと、(2) 異なる X線エネルギーの差を可能なかぎ

り大きくすること、(3) 異なる X線エネルギーで撮

影された画像が同等の画質 (SNR)になるように、

低エネルギー側に十分な線量をかけられること、

(4) 撮影速度や画像再構成速度に制限がなく、通常

の CT撮影と同様な運用が可能なこと、 (5) 汎用

性・拡張性に優れた臨床目的に応じたアプリケー

ションを有していることなどの項目が挙げられる。 

DSCTは、ガントリ内に 2対の X線管と検出器

を搭載している。DE撮影時には、この 2対の X

線管から高電圧・低電圧の異なる管電圧の X線を

同時照射しながら、らせん状撮影によってデータ

収集を行う。それぞれの管電圧ごとで独立して線

量の制御が可能である。また、撮影速度も通常の

CT検査時 (1X線管使用時)と同様に任意で選択す

ることができ、ボーラストラッキングなどの機能

ももちろん使用可能である。 

また、高低それぞれの出力を独立して制御でき

ることから、高管電圧側では X線スペクトルを最

適化するための"Selective Photon Shield (SPS)"を

搭載して、物質分離の精度・画質の向上や被ばく

低減を図っている。図 4に従来の DE 撮影と SPS

を搭載した DE撮影の概念図を示す。従来の DE撮

影時では高管電圧と低管電圧のエネルギーの重な 

 
図 4 SPSの概念図 

 
 

 
図 5 腸重積症 (Iodine Map) 

 

SOMATOM Definition Flash, 80/Sn140kV, 撮影時

間: 3.3sec, CTDIvol: 2.14mGy, DLP: 85mGycm, 

effective dose: 3.06mSv 
Country of Mallinckrodt Institute of Radiology, 
Washington University School of Medicine, St. 
Louis, Missouri, USA 
 
 

りが多いため、エネルギー分解能は良くない。一

方、高管電圧側に SPSを搭載した場合、高管電圧

と低管電圧のエネルギーの重なりが少なくなり、

エネルギー分解能が高く、DE解析の精度も向上す

る。 

現在，DE imagingのアプリケーションは，骨と

造影剤のような 2つの異なる組成の分離を行う 

“Two-material decomposition”をベースとしたア

プリケーション、それをさらに拡張し、脂肪・軟

部組織・造影剤のような 3つの異なる組成を識別

することができる“Three-material decomposition”



 

をベースとしたアプリケーションが搭載されてい

る。Three-material decompositionは、造影剤成分

のみを抽出した画像 (Iodine Map)や、その比率を

変えた画像を作成することが可能である。また、

造影画像から造影剤成分を取り除くことで、仮想

的な非造影の画像を作り出すことも可能である。

図 5は、9歳の小児撮影において、Iodine Mapを

使用することによって腸重積症による虚血と遠位

小腸への血流が正常であることを容易に確認でき

る。 

このように、DSCTによる DE imagingは前述の

必要条件を満たしながら、さらに大きなアドバン

テージを活かすことで、多くの臨床的有用性が示

されている。 

 
 

Ⅳ． Right Dose technology 

 

シーメンスの Right Dose technologyは、単に 

低被ばくの数値を競うものではなく、臨床目的を

十分に満たす画質を担保しつつ、適正な線量で最

大限の臨床情報を引き出すことを目指した技術で

ある。前述した DSCTに特化した技術は、様々な

Right Dose technologyと併用可能である。ここで

は代表的な Right Dose technologyである CARE 

kV、Adaptive Dose Shield、X-CAREを紹介する。 

■CARE kV 

小児撮影の被ばく低減アプローチでは、Low kV

イメージングが注目されている。シーメンスの

DSCTでは、70kVの管電圧撮影が可能であり、造

影効果を向上させることによって被ばく低減も可

能である 11,12）。しかし、CTの管電流や管電圧、

画質 (コントラストノイズ比：CNR)は複雑に関係

しているため、実臨床では各患者・検査に個別に

対応した管電圧調整は現実的でなく、マニュアル

で毎回計算するには時間がかかるという問題があ

る。この問題を解決するため、シーメンスでは

Auto Tube Voltage Setting (ATVS)である CARE kV

を開発した。CARE kVは CNRを基準とし、各患

者や検査内容に応じた最適管電圧・管電流を自動

で調整することが可能であり、被ばく低減と画質

担保の両立が可能である。 

図 6 に生後 2 カ月、心拍 130bpm の症例を示す。

高速二重らせん撮影により、0.6secという短時間

での撮影が可能となり、管電圧 70kVを使用する

ことによって、被ばく線量も 0.33mSvと抑えるこ

とができている。また、高心拍にも関わらず、冠

状動脈も明瞭に描出されていることがわかる。 

 
図 6 新生児 (生後 2カ月)の心臓 CT 

 

SOMATOM Force,70kV, 撮影時間: 0.6sec,  

CTDIvol: 1.16mGy, DLP: 9.1mGycm,  
effective dose: 0.33mSv 
Courtesy of Astrid Lindgrens Childrens Hospital, 
Karolinska University, Stockholm, Schweden 
 

 
図 7 Adaptive Dose Shieldの概略図 

 
 

 
図 8 X-CAREの概略図 

 

新生児は高速二重らせん撮影により、従来の撮

影法と比較して、冠状動脈および肺静脈の描出が

改善され、心臓血管の解剖学的構造のより包括的

な評価が可能となり、患児の鎮静または心拍コン

トロールの必要性がなくなるという報告もある 13）。 



 

■Adaptive Dose Shield 

らせん状撮影において、X線照射開始の 180°

分のデータ、および照射終了直前の 180°分のデ

ータは画像に寄与せず、無効被ばくと呼ばれてい

る。Adaptive Dose Shieldは、この無効被ばくの

領域を X線管前の可動式ビームコリメータを閉じ

ることで、X線照射を制御して被ばく低減を行う

ことが可能である (図 7)。撮影範囲が短い小児領

域や心臓領域での被ばく低減効果は特に大きく、

心臓領域では 25％程度の被ばく低減が可能である
14）。 

■X-CARE 

現在普及している CT装置では Auto Exposure 

Control (AEC)がほぼ標準搭載されているが、従来

の AEC機構では、1回転中に含まれる臓器に対す

る放射線感受性については考慮されていなかった。

X-CAREは、1回転中に含まれる放射線感受性の

高い領域 (水晶体や乳腺など)に対して選択的に被

ばく低減を可能とする技術である。X-CAREによ

って放射線感受性の高い領域での被ばくが最大

50％低減 15）可能である (図 8)。 

 
 

Ⅴ. 新たな Right Dose technology -Tin filterを用

いた Spectrum Shaping 

 

CT装置は連続スペクトルを有する X線を利用し

ており、画像に寄与しない低エネルギー成分をカ

ットするため、付加フィルタ (Bowtie filterや

Wedge filterなど)が搭載されている。一般的に、

付加フィルタには X線の利用効率を高める働きが

あり、被検者への無効被ばくを低減するとともに、

画質と被ばくを最適化する役割を果たしている。 

Tin filterは一般的な付加フィルタに対し、さら

に追加して使用され、連続スペクトルの低エネル

ギー成分をより強力にカットし、結果的に平均エ

ネルギーを高エネルギー側へシフトさせる特性を

有する。これによって従来、低線量撮影において

課題とされてきたビー ムハードニングに起因する

アーチファクト を低減することができる。 

Tin filterを用いた Spectrum Shapingは、まず

DE imagingのエネルギー分離を向上させる技術

（SPS）として開発された。画質を犠牲にするこ

となく従来と同等、もしくはそれ以下の線量で DE 

imagingを実現する重要な技術である。その被ばく

低減効果はすでに実証されており 16）、Single 

Energy imagingにおいても同様の効果が期待でき

る。胸部低線量 CT 検査へ応用することで、胸部

単純 X線検査と同等、または、それ以下での検査 

 
図 9 低線量胸部 CT撮影 (生後 18カ月) 

 

SOMATOM Force, Sn100kV, 撮影時間: 0.25sec, 

CTDIvol: 0.15mGy, DLP: 3.2mGycm,  
effective dose: 0.08mSv 
Courtesy of University Hospital Tuebingen, 
Tuebingen, Germany 
 
 

 
図 10 低線量頸椎 CT撮影 (14歳) 

SOMATOM Force, Sn100kV, 撮影時間: 2.19sec, 

CTDIvol: 1.16mGy, DLP: 29.3mGycm,  
effective dose: 0.23mSv 
Courtesy of Astrid Lindgrens Childrens Hospital, 
Karolinska University, Stockholm, Schweden 
 
 

を実現しており、 他の部位への応用も期待されて

いる 17,18）。小児においても、胸部の CT撮影は

70kVで撮影した時と比較して、Tin filterの Sn100 

kVで撮影した時の方が被ばく線量を大幅に低減で

きるという報告がある 19）。 

図 9に生後 18カ月の息止めなし、低線量の胸部

CT画像を示す。鎮静剤を使用せず、Tin filterを用

いた高速二重らせん撮影を行うことで、撮影時間

は 0.25sec、被ばくは 0.08mSvにも関わらず、良



 

好な画質が得られている。図 10は、14歳小児の

頸椎骨折ルールアウトのために撮影されており、

低線量で骨折がないことが確認できる。Spectrum 

Shapingを応用した低線量撮影の可能性に関して

は、肺がん CTスクリーニングに加え、CTコロノ

グラフィへの適用はもちろん、撮影範囲に水晶体

を含む眼窩、副鼻腔、その他四肢、脊椎といった

整形領域への応用が進んでおり、新たなスタンダ

ードとなる可能性がある。 

 
 

おわりに 

 

小児の X 線 CT検査 においては被ばく低減だけ

でなく、動きによる画質劣化への対応など様々な

ことを考慮する必要がある。 

シーメンスは、これらに対するソリューション

だけでなく、Dual Energyや Tin filterといった新

たな技術も提供している。今後も小児に優しい低

侵襲な CT 検査を実現すべく継続して技術開発に

取り組んでいく。 
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はじめに 

小児MRI検査は、X線を使わないことや造影

剤を利用せずとも脈管系描出ができることな

ど低侵襲性がメリットである。さらに、平成 30

年度診療報酬改定においては鎮静下小児MRI

検査への加算が新設されたことからも小児

MRI検査への期待と需要の増加が予想される。

本稿では、患者にとって有益な検査を安全でか

つ円滑に実施するための検査環境ソリューシ

ョンと撮像支援機能、新しい高速撮像技術につ

いて紹介する。 

 

