
 

 

平成 30年日本赤十字社診療放射線技師会学術総会 会員研究発表  

 

研究発表 Ⅰ 5月 11日（金）13:30～14:20 

 

【Ⅰ-① 透視・撮影】 

Virtual Gridの臨床的有用性 

松江赤十字病院 石倉周平 

【Ⅰ-② 透視・撮影】 

当院における血管撮影装置の線量評価 

               松山赤十字病院 中川 祥佑 

【Ⅰ-③ 透視・撮影】 

DRLの概念を基にした心血管インターベンションにおける透視線量率と画質の最適化 

那須赤十字病院 根本 あかね 

【Ⅰ-④ ＭＲＩ】 

PETRA-MRAにおける SATpulse条件の検討 

名古屋第一赤十字病院 荻野 裕太 

 

 

研究発表 Ⅱ 5月 11日（金）14:30～15:30 

 

【Ⅱ-⑤ 放射線治療】 

画像誘導放射線治療における kV-X線被ばく線量計算システムの開発 

日本赤十字社和歌山医療センター 石原 佳知 

【Ⅱ-⑥ 放射線治療】 

当院における全身照射法の検討 

高山赤十字病院 櫻野 壮太 

【Ⅱ-⑦ X線ＣＴ】 

経カテーテル大動脈置換術（TAVI）における CT計測の検討 

 名古屋第一赤十字病院 山田 健 

【Ⅱ-⑧ X線 CT】 

位置決め画像が CT-AECに与える影響 

広島赤十字・原爆病院 加藤 一繁 

【Ⅱ-⑨ X線 CT】 

肺動静脈分離 1相撮影における撮影法の検討 

武蔵野赤十字病院 小川 亮 

 

 

 

 



 

 

 

 

研究発表 Ⅲ 5月 12日（土）10:50～11:50 

 

【Ⅲ-⑩ 核医学】 

SPECT/CTを用いた正常骨 SUVに関する基礎的検討 

仙台赤十字病院 三浦 一隆 

【Ⅲ-⑪ 医療情報・教育・管理】 

救急カート管理と急変時対応の報告 

石巻赤十字病院 及川 林 

【Ⅲ-⑫ 医療情報・教育・管理】 

放射線検査における医療安全 

石巻赤十字病院 安住 渉 

【Ⅲ-⑬ 医療情報・教育・管理】 

マンモグラフィー施設認定への道（ソフトコピーver.） 

深谷赤十字病院 飛田 真希 

【Ⅲ-⑭ 医療情報・教育・管理】 

当院でのグループＬＩＮＥの活用 

旭川赤十字病院 市川 仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅰ-① 透視・撮影】 

Virtual Gridの臨床的有用性 

 

松江赤十字病院・放射線科部  

〇石倉周平（いしくら しゅうへい）、石田知大、磯田康範 

 

【目的】 

Grid を使用した撮影は、画質低下の原因である散乱線を除去し、画質向上に寄与する反

面、被ばくの増加、X 線斜入による濃度ムラを発生させるなどの問題がある。Virtual Grid

は Grid を用いず画像処理により散乱線成分を除去する事が出来、上記の問題を改善できる

可能性がある。そこで今回、FPD システムに導入された Virtual Grid に対して、従来の

Grid 画像と比較し、臨床的有用性の検討を行った。 

 

【方法】 

試料として、CDRAD ファントムと胸部ファントムを Grid 画像（通常撮影条件）と Virtual 

Grid 画像（通常撮影条件、mAs 値を段階的に変化させた撮影条件）で撮影した。 

試料を経験年数 3 年以上の診療放射線技師 5 名により視覚評価した。 

評価項目は、低コントラスト検出能と胸部ファントム画像とした。 

 

