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「COVID-19 感染拡大と東日本大震災」 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

２０２１年に年が変わっても、相変わらず連日の様に COVID-19 感染拡大の記事が多く

取り上げられていました。しかし宮城出身の自分にとっては、２０２１年３月１１日は死

者数が 15,000 人を超えた東日本大震災から１０年が経つ忘れられない日です。南海トラフ

の大地震の発生も心配されており、地震や津波などの自然災害に備える様々な取り組みが

進められています。今まで地震などの自然災害以外には大きな話題になっていませんでし

たが、２００２年の１１月から 7 月初旬にかけて東アジアを中心として世界各国に広がっ

た SARS（重症急性呼吸器症候群）や２００９年の４月頃から世界に広がり始めて５月に

日本で最初の感染者が見つかった新型インフルエンザの発生により、感染症のパンデミッ

ク(世界的大流行)が危惧されていました。約１００年前のスペイン風邪が直近のパンデミ

ックですが、それ以前にも人類は何度も感染症のパンデミックを経験しています。東日本

大震災で発生した大きな津波が、約１２００年前に起きた貞観地震でも起きていたことを

考えると、災害だけでなく感染症についても過去の歴史に学ぶことが必要です。さて、人

類はこういった様々なリスクに備える必要があったはずですが、自身の経験をもとにリス

ク管理をする傾向があるため、経験のない事象については事前の備えが不十分になってし

まうだけでなく、正常性バイアスによって早期の対応が遅れてしまいます。今回の

COVID-19 感染は、グローバル化が進み以前より国境を越えた移動が活発になったことも

あり、感染のパンデミックが驚くほど速いスピードで起きてしまいました。特に欧米諸国

で、当初感染がパンデミックになるはずがないと各国の政府が考えてしまったため、先進

国であるにもかかわらず対応が遅れて感染のパンデミックにより多くの死者をだすことに

なりました。日本は、理由がはっきりしませんが、欧米諸国よりも COVID-19 感染者数が

桁違いに少ないだけでなく、死者数もかなり少ない結果となっています。ところが、今ま

での日本の医療制度は、感染のパンデミックに対応する施策を講じておらず、感染者数が

多い首都圏や関西圏だけではなく感染者数の少ない地方でも感染ベッドが足りなくなり、

医療崩壊一歩手前まで追い込まれてしまいました。このため、現在の国の第７次医療計画

「５疾病・５事業および在宅医療」を見直して、２０２４年度からの第 8 次医療計画の中

で「新興感染症対策」を医療計画の 6 事業目に明確に位置付け、「5 事業」を「6 事業」と

することが決まっています。今までほとんどの病院施設で感染対策チームに診療放射線技

師が加わっていないことからわかる様に、診療放射線技師の感染対策に対する意識は高く

ありませんでした。今後は、放射線診療の現場でも国の医療政策に取り残されないように

感染対策を行うことが必要です。今回の会誌では、放射線機器メーカーに感染対策に関す

る対応の現状を寄稿していただきました。ワクチン接種で COVID-19 感染拡大は終息する

可能性もありますが、過去のパンデミックの歴史を考えると、今後再び流行する脅威はこ

れからも続いていきます。是非、本会誌の情報も参考にしていただき、放射線診療におけ

る標準感染予防を実施していただければ幸いです。 

2



第 67 回定期総会資料 

  表 彰 

議 事 

【第一号議案】令和元年度事業経過報告・決算報告 

令和元年度監査報告 

【第二号議案】令和 2 年度事業計画・予算案 

3



日本赤十字社診療放射線技師会 第 67 回定期総会資料 

1 

日本赤十字社診療放射線技師会 

表  彰 

会員各位 

 日本赤十字社診療放射線技師会 

会   長  安彦 茂 

表彰委員長  中山 進 

日本赤十字社診療放射線技師会表彰規程により、顕著な功績があったので表彰します。 

令和 2 年功労書被表彰者 

（表彰規程第 2 条の 1） 

   釧 路 赤 十 字 病 院 相山 幸紀 

   仙 台 赤 十 字 病 院 横山 高広 

   足 利 赤 十 字 病 院 久保田健夫 

   深 谷 赤 十 字 病 院 笠井 久幸 

   日本赤十字社医療センター 竹内   宏 

   大 森 赤 十 字 病 院  樋口 新一 

   長 岡 赤 十 字 病 院 鈴木 光男 

   長 野 赤 十 字 病 院 大塚  亨 

   名古屋第一赤十字病院 大滝  司 

   名古屋第二赤十字病院 亀谷 健一 

   大 津 赤 十 字 病 院 森田 光正 

   大 津 赤 十 字 志 賀病 院 猪飼 正夫 

   京 都 第一赤十字病院 福田  勤也 

京 都 第二赤十字病院 河本 勲則 

   鳥 取 赤 十 字 病 院 池原  準 

   松 江 赤 十 字 病 院 磯田 康範 

   益 田 赤 十 字 病 院 増野 利政 

   岡 山 赤 十 字 病 院 有森 秀夫 

   広 島 赤 十 字・原爆病 院 田中 久善 

   高 松 赤 十 字 病 院 安部 一成 

   松 山 赤 十 字 病 院 水口  司 

   松 山 赤 十 字 病 院 池本 俊成 

   松 山 赤 十 字 病 院 久   武 

（敬称略、順不同） 
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令和 2 年奨励賞被表彰者および被表彰施設 