患者のストレスを軽減する検査環境 

MRI検査の暗い、長い、煩いという患者が感じ

る様々なストレスの改善は、長年の関心事項で

ある。鎮静下で行う小児検査において騒音対策

は重要であり、フィリップスは 1990年後期に

静音機能 SofToneを臨床機に搭載してから技

術開発をつづけ、近年には ComforToneという

画質と静音の絶妙なバランスを実現する静音

機能を発表した。ComforToneは、gradient 

wave formを可変させる手法を用いており，コ

ントラストごとにそれぞれ最適な formを採用

することによって画質や撮像時間のトレード

オフを最小限にし，最大限の静音効果が得られ

るように設計されている。ComforToneは位置

決め画像やリファレンススキャンをはじめと

したすべてのシーケンスに対応する静音化機

能で，一連の検査を通して最大 80％の検査音ノ

イズを低減することができる(図 1)。この機能

により，検査時の不安から発生する不意の挙動，

沈静下の小児検査など、安全な検査環境の構築

に期待できる。 また小児や新生児の可聴域は

成人のそれとは大きく違うことが知られてい

る。特に週齢数が早いほど高周波域の聴覚に優

れているとされるため、高周波帯のノイズを最

大 80%減少できる防音マット Acoustic Hood 

（図 2）の利用は効果的である。自我を持ち始

めた幼児の検査になると、検査に対する不安か

ら検査を拒否する場合も少なくない。それら精

神的な不安を解消するために、検査中に映像と

音楽を鑑賞できる Inbore solution（図 3）への

注目度は近年高くなっている。RFシールドさ

れた大型の液晶モニターには、患者が検査前に

タッチパネル操作で 30種類以上のコンテンツ

の中から選んだ映像コンテンツが映しだされ、

患者はコイルに装着された専用の広角鏡を通

してガントリ外の映像コンテンツを鑑賞する。

自らコンテンツを選択することで患者に検査

への主体性がうまれることが期待できる。また

導入施設からは、経過観察で繰り返し検査を受

ける場合に映像コンテンツを変えることで患

者の気分転換になり検査が円滑に行えたとい

う経験談も聞こえている。                 

息止め検査の場合は、映像上に息止め開始から

カウントダウンするアニメーションが撮像と

連動して表示されるため、言語や聴覚に不安の

ある患者においても検査を進めることができ

る（図 3）。昨今、ガントリボア径が 70センチ

以上のワイドボアの装置が流通しているが、こ

れらの映像システムにより検査に対する患者

の印象が良かったというアンケート結果も存

在する。もちろん自動音声による呼吸停止コン

トロールも可能でマルチ言語に対応している。

呼吸停止コントロールだけでなく、検査時間や

寝台移動、検査終了などの検査進捗も自動音声

でアナウンスすることも可能で、検査の進捗が

分かると患者の安心へつながる。これら静音機

能や映像システム、音声ガイダンス機能は

Enhanced MRI In-bore experienceと称し国内

外問わず導入する施設が増えている。6台の



MRが稼働するデンマークの Herlev Hospital

では、そのうち 

1台にこのシステムを導入した結果、患者の訴

えにより中断する検査が半減し、検査ワークフ

ローの改善に貢献できているという（図 4）。          

その他フィリップスは、MR対応生体監視モニ

ターや小児体型に合わせて設計した多チャン

ネルの専用 RFコイルなど、小児MRI検査に

まつわる様々なソリューションを提供しより

多くの検査需要に応える提案が可能である（図

5）。 

 

図 1. ComforToneの概要図 

 

図 2. 新生児検査用の Acoustic Hood 

 

図 3. 検査中に映像と音楽を鑑賞できる Inbore 

solution 

 

 

 

 

図 4. Herlev Hospital導入例 

 

図 5.様々な小児MR検査用ソリューション 

 

安全性と簡便性を両立させる撮像支援機能 

MRI検査は、複数のコントラストから病変の悪

性度の鑑別や病勢の診断をすることができる。

最適なコントラストを得るために、オペレータ

は様々なパラメータの組み合せや撮像断面、撮

像技術の使い分けを瞬時に判断する必要があ

る。さらに年々MRI検査の機能が複雑化し診療

科からの要望に高度に応えなければならない

ため専門性の高い知識が必要となっている。    

フィリップスとしては、医療の質を維持した簡

便な検査ワークフローと確実な患者安全管理

システムは、備えておかなければならないMRI

装置の設備だと考えている。たとえば妊婦の患

者や条件付きMRI対応インプラント患者の

MRI検査を安全且つ簡便に行うことができる

機能に“ScanWise Implant”がある（図 6）。

ScanWise Implantでは先ず、患者基本情報登

録中に妊娠の有無やインプラントの有無を選

択し、インプラントの存在が示された場合、MR



条件付きインプラントに関連するガイダンス

が起動する。オペレータはステップバイステッ

プのガイダンスに沿って、インプラントメーカ

ーの条件値である SAR、B1+rms 、dB/dtなど

の入力を行う。条件値入力後、ExamCard（一

連の撮像プロトコルが設定されたファイル）中

の全てのシーケンスに対し、RF出力および傾

斜磁場出力を管理する実績ある手法により撮

像パラメータは最適化される。撮像パラメータ

の最適化は、フィリップス独自のMRIシーケ

ンス用 Sequence Orderオブジェクトモデルを

使用し、予測に基づいて実際のスキャン施行お

よびその結果として、RFおよび傾斜磁場への

ばく露を評価し行っている。ScanWise 

Implantは、今日、インプラント使用患者の

MRI検査が必要とされる場合に、オペレータが

直面する複雑なワークフローへのソリューシ

ョンである。ScanWise Implantは、IECおよ

び ISOが FDA、MRI製造メーカー、インプラ

ント製造メーカーと共に進める標準化活動へ

のフィリップスの積極的な関与から開発され、

上述したフィリップス独自の技術により、オペ

レータのスキルや経験年数に依存することな

く、安全かつ簡便に検査を行うことができるプ

ラットフォームである。 

 

図 6. SARや B1+rms、dB/dtなどの制限値を任

意で指定し撮像パラメータを自動で管理する

（ScanWise Implant） 

 

 

 

 

新しい高速撮像技術「Compressed SENSE」 

の登場 

近年、新しい高速撮像技術として Compressed 

Sensingが注目されている。Compressed 

sensingは少数のサンプリングデータから画像

に必要な元データを推定し画像を再構成する

技術である。現在までのハードウエアやソフト

ウエアにより高速化をはかった技術に対し、情

報理論に基づいた新しい技術である。フィリッ

プスの Compressed sensingである

“Compressed SENSE”は、SENSEで培った

アルゴリズムや、より正確な画像を推定しやす

く最適化された Balanced Samplingを採用し

ている。さらにフルデジタルプラットフォーム

dSyncを組み合わせることによりパフォーマン

スが向上し、画質を維持した状態で、大幅な撮

像時間短縮が期待できる（図 7）。             

Compressed SENSEで得られる時間短縮は、

撮像領域に制限がなく、解剖情報を得るための

静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、

整形、心臓領域のルーティン撮像など全身領域

に対応している（図 8）。例えば呼吸同期で約

4分かけて撮像している 3D MRCPは、

Compressed SENSE 24倍速を利用して画質と

空間分解能を維持しながら息止め 18秒に短縮

できている。また検査件数増という側面からは、

検査枠が 1時間を超えることもある心臓検査や、

患者の安全管理を厳しくガイドライン化され

ている小児検査への期待は大きい（図 9）。さ

らに時間的な余裕は、従来の撮像時間内でより

高空間・高時間分解能画像や高コントラスト画

像の収集を可能にする。例えば肝臓ダイナミッ

ク検査においては、より薄いスライス厚撮像を

することで微小病変の検出、SAR 制限や時間の

都合により TR短縮を余儀なくされていた領域

のコントラスト回復などに活かすことができ

る。 

Compressed SENSE は、mDIOXN法、高速

スピンエコーを用いた拡散強調画像

(TSE-DWI)、iMSDEを用いた Neurography 

(3D NerveVIEW)など近年リリースした殆どの



アプリケーションに併用可能であることも特 長である。 

 

図 7. Compressed SENSE概念図 

  

図 8. 適応範囲の広い Compressed SENSE  図 9. Compressed SENSEを用いた小児MRI画像 

 

まとめ 

小児MRI検査に取り組むためのソリューションとして、患者のストレスを軽減する検査環境や安全

な検査構築のための機能 ScanWise Implant、そして今注目されている Compressed SENSEを紹介

した。小児MRI検査のために工夫された様々なソリューションのさらなる技術革新に期待されたい。 
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小児検査での最適活用における 

FPD 搭載透視診断装置の画像処理エンジ

ン『FAiCE-V NEXT STAGE1+』 

株式会社日立製作所  

ヘルスケアビジネスユニット 

画像診断アプリケーション部 

遠藤亜矢子 

 

はじめに 

診療・診断・治療において医用画像の果たす役

割は大きい。現在でも医用画像診断装置は臨床的

に有用な情報を提供するために様々な装置が開

発され、それぞれの特長に合わせ最適なものを選

択できる。反面、それらの装置は短所も併せ持ち、

改良が進められてきた。X 線透視診断装置に関し

ては、上部消化管造影検査を行うための装置とし

て、1960 年代には、ほぼ現行製品の基本スタイ

ルが完成されていた。近年では新しいアプリケー

ションも開発されているが、並行してより安全に

手技が施行できるよう、『低被ばく』であること

も重要な要素となっている。 

その中でも特に小児は放射線感受性が高いた

め、放射線を用いる検査では十分な配慮が必要と

なる。また知能・精神・身体が成長過程にあるた

め意志の疎通が困難なことが多く、息止めや動き

の抑制、呼吸・拍動の状態、ストレス等に考慮す

る必要がある。 

当社の X 線透視診断装置では、従来のテーマで

ある低被ばく化に加え、さらに小児検査に配慮し

た画像を提供できるよう様々な取組みを行って

きた。本稿では低被ばく化を可能とした

FlatPanelDetector(以下 FPD)搭載透視診断装置

の特徴と併せ、小児検査において最適に活用する

ために有用な最新の透視画像処理技術について

報告する。 

 

