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「未来予想図」 

 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

 

未来予想図という言葉から連想することは何だろう。ネットの検索で一番初めに出

てくる Dreams Come True の有名な曲「未来予想図」を思い浮かべる方も多いと思う。

自分は、高校の時に観た SF 映画の『2001 年宇宙の旅』で HAL9000 という人工知能

を備えた架空のコンピュータが頭に浮かんでくる。21 世紀の未来には、きっと人工知

能により進化した素晴らしい社会ができるかもしれないとワクワクしていた。しかし、実

際には 21 世紀に入り予想しなかったことが数多く起きている。 

東京オリンピックが、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）により一年

延期になった。ウイルスの流行はそれ程珍しいものではなく、2009 年の新型インフル

エンザの感染では日本で 2000万人以上が感染しおよそ 200人が死亡したほか、パン

デミックな感染症として１4 世紀の黒死病（ペスト）や 1918 年の「スペインかぜ」などが

有名である。2019 年 11 月に中国の武漢から発生した今回の新型コロナウイルスは、

人に感染するコロナウイルスとしてこれまでに 7 種類見つかっているうちの 1 種である

ことがわかっている。このウイルスは、SARS との類似性から「SARS-CoV-2」と呼ばれ

ている様に「新型」ではあるが、人類がこれまで遭遇したことがないまったく未知のウイ

ルスではない。しかし、この新型ウイルスに有効な治療薬やワクチンがないことが感染

拡大の大きな要因となっている。また、罹患しても無症状の感染者が多く存在し他の

人に感染を拡げることからわかる様に、非常に進化したウイルスである。ワクチン開発

には、１年～２年の期間がかかるといわれており、それまでは爆発的な感染を抑える

時間稼ぎしか手立てはない。この新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、毎
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年の様に日本で起きる自然災害にどう対応するか、これから大きな問題となるだろう。

さて、１年延期されたに東京オリンピックは今度こそ開催することができるだろうか？ 

今回の号では、AI：人工知能(Artificial Intelligence)を特集としている。AIは、古くか

ら様々な研究が進められてきたが、近年コンピュータ処理能力の飛躍的な向上と低コ

スト化、深層学習（Deep Learning）に基づいた機械学習（Machine Learning）が主流と

なったことなどにより、大きく発展した。特に放射線医学の領域では、機械学習を行う

ためのデジタル化された放射線画像が激増したことや撮影機器の高性能化により、

AI関連技術が大きく進化した。現在、放射線領域の AIは、CT・MRI・X線写真などの

画像を読影する AI、画像の画質向上を目的とした AI、CT や MRI の撮影を補助する

AIなどに応用されている。さて、将来どの程度AIが発達し導入されていくのだろうか。

いつの日か、映画の様に AI が搭載されたロボット型アンドロイドが登場し、人間の代

わりに患者さんと会話しながら CT などを撮影し画像診断まで行う時代が来るのだろう

か？ 
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令和元年 日本赤十字社診療放射線技師学術総会 プログラム 
 

          東京国際フォーラム ホールＤ－５ 

5月31日（金） 
 

9:20～ 9:50  受付 

10;00～10:10  開会式  

10:10～10:50 本社講演  「救護班活動において診療放射線技師に期待すること」 

日本赤十字社 事業局 救護・福祉部参事監（災害対策）  

赤十字原子力災害情報センター長 軽部 真和 先生 

   座長 安彦 茂（仙台） 

11:00～11:50 研究発表Ⅰ 透視・撮影      座長 荒井 一正（武蔵野）、尾形 智幸（さいたま） 

12:10～13:10 ランチョンセミナー「 CTの新たなる潮流―急患こそスペクトラル CTで！  

-スペクトラル画像が急患を救う実例集一挙公開- 」 

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 放射線診断科部長 片平 和博 先生 
共催 株式会社 フィリップス・ジャパン 

                           座長 荒井 一正（武蔵野） 

13:40～15:10  教育講演① 「厚生労働省が求める医療放射線の安全管理の実際」  

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター  

統括診療部放射線診療部 副診療放射線技師長 北村 秀秋 先生 

        教育講演② 「社会的争点となっている低線量影響について」 

         東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 / 大学院看護学研究科 教授 小野 孝二 先生 

                                                                     座長 正者 智昭（京都第二） 

15:30～17:00 定期総会             

17:00～17:30 イブニングセミナー 「放射線部門における医療安全について」 

                                                  ＊医療法改正・被ばく線量管理の大切なポイント＊ 

                コニカミノルタジャパン 株式会社 ヘルスケアカンパニー顧問 東村 亨治 先生  

座長 安彦 茂（仙台） 

 

18:00～   情報交換会 （東京国際フォーラム・ガラス塔7Ｆ） 
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6月1日（土） 

 

 

9:00～9:30  研究発表Ⅱ ＭＲＩ                     座長 佐藤 統幸（那須） 

9:40～10:10 研究発表Ⅲ 核医学・放射線治療     座長 松原 健夫（高槻）、古村 茂樹（八戸） 

10:20～11:50  学術講演「救急撮影時にも応用可能な肘関節 X線撮影の攻略法  

 ～これを知れば小児も救急も怖くない！～ 」 

           三菱神戸病院 画像技術科 主任 高井 夏樹 先生 

                                      座長  浅妻 厚（神戸） 

12:10～13:10 ランチョンセミナー「これが欲しかった！肝胆膵外科医が求める３Ｄ画像の作り方」      

                 国立研究開発法人  国立がん研究センター中央病院 肝胆膵外科 高本 健史先生 

共催 富士フイルムメディカル 株式会社 

                                          座長 竹安 直行（医療センター） 

13:30～14:10 チーム医療報告                     座長 林 奈緒子（伊勢） 

① QCサークル活動・５S活動                武蔵野赤十字病院 穴田 有美 

② ひとり何役？                                      伊豆赤十字病院 土田 真嗣 

③ CT/MRI検査のトラブルを未然に防ぐ出前研修会        富山赤十字病院 大橋 英靖 

14:10～14:30 表彰式、終了式 
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研究発表Ⅰ 5月31日（金）11:00～11:50      座長 荒井 一正（武蔵野）、尾形 智幸（さいたま） 
 

【Ⅰ-① 透視・撮影】 
胃X線検査における当院での一次読影とその有用性について 

大分赤十字病院 中島 浩二 

【Ⅰ-② 透視・撮影】 

FPDシステムにおける最適撮影線量の検討             

深谷赤十字病院 登坂 崇史 

【Ⅰ-③ 透視・撮影】 

当院の一般撮影における線量評価 ～DRLs2015との比較～ 

松山赤十字病院 中須賀 梨奈 

【Ⅰ-④ 透視・撮影】 

骨盤領域における散乱X線補正処理の検討 

名古屋第一赤十字病院 中尾 由利子 

【Ⅰ-⑤ 透視・撮影】 

マンモグラフィ2方向から陰影の部位を導くツールの検討 

福井赤十字病院 田賀 陽子 
 

 

研究発表Ⅱ ６月1日（土）9:00～9:30                       座長 佐藤 統幸（那須） 
 

【Ⅱ-⑥ MRI】 

大動脈弓部領域におけるPSIR-REACT(PREACT)の有用性の検討 

唐津赤十字病院 立川 圭彦 

【Ⅱ-⑦ MRI】 

上腹部領域DWIの息止めによる撮像の検討 

広島赤十字・原爆病院 則長 大輝 

【Ⅱ-⑧ MRI】 

条件付きMRI対応の体内用結紮クリップによるMR画像へのアーチファクトの検討 

武蔵野赤十字病院 渡邉 光希 

 

 

研究発表Ⅲ 6月1日（土）9:40～10:10              座長 松原 健夫（高槻）・古村 茂樹（八戸） 
 

【Ⅲ-⑨ 核医学・放射線治療】 

骨シンチにおける投与量削減を目的とした基礎検討 

松山赤十字病院 飯泉 賢人 

【Ⅲ-⑩ 核医学・放射線治療】 

医学物理課新設後の放射線治療科部の運用に関して 

日本赤十字社 和歌山医療センター 石原 佳知 

【Ⅲ-⑫ 核医学・放射線治療】 

固体ファントムのスケーリング係数の算出 

那須赤十字病院 中澤 佑介 
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5月31日（金） 

10:10～10:50 本社講演   

「救護班活動において診療放射線技師に期待すること」 

日本赤十字社 事業局 救護・福祉部参事監（災害対策）  

赤十字原子力災害情報センター長 軽部 真和 先生 

 

１ 日本赤十字社の救護活動に関して、その根拠となる日本赤十字社法等を紹介する。また、災害の定義に

ついて確認する。災害対策基本法によれば、災害とは単に自然災害のみを言うのではなく、人的災害も指

し、とりわけ診療放射線技師の活動が想定される放射線に関わる災害を紹介し注意を喚起する。 

 

２ 放射線に関わる災害の一つ目として爆発物を使ったテロの現状と対応について紹介し、西側諸国では

「爆発物は全てダーティボム（攻撃対象地点の周辺を汚染させる放射性物質が含まれた爆弾のこと）の可

能性を考慮して行動せよ」が対応の基準となっていることを説明する。 

二つ目として大量の放射性物質が広範囲に放出され、多数の住民が避難を余儀なくされる原子力発電所

の事故、また、関連施設における臨界事故を説明し、これらの事故に日本赤十字社としてどのように対応

したか、そして東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故を踏まえてどのように対応したかを説

明する。 

 

３ 結論として、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えテロ災害などが予想される今

日、多くの災害に放射線が関連する公算が高くなっている。このため救護班要員には、必然的に原子力災

害時における適切な対応が求められており、診療放射線技師には、救護班要員の安全確保に努め、安心し

て救護活動ができる環境を整えていただく役割を期待する。 

また、原子力災害以外の一般災害にも関心を持ってもらい、救護班研修や救護訓練にも積極的に参加し

て戴きたい。診療放射線技師は、原子力災害を除く一般災害の救護班の編成基準においては主事として編

成されることがある。主事の役割は、救護活動を支える重要なものであるが、多岐雑多な業務が多く容易

ではない。 

救護に関する基礎知識を有していることが、診療放射線技師の真の活躍時である原子力災害等の対応に

も有効である。 
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11:00～11:50 研究発表Ⅰ 撮影・透視 
 

演 題 区 分     透視・撮影 

演 題 名     胃X線検査における当院での一次読影とその有用性について 

演 者 名     中島 浩二（なかしま こうじ） 

施設名・所属     大分赤十字病院 放射線科 

共同演者名     戸口 豊宏 

 

【目的】 

平成 22 年に厚生労働省より診療放射線技師に対して「画像診断における読影の補助を行うこと」という具体的

な業務例が示されたが、当院でも胃X線検査の一次読影をすることで放射線科医の負担を軽減することを目的と

した。 

また診療放射線技師が読影をすることで必要な画像を欠かさず撮影し、撮影技術と読影能力の向上を図った。 

 

【方法】 

検診と精密検査における胃X線画像の一次読影を行う。 

読影の方法は、病変がある場合『病変の部位、肉眼型、組織型、大きさ、潰瘍合併の有無、深達度診断』の6つ

の項目についてそれぞれを読影する。病変の部位によっては噴門部、幽門部からの距離を測定する。 

一次読影を行う前と後で、画像とレポートの内容を比較してどのように変化しているかを検証する。 

放射線科医が所見にどれくらいの時間を費やしていてその負担をどれくらい軽減することができたかを検証する。 

 

【結果】 

X 線画像については病変の存在診断のみならず、その病変が何なのかを分析する質的診断、量的診断までできる

画像が多くなった。 

放射線科医の負担を軽減することができ、読影レポートの内容についても改善することができた。 

詳細については当日報告する。 

 

【考察】 

一次読影を行うためには読影に必要な知識を学ばなければならない。 

それは読影に必要な画像をしっかり撮影することにもつながると考える。 

また、透視下での画像所見は撮影画像に反映されないことがあり、透視中の観察も重要性が高い。 

患者の治療方針が変わる可能性のある一次読影を行うことは責任が大きく難しい部分もあるが、正確な診断をす

ることで患者に有益な検査になると考える。 
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演 題 区 分    透視・撮影                     

演 題 名    FPDシステムにおける最適撮影線量の検討       

演 者 名      登坂 崇史(とさか たかし)            

施設名・所属    深谷赤十字病院 放射線診断科部          

共同演者名    長沼 紗由美、角田 喜彦、中山 進     

 

【目的】 

 当院では平成 30 年 6 月より、CR システムに代わりFPD システムが導入された。そこで、当院のFPD シス

テムにおける最適撮影線量を決定するため、ファントムを用いた視覚評価を行った。また、そこで得られた撮影

線量が診断参考レベル(以下DRLs2015)と比較してどの程度の割合であるかを求めた。 

【方法】 

 試料画像として標準体型を想定した胸部ファントムを用い、メーカー推奨の現撮影条件をベースとして mAs

値を7段階変化させて撮影した画像を用意した。この7枚の画像を同時に提示し、放射線診断医1名、診療放射

線技師 21 名でその良し悪しについて順位付けを行った。得られた順位データを正規化順位法にて解析を行い、

順位間の有意差を判定した。順位に有意差が生じた部分について過大または過少線量の境界と判断し、最適撮影

条件を決定した。また決定した撮影線量における入射表面線量[mGy]を測定し、DRLs2015と比較した。同様の

検証を、骨盤、肘、小児胸部の各部位についても行った。 

【結果】 

 胸部、骨盤、肘、小児胸部すべての部位において順位に有意差が生じた。いずれの部位においても、ベースの

線量よりも低線量側の順位で有意差が生じる部分があり、その境界を当院 FPD システムにおける最適撮影線量

とした。また、各部位で決定した最適撮影線量における入射表面線量[mGy]は、すべての部位で DRLs2015 よ

りも低線量であった。 

【考察】 

 標準体型の患者における撮影線量は、現在撮影している線量よりも低線量で撮影可能であることが示唆された。

今回決定した撮影線量をもとに、今後他の部位の撮影線量についても検討を行う予定である。 
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演 題 区 分     透視・撮影                           

演 題 名    当院の一般撮影における線量評価 ～DRLs2015との比較～                           

演 者 名       中須賀 梨奈（なかすか りな）                      

施設名・所属    松山赤十字病院 中央放射線室                         

共同演者名     菊池 圭容、安部 友里絵、小栗 幸、髙本 研二、東 聡彦、冨永 亨、水口 司              

 

【目的】 

近年、医療被ばくの最適化が検討されている。国際放射線防護委員会は、放射線診療における最適化のツール

として「診断参考レベル」の使用を提唱し、ICRP の勧告でも医療被ばくを DRL で管理するように提言してい

る。施設で用いている線量が DRL を超えている場合、最適化を行う必要がある。そこで、当院の線量の現状を

知ることを目的とした。 

【方法】 

当院の一般撮影室で、DRLs2015 で設定されている照射野サイズを使用し、公表されている 18 部位ごとの線

量と半価層を測定した。また、NDD法を利用した患者線量算出ソフトウェアEPDを用いて表面線量を算出した。

パラメータは撮影部位、管電圧、管電流、照射時間、Ｘ線管焦点‐受像器間距離FFD、照射野サイズと総濾過で

ある。実測値より得られた線量とEPD から得られた線量を、DRLs2015 の値と比較し、検討した。DRLs2015

の値と比較して大きく差があるものは、その部位の設定条件を評価した。 

【結果】 

当院の入射表面線量でDRLs2015の値を超えるものはなかった。また、EPDによって算出された入射表面線

量は当院の測定値から得られたものの約８割となっており、大きなばらつきはなかった。頭部正面、頭部側面、

腰椎正面、足関節、前腕部、乳児股関節の部位において、当院の入射表面線量が25％線量を下回った。 

【考察】 

ICRP では放射線診断において防護の最適化のために DRL の適用を推奨している。今回の結果を踏まえて、

当院の入射表面線量は DRLs2015 の値より低い値となったので当院の線量は許容されるものであったと考えら

れる。また、NDD 法を利用したEPD による算出は有用であるといえる。いくつかの部位において 25％線量よ

りも低い値があったため、DRLs2015の値を基準とした当院の入射表面線量の割合が一番低い部位であった「前

腕部」において、実症例での撮影条件を検討することとした。 

機器更新等で変更される可能性があるため、今後も継続的な管理が必要である。 
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演 題 区 分      透視・撮影 

演 題 名       骨盤領域における散乱 X線補正処理の検討 

演 者 名          中尾 由利子（なかお ゆりこ） 

施設名・所属   名古屋第一赤十字病院 放射線診断科部 

共同演者名  

 

【目的】 

当院では救急撮影の件数も多くポータブル撮影で骨盤領域を撮ることが多々ある。 

被写体が厚く散乱線が多い骨盤領域では通常グリッドを使用するが、ポジショニングが容易でない場合もあり斜

入によるリス目が生じることや、グリッド着脱の手間など問題がある。そこで骨盤領域において散乱 X線補正処

理(Intelligent-Grid 以下IG)の有用性について検討を行った。 

 

【方法】 

骨盤ファントムを撮影条件80kV、SID120㎝固定、mAs値を6.3～20mAsに変化させ実グリッドとIGで撮影した。

グリッド比は実グリッド3：1、8：1、IG 3：1、6：1、8：1とした。また同条件でバックボードを使用し撮影し

た。 

それぞれコントラスト特性、ノイズ特性、視覚評価で検討を行った。さらに実グリッド(8：1)16mAs の画像をリ

ファレンスとしてIGと比較した。 

 

【結果】 

ノイズ特性は線量に関わらず IG の方が実グリッドより良い結果になった。コントラスト特性では線量の多い

20mAsでは 実グリッド(8：1)が最も良い結果になったが、6.3mAs～16mAsではIG (6：1、8；1)が最もよかった。 

またリファレンスと IG (6：1、8：1)の比較はノイズ特性が 10mAsまで、コントラスト特性が 12mAsまで同等も

しくは良い結果となった。 

 

【考察】 

骨盤領域においても IG は有用性があり、リファレンスとの比較から当院デフォルト条件の 16mAs から 12mAs

まで線量を下げることが可能であると示唆される。 
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演 題 区 分     透視・撮影                          

演 題 名   マンモグラフィ2方向から陰影の部位を導くツールの検討                             

演 者 名   田賀 陽子（たが ようこ）                       

施設名・所属   福井赤十字病院・放射線科部                       

共同演者名   平木 美和、吉岡 千絵、村中 舞、二口 希、柑本 明美、齋藤 望、西村 英明                           

【目的】 

乳癌検診にて2015年よりマンモグラフィ（以下MMG）と超音波検査（以下US）の併用検診により、総合判定基準

の検討が開始された。MMGに描出された陰影はUSで質的診断をされ、総合的なカテゴリー分類がなされる。これ

らは同一であることが前提である。日本乳癌検診学会編の「マンモグラフィと超音波検査の総合判定マニュアル」

で「マンモグラフィ2方向撮影における病変部位の推定」が提示され、これを反映したツールを作成した。MMG2

方向から同定する位置（以下点M）とUSで確認する陰影の位置（以下点U）を対比することで、作成したツール

の有用性を検討した。 

【方法】 

提示された推定方法では、O軸は3-9時方向に対して30度で、これに垂直のラインはMLO撮影時の角度とされて

いる。この軸をP軸とし、O軸はP軸に垂直に移動する。また、MLOの画像で乳頭から胸壁へ下した垂線をMLO

撮影部位推定基準線、CCの画像で乳頭から胸壁に下した垂線をCC撮影部位推定基準線としている。 

最初にMLOの画像の陰影とMLO撮影部位推定基準線との相対的な距離をみる。ツールのO軸を同じ方向に相対的

に同じ距離Aを動かす。次にCCの画像の陰影とCC撮影部位推定基準線との相対的な距離Bを同じ方向に動かし、

これらの交点を点Mとする。点Mと点Uの位置を比較検討した。 

対象症例は79例で、1乳房内に1陰影のみ確認できる症例を対象とした。 

【結果】 

的中したのは78例、外れたのは1例のみであった。 

【考察】 

ツールは有用と示唆された。外れた症例を検討すると、MLOで乳房の持ち上げができていないと、距離Aに影響

し、CCでの引き出し方が距離Bと内側外側の違いが発生し、点Mと点Uの差が大きくなってしまう。総合判定に

おいてもMMGの適切なポジショニングが重要だと感じた。 
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12:10～13:10 ランチョンセミナー 

「 CTの新たなる潮流―急患こそスペクトラル CTで！  

-スペクトラル画像が急患を救う実例集一挙公開- 」 

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 放射線診断科部長 片平 和博 先生 

共催 株式会社 フィリップス・ジャパン 

 

救急患者における CT撮影は一刻を争う場合もしばしばである。緊急 CTともなれば緊張感にあふれ、撮影室

には多くの医師・看護師が集まる場面も少なくなく 失敗が許されない雰囲気になる。このような場面にお

いて理想的な CT装置とはどのような特徴を持ったものであろうか？第一に想定される特徴としては”高速

撮影・広範囲撮影”が容易な装置であろう。筆者もそれに”異論はなかった”。当院には256スライス CT

と 64列 CTがあり急患はもちろん 256スライス CTで撮影を行ってきたが、IQonスベクトラル CT(64列)が

導入された後はあまりにもスペクトラル CTでの救急疾患に対する付加情報が多く、現行では基本的に 64

列 CTである IQon-CTで撮影を行っている。どのようなスペクトラル画像が急患に役立つのか、実例を中心

として提示を行いたい。 
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13:40～15:10 教育講演①  

「厚生労働省が求める医療放射線の安全管理の実際」  

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター  

統括診療部放射線診療部 副診療放射線技師長 北村 秀秋 先生 

 
 
講師プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 歴 

平成10年 鈴鹿医療科学技術大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 卒業 

平成21年 首都大学東京 大学院 （博士後期課程）人間健康科学研究科 放射線学専攻 卒業 

職 歴 

平成10年 国立横浜東病院 放射線科 賃金職員  

平成11年 国立栃木病院 放射線科 正職員  

平成14年 国立がんセンター東病院 放射線部 正職員  

平成21年 国立がん研究センター中央病院 放射線診断部 第二画像主任  

平成26年 国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 核医学管理主任  

平成29年 厚生労働省医政局地域医療計画課長補佐（併）医療放射線管理専門官 

平成31年 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 統括診療部放射線診療部 副診療放射線技師長  
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   教育講演②  

「社会的争点となっている低線量影響について」 

         東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 / 大学院看護学研究科 教授 小野 孝二 先生 

 

 

人の健康影響を推定する上で、広島・長崎の原爆被ばく者の疫学調査結果は大きな影響をもたらしてきた。

最近では、原爆データと対比する重要な疫学調査として原子力作業者データは注目されるようになっている。

過去には 15カ国の疫学データはプール解析の実施、米国、英国およびフランスの 3カ国データに絞った解

析は、原爆データに対比して長期慢性被ばくの低線量率放射線リスクを明らかにするのではないかと注目さ

れている。一方、我が国の原子力作業者の疫学調査は喫煙を含めた生活習慣の調査から、喫煙と被ばく線量

に関連があり、喫煙が交絡因子として働いていることなども報告されている。さらに、近年、CT 検査を受

けた小児を対象とした疫学研究は、世界各国で相次いで実施され、低線量放射線被ばくによって脳腫瘍や白

血病のリスクを高めることを示す研究結果は国際的に注目を集めている。本講演では、リスク評価の重要な

基礎となっている疫学データを中心にレビューし、リスク評価の課題について紹介する。 

 

講師プロフィール 

現所属 

役職 

東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 / 大学院看護学研究科 教授 

 

専門分野 放射線防護学 医療被ばく 

主な著書・論文 
書籍 :3編   (代表)放射線防護マニュアル：安全・安心な放射線診断・治療を求めて  

論文：海外12 , 国内9 

主な経歴 

（学歴・職歴） 

学歴  

平成元年  川崎医療短期大学卒業 

平成16年  名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課原子工学専攻博士学位取得           

 

職歴 

平成元年   湯布院厚生年金病院 

平成2年   高松赤十字病院 

平成4年   大分県職員 

平成23年   大分県立看護科学大学 助教 

平成25年   東京医療保健大学 准教授 

平成27年   厚生労働省健康局総務課課長補佐 

平成29年   東京医療保健大学 准教授 

平成29年〜 厚生労働省健康局参与 

平成29年〜 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課法務室技術参与 

平成30年〜 東京医療保健大学 教授 
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＝ 医療安全フォーラム ＝
＝令和元年日本赤十字社 診療放射線技師学術総会＝

日 時：2019年５月３１日(金) 1７:00～17:30
会 場：東京国際フォーラム ホールD-5

コニカミノルタジャパン株式会社

東村 享治

「放射線部門における医療安全について」

＝イブニングセミナー＝

＊医療法改正・被ばく線量管理の大切なポイント＊

《 内 容 》

３２１

放射線部門
インシデント

事例

「放射線部門における医療安全について」

医療法改正
被ばく線量
管理

放射線部門
医療安全
対策

量・時間

バラツキ
をなくす

高度な技術
に対応する

ギャップ
（課題）

標準医療の質

高度医療の質

教育環境

臨床研究環境

職場環境

最低限の質
労働環境

医療事故
を防ぐ

高度な医療の質を担保するはずが？

➢ 患者の死、重篤な障害 ☞ 多大な賠償
➢ 信用の失墜 ☞ 当事者のトラウマ

＊腹腔鏡死亡多発事故(2010～2014年）、
＊小児へのプロポフォール投与事故（2009～2014年）

１

XP画像の振り返り

写っているのに見逃している？

■第74回日本放射線技術学会総会学術大会医療安全フォーラム（2018年4月）
医療安全への道 ～安全度とリスク度の見える化（臨床応用）～

●術後ガーゼ遺残を見落とし
手術中に患者のガーゼカウントをしっかりと出
来ていなかったので、確認のため手術室での撮
影を行った。その際にしっかりと確認しないまま
で、ガーゼ遺残がないとして手術を終了した。し
かし、その後でよく確認するとガーゼ遺残があ
ることがわかり、再手術で取り除いた。

➡「早く終わりたい」「遺残はないですね」

確認の不徹底

ルール違反

コミュニケーションエラー

思い込み

疲労
確認不足

☜

術後ガーゼ遺残の見落としアクシデント事例❶

ある大学病院の画像レポ
ート見落とし事例

レポート未読がわかるシステム

レポートの確認不足による医療事故

11

4

17

あり

なし

不明

3

25

4

対象検査

CT

MRI

PET-CT

29

2

1

レポート作成を忘れた

レポート依頼がなかった
。

レポート確認不足

レポート確認不足

レポートの遅れ・確認不足

画像レポートの確認不足インシデント事例❶

1. 「右手部」依頼の患者を呼び入れ後、患者本人に確認して

「左手部」であることがわかる。依頼医に確認して撮影する。

2. 病棟撮影にて左膝関節臥位A-Pのオーダーの患者に、撮影

したのは右膝関節であったことが画像処理中に気づいた。

3. 腹部単純Ｘ線撮影で、立位PAで撮影する予定が、患者状態

が悪いので臥位APで撮影したが 撮影条件をそのまま撮影し
たので左右マークが間違ってしまった。

一般撮影検査における左右部位間違い

医師オーダーによる
左右部位間違い

技師撮影による
左右部位間違い

マーク左右間違い
画像処理による
左右部位間違い

担当技師に確認する

オーダー通りの撮影
をしたが、マークを逆に
入れてしまった。又は
画像処理上ＡＰをＰＡと
してしまった。

依頼医に確認する

検査前に気がつけば
依頼医に電話で確認し
て、間違いであれば、
再オーダーを出してい
ただき再撮影する。

担当技師に確認する

オーダーとは左右逆
の撮影をしてしまった
依頼医に説明し、患
者に来ていただき再
撮影する。

新人技師の共有インシデントFile No.   10

部署 Aグループ 一般[インシデントのタイトル]

配属 5ヶ月目

病棟撮影での左右部位間違い
[インシデントの内容]

[発生時の自分の状態（心理）]

[ここに気をつけて：ワンポイントアドバイス]

左膝を撮影することを確認しながら持っていた足が右足であった

患者も何も言わなかったので左足であると思い込んでいた。

病棟撮影で膝を撮影することがないので、撮影条件に気を取られた。

病棟撮影(ポータブル)にて左膝関節臥位A-Pのオーダーが入っていた。

「左膝を撮影します」と患者に確認し、撮影を行った。

しかし、撮影したのは右膝であったことが画像処理中に気づいた。

自分の立ち位置がいつもと
違うポジショニングで
行う時は注意！

病室撮影では、普段撮影室で

撮影している場合と違った方法で
ポジショニングした

患者の 右側 から

患者の 左側 から

患者と同じ方向を向いて自分と患者の左右を

合わせてポジショニングを行う。

左右・部位間違いインシデント事例❷
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✓ICRP Publ.85
皮膚被ばく線量が3Gy（繰り返し施行する
症例では1Gy）以上と推定される場合に
は，推定線量と照射部位を適切な体表
図上に示すことが望ましい

●

血管造影検査時の皮膚線量管理

検査時の被ばく線量管理インシデント事例❸

© KONICA MINOLTA

労働環境

教育環境

職場環境

経営重視

作業の劣化

スキル不足

コミュニケーション

保守・点検の不備

違反行動

操作ミス

情報不足

装置のトラブル

事故発生


根本因子 寄与因子 発生因子

労働環境

教育環境

職場環境

経営重視

To Err is Human
「人は誰でも間違える」

Why  なぜ？Why  なぜ？
ヒューマンエラー

（直接の原因）

①医療事故はなぜ起きるのか？

© KONICA MINOLTA

2017年度 医療事故 発生要因別

環境・設備
医療機器
18.4％

その他
14.１％

ノンテクニカル
スキル

55.９%
テクニカルスキル
11.6%

②医療事故の主な発生要因

《ノンテクニカルスキル》

ルールがあることがわかっていない

ルールを正確に理解していない

ルールを理解しているが守らない

安全情報の周知と自覚１

安全に関する教育体制作り２

安全を優先させる職場環境３

教える

考えさせる

気づかせる

権威勾配が大きいと自分の意見が言えない➡風通しの良い組織つくり

③ヒュ-マンエラーが起こる理由とは

するべき行為をしなかった

するべきでない行為をした

●Two-challenge rule

ワークアウト
改善策提案・実施

Risk Map
利用・活用

インシデント

報告・分析

❸
リスク対策

❷
リスク評価

❶
リスク抽出

貴重な情報 危険を予知する 原因分析から改善策

④発生しうるリスク対策

P☞ D☞

C☞ A☞
知らせる 考えさせる 気づかせる

●１つの重大事故の背景には、29の軽微な事故が
あり、その下に300近いヒヤリハットがある。さ
らに日常現場では数千にも及ぶ不安定な行為や不安
全な状況があって、医療事故を起こす要因となる人
や職場環境でのバラつきがあります。

レベル0,1のインシデントは大事な情報
❶

リスク抽出
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1.00E-04

1.00E-03

0 1 2 3a 3b

回避

改善

低減

観察

体内インプラント
情報不備

金属チェック不備

患者容体悪化

撮像間違い

装置故障不具合

閉所恐怖症

副作用

転倒転落
(4件)

(40件)

血管外漏出

発

生

頻

度

10-3

患者の危険度

3年間MR件数
45,344件/4台 （1日63件）

MR RiskMap分析評価
❶

リスク抽出

インシデントレポートからリスク量を可視化する

リスクを見える化する
ISO/IEC  Guide51リスクとは 頻度と重篤度の組み合わせ

縦軸は“発生頻度”

横軸は患者影響度レベル（0-5）

❶ガーゼ遺残

❸所見見落とし

❹被ばく線量管理

❷再撮影

❺金属チェック不備

放射線検査部門のRisk Map

安心される

共有される

聞いている

理
解

コミュニケーションスキル

理解している

受け入れている

感謝される

医療事故

患者苦情

共
有

納
得

トラブル

わかる（知識）

できる（自己評価）

できている（客観評価）

伝える ⇒ 伝わるためのスキル仕事指向とプライベート指向

新人用振り返りインシデント集

新人技師が実際の業務につく前に、以前の新人技師が起こしたインシデントの
情報を共有、新人技師が陥りやすい失敗事例を理解して危険予知を持たせる

新人技師の共有インシデントFile No.   5

部署 Bグループ　CT

　[インシデントのタイトル] 配属　3ヶ月目
ルートの事故抜去

　[インシデントの内容]

　[発生時の自分の状態（心理）]

  [ここに気をつけて：ワンポイントアドバイス]

状況把握が全くできていなかった。

多くの人がいろんなことを話してバタバタと動いている状況は初めて経験すること
で、ひどく緊張していた。

その場で圧迫止血を行い、後の処置は病棟で行うとのことで、そのまま病棟に戻ら
れた。

意識レベルの低い患者であった。腹部造影CT検査施行後、患者が強い腹痛を訴え
た。しばらくしても腹痛はおさまらない様子であったため、腹部単純CTを追加で撮
影した。
CT撮影後患者をストレッチャーに移動させる際、移動時に必要な人数が足りないこ
とに気付き、患者のベッド移動介助のため検査室に入った。
ロールボードを使用しないで患者を抱えて移動させようとしていたため、患者の左
側頭側につき、患者を持ち上げて移動を行った。
その際に患者から「痛い」との申し出があった。
見てみると、患者の左手に入ったルートを自分の身体とCT寝台に挟んだまま移動し
てしまっており、針ごとルートが抜けていた。

☺

まずベッドロックを確認！

それから、点滴ルート・酸素チューブ・ドレーン等

の巻き込まれやすいものを確認！

ベッド移動の際は、その場のスタッフ全員で

確認してから患者さんの移動を開始してください！

新人技師の共有インシデントFile No.   21
部署 Bグループ　CT

　[インシデントのタイトル] 配属　7ヶ月目
患者間違い

　[インシデントの内容]

　[発生時の自分の状態（心理）]

  [ここに気をつけて：ワンポイントアドバイス]
患者さん本人に名乗ってもらう！

名乗れないようなら

・案内表での名前確認
・患者IDでの確認
・患者リストバンドでの確認

ポータブルでの撮影では患者リストバンド以外にも
患者案内表を受け取り、患者の病室での名前確認や
ID確認もしっかり行う！

follow

待合室で患者の名乗り、またはリストバンドの確認を怠っていた。

頭部CT検査にて、待合室に車いすにて待機中の患者を呼びに行き、患者の意識レ
ベルが低かったため○○さんですかと看護助手さんに聞くと「はい」と言われた
名前を患者に名乗ってもらおうとしたが聞き取れなかったため○○さんですかと
聞くうなずいたようにみえたため検査を行った。
しかし、検査実施後に撮影すべき患者ではないとわかった。

待合に患者が多く焦っていた。
助手さんから案内表をその場で受け取っておらず、案内表での確認を怠ってい
た。
車いすで待機とサブの人からいわれており、間違った患者も車いすで待機してお
り、検査すべき患者だと思い込んでしまった。

氏名・患者ID

の確認！入院患者は

リストバンドを

しっかり確認！

待合が混んで焦っ

ていても確認は

しっかりと！

検査後の対応としては、検査すべき患者と誤って撮影した患者の

検査部位が一致していたため、患者情報を置き換えてPACSに送信

した。

新人技師の共有インシデントFile No.   10

部署  Aグループ　一般

　[インシデントのタイトル] 配属　5ヶ月目
病棟撮影での撮影部位間違い

　[インシデントの内容]

　[発生時の自分の状態（心理）]

  [ここに気をつけて：ワンポイントアドバイス]

左膝を撮影することを確認しながら持っていた足が右足であったことに気が付けな
かった。患者も何も言わなかったので左足であると思い込んでいた。
病棟撮影で膝を撮影することがないので、撮影条件等の確認に気を取られた。

病棟撮影(ポータブル)にて左膝関節臥位A-Pのオーダーが入っていた。
「左膝を撮影します」と患者に確認し、撮影を行った。
しかし、撮影したのは右膝であったことが画像処理中に気づいた。

撮影者自身の立ち位置がいつも

と違う方法でポジショニングを

行う時は注意！

ポータブルの撮影では、普段撮影室で

撮影している場合と違った方法でポジ

患者の右側から

患者の左側から

患者と同じ方向を向いて自分と患者の左右を合わ

せてポジショニングを行う。

新人技師の共有インシデントFile No.   11

部署  Aグループ　一般

　[インシデントのタイトル] 配属　5ヶ月目
ポータブルでの撮影体位間違い

　[インシデントの内容]

　[発生時の自分の状態（心理）]