【結果】 

低コントラスト検出能は、通常撮影条件の Grid 画像と Virtual Grid 画像ではほぼ同等の

評価であった。また、線量が少ない Virtual Grid 画像ほど検出能が低下した。 

胸部ファントム画像では、通常撮影条件の Grid 画像と Virtual Grid 画像で有意差はみら

れなかった。X 線量を 30%低減したものが最適線量となった。 

 

【考察】 

視覚評価において、通常撮影条件の Grid 画像と Virtual Grid 画像は、同等の評価が得ら

れ、また Virtual Grid 画像は X 線量を 30%低減できる可能性が示唆された。 

以上より、Virtual Grid は X 線斜入による濃度ムラや撮影時の重量軽減、使用時の煩雑

さがないという利点から臨床的に有用である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅰ-② 透視・撮影】 

当院における血管撮影装置の線量評価 

 

松山赤十字病院 放射線診断科 放射線診断技術第二課 

〇中川 祥佑（なかがわ しょうすけ）、濵田 拓也、露口 智絵、渡部 幸仁

福岡 知宏、大西 寛典、樋口 恵吾、池本 俊成、細川 博明、水口 司 

 

【目的】 

 新病院への移行に伴い、今回新たな血管撮影装置（PHILIPS 社製 Allura Clarity）3

台が導入された。Allura Clarity シリーズは高画質と低被ばくのバランスにおいて高い水

準を保つことに成功した画期的なシステムである。そこで、3台の内の 1台である血管撮影

装置（PHILIPS社製 Allura Clarity FD20:以下 Clarity）と従来の装置（PHILIPS 社製 Allura 

Xper FD20:以下 Xper）を比較して同等の画質を得るための線量がどの程度低減されたか検

討した。 

【方法】 

１．アクリルファントム（厚さ 20cm）、電離箱線量計を用いて患者照射基準点にて

Clarity と Xper の透視線量、撮影線量の測定を行なった。今回は血管外科で使用されて

いるメニューを用いて、頻度の高い Inch side（6、8、13、19）に対して線量測定を行な

った。 

２．血管撮影用 QCファントムを用いて透視画像、及び撮影画像の粒状性、鮮鋭度につ

いて視覚評価を行なった。 

３．測定した結果をもとに、実際の症例にあてはめて撮影線量を換算し、比較を行なっ

た。 

【結果】 

１．Clarity と Xper で比較すると透視に関しては 15%低減しており、撮影に関しては

DA25%、DAHC33%、DSA については 80%低減されていた。 

２．視覚評価では、Clarity は Xper に比べて粒状性、鮮鋭度に関して同等、もしくは

同等以上の画質となっていた。 

３．実際の症例に当てはめた撮影線量では、Clarity は Xper に比べて撮影のトータル

線量が約 80%低減された。 

【考察】 

 Clarityは Xperに比べて透視、撮影共に画質は担保されたまま線量は低減されていた。

これは Spatial Filteringや Temporal Filteringなどの複数の画像処理によるものと考え

られる。特に DSA に関しては、AMC（Auto Motion Control） の効果が 80%の低減に大きく

貢献していると考えられる。 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅰ-③ 透視・撮影】 

DRLの概念を基にした心血管インターベンションにおける透視線量率と画質の最適化 

 

那須赤十字病院 放射線科 

〇根本 あかね（ねもと あかね）、増渕裕介、中野繁明、山下明 

 

【目的】 

当院の IVR室では以前より診断参考レベル（Diagnostic Reference Levels:DRL）、達成可

能線量（Achievable Dose:AD）を意識して線量率と画質を最適化してきた。当院の基準線量

率は 12.6ｍ㏉/minである。一方で、心血管内治療を行う患者の体格差には大きな開きがあ

る。よって一つの透視条件で全ての患者をカバーするのは困難である。そこで、体厚の大き

な患者の手技に使用可能な透視画像の最適化を行い、医師を交えて検証したので報告する。 

 