CsI 方式 FPD の採用 

当社では2002年FPD搭載透視診断装置の発売

より、CsI 方式の FPDを採用している。 

CsI 方式の FPD の特長は低線量領域での感度

が高く、X 線透視診断装置で使用される管電圧帯

域において電子検出効率が良い。また、温度管理

が簡便で 24 時間の空調を必要としないため、体

温調整が未熟な小児が対象の検査でも、最適な室

温で検査を行うことができる。 

 

FPD 搭載透視診断装置 CUREVISTA*の特徴 

前述の通り、小児検査においては息止めや動き

の抑制や検査時にストレスを与えないよう配慮

が必要となる。これらの要求に応えるため、当社

では安全性に重きをおいた製品を展開している。 

1.2Way アームと広いストローク 

 映像支持器を上下左右動させることで、天板(被

検者)を動かさずに視野移動することができる。そ

のため、穿刺やカテーテル挿入時も安全に検査を

行えるよう配慮した。また、ストロークはほぼ天

板の全面をカバーしており、視野の小さい被写体

に対しても天板の中心にポジショニングする必

要がないため、術者の手元でストレスなく手技が

施行できる。(図 1a) 

2.オフセットテーブルと広いワークスペース 

天板周囲のワークスペースを広くとることで、

介助を行いやすくした。オフセットテーブルは通

常ポジションよりさらに広いワークスペースを

確保するための機能であり、周辺機材の配置が容

易となる。(図 1b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１CUREVISTA 外観 

 a:2Way アームの活用 

      b:オフセットテーブルの活用 

 

a b 



3.ストレスを与えにくいデザイン 

装置全体が丸みを帯びたラウンドフォルムで

あり、カラーは検査室の明るさに影響を受けにく

いスマイルイエローを採用することで、被検者に

ストレスを与えないデザインとなっている。 

 

小児検査に有用な透視画像処理技術 

 小児検査においては、成人検査時よりも被ばく

を低減することが求められるのはもちろん、呼吸

や拍動の速さにも対応した画像が求められる。従

来、画質改善には X 線量の増加が選択されてきた

が、当社では 2016 年に『低被ばくなのに高画質』

を実現した新しい透視高速画像処理エンジン

「FAiCE-V NEXT STAGE1」*を開発・実装した。

グラフィック処理に特化した専用のマイクロプ

ロセッサである Graphics Processing Unit を採

用することで、複雑な処理をリアルタイムで可能

とし、全ての装置に統一した画像処理を搭載した。

現行装置にはさらに進化した「FAiCE-V NEXT 

STAGE1+」*を展開し、低被ばく化・高画質化に

寄与している。 

1.MTNR[Motion Tracking Noise Reduction]* 

 従来、透視画像のノイズ低減にはリカーシブフ

ィルタが採用されていた。時間フィルタの 1 つで

あるリカーシブフィルタのノイズ低減効果は高

いが、前のフレームを利用して加算処理を行うた

め、その効果は残像と呼ばれる体動ボケとトレー

ドオフの関係にあった。その課題を解決するため

に開発したのが、動き補償型ノイズ低減処理

MTNR である。 

 透視画像の特徴は動画像、低線量である。撮影

像と比較すると微弱な X 線を連続的、またはパル

ス状の X 線を間歇的に照射し動画像を表示する。

そのため、高画質化にはノイズの処理をリアルタ

イムに行うことが必須となる。 

 MTNR ではパターンマッチングによる動き成

分の検出を画素単位で行い、時間方向のノイズ低

減処理を行う領域と空間方向のノイズ低減処理

を行う領域を決定することで、残像の発生を抑制

しつつ画像ノイズを強力に低減した高画質な動

画を生成することを可能とした。(図 2、図 3) 

 

 

図 2 MTNR の概略図 

 

図 3 従来処理と MTNR 処理の画像比較 

 

 

 

 

 

図 3 従来処理と MTNR 処理の画像比較 

a:従来処理画像 

   b:MTNR 処理画像 

 また、動き成分の検出を画素単位で高精度に行

うことにより、時間フィルタの適用範囲を十分確

保している。そのため従来のリカーシブフィルタ

を使用していた処理と同等の S/N を得られるた

めに必要な線量を約 20%低減することが可能と

なる。 

 MTNR は低被ばくと高画質を両立する画像処

理として特許庁長官賞を受賞した。 

2.M-DRC[Multi-Dynamic Range Compression] 

 M-DRC はマルチ周波数処理をリアルタイムで

高速処理することで、動画に対応できるようにし

た。これにより、ノイズ成分、軟部組織、陰影、

構造物等、画像を各構造体の周波数帯域に分解し、

それぞれの周波数帯域に適切な強調処理を行う

ことで鮮鋭度を向上させ、広い帯域のノイズ低減

を可能とした。また併せてダイナミックレンジ圧

縮処理を行うことで、ハレーションを抑制できる

a b 



ため、抑制の困難な小児検査においてもストレス

なく透視観察できる。(図 4) 

図 4 M-DRC 概念図 

3.FRC[Frame Rate Conversion] 

 FRC は前後のフレームから中間のフレームを

作成し補間する技術であり、パルス状で照射して

いる X 線の倍のコマ数で透視が観察できる。これ

により、従来の応答速度と同等の画質を得るため

に必要な線量を 50%カットできるようになった。 

(図 5) 

 

図 5 FRC 適用時の線量比較 

補間する中間フレームは MTNR での動き成分

の検出を利用し、前後のフレームから動き補償を

適用した上で自動生成される。実照射画像と補間

画像を比較した際の CNR、解像度、低コントラ

スト分解能はほぼ同等であり、移動時における解

像度及び低コントラスト分解能にも有意差は見

られなかった。 

 

アプリケーション 

FAiCE-V NEXT STAGE1+シリーズは付加価

値として被ばく低減が期待できるアプリケーシ

ョンを多数有する。 

1.透視スナップショット 

 透視中、必要なタイミングもしくはラストイメ

ージホールド画像をハードディスク内にデジタ

ル保存が可能である。DICOM 出力も可能なため、 

消化管造影等の撮影までは必要としない検査に

おいて有効である可能性を持ち、撮影回数を減ら

すことで被ばく低減にも繋がる。任意の枚数をデ

ジタル録画することも可能であり、排尿時膀胱造

影や食道造影等、タイミングの早い動態観察も可

能となる。 

2.被ばく管理 

 当社は被ばく管理に力を入れており、2007 年

より NDD 法**による線量管理を装置に標準搭載

している。また、構造化レポート (Structured 

Report)や線量情報のセカンダリーキャプチャー

を作成する機能も持ち合わせており、施設の運用

に合わせて最適な方法を提供する。 

**NDD 法は、茨城県放射線技師会被曝低減委員

会(班長: 森剛彦氏が1986年当時)が提案した方法

であり、茨城県立医療大学 佐藤斉氏が係数を導

きソフトウェアを開発したものである。 

3.多彩な視野サイズ 

 視野サイズは最大 6 段階有しており、4 倍まで

拡大可能である。対象臓器に合わせて最適な視野

を選択することは画質の向上にもつながり、検査

時間を短縮することが可能である。 

 

小児用パラメーターの構築 

当社は開発当初からのコンセプト通り、低被ば

くなのに高画質である画像を提供できるよう、高

いレベルでの進化を進めてきた。しかし、小児検

査の被ばくに関しては成人以上の被ばく低減が

求められる。この課題を踏まえ、小児検査におい

てより安心・安全な医療を提供できるよう、有用

な技術を開発し、専用のパラメーターを構築・設

定した。 

1.小児用の ROI 設定 

 被写体の小さい小児検査は、関心領域が成人と

大きく異なる。また、比較的腸管ガスが多く、動

きも大きいため直接線の影響を受けやすく、ハレ



ーションが発生しやすい。FAiCE-V NEXT 

STAGE1+では X線制御決定のための ROIを検査

部位毎に設定できる。この機能を活用し、適正な

透視・撮影条件決定のために ROI のサイズの最適

化を行った。(図 6) 

 

図 6 小児用 ROI 検討例 

 成人検査の場合、関心領域に合わせて視野サイ

ズの決定を行うため、比較的 ROI のサイズを同一

に設定しやすい。反面、小児検査においては患児

の大きさによって関心領域の大きさも異なるた

め、大きさに追従した ROI の設定が必要となる。

そこで、切り替えた視野サイズに応じて ROI のサ

イズを縮小させるよう設定した。これにより、ROI

のサイズが患児を超える頻度を大幅に減らし、安

定した X 線条件で検査が行えるようにした。 

2.小児検査用条件の設定 

 小児検査時の撮影条件として、以下 2 点をクリ

アできることを前提とした。 

①入射線量を標準的な撮影条件時の 50％以下と

すること 

②標準的な撮影条件同等の SNR が得られること 

 以上の条件を満たす撮影条件設定のため、小児

用パラメーターに付加フィルタ、専用 X 線制御テ

ーブルを設定した。表 1 に示す通り、同等の画質

で約 30〜50％の被ばく線量低減を可能とした。 

表 1 小児検査に使用する付加フィルタと 

被ばく低減率 

 

3.GRIDLESS 機能 

 被写体厚の薄い小児に関しては、グリッドを外

して検査を行う手法も被ばく低減に有効である。

FAiCE-V NEXT STAGE1+シリーズの小児検査

を対象とした装置では、グリッドを取り外せる機

構を追加して小児検査に適用できるようにした。

これにより、表 2 に示す通り透視・撮影線量をさ

らに約 30〜60％低減することを可能にした。 

表 2 グリット未装着時の被ばく低減率 

 

 

おわりに 

当社の製品コンセプトと最新透視画像処理、小

児検査における設定について報告した。 

消化器系診断システムとして開発された X 線

透視診断装置は、医療の発展に伴い多様な要求に

応えられる装置であることが期待されるように

なった。日立はそれをユーザーと協創していくと

ともに、今後も低被ばくかつ高画質な画像の提供

を目指して開発を進めていく。 

 