  [ここに気をつけて：ワンポイントアドバイス]

ccuのポータブル撮影で胸部単純の患者を撮影したときに、オーダでは座位だったの
だが臥位で撮影してしまった。

CCUのポータブルは朝一番に依頼されるので、急いで撮影しなければならなく、さら
にCCUの看護師さんも忙しいので次々に患者に誘導され、あせって撮影していた。ま
た、臥位の患者が続いた後の座位の患者だったので、臥位であると思い込んでい
た。

患者確認、撮影部位確認、体位確認は怠らない。

ポータブルでは特に緊急性を要する患者や
ルートをたくさんつけている患者が多くて
大変ですが、上記の三点と、吸気、呼気撮
影をしっかり確認する。

①氏名②撮影部位③撮影体位確認！

《内容》

《その時の心理》

《ワンポイントアドバイス》

ある

must

スキル
達成度％

個々の技師

標準医療の質を担保

C D E
（新人技師）

自分はできていると思っているが
実際の評価では、出来ていない。

あたり前の基準が違う！

G H
(教育指導）

自己評価で大丈夫？

⑤個々の技師にはバラツキがある

個人

医療

社会

GAP
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標準化 • 知識： 解剖、病理(検査目的を知る）、医療安全

• 技術： 撮影、画像、管理(技術を適正）

• 意識： 患者接遇、コミュニケーション（患者ごとの対応）

標
準
化

技師のレベル

⑥バラツキを減らすための標準化

頭で理解したことを実践で身につけ、習慣化すること

わかる

できる

できている

わかる

できる

できている

⑦スキルの段階的評価

20％

40％

60％

⑧質と安全を向上させる人財育成

医療安全とチーム医療は、医療人として求められる基本的な資質・能力

90％
80％

60％モラル

スキル

成果 プロフェッショナル

知識を持っているかどうかだけではなく、いかに行動に移せるか

医療安全・質向上が出来るスタッフを育てるためには、身に付けるべき「スキ
ル」と「モラル」が存在する。基本を固めれば、将来の可能性は大きく広がる。

テクニカルスキル

ノンテクニカルスキル

医療安全スキル

姿勢・態度・コミュニケーション

標準業務スキル

高度専門スキル
（必要条件だが十分条件ではない

基本をしっかりと身につける）

60％

80％

90％

⑨スキルとモラル

両輪

●予測する

●理解する

●納得する③患者インシデント事例から気づく力

②正確なデータより意識する力

①教育研修で危険予知させる力

医療安全行動に求められる力

失敗しない質 ばらつかない質

標
準
化

＊第13回医療の質・安全学会 名古屋大学医学部附属病院 長尾能雅大会長講演より

「どんなにルールを作っても、それを用いる医療従事者の『理
解』と『納得』が得られなければ、ルールは形骸化していく」

⑩安全文化を組織に根づかせるための教育

コミュニケー
ション

組織の
安全哲学個人の

安全行動

患者
優先

❶安全知識・技術の修得

❷リスク情報共有 ❸実践による理解と納得

- 背 景

- 概 要

- 詳 細

- Ｑ＆Ａ

医療法改正の被ばく線量管理の大切なポイント
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背景1.日本の医療被ばくの現状を知る

〇 日本の医療被ばく低減には、放射線診療の正当化と最適化を考慮する必要がある。

一般Ｘ線診断 1.47mSv

Ｘ線CT検査 2.3mSv

一般Ｘ線診断 Ｘ線CT検査

医療被ばく

約6倍以上

医師：無駄な検査をしない＋技師：無駄な被ばくを与えない 平成30年度 診療報酬改定

画像診断管理加算３ 新設

頭部MRI撮影加算（100点/検査）

医療放射線の適正管理に関する検討会

2018年

2018年

2020年
４月予定

対象施設：全施設
医療被ばく線量の高い

ＣＴ/ＸＡ/ＲＩ装置等の被ばく
線量管理を義務化へ
（医療法改正）

日本医学放射線学会の定めるCT被ばく線量管理指針

頭部ＭＲＩ撮影加算として100点を所定点数に加算

●施設基準の要件に「適切な被ばく線量管理」が含まれる

2018年

背景2. 平成30年度診療報酬改定より

対象施設：特定機能病院
放射線科常勤医6名以上、8割以上読影

対象施設：３T-MR 、画像管理加算2
以上取得、放射線科常勤医3名以上

背景3.医療法一部改正による環境整備
医療法第６条の12及び医療法施行規則第１条の11に基づき、医療安全の
ための体制確保に係る措置として一部改正を行う。

医療法の一部改正

2018年6月12日の医療法においてＣＴ・ＭＲＩが
高度管理医療機器と同じ保守点検に関する計画の策定
や適切な実施（記録）が義務づけられた
となった医療機関における放射線関連機器等の保守点検指針より
● CT装置に関する始業点検項目

X線管ウォームアップ、エア・キャリブレーション
① X線管ウォームアップが正常に終了すること
② エア・キャリブレーションが正常に終了すること
● 画質
① ファントムをスキャンし、CT値やSD値が適正であること
② ファントムをスキャンした画像にムラがないこと
③ ファントムをスキャンした画像にアーチファクトがないこと

2019年4月より、未承認放射線医薬品のうち、
ヒトに対して適正に使用することができるのは
医療機関内での使用を医療法で管理する

● 未承認放射性医薬品とは、医療法で規定して
いる診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素
●新たに追加されたもの
① 治験に用いるもの
② 特定臨床研究に用いるもの
③ 再生医療等に用いるもの
④ 先進医療に用いるもの
⑤ 患者申出療養に用いるもの

CT・MRI装置保守点検計画と実施記録

未承認放射性医薬品に関する規定

医療被ばく線量管理の義務化

2018年

2019年

2020年

ＣＴ・ＭＲＩ装置は、高度管理医療機器
と同じ保守点検計画や記録の対象となる

対象施設が全施設でＣＴ/ＸＡ/ＲＩ装置等
の被ばく線量管理を義務化へ

治験、再生医療、先進医療等に用いるものは、
医療法の診療用放射性同位元素として取扱う

背景4. 被ばく線量管理義務化までの流れ

第7回検討会
（9月28日）

安全管理のための指針について

第8回検討会
（2019年3月6日）

パブリックコメントについて
改正に伴う留意事項について

H31.3

医療法改正まで

2018年4月

2018年6月

201９年1月

2019年3月

2020年４月

(医療放射線の適正管理に関する検討会)

概要1.医療法施行規則の一部改正する省令

医療被ばく線量管理の義務化2020年4月

医療法において診療放射線に係る安全管理体制の確保
に係る規定が公布され、2020年4月より被ばく線量管
理が全施設に義務化される

MUST

概要2. 診療用放射線に係る安全管理体制とは

エックス線装置又は新規則第24条第１号から第８号の２までのいずれかに掲げるものを備えている
病院又は診療所（以下「病院等」という。）の管理者は、 医療法（昭和23年法律第205号）第６条の
12＊及び新規則第１条の11第２項第３号の２の規定に基づき、放射線を用いた医療の提供に際して次
に掲げる体制を確保しなければならないものであること

＊医療法第６条の12とは、医療安全に関する法的規定
病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全
を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を
確保するための措置を講じなければならない。
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患者

医療放射線の安全管理

各施設での

医療放射線安全

管理委員会

病院

医療放射線安全
管理責任者の配置

概要3. 診療用放射線に係る安全管理体制図

被ばく線量が相対的に高い検査

医療放射線安全管理小委員会
委員長：医師又は、診療放射線技師

概要4.医療放射線安全管理委員会（例）

詳細１. 医療放射線安全管理責任者の配置

病院等の管理者は、新規則第１条の11第２項第３号の２柱書きに規定
する責任者（以下「医療放射線安全管理責任者」）を配置すること。
医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって
、原則として医師及び歯科医師のいずれかの資格を有していること。
ただし、病院等における常勤の医師又は歯科医師が放射線診療における正当化を、常勤の診療放射線

技師が放射線診療における最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射線技師に対して適切
な指示を行う体制を確保している場合に限り、当該病院等について 診療放射線技師を責任者としても
差し支えないこと。

診療用放射線の安全利用のための指針を策定すること。

放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のた
め研修を行うこと。（正当化と最適化等）

放射線診療を受ける者の当該放射線の被ばく線量の管理及び記録、
その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善を行うこと。

指針の策定

医療放射線被ばくに関連した有害事象（疑われる場合も含む）の
報告を受けた場合は、患者の不利益と医療被ばくとの関連性の検
証を行い、改善・再発防止のための方策を立案し実施する。

診療用放射線に関する行政機関や学術情報等の収集と、得
られた情報のうち必要なものは、周知徹底と報告を行う。

線量管理・記録
総括と管理

職員研修の
主導的役割

情報収集・報告

医療側と患者
との情報共有

詳細2.医療放射線安全管理責任者の役割

詳細３.診療用放射線安全利用のための指針

❶

診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方

＊Publication 103(2007年勧告) 及びPublication105を基本に

❷

❸

❹

 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針（患者
説明対応者の明示、放射線診療実施前の患者説明方針と実
施後の患者から説明を求められた際の対応方針の明示）

❺

 放射線診療従事者に対する診療用放射線の安全利用（正
当化と最適化）のための職員研修に関する基本的方針

 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に
関する基本方針（線量管理と線量記録）

 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生
時の対応に関する基本方針（関連性の検証と再発防止）

１

２

３

４

５

医療放射線安全管理責任者は、下記の具体的な事項について指針を策定 医療放射線安全管理責任者は、新規則第１条の11第２項第３号の２イ
の規定に基づき、次に掲げる事項を文書化した指針を策定すること。

詳細4. 指針の５つのポイント
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ポイント1. 基本的考え方

＊第７回医療放射線の適正管理に関する検討会資料より

診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方

ポイント2.職員研修の実施

医療被ばくの正当化・最適化に付随する
業務に従事する職員が対象となる

1. 放射線検査を依頼する医師、歯科医師
2. IVRやX線透視を行う医師、
3. 放射線科医（核医学専門医含む）
4. 診療放射線技師
5. X線関連や核医学関連の看護師
6. 放射性医薬品を取り扱う薬剤師等

●研修頻度は、1年度当たり１回以上
●研修の実施内容を記録

①開催日時又は受講日時
②対象出席者
③研修項目・講義内容など

●病院等が実施する他の医療安全に係る研修又は放射線
の取扱いに係る研修と併せて実施しても差し支えない

●院内・院外問わず、当該病院等以外の場所における
研修・関連学会等が主催する研修を受講することでも
代用可。

職員研修の実施

①患者の医療被ばくの基本的な考え方
②放射線診療の正当化（リスク・ベネフィット）
③患者の医療被ばくの防護の最適化
④放射線過剰被ばく等の事例発生時の対応
⑤患者への情報提供

＊1)医師、歯科医師 2)診療放射線技師、3)看護師の一部 4)放射線性医薬品を取り扱う薬剤師

❶ 医師１） 技師２）看護師 ３）薬剤師４）対象
❷ 医師対象
❸ 医師、技師, 薬剤師対象
❹ 医師、技師,、看護師 、薬剤師対象
❺ 医師、技師、看護師 、薬剤師対象

職員研修の内容項目と対象者

ポイント3. 線量管理・線量記録の実施

Ｘ線CT装置

X線透視診断装置＊

SPECT-CT装置PET-CT装置

●今回対象となる医療機器

血管造影CT装置血管撮影用装置

＊診断参考レベル（DRLに基づく線量評価と最適化
を基本として線量最適化の手順や方法を明示する。

＊関連学会の策定したガイドライン等の変更時や管
理・記録対象医療機器等の新規導入時、買替え時、
放射線診療の検査手順の変更時等に必要に応じて
見直すこと

「循環器用X線透視診断装置」は「血管撮影用装置」の
一般的名称という薬機法で決められた装置の分類

●線量管理とは、関係学会等の策定したガイドライ
ン等を参考に被ばく線量の評価と最適化を行うもの
である。

● 線量管理・記録を行うべき医療機器の一覧を明示
し、当該診療の受ける者の医療被ばくによる線量を
記録すること。

当分の間、線量を表示する機能を有しないものに係る放射
線による被ばく線量の記録を行うことは要しない。

＊線量記録は、撮像された患者及び撮像日時を記
載した上で、関連学会等の策定したガイドライン
を参考に当該診療を受ける患者の被ばく線量を適
正に検証できる様式とする。

その他の放射線診療機器等についても、必要に応じて
医療被ばくの線量管理及び線量記録を行うことが望ま
しい

線量管理と線量記録

ポイント4.有害事象発生時の対応と再発防止

1.主治医及び医療放射線安全管理責任者への報告
●過剰被ばくや医療被ばくに関連して有害事象が発生した場合や発生が疑われた場合に報告
する。
2.医療放射線安全管理責任者は、患者不利益と医療被ばくの関連性を検証
●患者の症状や被ばく状況、推定被ばく線量を踏まえて当該患者の障害が医療被ばくに起因
するかを判断する。
●医療被ばくの正当化・最適化が適切であったか、確定的影響が生じるしきい値を超えて放
射線照射していた場合、患者救命等のやむを得ない事情かを検証する。

3. 医療放射線安全管理責任者は、改善・再発
防止のための方策の実施

●検証を踏まえて同様の有害事例が生じないよ
うに改善・再発防止のための方策を立案し、実
施する。
●患者間違いや部位間違いによる被ばく等は、
医療安全の枠組みにおいて対応し、また医療機
器の保守管理不備によるものは医療機器の安全
管理の枠組みにおいても対応する。

●有害事象発生時の対応と再発防止方策

ポイント5. 患者との情報共有

1,患者に対する説明の対応者
●患者への説明行為は検査を依頼した主治医が責任を持つが、説明者又は対応部局を別途定
める場合はその旨を記載（放射線部門に所属する看護師又は診療放射線技師など）

2.放射線診療を実施する前の患者に対する説明方針の明示
●当該検査・治療により想定される被ばく線量とその影響の説明
●リスクとベネフィットを考慮した必要性（正当化）の説明
●当該病院で実施している被ばく低減に関する取り組み（最適化）の説明

3. 実施後に患者から説明を求められた際の対応方針の明示
●当該検査・治療における被ばく線量とその影響の説明
●リスクとベネフィットを考慮して当該検査・治療が必要であったこと（正当化）の説明
●IVRでやむを得ずにしきい線量を超えたいた場合に、その便益と中止した場合の不利益
を含めての説明が必要。但し、しきい線量を超えた際に生じる組織反応（確定的影響）
については、実施前に説明していることが必要である）
●当該病院で実施している被ばく低減に関する取り組み（最適化）の説明

医療従事者と患者との間の情報共有

被ばく線量管理体制は、
何をどこまでして整備しないといけなのか？

＝医療法施行規則の一部改正＝

＝Ｑ＆Ａ＝

被ばく線量管理ソフトは必要？
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Ans.医療法の改正省令される2020年4月1日までには、各施設で診療用放射線に係る安全管理体制の確
保が求められる。それまでに準備しないといけない内容を挙げる。

Ｑ1.今回の医療法改正は、いつまでに何をしないといけないですか？

いつまでに？ 何をしないといけない？

❶医療放射線安全管理責任者の配置
□医師、歯科医師又は診療放射線技師

❷安全利用のための指針の策定
□『基本的考え方/研修方針/改善方針/過剰被ばく等
発生時の対応方針/患者への情報共有方針』を文書化
した指針を作成すること

❸放射線診療に従事する職員研修の実施
□医療放射線安全管理責任者は、『医療被ばくの基本的
考え方/正当化/防護の最適化/過剰被ばく等発生時の
対応/患者への情報提供』について、1回以上/年の
研修を実施し記録すること
□院外研修/関連学会等主催の研修も含む

❹被ばく線量の管理・記録
□DRLを参考に被ばく線量の評価/
最適化を実施するもの
□患者個人の被ばく線量の記録

❺患者への情報共有
□正当化と最適化を証明できる患者への説明レポート

＜医政発0312第7号より＞

◆被ばく線量の管理及び記録に
関する医療法改正令スケジュール
□公布日： 2019年3月11日
□施行日： 2020年4月 1日
◆対象医療機関
□病院及び診療所

◆線量管理/記録対象機器等
□移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
□移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
□据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
□据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
□X線CT組合せ型循環器X線診断装置
□全身用X線CT診断装置
□X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
□X線CT組合せ型SPECT装置
□陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
□診療用放射性同位元素

医療法の罰則とは？

①患者の医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項
②医療の安全を確保するために必要な事項
③医療施設の開設・管理に関し必要な事項
④医療施設の整備と医療提供施設相互間の機能分担・業務連携を推進するために必要な事項

Ans.医療法は、医療をサービスする組織の維持をはかり、国民の健康の維持に貢献することを目的とす
る法律で下記のような概要で、ルール違反に対する罰則があります。

◯医療に関するルール（医療法や医療施行規則等）
医療に関する具体的ルールの規定で、上述の4つの基本事項に関するものです。実情に応じた細かなルールの
設定に関しては、厚生労働省の省令や医療法施行規則により規定されています。
◯医療に関するルールを遵守させるための立入検査等
医療法は、医療に関する基本的ルールを遵守させるため立入検査や是正命令などの医療施設に対する監督に
ついてのルールを定めています。
◯ルール違反に対する罰則
ルール違反に対する罰則を定めています。刑罰はルール違反に対する制裁としては最終手段として位置づけら
れるものです。実際、医療法は、医療法の定める基本ルールの違反のうち、特に悪質であると評価されるものに
限定して、罰則を設けています。

【 罰則に関連するルール 】

Ｑ2.医療法に罰則はありますか？

Ｑ3.医療法施行規則は、守らなくても罰則はないと聞いていますが？

Ans.今回、改正された医療法施行規則は、医療法を実際に運用するための細かい規則で法律の不十分な
ところを補って完全なものにする補完規定で、医療法と一体で運用されています。 医療法では決めら
れていない細かい部分を定めるものですから、施行規則では罰則は決められません。しかし、医療法施
行規則を守らないということは法律を守らないことと同じですから、罰則がないから守らなくてよいと
いうことではないのです。
また行政も医療法を遵守させるためにすべての病院に原則年1回、立入検査を実施しています。もし法律
を守らない場合には指摘や指導があり、特にその中で、医療事故や関連した有害事象が出た場合には、
その医療法の具体的違反（守るべき）で罰されます。さらに、何より社会的な信用問題に影響します。

＊指摘、文書指導、口頭指導、重大か
つ悪質な違反行為を発見した場合等に
は、個別に対応を検討する

本当にやらないといけない？今回の罰則とは？

Ans. 医療法第25条第一項の規定に基づき医療機関に対して、医療安全管理体制や放射線機器の取り扱
いといった医療機関の設備・管理の維持を目的に適切な施設運営や人員配置を行っているかを検査する
「立入検査」（医療監視）で確認されます。

〇立入検査の対象施設及び実施時期
原則すべての病院を対象とし、年１回実施する。

●直近立入検査が3年以上が過ぎている病院
●診療所は5年に1回の頻度
●新規開設後に立入検査を実施していない病院
●特定機能病院
●その他必要と認められる病院（重大かつ、
悪質な違反行為を発見した場合は個別に対応）

＊行政の医療機関への訪問は、立入検査（医療監視）
、医療監査、個別指導、適時調査の4つに分かれてお
り、立入検査以外は保険請求に関連しています。

Ｑ4.立入検査で被ばく管理体制は、確認されるのですか？

立入検査って何？

①患者個人の被ばく線量記録（DRL検証）がすぐに見れる環境が必要（患者説明向け）
②自施設の検査プロトコル単位の線量評価・見直しが必要（研修・患者説明向け）
③過剰被ばく等の異常値が出た場合の迅速な対応ができる環境が必要
④保健所等の立入検査等の際に対応できる被ばく管理集計データが必要

Ans.今回の医療施行規則の中では、線量管理ソフトの導入が必要だとは書かれていません。ですから検

査数の少ない病院や診療所は、診療録や照射録、X線写真に個々に記録して対応はできますが、現場の対
応する技師の専門的な知識と統計的な管理体制が必要となります。
特に下記の課題が考えられますので、今回の医療法改正に準じた被ばく線量管理ソフトを導入した方が
、2020年4月までの短期間でスムーズな対応できると思います。

【 課題 】

Ｑ5.被ばく線量管理ソフトの購入は必要ですか？

被ばく線量管理ソフトは必要？

① ② ③

Ans.医療法施行規則の一部改正する省令では、経過措置として当分の間、対象となる放射線診療に用い
る医療機器であって線量を表示する機能を有しないものに係る放射線による被ばく線量の記録を行うこ
とは要しないと記載されているので、義務化対象外となる。

Ｑ6.線量指標表示機能のない装置は線量管理の義務化対象外ですか？

被ばく線量情報管理の為に設けられた新しいDICOM規格。
従来のDICOM Storage規格のヘッダーファイルではサポートされていない
照射情報に関する細部をサポート。

RDSR：Radiation Dose Structured Report

線量表示のない装置は？
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Ans.これまでの業務に加えて、検査ごとのプロトコル単位の撮影線量を診断参考レベルDRLと比較して
最適化を確認し、必要に応じて見直しができること、検査後の患者個人の被ばく線量を確認し、特に過
剰被ばくとなる異常値が出た場合は迅速に対応できる業務体制が求められる。

【医療被ばく線量管理に伴う追加業務とは】

Ｑ7.被ばく線量管理で実際の業務で何が変わりますか？

実際の業務は何が変わるの？

© KONICA MINOLTA

検 査

画像データ
管理

検査依頼情報
安全情報確認

患者移動・介助
撮影体位確認

撮影・造影
画像確認・観察

撮影画像確認
画像処理（３D等）

医療機器管理業務
始業点検・終業点検

検査説明相談
問診同意書確認

患者情報入力
撮影条件設定

放射線機器
安全管理

患者情報
安全管理

撮影プロトコール
撮影線量管理

撮影技術
管理

撮影画像
管理

被ばく線量
管理

検 像

❶放射線検査業務管理の中での被ばく線量管理とは

患者検査
時 間

 検  像
担当時間

被ばく
管理時間

単純ＣＴ
検査

1.00 2.00 0.50 0.50 1.00 3.00 1.00 0.50 2.00 5.00 1.00 1.00 18.5 7.5 11.0

造影ＣＴ
検査

2.00 3.00 1.00 0.50 2.00 8.00 2.00 0.50 2.00 15.00 2.00 1.00 39.0 15.0 24.0

放射線機器
安全管理

被ばく線量
管理

画像データ
管理

ＣＴ

分　類

患者情報
安全管理

撮影プロトコル
撮影線量管理

撮影技術
管理

撮影画像
管理

患
者
本
人
確
認
と
設
定

画
像
解
析
・
３
D
画
像
作
成

問
診
・
同
意
書
等
確
認

① ② ③ ④　

撮
影
・
造
影
プ
ロ
ト
コ
ー

ル
の
見
直
し

標準
時間
合計

画
像
転
送
確
認

C
T
装
置
関
連
の
終
業
点
検

⑤ ⑦

放射線機器
安全管理

部
屋
・
装
置
清
掃
・
感
染
管
理

①

検
査
後
画
像
と
被
ば
く
線
量
の
確
認

被
ば
く
線
量
の
患
者
説
明

⑥
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S
/
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I
S
検
査
関
連
機
器
・
薬
剤
管
理

患
者
安
全
情
報
の
確
認

検
査
依
頼
情
報
の
確
認
（

検
査
指
示
確
認
）

撮
影
プ
ロ
ト
コ
ー

ル
確
認
・
D
R
L
値
と
の
検
証

患
者
基
本
情
報
・
撮
影
条
件
入
力
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T
装
置
関
連
の
始
業
点
検
（

フ
ァ

ン
ト
ム
撮
影
）

　

業務工程

内容

検
像
に
よ
る
N
G
画
像
確
認
・
再
撮
影
の
指
示
指
導

会
計
及
び
照
射
の
記
録

画
像
処
理
・
撮
影
画
像
の
確
認

撮
影
・
造
影

❷被ばく線量管理追加に伴う検査業務行程

© KONICA MINOLTA

撮影技術
標準化

画質と線量
管理

患者情報
安全管理

画像データ管理
被ばく線量管理

撮影画像管理

●検査目的に添う画像確認
●NG画像（再撮影の指示）
●異常影発見・マーク確認

●画像情報確認（患者間違い）
（患者ID・名前・生年月日）
●画像濃度（最適な画像調整）
●検査部位、方向、左右確認

●検査後画質と被ばく線量確認
●撮影プロトコールの検証
●造影プロトコールの検証

●画像修正・削除・変更
●PACS送信

撮影技術管理
●再撮画像の技術指導
●インシデント等の対応

放射線機器
安全管理

●機器の日常点検・定期点検
（異常・画像アーチファクト）

撮影線量管理
プロトコール

検像 ＆ 被ばく管理

医療安全

●依頼指示の確認
●DRL値との比較検証

❸医療安全から捉えた被ばく線量管理業務とは

医療安全として正当性と最適
化のために教育・研修

患者への説明対応（検査にお
ける被ばく線量とその影響）

２１０

無意識に撮影している
意識の向上を！

0 1 2 3a 3b 0 1 2 3a 3b

❹再撮影や過剰被ばく等をインシデントで挙げる

年間報告145件 年間報告423件

一般再撮影

被ばく管理

❺医療安全的には、再撮影率を下げる

0 1 2 3a 3b

新人技師のインシデント報告

3

無駄な被ばくを減らす

これまでは画像優先で、医療被ばく線量に対して極めて鈍感になっていた

するべき撮影ができなかった

するべきでない撮影をした

どこまでが許容範囲？
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❻ルーブリック評価方法を利用した再撮影基準とは

＊昭和大学病院より提供

《画像のポイント》

橈尺骨を揃え、中手骨と前腕軸を
一致させて前腕の20°挙上を行う

合格レベル もう一歩 NG 再撮影

橈骨と尺骨が一致し、橈骨手根
関節が描出されている

《画像のポイント》 《画像のポイント》

上腕軸を垂直にした状態で、前腕の
回内・回外を制御する

橈骨と尺骨の背側側を触知し
て揃える

橈骨と尺骨が1/4以上内側、
あるいは外側にずれている

橈骨と尺骨が1/4未満内側、
あるいは外側にずれている

《撮影技術のポイント》 《撮影技術のポイント》 《撮影技術のポイント》

個人の基準ではなく、施設での基準を明確に！ © KONICA MINOLTA

●医療放射線安全管理者として

☞放射線専門家として、安全な利用に貢献する

●職員研修の講師として

☞医療スタッフに正当化・最適化を『理解』『納得』

●線量管理の専任担当者として

☞被ばく線量の管理記録で、正当化最適化を確認する

●患者説明の対応者として

☞被ばく線量を患者と情報共有し、安心・安全な検査

医療被ばく管理に専門家としてのスキルを活かす

❼診療用放射線に係る安全管理のための技師の役割

＊放射線検査説明の手引きよりイラスト利用（編集：日本診療放射線技師会）

医療被ばく管理に関する知識とスキルがある医師又は診療放射線技師の専任担当者を要望する。

過密スケジュールの危険因子
は、縁の下の力持ち「気合い
と根性」で乗り切れるもので
はない（事故が起きる）

医療安全の立場からの課題

まとめ

東村享治
E-mail kyoji.higashimura@konicaminolta.com

人を育てると 仕事も育つ。

ご清聴ありがとうございました

プロフェッショナルになろう

高い「スキル」と豊かな「心」をもった
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6月1日（土） 

9:00～9:30  研究発表Ⅱ ＭＲＩ 
 

演 題 区 分    ＭＲＩ                 

演 題 名   大動脈弓部領域における PSIR-REACT(PREACT)の有用性の検討   

演 者 名   立川 圭彦 (たちかわ よしひこ)      

施設名・所属   唐津赤十字病院・放射線技術課          

共同演者名   槇 康児、池田 健人、平田 一英、濱野 裕       

【背景】 

 REACTはmDIXON XD TFEにT2-prepとIRパルスを用い、T1、T2緩和時間の差を利用したMRAの撮像技術であ

る。非造影、非同期で撮像可能なため、当院では頭頚部のAngioにおける術前検査として、REACTによる大動脈

弓部領域の撮像を行っているが、磁化率の影響などによりmDIXONの計算エラーが起こり、血液信号の描出不良が

起こる場合がある。 

 そこで、我々はmDIXONの代わりにPSIRのCorrect Real画像を用いた脂肪抑制を必要としないREACT(以下

PREACT)を考案した。 

 

【目的】 

 大動脈弓部領域において、PREACTの有用性の検討を行う。 

 

【方法】 

 使用装置はPhilips社製Ingenia3.0Tとした。 

 本研究に同意を得られた健常ボランティア5名に対し、大動脈弓部領域をREACTおよびPREACTで撮像し、以下

の項目について検討した。 

1) 大動脈弓部の3分枝(腕頭動脈、左総頚動脈、左鎖骨下動脈)と筋肉のコントラスト比 

2) 現在MRI専従の技師3名による描出能の視覚評価 

 

【結果，考察】 

 コントラスト比の検討では、REACTとPREACTにおいて大動脈弓部の3分枝ともに有意差は認められず、同等の

結果となった。 

 視覚評価による検討では、REACTでは3例で左鎖骨下動脈起始部の信号欠損が生じたが、PREACTでは全例とも

信号欠損のない良好なMRA画像が得られた。 

 PSIRでは位相補正が行われるため、mDIXONよりも磁場の不均一の影響を受けにくいと考える。しかしながら、

REACTと比較すると撮像時間が長くなるため、その他のパラメータで時間の調整が必要である。 

 

【結論】 

 大動脈弓部領域において、PREACTではmDIXONによる計算エラーを受けず、良好なMRA画像を得ることができ

る。今後、Compressed SENSEを利用した撮像時間の短縮や、他部位への検討も行っていきたい。 
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演 題 区 分       ＭＲＩ                

演 題 名   上腹部領域DWIの息止めによる撮像の検討         

演 者 名   則長 大輝 （のりなが だいき）       

施設名・所属    広島赤十字・原爆病院 中央放射線科         

共同演者名   大胡 文彦、山根 健二、田中 久善          

【目的】 

当院では、上腹部領域のDWI（拡散強調画像）は呼吸同期法を用いて撮像している。しかし、呼吸が乱れ同期が

困難な場合は、画質の低下および撮像時間の延長をきたすことがある。そこで、今回息止めによるDWI撮像法の

パラメーターについて検討を行い、呼吸同期で撮影した画像と比較した。 

【方法】 

使用機器はGE Healthcare社製DISCOVERY750w。 

1.息止めDWI撮像法のパラメーターの検討を行った。 

（a）6000倍に希釈したガドリニウム水溶液20mlに塩化マンガン四水和物液2mlを加え混合した肝細胞癌を模擬

したファントム（T₁値：703ms、T₂値：104ms）を作成し、TRを1000～5500msまで変化させて撮像し、SNRを測定

して最適なTRを求めた。 

(b)2名の健常ボランティア撮像を行い、MPGパルスの印加方法、加算回数、Parallel imagingのReduction factor、

Phase FOVに対する検討を行った。 

2. 5名の健常ボランティアに対し、呼吸同期、息止めでDWIを撮像し、3名の診療放射線技師と２名の放射線科

医による視覚評価を行った。なお、ボランティア撮像に際しては、本研究の目的および意義について十分な説明

を行って同意を得た。 

【結果】 

1. (a)SNRはTR 4000msまでは上昇傾向の曲線を示し、それ以上ではほぼ一定の値が得られた。よって、TRはSNR

が一定となる4000msとした。 

(b)息止めが可能な撮像時間とするため、撮像部位を3回の息止めに分ける方法に決定した。MPGパルスの印加方

法3in1、加算回数2回または３回、Parallel imagingのReduction factor 2、Phase FOV 0.7となった。 

2. 息止めで撮影した画像は、呼吸同期と比較して横隔膜直下の呼吸によるアーチファクトは減少した。また、健

常ボランティアにおいては、息止め画像と呼吸同期のコントラストはほぼ同等であった。 

【考察】 

今回の検討により、息止めでも良好なDWI画像が得られた。呼吸が乱れ同期が困難な場合、息止めによるDWIの

撮像は有用であると考えられる。しかし、３回に分けて撮像するため、息止めの度合いが異なると、画像にずれ

が生じることがあり注意が必要である。 
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演 題 区 分    ＭＲＩ 

演 題 名     条件付きMRI対応の体内用結紮クリップによる MR画像へのアーチファクトの検討 

演 者 名     渡邉 光希（わたなべ こうき） 

施設名・所属     武蔵野赤十字病院・放射線科 

共同演者名     一志 圭太郎、金田 紀彦、小野寺 拓哉、東 大樹、山下 詠子 

【目的】 

当院では昨年、条件付きMRI対応の止血に用いられる体内用結紮クリップが内視鏡検査に新たに導入された。

このクリップは報告されている条件の下でMRI検査を行うことはできるが、体内に留置する部分に金属が使用さ

れているためMR画像に影響を及ぼす可能性がある。そこで本研究では、自作ファントムを用いてクリップによる

金属アーチファクトの基礎的な検討を行った。 

 

【方法】 

 結紮クリップが容器のおおよそ中心になるよう糸で固定し、周りを寒天で固めたものをファントムとして用い

た。MRI装置はSIGNA HDxt 1.5T（GE社製）を、コイルは8チャンネルボディレアコイルを使用した。画像収集

条件として、当院における腹部や骨盤検査の代表的なSE法、FSE法、GRE法、EPI法、バランス型GRE法の5シ

ークエンスを撮像し、画像への影響を視覚的・定量的に評価した。また、TE・バンド幅・マトリクスサイズなど

のパラメータが金属アーチファクトに関係すると言われているため同様に評価した。 

 

【結果】 

 どのシークエンスでも信号の欠損が認められ、GRE法、EPI法、バランス型GRE法にて顕著となり、最も影響を

受けたのはEPI法という結果になった。また、TEは短いほど、バンド幅は広いほど、マトリックスサイズは小さ

いほど金属アーチファクトが低減される結果が得られた。 

 

【結論】 

 条件付きMRI対応クリップによっても画像への影響が生じた。シークエンスによっては信号欠損像が広範囲に

及ぶことを観察した。また、パラメータの工夫によってアーチファクトを低減できることも確認した。一方、臨

床応用するにはMR画像のコントラストや撮像時間、SNRなどを考慮する必要がある。撮像条件を工夫することで、

条件付きMRI対応クリップが体内に留置されていても診断に影響の少ない画像を提供できると考える。 
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9:40～10:10 研究発表Ⅲ 核医学・放射線治療 

演 題 区 分    核医学 

演 題 名    骨シンチにおける投与量削減を目的とした基礎検討 

演 者 名    飯泉 賢人 （いいずみ けんと） 

施設名・所属    松山赤十字病院・放射線診断技術第 4課 

共同演者名    榎津 浩人 清水 界 前田 恵 久 武 水口 司 

【目的】 

新たに導入されたSPECT-CT装置により薬剤集積部の放射能濃度[Bq/ml]およびSUVの測定が可能になり、骨シ

ンチ検査において診断能の向上に役立っている。また、医療法施行規則の一部改正案として診療用放射線の安全

管理について医療被ばくによる線量の管理及び記録など、安全利用のための方策の実施が求められており、診療

放射線技師にとって被ばく線量の最適化は喫緊の課題である。核医学検査部門においても、診療用放射性同位元

素の投与量の最適化（削減の可能性）について、撮像時間と画質およびSUVを指標に検討したので報告する。 

 

【方法】 

「骨SPECT撮像の標準化に関するガイドライン1.0」を参考に、骨評価ファントム(京都化学株式会社製:Sim2 

BONEファントム)を作成した。SPECT-CT装置(SIEMENS社製:Symbia Intevo 2)にて当院の骨シンチにおけるSPECT

撮像時間よりも短時間でファントムを撮像し、評価項目である「視覚評価」・「％コントラスト」・「バックグラウ

ンド変動性」でガイドラインの要求を満たしているか検討した。また、画像診断支援ソフトGI-BONE(AZE)を用い

てホット球のSUVを算出し、撮像時間との関連についても検討した。 

 

【結果】 

いずれの撮像時間についてもガイドラインに示す3つの評価項目を満たし、低カウントでも最低限要求される

画質は得られた。一方でGI-BONEを使用したSUVでの評価では、各撮像時間においてSUV値が異なる結果となっ

た。 

 