【方法】 

1. Mix DPを 30cm分積み重ね、中間に静止ファントムを置いた。透視条件を変えて得

た画像の視覚評価を行い、良好な条件を選別した。 

2. 動態ファントムに置き換え、実験 1と同様に視覚評価を行い、良好な条件を選別し

た。 

3. 方法 1,2で得られた良い条件を組み合わせ、透視条件を 2例作成した。 

4. 上記条件 1、2、現在使用している条件（条件 3）、機器導入時の条件（条件 4）の

計 4つを、ワイヤーを用いた視覚評価方法を用いて技師 10人を対象に試験を行った。 

5. 以上より求めた透視条件を医師の許可のもと緊急以外の手技で使用した。 

6. 実験 4で数値と主観に差異が生じたため、物理評価（SD,CNR）を行った。 

 

【結果】 

視覚評価では、ノイズ・コントラスト共に良好であった。ワイヤー試験の結果、条件 3

でワイヤーの先端を見つけるスピードが最も速かった。しかし被験者からは条件 1が見やす

いとの感想が多かった。作成した条件 1を臨床で使用したところ、体格の良い患者に使用す

ると視認性が良好であるとの評価を得た。物理評価上は、条件１が良好な透視条件であった。 

 

【考察】 

体厚の厚い患者に対する透視条件を作成し、画像の最適化を行うことができた。現在 EU

諸国の DRL は手技別・目的部位別に DRL が設定されている。将来、EU 諸国のような DRL が

導入されるときには、今回の手法を踏まえて速やかに適合できると考える。 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅰ-④ ＭＲＩ】 

PETRA-MRAにおける SATpulse 条件の検討 

 

名古屋第一赤十字病院 放射線診断科部 

〇荻野 裕太（おぎの ゆうた） 

 

 

【目的】 

PETRA-MRAは血液流入部に SATpulse(以下、SAT)なし(control画像)とあり(labeled画像)

を撮像し、差分処理をすることでコントラストの良い MRAを取得できる。そのため、血液の

labeling に用いる SAT が血管の描出に影響すると考えられる。今回、血液流入部に印加す

る SATの位置、幅及び 1つの SATに対するデータ収集数(segment)の変更による信号値及び

血管描出能の比較、検討を行った。 

 

【方法】 

同意を得た健常者 5名を対象とした。装置は Siemens社製 MAGNETOM Skyra3.0T,32ch Head 

coil を使用。PETRA-MRA は FOV や matrix などの分解能に関するパラメータは固定し、SAT

位置：①,②,③、SAT 幅:50,100,150mm、segment数:10,50,80と変化させ撮像した。得られ

た PETRA-MRA画像の内頸 A、サイフォン部、M1、M2の信号値の比較及び観察者 10名による

正規化順位法を用いた MIP像の視覚的評価を行った。 

 

【結果】 

SAT の位置が測定部位の近位にあり、segment が少なく、SAT 幅が広くなると高い信号値

を示した。視覚的評価では、SAT位置：①、SAT幅：50,100ｍｍ、segment:10で良好な評価

を得た。 

 

【考察】 

labeled 画像において、SAT により飽和した血液は時間の経過とともに T1 回復に従い

labeling なしの血液状態へ移行する。そのため、信号の計測位置から SAT 位置が遠ざかる

と SAT 効果が低下したと考えられる。また、segment 数を多くすると SAT 印加間隔が長く、

labelingされた血液における T1回復の影響を助長することで信号値が低下したと考えられ

る。本検討により目的撮像部位に応じて SAT位置の調整及び segment数の設定によって血管

描出能が向上できるものと示唆された。 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅱ-⑤ 放射線治療】 

画像誘導放射線治療における kV-X 線被ばく線量計算システムの開発 

 

日本赤十字社和歌山医療センター 放射線治療科部 医学物理課 

〇石原 佳知（いしはら よしとも）、鈴木諭、黒田勇樹、橋戸宏輔 

口井信孝、筒井一成、平岡真寛 

 