* MTNR は以下の株式会社日立製作所の登録特

許です。MTNR:特許第 6002324 号取得済 

* CUREVISTA、FAiCE-V、NEXT STAGE、お

よび MTNR は株式会社日立製作所の登録商標

です。 

 

 販売名：汎用 X 線透視診断装置 CUREVISTA 

 医療機器認証番号：219ABBZX00109000 
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１．はじめに 

1983年 6月ベルギーのブリュッセルで開催された

国際放射線学会（ ICR）で Fuji  Computed 

Radiography（以下 FCR）が発表され、第一世代

FCR101 が発売された（図１）。これがＸ線画像の

デジタル画像処理の幕開けで、その後、1985 年、

第二世代の FCR201（図２）、1988 年、第三世代の

FCR7000（図３）と続き、現在では第六世代の機器

が発売されている。 

図 1 FCR101 

図 2 FCR201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 FCR7000 

昨今は、更なる低線量化や検査効率の向上が期

待出来る Flat Panel Detecter （以下、FPD） へ

の移行が進んでいる。 

 富士フイルムの一般Ｘ線のデジタルシステムは

このように進化を続け、まもなく 35年を迎えるが、

本稿では特に小児Ｘ線撮影に関わる技術の変遷と

それに関連した技術を紹介する。 

 

２．長尺撮影システム開発の変遷 

小児の脊椎、脊椎側弯症の観察において、アナ

ログ、デジタルシステムに関係なく、長尺撮影は

必要な検査である。 

FCR 用のカセッテサイズは最大で半切（14×17

インチ）であるため、長尺撮影を行うには長尺用

カセッテに複数のイメージングプレート（以下、

IP）を重ね合せて配置し、撮影後、カセッテに詰

め替え、読取り処理を行う必要があった。この操

作は煩雑で他の一般撮影に比べて、検査効率が悪

く、メーカーとしても克服すべき重要な開発テー

マとしていたが、長らく解決することが出来なか

った。 

 

以下に冨士フイルムが開発した長尺撮影システム

の変遷やそれに関わる技術を紹介する。 

2-1 FCR7501Sの開発 

1988年に発売された FCR7000シリーズでは、カ

セッテ処理タイプの FCR7000C、透視装置等のマガ

ジンに対応した FCR7000M、カセッテ処理とマガジ

ン処理の兼用可能な FCR7000、そして立位撮影用

途の FCR7501を発売した。 

FCR7501 は撮影部、読取り部、消去部、待機部

等のユニットから構成され、装置内を IPが循環す

る仕組みを採用することで、立位の連続撮影を可

能にした装置である。 

そこで、FCR7501 で培った技術を応用した立位

長尺撮影システムの開発に取り組み、1991 年に、 

 「冨士フイルムが開発した小児撮影に関わる技術のご紹介」 

富士フイルムメディカル株式会社  

モダリティソリューション部 畔柳 宏之 



FCR7501Sを発売した。本装置の外観を図４、図５

に示す。本装置は図に示すように撮影部を大型化

し、半切サイズの倍の長さである 14×34 インチ

の IP による撮影が可能である。14×34 インチの

画像領域を有することで小児の頚椎から腰椎・骨

盤部まで領域をカバーすることが出来る。また、

３枚の IPを搭載することで、連続した撮影にも対

応した。本装置は小児専門病院にも導入され、従

来に比べ、撮影者、受診者の負担軽減や待ち時間

の短縮に貢献することが出来た。 

  

図 4 FCR7501Sの外観 

 

図 5 FCR7501Sの寸法図 

 

 

 

2-2 新たな FCR用長尺カセッテの開発 

FCR7501Sは、立位長尺撮影に対応したが、導入

コストが高いことや AECに対応できない等、一般

撮影用との兼用装置として選択するには幾つかの

問題点があった。このような状況も鑑み、次の長

尺撮影システムには、比較的低価格で汎用性のあ

るシステムを提供する事をコンセプトとして開発

に取り組んだ。その結果、新タイプのカセッテに

よる長尺撮影システムを開発し、発売することが

できた。以下に示す長尺撮影システムは、広く普

及し、現在でも多くの施設でご使用頂いている。 

まず、一般撮影用 FCRカセッテの機構について

解説する。 

FCR7000、第四世代の FCR9000では、カセッテか

ら IP を取り出す際、裏蓋全面を開口し、IP を吸

着し、搬送する構造となっている。この方式では、

カセッテ全体を装置にセットする必要が有り、装

置の小型化や高速化への障壁にもなっていた。 

そこで 1993年に発売した AC-3以降、カセッテ

の構造を一新した。図 6に示すとおり、カセッテ

裏面は全面が開口せず、一部が開く形状をしてい

る。操作者がカセッテを装置に差し込む動作を利

用して裏蓋のロックを外し、開口する仕組みとな

っている。この機構は現在 FCR機器でも踏襲され

ており、装置の小型化や高速化に寄与する。そし

てこの形状の変更により、カセッテ設計の自由度

が拡がり、長尺撮影用カセッテの開発に繋がった。 

図 6 FCR 一般撮影用カセッテ 

 



図 7に FCR長尺撮影用カセッテ（*1）の外観図

を示す。二つのカセッテを対称的に繋げた形状で、

両端に IP 取り出し用の裏蓋を備える。2 枚の IP

が収納される空間は、構造的に分かれているが、

カセッテ長手方向の中央部で IP の画像領域が重

なるようになっている。また、IPが重なる部分に

は、位置合せ用のマーカーが 2箇所に埋め込まれ

ている。 

実際の撮影では、撮影後、片側を読取装置に装

填し、読取り終了後、カセッテの向きを変えて装

填することで完了する。 

 

図 7 FCR 長尺カセッテ 

 

長尺カセッテの開発では、複数の画像をソフト

的に合成する技術の開発も合わせて開発した。 

カセッテ処理を利用した長尺撮影では、出力し

たフィルムをテープで貼り合わせるという方法が

あるが、手作業でフィルムを貼り合わせる作業が

非常に繁雑である。そこで、作業効率や繋ぎあわ

せの精度向上を目的として、複数の画像データを

合成して全脊椎等の長尺画像を生成する長尺合成

処理（Image Stitching、以下 IS）を開発した。 

この技術は、複数 IPの濃度コントラストの安定

処理、繋ぎ合わせ処理、重複部分の補正処理から

構成される。CRコンソール（*2）で長尺撮影用メ

ニューを選択すると、WS（WHOLE SPINE）モード

に遷移し、最初に読み取りで算出された S,L値が

後処理する画像にも適用される。この方法により、

複数の画像の濃度コントラストが同一になる。 

繋ぎ合わせ処理においては、カセッテ内に配置

された位置合せ用マーカーと IP の重複部分を検

出し、精度良く自動で繋ぎ合わせている。 

また IPの重なり部分では、表側の IPにＸ線が

吸収されて裏側の IP への到達Ｘ線量が少なくな

り、単純に画像を重ね合わせただけでは、裏側 IP

の重複部分の一部が残り、また合成画像上に白い

線が出来てしまう（図 8,9）。本処理ではその部分

の濃度を画像処理で補正することで、より自然な

合成画像を生成することが出来る（図 10、11）。 

このように新たな長尺撮影用カセッテを開発す

ることで、当初の構想通り、低価格で且つ汎用性

を持った長尺撮影システムを提供することが出来

た。 

 

 

図 8  合成前の画像 

 図 9 補正処理をせず合成した画像 



 図 10 補正処理をして合成した画像 

 

 

 

図 11 補正処理をして合成した画像 

 

2-3長尺撮影用 FPDの開発 

冒頭にも書いたとおり、CRから FPD化への移行

が急速化しているが、長尺撮影を FPD運用に移行

するには克服すべき課題が多い。 

まず、図 12に一般撮影用カセッテ FPDを使用し

た長尺撮影システムを示す。この方式は、Ｘ線管

球と撮影台の FPDを連動させて撮影する方式であ

る。一般撮影用のカセッテ FPDが使用できるメリ

ットはあるものの、一方で長尺の画像領域を確保

するため複数回の照射が必要であるため、小児撮

影では撮影中の受診者の体動が懸念される。 

このような理由から小児の長尺撮影を行う施設

から 1回の照射で長尺撮影が出来る FPDシステム

の開発が要望されていたことは言うまでも無い。 

 

 

図 12 3回の照射を行う長尺撮影のイメージ 

 

そこで、次の課題を主なコンセプトとし、新た

な FPDの開発に取り組んだ。 

・1回の照射で長尺撮影ができること。 

・CR方式に比べ、大幅な検査効率の向上が図れる 

こと。 

・低線量・高画質であること。 

1 回の照射で長尺撮影を可能にするためには、FPD

自体の大型化が必須になる。2014年に FUJIFILM DR 

CALNEO Smart(*3)を発売したが、そこで培った技

術を応用し、長尺撮影用 FPD の開発に取り組み、

2015年に FUJIFILM DR CALNEO GL1（*4）を発売し

た。図 13に外観を示す。本装置は図中左の FPDと

図中右の昇降型撮影台(*5)の組合せで構成される。

図 13 のシステムは立位専用で、現在では図 14 に

示す立臥位撮影台(*6)も提供している。 

以下、装置の特長を紹介する。 

パネルの画像領域は、17×49インチで、長手方

向、短手方向とも CR長尺システムよりも拡大し、

様々な長尺撮影に対応出来る。特に小児撮影で懸

念された体動の影響も最小限に抑えることが可能

になった。また、両下肢撮影、前屈撮影など、従

来困難であった撮影にも対応できるため、新たな

診断価値も期待されている。 

検査効率の面では、CR運用のようにカセッテの

取り外しや読み取り処理が不要で、検査効率の向

上が期待出来る。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 立位撮影用 CALNEO GLの外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 立臥位撮影対応用 CALNEO GLの外観 

 