【考察】 

当院における骨SPECTデータの各種検討結果を報告した。撮像時間とガイドライン3項目における検討では、

短時間撮像、すなわち低カウントデータでも骨SPECTに求められる最低基準の画質が担保されており、本検討の

目的である投与量の削減が骨シンチ検査において妥当である可能性が示唆された。一方でSUVは撮像時間と無関

係に変動したが、今後多角的に検証する余地はあると思われる。本検討結果を撮像ルーチンの見直し等に積極的

に活用し、高い診断能の実現と被ばく低減に向けて最適化を続けていきたい。 
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演 題 区 分   放射線治療                   

演 題 名   医学物理課新設後の放射線治療科部の運用に関して   

演 者 名   石原 佳知（ いしはら よしとも ）     

施設名・所属    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   

共同演者名   鈴木 諭、黒田 勇樹、橋戸 宏輔、嶋田 恵太、井上 賢人、湯浅 大輔、川村 佳生 

口井 信孝、米田 恵美、菅原 美紀、岡野 一樹、井口 治男、筒井 一成、平岡 真寛                        

【目的】 

放射線治療科部では2017年7月より放射線治療科部医学物理課を新設した。当センターにおける放射線治療体

制を医学物理課設置の背景を交えて報告する。 

 

【方法】 

当センターには放射線治療装置として TrueBEAM STx (VARIAN)、Clinac iX (VARIAN)、マイクロセレクトロン

HDR (千代田テクノル)を所有し、一般的な放射線治療から高精度放射線治療、小線源放射線治療を実施している。 

2012年度より週一日勤務の非常勤医学物理士が大学より派遣されていた。しかし、新規装置導入、高精度治療

患者数増加に伴い、より安心安全に放射線治療を提供するため、また、各スタッフの業務軽減のため新たに医学

物理課を新設し専従の医学物理士を雇用するに至った。本職種の業務は主に、高精度放射線治療における治療計

画立案、患者プラン線量検証、装置の機器管理、およびそれらに付随する研究となっている。 

 

【結果】 

2017年7月以降、全職種一致団結のもと新規装置の立ち上げ、新規治療法の開始、高精度治療件数の増加など

比較的順調に放射線治療体制が運営されている。 

放射線治療患者数は年間約500±50例であり、強度変調照射に関しては2012年度より保険収載を開始し、2016

年度は約90症例、今年度は年間120症例ペースと患者数が増加している。 

 

【考察・結論】 

専従の医学物理士が勤務する施設は大学病院やがんセンターなどの年間強度変調放射線治療実施件数が 120症

例以上の施設が大半を占めている。日赤のがん拠点34病院において医学物理士の資格取得者が2名以上いる施設

は11病院であるが、組織上独立した医学物理部門があるのは当センターのみである。医学物理課の新設により業

務分担が明確化され、放射線治療件数の増加にも貢献している。 
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演 題 区 分   放射線治療                   

演 題 名   固体ファントムのスケーリング係数の算出       

演 者 名    中澤 佑介(なかざわ ゆうすけ)     

施設名・所属   那須赤十字病院                

共同演者名   井戸沼 佳明、大谷津 崇、石崎 充       

 

【目的】 

標準計測法１２において光子線における吸収線量の測定には、基準ファントムとして水が推奨されており、当院

でもMU感度校正の為の測定をする際には水を使用している。しかし、日常の治療プラン検証のための測定では固

体ファントムであるtough waterを使用している。密度が水に非常に近いためスケーリング係数の設定はせずに

測定を行っていたが、まれに浅部領域に比べ深部領域での測定値が治療計画装置の算出値との乖離がみられた。

今回はスケーリング係数を算出し、原因の究明を行った。 

 

【方法】 

1. SCDを100cmで固定し、各ファントム(水、tough water、アクリル)で深さを1cmから20cmまで変化させたと

きの線量を６MVと10MVのX線で計測した。測定点は6以上になるようにした。 

2. 水の実効線減弱係数 と固体ファントムの実効線減弱係数 を算出し、以下の式を用いて深さスケーリング

係数Cplを求めた。 

 

3. 水の基準深 10cm のときの指示値 Mwと固体ファントムの水等価深における指示値 Mplから以下の式を用いてフ

ルエンススケーリング係数hplを求めた。 

 

 

【結果】 

測定した結果、tough waterの線量は水とほぼ同様の挙動を示した。Cpl は6MVが1.068、10MVが0.989 にhplは

6MVが0.979、10MVが1.001という結果になった。一方、アクリルは水とは異なる減弱となった。Cplは6MVが1.136、

10MVが1.147 にhplは6MVが0.991、10MVが0.998であった。また、エネルギーによってもCpl、hplの値が変化

した。 

 

【考察】 

測定の結果、tough waterは水とほぼ変わりのない減弱を示すことが分かった。浅部領域ではCplの影響が少ない

が、深部領域ではCplの影響も大きく出てしまうため乖離が生じたのだと考えられる。アクリルファントムでは水

と異なる減弱を示した。そのため固体ファントムを使用する際は Cpl、 hplを考慮して測定していく必要がある。 

 

 

 28

32



10:20～11:50  学術講演 

「救急撮影時にも応用可能な肘関節 X線撮影の攻略法  ～これを知れば小児も救急も怖くない！～ 」 

           三菱神戸病院 画像技術科 主任 高井 夏樹 先生 

 

X線撮影における肘関節の正面のポジショニング方法は、肘を伸展させて肘全体を受像面に密着させ、前

腕は掌が正面になるよう回外させるように教科書等で記されています。 
しかし、実際の臨床現場では、痛みで肘の伸展が不可能、前腕の回外が不可能、さらに肩関節を動かすこ

とも不可能等、教科書どおりのポジショニングが出来ない状況に遭遇します。その際のポジショニングで優

先すべき事項が示された書物が無いため、その時の判断が技師間でも異なり、法則性のある撮影が行われて

いないのが実状であります。 

さらに救急撮影時では、車椅子やストレチャー上で撮影する事もあり、より一層ポジショニングが難しく、

撮影者の補助なしでは撮影が不可能な場合もあります。 
肘関節の側面撮影では、前腕側のコントロールで手部側を一定の高さにして撮影を行うと肘関節の形状の

個体差の影響を受け、さらに上腕側のコントロールでも同様に個体差の影響を受けるため、万人の患者さん

に対し安定して正しい側面像を得る事は難しく、さらに車椅子やストレチャー上での撮影は、正面と同様に

撮影がより困難となります。 

この度は、患者さんの様々な状態や個体差を克服して正しく描出させるために肘関節のメカニズムを解説

し、さらに何を基準にしてコントロールし、何を優先してポジショニングを行えばよいのかについて解説さ

せていただきます。 

また小児の肘関節X線撮影では、小児特有の見落としてはいけない異常サインの基礎を解説させていた

だきます。 
この度の研修によりまして、撮影技術の引き出しを増やし、状況に合わせた柔軟な撮影技術を身に付けて

いただくことで、患者さんに無理をさせることなく、我々撮影者にとっても楽であり、その上で精度の高い

撮影が行えるようになるその一助となれば幸いです。 
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12:10～13:10 ランチョンセミナー 

「これが欲しかった！肝胆膵外科医が求める３Ｄ画像の作り方」      

                国立研究開発法人  国立がん研究センター中央病院 肝胆膵外科 高本 健史先生 

共催 富士フイルムメディカル 株式会社 

 

2007年 4月、年間肝切除件数数件であった日赤医療センターに衝撃が走った。 

多発肝転移に対する積極的かつ安全な肝切除、門脈塞栓術、拡大右肝切除兼膵頭十二指腸切除術などが週３

件、週５件と急速に増え、2008年には、生体肝移植の開始・・・。肝胆膵外科医のみならず、放射線技師、

看護師、検査技師、薬剤師、病院全てのスタッフが力を合わせて、この変化を乗り切り、次世代につなぐ医

療を実践してきた。時を同じくして、MDCT など画像モダリティーとそれを解析するコンピューターの性能

が急速に進歩した。溢れる情報を適切に処理して、患者へフィードバックする最適な解のひとつが、３Dシ

ミュレーションソフトである。日赤医療センターでは、2008 年よりすべての肝胆膵外科手術において、

SYNAPSE VINCENTを使用して術前シミュレーションを行っている。 

日赤医療センターでの 10 年の経験をもとに、肝胆膵外科医が膝を打つ３D 画像の作り方について、その

要点と注意点について詳しく述べたい。 
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13:30～14:10 チーム医療報告  

① QCサークル活動・５S活動                武蔵野赤十字病院 穴田 有美 

 武蔵野赤十字病院の活動紹介をします。武蔵野赤十字病院では、毎年QC サークル活動・５S 活動を院内

全体で取り組んでおります。放射線科では診療放射線技師・看護師・医師がお互いに協力して業務改善を行

います。全部署をあげて毎年院内発表大会を活発に行っております。QC サークルは、1998 年から開始さ

れ、18 年間継続されています。また 5S 活動は、2005 年から開始され 11 年目を迎えております。放射線

科でも日頃職員が感じている問題点を、協議してQC、5Sの手順をふまえて業務改善につなげております。

昨年の放射線科の QC 活動テーマは【核医学検査の管理を見直そう】で発表し院内で優秀発表賞に選出さ

れています。このような活動を多職種と共同し毎年行っております。 

 

 

 

② ひとり何役？                                      伊豆赤十字病院 土田 真嗣 

 純粋な意味でのチーム医療に関する取り組みは、現在診療の補助として、マンモグラフィやMDLの技師レポ

ート記述を行っています。また、今のところ業務拡大の統一講習会を終えた者が1名ですが少しずつ増やし、

看護部と手順や運用を協議して抜針などに協力していければと考えております。  

職員数のバランスのため、小規模な施設は 1つ 1つの役割ごとに専従者を置くわけにはいきません。よって

1人何役も行いますが、当課の場合は技師の業務の他、情報システム系の管理・運用も担っています。その

他、自治体の骨密度検診の契約から実施や、近隣の診療所からの CTや MRIの共同利用受入れや初回利用時

の説明訪問なども行っています。継続的な医療の提供のため、今後も可能な限り協力していくつもりです。 

 

 

 

③ CT/MRI検査のトラブルを未然に防ぐ出前研修会        富山赤十字病院 大橋 英靖 

 CT/MRI検査及びそれらの造影検査のリスクは数多く存在している。 リスク回避の為に、事前に問診票に記

入してもらい検査直前に再確認していると、同類のインシデント報告が続いていることが見えてきた。これ

らの原因として考えられるのは依頼側の危機意識の低さや、知識不足、誤解等が考えられる。 インシデント

から重大事故につなげないために各病棟、外来に放射線技師が出向いて研修を行う、いわゆる出前研修を企

画した。  

この研修によって問診の必要性と重要性を理解していただき、安全な放射線検査の提供を病院全体で取り

組めるよう働きかけています。 
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研究発表Ⅰ 透視・撮影部門 座長集約 

武蔵野赤十字病院 荒井 一正 

 

Ⅰ-①「胃X線検査における当院での一次読影とその有用性について」 

大分赤十字病院 中島 浩二 氏の発表は、診療放射線技師による胃X線画像の一次読影の報告

であった。6つの項目『病変の部位、肉眼型、組織型、大きさ、潰瘍合併の有無、深達度診断』

に分けてわかりやすくレポートをまとめられていた。撮影画像の向上の報告もあり、他施設で

もとても参考になる内容であり施設の成果につながったと考えられる。今後は、読影結果の真

陽性、真陰性、偽陽性、偽陰性率を放射線読影医とともに検証し更なる発展を期待したい。 

 

Ⅰ-②「FPDシステムにおける最適撮影線量の検討 」 

深谷赤十字病院  登坂 崇史 氏の発表は、一般撮影における撮影線量の最適化の報告であっ

た。 胸部、骨盤、肘、小児胸部についてファントムを用いて画質評価を行い有意差がある点

を最適線量とした内容であった。自施設で基準線量を設けたことは、施設の成果となっている

と考えられる。線量調整方法は他施設でも非常に参考になる。今後の、EI値DI値に発展させた

線量調整の報告にも期待したい。 

 

Ⅰ-③「当院の一般撮影における線量評価 ～DRLs2015との比較～」  

松山赤十字病院 中須賀 梨奈 氏の発表は、DRLs2015と比較した自施設の一般撮影の線量値評

価であった。DRLs2015の18撮影部位ですべての項目を比較検討された内容であり、自施設の線

量の現状を評価できたことは自施設の基準となる。更なる発展には、今後の取り組みとして画

質評価が検討課題になると思われる。 

 

Ⅰ-④「骨盤領域における散乱X線補正処理の検討 」 

名古屋第一赤十字病 中尾 由利子 氏の発表は、救急ポータブル骨盤撮影の散乱X線補正処理

(Intelligent-Grid )の有用性についての報告であった。実グリッド(8：1)16mAsの画像をリフ

ァレンスにして散乱X線補正処理(Intelligent-Grid )の有用性をわかりやく示した内容であっ

た。今後の課題は、救急ポータブル骨盤撮影のため、中心X線束のずれによって生じるミスア

ライメント発生時の散乱X線補正処理(Intelligent-Grid )の有用性や重量による術者の負担軽

減を追加研究として期待したい。 

 

 

座長集約 透視・撮影（乳腺） 

さいたま赤十字病院 尾形 智幸  

 

Ⅰ-⑤「マンモグラフィ2方向から陰影の部位を導くツールの検討」 

福井赤十字病院 田賀 陽子 

マンモグラフィ2方向からツールを用いて病変の位置を同定することにより他のモダリティ

（US）との比較が行いやすくなる。ツール自体もシンプルで作成しやすくなっている。 

病変位置を同定しやすくなるのはもちろんだが、このツールを用いることで最適なポジショニ

ングへの修正の参考になるツールでもあることも大変興味深い発表であった。このツールを用

いた今後の更なる成果を期待する。 
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研究発表Ⅱ 座長集約 

那須赤十字病院 佐藤 統幸 

 

研究発表Ⅱ－⑥ MRI 

 大動脈弓部領域におけるPSIR－REACT（PREACT）の有用性の検討 

唐津赤十字病院・放射線技術科 立川圭彦 

 大動脈弓部領域の撮像は磁場均一性が大きく乱れる可能性が高い領域で、PSIRの絶対値演算

とIR法を使った方法は安定した画像が期待できることから非造影MRIの一つの手法として検討

し有用な結果を得た報告はこの領域の撮像法の新たな選択肢として注目できる。 

 今後は時間短縮や更なる最適な撮像条件の検討に期待したいと思います。 

 

 

研究発表Ⅱ－⑦ MRI 

 上腹部領域DWIの息止めによる撮像の検討 

広島赤十字原爆病院・中央放射線科 則長大輝 

 呼吸の影響が大きい上腹部領域で息止めによる短時間撮像を検討したことは、呼吸同期など

が不規則の場合や短時間検査が要求される場合などいくつかの呼吸によるアーチファクト抑制

技術の一つの選択肢として期待できると考える。 

 上腹部領域では依頼内容で求められるシーケンスと画質が変わってくることはよく経験する

ことで、DWIの他にT2強調やMRCPなどすべて息止めで行う検討を含め、呼吸のパターン（同期

法使用・息止め・自然呼吸）をどのタイミングで選択するかなど、今後最適な選択の検討など

考えられます。 

 

 

研究発表Ⅱ‐⑧ MRI 

 条件付きMRI対応の体内用結紮クリップによるMR画像へのアーチファクトの検討 

武蔵野赤十字病院・放射線科 渡辺光希 

 内視鏡で使用される結紮クリップはMRI対応であっても位相分散によるメタルアーチファク

トは発生し場合によっては検査を延期または中止する可能性があるが、撮像条件で回避可能で

ある症例もあると考えられ、このような基礎研究は有用であると考える。 

 今後は複数個留置されているときや、最も影響の少ないFSE法での色々な条件での検討など

が臨床に有用であると思われる。 

 

 

 

研究発表Ⅲ  

 

核医学 座長集約 

高槻赤十字病院 松原 健夫 

 

Ⅲ-⑨「骨シンチ検査における投与量削減を目的とした基礎検討」 

松山赤十字病院 飯泉 賢人氏の発表は、NEMAファントムを用い、収集時間を変化させ骨SPECT

ガイドラインに記される、視覚評価、%コントラスト、バックグラウンド変動性の基準値を満

たす条件を検討し、投与量削減ひいては被ばく低減を目的とする報告であった。結果としては、

一般的に用いられる128×128マトリックスでは、投与量削減の可能性が示唆された。今後、

128×128マトリックス及び740MBqを用いる施設では、この結果を用い、収集時間を検討し、

555MBqでの撮像の検討が期待される。 

また、発表施設の256×256マトリックスでは装置メーカー推奨の撮像条件が必要であったが、

ｘSPECTの技術を活用し、高い画質を期待できる。SUVなど定量的な評価も含めさらなる研究に

期待したい。 

医療法施行規則の改正、各ガイドラインにおける画質を担保した被ばく線量の軽減が、重要な

課題となっている現在、大変重要な取り組みであると思われる。 
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放射線治療 座長要約 

八戸赤十字病院 古村 茂樹 

 

Ⅲ-⑩「固体ファントムのスケーリング係数の算出」 

那須赤十字病院 中澤佑介氏より固体ファントムのスケーリング係数について報告がなされた。

日常の治療プラン検証の際、特に深部領域において治療計画装置の算出値との乖離が大きくな

る要因は密度が水に非常に近い固体ファントムにおいても深部領域になるほど深さスケーリン

グ係数の影響が大きくなり、ビームエネルギーによっても変化するという報告であった．治療

品質の保証においてプラン検証は非常に重要である．治療計画装置のビームモデリング精度と

の比較検証など今後の更なる研究に期待したい． 

 

 

Ⅲ-⑪「医学物理課新設後の放射線治療科部の運用に関して」 

日本赤十字社和歌山医療センター 石原佳知氏より放射線治療科部医学物理課の新設について

報告がなされた。専従の医学物理士の雇用を機に新規治療法を開始し、高精度放射線治療件数

の増加が顕著となり、治療部門の収益も増加を継続しているとの報告であった．赤十字病院の

うち51施設が治療部門を有し、各施設の規模や方針によって多様な役割を担っている．独立し

た医学物理課および医学物理士としての雇用は赤十字病院で初の試みであり、高精度放射線治

療が求められるがん拠点病院へ大きく訴えるものであった． 

 

38



第 66 回 日本赤十字社診療放射線技師会 定期総会議事録 

 

1．日 時：令和元年 5 月 31 日（金）15：30～17：00 

2．場 所：〒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 139 名 

4．議事録作成人 事務局常任理事 大竹 覚 

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 30 年度事業経過報告 

      第二号議案  平成 30 年度決算報告 

      第三号議案  平成 30 年度監査報告 

      第四号議案  平成 31 年度事業計画（案） 

      第五号議案  平成 31 年度予算計画（案） 

      第六号議案  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、安彦会長の挨拶のあと議事審議へと続いた。 

・ 表彰式は委員長の中山理事により執り行われ、功労賞 29 名、奨励賞 2 名、施設奨励賞

4 施設が表彰された。                   

※功労賞被表彰者 29 名                    (敬称略、順不同) 

（旭 川）東堂 剛三 （栗 山）大野 修 （石 巻）嶋田 雅博 

（水 戸）山縣 徳治 （芳 賀）武藤 美子 （足 利）中里 明 

（さいたま）市川 誠二 （小 川）小林 教浩 （みなと）宮沢 明 

（長 岡）入澤 佳弘 （長 岡）田村 博文 （長 岡）地崎 純一 

（安曇野）茅野 充治 （下伊那）伊藤 保 （高 山）中田 幸博 

（名 一）筒井 倫雄 （名 一）大西 勝治 （名 二）黒木 荘八 

（伊 勢）中野 和彦 （長 浜）橋本 清和 （京 二）木村 嘉則 

（鳥 取）磯見 正美 （松 江）岡 俊一 （岡 山）梶谷 努 

39



（高 松）高橋 徹 （高 松）安部 淳子 （唐 津）平田 一英 

（熊 本）濱田 勝徳 （熊 本）耕 仁征 

※奨励賞被表彰者  2 名 

（石 巻）及川 林 （神 戸）小川 宗久 

※奨励賞被表彰施設 4 施設 

石巻赤十字病院 ･ 高山赤十字病院 ･ 日本赤十字社和歌山医療センター 

広島赤十字・原爆病院 

 

・ 総会議事運営報告（資格審査報告）が事務局の大竹理事より行われた。 

  本日の出席者 139 名、委任状提出者 1,373 名、合計 1,512 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。 

・ 議長選出について会場より立候補がないため、執行部から姫路赤十字病院 井手 充浩 

氏、高槻赤十字病院 松原 健夫 氏の 2 名が推薦され拍手をもって承認された。 

・ 議長から議事録署名人 2 名・採決質疑記録係 2 名が任命され、拍手をもって承認され

た。議事録署名人に、秋田赤十字病院 三浦 司 氏、福島赤十字病院 海藤 隆紀 氏。         

  採決質疑記録係に、神戸赤十字病院 福嶋 英人 氏、高知赤十字病院 小松 悠哉 氏。 

・ 議長井手 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。議長の進行により採決に入った。 

※第一号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。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 1,512） 

※第二号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。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 1,512） 

※第三号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。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 1,512） 

 

議長を松原氏に交代し議事を進めた。（第四号議案から第六号議案） 

2．第四号議案および第五号議案について執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により採決に入った。 

※第四号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。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 1,512） 

※第五号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。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 1,512） 
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3．第六号議案について正者副会長より報告。 

（①表彰規程改正について、②会費納入規約改正案について） 

※第六号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。第六号議案は賛成多数で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,512） 

 

以上にて議事を全て終了し議長は解任され、閉会の辞のあと総会は終了となった。 

以上 

 

議事の経過概要並びに結果を明確にするため本議事録を作成し，議事録署名人及び議長

は次のとおり署名押印する。 

令和元年 7 月 1 日  

 

                  議事録署名人 

 

           三浦  司     ㊞  

 

         海藤  隆紀    ㊞  

 

定期総会議長 

 

       井手 充浩   ㊞  

 

       松原 健夫   ㊞  
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令和元年度日本赤十字社診療放射線技師会東北ブロック業務研修会 報告 

 

盛岡赤十字病院 川原 猛 

 

9 月 28 日、盛岡赤十字病院 2 階記念講堂において、東北ブロック 6 施設とメーカーより 40 名参加して

いただいた。先んじて代表者会議を行ったのち、会長講演から特別講演・教育講演・シンポジウム・記念撮

影と会を進めた。 

はじめに日本赤十字社診療放射線技師会 安彦会長より、「日本赤十字社診療放射線技師会のこれからの活

動 －日本赤十字社の一員としてグループで取り組む－」として講演をいただきました。特別講演では、

二題の講演を行った。１題目は災害医療支援部理事の松井久男先生から日本赤十字社と当会の災害医療支

援部活動についてご講演頂いた。災害医療支援部の成り立ちや役割について教えて頂いた。２題目は災害

医療支援部員の嶋田裕子先生から診療放射線技師の国際貢献についてご講演頂いた。ERU 要員になるに

は、まず英語能力が必要不可欠で TOEIC730 点以上というのが高い壁になるようだ。また、嶋田先生が

ERU 要員を志したきっかけ、くじけそうになったときのモチベーションの保ち方、e-ラーニングなどが英

語の勉強にもなることを教えて頂いた。この講演が国際貢献に対して興味をもつ、きっかけのひとつとな

った。 

 

教育講演では、線量管理ソフト AMDS（アゼモトメディカル）と Radimetrics（バイエル）の２メーカー

に線量情報の取得方法からデータの活用まで講演していただいた。 

どちらのメーカーも線量情報は RDSR、DoseReport など施設にあわせた取得方法を相談できる。また、そ

の後の活用については個人の被曝線量の把握はもちろん、様々な集計機能や撮影条件の検討資料になる機能

など、それぞれのソフトの特徴を説明いただいた。 

 

シンポジウムではテーマ（これからの被ばく線量管理について ―現状と課題）に沿って各施設から現状

と課題を報告していただいた。現在 CT においては線量情報サマリーを SC 情報として保存している施設が

５施設、さしあたり RIS に手入力している施設も３施設あった。線量管理ソフトを導入している施設は無

く、どの施設も今後検討する段階であった。厚労省の正式な見解が見えない状況の中ではあるものの、他の

モダリティーを含めて今後どのような方向性になっていくのか各施設間にて情報共有を行い対応していく

ことが重要であるという意見が挙げられた。 

 

すべてのプログラムを終了し、会長そして災害医療支援部からの松井さんと嶋田さんを中心に記念撮影を行

い、情報交換会は盛岡市内の「浜来（はまらい）」に場所を移しながら、時間の許す限り場所を移しつつ遅

くまで有意義な情報交換を行った。 
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令和元年度日本赤十字社診療放射線技師会東北ブロック業務研修会 

開催日：令和元年 9月 28日（土）13：00～17：30 

会 場：盛岡赤十字病院 ２Ｆ記念講堂 

 

【プログラム】                 総合司会 盛岡赤十字病院 川原  猛 

12：30 受付開始 

13：00 代表者会議 

13：25 開会の挨拶                   盛岡赤十字病院  川原  猛 

13：30 会長講演                 座長 盛岡赤十字病院   川原  猛 

「日本赤十字社診療放射線技師会のこれからの活動 

－日本赤十字社の一員としてグループで取り組む－」 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 （仙台赤十字病院）                         

14：00  特別講演                 座長  盛岡赤十字病院  佐々木 駿       

「日本赤十字社と当会の災害医療支援部活動」 

  日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部理事                          

                              松井 久男 （長浜赤十字病院） 

「診療放射線技師の国際貢献」 

  日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部員                          

                              嶋田 祐子 （大阪赤十字病院）                          

15：10 休憩（10分） 

15：20 教育講演                 座長 盛岡赤十字病院 佐々木 好未 

「 被ばく線量管理ソフト Radmetrics」   バイエル株式会社   

「 被ばく線量管理ソフト AMDS   」     アゼモトメディカル株式会社 

16：20 休憩（10分） 

16：30 シンポジウム                  座長 盛岡赤十字病院  厚谷 祥一          

    テーマ 「これからの被ばく線量管理について－現状と課題」 

八戸赤十字病院 松倉 裕次 

秋田赤十字病院 田口 浩 

盛岡赤十字病院 大山 浩貴 

仙台赤十字病院 鈴木 陽 

石巻赤十字病院 今野 基之 

福島赤十字病院 佐藤 勝行 

17：30 集合写真撮影・閉会の挨拶 

施設見学(希望者) 

19：00 情報交換会 
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第 32回日本赤十字社診療放射線技師会東部ブロック研修会開催報告 

 

令和元年 11 月 9 日（土）10 日（日）足利赤十字病院講堂において標記研修会を開催し、来賓

を含め、20施設 67名（足利を除く）の参加が得られた。 

  今回の研修会は、ディスカッション形式のプログラムに多くの時間を割いたことが特徴である。

1日目におこなわれた「人事交流」を目的としたテーブルディスカッションでは、「中堅職員」３

グループと「担当部署別」5グループに分かれ、それぞれが決定した課題についてグループワーク

を展開し、それを発表し、施設代表者が評価をおこなった。各グループともに活発な討議がされ

ていたように思われる。2 日目には、足利赤十字病院放射線診断科部長の潮田隆一先生のご協力

のもと、「放射線技師のための症例検討会」をおこなった。これは提示された画像に対し、指名さ

れた参加者が所見を述べるという企画であったが、初めての経験で、最初のうちは戸惑いも感じ

られたが、時間が経つにつれ、物怖じせず、発言している様子が印象的だった。 

   施設代表者会議は、医療機器共同購入と患者の被ばく管理等、放射線安全利用のためのガイド

ラインに関することを中心に議論が交わされた。 

 

     研修会プログラム   

 

１１月９日（土）        

12:00 受付開始        

                       総合司会：深澤 千穂（足利） 

12:45 開会挨拶        足利赤十字病院  久保田 健夫

12:50 日本赤十字社診療放射線技師会会長挨拶   仙台赤十字病院    安彦 茂

13:10 教育講演       座長  須藤 昌彦（足利）  

 「単純Ｘ線撮影で実現する胸部動態解析技術」      

  ～コニカミノルタ最新技術紹介～     

               コニカミノルタヘルスケア営業推進部Ｘ線営業部 

                      山口 晃史  先生  

14:20 災害支援部講演       座長 簾谷 和男（足利） 

 「原子力災害時の行政の体制と救護活動における診療放射線技師の役割」 

         長浜赤十字病院 放射線科  松井 久男  先生

       

15:20 テーブルディスカッション      

 「中堅職員及び業務担当別グループワーク」    

   リーダーファシリテーター  長瀬 光臣 

                                                    他 足利日赤スタッフ

(15:30) 施設代表者会議 （別室にて１時間程度 終了後グループワーク発表評価） 

       

18:30    情報交換会                       

ニューミヤコホテル足利本館 ３Ｆ大宴会場    
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１１月１０日（日）        

                        総合司会：深澤 千穂（足利） 

8:50  一般演題発表Ⅰ ７演題       座長  三浦 孝明（足利） 

寺内 貴志（足利） 

１． 一般撮影マニュアル改善への取り組み 

                     さいたま赤十字病院 大川 斗喜也 

２． 手関節Ｘ線画像を利用した骨密度測定法の検討 

                        大森赤十字病院 小田 幹也 

３． 当院の放射線防護衣の管理における取り組み 

                   横浜市立みなと赤十字病院 小林 公介 

４． Ｘ線ＣＴ位置決め画像を用いた放射線防護用前掛の管理 

                        那須赤十字病院 山下 涼香 

５． 当院での中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）先端位置確認における放射線技師 

の関わり 

                        深谷赤十字病院 浅見 有希 

６． 骨転移画像解析ソフトウェアＶＳＢＯＮＥ ＢＳＩの新規運用における検討 

                       水戸赤十字病院 千木崎 信助 

７． コリメーターの回転角度によるＶＭＡＴの線量分布への影響 

                          武蔵野赤十字病院 安廣 哲 

 

10:00  一般演題発表Ⅱ ８演題     座長  中室 智之（足利） 

平田 千咲（足利） 

１．    股関節のトモシンセンス撮影における被ばく線量の測定 

                     さいたま赤十字病院 後藤 卓登 

２．   Ｘ線透視ＴＶ室を利用した人工関節撮影時の入射表面線量の評価と課題 

                       秦野赤十字病院 吉田 瑠花 

３．   Press Through Pack誤飲症例に対するプロトコールの検討 

                  横浜市立みなと赤十字病院 菅野 健志 

４．   放射線科における視覚障碍者への検査応対 

                      水戸赤十字病院 朝倉 佐知子 

５．   視線検出器を用いた画像操作装置の開発 

                        前橋赤十字病院 佐藤 充 

６．内視鏡的逆行性胆道膵管造影に適した透視画像の収集処理条件の検討 

                        大森赤十字病院 伊藤 大 

７．頭部３Ｄ撮像法 SPACEに CAIPIRINHAを使用した場合の画質特性の検討 

                       長岡赤十字病院 山田 朋奈 

８．救急MRI検査における脳梗塞と頸動脈プラークとの関係について 

                       那須赤十字病院 阿部 直央 
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11:00 特別企画          座長  大川 公利（足利） 

 「診療放射線技師のための症例検討会」     

                                  足利赤十字病院放射線診断科 部長  

                                           潮田 隆一  先生 

12:30 次回開催当番病院挨拶        

                        

前橋赤十字病院     渡邊 寿徳 

12:40 閉会挨拶        

 病院見学 （希望者のみ）      

  

以上 

2019年 11月 18日 

                            足利赤十字病院 久保田 健夫 
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日本赤十字社診療放射線技師会 

第 10 回中部ブロック業務研修会 
 

 

 
日本平山頂より 

 

開催日    令和元年 9月 7日(土)13:00～9月 8 日(日)12:30 

開催場所   静岡赤十字病院 2号館 4 階第 1 第 2会議室 

情報交換会  クーポール会館   18:30～ 
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第 10 回中部ブロック業務研修会 プログラム 

 

9 月 7 日(土) 

 

12:30  受付 

13:00  開会式                    

     開会宣言 

      静岡赤十字病院 放射線科部技師長 大村 幸弘 

     開催施設代表挨拶 

      静岡赤十字病院 院長 磯部 潔 

     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 

    来賓挨拶 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

 

13:30  特別講演「認知症に強くなろう」 

     静岡赤十字病院 脳神経内科部長 小西 高志先生 

                      座長  大村 幸弘(静岡赤十字病院) 

14:30~14:45    休憩 

14:45  日本赤十字社診療放射線技師会会長講演                

     日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂先生 

座長  大村 幸弘(静岡赤十字病院) 

15:30  本部講演  「診療放射線技師の国際貢献」 

     日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部員  

嶋田 祐子先生(大阪赤十字病院) 

座長  大村 幸弘(静岡赤十字病院) 

16:30  分科会（代表者会議及び各モダリティー） 

     代表者会議 第 4 会議室 

     分科会（CT.MRI 放射線治療 核医学 一般撮影）各撮影室 

 

17:45  移動 

 

18:30~ 情報交換会 

クーポール会館 
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9 月 8 日(日) 

 

9:00~10:20   テーマ発表 

「医療法施行規則の改正のポイントと線量管理の実例」 

名古屋第二赤十字病院  有賀 英司先生 

「今時の線量測定法のご紹介」  

名古屋第二赤十字病院  猪岡 由行先生 

「線量最適化システム DoseWatch の導入経験」 

安曇野赤十字病院   関  真哉先生 

座長  田川 均(静岡赤十字病院) 

10:20～10:30  休憩 

10:30~11:15  特別講演  「画像診断の功罪 ---負の側面---」 

静岡赤十字病院 放射線科部長 小林 成司先生 

              座長  田川 均(静岡赤十字病院) 

11:15~12:15  線量管理ソフトメーカー講演 

     GE ヘルスケア 富士フィルム シーメンス アゼモト 

座長  田川 均(静岡赤十字病院) 

12:15     記念撮影 

12:30     解散 
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9 月 7 日 

特別講演 

「認知症に強くなろう」 

静岡赤十字病院 脳神経内科部長  小西 高志先生 
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9 月 7 日 

会長講演 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長  安彦 茂先生 
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9 月 7 日 

本部講演 

「診療放射線技師の国際貢献」 

日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部員 

               嶋田 祐子先生(大阪赤十字病院) 
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9 月 8 日 

会員発表 

「医療法施行規則の改正のポイントと線量管理の実例」 

     名古屋第二赤十字病院  有賀 英司先生 

「今時の線量測定法のご紹介」 

     名古屋第二赤十字病院  猪岡 由行先生 

「線量最適化システム DoseWatch の導入経験」 

     安曇野赤十字病院    関 真哉先生 
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9 月 8 日 

特別講演 

「画像診断の功罪 ---負の側面---」 

静岡赤十字病院 放射線科部長  小林 成司先生 
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9 月 8 日 

メーカー線量管理ソフト紹介 

GE ヘルスケア 富士フィルム シーメンス アゼモト 
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施設名 氏名 施設名 氏名

1 放射線技師会会長 安彦　茂 31 伊勢赤十字病院 中野　和彦

2 岐阜赤十字病院 丹羽　和人 32 〃 谷貞　和明

3 〃 多湖　博史 33 〃 林　奈緒子

4 〃 河村　雅健 34 〃 森嶋　毅行

5 浜松赤十字病院 佐々木　昌俊 35 〃 柴原　卓彦

6 〃 猿田　忠司 36 〃 河口　洋平

7 〃 村松　真也 37 〃 村田　達紀

8 〃 戸倉　一美 38 〃 後藤　咲月

9 高山赤十字病院 中井　良則 39 〃 中尾　周平

10 〃 中西　渉 40 〃 奥田　結香

11 〃 関口　慎之助 41 金沢赤十字病院 高平 義之

12 諏訪赤十字病院 小沢　広行 42 富山赤十字病院 棚辺　博亮

13 〃 森田　啓之 43 〃 徳堂　杏祐

14 〃 横沢　崇 44 名古屋第二赤十字病院 有賀　英司

15 〃 和合　貴美 45 〃 猪岡　由行

16 飯山赤十字病院 倉田　英明 46 静岡赤十字病院 大村　幸弘

17 裾野赤十字病院 庄司　智昭 47 〃 田川　均

18 名古屋第一赤十字病院 水野　剛希 48 〃 稲垣　充

19 〃 西村　憲治 49 〃 吉村　浩一

20 〃 白川　寛 50 〃 相澤　一雅

21 長野赤十字病院 大塚　亨 51 〃 井上　義久

22 〃 駒津　和浩 52 〃 島田　洋一

23 安曇野赤十字病院 茅野　充治 53 〃 澤元　日出也

24 〃 木口　幸利 54 〃 望月　雅美

25 〃 関　真哉 55 〃 山本　智久

26 福井赤十字病院 西村　英明 56 〃 本村　奈穂

27 〃 松山　俊輔 57 〃 齊藤　真理

28 〃 村上　冬樹

29 〃 勝木　宏輝

30 〃 野崎　貫太

参加者名簿
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分科会参加者名

安彦　茂(技師会会長）　茅野　充治(ブロック理事)　丹羽　和人(岐阜)
佐々木　昌俊(浜松)　中西　渉(高山)　小沢　広行(諏訪)
庄司　智昭(裾野)　水野　剛希(名古屋第一)　有賀　英司(名古屋第二)
大塚　亨(長野)　　西村　英明(福井)  中野　和彦(伊勢)
林　奈緒子(伊勢)