（表彰規程第 2 条の 2） 

個人表彰の部 

   深 谷 赤 十 字 病 院  高柳 幸恵 

   武蔵野 赤 十 字 病 院  小川  亮 

日本赤十字社和歌山医療センター 石原 佳知 

（敬称略、順不同） 

施設表彰の部 

   該当なし 

令和 2 年感謝状被贈呈者および感謝状被贈呈施設・企業 

（表彰規程第 2 条の 3） 

   該当なし 
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【第一号議案】令和元年度事業経過報告 

総括 

元号が平成から令和に変わった 2019 年度は、厚生労働省が 9 月に市町村などが運営す

る公立病院と日本赤十字社などが運営する公的病院の 25%超にあたる全国 424 の病院につ

いて「再編統合について特に議論が必要」とする分析をまとめ、病院名を公表した。赤十

字病院が 24 施設含まれており、今後各都道府県の地域医療計画の中で検討し対応するよ

う求められるだろう。また、赤十字全体の決算がここ数年赤字状態であり、早急に地域の

医療情勢を分析した上でより一層の経営改善の取り組みが必要となっている。2019 年の年

末に中国で発生し爆発的に感染拡大をした新型コロナウイルスは、現在日本国内での発生

はある程度抑えられているが、特に欧米で発生数が急速に拡大しているため、WHO がパ

ンデミックの宣言をした。国内でもクラスターが各地で発生していており、全く予断の許

さない状況が続いている。この感染は長期化することが予想されていることと、通常診療

で来院する患者の中にも感染者がいる可能性があることから、我々診療放射線技師は新型

コロナウイルス対応時以外の通常撮影においても、スタンダード・プリコーションを行う

ように求められている。 

この様な厳しい医療情勢ではあるが、本会では 5 月 31 日（金）5 月 1 日（土）に東京

国際フォーラムでメインテーマを「被ばく低減」とした学術総会を開催した他、例年同

様、全国７ブロックで研修会が開催された。その他、治療専門部の研修会開催、ホームペ

ージを利用した活動等を実施した。また、2020 年度に大阪で開催を予定している学術総会

に向け、視察を兼ねて常務理事会を学術総会開催予定の会場で開催した。 

各ブロック研修会では、災害支援部が「国際・国内・原子力災害について」をテーマにし

て講演を行った。また、組織調査部ではベンチマーク調査についてのアンケートを実施し

報告を行った。その他、チーム医療について学術総会で各施設の紹介を報告した他、第 55

回日赤医学会総会本社企画「チーム医療推進」実践報告において、本会から推薦を受けた

高山赤十字病院が診療放射線技師のチーム医療への取り組みを発表した。また、専門部で

は、治療専門部が研修会を開催した。 

本会では日赤のスケールメリットを生かした取り組みの一つとして、本社医療支援部と

協働で放射線機器の共同購入に対し協力してきた。本社では、今年度よりより一層スケー

ルメリットが得られるように、放射線機器の共同購入を国立病院機構、独立行政法人地域

医療機能推進機構（JCHO）、労働者健康安全機構（労災病院）がグループで実施している

共同入札に令和２年度入札分から加わることになったが、本会からアドバイザーという形

で継続して協力を行った。 

各部の活動については各担当より説明させていただくこととするが、例年より本会の活

動にご支援をいただいている日本赤十字本社、物心両面にて支援をいただいている各メー

カーに深謝し、2019 年度の総括とする。 
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平成 31・令和元年度 会長・副会長行動録 