画質の観点では FPDの特長を生かし、低線量・

高画質化を図っている。図 14に FCRと CALNEO GL

の DQEの比較を示す。小児の撮影の中でも特に長

尺撮影での低線量化が望まれているが、図の通り、

１cyc/mmの DQEを比較すると、FCRと比較し、約

1.7倍の向上を実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 FCRと FPDの DQEの比較 

 3 FCRでの線量低減への取り組み 

小児の一般撮影においては、特に低線量・高画質

化が望まれている。ここでは、第 6世代である FCR 

PROFECTにて開発した技術を紹介する。 

3-1 FCRの高画質化技術 

 FCR PROFECTの IP両面集光技術 

 一般的な FCRでは、図 16に示すように、X線を

受光するIPを表面もしくは裏面のいずれか1方向

からレーザー光を用いて読み取る片面集光読み取

り方式を採用している。富士フイルムは図 17に示

すとおり、裏面からも X線情報を読み取る両面集

光読取方式を採用する FCR PROFECTを開発した。 

両面集光読取方式で用いる IP は、透明な支持体

上に蛍光体層を形成させる。そして IPに蓄積され

た X線情報を表側から照射されるレーザー光によ

り輝尽発光させて可視光とし、表面と裏面の両面

から読み取っている。裏面から読み出す画像は、

表面から読み出す画像に比べて、IP内部での可視

光の内部散乱の影響を受けるため、小さな構造情

報を有する高周波成分はノイズが多くなる。しか

し、大きな構造情報を有する低周波成分は、信号

強度をある程度維持できる。 

図18の横軸は表面画像と裏面画像の加算割合を

示しており，縦軸は加算後画像のNEQ（noise 

equivalent quanta：雑音等価量子数）を示してい

る。この図から、低周波側（0.5cycles/mm）では，

表面画像と裏面画像の加算比率を1：1にした場合

に最もNEQの値が高くなり、逆に高周波側

（3.0cycles/mm）では，高周波ノイズの影響を受

けるため，表面画像を主として加算することで最

も高いNEQを得ることが出来る。これにより、両面

集光読取方式は片面集光読取方式に比べて、DQE

の値が相対で30%程度向上している。 

 



 

図 16 CRの片面読取り方式 

図 17 CRの両面読取り方式 

 

 

 

図 18 表面画像と裏面画像の加算比率 

 

以下、小児撮影の片面、両面読取り装置を 

CNRで評価した実験結果を示す。１） 

 一般的に画像の物理評価では、DQE値が用いられ

るが、DQEの測定は、画像処理をかけずに測定する

ことが原則である。その一方で、画像診断は，階

調処理、周波数処理などの各種画像処理が施され

た最終画像で行われる。そのため、今回の物理評

価実験では、できるだけ臨床の撮影条件に近い状

態でのS/N改善効果を評価するため、CNR（contrast 

to noise ratio）を使用して評価を行った。 

 尚、CNRは、次の計算式で算出される。図19に 

一般的な測定方法を図18に示す。 

 

 

  

CNRの測定では、幼児胸部の撮影を模擬するため、 

図19に示すような幾何学的配置の下、幼児胸部フ

ァントムを用いて、心臓，横隔膜濃度が 0.7とな

る撮影条件をF/Sシステムを用いて測定した。 

 次にF/Sシステムで求めた撮影条件を用いて、ア

クリルファントムの厚みを変化させ、F/Sシステム

において、平均濃度が 0.7となるアクリル厚を求

め、幼児胸部ファントムと等価なアクリルファン

トムとした。 

 また、F/Sシステムで求めた撮影条件を100％線

量と定義し、照射線量を30％，50％，70％，100％，

150％，200％と変化させ、各線量に対するCNR値を

測定した。 

 CNR測定用の信号源として、厚さ10mmのアクリル 

板中央に 5mmずつ深さを変化させた溝を掘ったフ

ァントムを用意し使用した。 

使用機器、撮影条件は図20、21のとおりである、 

 
図 19 一般的な CNRの測定方法 

 

図 20 CNRの測定撮影実験の幾何学的配置 

 



 

図 21 使用機器 

 

図 22 撮影条件 

 

 以下、実験結果を示す。 

図22に示すとおり，すべてのアクリル厚（信号源） 

に対して，両面集光読取方式は片面集光読取方式

よりも高いCNR値を示し，S/Nが向上していること

が分かる。 

 線量変化に対するCNR値の変化を見ると、すべて

の線量域に対して、両面集光読取方式は片面集光

読取方式よりも高いCNR値を示す結果となった。図

23のグラフより、CNR値 3 を得るためには、片面

集光読取方式では、11mRの線量が必要であったが、

両面集光読取方式を用いることで、6mRに低減でき

ることが分かる。 

 今回の実験により、両面集光読取方式を幼児胸

部領域に用いることで、従来の片面集光読取方式

よりも被ばく線量を低減できる可能性が示された。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 アクリル厚に対する CNR値変化 

 

図 24 照射線量に対する CNR値変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．ガーゼ・カテーテル等の強調表示技術 

体内にある医療用カテーテル等の医療器具の位

置を確認するため、X線撮影されることがある。し

かし、乳児に挿入されるカテーテルは特に細く、

心臓や横隔膜等の体内構造と重なる場合に、通常

のＸ線画像では視認し難いことがある。 

そこでカテーテルやX線造影糸入り手術用ガー

ゼ(以下、X線ガーゼと呼ぶ)等の細かい信号の視認

性を向上させることを目的に特化した画像処理技

術を開発した。 

 本技術はガーゼ、カテーテル等の存在確認用に

調整したパラメータにて強調することにより、細

かい信号の視認性を向上させる技術である。通常

の画像観察に使用する画像とは強調の程度が大き

く異なるがCRコンソール操作画面にて、ボタン一

つで通常の観察用画像と強調画像とを切り替えら

れる機能を開発することにより、スムーズに画像

確認できる。 

 図24に体内にカテーテルを挿入した画像例を示

す。本技術を適用していない画像（図中左）では、

カテーテルのコントラストが低く、存在の視認が

難しい。それに対して本技術を適用した画像（図

中右）では、カテーテルのコントラストが高く、

先端部の位置を確認し易やすくなっていることが

分かる。 

 

 

図 24 ガーゼ・カテーテル等の強調表示の違い 

 

 

 

 

５．おわりに 

本稿では富士フイルムが過去より開発した技術の

中から、特に小児Ｘ線撮影に関わる幾つかの技術

を紹介した。今後とも小児撮影の領域においても

更なる技術の向上を目指し、医療に貢献してゆき

たいと考えている。 

 

*1 FCR長尺撮影用カセッテ： 

薬事販売名 FUJI IP LONG VIEW CASSETTE 

（届出番号 14B2X10002000017） 

*2 CRコンソール： 

富士コンピューテッドラジオグラフィ  

CR-IR 348 型 の付属品 

（認証番号 21300BZZ00064000） 

*3  FUJIFILM DR CALNEO Smart： 

薬事販売名デジタルラジオグラフィ  

DR-ID 1200 

（認証番号：第 226ABBZX00085000号） 

*4 FUJIFILM DR CALNEO GL: 

薬事販売名:デジタルラジオグラフィ  

DR-ID 1300 

（認証番号 226ABBZX00149000号） 

*5 電動昇降式撮影台 

（販売名：ロングパネル用立位撮影台 FSL-LP） 

（届出番号：第 27B3X00066000022 号） 

製造販売業者 株式会社三協 

 

*6  立臥位撮影台： 

（販売名：電動式撮影台 FＭ-PＬ1）  

(届出番号：第11B2X00011000043 号 

製造販売業者 株式会社大林製作所 
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病床数：316床（一般 227床 回復期リハビリテーション 45床、地域包括ケア 44床） 

 

診療科目 23 科 

内科・総合診療科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整形

外科、脳神経外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、形成外科、リハ

ビリテーション科、麻酔科、救急科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、歯科口腔外科 

 

職 員 数：518 名 

医 師 数：46 名 

看護師数：250 名 

診療放射線技師数：12 名（内 男性 9 名 ・ 女性 3 名） 

認定技師取得者： 

認定内容： ・検診マンモグラフィー撮影技術認定 3 名 

      ・放射線機器管理士 1 名 

      ・放射線管理士 1 名 

      ・医用画像情報精度管理士 1 名 

      ・第１種放射線取扱主任者 2 名 

 

当直・夜勤体制について 

当直 1 名  拘束者（待機者） 1 名にて休日夜間対応 

 

 

 

 

 

一般撮影 

担当技師：3 名 機器台数：3 台 

導入メーカー・機器名：GE・ヘルスケアジャパン株式会社 

    Discovery XR650（1 台）Difinium6000（2 台） 

一日平均撮影件数（人）：135 人 

 

 

 

 

導入機器 

病院概要 



施設紹介 

マンモグラフィ 

担当技師：1 名 機器台数：1 台 

導入メーカー・機器名：シーメンスヘルスケア株式会社 

          MAMMOMA Inspiration（1 台） 

一日平均撮影件数（人）：9 人 

 

ポータブル 

担当技師：1 名 機器台数：3 台 

導入メーカー・機器名：GE 横川 GM-1215（1 台） 

           シーメンスヘルスケア株式会社 

MOBILET XP Hybrid（2 台） 

一日平均撮影件数（人）：13 人 

 

CT 

 

担当技師：2 名 機器台数：2 台 

導入メーカー・機器名：GE・ヘルスケアジャパン株式会社 

           Discovery CT750 HD（1 台） 

 Light Speed VCT（1 台） 

一日平均撮影件数（人）：46 人 

 

MRI 

担当技師：1.5 名 機器台数：1 台 

導入メーカー・機器名：GE・ヘルスケアジャパン株式会社 

           Signa HDxt(1.5T)（1 台） 

一日平均撮影件数（人）：17 人 

 

Work Station 

導入メーカー・機器名：GE・ヘルスケアジャパン株式会社 

Advantage Workstation VolumeShare（3 台） 

           株式会社 AZE  VirtualPlace 雷神（1台） 

 

血管造影（心カ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

担当技師：1 名 機器台数：1 台 

導入メーカー・機器名：シーメンスヘルスケア株式会社  

Artis Zee FA Pure 

一日平均撮影件数（人）：1.1 人 
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X 線テレビ 

担当技師：2 名 機器台数：2 台 

導入メーカー・機器名：株式会社島津製作所 

           Cvision Safire17（1 台） 

 Sonialvision Safire17（1 台） 

一日平均撮影件数（人）：9 人 

 