河村　雅健(岐阜)　猿田　忠司(浜松)　村松　真也(浜松)
倉田　英明(飯山)　西村　憲治(名古屋第一)　白川　寛(名古屋第一)
木口　幸利(安曇野)　松山　俊輔(福井)　 村上　冬樹(福井)
河口　洋平(伊勢)　村田　達紀(伊勢)　高平　義之(金沢)
棚辺　博亮(富山)　　　徳堂　杏祐(富山)

戸倉　一美(浜松)　関口　慎之助(高山)　和合　貴美(諏訪)
谷貞　和明(伊勢)  柴原　卓彦(伊勢)

多湖　博史(岐阜)　中西　渉(高山)　森田　啓之(諏訪)
駒津　和浩(長野)   勝木　宏輝(福井)　森嶋　毅行(伊勢)
後藤　咲月(伊勢)　猪岡　由行(名古屋第二）

横沢　崇(諏訪)　関　真哉(安曇野)　野崎　貫太(福井)
中尾　周平(伊勢)  奥田　結香(伊勢)

代表者会議
（大村　田川）

CT.MRI
（相澤　島田）

放射線治療
（吉村）

核医学
（山本）

一般撮影
（井上）
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第 28 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 

開催担当病院 神戸赤十字病院  

 放射線技師長 古東正宜  

 

令和 2 年 2 月 1 日(土)～2 月 2 日(日)の二日間、神戸市内のホテル北野プラザ六甲荘にて第

28 回日本赤十字社診療放射線技師会近畿ブロック研修会を神戸赤十字病院が担当病院として開

催し来賓を含め 12 施設から 78 名が参加した。 

初日は、開会式後にキヤノンメディカル社のランチョンセミナーを皮切りに若手の登竜門の

位置づけとして研究発表会を行い、11 演題の発表では活発な質疑応答がなされた。特別講演

は、昨年に引き続き安藤英次先生（大阪ハイテクノロジー専門学校）をお招きし「腰椎立位

PA 半切撮影の有用性」を講演して頂き、本撮影法の有用性を分かり易く熱演され参加者は真

剣に聴講していた。講演後は、ホテル内の別会場で情報交換会を行った。 

二日目は、当院が数年前から定期的に行っている症例検討会をベースに企画した、「実症例

から学ぶ救急患者の画像読影補助」を行った。内容としては、6-7 名毎,10 班にグループ構成

し、4 症例（転落外傷・消化器疾患・脳疾患）について各グループ内でバイタルなどの来院前

情報を元に臨床画像を PC で閲覧しながら参加者全員で画像読影を行うものである。グループ

構成は、前日の情報交換会と同メンバー構成であっために今回が初対面ではなく、参加者は活

発に意見交換し画像読影を行っていた。最後は当院と県災害医療センターで IVR を中心に活躍

されている木下めぐ美 副部長の「救命医療における大動脈解離の画像診断」をテーマとした教

育講演を聴講し、二日間の研修会が終了となった。 

今年度の研修会は、研究発表会や救急撮影の画像読影補助などの学術面を重視することとし

た。これで参加された多数の会員に対して、心より感謝申し上げるとともに本近畿ブロック研

修会の開催報告とする。  
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プログラム 

令和 2 年 2 月 1 日（土）  会場：ホテル北野プラザ六甲荘：「マジョラム」 

11：30 受付 

12：00 開会式                 司会  岸本 義幸（神戸赤十字病院） 

⚫ 開会挨拶            神戸赤十字病院 放射線科部 技師長 古東 正宜 

⚫ 開会施設代表者挨拶              神戸赤十字病院 院長 山下 晴央 

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

⚫ 主催者挨拶     日本赤十字社診療放射線技師会 近畿ブロック理事    藤原 朗 

⚫ オリエンテーション            担当  岸本 義幸（神戸赤十字病院） 

 

12：20 ランチョンセミナー         座長  松田 智史（神戸赤十字病院） 

「AI画像再構成技術による高速・高分解能の実現」   

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 

萩原 友基 先生 

― 休憩（10 分） ― 

13：20～15：30 施設代表者会議          会場：ローズマリー西 

 

13：20 一般演題 Ⅰ （1～4）        座長 福嶋 英人（神戸赤十字病院） 

 

14：05 一般演題 Ⅱ （5～8）        座長 上江 孝典（神戸赤十字病院） 

 

14：50 一般演題 Ⅲ （9～11）       座長 小川 宗久（神戸赤十字病院） 

― 休憩（10 分）― 

 

15：30 特別講演               座長 小野寺 尚（神戸赤十字病院） 

「腰椎立位 PA 半切撮影の有用性」 

学校法人 大阪滋慶学園大阪ハイテクノロジー専門学校 診療放射線技師学科 専任教員 

  安藤 英次 先生                       

 

17：00 オリエンテーション            担当 辻居 賢一（神戸赤十字病院） 

18：00 情報交換会 「レモンバーム」  司会・進行  辻居 賢一（神戸赤十字病院） 

令和 2 年 2 月 2 日（日）      会場：ホテル北野プラザ六甲荘：「マジョラム」 

9：00 ディスカッション 

「実症例から学ぶ救急患者の画像読影補助」 

                進行・解説 松田 智史・小川 宗久・宮安 孝行 （神戸赤十字病院） 

 

― 休憩（10 分）― 
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10：40 教育講演               座長 浅妻 厚 （神戸赤十字病院） 

「救命医療における大動脈解離の画像診断～急性期合併症から血管内治療まで～」  

         

兵庫県災害医療センター 放射線科 副部長  

木下 めぐ美 先生                        

12：00 閉会式               司会 新井 純一 （神戸赤十字病院） 

 

⚫ 次回開催施設挨拶        京都第一赤十字病院 放射線科 技師長 加藤 良美 

⚫ 閉会挨拶              神戸赤十字病院 放射線科部 技師長 古東 正宜 

⚫ 記念撮影 

12：30 解散 

 

 

               

 

 

開催担当:神戸赤十字病院 古東正宜技師長 日本赤十字社診療放射線技師会 安彦 茂会長 

ディスカッション:「実症例から学ぶ救急患者の画像読影補助」風景 
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令和１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 

 

 

日 時 ： 2019年 11月２日 14:00～17:00  11月 3日 9:00～12:00 

会 場 ： 高知赤十字病院 大会議室 

参加人数： ６０名 

    

 

 

《大会概要》 

●研修会１日目 

【会長講演】 

『日本赤十字社の一員としてグループで取り組む』 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 
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【災害特別講演】 

『新築移転した高知赤十字病院における、南海トラフ地震対策』 

高知赤十字病院 救急部副部長 山崎 浩史 

『大規模災害時における放射線科の対応』 

高知赤十字病院 放射線科部 高橋 健次郎 

『看護師の視点から見た、災害時と戦傷外科の画像検査』 

高知赤十字病院 救急救命センター看護師 丁野 美智 

 

 

【災害医療支援部講演】 

『国際救援活動における診療放射線技師の役割と現状』 

日本赤十字社診療放射線技師会災害医療支援部 口井 信孝 

 

 

●研修会２日目 

【会員研究発表】 

・『CTの技術進化が手術支援 3D画像の image qualityに及ぼす影響』         

岡山赤十字病院 太田 翔也 

・『Multi-Shot Turbo Spin Echo（MS TSE）を用いた Diffusion-Weighted imaging（DWI）

における TRと pixel size の変化が Apparent Diffusion Coefficient（ADC）に与え

る影響』                   岡山赤十字病院 吉岡 直之 

・『当院における条件付き MRI対応 CIEDs入り患者の MRI撮影の取り組みについて』 

高松赤十字病院 野上 華代 

・『門脈圧亢進症の門脈側副血行、肝臓体積(L)、脾臓体積(S)、S/L ratio 評価におけ

る系統的マルチ 3D-CT構築の試み』 

高知赤十字病院 白石 卓也 
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・『大動脈弁の石灰化量が TAVI弁留置後に生じる PVL量に及ぼす影響の検討』 

徳島赤十字病院 山下 雄也 

・『仰臥位低血圧症候群と下大静脈造影効果について』 

松江赤十字病院 田代 真人 

・『圧縮センシングの画像特性について』 

高知赤十字病院 菊地 真司 

・『当院における心電図同期心筋 SPECT画像の撮影条件の検討』 

高知赤十字病院 太田 裕司 

・『放射線情報システム（RIS）への新システム移行と使用経験』 

徳島赤十字病院 赤川 拓也 

・『義歯アーチファクトによる頚部動脈描出不良の改善について』 

鳥取赤十字病院 池原 準 

 

 

【メーカー講演】 

・『線量管理の動向と被ばく線量管理システム DOSE MANEGERについて』 

富士フィルムメディカル株式会社 ITソリューション事業部開発部 五十嵐 昭人 

・『求められる品質管理/求めるべきツール』 

アクロバイオ株式会社 芳忠 寿一 

 

【施設見学】 

希望者で実施。 

 

令和元年 11月 2日・3日の 2 日間、高知赤十字病院 大ホールにて第９回 日本赤十字社

診療放射線技師会 中国・四国ブロック研修会を開催し、各施設より 60名の参加がありま

した。 
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研修会初日は、まず日本赤十字社放射線技師会 安彦会長より会長講演として、診療放

射線技師も日赤グループの一員として今後の活動における必要性を講演していただきまし

た。続いて災害救護特別講演では、当院が今年５月に新築移転したタイミングもあり、当

院の救急部副部長 山崎Ｄｒから来たる南海トラフ地震に対しての新築移転における病院

構造・周辺地域との連携・対策について、当院所属の高橋診療放射線技師から当院放射線

科の大規模災害への対応についての講演がありました。そして講演３では、当院救命救急

センター所属 丁野Ｎｓより自身の国際救援活動での経験から災害時・戦傷外科の画像検

査について講演がありました。大規模災害に対しては予想内での対策とはなりますが、免

震耐震構造となっている部分や津波等の水害への対策が紹介でき、今後、病院新築移転す

る各施設の参考にしていただければ幸いです。 

災害医療支援部講演では、口井氏よりご自身の診療放射線技師として国際救護活動に携

わった経験を講演していただきました。災害救護特別講演３で講演いただいた丁野Ｎｓと

災害医療支援部講演での口井氏の講演内容は、普段自分達で経験することのできない海外

での活動の内容であり大変興味深く楽しい講演でありました。 

研修会２日目は、各参加施設より１０演題の会員研究発表から始まりました。 

ＭＲＩ・ＣＴ・ＲＩ・ＲＩＳなどの各モダリティー等に関する発表があり、各施設でそれ

ぞれ日頃より実務に反映できる研究を行って、大変参考になる演題が多かったです。 

研究発表のあとはメーカー講演が２社からあり、線量管理の動向や被曝線量管理システ

ム、品質管理についての内容でした。来年の医療法改正に伴う、被曝線量管理・撮影装置

の品質管理について大変参考になりました。 

最後に、当院の施設見学を希望者で行い、今回の研修会は閉幕いたしました。 

２日間に渡り多くの会員に参加いただき、年代を越えた活発な意見交換・各施設の現状や

今後の運営に対しての情報交換ができ大変有意義な研修会となりました。 

今回、ご協力いただいた皆様に深く感謝いたします。 
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令和元年度 第20回日本赤十字社診療放射線技師会九州ブロック研修会報告書 

 

今回の研修会は、熊本健康管理センターが担当施設となり令和 2年 1月 11、12日に開催

しました。昨年 10 月開催予定が大型台風 19 号の影響で急遽延期とし、会員、講師の皆様

にはご迷惑お掛けしましたが、再度調整して頂き 58名の参加で以下の内容で研鑽しました。 

 

 

日時 令和２年 1月 11日（土）13：20～17：00  

   令和２年 1月 12日（日）09：20～11：50  

場所 日本赤十字社熊本健康管理センター 南館 5階ホール 

 

【プログラム】       

（1日目：1/11）   

○ 開会挨拶（13：20）     

担当施設 熊本健康管理センター 放射線課長 長野勝廣 

 

 

           

○ 教育講演（13：30） 

『国際救援活動よもやま話』 

日本赤十字社診療放射線技師会災害医療支援部 口井 信孝 先生 
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○腰痛体操（14：30） 

日本赤十字社熊本健康管理センター 運動指導士 下川 詩季子 先生 

   

 

 

○ 会長挨拶（15:10） 

日本赤十字社診療放射線技師会 安彦 茂 会長 

 

 

 

○一般演題（15:25） 

1.『 CT室における医療安全の取り組み〜ベッド破損事故での要因分析〜』 

熊本赤十字病院   村上 博司 会員 
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2.『装置の更新によるマンモトーム生検の違い』 

大分赤十字病院   木下 実咲 会員 

 

3.『当院における FPDの撮影条件の決定方法 〜整形領域〜』 

福岡赤十字病院   永尾 卓也 会員 

 

4.『経時差分処理システムの使用経験 』 

             日本赤十字社熊本健康管理センター 荒木 洋明 会員 

 

 

 

○ 代表者会議（16:20） 

○ 情報交換会（19:00） 
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（２日目：1/12） 

○メーカー講演（9：20） 

『 診療用放射線の安全管理に係る医療法施行規則改正について』 

千代田テクノル アイソトープ・医療機器事業本部 工藤 輝 先生 

 

 

○特別講演（10：30） 

『思い込みのワナ～認知とパーソナリティーが人間関係に影響を及ぼす』 

           放送大学 熊本学習センター 客員准教授  河添 博幸 先生 

   

 

○次開催施設挨拶（11：50）             

鹿児島、今津、嘉麻赤十字病院 合同開催       

嘉麻赤十字病院 岩本 和久 様          ○閉会（12:00） 
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日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌 11 号 寄稿 

 

「放射線診療への AI の自然な組み込みに向けて」 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 

チーフ・デジタル・ストラテジスト 

大越 厚 

 

はじめに 

 

人工知能（以下 AI）が放射線診療にもたらす影響はどんなものであろうか？本稿ではまず放射線診療領域で

用いられるであろう AI を筆者の私見を交えながら 4 つのカテゴリーに分類することを試みた。（但し、放射線診

療は撮影、診断に加え治療なども含むが、本稿では撮影と診断にフォーカスした内容となっていることをご了承

いただきたい。）その上で、カテゴリーごとの AI にはどのようなものがあるのかを、主に GE ヘルスケア（以下当社）

の製品を例として紹介したい。最後に、そのような AI を放射線診療の現場に無理なく実装していく上での課題

や解決策についても言及したい。 

 

放射線診療における AI のカテゴリー分類 

 

 まず、最初の分類軸として、その AI が「検査中」すなわち撮影の場面で作用するものであるか、あるいは「検査

後」すなわち画像診断の場面で作用するものかで大別することが出来るであろう。 

 もうひとつの軸は、その AI が「画像」そのものに作用するものであるか、あるいは「ワークフロー」を改善すること

に作用するものであるかである。これらを総合すると下図のように大きく 4 つのカテゴリーに分類することが出来

るのではないかと考えている。 

 

 「検査中」に作用する 「検査後」に作用する 

「画像」そのものに作用する A C 

「ワークフロー」に作用する B D 

 

A --- 「検査中」かつ「画像」そのものに作用する AI B --- 「検査中」かつ「ワークフロー」に作用する AI 

C --- 「検査後」かつ「画像」そのものに作用する AI D --- 「検査後」かつ「ワークフロー」に作用する AI 

 

 この分類に主なメリットや、主なユーザを加えると以下の表のように示すことも出来る。 

 タイミング 作用する対象 主なメリット 主なユーザ 

A 検査中 画像 画質の向上、リアルタイムな病変検出など 医師 

B 検査中 ワークフロー 業務負担の軽減 診療放射線技師 

C 検査後 画像 病変検出、悪性鑑別、解析等の自動化など 医師 

D 検査後 ワークフロー 業務負担の軽減 医師 
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 それぞれのカテゴリーについて、具体的な製品や開発中の事例を取り上げて以下にご紹介したい。 

 

A 「検査中」かつ「画像」そのものに作用する AI の例 

 

 「True Fidelity Image」（以下 TFI）は、深層学習アルゴリズムを用いて開発された、CT の画像再構成用ソフトウ

ェアであり、Deep Learning Image Reconstruction (DLIR)と呼ばれる技術である。(図 1) 

 

(図 1 True Fidelity Image) 

 

TFI の開発には、高線量の Filtered Back Projection（以下 FBP）画像を教師データとすることで、低線量でも

高線量時の FBP のような質感と鮮鋭度の高い画像を再構成することが可能となっている。被ばく線量の低減・最

適化が注目されてきた直近の 10 年ほどは、逐次近似法（以下 IR）を用いた低線量撮影が多く採用されてきた。

もちろん IR は現時点でも線量低減に有効な画像再構成法であるが、一般論として線量を低減しながら IR の強

度を強く適用すると鮮鋭度が落ち、境界が不明瞭なのっぺりとした画像になる傾向があるため、線量低減や IR

の強度は限定的であった。TFI では分解能の劣化や画質の違和感なく被ばく低減を実現しながら鮮鋭度の高

い画像が得られるようになった。また部位による制限が無く、全身領域で使用可能な為、CT 検査を受診される

全ての患者にメリットを提供することが出来る。この TFI は当社のハイエンドな Revolution CT シリーズに搭載が

可能で、すでに国内でも TFI を搭載した CT が出荷されたり、既設の CT 装置にアップグレードで提供されたり

している。このような画質を改善する AI 技術は、「検査中」かつ「画像」そのものに作用する AI の一例と言えるだ

ろう。 

 

 このカテゴリーのもうひとつの例は、一般撮影におけるリアルタイムな気胸の検出である。移動型デジタル X 線

撮影装置に搭載された AI アプリケーションが、撮影と同時にリアルタイムに気胸の有無を検出する。検出すると

撮影装置のコンソールモニタ上にアラートを表示し、撮影する診療放射線技師に対して注意を喚起し、医師に

連絡することで迅速な対処が可能となる。撮影した画像は PACS に送信されるが、病変を検出したことをメッセ

ージとして伝えることで、PACS の検査リスト上に注意を要することをフラグとして表示することも可能となる。ビュ
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ーワで画像を表示した際にも検出した気胸をアノテーションとして示すことも可能である。この例は、「検査中」に

作用するものであると共に、「検査後」のワークフロー改善に寄与するものでもある。なお、この装置は AI を搭載

したモダリティとして初めて FDA（アメリカ食品医薬品局）の 510K 承認を得ている（承認番号 K183182）。（国内

販売未定） 

 

 

B 「検査中」かつ「ワークフロー」に作用する AI 

 

 このカテゴリーで挙げる実例は当社の CT 装置「Revolution Maxima」である。この Maxima は、付属の「DL カメ

ラ」を天井に据付けて用いることが出来るのが特長となっている。(図 3) 

 

（図 3 Revolution Maxima と DL カメラ） 

 

 上図の通り、Maxima にはガントリーの左右にタッチパネル操作が可能なモニタが組み込まれており、操作者は

ここで検査を行う患者の選択や、プロトコールの選択などを行う。すると次に DL カメラが寝台に寝ている患者を

認識し、体形などを計測して自動的に最適なポジショニングを行うことが可能である(図 4)。アイソセンターからズ

レることで被ばくの増加や、逆にズレることで画質が劣化してしまうため、アイソセンターでのポジショニングは安

定した画質と不要な被ばくをさせないために重要である。このような技術が、被ばく線量の最適化に寄与すると

共に、ワークフローの向上を実現し、診療放射線技師の負担を軽減することで、より患者のサポートに意識を向

けることが可能となる。また、個々の診療放射線技師のスキルギャップによって生じるバラツキなどを減らす効果

も期待される。 

 

75



 

（図 4） 

 

C 「検査後」かつ「画像」そのものに作用する AI 

 

 このカテゴリーの実例として挙げるのは、マンモ画像の診断支援 AI アプリケーションである。これは後述する当

社 Edison アプリケーションのひとつであり、iCAD 社が開発したソフトウェアである。マンモグラフィー装置で撮影

された画像データは医師がビューワで参照する前に、バックグラウンドでＡＩアルゴリズムが作用する。医師がビュ

ーワで参照する時には、図 5 のように、検出された Findings などがアノテーションと共に表示される。 
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（図 5） 

 

 図中に書き込まれた CADSR とは、コンピュータ診断支援（CAD）の結果を DICOM の SR（Structured Reporting）

形式でやり取りしたものであることを示している。DICOM という標準規格に則ることで、ビューワの提供ベンダー

に依存せず、様々なビューワと連携して利用することが可能である。（図 5 は当社ＰＡＣＳ Viewer との連携例） 

 

D 「検査後」かつ「ワークフロー」に作用する AI 

 

 こちらのカテゴリーでは、まずお客様との共同開発の事例を取り上げたい。図6は、Boston Children’s Hospital

と当社が共同開発している AI アプリケーションである。小児は成長が早いため画像診断においても同一患者の

前回検査との比較だけでは診断が難しいケースもあるという。この AI アプリケーションは、画像そのものというよ

り、画像データに付帯する DICOM ヘッダ情報や、HIS/RIS から取得した検査目的などのデータをもとに、自然

言語処理（Natural Language Processing 以下 NLP）と呼ばれる AI 技術を用いて、比較に適した正常症例デー

タを自動的に表示する。従来はこうした正常症例を医師ごとに症例フォルダなどを作って管理し、診断のたびに

手動で探して表示する必要があったが、AI を用いることでそうした手間を自動化し、医師の診断業務の負担軽

減や読影レポートの作成時間（Turn Around Time）の短縮に寄与する。 
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（図 6） 

 

 このカテゴリーの実例をもう一つご紹介したい。従来の画像診断では今から読影する検査をビューワで開き、次

にそれぞれの医師が自分の読影しやすいレイアウトにシリーズの配置を並べ替えていた。1 回に要する時間は

わずかでも、1 日に数十件の読影をしていれば合計では大きな時間的負担となる。しかも、この並べ替えるとい

行為自体は医師にとって極めて非生産的な作業である。この問題を解決するために開発され、当社の読影用ビ

ューワに実装されているのが「Smart Reading Protocol」(以下 SRP)である。SRP は、前述の NLP 技術を使い、

DICOM ヘッダの様々なタグ情報に加え、HIS/RIS から取得した検査目的、更にはモニタ構成がどうなっている

かといったことも含めて、ユーザの好みに最も適していると推論したレイアウトで自動的に表示する。画像診断を

行う医師ひとりひとりの好みを学習し、使えば使うほど学習を重ねるので、徐々に最適なレイアウトを提示できる

ようになり、医師の業務負担を軽減する。（図 7） 

 

 

（図 7） 
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「Edison」とは何か 

 

 これまで述べてきた文章や図の中に何度か「Edison」という言葉が登場している。この「Edison」とは、当社が提

供するインテリジェントな製品やサービスの総合的なブランド名称である。当社の創業者のひとりであり、発明王

とも呼ばれると―マス・エジソンの名に因んだものである。この「Edison」を構成する具体的な機能やサービスは

以下の 3 つに大別することができる。 

 

1. Edison Platform（エジソン・プラットフォーム）） 

2. Edison Smart Devices（エジソン・スマートデバイス） 

3. Edison Applications（エジソン・アプリケーション） 

 

 まず先に上記 2. の Edison Smart Devices について説明すると、前述のカテゴリーA や B のようなインテリジェ

ントなソフトウェアが搭載されたモダリティ等の医療機器を指している。また、上記 3. の Edison Applications は、

前述のカテゴリーC や D のようにソフトウェア単体として、PACS などと連携して動作するインテリジェントなアプリ

ケーションソフトウェアである。さらに上記 1. の Edison Platform は、更に 2 つのサービスに大別される。 

 

1-1. AI Workbench Service（AI を開発するプラットフォーム） 

1-2. AI Inferencing Service（AI を実行するプラットフォーム） 

 

 上記 1-1. AI Workbench Service は、AI を開発するためのプラットフォームである。Amazon Web Service（AWS）

というクラウド上に構築された環境で、AI 開発のためのツールやライブラリ、教師データセットなどが豊富に用意

されている。当社のエンジニアが利用するのはもちろんのこと、アカデミックなお客様や、パートナー企業にも開

かれた利用環境になっている。このようなオープンなパートナーシップを更に拡大するため、「Edison Developer 

Program」という仕組みを作っており、既に 200 社以上の参画パートナー候補との審査や契約を進めている。この

「Edison Developer Program」に参画すると、当社モダリティの技術情報の開示を受けることも可能で、特定の機

種向けの AI を開発することも出来る。当社モダリティは、世界 160 か国以上で、400 万台以上が使われており、

そうしたお客様に対して新たな AI 機能を提供することでパートナーのビジネス機会も増加し、当社もお客様に対

して新たな付加価値を提供できることでシナジーが生まれる。 

 ところで、AI を実行することを「推論させる」（英語では Inferencing）と呼ぶが、AI を実行させるためのプラットフ

ォームが上記 1-2. AI Inferencing Service である。こちらもクラウド上で実行可能な環境ではあるが、医療機関が

患者データをクラウドにアップロードすることは簡単ではないため、AI Inferencing Service は強力な CPU や GPU

を搭載したエッジサーバという形態で医療機関の中に置いて利用することも可能である。（CPU: Central 

Processing Unit, GPU: Graphic Processing Unit） 

 

今後の課題と展望① コストの抑制 

 

 AI が放射線診療の現場に浸透していくにはいくつかの解決すべき課題がある。例えば、カテゴリーA で述べ

た TFI という DLIR の技術だが、検査当たり数百枚を超える画像が生成される中で、AI アルゴリズムを使って高
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速に再構成を行うには、処理を行うコンピュータにも相応のスペックが求められる。TFI という DLIR の技術は、本

来は機種に依存しないものであるが、現時点ではハイエンド CT にのみ搭載されているのは、コンソールのコン

ピュータの処理性能がローエンド機では不十分だからである。かと言ってローエンド機にも高性能な CPU/GPU

を搭載すれば高額になってしまう。そこで、将来的には TFI が搭載されたエッジサーバを複数のモダリティが共

同利用する形態を提供すべく開発が進められている。さらに言えば、クリニックなど検査数の少ない施設に対し

ては、クラウド上の AI Inferencing Service として TFI が提供され、撮影するとクラウド上で再構成されて返ってく

るという SaaS（Software as a Service）型のサービスモデルが提供できれば、医療機関の初期投資負担を抑えるこ

とが出来るだろう。なお、TFI は CT だけでなく、他のモダリティへの搭載も進みつつあり、例えば、当社 MRI でも

ディープラーニングを用いた画像再構成ＡＩアプリケーションの搭載を進めつつある。 

 

今後の課題と展望② 読影ワークフローへの自然な組み込み 

 

 現在、最も注目を集め、サプライヤーの数も多いのが、前述のカテゴリーC で紹介したような病変検出型の AI

アプリケーションである。画像を解析し、パターンなどを検出するのが DL の最も得意とする領域だからである。こ

うした病変検出型 AI は、モダリティの種類や検出の対象となる疾患や部位を掛け合わせた数だけ必要であり、

なおかつ複数の企業が同じモダリティ種、同じ対象疾患の AI アプリケーションを開発し、その性能を競い合う状

況がさらに進めば、膨大な数の画像診断支援 AI アプリケーションが市場に溢れるであろう。 

 この時に問題となるのが、こうした複数の AI アプリケーションを適切に使いこなすための実装方法である。技術

的に最も簡単なのは読影を開始し、ビューワで開いている検査に対して、必要な AI アプリケーションを呼び出し

て処理をさせる連携起動方式である。この技術は現在でも既に読影ビューワから 3D アプリケーションを起動した

り、循環器心解析アプリケーションを起動したりといった実装が当たり前のように可能になっているので、それと

同じ方法を用いれば実装は容易である。AIアプリケーションが2つ、3つであればこの方式でも構わないが、10、

20 と増えればどうであろうか。そもそもどの AI アプリケーションがどんな検査に適しているかを把握しておかなけ

ればならず、その上で毎回選んで起動しなければならない。現状でも読影医の業務負担の大きさは世界的な課

題であり、AI の導入により負担を増やしてしまっては本末転倒である。 

 こうした問題を解決するために当社が開発したのが「AI Orchestrator」（以下 AO）である。AO は、PACS や

VNA が受信した検査データに対し、最も適切な AI アプリケーションがどれであるかを、事前にビジュアルな条件

分岐ツールを用いて設定しておくことが出来る。（図 7） 

 例えば、最もシンプルな例を挙げると、頭部 CT 画像であれば脳出血を検出する AI アプリケーションに処理さ

せ、胸部 CT 画像であれば肺がんを検出する AI アプリケーションに処理させ、それぞれの結果を DICOM SR 形

式で PACS に通知する、といったフローを予め設定しておくのである。これにより、画像診断を行う医師は、従来

のワークフローとなんら変わることなく、レポートを開くと自動的にビューワが起動し、オリジナルの画像と共に、AI

が推論を行った結果が表示されるので、追加となる手間もなく、ツールに対して学習する負担も少なく、診断ワ

ークフローへの AI の自然な組み込みが可能となる。このようなオーケストレーションツールの存在は、多数の AI

アプリケーションを使い分ける将来において必要不可欠な要素ではないだろうか。 
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（図 7） 

 

今後の課題と展望③ 読影医の負担は本当に減るのか？ 

 

 病変検出型の画像診断支援 AI アプリケーションの別の課題としては、それを用いることで本当に読影医の負

担を軽減できるのかどうかまだエビデンスが充分でないことである。病変検出型 AI の性能は、感度などで示され

ることが多い。一般的には、偽陰性（False Negative）を減らす、すなわち見逃しを減らすために、病変検出型 AI

は感度を出来るだけ高くしようとする傾向にある。しかし、感度を高めれば同時に偽陽性（False Positive）も増え

やすくなる。患者にとって不必要な侵襲を増やす可能性があるので、AI を鵜呑みにして安易に偽陽性を増やす

訳にはいかない。偽陽性を増やしてしまうと、AI が「ある」と言ったものを医師が「ない」と断定するには、通常の

読影以上の負担がかかるという懸念にも留意する必要がある。見落としを減らすことは重要だが、いたずらに読

影医の負担を増やすような AI では逆効果になりかねない。感度と共に特異度にも留意し、AUC(Area Under 

Curve)の高い、バランスの取れた AI アプリケーションを選ぶことが重要であろう。なお、参考までに前述の気胸

検出アプリケーションでは、感度が 96%、特異度が 97%、AUC が 96%となっている。また、同じく前述のマンモ乳

がん検出アプリケーションは、医師だけの診断に対して AUC が 5.7%向上したことが報告されている。 
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今後の課題と展望④ 診療放射線技師への影響は？ 

 

 画像診断 AI が注目を集めだした頃、AI によって読影医は不要になるという論文や記事が大きな話題となった。

現在ではそのような意見は少数派となりつつあり、厚生労働省からも 2018 年の通知で「診断、治療等を行う主体

は医師であり、医師が最終的な判断の責任を負う」としていることからも、読影医の責任と役割はむしろ大きくな

っているのではないだろうか。一方で、診療放射線技師に対する影響はどうであろうか。AI の本質は、人間が行

うことで非効率あるいは不確実な作業を自動化することにある。カテゴリーB などで紹介したように、今後益々AI

がモダリティを進化させ、自動化が進めば、診療放射線技師の果たすべき役割も変わってくるであろう。AI によ

って業務負担が軽減出来れば、生まれた余裕を患者の手厚いサポートや、線量管理による被ばくの最適化、読

影補助、データ分析による業務改善などといった新たな役割に振り向けることが期待されるのではないだろうか。 

 

今後の課題と展望⑤ 市販後学習へ向けて 

 

 本来 AI はデータを入力し続けることでより多くの学習を重ねて進化するものである。しかし、現在市場に流通

している AI アプリケーションは診療現場での学習（いわゆる市販後学習）を行っていない。なぜなら FDA をはじ

めとする規制当局がそれを認めていないからである。規制当局が懸念するのは「診療現場で学ぶことで賢くもな

れば、馬鹿にもなり得る」という点である。承認を得た医療機器であればメーカーが出荷する際に一定の性能が

担保されている。現場で使われている間ずっと、その性能は保たれねばならない。AI の性能を担保するにはどう

すれば良いのか。そもそも、性能が担保されているかどうかを測る基準も定まっていない。FDA や PMDA（医薬

品医療機器総合機構）などの規制当局も「AI が進化し得るもの」との認識のもと、市販後学習に前向きな考え方

を示している。今後、医学会から性能基準などのガイダンスが示されることにより、市販後学習への道が開くこと

が期待されている。 

 

おわりに 

 

 本稿では、放射線診療領域における AI について、まず利用されるタイミングや作用する対象ごとにカテゴリー

分類を試み、カテゴリーごとの実例について紹介してきた。国内でも薬機法の承認を受けた AI アプリケーション

や、AI アプリケーションを搭載したモダリティが既に市場に出始めている。各施設で求められるソリューションを

検討いただく際の一助となれば幸いである。AI の普及によって、画質の向上に伴う診断能の向上、被ばく線量

の低減、見落としの削減といった患者アウトカムや QOL の向上に貢献するであろう。医療のプレシジョン化のニ

ーズが高まる中で、AI の活用は避けては通れないものとなりつつある。一方で、AI の導入が、医師や診療放射

線技師の業務負担や医療機関の経営負担を徒に増大させるものであってはならない。「プレシジョン・ヘルスの

実現」を企業ビジョンとして掲げる当社では、精度の高い AI が日常業務に自然な形で組み込まれる必要がある

と考えており、そのために必要なツールや仕組みの提供に向けて引き続き精力的に取り組んでいきたい。 

 

薬事認証名称： マルチスライス CT スキャナ Revolution 

医療機器認証番号： 226ACBZX00011000 

薬事認証名称 Revolution Maxima （レボリューションマキシマ） 

医療機器認証番号 301ACBZX00013000 
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ＡＩの可能性 

～医療画像等への応用～ 

キャノンメディカル株式会社  大西 輝法 

■はじめに 

 ２０１９年も引き続きＡI に関する話題は連日メディアを賑わせました。医療の分野でも様々な話題が

ありましたが、国内でも内視鏡診断ソフトウェアがクラスⅢの薬機承認を取得(1)するなど実用化に向け

た動きが活発となりました。本稿ではこれらを踏まえて，最近の動向に合わせて当社の取り組みと今後

の展望を紹介します。 

■最近の動向  

 海外、特に米国では、既に１００を超えるソフトウェア・機器がＦＤＡ承認を得ていると言われてい

ます。そんな中でＦＤＡから、昨年４月にディスカッションペーパー(2)が出されました。 

現在承認されている医療機器・ソフトウェアは、承認時点でそのロジックやパラメータをロックして 

アップデートをしたら再度審査を受けるという考え方にもとづいています。しかしＡＩでは、適宜教師

データを追加することで品質をより向上させる考え方が一般的でありこれに対応する考え方を示すも

のとして注目されます。 

 

 Fig1. Overlay of FDA's TPLC approach on AI/ML workflow 
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Fig1 は Good Machine Learning Practice（GMLP）として プログラム医療機器（SaMD)をライフサ