【目的】 

画像誘導放射線治療において kV-X線画像は必要不可欠であり、近年の放射線治療では一

般的に臨床応用されている。また、追尾照射などの四次元照射法においては照射前、照射中

の kV-X線画像を多数使用する。 

しかし、kV-X線画像取得における被ばく線量管理はファントムベースの CTDIによる評価、

もしくは、皮膚表面の一部の代表点を用いた概算値評価が一般的であり、放射線治療に用い

られる詳細な線量分布計算は行われていない。 

そのため、本研究では画像誘導放射線治療における kV-X線に対する被ばく線量計算シス

テムの開発、及び、体内における被ばく線量の評価を行った。 

 

【方法】 

Vero4DRT に搭載されている kV-X 線管モデルを汎用モンテカルロコード EGSnrc を用いて

構築し水ファントムを用いて検証した。次に、9例の肺がん症例において 3D-CBCT、相関モ

デル作成時、照射中モニタリング時における被ばく線量計算を行い、線量分布、及び、DVH

評価を行った。 

 

【結果】 

水ファントムを用いた精度検証では深部線量百分率、軸外線量比において 2.7%以内で実

測と一致した。 

臨床症例における線量分布計算では、3D-CBCTにおいて PTV、皮膚、骨に対する D2ccは最

大でそれぞれ 6.0、5.6、32.3 cGy/fractionであった。また、相関モデル作成時、照射中モ

ニタリング時の PTV、皮膚、骨に対する D2ccは最大でそれぞれ 6.0、9.3、48.4 cGy/fraction

であった。 

 

【結論(考察)】 

kV-X 線に対応した被ばく線量計算システムの開発を行い、3D-CBCT、相関モデル作成時、

モニタリング時における被ばく線量を定量的に評価した。本ソフトウェアは画像誘導放射線

治療だけではなく、一般撮影装置、CT装置、IVR装置における線量計算も原理的には可能で

あり被ばく線量の定量化が期待できる。 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅱ-⑥ 放射線治療】 

当院における全身照射法の検討 

 

高山赤十字病院 放射線科部 

〇櫻野 壮太（さくらの そうた）、坂本 清隆、中井 良則、 

中岡 靖博、関口 慎之助、中田 幸靖 

 

【目的】 

現在当院で使用しているリニアック装置は導入時には全身照射（以後 TBI）を行う予定は

なかったが、医師から TBIを行いたいという要望を受けたため、現状の装置で施行出来るか

の検討を行った。また、必要となる基礎データの取得を行い、当院における TBIの照射方法

を構築した。 

 

【方法】 

当院の TBIでは Long SSD法を採用することにしたため、Long SSDでのビームデータの取

得を行った。ガントリーから最長線源-患者中心間距離の点にチェンバーを置き、チェンバ

ーとガントリーの間に水等価ファントム置いた。水等価ファントムの厚みを変化させて測定

を行い TPRの測定を行った。また、中心から頭側、尾側方向へ測定位置を変更し軸外線量比

の取得を行った。照射条件は 10MV、Dose Rate 100MU/min、照射野サイズ最大照射野、コリ

メータ角度 45°、ガントリー角度 90°で行った。 

 

【結果】 

測定により Long SSD での基礎的なビームデータの取得を行うことが出来た。これにより

機械的に全身照射が行えることが確認出来た。 

 

【考察】 

リニアック導入時には考慮していなかった TBIを当院で行うための方法を検討した。Long 

SSD法を行う場合には照射室が広いことが必要不可欠であるためリニアック導入時には TBI

を行う予定がなくてもなるべく広い照射室が望ましいと考えられる。今回の測定や検討を通

して当院における TBI の方法を確立することが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅱ-⑦ X 線ＣＴ】 

経カテーテル大動脈置換術（TAVI）における CT計測の検討 

 

名古屋第一赤十字病院・放射線診断科部 

〇山田 健（やまだ けん）、平井 丈温 

 