骨密度 

担当技師：0.5 名 機器台数：1 台 

導入メーカー・機器名：GE・ヘルスケアジャパン株式会社 

           PRODIGY Advance FUGA 

一日平均撮影件数（人）：3.2 人 

 

外科用イメージ 

担当技師：1 名 機器台数：2 台 

導入メーカー・機器名：GE・ヘルスケアジャパン株式会社 

           OEC 9900 Super-C 

 OEC9900 

一日平均撮影件数（人）：1.25 人 

 

歯科用 

担当技師： 名 機器台数：1 台 

導入メーカー・機器名：株式会社アクシオ・ジャパン 

           PanaACT-ART Plus α 

一日平均撮影件数（人）：0.3 人 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年に五町村が合併し「安曇野市」が誕生したのを機に、平成 18 年それまでの名

称の豊科赤十字病院から「安曇野赤十字病院」に名称を変更。その後平成 22 年に新棟への

全面移転を終え診療を開始したのを機に、地域中核病院としての立ち位置をより強固なもの

にするため、地域医療支援病院の指定を目指し各部署がそれぞれ新しい取り組みを行ってき

た。放射線科部においても地域医療機関へ向けて「診療支援」の取り組みを開始した。具体

的には、開業時の放射線診療設備の設計や機器選定への助言、また撮影条件の設定や業務指

導においては、臨床診断レベル等を考慮した条件設定や、MMG 撮影の認定技師による現地

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 

指導などを行ってきた。ここ最近においては医療被曝の低減を目指し、検査機器のバージョ

ンアップや入れ替え行い、総合的に医療被曝管理が行える GE・ヘルスケアジャパン株式会

社の「DoseWatch」を導入し管理運用の構築を行っているところです。 

 

 

 

 

 

平成 22 年の 7 月より、新築移転した新棟にて診療を開始したが、ここ数年に於いて放射

線科部では、Balloon Kyphoplasty(BKP)の開始及びトレーニング施設認可に伴い外科用イ

メージのバイプレーン化を行った。具体的には GE・ヘルスケアジャパン株式会社の

OEC9900Elite と OEC9900Super-C を 2 台同時に使用して正側の透視を可能にするもので、

同時誤曝射防止等の法令を遵守した機能を備えたものとした。 

また、MMG のソフトコピー診断化に伴い 8M モニタや 5M モニタ等の導入や配備、X 線

骨密度測定装置の入替、口腔外科開設に伴い、歯科用パノラマ撮影・デンタル撮影装置の導

入、画像ワークステーションサポート終了に伴い入替と CT・MRI の一部バージョンアップ、

血管撮影装置の入替、回診用 X 線装置の入替と、アドオンでの FPD 化等々を行って来たが、

ここ直近に於いては GE・ヘルスケアジャパン株式会社の院内線量管理システム DoseWatch

の導入を行い、トータル的な線量管理を行うことにより、当院においての Reference Level

の構築と、ディジタル時代にマッチした技師教育のツールとして活用出来ないかとの思いか

ら、日々メーカーと協議を行っている。 

さらには、地域医療連携課と協力し近隣の診療所に対して医用画像精度の向上とその適正

な利用を目的として、診療所開設時の PACS 構築の技術支援や MMG の撮影技術支援、一

般撮影や DXA 等の条件作成時の支援や研修を現地に出向して行っています。 

 

 

 

 

 

 当科部は放射線科部部長（循環器内科医師）1 名、診療放射線技師 12 名（男性 9 名 女

性 3 名）と放射線科事務取扱職員 2 名（パート職員）で構成されています。現在（平成 29

年 11 月現在）女性技師 2 名がそれぞれ産休、育児休暇を取得しているため、女性技師 1 名

が代用技師として活躍してくれています。 

 放射線技師は、平日当直者 1 名とオンコール技師 1 名にて対応、休祭日は日勤当直者 1

名とオンコール技師 1名にて 24時間 365日の救急診療に対応しています。 

 放射線科医は信州大学医学部附属病院から毎月火曜日に派遣されており、週一では有るが、

CT や MRI 検査画像の読影、検査手技のアドバイス等を行ってもらっています。看護師は当

科専属の看護師が配属されていないため、造影検査時には中央処置室の看護師が都度対応し

ここ最近 5年間の放射線科の移り変わり 

 

スタッフ紹介 
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てくれます。PCI などのカテ業務は ER の看護師と HCU の看護師が対応し 24 時間体制で IVR

が行える体制を整えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光と水と緑の郷、「安曇野」 

 当院が位置する安曇野市は長野県の中央よりや

や西に位置し、2005年 10月に 5町村が合併してで

きた、人口約 10 万人の市で、長野県内では 6 番目

の人口となります。 

 北アルプス山麓に広がるのどかな田園地帯「安曇

野」は、西に 3,000メートル級の北アルプスがそび

え、山々から湧き出た清流、梓川、黒沢川、烏川、

中房川によって出来た、複合扇状地で、名水の里と

しても知られております。臼井吉見の小説「安曇野」

で描かれ、日本近代登山の父と言われるウォルタ

ー・ウエストンが愛し、作家の川端康成、井上靖、

地元紹介 

 

平成 29 年 12 月 1 日 現在のスタッフ 

http://www.azumino-e-tabi.net/wp-content/gallery/sceneryspring/sceneryspring-3.jpg
http://www.azumino-e-tabi.net/wp-content/gallery/sceneryspring/sceneryspring-10.jpg
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日本画家の東山魁夷の 3 人が「残したい静けさ美

しさ」と名句を残し「日本のふるさと」とも言わ

れています。 

 「一度は来てみましょ安曇野。良いとこだじ、

すんげえ景色や、うんめい食い物もいっぱいある

だに。」 

 

【翻訳】 

 「一度来てみて下さい安曇野へ。大変良い所で

す、素晴らしい景色や、美味しい食べ物も一杯有

ります。」 
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日本赤十字社長崎原爆諫早病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                        

 原稿執筆者名                                       

所在地：=＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

859-0497 

長崎県諫早市多良見町化屋 986-2 

長崎原爆諫早病院 放射線科技師長 

大町繁美 

TEL 0957-27-2122  ピッチ 831 

E-mail: ohmachi@isahaya.jrc.or.jp 

 

長崎原爆諫早病院は 2005年 4月 1日に県立病院の移譲を受けて諫早市多良見町に 

開院しました。日赤病院のなかでは病床数 140床の小規模病院で、 

呼吸器科、消化器科、循環器科、放射線科の内科系疾患を中心とした病院です。 

長崎県央・県南地域の被曝者医療、赤十字病院としての地域医療への貢献、 

 二次救急輪番病院としての救急医療への貢献、結核入院施設としての政策医療の継承、 

人間ドックを主体とした健診事業の展開などを基本方針として診療を行っています。 

技師 4名で日常業務、ドック検査業務、火曜日・木曜日の当直業務、 

土曜日の日直・当直業務と日祭日の拘束・オンコール業務を行い、 

地域に密着した救急医療を行っています。 

近くには 2017年 11月、サッカーJ2で 2位になり J1に昇格した V・ファーレン長崎の事務

所・ホームスタジアムがあります。応援をお願いします 

写真は玄関前の桜並木です。3月中旬ぐらいからきれいに咲いてきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに病院の外観等写真を掲載してください 



 

 

 

 

長崎原爆諫早病院は 2005年 4月 1日に長崎県立成人病センター多良見病院からの委譲を受けて 

開業し、2018年 4月で満 13年を迎えます。 

診療科目：2015 年 4 月開業以来、呼吸器科、消化器科、循環器科の内科単独の病院で結核を含め、

呼吸器疾患、消化器疾患、循環器疾患、糖尿病、人間ドックなどを中心診療に続けてきました。2016

年 7月から訪問看護ステーションを開設し、2016年 10月より一般急性期病床５１床、 

地域包括ケア病床 52床、結核病床 20床の 123床の内科系病院です。 

職員数：188名 （2017年 12月 1日現在） 

医師数：13名 

看護師数：103名 

診療放射線技師数：4名（内 男性 3名・女性 1名）＋産休 1名 

認定技師取得者数：4名 

認定内容： ・肺がん CT検診認定技師 2名 

      ・検診マンモグラフィ認定技師 1名 

      ・消化器がん検診認定技師 1名 

当直・夜勤体制について 

火曜日・木曜日は当直、 

土曜日は日直・当直  

日曜日・祝日は拘束 

 

 

 

 

一般撮影 

 担当技師：1人   機器台数：1台 

 導入メーカ 東芝 ・機器名 KXO-80 

 1日平均撮影件数 34.2（人）、年間 14697（人） 

マンモグラフィ 

 担当技師：1人   機器台数：1台 

 導入メーカ 東芝・機器名 MGU-100B 

 1日平均撮影件数 2.78（人）、年間 732（人） 

ポータブル 

 担当技師：1人   機器台数：1台 

 導入メーカ日立・機器名 シリウス 130HP 

 1日平均撮影件数 4.3（人）、年間 1144（人） 

 

病院概要 

導入機器 



CT検査 

 担当技師：1.5人   機器台数：1台（80列：1台） 

 導入メーカ 東芝・機器名 AQUILION PRIME 

 1日平均撮影件数 22.3（人）、年間 5874（人） 

 ワークステーション AMIN ザイオステーション 

透視装置 

 担当技師：1人   機器台数：1台 

 導入メーカ 東芝・機器名 ZEXIRA 

 1日平均撮影件数 2.2（人）、年間 541（人） 

骨密度 

 担当技師：1人   機器台数：1台 

 導入メーカ 東洋メディック・機器名 HOLOGIC 

 1日平均撮影件数 1.81（人）、年間 478（人） 

 

 

 

 

貴院での新しい撮像法の挑戦や、他にはない取り組みや業務改善の紹介等・・・ 

アピール写真を交えてご紹介をお願い致します 

 CTによる内臓脂肪面積計測「Fatscan」は 2007年 3月から開始し 20017年 3月には 

4400例を超えました。人間ドックでのメタボリックシンドローム予防の指導に使用しています。 

 