イクルから捉え、学習データ選択、学習、データバリデーションといった上市前のプロセスに加えて、

上市後のデータ追加、再学習、バリデーションをあわせて品質管理の概念を示しています。 

今回特に注目されるのは、SaMD のアップデートに対する規制の考え方を示した点と言えます。 

以下の２つの観点から新規医療機器に該当するか、510ｋ（届出）か PMA（事前承認審査）かを判断す

るとしています。 

  SaMD Pre-Specifications (SPS)：SaMD がどんな観点で変化しうるのか予め抑えておくという考え

方。ポイントは、性能、用いるデータ、使用目的の３つ。 

  Algorithm Change Protocol (ACP)：変化しうる SPS がどんな要素やプロセスで変わりうるのかを

抑えておくという考え方。ポイントは、学習モデル、データ収集・マネジメント方法、バリデーシ

ョン法などとしています。 

以下などの具体例が示されています。 

 例１）集中治療室での患者管理プログラム 

       感度を維持したままＦＰ（疑陽性）が減った→審査不要  

 例２）皮膚癌診断アプリ（スマホ撮影） 

    iPhone 対象であったものを Android にも適用、同じバリデーションで確認→審査不要 

    医師向けであったものを患者向けに変更する→審査必要 

 この規制の流れは、医薬品における市販後調査と通じるものであり、今後市販後のモニタリングが 

必要になっていく可能性が考えられます。また、この方向性は、国内でも取り入れられていく可能性が

ありそうです。この流れとも合致して、現場導入は、ＡＩソフトウェアというよりは、より課題解決型

のソリューションとして導入が進むものと思われます。 

もうひとつ、ＡＩの検出結果に対する説明責任（Accountability）に関する内容をご紹介します。ＡＩ

が提示する結果を利用する責任は医師にあり、説明責任があるとされています。一方でＡＩ（特にディ

ープラーニング）はその判断はブラックボックス化されるという問題があります。ここで注意が必要な

のは、Accountability とは、ＡＩシステムがどのように統制されているかを説明できるということであ

り、必ずしも出力結果の根拠を問うものではない点があります。 

前述のＦＡＤの件は、メーカー側の責任を定義しようとしているものと捉えることもできます、これに

対して医師側の対応方法を示すものとして、2019 年 12 月に発表された理化学研究所の山本氏らによる

論文(3)は注目されます。前立腺がん組織を撮影した病理画像から、摘出後のがん再発の有無を予測する

内容です。 

この研究では、1 枚 100 億画素以上ある病理画像をオートエンコーダーに入力し、次元削減を経て得ら

れた中間層の出力を教師なしの非階層型クラスタリングで 100 の「特徴」に分類を行っています。 
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この 100 の分類は、人間の病理医が見ても「病理学的に類似の特徴を持つ画像を分類している」と理解 

できるものになっています。Fig2 はこの様子を示した図です。左側の弱拡大から再発率が高い強拡大の

画像パターンを自動的に表示しています。この分類は、追跡調査で得られた再発有無と高い相関がある

ことが確認されています。 

 

  Fig2. 前立腺病理標本の連続切片に対する 3D 病理画像 
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■当社が考えるＡＩソリューション～ 読影ソリューション 

  現在、医療用ＡＩソフトウェアとして出てきているものの多くは、特定の疾患に対して分類、検出、

などを行うものです。これに対して当社は、より医療現場における課題解決の為のソリューションとし

てＡＩソフトウェアを提供しようとしています。 

想定する課題は、（１）高齢化による医療費増大 （２）医療スタッフ不足 （３）医療データの増大 

といったもので、これらに対応するためには、医療現場のワークフローの改善が求められます。 

従来のワークフローで時間がかかっている、読影作業に入る迄のプロセスの自動化、ＡＩが医療スタッ

フと協調して作業ができる環境を提供します。 

 

Fig3. ＡＩが導入された場合の読影ワークフロー 

以下に本ソリューションのプロセスを説明します。 

（１） モダリティで撮影されたデータは PACS 或いはＶＮＡに転送されます。 

（２） 読みだす際に、人体上の各種ランドマークを自動で検出し、部位を認識します。 

（３） 撮影データに合わせたＡＩアルゴリズムがバックグラウンドで自動的に実行され、異常候補を

検出します。 

（４） 検出された異常候補により読影すべき検査の優先度付け、アラート表示、トリアージを 

提供します。Fig.4 がこの画面です。 

（５） 医師は、異常候補を評価・確認し、確定した画像所見は、構造化された情報として PACS もし

くは VNA に保存されます。Fig.5 がこの画面です。 

（６） 構造化された画像所見は、電子カルテ等に登録されている各種診療情報と併せて主治医に提供

されます。 
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Fig4. Advanced Worklist 

 

 

Fig5. Findings Navigator 
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本ワークフローを実現する為のキーコンポーネントである Automation Platform, Worklist, Findings 

Navi について操作イメージ等をご説明します。 

Fig6 は Automation Platform の役割を示しています。各モダリティから受け取った撮影データに 

対して適切なＡＩアルゴリズムを実行します。これは操作を必要としません。またオープン化されたプ

ラットフォームとして、様々な会社のＡＩアルゴリズムが搭載可能です。 

 

Fig6. Automation Platform (Improved Workflow Efficiencies) 

 

 

Fig7 は Worklist における検出結果の一覧表示の様子です。 

異常所見候補の有無、アプリケーションのステータスをアイコン

表示します。この優先度付けされたリストから選択することで 

次の Finding Navigator に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig7. 優先度付けされた Worklist 表示 
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Finding Navigator では、アプリケーション毎に適切なビュワーが立ち上がり、

ワンストップにて操作が可能となります。 

画面内では Fig8 のように各種疾患を対象とした複数のＡＩの結果が表示され、

異常候補を確認後、Accept or Ignore を選択します。Accept された画像所見は、

構造化データとして登録されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig8.Finding Navigator 操作画面  

 

 

 

 

 

 

■今後の展望 

 今後、医療現場における課題を解決していくという視点から、より汎用性が高く１モダリティの 

撮影から様々な疾患の可能性を同時にスクリーニングすること、また金融分野などで導入が急速に 

進みつつあるＲＰＡ（Robotic Process Automation）を組み合わせてより現場の手間を削減する試みが

普及していくと考えています。 またＦＤＡ提案にもあった上市後の品質管理に対応するプロセス、医

師による説明責任に対応可能なソリューションが進むものと思います。 

また、更にこれらの先には、患者が自身の検査情報や診断情報を理解し、納得性が高い医療サービスが 

受けられる為にＡＩが用いられていくのではないでしょうか。 
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コニカミノルタにおける医療画像用人工知能（AI）の開発 

笠井 聡 

コニカミノルタ株式会社 

 

１．はじめに 

2000 年代に，医療領域にもたらされたディジタル化の波とともに広がりを見せたコンピュータ支援

診断(Computer-Aided Detection/Diagnosis:CAD)の研究は，専門家（医師）の知識をコンピュータが理

解できる言語（特徴量）に研究者・開発者が変換するというアプローチで，多くの研究がおこなわれて

きた．このアプローチは，いわゆる第 2 次 AI（Artificial intelligence）ブームによる画像解析の手法と

して一定の成果を上げ，コニカミノルタからも胸部単純 X 線画像を用いた製品として，Temporal 

Subtraction（経時差分）処理や Bone Suppression 処理，マンモグラムを用いた製品として，乳がんの自

動検出処理を搭載したシステムが製品化された．一方，2020 年現在では， 2010 年代半ばの Deep 

Learning の登場もあり，第 3 次 AI ブームを迎えており，医用画像の領域にも AI 活用の機運が高まっ

ている．Deep Learning は，従来，画像解析の研究者・開発者が多くの時間を費やしていた特徴量抽出

を不要とする一方，データに対する重要度が飛躍的に増しており，データ収集やデータに正解付けをす

る作業に多くの時間を費やす必要が生じており，データ入手の容易性や適社性が，テーマ選定の優先度

を決定する一つの重要な要因となっている．本稿では，第 2 世代 AI の技術で製品化した商品を紹介し

た後，最新のコニカミノルタの AI 開発の現状について説明する． 

 

2．第 2 次 AI ブームの中のコンピュータ支援診断（CAD）の研究 

 一般的に，第 2 世代 AI は，エキスパートシステムの時代と言われている．画像解析の分野では専門

家の知識を特徴量という形で，研究者が一つ一つコンピュータが理解できる言葉に変換することで，コ

ンピュータが知識を得て，特定の対象の判別や尤度を出力する．2000 年代に入り，医用画像の世界にも

ディジタル化の波が押し寄せてきたこと，また，本邦では，2008 年度の診療報酬の改定に伴い，画像診

断管理加算が大幅に加点され，PACS や WS が飛躍的に普及したことにより，集積された医用画像デー

タを元に，付加価値を与える CAD の研究が加速した． 

コニカミノルタでも乳がんに関する所見を自動で検出するマンモグラム用支援診断システムを製品

化した．製品化の優先度を上げた主な理由は，本邦の乳がん患者は増加の一途をたどっており，乳がん

に罹患する患者の若年化も顕著であることが社会問題化していることが大きい．また，マンモグラムは，

乳がんを示す所見の検出に限られており，コンピュータが検出を支援すべき対象が明確であることも主

な理由であった．図 1 に，コニカミノルタから製品化したマンモグラム支援診断システムを示す．

REGIUS コンソールによって，輝尽性蛍光体を用いてディジタル化された CR（Computed Radiography）
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画像を生成し，マンモグラム用ビューワと CAD 処理を行う CAD 装置に画像を同時に送付する．CAD

装置では乳がんの所見となる腫瘤陰影と微小石灰化クラスタに関する画像所見をコンピュータが検出

し，処理結果をマンモグラム用ビューワに送信するといった構成となっている．本 CAD システムは現

在も発売されており，特に，微小石灰化クラスタに関しては，非常に細かい画像所見を読影しなければ

ならない医師の負担が大きい中，高い検出精度もあり，好評を博している． 

 

 

胸部単純 X 線画像は，多種類の胸部疾患の存在診断を対象にできるため，最も多く撮影される画像で

ある．一方，構造物がオーバーラップされて撮影されるため，医師による読影が難しいとされている．

このように臨床上の重要性が高く，CAD（もしくは AI）の対象として優先度が高い撮影部位であるが，

多くの胸部疾患が対象になるが故，複数の画像所見を対象とした CAD を研究開発する必要がある．こ

のため，開発期間もかかり，また，誤って正常組織を指摘する False Positive（FP）の数も対象とする病

変の種類の多さに比例して多くなるため，問題となることが多い．このため，臨床上の重要さに対して，

第 2 世代の AI 技術では，製品化が難しい撮影部位であった．そこで，コニカミノルタでは，特定の画

像所見を検出するという考え方より，不要な成分を減弱するというコンセプトで解析された画像を提示

するほうが，有用にご利用いただけると考えた．いわば，引き算の考え方で医師に付加価値画像を提供

するという考え方である．この考え方では，経時的な変化がない部分を減弱し，変化がある領域のみ強

調する経時差分処理[1,2]はこの代表格である．図 2 に経時差分処理の一例を示す．比較したい同一患者

の過去の画像を現在の画像に合わせて複雑に変形することにより位置を合わせたあと，画像間の差分を

図 1 コニカミノルタのマンモグラム用コンピュータ支援診断システム．腫瘤陰影や微小石灰化 

クラスタに関する画像所見を自動で検出し，画像上にマークを表示する．マンモグラム用 

ビューワでは，専用のコントローラでマークのオン・オフが可能となっており，医師に， 

CAD の検出結果を第二の意見として利用していただくことを想定している． 
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計算することにより，変化があった箇所をわかりやすく表示する． 

 

同様のコンセプトの製品に，Bone Suppression 処理がある[3]．これは，病変にオーバーラップして

しばしば見落としの原因[4,5]となる鎖骨や肋骨に関する信号を減弱することにより，胸部単純 X 線画

像上で検出できる肺野の画像所見を見やすくするのが目的である．コニカミノルタの Bone Suppression

処理は，各社の DR（Digital Radiography）システムおよび CR（Computed Radiography）システムで

取得された胸部正面画像を入力とし，肋骨および鎖骨の信号を減弱した BS 画像を生成する．その有効

性は，肺がん[6]や結核[7]の検出に対して報告されている．図 3 に，Bone Suppression 画像の効果が期

待できる症例の例を示す． 

 

 

図 2 経時差分（Temporal Subtraction）処理の一例．過去の撮影に対し，変化（改善／改悪）が 

あった箇所を白，もしくは，黒で表示する． 

図 3 Bone Suppression 画像の効果があった症例．右肺外胸郭付近のノジュールの視認性が向上 

している． 
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3．第 3 世代の AI の研究開発状況 

 Deep Learning の時代といわれる第 3 世代 AI では，多くの新たな研究者やスタートアップ企業が医

用画像領域に参入していることもあり，性能向上だけでなく，新たな AI の使い方も提案され始めてい

る．疾病の検出という観点においては，例えば，ホールスキャンの超音波を使用した乳がんの検出では，

AI をセカンドオピニオンではなく，医師が同時に使用する Concurrent 型の AI を FDA が認めている．

また，眼底写真を用いた糖尿病性網膜症の検出では，重度の網膜症に限られるようだが，専門医がいな

い中，AI の結果を利用可能とするような，いわゆる，First Reader としての使用も FDA は認可し始め

ている．First Reader の考え方を実際の臨床の場で広く適用することは，非常に難しいと考えられるが，

長年の間，AI（もしくは，CAD）は，Second Reader としての使い方に限られてきた中，このような製

品が出てきていることは大きな変化であると考えられる．一方，アカデミアでは，Second Reader の目

的に対する研究の対象として，予測や処方まで含めた研究が広まってきており，AI が期待される領域が

広がりを示している（図 4）．一方，従来のセカンドオピニオンとしての使用の中でも，コンピュータが

異常と判断する領域にマークを付加するだけでなく，新たな考え方が生まれている．トリアージ型 AI

は，画像撮影後，即座に AI による解析を行い，異常が検出された場合は専門医に連絡することにより，

画像の撮影から専門医が異常症例へアクセスする時間を大幅に短縮することや，AI によって何らかの

基準で優先順位を決めて，読影する医師を振り分け，効率及び診断性能を最適化する．更に，診断性能

の Quality Assurance(QA)の目的で AI を使用する考え方は，画像解析と自然言語解析の精度が上がって

きたことにより，現実味を帯びてきた．ここでは，撮影された画像を医師と AI に同時に送付し，医師

は通常の読影としてレポートを作成する．医師によって作成されたレポートは，言語解析により異常の

有無が判断され，AI による画像解析結果と相違が発見された場合にのみ，別の（もしくは同じ）医師に

再度読影を促す（図 5）． 

図 4  長年の間，医師に第二の意見を提示する CAD の研究が中心であったが，最近になって， 

FDA は，Concurrent 型や 1st Reader 型の AI を認可し始めた．産業界が図の右に向かう一方， 

アカデミアでは，医用画像と遺伝子データを扱う Radio(geno)mics の研究において，最適な 

治療方針の予測や処方を支援する AI の研究が加速しており，AI が期待される役割に 

関しても．広がりがみられる． 
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4．コニカミノルタの AI の最新の研究開発状況 

 前章で紹介した AI の動きがある中，コニカミノルタでも医用画像を用いた AI の開発を進めている．

コニカミノルタでは，X 線用の Flat Panel Detector(FPD)，超音波装置，医療 IT 機器のプライマリケア

領域への自社デバイスの強みを加速するため，プライマリケア AI として，検査，検出，診断の領域に

効率化，診断性能の向上を目標に AI を順次導入していく予定である（図 6）．本稿では，それぞれの領

図 5 トリアージ型(a)：画像の撮影後，即座に AI により解析を行い，異常の可能性が高い症例だけ 

医師のスマートフォンなどに通知するシステム．トリアージ型(b)：AI の解析結果を優先順位と 

して出力し，読影先を振り分けるシステム．QA 型：1 次読影の医師と AI の判断結果が異なる 

場合にのみ，再読影するシステム． 

図 6 プライマリケア AI の概念図．コニカミノルタでは，検査，検出，診断の領域を 

3 本柱とし，順次，AI 製品を導入予定である． 
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域に導入予定の AI について例を紹介していく． 

 

4.1．プライマリケア AI：検査の AI 

 検査の領域に対する AI としては，X 線検査の効率化を AI により実現することを目標としている．コ

ニカミノルタでは長い間，画質を向上することに画像解析の技術開発を進めてきた．AI はさらなる画質

改善を加速する可能性があるだけでなく，X 線検査を広く効率化する可能性があると考えている．近年，

一般撮影でも医療安全と効率化の社会的要請が高まってきている中，ポジショニング、撮影、画像調整、

検像、被ばく線量管理といった一連の一般撮影のワークフローの効率化と安全性の向上を AI 活用によ

り，実現していくことを検討中である．この AI の一例として，再撮影の減少をターゲットとしている．

Digital Radiography（DR）の広がりにより，簡便に撮影されるようになった一方，再撮影は，近年，増

加傾向にある．施設によっては全体の 30％になるというデータもあり，医療安全だけではなく，効率の

観点からも大きな課題となっている（図 7）．コニカミノルタでは，自動検像システムによりポータブル

撮影や関節撮影などポジショニングが難しい様々な撮影の欠損、異物、アライメント異常などを検出す

る AI の開発を進めている． 

 

 

4.2．プライマリケア AI：検出の AI 

 検出の領域に対する AI としては，胸部単純 X 線画像の AI 開発を最重要とし，Enlitic 社／丸紅社と

の共同開発により製品化を進めている．第 2 世代 AI においては，対象とする画像所見が多く，実質上，

対応不可能であったが，Deep Learning によるアプローチでは，画像所見ごとにアルゴリズムを開発す

る必要はないことが，再度，注目を集めている一つの要因となっている．また，Deep Learning では，

大量の画像を学習することにより，高い検出性能が期待できるが，胸部単純 X 線画像は，世界で最も多

く撮影されている画像であり，大きなデータベースを作ることが比較的容易であることが，Deep 

Learning のアプローチとも相性がよい．現時点では，Enlitic 社の AI に対し，日本人のデータを用いた

改良を進める一方，日本人のデータに対する性能評価を進めているところである．胸部単純 X 線画像用

の AI が完成した暁には，先に紹介したトリアージ型システムや QA 型システムとして製品化を目指し

図 7 再撮影の割合と原因，部位について（コニカミノルタ調べ）． 
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ている． 

 

 

 

 

4.3．プライマリケア AI：診断の AI 

 診断の領域に対する AI の例としては，コニカミノルタが昨年度新たに市場に投入した X 線動画像の

解析ワークステーションである KINOSIS に搭載する AI の開発に注力している．静止画像では，解剖学

的構造の異常／正常を判断することが目的であったが，胸部単純 X 線画像を短時間に複数枚撮影するこ

とにより動画像を作成し，その画像を解析することで，動きや，さらには，機能までも可視化し，定量

化することが期待されており，この実現に AI 技術の導入を検討している． 

まず，動きの表現では，肺野内の硬さや横隔膜の移動の滑らかさを可視化・定量化することが可能と

なり，横隔膜の動きからは，COPD などの定量的な病状の把握や，術後の回復度合いの客観的な評価に

図 8 AI による検出結果の一例． 

図 9 KINOSIS．X 線動画像用の解析 WS 
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効果を発揮することが期待される[8]．また，喘息患者と COPD 患者の 20～40%にみられるという中枢

気道虚脱のような呼吸をする中で症状が確認される異常に対しても，自動で気道を抽出し追跡すること

により比較的容易に診断がなされることが期待されている．AI の技術は，横隔膜や気道の抽出や追跡の

精度向上へ導入することを予定している．  

また，機能の表現では，信号値の変化量や心臓の拍動と同期した信号を抽出することにより，胸部単

純 X 線像のような簡便な撮影で，呼吸機能や循環器機能が評価できる可能性があり，注目を集めている．

呼吸機能の評価[9,10]では，呼吸に伴う肺組織密度の変化によって生じる画素値の変動に着目し，換気

機能と相関する情報を可視化・定量化することにより，COPD などの診断につなげる．一方，循環器機

能の評価 [11,12]では，左心室領域の拍動周期と相関がある信号成分を抽出することにより，血流の変

化量を定量化することにより，肺塞栓症などの診断に利用されることを想定している（図 10）．これら

の機能に関する信号は，非常に微細な変化であることが多く，体動の補正など比較すべき信号を正しく

とらえることに AI の技術を開発している． 

 

5．おわりに 

 現在は第 3 世代の AI ブームといわれており，AI という言葉自体は非常に古く広い概念である．第 1

世代の AI 技術は，実用上の課題解決に限界があったとされているが，第 2 世代の技術では，医師の読

影知識を特徴量としてコンピュータに教え込ませる手法により一定の成果があり，さらに，第 3 世代で

    Control case                  COPD patient 

    Control case                  COPD patient 

(a) 換気情報の可視化による正常症例と COPD 患者の比較 

(b) 血流情報の可視化による正常症例と COPD 患者の比較 

図 10 動画像上の信号変化をとらえ，換気や血流といった機能と相関ある成分を可視化している． 
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は，画像自体をコンピュータに学習させることにより，さらなる性能向上が実現できるようになってき

た．ただし，第 3 世代の技術を用いても，データを Deep Learning で学習させるとすぐ高性能の結果が

得られるわけではないことが多い．その一つの理由が集められる（正解）データの限界にあるが，最初

によい結果が得られなかった場合は，開発者が持っている（もしくは，医師から共有される）臨床知識

を AI に学習させるように“調整”することで性能を向上させる工夫が行われる．ここに，コニカミノル

タの得意な画像やフィールドの知識や長年の経験が生きる余地が存在している．また，AI が医師の支援

として利用される以上，AI 開発の技術力と同等以上に重要なのは，医師が AI を使用した際に最高の効

果を得られるような AI システムの提供方法や，AI の利用に関するトレーニング方法・評価についての

ノウハウもコニカミノルタの AI の第 2 世代からの AI の研究・開発の経験が生きてくる領域である．こ

のような強みを生かし，今後も臨床の場で有効に使っていただける AI の開発を加速していく予定であ

る． 
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医用画像分野における AI の実際と可能性 

ザイオソフト株式会社 西方弘美 

はじめに 

第 3 次人工知能（Artificial Intelligence：以下 AI）ブームと言われて久しいが、ここ数年ではビッグ

データの普及などの背景から AI はさまざまな分野で実用化され、日常生活の一部となりつつあり、ブ

ームは過熱の一途をみせている。 医療分野においても日々AI に関する研究や実用化のニュースも途切

れることがなく、メディアでも頻繁に取り上げられ、いまや AI という言葉を聞かない日はないほどで

ある。しかし、ひとくちに AI といっても、その定義はあいまいでありその範囲も広く、AI 搭載と謳っ

て巷をにぎわす機能も、それを実現する技術は多種多様である。 弊社製品においても、目的の機能に

合わせてさまざまな技術を採用し実装している。 

 本稿では、いま一度「AI とは何なのか」整理をしつつ、それらの中核をなす技術と弊社製品をはじめ

として医用画像分野での応用について解説するとともに、今後の利活用の可能性について述べたい。 

 

そもそも AI とは何なのか 

AI、Artificial Intelligence とは何なのか。先に触れたように研究者により解釈もさまざまで厳密な定

義はない。そもそも知性や知能の定義がないため、人工知能を定義することが困難であるといわれてい

る。一般的な解釈としては「人間の知的な判断や作業を模倣するための概念や技術」ということになる

だろうか。 AI の歴史は古く、概念そのものは 1947 年頃に提唱されており、Artificial Intelligence と

いう言葉じたいは、1956 年に米国で開催されたダートマス会議での人工知能に関する提案書のタイト

ルで初めて使用されたという１）。このあたりが AI の幕開けといえるだろう。そして、現在の AI ブーム

の中核ともいえる深層学習（Deep Learning）の原型であるニューラルネットワークをはじめ、礎とな

る研究が数多く行われ、第 1 次 AI ブームを迎える。 ソフトウェアの概念を生んだ「プログラム内蔵

方式」が考案されたのが 1946 年。その後真空管からトランジスタ、LSI へ、コンピューターそのもの

図 1 AI の歴史とブームの変遷 
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も進化していった時期と重なる。AI はまさしくコンピューターの発展とともに発展していったと思われ

るが、その研究の発展やブームの隆盛は右肩上がりというわけではなく、過去何度かのいわゆる「冬の

時代」があった。だからこその現在の第 3 次ブームなのである（図 1）。 

 

第 1 次ブームと言われる 1950 年代の後半から 60 年代にかけては、コンピューターにより「推論」や

「探索」が可能となり、ルールやゴールの定められた特定の問題に解を提示できるようになった。たと

えば単純な数式を解いたり迷路で経路を探索してゴールにたどり着いたりといった知的な行動ができ

るようになった。さらに、機械学習やニューラルネットワーク、自然言語学習など多くの研究が始めら

れ、AI への期待も大きく高まっていくなか、巨額を投じた当時の最新鋭のコンピューターをもってして

も明確なルールが定義された簡易な問題にしか対応できず、AI に対する失望感も生まれブームは終焉を

迎える。コンピューターの黎明期、コンピューターそのものが目新しかった時代、これら多くの知的な

成果は未来の可能性に大きな期待を募らせ、そのぶん反動も大きかったに違いない。こうして最初の冬

の時代となる。 

その後、専門的な知識をルールとして記述しておくことで、それに基づき専門家の意思決定を再現す

る「エキスパートシステム」2）が研究開発され、コンピューターの性能向上と普及に伴い、ブームは再

び訪れる。日本においても当時の通産省による第 5 世代コンピュータープロジェクトにより巨額の予算

が投じられた。 伝染性の血液疾患を診断して必要な抗生物質を推薦する「Mycin」など、医療分野で

の応用にも期待が寄せられた。しかしながら、正確性を期すために必要とする膨大な専門知識をインプ

ットすることは非常に困難であり、また想定外の内容にも対応できないなどの限界も明らかとなり、実

用化には至らず、こと日本においてはバブル崩壊による資金不足も影響し、再び長い冬の時代を迎える

ことになるのである。 

機械学習は大量のデー

タから特徴を抽出して得

られたパターンにより予

測や識別をするものだが、

2000 年代に入りビッグデ

ータが活用できるように

なり、加えてコンピュータ

ーの処理性能の向上とい

った背景のもと、大きく進

化していった。一方でニュ

ーラルネットワークの研

究も同様に冬の時代を経験し

ながらも進められていた。ニューラルネットワークは、脳神経系を数理モデル化したもので、複数の入

力に対して 1 つの値を出力する素子（ニューロン）を多数配線したものである（図 2）。当初のコンピュ

ーターの性能では脳の神経回路の階層構造とはほど遠い入力層と出力層のみの単純な構造で、学習でき

る内容にも限界があったが、単層から多層化することで当初の問題が解決できることが明らかになった

ものの、学習データの不足などから十分な精度を上げることができずにいた。しかし、2006 年にこの

多層ニューラルネットワークを用いた機械学習技術である深層学習が提唱され 3）それが火付け役となり、

図 2 多層ニューラルネットワーク 

ニューロンと層が増えることで情報伝達や処理も増加し精度が向上する 
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いまも続く第 3 次ブームとなる。2012年に画像認識コンテスト ILSVRC（ImageNet Large Scale Visual 

Recognition Challenge）で深層学習が圧勝しその精度の高さが脚光を浴び 4)、ブームは加速化する。そ

の後の盛り上がりは既知のとおりであるが、2015 年には囲碁 2017 年には将棋において AI がプロに勝

利したことは記憶に新しい（手前味噌であるが、2017 年に電王戦において名人に勝利した将棋ソフト

を翌年打ち負かした最後の電王トーナメント王者は、弊社社員の開発したソフトウェアである）。 

 

AI は深層学習だけではない  

これまで簡単ではあるが AI 技術の変遷をブームの隆盛を背景に説明させていただいたが、ひとくち

に AI といっても多くの技術が内包されるものであることがおわかりいただけただろうか。いま私たち

の生活を便利にしている AI 技術も、ブームの中心にある深層学習だけではなく、目的に応じたさまざ

まな技術によってその快適さを実現している。本項では、それらを整理しながらもう少し詳しくご紹介

する。 

 

さて、前項でも述べたよ

うに機械学習は、大量のデ

ータから規則性や類似性

などを抽出し予測や判断

を行うものである。機械学

習の先駆者であるアーサ

ー・サミュエルは「明示的

にプログラミングするこ

となくコンピューターに

学ぶ能力を与えようとす

る研究分野」だとした５）。

つまり、人間がすべてをプ

ログラムすることなく、データをAIが解析し自立してルールや法則性を見出し判断するというものだ。

これにより、人間が自然と行っている学習能力を実現しようというものである。そのためには、まず何

に着目して判断をするか、何をもって正解とするか、人間が設計する必要がある。 

 たとえば、いくつかの果物の画像からりんごの画像を正解として示し、そのうちどの特徴に着目す

るかを設計しておくと、別のりんごの画像を見ても自らの学習によりりんごを判別することができると

いうものだ。 

そして深層学習は、どの特徴に着目するかといった設計を、多くのデータからその特徴を解析し人の

手を介さずに行う。 深層学習では人の手を介さないぶん、その精度を高めるためには、より多くのデ

ータが必要になり、またそのデータの選定も慎重になる必要があるが、データは多ければ多いほど精度

が高まるということである。だからこそビッグデータ時代に加速度的に精度を上げることができたとい

えるだろう。 

機械学習も深層学習もそれぞれ個々に進展してきたものであるが、深層学習は機械学習の手法のうち

の 1 つにすぎない。 表１６)は AI の代表的な研究テーマを整理したものだが、見ていただければわかる

図 3 機械学習と深層学習の違い 
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とおり、ここに挙げただけでもその種類は多岐にわたり、機械学習と深層学習に限らずそれぞれ相互に

関与するものも多い。さらに実用化にあたっては、複数の技術を組み合わせて用いられていることから、

単に「AI を用いた○○」と言ってもどの技術が利用されているかは一言で説明するのは難しいものもあ

るだろう。 

 

名称 概要 

推論・探索 「推論」は、人間の思考過程を記号で表現し実行するものである。「探索」は、解くべき問題をコ
ンピューターに適した形で記述し、探索木などの手法によって解を提示する。探索の手法は、ロボッ

トなどの行動計画を、前提条件・行動・結果の 3 要素によって記述する「プランニング」にも用い
ることができる。 

対話システム コンピューターが人間と対話するための技術であり、古くは 1964 年に MIT で開発された「イラ
イザ（ELIZA）」が知られる。現在のボット（bot）の原形である。その後、米国国防高等研究計画局

（DAPRA）の資金提供を受けて SRI インターナショナルが 2003 年から開発に取り組んだ対話システ
ムが、アップル社の「Siri」へと結実している  

エキスパートシステム 専門分野の知識を取り込んだうえで推論することで、その分野の専門家のように振る舞うプログラ
ムのこと。1972 年にスタンフォード大学で開発された「マイシン（MYCIN）」という医療診断を支援
するシステムが世界初とされる。その後、エキスパートシステムが保有するべき知識をいかに多く保

持させるかが課題となり、1984 年には一般常識を記述して知識ベースと呼ばれるデータベース化す
る取り組み「サイクプロジェクト」が開始された。 

オントロジー オントロジーとは、概念化するための明示的な仕様と定義される。コンピューターが必要とする知

識について人がすべてを記述することは困難であるとの立場から、知識の記述方法を研究する 。IBM 
による「ワトソ（Watson）」は、このようなオントロジーの仕組みをも搭載したエキスパートシステ
ムの例である  

データマイニング ビッグデータのような大量のデータから、知られていなかった意味のある情報を抽出する技術であ
る。オントロジー研究のうち、コンピューターがデータから概念間の関係性を自動で見つけるアプロ

ーチをとる場合、データマイニングと相性がよい 

機械学習 コンピューターが経験からルールや知識を学習し、タスクを遂行する能力が向上する技術であっ
て、分類・回帰・特徴選択・異常検出といった用途に用いられる。データを生成する確率分布を推定

することで解析する生成的アプローチと、2000 年代に脚光を浴びた、データを生成する確率分布を
推定せずに直接パターンを認識するサポートベクトルマシンのようなタスク特化型アプローチがあ
る 

ニューラルネットワーク 機械学習におけるアルゴリズムのひとつであり、ディープラーニングの基礎となっている。1940 年
代から続く研究であり、人間の脳神経回路を情報処理の階層によって模倣する。ニューラルネットワ

ークをあらかじめ構築する学習フェーズと、問いに対する解を提示する予測フェーズに分かれる。伝
統的な学習方法に、誤差逆伝播法がある。当初は入力層と出力層の 2 階層だけで構成されたため、
線形分離しかできないとの限界が指摘された。その後、間にある隠れ層を構成することで複雑な処理

が可能になり飛躍的に発展した。 

深層学習 ニューラルネットワークを用いた機械学習における技術のひとつである。情報抽出を一層ずつ多階 
層にわたって行うことで、高い抽象化を実現する。従来の機械学習では、学習対象となる変数（特 徴

量）を人が定義する必要があった。ディープラーニングは、予測したいものに適した特徴量その も
のを大量のデータから自動的に学習することができる点に違いがある。精度を上げる（ロバスト性 を
高める）手法と、その膨大な計算を可能にするだけのコンピューターの計算能力が重要になる 

表１：人工知能（AI）の代表的な研究テーマ  

※総務省「ICT の進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」（平成 28 年）６)より抜粋一部改変 

 

今後研究がさらに進

んでいくなかでデータ

は増え続け、コンピュー

ターも進化し続けるこ

とを考えると、機械学習

や深層学習の精度の向

上にともなう応用範囲

は計り知れず、期待が強

まることは無理もない

が、それぞれが単独で機
図 4 機械学習システムをとりまくさまざまな要件 7) 
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能を実現できるわけではなく、これらをはじめとする多くの技術が複合的に使用されていることも多い。

またこれら機械学習を有用なシステムとして成り立たせるためには、機械学習コードやデータだけでは

なく、図 4 に示す通り、重要な要素が数多くあり、それらが密接に関わって実用的なシステムとなりう

るのである 7）。 

 

実際のサービスにおいて AI が活かされる機能には、「識別」「予測」「実行」という大きく 3 種類が

あるといわれる６）。たとえば、車の自動運転では、画像認識や音声認識から得られた情報に、地図情報

や運行情報その他の状況を「識別」し衝突の可能性を「予測」し最適な目的地までの経路を考慮して運

転を「実行」する。このようにさまざまな機能やそれぞれの領域に適した形で複合的に実用化されてい

るのである。機械学習や深層学習により、特に画像認識における識別や予測の精度があがることで、そ

の実用の可能性の幅が大きく広がった。画像だけでなく動画や音声といった情報を組み合わせたマルチ

モーダルな認識やまた

数理最適化などその他

の技術と組み合わせる

ことで、複雑な現実的

な多くの問題への対応

も可能になると思われ

る。そしてより私たち

の生活に AI が密接に

関わりあうことで必要とされるデータもさらに蓄積されさらに拡大していくと思われる。 

 

医療分野における AI 技術 

さて、医療分野においてはさまざまな領域

で AI が応用されつつあるが、得られる情報

の多い医用画像解析が特に早く進んでいる

領域であるといえるだろう。 AI と呼ばれ

るものには多くの技術が内包されるもので

あることは前述のとおりであるが、本項では

そのうち現在も成果を上げており医療分野

でも応用されているいくつかの技術につい

て実例を挙げながらご紹介させていただく。 

 

１） ルールベース 

求める結果を得るために「どのような条件が成り立つとき何をすべきか」人間がルールを設計し記

述しておき、そのルールに従いコンピューターにより処理させるもので、第 2 次 AI ブームの説明

の際に挙げた、「エキスパートシステム」の考え方を継承するものと考えられる。 複雑な条件から

適切な回答を導きだすルールベースでは、当社製品をはじめとするソフトウェア製品をはじめ日常

図 6 人工知能(AI)の種類 

AI には多種多様な技術が内包されている 

図 5 AI の実用化における機能領域 ６）  
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的にも多くの技術で活用されており、現在のブームのなかにおいては旧来の技術であると思われが

ちだが、ある程度定められたルールがあるものであれば、ルールベースのほうが機械学習などより

も適しているものは多く存在する。たとえば、レシートだけで自動で仕訳する経理会計ソフトやエ

アコンの自動温度制御など私たちの日常で定番となっている身近なもので実用化されている。弊社

製品である「Ziostation2」においても、冠動脈や大腸の抽出、MRI 画像による脳抽出など多くの

解析ソフトウェアに活用されている。 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 冠動脈や大腸などの自動抽出 

 