【目的】 

現在 TAVIにおいて CTの術前評価は重要な役割を果たしている。その中でも人工弁サイズ

を決めるための Virtual Basel Ring の弁輪径測定と術中の、弁輪が一直線となる

Perpendicular Viewの角度は被ばくや造影剤を減らす重要な術前情報となっている。 

 

【方法】 

術前 CTと術中 Angiographyの Perpendicular Viewの角度を比較検討した。またエコー（経

胸壁エコー：TTE、経食道エコーTEE）と CTの各モダリティで計測された大動脈弁径を比較

しどのような関係があるのか検討した。 

 

【結果】 

Perpendicular Viewの検証では CAU-CRA方向に平均 2.45±3.69度、LAO-RAO方向に 1.68

±4.16 度、修正が生じた。また修正を要した角度方向は CRA に多く出る結果となった。大

動脈弁径は CTで平均 23.1mm、胸壁エコーで 18.6mm、経食道エコーで 19.5mmとなり CTと比

較しどちらも有意的に（ｔ検定、ｐ<0.01）、CTの径が大きくなる結果となった。 

 

【考察】 

誤差が CRA方向に多いのは CTでは両手挙上撮像に対し術中は下垂で撮像、CT吸気で撮像

に対し、術中は呼気で撮像、また TAVI患者は高齢者が多く円座がある患者が多いためでは

ないかと考えられる。 

また CTに比べエコーの大動脈弁径が小さい値になるという結果より、CT計測値がエコー

より小さくなったときは過小評価されている恐れがあるので注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅱ-⑧ X 線 CT】 

位置決め画像が CT-AECに与える影響 

 

広島赤十字・原爆病院・中央放射線科 

〇加藤 一繁（かとう かずしげ）、相賀 仁、冨中 宗久、古西 健太、田中 久善 

 

 

【目的】 

CT-AEC は位置決め画像から被写体に対する適正な線量を計算している。当院では片側の

股関節等の撮影を行う場合は，空間分解能の低下を防ぐために，患測が回転中心に近づくよ

う患者を寝台の端に寄せてポジショニングを行っている。その結果ガントリの回転中心を外

れる事で，側面方向の位置決め画像は拡大や縮小をする。当院で使用している GE 社の CT

装置では，直近の位置決め画像一枚を用いて CT-AECによる線量を計算しているので，直近

の位置決め画像が側面方向の場合は過線量や線量不足になると考えられる。本研究は，位置

決め画像の拡大や縮小による CT-AECへの影響を検証し，CT-AECの目的である被曝の最適化

と画質の適正化を行う方法について検討した。 

 

【方法】 

CT装置は LightSpeed VCTを用い，Catphan 600を撮影し均一部分で評価した。ファント

ムを体軸方向は移動させず，回転中心，回転中心から高さ方向に±5cm，回転中心から水平

方向に±5，10cmの位置に配置し， 0度，90度，180度，270度の位置決め画像をそれぞれ

用いて撮影し，同一スライスで mA値を比較した。 

 

【結果】 

ファントムを 10cm 水平方向に移動させた時， 90 度方向もしくは 270 度方向での位置決

め画像を用いた場合，mA値は位置決め画像が拡大する方向に配置した場合は約 50%増加し，

縮小する方向に配置した場合は約 25%減少した。0度方向もしくは 180度方向での位置決め

画像を用いた場合は、位置を変化させても mA値はほぼ一定であった。高さ方向を変化させ

た場合も同様の傾向を示した。また、腰部ファントム(PBU-3型，京都科学社製)を用いて検

証した結果も同様の傾向を示した。 

 

【考察】 

患者を寝台の端に寄せてポジショニングを行う場合，90 度方向もしくは 270 度方向の位

置決め画像を用いて CT-AECを機能させると，位置決め画像の拡大や縮小により過線量や線

量不足になってしまう。0度方向もしくは 180度方向での位置決め画像を用いると安定した

線量で撮影でき，被曝の最適化と画質の適正化が行えると考えられる。 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅱ-⑨ X 線 CT】 