 

 

 

貴院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 



2009年 4月より禁煙および肺気腫の治療の動機づけの検査として、CTの 1mm画像再構成像を 

使用し、肺気腫（低吸収域）を計測するソフトウエア「LungVision」を開始しました。 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

長崎原爆諫早病院は 2005年 4月 1日に長崎県立成人病センター多良見病院からの委譲を受けて 

2018年4月で満13年を迎えます。マルチスライスCT装置が2007年11月に4列が16列、2014

年 11月に 16列が 80列に更新しました。デジタル X線透視台は 2016年 11月に更新しました。 

画像発信システムも 2010年 2月に開始され、CT画像、エコー画像のフィルムレス化が行われ、 

過去画像との比較も容易になりました。 

 

 

 

「スポーツクラブ内村」 

諫早市の吉田放射線科部長と同じ町内にオリンピック金メダリスト「内村航平」選手の実家「スポーツ

クラブ内村」があります。 

サッカーJ1に昇格した V・ファーレン長崎 

また近くにはサッカーJ1 に昇格した V・ファーレン長崎（社長はジャパネットの創業者・髙田明）の

事務所・ホームスタジアム「トランスコスモススタジアム長崎」があります。               

諫早公園には眼鏡橋と伊東静雄の詩碑があります。 

「うなぎ料理」 

諫早の名物料理は江戸時代からの伝統を持つ良質のうなぎを使った美味しい「うなぎ料理」です、諫早

のうなぎの蒲焼は、『焼き』のあと、2 重底になった京都の楽焼きの独特な器を使い、仕上げにその器

で蒸すのが特徴です。楽焼きの空洞部分にお湯が入っているので、うなぎがほどよく蒸されてふっくら

とし冷めにくく、とろけるような独特な舌触りが生まれます。 

すっぽん料理 

市内にはすっぽんの養殖では国内有数の養べつ場があります。低カロリー、高タンパク質なすっぽん料

理は、美容や健康に効果があるということで話題を集めています。また、すっぽんを諫早の名水でまろ

やかなゼリーに仕上げたスッポンゼリーも、コラーゲンたっぷりで女性に人気です。 

伊木力みかん 

伊木力みかんは日本温州みかんの祖となる 2大系統のひとつ「伊木力系」の直系品種。昭和初期の大村

湾黄金化計画で、大村湾沿岸で伊木力みかんが広く栽培されるようになりました。普通のみかんより薄

皮で糖度が高いことで有名で人気があります。 

諫早おこし 

おこしは藩庁が許可していた数少ない菓子の一つで、香ばしく煎られた乾飯の歯触りと独特の風味は、

江戸時代からの諫早の伝統的な銘菓です。 

ここ最近 5年間の放射線科の移り変わり 

 

地元紹介 

 