２） 数理最適化 

 さて、機械学習や深層学習に隣接する数学的なアプローチとして、数理最適化という技術がある。

どういったものかというと、ある条件下での最適な状態を数理的に求めるもので、複数ある解の候

補から特定の目的にとっての最適解を見つけ出すものである。よく挙げられる例に席替え問題があ

る。席替えにおいて個々のさまざまな希望や条件をできるだけ満たす席の配置を求めるというもの

がある。個々の生徒の座席への希望や教室運営上望ましい状態を点数化し、また必ず満たすべき制

約を定式化し、その範囲内で適合度（点数の合計）が最大となる解を導く。たとえば、近くに座る

と喧嘩をしてしまう生徒同士や後ろに座ると居眠りをする生徒など、希望以外の条件も定式化して

追加していけば、そうした条件にも柔軟に対応することができる。このように現実に実行可能な制

約条件を考慮したうえで具体的な目的に即した最適解を出すこの技術は、非常に実用的であり、一

般的には、限られた制約のなかで最大限の成果をあげる業務の効率化であったり、最大限の利益を

生む販売方法であったり、多くのシーンで活用されている。数理最適化は、人間では単純に計算し

きれない大規模で複雑な制約や条件があればあるほどその真価を発揮するものであり、高度なプロ

グラムに基づいた処理だからこその確度がありながら、ルールベースにはない柔軟性がある。緻密

な観察に基づく立式とその効率的な計算方法により、膨大な 4D 画像情報から診断・治療に有用な

物理パラメーターを正確に抽出する「PhyZiodynamics」は当社独自の数理最適化応用の最たる例

であり、当社の高い技術開発力なくしてはなし得ないものであると自負している。また、機械学習

や深層学習は、学習データのもとでの適合性を最大化するような数理最適化の問題とみることもで

きる。 
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「Ziostation2」では、「PhyZiodynamics」による各種位置合わせや分離、自動骨除去機能など、操

作性を向上する機能で多く応用されている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８  

パフュージョンの複数位相の位置合わせなど 

多くの解析アプリケーションで応用 

 

 

３） 機械学習・深層学習 

前述したように、機械学習や深層学習では、ルールベースや数理最適化のようにプログラムにより

明確に記述するのではなくデータから学習することによって予測するものである。利用できるデー

タの増大とあいまって、特に深層学習においては医療分野、こと医用画像解析において多くの成果

が報告されている。8,9）  

「Ziostation2」においても機能に機械学習や深層学習を応用した独自の認識技術 RealiZe

（Recognition of Exact Anatomical 

Landmark Information with Ziosoft 

Enhancement）として多くのアプリ

ケーションに実装している。これによ

り、これまで CT 値などに依存してい

た抽出やセグメンテーションが非造

影の血管や組織でも行えるようにな

った。今後さらに多くのアプリケーシ

ョンに実装し活用の幅を拡げていく

予定である。 

 

 

 

 

 

 図９非造影血管解析 

非造影データでの血管抽出を実現  
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ここまで述べたように医療分野における AI 活用の事例はまだまだ増え続けその応用範囲や可能性へ

の期待も大きい。こと深層学習においては、今後さらに技術が進みデータが蓄積されていけば、さらに

進展し続けていくことだろう。今後一層期待が高まる領域はコンピューター医用画像診断支援システム

（いわゆる CAD）の領域である。しかしながら、多くの研究により有用な成果をあげている深層学習

であるが、ことさら医用画像診断支援システムとして製品化を目指していく場合には依然として課題は

残る。現状では深層学習においてデータから結果が導かれるまでのプロセスはブラックボックスと言わ

れ、なぜそのような結果となるか解き明かすことが非常に困難だとされる。昨年厚生労働省より公表さ

れた「人工知能技術を利用した医用画像診断支援システムに関する評価指標」10）によれば、学習や評価

に用いたデータの詳細を医療機器としての申請時に記述することを規定しており、過学習などの問題も

あり、学習と評価では別データを用いる必要があるため、より多くのデータを必要とする。また、医療

機器製品として承認時の機能が事後の学習によって変わってしまう可能性など、実際の実用にいたるま

での課題は残されている。 

 

おわりに 

先日、テレビ番組でプロの歌手と AI が対決するという番組を観た。声を発することを覚えるところか

ら始まり、多くの情報から学習により実現したその歌声は、所詮は機械の出す音だとタカをくくってい

た筆者の予想に反して、非常にテクニカルで、かつ抑揚もあり抒情的ですらあると感じるほどで、当然

音程やテンポが狂うことはなく、完璧なようにも思えた。しかし、いざ人間である歌手の歌を聴くと、

歌う人の想いが息づかい、盛り上がりでのほんのわずかなピッチの乱れとなって、AI では表現しきれな

い”人間ならでは”の魅力にあふれていた。 東京大学の松尾豊准教授によれば、AI には、一見すると専

門家（すなわち大人）が行うことを実現できるが人間による作りこみを要するものを「大人の AI」、子

供のできることを実現する「子どもの AI」があるという。深層学習は後者である。80 年代当初よりい

われていた「高度な推論よりも感覚運動スキルのほうが多くの計算資源を要する」という、モラベック

のパラドックスが深層学習の登場で実現できるようになった。子どもに無限の可能性があるように、深

層学習を中心とした AI にも無限の可能性があるだろう。AI が“歌声”という非常に人間的なものを再

現できるようになっても、人にしか出せない魅力の再現にまでいたっていないように、人だからこそで

きるものがある。そして今後より進展を遂げ、AI で実現できることがさらに拡大していったとしても、

それを扱い利用するのは“人”である。当社では、AI をはじめとする技術を“人”が有用に活用できる

実践的なソフトウェアをこれからも開発し続けていく所存である。 
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人工知能の時代における多臓器読影支援 

 
シーメンスヘルスケア株式会社 鈴木貴士   

 
 

多くの有用な独立型人工知能（AI）アルゴリズ

ムがすでに臨床で医用画像の読影に使用されてい

るが、日常の放射線医学においてテクノロジーを

より広範に実装するには、多臓器画像の読影とレ

ポートを支援して増強し、既存のワークフローや

IT アーキテクチャに容易に統合できる、汎用性の

ある AI プラットフォームが必要となる。自律性が

向上したこのようなインテリジェント支援システ

ムは、放射線医学全体の効率性と精度を高め、そ

れによって増大する作業負荷を緩和し、診断エラ

ーを減少させることが見込まれる。 

胸部イメージングがその典型的な用途であり、

これは多くの場合、複数の臓器や解剖学的構造の

評価を含んでいる。この場合、統合型 AI プラット

フォームを使用すれば、さまざまなバイオマーカ

ーに基づいた測定を自動化し、疑わしい病変を強

調して特徴づけ、構造化レポートを作成できる。

これにより、病理所見の見落としの数も大幅に減

少するはずである。同様に、全身スキャンの読影

は、将来、マルチモーダルによる多臓器 AI 支援シ

ステムによって利益が得られる可能性がある。 

 

はじめに 

 

放射線医学における AI の包括的な使用に向けて 

 

 人工知能（AI）を活用した医用画像の読影は、

臨床的現実になりつつある。この技術は、学会や

メディア報道で最も先を見据えた論題のひとつで

あることは間違いないが、多くの特定の AI アルゴ

リズムの実用性と利点がすでに証明されている。 

 

したがって問題は、AI が原理的に画像解析に有利

かどうかではもはやない。ほとんどの専門家はす

でに AI の使用を疑っていない。現在の課題はむし

ろ、インテリジェントソフトウェアを使用して日

常的な状況で放射線科医の仕事を進展させること

であり、それによって、分野全体の付加価値を著

しく高めることである。実際、医用イメージング

における AI は、医師の体験を向上させ、燃え尽き

を防ぎ、それによって医療の「 4 つの目標

（Quadruple Aim）」の重要な 4 番目の要素を守

ることが期待できる（Bodenheimer & Sinsky 

2014）。一部の専門家は、 放射線科医が AI で

「増強」されると話している（Liew 2018）。 

 

「主流市場には、生産性の向上が証明さ

れている、エンドツーエンドのAIを活

用したソリューションが必要とな

る。」 

出典：Harris 2018 

これには、さまざまな臓器やモダリティに対して

簡単な方法でイメージングを支援するソフトウェ

アプラットフォームが必要となる。既存の AI アプ

リケーションは通常、個々のタスクに特化した独

立型ソリューションであるが、このテクノロジー

のより広範な実装は、既存のワークフローと IT ア

ーキテクチャにシームレスに統合可能な、汎用性

のある支援システムに基づいたものになる。「医

用イメージングにおいて AI を検討する場合、深層

学習アルゴリズム単独では完全なソリューション

ではなく、単なるコンポーネントでしかない。主

流市場には、生産性の向上が証明されている、エ

ンドツーエンドの AI を活用したソリューションが

必要となる」と医療技術コンサルティング会社

Signify Research は最近の分析を力説している

（Harris 2018）。 

 

このような統合型 AI プラットフォームを使用して、

たとえば胸部 CT で複数の解剖学的構造をより迅

速かつ正確に評価したり、将来的に全身スキャン

を評価したりするための戦略が現在生まれつつあ

る。これによって、AI は放射線医学における横断

的技術となると考えられ、読影を支援する側面で

明らかに有用である。 

 

AI はすでに、現在の医用画像の読影で部分的に現

実となっている 

 

アプリケーションのさまざまな分野の事例研究

から、明らかに AI に利点があることがわかってい

る。AI を活用した画像の読影は、すでに部分的に

現実となっている。 
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よく知られた例として、手の X 線画像に基づく小

児の骨年齢の評価が挙げられる。たとえば、デン

マークの研究者らが画像解析ソフトウェアを開発

してヨーロッパで承認されてから久しくなり、現

在では約 100 施設でこの目的で日常的に使用され

ている（Thodberg et al. 2009, Thodberg 2017）。

深層学習システムを使用した最近の研究によると、

自動解析によって、実際に放射線科医が時間をか

けて読影した診断とほとんど変わらない骨年齢結

果を示した。（Hyunkwang et al. 2017）。手首

の骨折を検出する別のアルゴリズムが実証されて

おり、それによって救急部門に整形外科医の専門

技術がもたらされている（Deep neural network 

improves fracture detection by clinicians. Robert 

Lindsey, Aaron Daluiski, Sumit Chopra, 

Alexander Lachapelle, Michael Mozer, Serge 

Sicular, Douglas Hanel, Michael Gardner, 

Anurag Gupta, Robert Hotchkiss, Hollis Potter, 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 

Oct 2018, 201806905; 

DOI:10.1073/pnas.1806905115.）。 

 

AI の支援による結核スクリーニングは、医療資源

が限られていて放射線科医が少ない地域で特に著

しい普及が見られる。多くの発展途上国では今日、

胸部 X 線の機械解析を効果的に使用して、疾患の

可能性が高く、精密検査を受ける必要がある人を

特定している（Philipsen et al。2015）。 

  

結核の検出に関連する手法は、人工ニューラルネ

ットワークで明確に分類できない胸部 X 線写真の

みを放射線科医が調べるというものである

（Lakhani＆Sundaram 2017）。 

 

同様に、他のイメージングモダリティの AI アプリ

ケーションは、日常の条件下でその価値を証明し

ている。米国の医療ネットワークにおける 3 ヵ月

の臨床実装段階で見られたように、頭蓋内 CT で

は、インテリジェントアルゴリズムを用いて数秒

で評価を行って未知の頭蓋内出血を検出し、放射

線科医が迅速に読影できるようにスキャン画像に

優先順位をつけることができるため、命を救えた

症例もあった（Arbabshirani et al.2018）。肺癌

や肝臓癌の解析などの他の多くの AI アプリケーシ

ョンは実用的な開発段階にあり、現在ではアルゴ

リズムの臨床使用が米国食品医薬品局などの当局

によって次々と承認されている。 

 

より広範囲の AI 実装：日常的な統合型ソリューシ

ョンの必要性 

 

これらの例は放射線医学にとっての人工知能の

計り知れない可能性を強調しているが、日常的な

イメージングにおけるその広範な実装はまだ先送

りとなっている。課題のひとつはアルゴリズム自

体の性質にある。通常、アルゴリズムは特定の臓

器のセグメンテーションなど、単一のタスクしか

実行しない。「機械学習とニューラルネットワー

クの従来の見方は、特定のシステムは明確に定義

された問題を 1 つしか解決できないということで

ある」と Mayo Clinic の Bradley Erickson とその

同僚は、深層学習の状況に関する記事に記述して

いる（Erickson et al.2018） 。しかし、彼らは次

のように続けている。「検査で問題が 1 つしかな

いことはめったにない。」たとえば、胸部 CT 画

像の読影には、いくつかの臓器に関して複数の問

題が含まれることがある。これにより、放射線科

医は AI の使用を特定の症例に限定するか、それと

も開発者の異なるさまざまなアルゴリズムを既存

の IT システムに統合するかというジレンマを抱え

る。後者では、結果的に実用性が損なわれ、互換

性の問題が生じかねない。 

 

「最終的に、臨床への導入の推進力は、

PACSシステムの読影端末に統合されたAI

アプリケーションの実装と利用可能性にあ

るのかもしれない。」 

出典：Tang et al. 2018 

 

したがって、AI の実装を促進し、その利点を十分

に活用するために不可欠な前提条件は、使いやす

い包括的なソリューションを臨床ルーチンに利用

できることとなる。これは、通常 AI を歓迎してい

るが自分自身をテクノロジーの先駆者とは見なし

ていない多くの放射線科医について特に当てはま

る。「初期段階では、多くの顧客が、個々の製品

や技術ではなく、特定の業務や臨床の問題に対す

る総合的なソリューションを求める。これらのソ

リューションは、既存のインフラにシームレスに

統合できる必要がある」という記述は、現在の市

場評価について強調している（Harris 2018）。 

 

特に、既存の医用画像管理システム（PACS）と

の互換性は、医療機関における AI の使用を成功さ
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せるための鍵となる。「最終的に、臨床への導入

の推進力は、PACS システムの読影端末に統合さ

れた AI アプリケーションの実装と利用可能性にあ

るのかもしれない」として、カナダ放射線学会の

技術白書の正しさが認められている（Tang et al. 

2018）。 言い換えれば、AI はワークフローを一

から作り直すのではなく、放射線科医が毎日行っ

ていることを可能な限り多くのさまざまな方法で

改善し、スピードアップすべきなのである。 

 

その間にも、このような AI の包括的な実装に向け

てさまざまな戦略が浮上している。一方、多くの

ソフトウェアプロバイダが、AI アプリケーション

の調整や市場に向けたバンドル化を行うための協

力関係に参加している。これらの「AI アプリスト

ア」により、病院は、さまざまな放射線科の問題

に関し、精選されたアルゴリズムライブラリにア

クセスできる（Harris 2017, Signify Research 

2018）。 

 

それに対して、特に大企業は、イメージングの全

領域を網羅し、多機能にわたる支援を提供する統

合型 AI 支援システムを一から設計するのに適して

いる。この戦略を、Siemens Healthineers も大規

模な AI 研究と専門性を基に追求している（Ghesu 

et al. 2017, Liu et al. 2017, Yang D et al. 2017）

（図 1）。 

 

明らかになった AI 支援の利点：胸部イメージング

― そしてその先へ 

 

AI が支援する多機能画像解析の典型的な例は胸

部イメージングであり、これは最も重要な放射線

分野の業務のひとつである。たとえば、米国では

毎年、メディケア受給者 1,000 人あたり約 900 件

の胸部 X 線検査と 90 件の胸部 CT 検査が実施され

ている（Kamel et al. 2017）。 特に低線量 CT に

よる肺癌のスクリーニングによって、今後数年の

うちに世界中の多くの国で高速かつ信頼性の高い

画像読影の必要性がさらに高まる可能性がある。 

 

一般に、専門家は、完全に独立した診断アルゴリ

ズムは中長期的にしか放射線ルーチンに入ってこ

ず、むしろ AI は近い将来、ワークフローをスピー

ドアップし、画像読影を容易にするものになると

考えている（Loria 2018）。 実際、現在多くの支

援機能がすでに AI システムに統合可能であり、た

とえば、胸部 CT 画像上でバイオマーカーに基づ

いてさまざまな臓器測定を自動的に実行したり、

解剖学的構造や病理学的構造を強調したり、再現

可能な構造化レポートを作成したりすることがで

きる。 このようにして、即座に対応可能な情報が

得られる（図 2）。 

  

現在の多くのソフトウェア開発は、たとえば、肺

結節の検出および分類を容易にし、それによって

潜在的にがんのスクリーニングや診断を向上させ、

偽陽性所見を最小限に抑えることを目指している

（Yang Y et al.2018）。AI を活用した肺のセグメ

ンテーションを使用して疑わしい病変を自動的に

同定し（Humphries et al. 2018）、2D および 3D

で大きさを測定できるだけで、膨大な時間が節約

できる。 

 

同様に有望なのは、COPD の気道閉塞と肺気腫の

広がりを判定するアルゴリズム（Das et al. 

2018）や、CT スキャンで肺線維症の重症度を定

量化するアルゴリズム（Humphries et al. 2017）

である。 最後になるが決して軽んじられないのは、

AI の支援によるシネマチックレンダリングなどの

3D ビジュアライゼーションにより、読影プロセス

が簡易化され、より直感的になることである

（Dappa et al. 2016）。 

 

「放射線科医は、通常の胸部CT画像を読影

しながら、心臓を見落とす傾向がある。」 

出典：Kanza et al. 2018 

 

Siemens Healthineers は現在、支援による多臓器

画像読影用にこれらのアルゴリズムの多くを統合

するソフトウェアプラットフォームを開発中であ

る。そのような多臓器にわたる AI システムについ

て想定される利点は、たとえば、心肺疾患が評価

しやすく、偶発的所見の見落としが少ないことで

ある。最新のスキャナは、空間分解能と時間分解

能が高いため、非心電図同期の非造影胸部 CT で

も包括的な心胸部評価が可能である（Marano et 

al. 2015）。しかし、カナダの放射線科医 Rene 

Kanza とその同僚が言及しているように、「放射

線科医は通常の胸部 CT 画像を読影しながら、心

臓を見落とす傾向がある（Kanza et al. 2016）」。

実際に、冠動脈石灰化や大動脈拡張など、非心臓

CT で検出可能な偶発的な心臓所見の最大 3 分の 2

は、放射線レポートで言及されていない（Secchi 

et al. 2017, Balakrishnan et al. 2017）。これは
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概念 

フレームワーク 

 
マルチモーダルによる多臓器イメージングを 

支援する統合型 AI プラットフォームに向けて 

 

2  インテリジェントな処

理 

 

実行されるアルゴリズムが 

データコンテンツに応じて 

グローバルライブラリから 

自動選択される。 

1   マルチモーダルによる 

インプット 

 

検査用に各モダリティによって生成されたデータが 

すべて、統合型 AIアシスタントに自動送信される。 

AI を活用した画像解析（測定など）が 

実行され、構造化レポートが生成される。 

4 マルチチャネルの 

アウトプット 

3 結果の自動生成 

 

結果が適切な対象システム（PACS、

RIS、EMR など）に送信される。 

5 継続的な改善 

提携システムのウェブベースのインフラとプラグインにより、 

ユーザーのフィードバックとアルゴリズム機能の継続的な改善が 

可能となる。 

図 1：システムは継続的な学習アルゴリズムの集積から成り、既存の画像処理 IT 環境に統合

され、クラウドベースでの使用またはローカルへのインストールが可能である。 

（PACS：医用画像管理システム、RIS：放射線情報システム、EMR：電子カルテ） 

 

113



 

 

おそらく、自動化された画像解析と AI の支援によ

るレポートによって大幅に回避できる。 

 

同じことは胸骨腫瘍や転移についても言える。こ

れらは、胸部 CT では決してまれではなく、予期

しない所見ではないが、診断の網をすり抜ける傾

向があり、重大な臨床的結果をもたらす可能性が

ある（Jokerst et al. 2016）。 

 

特に転移の検出については、胸部などの個別の身

体領域の画像だけでなく、将来的に AI 支援プラッ

トフォームを利用して全身スキャン画像も評価で

きるようにすることが望ましい。たとえば、乳癌

や前立腺癌の進行期には、転移は通常、骨格、あ

るいは肺、肝臓、または脳で発生する。このよう

な腫瘍病変の信頼性の高い検出と定量化は治療と

予後にとって極めて重要であるが、大きな労働力

を要し、エラーを起こしやすい。この点で、さら

に開発された統合型 AI システムは、今後数年間で

全身評価を大幅に改善する可能性がある。 

 

学習システムの活用 

 

人工知能は学習技術である。一方で、AI は全般的

に大きな開発の可能性を秘めている。人工ニュー

 

典型的な利点 

胸部 CT の読影と 

レポートにおける 

包括的な AI 支援を通じて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：胸部 CTの読影とレポートにおける包括的な AI支援による典型的な利点 

1 medcitynews.com/2018/04/how-radiologists-will-use-ai/ 

読影とレポートのガイダンスとしての

Lung RADS、カルシウムスコア、 

または骨密度スコアなどの基準値と 

リスクスコアの統合 

 

ガイドラインおよびバイオマーカーに 

基づいた、大動脈、肺結節、心臓、冠動

脈枝、脊椎などの複数の構造の自動測定 

 
過去の研究の自動検討および肺結節

や大動脈瘤などの進行の定量化 

 
結果を自動転送して構造化レポートに 

組み入れ、PACS、RIS、EMR などの適切な

IT システムにエクスポート 

 
シネマチックレンダリングによって肺葉

および検出された結節、気道、 

心臓の構造、脊椎を強調表示 

 
骨密度、脊椎骨折、肺気腫、 

冠動脈プラーク、心拡大、 

大動脈瘤の特徴づけと分類 

 

 

 

 

読影およびレポートの 

ワークフローを 

スピードアップ 

 

 

 

患者ケアの効果と

効率を高める 1
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ラルネットワークの新しいアーキテクチャは、近

年において画像解析の著しい進歩を可能にしてき

たが、おそらく今後もそうなるだろう。片や、大

量のデータを処理することで学習し、内部パラメ

ータを調整して最適化するのは、インテリジェン

トアルゴリズムそのものの性質である。この最適

化プロセスは、特に AI アプリケーションが各種ス

キャナやイメージングプロトコルを用いて使用さ

れる場合や異なる患者集団で使用される場合に重

要となる。 

 

したがって、AI システムがテクノロジーを最大

限に活用するには、適切に計画された定期的な更

新が必要なことは明らかである。たとえば、米国

の FDA は現在、人工知能のこのような動的な特性

を考慮に入れつつ臨床的利益に基づいて漸進的な

技術開発を安全に実施できるように、規制の枠組

みを作成中である（Petro & Lyapustina 2018, 

Miliard 2018）。 

 

AI の支援による画像読影の場合、これは、今日

実行可能なソリューションがすでに描かれ、将来

的な拡張と改善の準備が整っていることを意味す

る。クラウドベースのインフラとユーザーのフィ

ードバックにより、アルゴリズムを迅速に適応さ

せ、新しいアプリケーションを AI システムに統合

することが可能となる。したがって、多臓器画像

読影支援を行うことが、AI を活用した包括的な全

身イメージングに続く道の重要な節目となる。 

 

* 本内容は Siemens Healthineers ホームページに

あるホワイトペーパーを翻訳したものです。英文

の原稿は下記のホームページにございます。 

 

https://www.siemens-healthineers.com/digital-

health-solutions/value-themes/artificial-

intelligence-in-healthcare 
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診療ワークフローにおける AI活用ストラテジー 

小原 真 株式会社フィリップス・ジャパン MR クリニカルサイエンス 

 

はじめに 

AIは、現在の科学技術分野において最も注目されている技術の 1つとなっている。コンピュータ処理能力の向上、

大量データの蓄積が容易になってきたこと、新しく開発された AIモデルの多くがオープンソースによって共有可能

になったことが普及の主因とされている。この潮流は医療分野においても例外ではなく、AI技術を効果的かつ効率

的に導入していくことが、今後の発展に重要と考えられている。 

Philipsでは、患者を中心とした診療ワークフロー（図 1）を視野に入れたソリューション開発を進めており、AIはこの

フロー内のプロセスを横断的にサポートし、アプリケーションとアプリケーションをシームレスに統合していくための

重要なツールとして捉えている。 

AI を臨床で効果的に展開していくためには、診療ワークフローの各プロセスに、施設のニーズに適合するコンテン

ツを導入していく必要がある。それを効率的に行うには、コンテンツそのものの開発だけではなく、AIの研究開発を

促進し、開発されたコンテンツをスムーズに臨床に導入していくためのプラットフォームの整備が重要となる。

Philipsでは、その視点でデザインされた AI開発プラットフォーム IntelliSpace Discovery(ISD)を提供している。 

本稿では、Philipsの AIストラテジーの中心となる ISDプラットフォームと、実際に ISD環境で開発された、腫瘍セグ

メンテーションモデルを紹介する。 

 

図１：患者を中心とした診療ワークフローと AI 活用のイメージ 

患者受付、検査・画像診断、読影、レポート、治療、フォローアップという患者を中心とした診療ワークフロー。AI をフロー横断的に各プ

ロセスで活用することにより、診療ワークフローあるいは放射線医学のクオリティ向上につなげるストラテジーを示している。 
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AI開発プラットフォーム 

AIへの関心の高まりから、研究開発への取り組みをスタートする施設が増加している。しかしながら AIモデル開発

には、大量データのマネージメント、目的プロジェクトに応じた前処理や教師データの作成、Machine Learning(ML)

または Deep Learning(DL)の実施、開発されたモデルのテストといった複数の要素をセットにした環境構築が必要と

なる。通常はそれぞれの要素が別プラットフォームにて実施管理されることが多く、結果的に作業が煩雑となり AI

研究を実行するための難易度を高める結果となっている。ISDのコンセプトは、そのように独立した要素を統合させ

る一体型の環境を構築し、プロジェクトに応じてカスタマイズしていくことである。 

図 2でその実施フローを示している。ユーザーのフロントエンドとなるワークステーションにおいて、高レベルなデー

タ処理だけでなく、データベースやMLサーバーへのダイレクトアクセス、MLあるいは DLの実行、モデルアーキテ

クチャーの最適化、開発モデルの検証やテストなど AIに必要なすべての処理を一元化して実施することが可能と

なる。開発されたモデルは、同じプラットフォームを準備することで容易に実装できることから、スムーズにマルチセ

ンタートライアルを実施することが可能となる。今後は、マルチセンターによって有用性が検証された AIモデルを、

病院内環境に適合させ、院内の診療ワークフローの中に組み込んで運用していけるようなプラットフォームも開発

していく予定である。 

 

 

図 2：ISD を用いた AI 開発プラットフォームのコンセプト 

ISDから、ML サーバーあるいはデータ管理サーバーとコミュニケーションを取り、ユーザーはフロントエンドからの一元管理で、データ

へのアクセスや取り込み、データ処理、ML の実施をコントロールすることができる。データのやり取りを行う際に必要な保管場所の共

有、フォーマットの適合など、プロジェクトに応じたプラットフォームのカスタマイズを行う。 

 

実際のアプリケーションの例 

実際に IntelliSpace Discovery (ISD)を用いた例として、脳腫瘍(グリオブラストーマ: GBM)の自動セグメンテーションを

目的とした DLモデル開発の研究を紹介する。1) GBMは、頻度の高い脳腫瘍であり、治療方針決定やフォローア

ップにおいては、腫瘍全体だけではなく造影濃染領域や壊死領域の正確な把握が重要となる。しかしながら、セグ
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メンテーションをマニュアルで行うのは煩雑かつ主観的であり、フォローアップ期間に異なる医師が診断や画像処

理をする場合は、正確な腫瘍の経時的変化（治療効果）の把握を妨げる可能性もある。 

この開発では、220人分の T1w、T2w、Flair、造影後 T1w(CE-T1w)画像を教師データに用いた。図 3にこのプロジェ

クト用にカスタマイズされた ISDプラットフォームのデータ処理パイプラインを示している。教師データ用の前処理、

AIモデル開発・評価といった全てのプロセスを一つのプラットフォーム上で実行することができる。 

 

 

図 3：ISD プラットフォームを用いたデータ処理パイプライン 

教師データの T1w、T2w、Flair、CE-T1w に対する前処理から DLまでのパイプラインを示している。ISDで信号の均一化補正（Bias Field 

Correction）、CE-T1w をリファレンスとした各コントラスト画像の位置や形状補正(Registration)、脳実質のマスキング（Brain Mask）を施

したデータを、ML サーバーの AI モデルアーキテクチャで取り込み、信号の正規化（Signal Normalization）を行った後に DL を実施して

いる。この DL によって開発されたモデルもフロントエンドの ISD側から実行し、検証やテストを行うことが可能となる。 

 

DLモデルアーキテクチャーには、脳病変セグメンテーション用に開発された DeepMedic2)を用いた。DLで開発され

るモデルは、教師データに依存するため、目的に応じた教師データセットを用意する必要がある。例えば、学習用

データすべてを同じ装置で取得した場合、その装置と同じ機種で得られたデータに対しては高精度な結果が得ら

れるが、異なる機種で取得されたデータを解析すると精度が低下する可能性がある。この研究では、多施設で応

用できる汎用性の高いモデル開発を目的としたため、15施設の異なる磁場強度が混在した 8種類のMR装置お

よび幅を持たせた撮影条件(プロトコル)で撮像された 64例のデータで DLモデルの開発を行った。 

図 4 では、開発モデルを用いて解析された 2 症例におけるセグメンテーション結果を示している。腫瘍全体の領域、

造影剤によって増強された領域、壊死組織の領域をコンポーネント別にセグメンテーションしている。造影濃染領
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域に比べた壊死領域の比率の違い（症例(a)は(b)に比べて壊死組織の割合が高い）を視覚的、客観的、定量的に

把握することが可能となる。DLモデルによるセグメンテーションの評価は、医師によるセグメンテーションを参照に

DICEスコアを用いて行われている。これは、医師が実施したセグメンテーションとの類似性を示す指標である。

DICEスコアは、腫瘍全体のセグメンテーションにおいて 0.86±0.09、増強組織において 0.78±0.15、壊死組織におい

て 0.62±0.30 であった。マルチセンタートライアルで、DLモデルが高精度で GBMのセグメンテーションが可能であ

ることを示している。 

図 5には GBMセグメンテーションモデルでセグメンテーションされた腫瘍体積の経時的変化を示している。治療後

フォローアップにおける効果判定の際に、検査装置、検査方法に変化があった場合でも、客観的、定量的な評価を

提供できるツールとして期待できる。 

AIによってセグメンテーションが自動化され、上述した腫瘍の組織コンポーネント領域が定量的に評価できると、治

療に伴う腫瘍の経時的変化を客観的に行うことが可能となったり、施設横断的に共通な評価手法を確立できる可

能性がある。 

 

図 4： GBMセグメンテーションモデルのテスト結果 

DeepMedic を GBM用に学習させたセグメンテーションモデルを、実際の症例に用いた結果を示している。腫瘍全体（白）、造影された

組織（水色）、壊死組織（紫）のそれぞれをコンポーネント別にセグメンテーションしている。 
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図 5： GBMセグメンテーションによる腫瘍体積の経時的変化 

治療前、治療後、その後の各フォローアップにおける腫瘍体積の経時的変化を、AI モデルを用いて自動計測している。 

 

まとめ 

AI開発用の ISDプラットフォームと、それを用いて開発した GBMセグメンテーションモデルを紹介した。プロジェクト

に適合するようにカスタマイズされた環境を設置することで、高機能ワークステーションによるデータ処理から、オフ

ライン処理やフォーマット変換を介すことなく、直接MLに移行することができる。今後の AI開発を加速し、診療ワ

ークフロー内の各プロセスのクオリティ向上や連携の強化を促進し、最終的に患者が受ける医療レベルが向上す

るように、Philipsが提供する AI環境を充実させていきたい。 

 

参考文献 

1. Perkuhn M et al. Clinical Evaluation of a Multiparametric Deep Learning Model for Glioblastoma 

Segmentation Using Heterogeneous Magnetic Resonance Imaging Data From Clinical Routine. Invest Radiol. 

2018;647-654. 