肺動静脈分離 1相撮影における撮影法の検討 

 

武蔵野赤十字病院 放射線科 

〇小川 亮（おがわ りょう）、佐藤恒輔、増島一貴、遠藤俊、荒井一正 

 

 

【目的】 

近年の呼吸器領域の手術において、術後の患者負担軽減のため胸腔鏡下で行われる切除術 

(VATS)による縮小手術が積極的に取り組まれている。肺動脈(PA)と肺静脈(PV)の分岐・走

行には個人差があり、多種多様である。この手術では、区域動脈、区域間静脈の分岐様式を

詳細に把握することが重要である。その手段として、造影 CTが多用されている。 

当院では、多時相撮影を用いていたが、被ばく量や時相による位置ズレなどの問題があり、 

Dual energy CTの導入に伴い、撮影法の再検討を行った。 

今回、PA,PVの造影ピークのタイミングの差に着目し、VR作成可能な CT 値を担保しつつ、

PA,PVに CT値の差が出るように 1相の撮影を検討したので報告する。 

 

【方法】 

CT装置は Revolution GSI(GE社製)、Injector装置は DUAL SHOT GX7(根本杏林堂社製)を

使用した。造影方法は TBT法とし、造影剤、希釈造影剤（造影剤: 生理食塩水 2:8）を注入

し、PAに低濃度、PV に高濃度の造影効果が得られるタイミングで Dual energyで撮影を行

った。 

 

【結果】 

ほとんどの症例で PA、PVの CT値差は 200HU以上であり、VR作成において PA、PVの分離

を行うのに十分であった。また、低い造影効果になる PAの CT値は約 180HU で Dual energy 

で撮影したことで VR 作成に十分な CT値を得ることが可能であった。 

 

【考察】 

当院のようなワークステーションで PA,PV を自動的に分離できるツールのないような施

設には、今回の方法は有用だと考えられる。しかし、肺動静脈末梢まで分離するのには撮影

時間に依存するところもあり、今後の課題である。また、この撮影においての Dual energy 

CTの活用についても、さらなる検討が必要だと考えられる。 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅲ-⑩ 核医学】 

SPECT/CTを用いた正常骨 SUVに関する基礎的検討 

 

仙台赤十字病院 医療技術部放射線技術課 

○三浦一隆 

 

【目的】 

SPECT撮像から薬剤集積を SUV（Standardized Uptake Value）として導き出せるソフトウ

ェアが使用できるようになった。通常 SUVは異常集積部位に関心領域（Volume Of Interest

以下 VOI）を設定し求めるが、SPECT/CT装置による CT画像を用いて目的部位に VOIを設定

すれば、正常骨の SUV を求めることができる。以上より正常骨 SUVを算出し、基礎的な検討

を行った。 

 

【方法】 

当院 SPECT/CT 装置の BCF（Becquerel Calibration Factor）測定後に、検査を行った骨

SPECTデータを用いた。使用データは明らかな異常集積がなく、痛みや骨折、骨粗しょう症

の治療歴がない症例を対象にした。上腕骨頭部両側、大腿骨頭部両側、胸椎 6 番、腰椎 4

番に VOI を設定し SUV を求めた。算出方法は SUVmax、SUVpeak、SUVmean の三種類、VOI の

大きさをマニュアルで変化させた。BCFは円柱ファントム法、使用機器は SymbiaT2（Siemens）、

ソフトウェアは GI-BONE（AZE）。 

 