回想＝Recollection＝ 

深谷赤十字病院 清水文孝 

 技師長最終年総括という壮大なテーマでの原稿依頼をいただき、パソコンに向かう手が

動かず固まったままになっています。 

 日本赤十字社のいち診療放射線技師として働きだしてから、４１年が過ぎようとしてい

ます。長い時の旅したように思えます。でも、振り返ると短かったとの印象しか残らない

のは、それだけ充実した技師生活だったのかと自問自答してしまいます。４１年の間には、

様々な方々とお会いできたことが、最善最大の財産だと思っています。 

 ３０歳そこそこの若造が、技師長の一言で赤十字技師会の常任理事になり、右も左も判

らないまま任期（２年）を終えました。でもこの時の出会いの財産が後々に生きてくると

はつゆ知らず、肩の荷を降していました。この頃は、脳血管撮影の研修で東海大学病院、

心カテ立ち上げの研修で小倉記念病院と、出かけたことが更に財産を増やして行きました。

業務においては、ただがむしゃらに動き続けたことしか思い出せません。 

 ４０歳の時、（公社）埼玉県診療放射線技師会の理事に推薦され、またまた何もわからな

いまま飛び込みました。そして、２期目に常任理事に推挙されました。退任まで、総務、

学術、編集を担当し、それぞれの委員会で更に人財を得たことは言うまでもありません。

当時の藤間会長、小川副会長に師事し自己を高めると同時に目標にもなりました。そして、

今でも県技師会の役員の方々や元役員の方々とは繋がりが持てており、幅広い人財を得ら

れたことに感謝の一言です。 

 それから１０年を一区切りと思い役員を退任させていただき、仕事と趣味に没頭と考え

ていた頃に益井前会長から一声がかかりました。益井前会長とはお会いしたこともお話し

したこともありませんでしたので、益井前会長からの一本の電話にて人生が変わったと思

っております。今度日赤技師会の会長になるので、常任理事を、会誌編集を担ってくれな

いかの電話でした。任意の団体でもなく、職域の団体の役員就任要請。職域の関係もあり

お断りもできないと考え、了承いたしました。これからが激動の１０年間になったのは言

うまでもありません。益井前会長の元に参集した役員の方々は、それこそ優秀な方々であ

りここでも人財を得たと思っております。しかし、浅学菲才の身がその中でやっていける

のかと不安ばかりの日々でした。そのような中で顔見知りの前橋の久保田技師長がいらっ

しゃったので、ほっと安堵し心強さを得たことを覚えております。初めての役員会。初め

ての情報交換会。緊張の一文字しかありませんでした。しかし、職域の仲間という意識、

赤十字の御旗に集う集団に次第に打ち解け、益井前会長からの電話一本にて参集した同士

と知り一安堵。後は一生懸命に会務に打ち込んだと自負しております。 

 その後は、役員会にて役員の皆さまとお会いできるのが楽しみになり、苦痛と考えてい

た役員会が楽しみになったのは、紛れもなく役員皆さまのお陰と感謝しております。限ら

れた役員会の時間に集中し、その後の情報交換会で更に情熱を発散する同士の姿を見られ

るだけで楽しいひと時になりました。また、持っている業務運営やスタッフの悩み相談等



ができる素晴らしき仲間、同士を得た瞬間でした。 

 井の中の蛙。そんな狭き心情の当方を大海に導いて下さった益井前会長や役員の皆様に

感謝です。 

 その後は、副会長、会長を歴任させていただきましたが、浅学菲才、書くこと、話すこ

とが不得手、人見知りの当方が何故会長に就任することになったかは、未だに自問自答し

ている状況です。しかし、その間に各ブロック研修会からの招聘により会員の皆様との交

流ができ、更なる人財を得られた日々でした。講演や挨拶、更にお酒も苦手な当方が会員

の皆様と交流が図れたことは本当に楽しく、時間が過ぎるのを忘れさせてくれた日々でし

た。研修は、土日に開催されますが、連続で全国を駆け回った疲れを癒していただけたの

はブロックの会員の皆さまでした。この間、留守を守ってくれた当院のスタッフに感謝で

す。 

 会長に就任しやらなければならないと思った一つが、創立６０周年を機会に「日本赤十

字放射線技師会」から「日本赤十字社診療放射線技師会」へと名称変更することでした。「社」

を付すことの難しさを知っていたこと、先輩から難しいねの一言、当たって砕けるしかな

いと本社担当者にアタック。そして、了承を得られた時は感激でした。診療を付すことは、

その意味を会員にご説明し、総会にて承認された時も感無量でした。 

 常任理事２年、副会長２年、会長６年、この１０年は良き同士に恵まれ、有意義な時を

過ごすことができました。本当に感謝の一言しかございません。人財に恵まれるとはこの

１０年を表す一言でしょう。この一文を呼んでいただけている会員の皆さま、一本の電話

が大げさに言えば人生を変えます。その時は、イエスとおっしゃってください。 

 拙い文章となってしまいましたが、その真意はお分かりいただけるものと思います。今

後の日本赤十字社診療放射線技師会のますますの発展、会員諸氏のますますのご活躍を夢

見ながら PC を閉じます。日本赤十字社診療放射線技師会が、７０年、８０年、１００年と

発展されますことを祈念いたしまして回想録といたします。 

これからは、日本赤十字社の一 OBとしての与生、一人の趣味人としての余生、好々爺と

しての与生、与命を過ごしていきます。与生、与命を間違っていると言わないで下さい。

普通に書くなら余生、余命と書きますが、余生といっても余ったのではありません。与え

られた人生、与えられた命です。ですので、与得られた人生を謳歌し、楽しく愉快な人生

にいたしたいと思っております。決して余った人生ではないと思っております。 

会員の皆さまも今を謳歌してください。 



技師長最終年総括 

２０１８．３．末日 

諏訪赤十字病院 画像センター  

診療放射線技師長 牧内 正史 

いよいよ定年を迎えるにあたって、４０年を思い出してみました。 

１９７７年（S５２）に小和田にある諏訪赤十字病院に入社しました。当時は、放射線科と

言う名称で、一般撮影室１部屋、Ⅹ戦テレビ室２台、ＲＩ室ガンマカメラ１台のところに

入社しました。（名称：放射線科 技師数４名。病床数４８０）。 

最初に、携わったのは、ＲＩ室の INVIVOと INVITROでした。INVIVOは、ガンマカメラで

シンチ写真を撮る仕事と、INVITROは、臨床検査の方が、イムノアッセイを行っていました。

両方の仕事をまず担当しました。検査の方には大変お世話になりました。数年ほどで、Ｒ

Ｉを使わないエンザイムノアッセイになりました。その頃は、土曜日半日仕事で、終わっ

てからみんなでお昼に出前を取って食べて帰っていました。 

１９７９年（S５４）頃、人間ドックの胃検査を技師サイドで行う様になりました。(名

称：放射線部 技師数６名）。学生のころ実習先ではとっくにはじめていたことを思い出し、

先輩が地方では、都会と比べて１０年遅れているからと言われました。実際は５年くらい

のギャップを感じました。 

高度成長期に入り、１９８１年（S５６）２月に脳神経外科が開設され、そのためにＣＴ

導入で、頭専用か全身かでもめましたが、全科が利用できる理由で全身用に決まりました。

長野県では、国産初めてのローテート/ローテート方式の、全身ＣＴ（東芝製）が導入され、

１枚スキャンするのに通常９秒（最速 4.5 秒）かかり画像が１枚見えるまで３５秒で、ル

ーチン９枚で５分かかりました。当時は、２分で撮影できるのが、最新鋭でした。操作が

結構複雑で皆操作を覚えるには、１年くらい毎日拘束状態でした。また、拘束は、電話呼

び出しで、移動する都度、居場所を病院に連絡していました。これが、ポケットベル導入

まで続きます。（名称：中央放射線部 技師数７名）。健診センターが出来、専用のＴＶが

入り、ＭＤＬと超音波検査が始まりました。 

１９８２年（S５７）７月に、がん診療中核病院として長野県知事の指定を受け、放射線

科開設と同時に治療装置導入予定になりました。それに伴い国立がんセンターに１カ月研

修に行きました。翌年、がん治療棟完成と同時に放射線治療装置ライナック６Ｍｅ（三菱

電機製）一式が導入されました（名称：中央放射線部 技師数９名）。この頃も、時間があ

れば、昼に味噌汁を作ったりして余裕がありました。 

１９８５年台中頃から高度先進機器（ＭＲＩ0.5Ｔ、血管撮影装置）が整備され、緊急撮

影も増え、職員も技師数１２名になり、ポケットベル導入され、拘束も楽になりましたが、

その分緊急呼び出しの頻度が増えました。（名称：中央放射線部 技師数１２名）。休みの

日には、みんなで冬はスキーたまにナイター、夏は海水浴に秋はキノコ狩り等行ったこと

もありました。 

１９９０年（H２）代に入り、新築移転の構想が、決定され、第一回の放射線分科会から、



諏訪地方の中核病院になるべく、高度医療を重点目標に、最新機器及びＸ線フィルムのデ

ジタル化を考慮して、デジタル保存（当時ＭＯ）することを進めていきました。同時に、

部屋の隅々の配置等も配慮して、延べ２０回以上の分科会を行ないました。それがほぼ終

了すると、部内においては一般撮影、血管撮影、ＣＴ、ＭＲＡＩ、ＲＩ、治療の部門に分

けて、専門委員会を行ないました。新規導入される機種（当時三菱商事一括購入）が中々

決まらず大変でした。また、各部門では部屋の間取り･電気･水道･その他検討したものを設

計者とＪＶに上げ、何度も設計変更お願いしました。また、各機器周辺の細部についても

メーカーの担当者と再三検討を行いました。そして、建築途中の新病院にも出かけては、

治療室の鉄板、コンクリートの厚さが正しくなっているか、各部門の機器が正しい位置に

おけるかなどを何度も確認しました。特に設計不慣れな私たちは、平面では良かったので

すが、立面の計算がうまく行かなかったり、操作室のコンセントが少なくて、急きょ数を

増やしたり、色々なことがありました。それでも、ＰＣの台数が増えコンセントの数が足

りませんでした。それから、新病院が完成すると、開院に向けてのシミュレーションの準

備為、新病院に通いました。 

１９９９年（H１１）９月に移転開院のために、患者様、職員、備品類等を搬送するため

に救急車とトラックを数十台連ねて１日で大移動を行ないました。次の日から、通常診療

が始まりました。移転新築の折には関係者の皆様には、大変お世話になり有り難うござい

ました。新病院では、機器の操作、導線等も勝手が違い、早く慣れることに精一杯でした。

１０月より当直制が始まり、当直１名、一般拘束１名、アンギオ拘束１名の３人体制にな

り、仕事がさらに忙しくなりました。この体制が１４年続きました。（名称：画像技術セン

ター 技師数１３名・病床数４７５）。この頃から、ますます忙しくなり、皆で行動するこ

とが出来なくなりました。 

２０００年（H１２）中ごろに入り、ＰＡＣＳの構築を行い、デジタル化を進めるために、

旧病院より、移設した機器（ＣＴ・血管装置・治療装置・ＦＣＲ）の入れ替えを随時行な

いました（名称：画像センター 技師数１７名・病床数４５５）。 

２００６年（H１８）９月に、新型救命救急センターとして、長野県知事の指定を受け、

さらに仕事量も増えました。電子カルテ導入準備で、画像のデジタル化をするために、旧

病院からの古いＣＲを更新して、フィルムレスの準備を、進めていました。サーバー、Ｍ

ＷＭを回してＲＩＳ等導入し、すべてデジタル化に移行しました（名称：画像センター 技

師数２１名）。そのころから、医療機器もブラウン管モニターが液晶に替わりはじめました。 

２００９年(H２１)４月に、技師長を拝命しました。技師長になってみて、事務処理（時

間外・出張届・出勤簿等）、機器購入、保守契約、人事（採用・退職・割愛等）、モダリテ

ィー配置等デスクワークがかなり増え大変でした。 

２０１０年(H２２)３月に、電子カルテ導入され、当センター内もＲＩＳが導入され、フ

ィルムレスになり、保管場所、自動現像機、レーザープリンター等無くなり、部屋がスッ

キリしました（名称：画像センター 技師数２３名）。 

導入した電子カルテとＲＩＳ間の問題が多少ありましたが、無事移行する事が出来まし



た。それに伴い病診連携病院、開業医等に画像を送るためのコピーをＸ線フィルムからＣ

Ｄ及びＤＶＤへと完全フィルムレスになりました。撮影後すぐに画像をサーバーへ転送し、

電子カルテ上で診れ、業務効率が上がり、迅速に診察が出来るようになり、患者サービス

に、貢献できました。 

２０１０年(H２２)４月に、清水会長より、諏訪赤十字病院で 1名常任理事を選出してほ

しいと、依頼がありました。周りを見回した所、一番体が自由になる自分しか居らず、止

む無く・・・もとい、快く引き受けました。また、参加してみて、お恥ずかしい事ですが、

今まで、日本赤十字の技師会活動には、あまり関心が無かった事を後悔しました。 

その年の冬に、ＭＲＩ1.5T装置（シーメンス製）の更新により、検査時間の短縮が出来、

３週間あった待ち日数が、１.５週間くらいに解消できました。また、当直担当技師の努力

により呼び出しの検査が、当直対応になりました。健診センターも完成し、（胸部撮影室・

Ｘ線Ｔｖ室・マンも撮影室・超音波室３部屋）、受診者の受け入れ枠も増えました。 

２０１１年(H23)には、地域医療再生事業の三ヵ年計画にあたり、兼ねてより念願だった、

４列ＣＴが、県下２台目の３２０列ＣＴ（東芝製）に更新され、仕事量が増え、ますます

忙しくなりました。ほかに多軌道ＴＶ・ＩＣＵ等が整備されました。（名称：画像センター 

技師数２５名）。 

２０１２年度(H２４)から２０１３年度(H25)にかけて心臓血管センター：南信医療圏に

おける循環器疾患急性期医療整備事業、循環器三次救急の機能強化を図るため、心臓カテ

ーテル室の増設(ﾊｲﾌﾞﾘﾄﾞ・ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾝ)２台。また、五大がん以外のがん診療体制強化事業、

卵巣がんや膵臓がんなど五大がん以外の診療体制の強化のため、ＭＲＩ1.5T が増設されま

した。（名称：画像センター 技師数２７名）。日本赤十字技師会の役員を４年間勤めまし

たが、各施設長との、交流ができ非常に、技師長職に役に立ちました。もっと早くから赤

十字技師会に参加しとけばと、またまた後悔しました。 

２０１４年度(H２６)には、PET/CTが整備され、当初は対象患者が少なくて近隣病院や山

梨まで検査説明をしに出かけ勧誘しました。今は、順調に患者数も伸びています。 

２０１７年度(H２９)には、心臓カテーテル室でのＴＡＶＩ等新しい検査・治療が行なわ

れています。また、1４年使用したブラウン管使用のＴＶ装置もやっと入れ替わります。（名

称：画像センター 技師数３２名）。 

思うに、４０年前では、ＰＣのモニターの前で画像を見て、キーボードをたたき、マウ

スをクリックする仕事が想像できたでしょうか？・・・ 

昨今の、経済の流れと医療機器の進歩に流されながら、アナログ人間からデジタル人間

に、進化させられました。人生の３分の２（４０年）を無事、大きな病気もせず務められ

たのも皆様方の協力があってこそだと思います。 

そして、診療放射線技師は、病院経営に関わって行かなければならない時代だと思いま

す。我々が率先して、関わることによって診療放射線技師の地位が、確立できると思いま

す。 

放射線部門は、病院にとってなくてはならない存在です。その期待に応えて、さらなる



高みを目指す事を希望します。 

最後に、赤十字技師会に参加する事で、各病院のベンチマークを知ることによって、病

院との交渉にかなり役だちますので、積極的に参加して知識を養ってください。 

とりとめのない事を書きましたが、これが４０年間の総括です。 

会員の皆様と日本赤十字社診療放射線技師会の更なる発展を願っています。ありがとう

ございました。 



【編集後記】 

 

 平成 29 年度より、日本赤十字社診療放射線技師会広報部を前任の成田赤十字病院 大竹

理事より引き継ぐことになりました。 

今回の電子会誌は、平成 29年度の日本赤十字社診療放射線技師会の活動を掲載しており

ます。特集といたしまして、テーマを「小児撮影」にしました。専門部報告として CT、

MRについて日本赤十字社和歌山医療センター、秋田赤十字病院よりご執筆いただきました。

モダリティの機能紹介として、キャノンメディカル株式会社、シーメンス・ジャパン株式

会社、フィリップス・ジャパン株式会社、株式会社日立製作所、富士フィルムメディカル

株式会社の 5社様より、6題のご投稿をいただきました。会員の皆様のご参考にしていただ

ければ幸いです。 

施設紹介として安曇野赤十字病院、日本赤十字社長崎原爆諫早病院の 2 施設様にご紹介

をいただきました。 

今回より新たに「技師長最終年総括」として、深谷赤十字病院 清水文孝元技師長、諏訪

赤十字病院 牧内正史元技師長のお二人にご執筆いただきました。 

お忙しい中、原稿をお寄せいただきました皆様方に心から感謝申し上げます。また、会

員の皆様におかれましては、引き続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

 

 

          平成 30年 5月  日本赤十字社診療放射線技師会 広報部 

石巻赤十字病院 及川順一 
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	9.東北ブロック研修会報告
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