2. Kamnitsas K et al. Efficient multi-scale 3D CNN with fully connected CRF for accurate brain lesion 

segmentation. Med Image Anal. 2017;36:61–78. 
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人工知能を用いた放射線画像診断支援技術 

 

株式会社 日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 

診断システム事業部 ソリューションビジネス本部 

永尾 朋洋 

 

1. はじめに 

診療報酬改定の重点方針は、2018年「地域包括

ケアシステムの推進」から 2020 年「医療従事者の

負担を軽減し、医師等の働き方改革を推進」する

ことに取って代わった。これは、超高齢社会を迎

えた日本で団塊世代が後期高齢者（75歳以上）と

なり、介護コストや医療コストが激増する「2025

年問題」に直面する医師の、時間外労働時間の上

限規制が適用される 2024 年 4 月を見据えたもの

である。すなわち、勤務医を抱える病院に対し、

医師の労働時間管理の徹底と労働時間短縮への

計画的な取り組みが今後一層強く求められるこ

とを意味する。また、地域医療構想の仕上げの年

である 2025 年に病院の機能分化と集約化を実現

し、社会保障費の圧縮・削減をしつつ、2040年の

展望である総合的な医療提供体制改革の実施が

求められている。 

第三次 AI（Artificial Intelligence：人工知

能）ブームと言われる現在、社会における様々な

課題解決のためのソリューションに AI が活用さ

れ始めているが、眼前の医療現場においては例え

ば、これまで多くの属人的作業に支えられてきた

「ビッグデータである医療データの取り扱いや活

用」「医療ワークフロー」「医療行為や診断の質」

といった課題に対して、AIによる多くの働き方改

革支援が期待されている。 

 

2. AIの医療応用 

人間とは異なり、AIは精度と効率を 24時間 365

日保った状態での処理、深層学習などの技術を利

用した効率の良い精度向上が期待されている。医

療分野において求められる AI の役割として、例

えば以下が期待されている。 

① コグニティブ（認知）システムによる支援 

医療分野には、例えば論文や患者データといっ

たビッグデータが存在するが、医療従事者が、そ

の全てに常に目を行き届かせ、活用することは困

難である。世界中の論文を認識し、求められる疾

患に対する治療の成功例を検索することや知見

を集約することは、医療の質を高めるための医療

従事者の判断を支援する。また、患者データを管

理・追跡・分析することで、疾病の予測や予防に

よる患者の QOL（Quality of Life）向上のための

判断を支援できると考えられる。 

さらには、医療費の計算や薬剤の管理など、患

者データとの連携が必要な複雑な医療業務に精

度の高いアドバイスを常時提供可能な、AIを活用

して医療事務を支援するコグニティブシステム

の導入が期待される。 

 

② 操作支援・撮影支援 

被検者の安全に配慮し、疾患を診断可能な画像

を撮影する診療放射線技師の役割は重要である。

たとえば、1 日に多くの被検者の撮影が必要とな

る健診や夜間救急などの緊急時でも、診断可能な

画像の的確かつ早急な撮影を求められる。特に、

放射線を用いる画像診断装置は被ばくの問題も

あり、画像の撮り直しは極力避けねばならない。

撮影部位や方法、撮影条件を適切に支援すること

で、診療放射線技師の負担を軽減し、品質（画質）

の安定と向上に寄与できる AI 技術の導入が期待

される。 

X 線 CT（Computed Tomography：コンピューター

断層撮影）装置においては、被検者の体格に対す

る撮影線量や、検査部位における撮影範囲を適切

に設定し、被ばく線量をできるだけ抑制すること
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が期待されるが、放射線画像診断における被ばく

線量を減らす命題は、得られる画質とトレードオ

フの関係にある。 

MRI（Magnetic Resonance Imaging：磁気共鳴画

像）装置における撮影時間は、例えば頭部で 15～

25 分を要し、被検者の負担は小さくない。胸腹部

撮影では息止めが要求されることもあるが、幼児

や高齢の被検者には難しいため、撮影時間の短縮

も重要な課題の 1つである。しかし、撮影時間を

短くする命題もまた、画質とトレードオフの関係

にある。従来よりも低品質・少数の計測データか

ら高画質な画像を再構成する超解像技術として

の AI技術の導入も期待されている 1)。 

 

③ 読影・診断支援 

近年の画像診断装置は高機能化・高性能化が著

しく、短時間で大量の画像を撮影することが可能

である。また、多様な装置による多様な撮影方法

が可能となり、それらの画像の読影にはそれぞれ

に専門的な技量を必要とする。 

その一方で、医師による読影の経験にはばらつ

きが存在し、また激務である読影医が常に最大の

パフォーマンスを発揮することは難しい課題で

あるといえる。読影医の、読影における経験値を

均一化し、作業量や心理的負担を軽減し、安定し

た読影能力と精度の維持・支援を可能とする AI技

術の導入が期待される 2)。 

 

④ 手術支援 

医学の進歩に伴い、画像診断装置だけでなく治

療技術も著しい進歩を遂げている。手術において

は、従来の開腹手術よりも患者負担の少ない腹腔

鏡手術や、より細かな、複雑な、質の高い手技が

可能となる外科ロボットによる手術も実用化さ

れ、患者の QOL向上に貢献している。これら患者

の QOLを向上するための進歩は、外科医が患者や

患部に直接触れられない制約、視野や器具動作の

制限、多くの経験と高度な知識に基づいたリスク

ヘッジ（リスクの予知や手術計画）、高い（手術、

操作）技術を要求する。日常業務をこなす外科医

に対し、経験、知識、技術をより高めるための質

の高いトレーニングを施すにも限界がある。 

多くの患者が質の高い治療を分け隔てなく受

けられるためにも、医師不足の緩和に寄与でき、

外科医の知識レベル、技術レベルを支援しながら

経験値を共有し、制約・制限を和らげる、あるい

は手技の一部自動化を実現し、判断（精神的）や

時間（体力的）の負担を軽減する AI技術の導入が

期待される 2)。 

 

3. AIを活用した日立の画像診断支援 

日立では DIｘAI（Diagnostic Imaging with 

Artificial Intelligence）というコンセプトに基

づいた、放射線科ワークフローの効率化、撮影画

像の質の向上や均質化、読影における病変検出支

援や読影支援、診断支援に関するソリューション

の開発を進めている（図 1）。 

AI に含まれる機械学習などの技術は、上記の特

定の用途に対して一定の効果が見込まれる一方、

ロジックがブラックボックスであることにより

性能説明の困難性を伴う。この課題に対して、日

立は医用画像診断装置の開発で培った医学知識

と産業分野で蓄積した画像処理技術、深層学習や

機械学習などの AI 技術を融合した「ハイブリッ

ドラーニング」技術の開発を進めている（図 2）。 

以下、画像診断に関する支援技術について記載す

る。 

 

3.1 操作支援・撮影支援 

日立は、ルールベースの画像処理と機械学習を

融合したハイブリッドラーニングのコンセプト

に基づき、撮影位置と断面を自動設定する技術を

開発している（図 3）。これは、スキャノグラム画

像（撮影の位置決め画像）を撮影するだけで自動

的に撮影の位置と断面の設定を可能とする技術

であるが、従来の検査フローを変える必要は無く、

手動操作による撮影の位置と断面の設定に比べ

て、操作時間の短縮が見込まれる。また、経過観 
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察中の被検者に対しては、過去画像と撮影の位置

と断面の再現性が高くなること、体格の異なる被

検者や異なる操作者においても均一な条件設定

による撮影を実現することで、観察・診断精度が

向上するメリットが考えられる。 

MRI 検査は、被検者のセッティング後にスキャ

ノグラム撮影、本撮影の位置と断面の三次元的な

設定を短時間で完了する必要がある。クリニック

や病院では、複数の操作者がローテーションを組

んで撮影検査に対応することが一般的であり、撮

影の位置と断面の設定は操作者の知識や経験に

依存することが否めない。検査の効率化と、再現

性や質の向上という観点からも画像診断装置に

おける操作支援・撮影支援は重要である。本技術

は頭部と脊椎の撮影への適用を想定しているが、

血 管 の 観 察 を 目 的 と し た 頭 部 MRA （ MR 

Angiography：血管造影）画像の撮影においては、

MIP（Maximum Intensity Projection：最大輝度値

投影）画像の血管以外の信号領域（たとえば皮下

脂肪など）を自動で削除する自動クリッピングや

画像の自動表示、自動保存、自動転送などと組み

合わせた撮影から操作の自動化ソリューション

の実現にも注力している 1) 

 

3.2 画像診断の定量化 

 装置や操作者に依存せずに従来の画像情報を

利用して定量化した画像を提供することは、診断

支援のめざす「画像診断の定量化を実現すること」

 

図 1 日立の支援ソリューション 

 

図 2 ハイブリッドラーニング 
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に繋がる。 

MRI では微小出血や鉄の沈着の診断に T2*W 画

像や磁化率強調画像（Susceptibility Weighted 

Imaging:SWI, Blood Sensitive Imaging:BSI な

ど）が用いられるが、日立ではこれらの T2*コン

トラストの物理的根拠の一つである“磁化率差”

を 定 量 的 に 反 映 し た QSM （ Quantitative 

Susceptibility Mapping：定量的磁化率マッピン

グ）画像の実用化のための研究を推進している 3,4)。 

一般的に、QSM画像には T2*W 画像や磁化率強調

画像では区別できなかった石灰化と出血を画像

コントラストとして明瞭に識別できるメリット

があると言われている 5)。また、T2*W画像や磁化

率強調画像で磁化率差により原理的に生じる局

所画像歪みを除去でき、明確な構造描出が可能で

ある。 

また、AD（Alzheimer’s Disease:アルツハイマ

ー病）や PD（Parkinson’s Disease:パーキンソ

ン病）などの神経変性疾患は、生体組織への鉄沈

着や神経細胞を取り巻く髄鞘の脱落などの変化

を伴う。磁化率変化を定量解析した QSM画像は画

像統計解析と組み合わせることでこれらの経時

的変化の評価が可能となる可能性があり、神経変

性疾患の早期診断や定期的検査に寄与できるこ

とが期待されている 5)。 

 

3.3 病変検出・読影支援 

 画像診断装置は近年の著しい性能向上により、

高分解能・高精細な画像を短時間で大量に撮影・

出力することができるようになった。医師の診断

精度向上に大きく貢献できるようになった代償

として、日常的に医師に高度かつ大量の読影を要

求することとなり、読影・診断に対する負担が急

激に増大する状況を招いた。その課題解決の方法

の一つとして、コンピューター支援検出/診断

（Computer Aided Detection/Diagnosis：CAD）の

実現が望まれている。CAD は病変の検出、存在診

断を目的としたコンピューター支援検出

（Computer Aided Detection：CADe）と、病変の

良悪性鑑別や確定診断を目的としたコンピュー

ター診断支援（Computer Aided Diagnosis:CADx）

の 2 つに分類される。 

日立では、1990年代後半から CADの研究を継続

しているが、現在は AI技術（医師の知見に基づい

たルールベースの病変検出技術とデータドリブ

データドリブンによるディープラーニング等の

学習技術を組み合わせたハイブリッドラーニン

グ技術）を用いた支援検出性能の向上に取り組ん

 

図 3 自動位置決め 

125



でいる。 

肺がん CT 検診（胸部低線量 CT 検診）は、1 受診

者あたり 100枚以上の画像を医師が読影すること

が日常的にあり、また、読影の質を担保するため

に二人の医師による二重読影が推奨されている。

読影・診断に対する身体的・心理的負担やコスト

の軽減、ワークフローの効率化など、CT検診には

多くの課題があり、日立はハイブリッドラーニン

グ技術を用いた肺がん CT検診向け CADeの研究を

進めている（図 4）。ハイブリッドラーニング技術

は、通常のディープラーニングを利用した病変部

位の学習に比べ、収束性の高い学習が可能である。

また、既存の特徴量に基づく病変検出処理が含ま

れているため、症例数の少ない病変にも対応でき、

AI の問題とされる検出された領域の理由（特徴）

を示すことも可能となる。医師が読影を始める前

に CADe 処理を実施し、医師の読影時に病変候補

として提示を行う CADeの Concurrent Reader（同

時読影）方式は、病変の見落とし低減による読影

精度向上と身体的・心理的負担の軽減だけでなく、

画像観察からレポート作成までの読影ワークフ

ローの効率化も期待できる（図 5）。 

未破裂脳動脈瘤は高血圧、血流分布異常による

血管壁へのストレス、喫煙などによる動脈壁脆弱

性に関連して発生すると考えられおり、そのスク

リーニング検査には MRAが利用される。未破裂脳

動脈瘤の破裂リスクは約 1%/年と言われるが、破

裂した場合の予後は一般的に悪い。そのため、定

期的な検査により医師は MRAの MIP画像や元の二

次元画像を観察して脳動脈瘤の存在診断を実施

し、存在する場合はその位置・形・大きさといっ

た特徴量を把握する必要がある。脳動脈瘤は個人

差のある、複雑な走行をする細い脳動脈をあらゆ

る角度から観察して診断することが必要であり、

 

図 4 ハイブリッド CAD 
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AI 技術を用いた脳動脈瘤の自動検出や、診断に最

適な角度の MIP画像の提示など、医師の読影負担

の軽減が求められている。 

大脳白質病変は MRI検査で発見される無症候性

もしくは潜在性の虚血性変化であり、脳卒中や認

知機能低下の高リスクである。高血圧が最大の危

険因子とされ、長期間の不十分な高血圧管理は白

質に張り巡らされた脳細動脈に動脈硬化をきた

す。経過とともに進行する場合が多い病変、改善

しない不可逆的な病変と定義されるため、脳卒中

や認知症の発症予防には早期発見による血圧管

理が重要と考えられ、AI技術による早期発見支援

も期待されている。 

MRI 装置では撮影断面を 3 次元で自由に設定す

ることができるため、その分適切な断面設定を行

うには熟練が必要となる。撮影ワークフローを自

動化することにより、操作者の技量によらず一定

の質を保った画像を撮影することが可能となる。

前述の脳動脈瘤や大脳白質病変（高血圧群）、ADや

PD（痴呆群）を想定した、脳診断パッケージとし

ての撮影ワークフローの自動化と CADe を組み合

わせた使用を AI によりアシストすることによっ

て、一定の質を保った画像による CADe 処理の効

率化が可能となるため、診断精度の安定に繋がる

と考えられる 6)（図 6）。 

4. 最後に 

 医療分野において期待される AI 活用と日立の

 

図 5 読影ワークフローの効率化 

 

図 6 脳診断支援 
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取り組みを紹介した。超高齢社会における限られ

た社会保障費を有効に活用するためには、従来の

死亡率を下げることを目的とした対策型検診で

はなく、「未病の維持」「発病の予防」「発病時期の

予知」といった無症状の時点から管理する任意型

検診へのシフトが必要である。これは、診療・治

療に移行する患者を少しでも減らし、コントロー

ルすることで最適な社会保障費の活用を支援す

るだけでなく、健全な身体機能維持を支援するこ

とによる人々の QOL向上にも寄与する。AIによる

「未病」「予防」「予知」の支援を実現するために

は、活用可能かつ、長期的連続性の確保された質

の高い「データの蓄積」が必要であり、現在国策

として環境整備および活動が始まっている 7)。疾

病の発症を未然に防ぎ、疾病への移行が予知でき

れば人々の「疾病リスクの層別化」が可能となり、

最適な社会保障費の活用を促す「被検者のトリア

ージ」が可能となるだけでなく、計画的な診療と

治療、医療従事者の質の高い業務遂行が期待でき、

医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革に貢

献できる。日立では、今後も患者や医療従事者、

すべての人々のライフサイクルに寄り添い QOL向

上に貢献する支援技術の研究開発を推進する。 
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富士フイルムの画像診断支援 AI技術「REiLI」 

 

富士フイルム株式会社 

メディカルシステム事業部 成行書史 

 

 

■ はじめに 

当社は、1935年よりレントゲンフィルムの提供を開

始し、その後 CR・DRそして内視鏡・超音波といった

新しい画像診断機器を提供するとともに、一貫して画

像処理技術の向上に取り組み続けている。また 1999

年より SYNAPSE PACS、2008年より SYNAPSE 

VINCENTを提供し、デジタル医用画像の可視化・

解析技術を提供している。また、民生用から医用画

像にわたる広い領域にわたり、AI技術を活用した画

像認識技術の開発に早くから取り組んできた (図１)。 

本稿では、AI技術を搭載した画像診断システム開

発の最前線から、今後の取り組みを紹介する。 

 

■ 富士フイルムの AI 技術を用いた開発の方向性 

当社は「REiLI（レイリ）」という新しい技術ブランド 

のもと、様々な医療機器に向けた AI 技術の開発を

進めている。以下、特に当社が開発を推進している

CT/MR などの 3D 医用画像の診断支援技術の３つ

のアプローチを説明する。 

 
 

 

 
図 2. 医用画像診断における３つの技術アプローチ 

 

a. 臓器セグメンテーション・ラベリング 

セグメンテーション技術については、これまで

VINCENT 上で各臓器の抽出機能を提供してきてい

るが、深層学習技術を取り入れ、抽出精度・安定性

の向上が期待される。セグメンテーション技術は、読

影ワークフローにおいても、椎体のラベリング、臓器

の定量的データの提供など直接的な効能から、臓器

との相対的な位置関係を考慮したスライス位置合わ

せ、腫瘍のトラッキング、また今後開発していく病変

検出機能の精度向上などの間接的な効能など、基

礎となる技術である。 

 

b. コンピュータ支援診断 

前記セグメンテーション技術により把握された臓器

ごとに、様々な疾患を対象とした AI 技術の開発を順

次進めている。例えば、がん病変の検出（肺がん）、

脳卒中（脳内出血、クモ膜下出血、脳梗塞）などの検

出・計測を行う AI技術が挙げられる。さらには検出さ

図 1. 富士フイルムの画像処理・画像認識・AI技術への取組み 
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れた病変の定量化、性状分析、および自動での経時

比較などの技術開発も進めている。 

 

c. 読影ワークフローの効率化 

個別の AI を組み合わせた AI 技術の開発も進め

ている。分かりやすい例として、検出された病変候補

の読影レポートを半自動で生成する AI 技術、特定

の疾患の鑑別する際に、過去の患者から類似した症

例を検索する AI技術などがある。 

 

■ 開発の最前線 

 上記技術アプローチのもと開発された AI 技術は、

実臨床現場で快適に使われなければ意味が無い。

我々は、AI 技術を使って開発した製品を、利用する

医師が使いやすい GUI と共に、医療機器として認可

された製品として市場に展開している。以下に、実際

にすでに臨床で利用されている製品や、今後製品化

予定の臨床応用を考慮したＡＩ技術を紹介する。 

 

■ 新読影ビューワ「SYNAPSE SAI viewer」 

今後、放射線科向けに実用化していく様々な AI

技術を搭載するプラットフォームとして新しい読影ビ

ューワ「SYNAPSE SAI viewer（シナプス サイ ビュー

ワ）（以下 SAI viewer）」1を開発した。検査リスト改良・

レイアウト操作性向上・ユーザ設定の拡充といった基

本的な読影操作機能を強化している他、腫瘍のフォ

ローアップ時にサイズ等の計測結果を保存し、自動

で過去の計測結果と対応づける機能（腫瘍トラッキン

グ機能）を実装しており、比較読影を強力に支援する。 

 

 
 

・ 臓器抽出およびラベリング機能 

 CT画像から、肺・肝臓・腎臓・脾臓などの臓器を自

動抽出。また頸椎・胸椎・腰椎・肋骨を抽出し骨番号

を自動的に付与する。骨が見分けにくい画像での番

号の振り間違いを抑制、読影時の医師の負荷を軽減

する(図 3)。 

 

                                                             
1 SYNAPSE SAI viewer用画像処理プログラム / 販売名：画像処理

プログラム FS-AI683型 / 認証番号：231ABBZX00029000 

SYNAPSE SAI viewer / 販売名：画像診断ワークステーション用プロ

グラム FS-V686型 / 認証番号：231ABBZX00028000 

 
図 3. 臓器抽出およびラベリング機能の例：図 Aおよ

び Bの緑色の領域は、CT画像から肝臓(左)と肺

(右)を抽出したもの。 

 

・ 骨経時サブトラクション機能 

過去画像と現在画像について、抽出した脊椎を一

つ一つの椎骨に分けて位置合わせを行った上で過

去画像と現在画像の差分処理を行い、CT 値の経時

的変化を算出して骨濃度の差分画像を提供し、経時

的な変化の観察を支援する(図 4)。 

 

 
図 4. 骨経時サブトラクションの 

解析フロー(上)と解析結果の例(下) 

 

・ Virtual Thin Slice機能 

 一般的な読影に使われるスライス厚 5mm 程度の

CT 画像(Thick スライス)からスライス厚 1mm 程度の
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Thin スライス画像を仮想的に生成する機能。この機

能により、過去に撮影された画像が Thick スライスで

あっても、Thin スライスと近い条件で比較読影を行う

ことができ、サジタル像やコロナル像において、骨の

構造や血管走行の視認性を向上させる(図 5)。 

 

 
図 5. Virtual Thin Slice機能：スライス厚 5mmの

CT画像から 3D画像を再構成すると不鮮明になるこ

とがあるが (画像 Aの破線部)、本機能によりスライス

厚 1mmの画像を仮想的に生成し、骨の視認性を高

めることができる (画像 Bの破線部)。 

 

・ 読影ワークフローを支援するビューワ機能 

AI 技術による解析結果をスムーズに活用・出力する

ための、ビューワ機能も大幅に強化している。 

腫瘍トラッキング機能：病変に対する定量的な数値を

経時記録し、表やグラフ、3 次元で比較する機能を

搭載。経時的な比較観察を行う際の活用を想定して

いる (図 6)。 

 

 
図 6. 腫瘍トラッキング機能：自動スライス位置合わせ

機能により、検査間で対応する腫瘍を推定し、経時

集計する(上)、また三断面での経時比較も容易に行

えるような表示機能を提供する(下)。 

 

・ユーザ操作性向上：クイックレイアウト画面にて、マ

ウスの動線を少なく画像をレイアウト可能。複数の画

像を選択して同時に素早くレイアウトすることも可能。 

また、ワンクリックで絞り込み条件を変更可能な検査リ

ストや、テキストオーバーレイ表示・マウス操作など、

ユーザ毎にカスタマイズ出来る項目を多数用意して

いる(図 7)。 

 

 

 
図 7. クイックレイアウト機能(左)、 

検査リストの絞込み機能(右) 
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3D 画像表示機能の強化：今後開発される AI 技術

による解析結果を視覚的に表示できるよう、GPU 搭

載のレンダリングサーバを活用し 3D 画像表示を強

化している。MIP (Maximum Intensity Projection; 

最 大 値 投 影 処 理 ) ・ MPR (Multi Planar 

reconstruction; 多断面再構成法)画像だけでなく、

VR (Volume Rendering)画像も滑らかな表示操作を

実現している。臓器認識技術を応用した骨抜き機能

では、血管走行の確認が可能。直交 3 断面と連動し

たビューイングも滑らかに行うことが出来る(図 8)。 

 

 
図 8. 3D画像表示機能： 

三断面と VR画像の連動表示(右)。 

 

■ SYNAPSE VINCENT 「膝関節解析」機能 

SYNAPSE VINCENT2（以下 VINCENT）は、簡

単な操作で画像から臓器や血管など自動抽出する

画像認識機能を提供し、放射線科、循環器科、消化

器科等で有効性が評価されている 3D 画像解析シス

テムである。Ver5.4では、整形外科の診断ワークフロ

ーを支援する「膝関節解析」機能を新たに搭載した。 

変形性膝関節症等の膝軟骨病変は、レントゲンに

よる骨同士の幅や骨の形態等から軟骨の損傷状態

を類推する間接的な診断が一般的であったが、近年

では、MRIにより膝軟骨や半月板の損傷の程度を直

接的に確認できるようになった。しかし、MRI の連続

的な 2 次元画像をもとに、医師が患部の状態を立体

的に想像し診断することから、患者への膝の病態の

                                                             
2 ボリュームアナライザー SYNAPSE VINCENT / 販売名：富士画像

診断ワークステーション FN-7941型 / 認証番号：
22000BZX00238000 

説明が難しく、また、膝軟骨や半月板の病態を 3 次

元的に可視化するためには、市販の画像処理ツー

ルを利用して医師が手動で作成する必要があり、多

くの時間と労力を要していた。 

「膝関節解析」機能は、深層学習技術を用いて設

計した画像認識機能により、従来は困難であった膝

軟骨・半月板の自動抽出が可能となっている (図 9)。

これにより、3 次元画像の作成作業を簡略化できるた

め、変形性膝関節症や半月板損傷等の膝関節領域

での診断ワークフローの改善が期待できる。また、膝

軟骨の 3D 画像からの軟骨の厚み・面積の計測、過

去画像との比較ができるため、変形性膝関節症や半

月板損傷部位の治療効果の定量的な判定への利用

が期待できる。 

 
図 9. 「膝関節解析」機能：半月板の逸脱計測結果の

例(左)、大腿骨軟骨の厚み表示の例(右)。軟骨が最

も厚い箇所は白～黄色、最も薄い箇所は赤～黒色

に表示される。 

 

■ 間質性肺炎の病態解析・定量化技術（開発中） 

実用化途中の技術の 1 例として、間質性肺炎の診

断支援技術について紹介する。間質性肺炎は、肺胞

に炎症や損傷がおこり肺胞壁が厚く硬くなり、呼吸機

能が低下する疾患であり、特発性肺線維症(IPF)な

ど指定難病になっている病型も含まれる。 

今回開発に成功した技術は、深層学習技術を活

用したソフトウェアが、CT 画像から肺野領域、気管支

および血管を、正常な肺とは構造特徴が異なる間質

性肺炎に罹患した肺でも高精度に自動抽出し(図 11)、

肺野内の気管支、血管、正常肺および、網状影やす

りガラス影、蜂巣肺など肺の 7 種類の病変性状を識

別、自動で分類・測定することで、間質性肺炎の病変

を定量化するものである。さらに、病変の分布と進行

状態が詳細に確認できるよう、肺野を 12 の領域に分

割し、その領域ごとに、病変の容積および割合を表

示する機能を有している(図 12)。 

本技術は多くの臨床応用の可能性が期待されて

おり、2020 年度中の実用化を目指して開発を進め

ている。 
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図 10.間質性肺炎解析技術：（左)緑色の部分が肺

野。(右)気管支・血管を高精度に自動抽出。 

 

 
図 11.間質性肺炎の解析結果の表示例： A)過去の

検査画像、B)現在の検査画像、C)過去と現在の検

査画像における正常肺(全肺、右肺、左肺)の容積の

比較グラフ、D)過去と現在の検査画像における領域

別の容積の比較グラフ 

 

■ 今後の取組み 

上記以外にも、胸部 X 線撮影画像に関する CAD

機能をはじめ、様々な診断支援技術の開発を進めて

いる(図 12)。 

 
図 12. 読影ワークフロー全体を通して、診断を支援

する AI技術およびそれを活用するためのプラットフ

ォームの開発を進めている (開発中技術含む) 

 

オープンな AIプラットフォーム：複数の AI技術が、

PACSや 3D WS上で統合的に機能することが、診

断支援 AI技術の価値の最大化につながる。SAI 

Viewerも、自社開発および他社の AI技術をシーム

レスに使えるプラットフォームとしてのインタフェース

（API）を実装しており、国内外の優れた AIベンダー

との共同開発も進めている。 

3D ワークステーションとの融合： SAI Vviewerは、

VINCENT との融合性を考慮したアーキテクチャを

採用している。今後 SAI Vviewer と VINCENT上で

抽出された結果や、付与されたアノテーション情報な

ど、画像に対する診療情報が放射線科～診療科間

で相互に共有できるよう連携強化を進めていく。 

 

■ おわりに 

画像診断デバイスの高性能化に伴い、診断すべき

医療用画像は年々増加している。画像診断システム

は、診断支援 AI 技術との親和性を深め、より質の高

い読影を効率的に行うための画像診断のプラットフォ

ームとしての進化の余地がまだまだある。当社もより

良い医療の実現を目指して、引き続き技術開発に取

り組んでいく。 
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 高知赤十病院 

 

 

 

 

 

 

 

【沿革】 

昭和 3年 8月 日本赤十字社高知県支部療院として開設 

昭和 18年 1月 高知赤十字病院と改称 

昭和 36年 4月 総病床数 460床（一般病床 342床、結核病床 118床）となる 

昭和 39年 8月 救急病院に指定 

昭和 63年 3月 高知学芸高校列車事故に救護班編成出動（６班延べ 58名） 

平成 4年 11月 救命救急センター設置 承認（30床新設） 

平成 6年 11月 南館（鉄骨鉄筋地下１階・地上７階）完成 

         救命救急センター・健康管理センター開設 

         総病床数 482床（一般病床 456床、結核病床 26床）となる 

平成 11年 2月 臓器移植法施行後初の臓器提供施設となる 

平成 18年 12月  臓器移植法施行後 50例目の臓器提供施設となる 

平成 24年 8月  総病床数 468床 （一般 456床、結核 12床）となる。 

平成 29年 3月 新病院移転新築工事着工 

平成 30年 8月 高知赤十字病院創立 90周年 

令和元年 5月  新病院開院（5月 6日） 
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① 所在地 

〒780-8562 高知県高知市秦南町一丁目 4番 63-11号 

② 電話番号 

TEL：088-822-1201(代) FAX：088-822-1056 

③ 病床数 

402床 

④ 診療科 

28科 

血液内科、糖尿病・腎臓内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、内科、       

脳神経内科、心療内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、外科       

脳神経外科、整形外科、形成外科、心臓血管外科、リウマチ科、小児科、産婦人科、    

耳鼻咽喉科、眼科、放射線科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科、精神科、病理診断科 

⑤ 病院の規模 

敷地面積 28,842.56㎡ / 延床面積 32,849.00㎡ 

階数・高さ 地上 8階 48.24m 

⑥ 構造種別 

免震構造・SRC造・一部 S造 

⑦ スタッフ数 

職員数：873 名 

医師数：112 名 

看護師数：470 名 

診療放射線技師数：22 名（健診パートタイム 2名） 

⑧ 認定資格(放射線科部関連) 

認定資格                取得者数 

第一種放射線取扱主任者             3 

第二種放射線取扱主任者             1 

放射線治療専門技師             1 

医学物理士                 1 

放射線治療品質管理士             1 

第一種作業環境測定士             1 

救急撮影認定技師             1 

X線 CT認定技師             1 

Ai認定診療放射線技師             1 

病院概要 
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マンモグラフィ検診精度管理中央委員会認定技師 3 

マンモグラフィ検診施設画像認定施設 

⑨ 当直・夜勤体制について 

 平日：当直 1名 、オンコール 1名 

 休診日：日直 1名、当直 1名 、オンコール 1名 

 

 

 

 

⑩ 一般撮影 

担当技師：4～5名  機器台数：4台 

導入メーカ・機器名：島津製作所 Radspeed Pro等 

1 日平均撮影件数（人）：120 

 

⑪ マンモグラフィ 

担当技師：1名 機器台数：1台 

導入メーカ・機器名：富士フイルム AMULET  Innovality 

1 日平均撮影件数（人）：10 

 

導入機器 
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⑫ ポータブル 

担当技師：2名  機器台数：3台（病棟 2台、手術室 1台） 

導入メーカ・機器名：富士フイルム DR-1000等 

1 日平均撮影件数（人）：35 

⑬ CT 

担当技師：3～4名  機器台数：3台（ 64列：2台 、256列：1台） 

導入メーカ・機器名：GEヘルスケア Revolution  EVO、Revolution CT                  

1 日平均撮影件数（人）：60 

ワークステーション： AW(GE)2台、VINCENT（富士フイルム）2台 

 

⑭ MRI 

担当技師：2名  機器台数：2台（1.5T：1台、3T：1台） 

導入メーカ・機器名：GEヘルスケア SIGNA Voyager 1.5T、SIGNA  Pioneer 3.0T 

1 日平均撮影件数（人）：20 

 

⑮ SPECT 

担当技師：1名 機器台数：1台 

導入メーカ・機器名：シーメンス Symbia-E 

1 日平均撮影件数（人）：5 
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⑯ 血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

担当技師：2名、 機器台数：3台 

導入メーカ・機器名：Philips  ALLURA XPER FD20/20、島津製作所 TRINIAS B8、 

島津製作所 TRINIAS B12 

1 日平均撮影件数（人）：4 

 

⑰ 透視装置 

担当技師：2名、機器台数：3台 

導入メーカ・機器名：CANON URUTIMAX 17 17、CANON  Ultimax-i 

          日立メディコ EXAVISTA、 

1 日平均検査件数（人）：7（EST、EIS等） 

 

⑱ 放射線治療 

担当技師：2名、 機器台数：1 台 

導入メーカ・機器名：Varian  CLINAC IX 

1 日平均治療件数（人）：14 

⑲ 骨密度 

担当技師：１名 機器台数：１台 
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導入メーカ・機器名：GEヘルスケア  PRODIGY Fuga 

1 日平均撮影件数（人）：3 

 

 

 

【新病院の南海トラフ地震対策】 

⑳ 建物構造 

本棟は地上 8 階建の免震構造で、その他の備蓄倉庫や立体駐車場は耐震構造となってい

ます。耐震は建物の倒壊を防ぐものに対して、免震は建物の倒壊だけではなく建物内部の

ダメージを抑え、設置されている医療機器や物品の破損を防ぐ目的となっています 

免震構造である当院も、地下にゴムとダンパーと呼ばれる揺れを吸収する装置を設置し

ております。さらに特徴として、土台（出入り口）周囲に１ｍ程の土クッションエリアを

設け、大きな地震の時には建物自体が周りの地面と同調同期しないようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

周囲に土のクッションエリア 

※建物構造 

 

 

新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 

【 本 棟 】 

免震構造 

鉄骨鉄筋コンクリ

ート造 

（ＳＲＣ造） 

【立体駐車場】 

耐震構造 

鉄骨造（Ｓ造） 

【別棟】 

耐震構造 

鉄骨造（Ｓ造） 

【保育所】 

耐震構造 

木造（ｗ造） 
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※階層図 

21 緊急時患者搬送 

屋上ヘリポートは四国内のドクターヘリ、消防防災ヘリは全て着陸可能となっておりま

す。広い駐車場について(604台うち立体駐車場 256台)、有事の際は緊急ヘリポートとして

運用可能です。 

                        

 

※ヘリポート 

22 設備 

自家発電を 2 基設置しており、送電がストップし自家発電を稼働させた場合、60％稼働

で約 7 日分の燃料を備蓄しております。また、上水については、受水槽に非常用上水 3 日

分 120 トンを備蓄するほか、井水を浄化し飲料水や透析用水として利用することとしてい

ます。      

別棟備蓄庫には患者用、職員用の食料、飲料水及び医薬品を７日分備蓄し、衛生材料に

ついては SPD委託事業者等と優先供給協定を締結することで、非常時には院内の在庫も利
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用する予定です。 

 

※自家発電 750kVA×2台       ※衛星電話用に 3回線アンテナ常設 

 

 

 

 

診療放射線技師２２名、医師２名、看護師４名、事務２名 

 

 

 

 

 

 

放射線科部スタッフ紹介 
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① ひろめ市場：昼間から地元客と観光客が入り乱れて酒を酌み交わす社交場。土佐藩家老

の屋敷跡付近にあり、弘人屋敷（ひろめやしき）と呼ばれていました。 

 

② 土佐の日曜市：市民の生活市として 300年以上の歴史を持つ高知市の街路市。近郊の農

家を中心に約 400の店舗が並びます。 

 

③ 海洋堂ホビー館 四万十：フィギュアや模型の製作で、世界的に高い評価を得ている海

洋堂の、歴史とコレクションを集大成とするミュージアムです。 

 

地元紹介 
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④ よさこい祭り：言わずと知れた土佐の祭り、毎年 8月 9日～8月 12日に開催されます。 

 

⑤ 四国カルスト：愛媛県と高知県にまたがる四国カルストは、山口県の秋吉台、福岡県の

平尾台に並ぶ日本三大カルストのひとつです。 

 

⑥ 新小（しんこ）： 1年以内の若いメジカで、釣ったその日に食べろと言われるほど足が

速く、生で食べられるのは漁港の近い町のみです。時期は 8月～9月のみ、仏手柑（ブ

シュカン）の果汁と皮をすり下して食べます。 
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医療被ばく低減認定施設 

 

                   旭川赤十字病院 増田安彦 

 

【はじめに】 

2006 年に「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部を改正する法律」が公布され，

病院の管理者は医療安全の質の確保が義務づけられました．2010 年には「医療スタッフの協働・連携

によるチーム医療の推進について」厚生労働省医政局長通知が出され，放射線検査等に関する説明，相

談を行う事とされました．そして 2020 年 4 月 1 日に「診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定」

が施行されることになり，診療用放射線に係る安全管理は管理者が確保すべき安全管理に含まれ，医療

被ばくの線量管理と線量記録が規定されることになりました． 我々診療放射線技師は，責任をもって

放射線検査に関する内容を開示することや，検査の説明，相談を行う事，被ばく低減に努める事は当然

のことであり，それらを実践することにより安全で良質な医療を提供する事が出来ます．医療被ばく低

減施設認定を取得することは医療被ばくの最適化をはじめとして放射線管理を実践していることにな

ります．本稿では，被ばく低減施設認定の準備を始めた 2012 年から取得するまでの軌跡について解説

し，これから取得を検討されている施設の参考になればと思います． 

 

【なぜ，認定を受けたのか】 

当院では毎年 4 月に Balance Score Card（BSC）を用いて経営戦略を立てており，各部署に於いても

病院方針の BSC に基づいて計画し全部署で BSC の発表を行っています． 2012 年の戦略目標は「ブ

ランド化・選ばれる病院」でした． そこで，放射線の BSC を検討した際に，前年の 2011.3.11 東日

本大震災後に原発事故が発生し，放射線被ばくについての報道が数多くされ，医療被ばくへの関心も高

まった事が取り上げられました． 放射線科として院内・院外に放射線診療の安全性，信頼性をアピー

ルする為には，日本診療放射線技師会が認定する「医療被ばく低減施設認定」の取得が必要であり，当

院放射線科のブランド化に繋がる最適なツールであると考え取得することになりました． この時点で

は北海道内の総合病院で取得した例がなく，また全国赤十字病院でも例がなかったので，赤十字病院で

第 1 号を目指すことになりました． 

 【手続き】 

被ばく低減施設は，放射線科だけで行

うことではなく病院全体の取り組みが

必要で，病院管理者の押印を求められま

す．起案書を作成し，院長決裁で承認し

ていただき，技師会へ申込を行いました．

日本診療放射線技師会から書類審査の

施設詳細記入用紙と自己評価調査表が

送付されるので結果を記載して返送し

ます． 自己評価表は 第 1 領域として

行為の正当化，第 2 領域は放射線防護の

最適化に別れ，ﾓﾀﾞﾘﾃｨ毎に自己評価を行
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い，適正な水準に達する事が求められています． 書類審査に合格すると，訪問審査日程が決まり， 書

類審査と立入検査が行われ，郵送で結果が通知されました． 

 

【認定までの道のり】 

2012 年 4 月に認定の取得を

決意表明してから資料作成

に取り組み，全てのﾓﾀﾞﾘﾃｨ

で自己評価表の各項目が

「B：医療被ばく低減に必要

な水準に達している」になる

までに 2 年半の歳月を要し

ました．(Cの適切でない 存

在しないレベルでは書類審

査に合格しません．B 以上で

なければなりません) 

2014年12月自己評価票を

提出し書類審査に合格しま

した，訪問審査は，翌年 2015

年の 7 月に 5 人のｻｰﾍﾞｰﾔｰが来院し、書類審査と立入検査が実施されました。（書類合格してから訪問審

査までに半年間ありましたが，その間に訪問審査時に準備する資料を整理しました）訪問審査の結果い

くつかの指摘事項がありましたが，速やかに改善し再提出しました．その結果 10 月に認定され，11 月

に第 54 号として登録されました．全国赤十字病院第 1 号を目指していましたが、残念ながら 2014 年に

小川赤十字病院が第 1 号で当院は第 2 施設目となりました． 

 

【認定取得のための資格と費用】 

日本診療放射線技師会が認定する放射線管理士及び放射線機器管理士が在籍し，それらの指導の下に，

適切な管理がおこなわれていることが必要でしたが当院は不在でした． 1 年かけて，2 人がこれらの

認定を取得しました． また審査に関わる費用は，訪問審査料として核医学施設を含む場合は８万円，

認定料２万円，被ばく線量測定ソフト約 10

万円（PCXMC，IMPACT）さらに線量測定

器に百数十万円（線量計とファントムは認

定後に予算が付き購入した）が必要である

ため病院の理解と協力が不可欠でした． 

 

【参考書籍・文献】 

 

医療被ばく説明マニュアル、ICRP 

Publication103 2007 年勧告、 医療被ばく

測定テキスト，医療被ばくガイドライン，
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1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4.