【結果】 

上腕骨 SUVmax：3.07（1.23）、SUVpeak：2.76（1.08）、SUVmean：1.94（0.59）、大腿骨 SUVmax：

3.39（1.03）、SUVpeak：3.21（1.00）、SUVmean：2.50（1.01）、胸椎 SUVmax：6.66（1.10）、

SUVpeak：6.12（1.14）、SUVmean：5.21（1.06）、腰椎 SUVmax6.31（1.16）、SUVpeak：5.84

（0.92）、SUVmean：4.81（0.98）、（）内は SD、BCFは円柱ファントム法での値。 

 

【まとめ】 

部位、VOIの大きさで SUV値が異なった。算出方法と VOIの大きさより結果は一定の傾向

を示した。定量的評価は骨転移や放射線内用療法などいろいろな検査で必要になると考えら

れる。精度の高い値を算出するため症例数を含め今後も検討を続けていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅲ-⑪ 医療情報・教育・管理】 

救急カート管理と急変時対応の報告 

 

石巻赤十字病院 放射線技術課 

〇及川 林（おいかわ しげる） 

        

【目的】 

当院では 2016年 1月 28日付で日本で病院では 17施設目、東北では初となる世界で最も

厳しい病院認定と言われている JCI（Joint commission international）認定（以下 JCI認

定と記す）を取得した。JCI認定に伴いさまざまな面で改善を当院では行った。その一つと

して救急カートの院内統一化が行われた。それにより救急カートの点検・整備を放射線技師

が行うことになった。また、急変対応時の取り組みも JCIサーベイヤーから放射線技師にも

質問があるとの理由もあり積極的に知識習得を行った。それに合わせ放射線科では急変時対

応マニュアルの作製などにより体制強化を行った。また 2017年 3月より急変時記録の電子

カルテ入力を放射線技師が行うことになった。 

 

【方法】 

JCI 認定取得により放射線部での救急カート整備、急変対応がどのように変化したのか、

電子カルテへの入力も含め報告する。 

 

【結果】 

① JCI 認定取得のために求められた項目を満たすために当院では救急カートの院内

統一かつ中央管理を開始した。中央管理化されたことにより救急カートの管理を放射線

技師が行うことになった。 

② 急変対応時の変化としては、急変対応マニュアルを作製したことにより放射線技師

の急変時の役割（記録担当、救急カート搬送、連絡担当等）を明確にした。 

③ 院内急変対応システム：RRS（Rapid Response System）への連絡基準を簡便にした。 

④ 看護師ではなく、放射線技師が電子カルテへの入力を簡易的ではあるが担当するこ

とになった。 

 

【考察】 

当院では JCI取得に伴い様々な面で改善を求められた。それに伴い、救急カートの整備、

急変対応等が改善された。放射線技師も急変時の初期対応が明確にスムーズに行えるように

なった。今後も改善活動を継続し、国際水準の医療提供と安全性の更なる向上へ向けて、引

き続き取り組んでいきたい。 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅲ-⑫ 医療情報・教育・管理】 

放射線検査における医療安全 

 

石巻赤十字病院 放射線技術課 

〇安住 渉（あずみ わたる）、及川順一 

 

【目的】 

当院における医療安全について及び放射線検査における医療安全を担保するために当院

放射線技術課が取り組んでいる活動を報告する。 

 

 

【方法】【結果】【考察】 

当院では JCI(Joint Commission International)認定及び病院機能評価認定を取得した。

それに伴い、医療の質を示す指標として重要 QI(Quality Indicator)の設定や Plan(計画)