1.2.5

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

検査・治療依頼書に患者の必要な患者情報(患者属性）が明確されている  A　・　B　・　C　・NA

研修、教育訓練等病院職員に対する啓発が適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

病院職員に医療被ばく低減に関する啓発が行われているか（外部でも可）  A　・　B　・　C　・NA

行 為 の 正 当 化

検査・治療 (透視など） 依頼書が適切に作成されている  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療依頼書が作成されている  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療依頼書に依頼医師の指名が記されている  A　・　B　・　C　・NA

啓発の有効性評価と、それに基ずく啓発方法へのフィードバックが適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

患者の対応が適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

患者の医療被ばく相談あるいは質問に回答できるための自家データ　（検査ごとの臓器別被ばく線量等）を
整備している

 A　・　B　・　C　・NA

啓発内容は診療放射線技師、医師及び看護師等の職種に合せた適切なものにっている  A　・　B　・　C　・NA

啓発は定期的かつ適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

未受講者に対するフォローが適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

「レントゲン手帳」などよる患者対応が適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

説明マニュアルの見直し（改訂）が定期的に行われている  A　・　B　・　C　・NA

患者等からの要請があれば患者が受けた検査・治療による被ばく線量等を示すことができる  A　・　B　・　C　・NA

患者の医療被ばく相談あるいは質問に回答するためのマニュアル（資料がある）  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療による被ばく線量等を診療放射線技師が適切に説明できる  A　・　B　・　C　・NA

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4

2.4.1

2.4.2

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.6.1

2.6.6.2

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

エックス線装置等の使用基準が適切に順守されている  A　・　B　・　C　・NA

その他の法令基準が適切に順守されている  A　・　B　・　C　・NA

管理区域等の線量基準が適切に順守されている  A　・　B　・　C　・NA

エックス線診療室等の設備・構造が適切に順守されている  A　・　B　・　C　・NA

エックス線装置等の防護基準が適切に順守されている  A　・　B　・　C　・NA

装置管理に主導的な役割を担っている  A　・　B　・　C　・NA

放射線防護関係法令を順守し、患者、公衆、従事者等の被ばく防護・低減が適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

標識、注意事項が適切に貼付されている  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療が安全かつ円滑に実施できる性能などを有している  A　・　B　・　C　・NA

放射線機器管理士が在籍し適切な管理が行われている  A　・　B　・　C　・NA

放射線機器管理士が在籍している  A　・　B　・　C　・NA

周囲装置・備品などの保守管理が適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

放射線管理用機器が適切に管理されている  A　・　B　・　C　・NA

操作マニュアルおよび保守管理マニュアルなどの見直し（改訂）が定期的に行われている  A　・　B　・　C　・NA

関係するマニュアルなどの見直し（改訂）が定期的に行われている  A　・　B　・　C　・NA

放射線関連装置の保守管理  A　・　B　・　C　・NA

撮影・撮影装置等の主装置の保守管理が適切に行われている  A　・　B　・　C　・NA

診療放射線技師などのスッタフ全員が基準を理解し、実践している  A　・　B　・　C　・NA

小児の撮影条件などの決定方法を定めている  A　・　B　・　C　・NA

小児の撮影条件などの決定方法が診療放射線技師のスッタフ間で確認されており、その資料がある。ま

た、その方法に従って恒常的に決定していることを確認できる
 A　・　B　・　C　・NA

診療放射線技師等のスッタフ全員が基準を理解し、実践している  A　・　B　・　C　・NA

放射線防護の最適化の恒常的実践  A　・　B　・　C　・NA

性腺防護等、患者の被ばく低減基準を明確に定めている  A　・　B　・　C　・NA

医療被ばく低減に関する研究報告などが行われている  A　・　B　・　C　・NA

既往、アレルギー及び妊娠等の患者情報の確認が行われている  A　・　B　・　C　・NA

撮影・撮像等の前に確認すべき患者情報の基準を明確にして実践している  A　・　B　・　C　・NA

再撮影・再検査等の防止対策を適切に行っている  A　・　B　・　C　・NA

患者間違い、部位間違いなどの防止対策を適切の行っている  A　・　B　・　C　・NA

医療安全マニュアルなどの見直し（改訂）が定期的に行われている  A　・　B　・　C　・NA

放射線管理士が在籍し、主導的な役割を担っている  A　・　B　・　C　・NA

放射線管理士が在籍している  A　・　B　・　C　・NA

医療被ばく低減に主導的な役割を担っていいる  A　・　B　・　C　・NA

患者の被ばく線量に関するデーターを評価し把握している  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療ごとに患者の被ばく線量あるいは被ばく線量を評価できる情報が全て記録されている  A　・　B　・　C　・NA

医療被ばく低減に関する取り組みが行われている  A　・　B　・　C　・NA

医療被ばくガイドライン(診断参考レベルDRLs2015の公表を受けて）を担保した場合と担保しない場合の対

応方法を理解し実践している(画像評価が行われている
 A　・　B　・　C　・NA

医療被ばくガイドライン(診断参考レベルDRLs2015の公表を受けて）の趣旨を理解している  A　・　B　・　C　・NA

患者の被ばく線量を把握・管理している  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療マニュアルがある  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療マニュアル及び手順に医療被ばく低減及び医療安全に関する観点を取り入れている  A　・　B　・　C　・NA

検査・治療ごとに医療被ばくガイドライン(診断参考レベルDRLs2015の公表を受けて）との比較検討が行わ

れている
 A　・　B　・　C　・NA

放 射 線 防 護 の 最 適 化

検査・治療手順が明確であり、医療被ばくガイドライン(診断参考レベルDRLs2015の公表を受けて）との比

較検討が適切に行われている
 A　・　B　・　C　・NA

そして医療被ばく低減施設認

定取得のポイント（日本診療

放射線技師会誌

2014.vol61no.745 

－2015vol62no.751）は取得ま

でのポイントと経験，要点が

記載され，大変参考になりま

した．また「講習会」は実践

医療被ばく線量評価セミナー

や放射線被ばく相談員講習会

が開催されていました． 

 

【自己評価表】 

１．「行為の正当化」は全ての

ﾓﾀﾞﾘﾃｨに共通であり，２．「放

射線防護の最適化」は一般，

CT，透視，AG，RI 毎に自己

評価を行う．いずれも医療被

ばく低減に必要な水準（B 以

上）に達していることが求め

られます． 

自己評価票の中で 1.2「研修・

教育訓練等病院職員に対する

啓発が適切に行われている」

は過去 3 年分の講習会資料，

及び職種ごとの資料と未受講

者へはｽﾗｲﾄﾞの配布を行い、講

習会の評価としてアンケート

で対応しました．1.3.1「患者

の対応が適切に行われている」

は自家データを作成し放射線

システム（RIS）でいつでも参

照可能にしました． 
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2.3.5「医療被ばく低減に関する研究報告などが行われている」は過去 3 年間に医療被ばく低減に関する

学会報告の抄録，論文のコピーが必要で，「小児胸部撮影の最適管電圧についての研究」を添付

しました． 

2.6「放射線関連装置の保守管理」は過去 1 年分の保守台帳，点検記録，修理報告．操作マニュアル，

放射線管理士，放射線機器管理士資格のコピーを準備しました 

2.7「放射線防護関係法令を順守し患者講習従事者の被ばく防護・低減が適切に行われている」は過去 1

年分（2 回）の漏洩線量の測定記録．その他 過去 3 年分の医療監視の結果を準備しなければなり

ません． 

 

【訪問審査時の準備資料】 

 書類審査に合格した後， 訪問審査日に準備する資料 1 から 14 項目について 

  

各項目に関連する資料をまとめファイルに整理しました． 

 

「1. 平成 26 年度分の照射録又は依頼伝票」 

1.1 Ⅹ線照射録は 1 日分の照射録を印刷し，その他は RIS で参照することにしました．  

1.2 手術室における一時的管理区域設定にかかる記録 （手術室での透視撮影は管理区域でない

ため一時的に管理区域を設定し管理記録する）1 ヶ月分の照射録を印刷と「管理区域と「使

用中」の標識を添付しました。 

1.3 PACS 画面上の４隅に氏名,ID，撮影日，時刻のほか撮影条件を表示しました    

     一般撮影は kv，mA，mSec、MMG は kv，mAs，平均乳腺線量、X-TV は kv，mA，mSec，
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CT は CTDI，DLP 等の表示を行った。 

1.4 依頼指示伝票は放射線システムの指示・実施画面を印刷 

1.5 管理区域における注意事項はⅩ線撮影室（一般，TV，AG，CT），核医学施設）の掲示を写

真に撮り印刷 

1.6 移動型Ⅹ線装置の保管場所，鍵の保管も写真を撮り印刷しました 

 

「2. 過去 3 年分の病院職員•地域住民を対象とする医療被ばくに関する講習会等の回報および結果に

ついての資料」 

2.1 地域住民を対象とした取組として 

        旭川市の健康祭りに旭川放射線技師会が共催して「あなたの為の放射線展を開催」しまし

た。医療被ばく相談コーナーで当院の被ばく相談員が地域住民へ対応しました。 

      旭川赤十字病院ホームページに医療被ばく資料を掲載 

      旭川赤十字病院サービス向上委員会にて出前講義を実施，外来待合および，病棟ラウンジ

で医療被ばくの DVD 作成し放映した 

2.2 病院職員を対象とした講習会（平成 24.25.26.年度）開催 

      新入職員研修と医療安全研修会で全職員対象に年 1 回実施し， 

個人線量計で管理している職員（検査専門・手術室・検査に携わる病棟）に対しては部署

ごとに年 1 回講習会を行った． 

2.3 放射線科の会議等の記録 

      学会発表一覧，会議資料と参加者名簿 

      BLS 講習会，医療安全，感染管理研修会の参加記録 

      放射線科勉強会，学会，研修会報告，医療被ばく講習会の資料及び参加名簿 

      各種の認定資格取得者一覧 

 

「3. 検査・治療による放射線被ばく線量一覧」 

   医療被ばくガイドラインとの比較は装置別に放射線被ばく線量一覧，検査部位別組織・臓器組 

線量データを作成した 

表面入射線量は推定ソ

フト（茨城県放射線技

師会で管理する

NDD-M 法）を使用し

作成，実測値との比較

は当時，線量計がなか

ったので機器メーカー

からﾋﾟﾗﾆｱ線量計を借

用し測定し比較した． 

検査部位別組織・臓器

組織線量は推定ソフト

PCXMC（一般，透視）と ImPACT（ＣＴ）を購入し対応した． ImPACT は無料ですが，Data
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の NRPB-SR250 が有料であり，海外製品調達サービス会社を通して PCXMC と NRPB-SR250

を約 10 万円で購入しました． （茨城県放射線技師会では EPD 表面線量と臓器線量を算出ソフ

トも配布されている） 

 

一般撮影・ポータブル撮影 

NDD-M 法は Excel のマクロで計算されるようになっている。インバータなどの装置の種別、撮影条件、

焦点-皮膚間距離、ろ過フィルターを入力するだけで表面線量が計算されます．  

PCXMC2.0 を用いて撮影部位ごとの組織臓器線量と実効線量を算出し一覧表を作成 
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小児撮影は年齢、体重ごとに条件を細かく条件を設定。 
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自施設の被ばく線量とガイドラインとの比較 
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PCXMC2.0 ソフトの使用方法 について 

PCXMC は Windows ベースのモンテカルロプログラムでありⅩ線検査における患者の臓器・

組織の吸収線量を計算することが出来る．  PCXMC は Ver1.5 と Ver2.0 があり Windows

７で問題無く動作する．   起動すると 6 個のボタンからなる Main menu が表示される 

1.Examination data Ⅹ線検査データの入力 

2.Simulate ﾓﾝﾃｶﾙﾛｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを行う． 

3.Compute doses   線量計算 

4.Risk assessment 

5.about     

6.Exit     

 

 

 

1.Examination data   

Ⅹ線検査データの数値入力画面で 数値入力しファイル名を付けて保存する 

 

2.Simulation 画面からﾓﾝﾃｶﾙﾛｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを行う． Opendata から先に保存した DF2 ファイル

を選択すると自動的に計算が始まる．実行時間は，ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀの kev と Number of photons

で決まるが 100,000 でも 30sec 程度で終了する 

152



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Compute doses で線量計算画面になるので，changeX-raySpectrum をクリックすると 

Calculation of x-ray spectrum

画面になり Kv，ﾀｰｹﾞｯﾄ角度，フ

ィルターAl と総ろ過を入力す

る. 

 Exit:Generate this 

spectrum!で Back Grand で計

算され元の線量計算画面に戻る． 

次に open MCdata for dose 

calculation をクリックでｼｭﾐﾚｰ

ｼｮﾝ結果を指定する画面があら

われ en2 ファイルを指定する 
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 patient input dose 画面が現れ，Current 

time の単位でｍAs を入力し Ok する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果画面 

臓器組織線量と実効線量が表示される 
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 imPACT. WAZA-ARI などで求める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＴの臓器組織線量 

155



 

 

ImPACT の特徴 

データベースは欧米人用 

    16 列の CT までしか対応していない 

    AEC に対応していない 

    小児の場合は係数を掛けて計算が必要 

    日本語版ではない 

 

WAZA-ARI v2 の特徴 

web で利用でき、インストールやメンテナンスが不要 

    日本人の体格に対応（標準・肥満型・痩せ形）小児にも対応（0・1・5・10・15 才） 

    AEC や 64 列までの装置（東芝 Aquilion ONE）にも対応 

 

WAZA-ARI 
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実投与量は投与前のシリンジの量から投与後の残量（シリンジと注射針等を含めた量）を差し引いた量

が真の投与量になりますが，被ばくの増加や，煩雑さから，検定時の購入量から時間補正計算を行い，

実投与量を計算で求めた． 12時における検定量は規格より数％多く充填されている為，注射時のロス

（残量）を考慮すると，計算で求めても大差なく，問題にならない． 

 

 

「4. 放射線被ばくの説明マニュアルおよび質問に対する回答手順マニュアル」 

放射線被ばくの説明は放射線科内にポスターで掲示．また 病院ホームページで、検査説明および被ば

く線量の説明を行った． また技師全員が、簡易的に被ばく相談に対応できるように被ばく一覧表・ポ

ケット版説明マニュアルを携帯し対応した． さらに全ての RIS 端末にて何時でも閲覧可能にした 

レントゲン手帳などによる患者対応については医療被ばくカードを作成し対応することにした． 
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（説明文） 

放射線検査による被ばく量は、検査の種類によって異なります。歯科撮影のように局所的にごくわずか

な被ばくをするものもあります．核医学検査や PET 検査では、放射性薬剤が全身に分布するので、被ば

く線量が比較的高いものがあります。 

検査で用いている線量は医療機関によっても異なりますが、国際原子力機関（IAEA）や日本放射線技師

会は、独自に各放射線検査における照射線量の目安を定めています。これを診断参考レベルといいます。

個々の患者ごとに、体格や病態が異なるため、用いる放射線量が大きかったり小さかったりするのです

が、その医療機関の平均的な放射線量が診断参考レベルと大きくかけ離れている場合、検査方法を見直

すことが推奨されています。 

「10．放射線関連機器の保守管理における点検記録」 

 始業・終業点検は各装置の RIS 端末で運用し，起動すると始めの画面が「始業・終業点検」が現れる

ように PC の Start up に登録し運用． 終業点検は，手動で起動し点検項目をチェックする． 

放射線機器は機器メーカと保守契約を行い，年 1 回以上の点検整備を実施している．しかし機器が古く

保守契約を結べない機器は、ｽﾎﾟｯﾄ点検で対応している。 

照射野測定は一般撮影，ポータ装置について実施し，照射野範囲が規格内である事を確認する． 

プロテクターの性能評価は、年 1 回、TV 装置を用いて透視で確認を行っている．プロテクター番号で

管理し，亀裂がある場合は写真を撮り評価する．プロテクターの更新は外観は綺麗でも，亀裂があれば

更新対象とする．また古くても性能上問題無ければ継続使用して

いる．保守契約の点検確認書や，修理報告書は技師長・機器管理

士・部署責任者が押印することで情報共有すること 
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放射線内の掲示版にて検査の説明，被ばく線量一覧を展示，操作室内には，本人確認事項のポスター，

小児撮影時の照射野等，注意事項を掲示した． また被ばく相談室の設置は，医療支援センターの 1室

を借りて対応しました． 

 

【訪問審査】 

 2015 年 7 月 7 日 病院長のあいさつの後， 会議室にてサーベイヤー5 名で書類審査が行われた．

予め用意した訪問審査準備資料 14 項目のﾁｪｯｸが行われた後，立入検査が実施された．  

 立入検査では，掲示物のチェック（被ばく線量一覧，標識）や，被ばく相談フロチャート，機器の始

業・終了点検の実際（RIS での運用・・・） 機器・画像チェック，撮影条件の表示，小児撮影条件表 

などのチェックが行われ，その後審議された．  

 

指摘事項として以下に示す 

１．手術室の一時的管理区域の設定において放射線管理区域の標識と使用中の表示が無い 

２．更衣室から撮影室への入り口に標識・表示類が無い 

３．血管撮影装置において寝台据付型放射線防護板が未整備 

４．CT の撮影条件表示において頭部撮影の線量がガイドラインより高値 

５．核医学製剤の投与量が平均投与量ではなく、投与時の放射線量で管理すること 

６．装置毎の定期点検報告書等に放射線機器管理士ならび技師長の押印 

７．漏洩線量測定結果を放射線診療従事者への情報提示 

7 項目について改善し，文書で再提出を行った． 
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手術室の表示 

手術室での整形外科等による手術透

視は外科用移動型透視装置を使用し

ている為，一時的管理区域を設定し使

用している．管理区域の標識と使用中

の表示を作成し対応した．記録は実施

日時，場所，手術部位，使用装置，透

視条件，医師，技師名を記載し RIS

で管理した． 

 

【おわりに】 

「医療被ばく低減施設認定」の取得を 2012 年に宣言してから自己評価がＢに達するまで 2 年の期間が

かかり 2015 年に訪問審査を終えて認定施設になりました．放射線管理士，放射線機器管理士，被ばく

相談員を 2 人が取得し，各ﾓﾀﾞﾘﾃｨごとに線量測定や計算，資料作りなど放射線科全体で取り組み続けた

ことで取得することができたと思います． 

認定取得することによって   

１. 第 3 者評価により改善点が明確になり，医療被ばくに対する問題点の顕著化により職員の改善意識

の向上が期待できる． ２. 医療被ばく低減の目的で，検査マニュアルの見直すきっかけになる．３. 

認定される事により，認定証，認定プレートの掲示が放射線診療の安全性，信頼性をアピールすること

になる． ４.  放射線防護の最適化及び放射線量の測定，管理には診療放射線技師が必要不可欠である．

などが考えられます ． 

医療被ばくの適正化は患者に安心できる放射線診療を提供することになります．今後，多くの病院が

医療被ばく低減施設認定を取得することを願っています． 
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41年間を振り返って                                   旭川赤十字病院 増田 安彦 

 

1979年入社当時のころ 

当時の病院は 1条通りに面して 7階建てと 2条通り側には 5階建ての救

命救急センターがあり概観は大変大きく立派な病院でしたが、その内側に

は大正時代の建物が残され、片隅に放射線科があり一般撮影室とＴＶ室が

ありました。また救命救急センターの１階にＣＴ室、血管撮影室、救急Ｘ線室、

地下に核医学室が整備され、当時としては最新鋭の装置が導入されていま

した。特にＣＴは国産初の頭部専用装置でした。１スキャン 60sec で 10 スラ

イス撮るのに 15 分程度かかりましたが、脳の断層写真が撮れることは画期

的なことでした。 一方、旧放射線の撮影室は大変古く、ゴムひもで開閉す

るガタガタのドア、待合室は格子状の窓があり開放的でしたが、冬は廊下も撮影室も大変寒く、今では考えられ

ない環境でした。 新人当時は 1 日がとても早く、業務をこなすだけで精一杯でした。一般撮影の撮影条件はブ

ッキー撮影台にフォトセンサーなどはもちろん付いてなく、すべてマニュアル撮影で、条件を覚えるのに大変苦

労しました。撮影条件が悪く、再撮影をしたことが何度もありました。 今のような丁寧な教育体制やマニュアルも

無く、一般撮影技術教本だけでした。先輩から短期間に指導を受けその後は 1 人で任され、待機業務も 6 月か

ら始まりました。  仕事に慣れてきた 3 年目は学生時代に取得できなかった第 1 種放射線取扱主任者試験に

再挑戦することにしました。仕事の後の勉強は大変苦労しました。4月ごろから教科書、過去問題に 4ヶ月間取り

組み8月23.24日（私の誕生日）の試験にあわせて頑張りました。試験会場、東京の青山大学で行われ、北海道

人にとって聞きなれないミンミンゼミの鳴き声と 30 度の蒸し暑い中、試験問題に取り組んだことを覚えています。

翌年、駒込のアイソトープ協会で講習を受け、第 1 種放射線取扱主任者免許を取得しました。 このころ、冬は

スキーが大変盛んで猫も杓子もやっていて、私も病院のスキー同好会に所属していました。仕事の後、医師、看

護師、事務の皆さんと近くのスキー場に練習に行き、富良野や小樽、ニセコ方面へも泊りがけで出かけ、大変楽

しかったです。 私は仕事の後、毎晩のようにナイタースキーに通い、全日本スキー連盟基礎スキー準指導員

（1983年）を取得し、その後は指導員も取得しました。  

1985年マレーシア ビトン島のベトナム難民キャンプへ派遣   

７年目の CTを担当していた時に、当時の浅坂三五郎技師長から海外派遣の白羽の矢が私に飛び込んで来ま

した。マレーシアのベトナム難民キャンプに行ってくれないかと言われ、英語が話せないというと、英会話を勉強

して話せるようになればいいだろうと簡単に言われ、それから半年間英会話教室に通い 4月 30日、成田空港か

ら水上勝太郎院長、小林猛男事務長、本社の外事部職員らに見送られマレーシア、クアラランプールに向け出

発し、現地に入りました。  

1975 年ベトナム戦争終了後、社会主義国になった南ベトナム人達は家、土地、仕事を国家に取られて、経済

活動が制限され、迫害を受け、体制になじめないなどの理由により国外に大勢の人々が脱出しました。 小船に

乗って、東シナ海に脱出したベトナム難民はボートピープルと呼ばれ、香港、マレーシアを目指しました。途中

で日本のタンカーに保護され、日本にたどり着いた難民もいました。東シナ海に脱出したボートピープルはタイ

の海賊によって、金品を奪われ、強姦や殺人が起こり、ベトナムを離れた難民のうち多数の人々が被害にあいま

した。運よくマレーシアにたどり着いた難民達は ビトン島の難民キャンプに収容されました。 
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ビトン島は マレーシアの東海岸、クアラトレンガヌの東に浮かぶ周囲 6km ほどのココナッツが生い茂る小さな

島で 6千人から 1万人が生活していました。  難民キャンプでは第 3国で生活する準備として、職業訓練学校

があり語学やタイプ、木工、電気などの教室がありました。 ビトン島はマレーシアの警察が統治し、教員や医療

スタッフは世界各国の赤十字社・赤新月社から派遣されていました。  キャンプでは英語が使われていました

が、国によって英語の発音が違うことに驚きました。フランス人と、オーストラリア人の発音が最も聞きやすかった

です。もっとも相手が気を使って丁寧に話してくれたためだと思います。 私の職場は船着き場の前にあり

Sickbay と呼ばれる 2 階建て病院で１階に内科、歯科とレントゲ

ン室、２階にはキッチンがありました。メディカルスタッフは ノル

ウェー、フランス、フィリピン、そして私、から成る国際チームで４

か月間お世話になりました。私の仕事は主に結核健診で、キャ

ンプに収容された難民の胸部間接撮影を行っていました、撮

影プログラムはキャンプに着いた時に 1回目の撮影、その後は

６ヵ月毎に撮影をします。多い月は１ヵ月で１500 人程撮影して

いました。間接撮影の 70mm ロールフィルムの現像はタンク現

像を行い、直接撮影はバット現像で対応していました。 （当然

自動現像機はありません）撮影装置は東芝製のポータブル 1

台と CANON の間接撮影機の組み合わせでした。間接で「異

常あり」の場合は直接撮影も行いました。そのほか腹痛や骨折

などの一般撮影も行いました。  レントゲン室にはベトナム人

の補助スタッフがいて、彼らはベトナム難民の呼び出や撮影業

務の補助として大変よく働いてくれました。 仕事が終わっても、

陽はまだまだ高く、20 時ごろまで明るかったので外人スタッフと

バスケットボールやテニスなどをして楽しみました。 ２ヵ月がた

ち仕事と島の生活に慣れたころ、突然ポータブル装置が故障

し、Ⅹ線スイッチを押してもⅩ線が出なくなりました。電気回路

には少しばかり知識があり、配線図を見ながら故障原因を何時間も探しました。島には電話がないので、マレー

シア本土に行って日本赤十字本社に連絡を取り、サービスマンに来てもらう事ができるのだろうかなどと、途方に

暮れながら原因を探し続け、Ⅹ線のハンドスイッチの断線が原因と判った時は、大喜びで大変うれしかったです。 

ところが間接カメラの部品は故障を想定し予備がいろいろありましたが、ポータブル装置が故障した場合の修理

は考えられていなかったようで部品は何もなく、電気修理工具の「半田ごて」も当然ありません。断線の修理など

は想定外だったと思います。  「半田ごて」があれば修理できる。だれか持っていないだろうかとスタッフに聞い

てもありませんでした。探していた時、島には職業訓練学校があることに気が付きました。私の部屋の近くには教

員スタッフ達の部屋があり、夕食後トランプをして一緒に遊んだ中にインド人の先生がいて、電気工学を教えて

いると言っていた事を思いだしました。期待と不安を繰り返しながら行ってみると、やっと見つける事ができました。

レントゲン装置の修理に使うのでと説明し「半田ごて」と「はんだ」借り、自力で修理を行うことができました。そし

て翌日から撮影を再開できました。  運よく単なる断線が原因で修理することができましたが、この時は 何時

間かかっても、あきらめない。努力すれば必ず道は開ける。と実感しました。 任期が終わりに近づいた 8 月、日

本の JAL123便が迷走飛行し群馬に墜落した時は、マレーシア新聞の一面に掲載され、大変驚き、大変ショック

でした。 
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 始めは英語が聞き取れず、会話についていけま

せんでしたが、 愉快な外人スタッフと一緒に仕事と余

暇を楽しむことができて 4 か月間大変充実した貴重な

経験をすることができました。 任期を無事終え、陽気

な外人スタッフ達に見送られビトン島を離れました。ク

アラランプールのマレーシア赤新月社と UNHCR に任

務終了の報告をし、感謝状を頂き帰国しました。 難

民キャンプに派遣中は、快く自分の仕事をみんなで分

担してくれた放射線科の皆様に深く感謝いたしまし

た。 

 

1986年  2号館完成で大正時代の旧館とお別れ、業務量が増え技師増員。ポケベル待機から当直制へ 

S61 年 8 月、2 号館が完成。 大正時代の旧放射線から大きく拡大し、一般 4 室、TV4 室、断層、AG、エコー、

マンモ、間接、血液照射、暗室、技師室が完成し、放射線機器も一斉に更新されました。各撮影室には更衣室

が備えられ、技師の動線が短縮され、業務効率が格段に改善されました。また１１月には自宅待機から当直制

に変わりましたが、当直明けは午後からの帰宅でした。 1989 年は当院初の MRI-0.5T が導入され、その後も、

MRI の増設が行われ、CT、MRI は 2 台体制になりました。  毎年業務量が増え、1999 年には MD-CT ｱｸｲﾘｵ

ﾝが導入され、技師数は 18人になりました。 

1991 核医学検査 SPECT専用機の導入で 2台体制  ＩＭＰ脳血流定量検査開始と学会発表 

SPECT専用機 9300Aが導入され脳血流、心筋血流検査が始まりました。脳血流定量方法は 123I-IMPマイクロス

フェアーモデルによる持続動脈採血法を始めました。この検査は動脈にサーフロ針を留置し 5 分間の持続動脈

採血が必要でしたが、脳循環を研究にしていた牧野憲一 Dr.（現在の病院長）が積極的に協力してくれたので、

短期間で安定したデータを出すことができるようになりました。持続採血機、遠心分離機、攪拌機、電子天秤、ウ

エルカウンター、安全ピペッター、マイクロピペッター、脂溶性成分測定用のオクタノール試薬など準備し、血液

カウントの測定法を確立しました。ＣＣＦ測定、データ収集、画像処理方法など文献等を参考に準備しました。  

年間約600件の脳血流定量検査を行いました。 収集方法は基本の松田法を用いていましたが、検査に 1時間

かかった為、患者負担が大きく、スループットが悪いなどの欠点がありました。そこで、定量精度上げた短縮プロ

トコールを開発し「旭川法」として学会に発表しました。（現在も同様に検査している） このころから脳血流定量

に関する研究を始め、核医学会で毎年発表するようになりました。 2005 年からは核医学技術学会の核医学画

像の「定量化・基準化のワーキンググループ」の一員となりシンポジスト、生涯教育担当委員、2009 年には札幌

で開催された第 29回核医学技術学会の学術企画委員長、2012年は旭川で第 32回核医学技術学会が開催さ

れ副実行委員長を務めさせていただきました。 北海道核医学技術学会の幹事をはじめ、北海道や旭川の研

究会の世話人を務めました。著書（共著）は「超実践マニュアルＲＩ」と「核医学技術概論」で脳ＳＰＥＣＴを分筆し

ました。論文は「1 点動脈採血と 123I-IMPmicrosphere model による簡便な局所脳血流定量測定法」核医学

1999;36:839-844 に掲載されました。 核医学会での研究発表や論文投稿では牧野憲一先生に多大なご指導

いただきました。   核医学施設の作業環境測定は専門業者が行っていましたが、年間の測定費用が高額で

した。事務長に相談したところ受験・講習費用、そして測定機器購入費用を負担して頂けることになり 1994 年

に第 1 種作業環境測定士を取得し自前で測定を始めました。その後、後輩 2 人も病院の補助を受けて第 1 種

作業環境測定士を取得しました。  

166



1991 年からは旭川放射線技師会の理事、そして 2002 年から副会長を 4 年務め旭川地区の技師と交流を深

めることができた。 技師職の 1/3を核医学検査に携わり、研究を通じて全国に仲間が出来ました。 30,40歳代

のころは 1日が 24時間では足りなく、30時間あったら、と思うことが何度もありましたが、研究や技師会活動を辞

めようと思ったことはなく大変充実した日々を送ることが出来ました。 ただ反省すべきことは群馬県立福祉大学

校で同期だった久保田利夫君（前橋日赤）から日本赤十字放射線技師会の仕事を誘われたことがありましたが、

当時は能力の限界を感じ、応えることができませんでした。大変申し訳ありませんでした。 

 

2004.4に技師長を拝命してから 2020.3退職まで 

2003.8 月に突然、前任の小田技師長が函館赤十字病院に転勤になりました。9 月から代理を務めることにな

り、翌年 4月技師長を拝命いたしました。  組織つくりと、質の向上を目指し、ブランド化を進めました。 

 2005 年、乳がん検診業務が始まり、女性技師 1 人では対応ができないため私も「乳がん検診撮影技師」を取

得し対応しました。 この年、富士通の電子カルテが導入され、1997 年から使用していた東芝のオーダーリング

システムが更新されました。旧システムの放射線オーダが大量にあり、移行処理には 10 数台の端末を用意し人

海戦術で放射線オーダの入力作業を行いました。スタッフの協力で数日間で終わらせることが出来ました。2006

年 8月には放射線システムが導入され読影医 3名が旭川医大から赴任し, 専門医による画像診断が始まりまし

た。 2007 年には病院機能評価を受審することになり、業務手順マニュアル、点検記録、医療安全など整備す

ることになりました。2008 年には現在の入院棟が完成し、これまで救命救急センターと 2 号館に分かれていまし

たが、画像診断センターとして１Ｆに集約されました。外来患者と救急患者の動線が重ならないように中央に位

置し、入院患者はエレベータで上階から降りてくる配置になりました。ＣＴ室の入口は外来患者と救急患者用に

２ヵ所対面に作り、急患やＯＰ後の患者は外来患者の前を通らなくても良い配置になりました。患者の動線がス

ムーズになり検査効率が上がりました。  2012.4 牧野憲一院長が誕生しました。病院経営をマネジメントする

バランススコアーカード（ＢＳＣ）は副院長の時代から取り入れられ、病院が示した戦略マップを参考に、部門ごと

に BSC を作り発表を行ってきました。この年の戦略目標は「ブランド化・選ばれる病院」でした。 他院の放射線

科で取り組んでいない特徴的な事はできないか、いろいろ検討しました。そこで提案されたのが福島の原発事

故による被ばく報道でした。2011.3.11 に東日本大震災が発生し、原子力発電所の電源が喪失されたことで原

発事故が発生し放射線被ばくについての報道が

多くされ、医療被ばくへの関心が高まりました。 

そこで院内、院外に放射線検査の安全性、信頼

性をアピールできれば、「ブランド化・選ばれる病

院」になると確信し、日本診療放射線技師会が認

定する「被ばく低減施設認定」取得を宣言するこ

とになりました。 医療被ばく低減に必要な水準

に達するまで 2 年の歳月を要し、2015 年に認定

されました。全国 54 番目、赤十字病院では 2 番

目の取得になりました。2 人の放射線管理者と放

射線機器管理者が中心となって線量測定や資

料を作成しました。認定に必要な水準になるまで

放射線科全員で日々の努力した結果、取得できたと思います。 同年MMGのソフトコピー認定施設、2016年に

は救急撮影認定技師実習施設を取得しました。 技師の個人資格・認定取得はＢＳＣにおいて目標人数を定め、
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毎年 増え続け、今年度は 3人が新たに認定を受け認定資格者は 56人になりました。現在 26人の技師が在籍

し平均 2つ以上取得したことになりました。牧野院長になって、教育委員会が設置され、教育研修に関する規定

が整備され、全職員が資格取得に対し金銭的補助を受ける事が出来るように改善されました。 技師個人の専

門的知識が高まることで放射線全体の質が向上しブランド化が進みました。 組織つくりでは課長責任を明確に

して権限を与え、新たに副技師長を作り体制を強化しました。 毎年2月に実施されるヒアリング（院長、副院長、

部長、事務部長との意見交換）ではＢＳＣの結果報告と稼働状況、翌年度の計画ついてプレゼンがあります。 

毎年、新たな取り組みや改善に努め病院経営に参画してきました。 今年度は、新規に３Ｄプリンターを導入し、

手術画像支援加算の実物大モデルとして 2000 点を算定できるように医事課と連携を行いました。  2018、

2019 年度のプレゼンは全国赤十字病院放射線稼働データ（2017 年技師会作成）を武器にプレゼンを行いまし

た。 ＣＴ，ＭＲＩの検査人数は全国でトップクラス、超音波件数については全国トップであることが解り、有利に

交渉する材料になりました。 今後も全国の病院が調査に協力し定期的に作成していただけることをお願いいた

します。  2018 年は第６５回定期総会にて功労章を頂きありがとうございました。２０1９年１月第１回施設代表者

会議では 新人教育や、災害における BCP 策定など各施設の現状など学び、懇親会では 安彦 茂会長並び

に役員の方々と交流を持ち、いろいろな情報を得ることができました。今後も継続して頂きたいと思います。  

   41 年間いろいろなことに challenge してきました。 辛く苦しいことを乗り越え達成できた時の喜びは忘れら

れない思い出となっています。努力して得られたものは自信に繋がり、また新たな challenge への原動力に繋が

っていきました。 退職後は、今ま

で出来なかった事（趣味など）が残

っています、新たな人生に向かって

challengeを続けていきたいと思いま

す。 私の 41 年間の技師人生は、

たくさんの皆様に支えられ、助けら

れて今日まで務めることができまし

た。心から深く感謝いたします。 

日本赤十字社診療放射線技師会

の益々の発展と、皆様のご活躍、ご

健康を心よりお祈り申し上げます。

ありがとうございました。 

 

旭川赤十字病院  医療技術部放射線技師長 増田安彦 
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【編集後記】 

 

 電子会誌第 11号は、令和元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いま

す。今号の特集は「AI の可能性」と題してメーカー8 社より投稿いただきました。それぞ

れの取り組みが見えて今後の期待が大きく膨らむ一方、我々放射線技師はどう使いこなす

のか、うまく共存できるのか、ちょっと不安な思いもよぎります。 

「施設紹介」として高知赤十字病院から投稿いただきました。イオンモール高知に隣接

した好立地で患者にとっても便利な環境にあります。旭川赤十字病院の増田安彦技師長か

ら「医療被ばく低減認定施設紹介」「技師長最終年総括」として 2つの投稿をいただきまし

た。感謝感激であります。被ばく低減施設認定を目指している施設にはとても参考になる

のでぜひ読んでいただきたいと思います。お忙しい中ご投稿いただいた方々に紙面を借り

て改めて感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスの影響により不安な毎日を過ごす今日このごろ、それと戦うすべて

の人々に一日も早い安息の日が訪れることを願うばかりである。 

 

 

令和 2年 4月 15日  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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