→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)を継続的に行うこと(PDCA サイクル)で医療安

全・医療の質への改善活動を強化している。 

JCI認定の一環として、第一に患者確認の遵守があげられた。そのため放射線技術課では

検査を行う前には氏名と生年月日を確認し、検査受付表を使用し患者確認を徹底して行って

いる。患者確認推進チームによる監査の結果、放射線技術課での患者確認率は９６％であっ

た。残りの４％は監査の方法の一つが質問法であることによる質問と回答の不一致が原因と

考えている。また患者に接する際には、転倒転落のリスクを各検査で特定し注意して接して

いる。 

放射線検査のパニック値として、生命の危険性があり手術などの緊急治療を必要とする異

常所見(急性期脳梗塞・大動脈解離・Free Air など)を定めている。検査において目的外の

異常所見が確認された場合にはすぐに主治医へ報告することで、検査における医療安全のゲ

ートキーパーとしての役割を担っている。 

当院で起こった事例として放射線科医作成の読影レポート未確認による主治医の所見見

落としがある。これを機に各科医師に対して放射線科医作成の読影レポートの確認を義務化

している。しかし全ての診療科が確認率 100%になっているわけではないので、引き続き 

確認するよう呼びかけをしていかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅲ-⑬ 医療情報・教育・管理】 

マンモグラフィー施設認定への道（ソフトコピーver.） 

 

深谷赤十字病院 放射線診断科部 

〇飛田 真希（とびた まき）、浅見 有希、坂本 里紗 

髙柳 幸恵、青木 薫子、中山 進 

 

【目的】 

平成 29 年１月の機器更新に際しデジタルマンモグラフィ装置「Senographe Pristina」

（GE 社製）が導入された。導入後 1 年以内のソフトコピー認定取得を目指し取り組んだの

で、その過程を報告する。 

 

 

【方法】 

平成 29年 1月より提出候補になる画像（高濃度・不均一高濃度・乳腺散在・脂肪性）の

収集を開始した。10 月上旬に提出画像を選定し、必要書類と共に日本乳がん検診精度管理

中央機構へ申請した。 

 

 

【結果】 

高濃度・脂肪性の画像は、対象画像自体が少なく選定が困難であった。特に高濃度乳腺は

基準を満たす画像が無く、一度提出したものの再提出となった。その他、受入試験でのモニ

ター輝度に不備があり再提出となった。認定試験結果は B評価であった。当院の平均乳腺線

量は、認定施設における 2001年 1月から 2014年 6月までの平均乳腺線量と比較し低値であ

り、乳腺内外コントラスト、鮮鋭度、粒状性の評価は不良であった。 

 

 

【考察】 

高濃度乳腺のポジショニング不良が多く、候補画像にできないものが多数あった。今後は

個々の技術を高めるためポジショニング講習会への参加、技師間での情報交換等おこない、

全体的な技術力の底上げを図る。また、乳腺内外コントラスト、鮮鋭度、粒状度を改善する

ため撮影条件の再検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究発表Ⅲ-⑭ 医療情報・教育・管理】 

当院でのグループＬＩＮＥの活用 

 

旭川赤十字病院 医療技術部 放射線科 

〇市川 仁（いちかわひとし） 

 

 

【目的】 

当院では土日・祝日の勤務体制を当直 1名、待機 2名で運用している.そのうち月４回ほ

ど二次救急が当たるため業務多忙を極めるケースが発生していた.近年技師間でのスマート

フォンの普及率が高くなったことをきっかけに放射線科救急呼び出しグループＬＩＮＥを

立ち上げ、第四の技師を確保する試みを始めたのでその実績を報告する. 

 

【方法】 

2017年１月から 2018年１月までの１年間で救急呼び出しＬＩＮＥを使用して応援を確保

できた件数及び内訳を検証する. 

 

【結果】 

1年間でＬＩＮＥを利用した件数は 65件.内訳は業務連絡 27件、応援 10件、当直・待機

の変更希望 6件、その他 22件であった. 

 

【考察】 

応援要請の件数より業務連絡、その他の件数が多かった.業務連絡の内容は多岐に渡り機

器の故障などエラーメッセージを画像として載せる事ができるメリットがある.その他では

ノロ・骨折・インフルエンザなど休みに関してのお知らせや、災害訓練などにも使用できた. 

一度に情報を共有できるグループＬＩＮＥは業務を円滑に進めるアイテムとなっている. 

 

 

 

 

 

 

 