会 長 安彦 茂 

平成 31 年 4 月 5 日  

平成 30 年度日本赤十字社診療放射線技師会理事会 （日本赤十字社 本社） 

平成 31 年 4 月 12・13 日  

第 75 回日本放射線技術学会総会学術大会 

平成 31 年 4 月 17 日  

日本赤十字社医学会評議委員会 （日本赤十字社 本社） 

令和元年 5 月 31 日 

令和元年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 （東京国際フォーラム） 

令和元年 6 月 20 日 

令和元年度第 1 回日本赤十字社 医療の質向上委員会 （日本赤十字社 本社） 

令和元年 7 月 5 日  

日本赤十字社診療放射線技師会第 1 回常任理事会 （ホテルメルパレク大阪） 

令和元年 9 月 7・8 日  

第 10 回中部ブロック業務研修会 （静岡赤十字病院） 

令和元年 9 月 14・15・16 日  

第 35 回日本診療放射線技師会学術大会 （さいたま市） 

令和元年 9 月 28 日  

東北ブロック業務研修会 （盛岡赤十字病院） 

令和元年 10 月 5 日  

日本赤十字社診療放射線技師会第 2 回常任理事会 （深谷赤十字病院） 

令和元年 10 月 17・18 日  

日本赤十字社医学会総会 （広島市） 

令和元年 11 月 2・3 日  

第 9 回中四国ブロック業務研修会 （高知赤十字病院） 

令和元年 11 月 6 日  

大型医療機器の共同入札にかかる説明会 （国立病院機構本部） 

令和元年 11 月 9・10 日  

第 32 回東部ブロック業務研修会 （足利赤十字病院） 

令和元年 11 月 15 日  

令和元年度第 2 回日本赤十字社 医療の質向上委員会 （日本赤十字社 本社） 

令和元年 11 月 16 日  

第 6 回中部ブロック技師長・責任者会議 （名古屋第二赤十字病院） 

令和元年 12 月 9 日  

大型医療機器の共同入札にかかる共同入札検討会 （国立病院機構本部） 
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令和 2 年 1 月 11・12 日 

第 20 回九州ブロック業務研修会 （日本赤十字社熊本健康管理センター） 

令和 2 年 2 月 1・2 日  

第 28 回近畿ブロック業務研修会 （神戸赤十字病院・ホテル北野プラザ六甲荘） 

副会長 正者 智昭 

平成 31 年 4 月 5 日 

平成 30 年度日本赤十字社診療放射線技師会理事会 （日本赤十字社 本社） 

令和元年 5 月 31 日 

令和元年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 （東京国際フォーラム） 

令和元年 7 月 5 日 

日本赤十字社診療放射線技師会第 1 回常任理事会 （メルパルク大阪） 

令和元年 10 月 5 日 

日本赤十字社診療放射線技師会第 2 回常任理事会 （深谷赤十字病院） 

令和元年 11 月 6 日 

令和 2 年度医療機器共同入札製品説明会 （国立病院機構本部） 

令和元年 12 月 9 日 

令和 2 年度医療機器共同入札検討会 （国立病院機構本部） 

令和 2 年 1 月 31 日 

災害医療支援部会 （兵庫県災害医療センター） 

令和 2 年 2 月 1・2 日 

第 28 回近畿ブロック業務研修会 （神戸赤十字病院・ホテル北野プラザ六甲荘） 

令和 2 年 2 月 7 日 

日本赤十字社診療放射線技師会第 3 回常任理事会 （日本赤十字社 本社） 

副会長 竹安 直行 

平成 31 年 4 月 5 日（金） 

平成 30 年度日本赤十字社診療放射線技師会理事会 （日本診療放射線技師会） 

令和元年 5 月 31 日（金）～6 月 1 日（土） 

令和元年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 （東京国際フォーラム） 

令和元年 7 月 5 日（金） 

日本赤十字社診療放射線技師会第 1 回常任理事会 （日本赤十字社 本社） 

令和元年 10 月 5 日（土） 

日本赤十字社診療放射線技師会第 2 回常任理事会 （深谷赤十字病院） 

令和元年 11 月 9 日（土）～10 日（日） 

第 32 回東部ブロック業務研修会 （足利赤十字病院） 
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令和元年 11 月 16 日（土） 

診療放射線技師養成機関・職能団体との懇親会について 

主催；日本診療放射線技師会 （日本赤十字社診療放射線技師会事務所） 

令和 2 年 1 月 25 日（土） 

放射線治療部会研修会 （日本赤十字社医療センター） 

令和 2 年 2 月 7 日（金） 

日本赤十字社診療放射線技師会第 3 回常任理事会 （日本赤十字社 本社） 

副会長 荒井 一正 

平成 31 年 4 月 5 日 

平成 30 年度日本赤十字社診療放射線技師会理事会 （日本赤十字社 本社） 

令和元年 5 月 28 日 

第1回チーム医療の推進に関するガイドライン検討WG （日本赤十字社 本社） 

令和元年 5 月 31 日 

令和元年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 （東京国際フォーラム） 

令和元年 7 月 5 日 

日本赤十字社診療放射線技師会第 1 回常任理事会 （ホテルメルパルク大阪） 

令和元年 10 月 1 日 

第2回チーム医療の推進に関するガイドライン検討WG （日本赤十字社 本社） 

令和元年 10 月 5 日 

日本赤十字社診療放射線技師会第 2 回常任理事会 （深谷赤十字病院） 

令和元年 11 月 16 日 

診療放射線技師養成機関・職能団体との懇親会について 

主催；日本診療放射線技師会（日本赤十字社診療放射線技師会事務所） 

令和 2 年 2 月 7 日 

日本赤十字社診療放射線技師会第 3 回常任理事会 （日本赤十字社 本社） 

令和 2 年 3 月 10 日 

第 3 回チーム医療の推進に関するガイドライン検討 WG （日本赤十字社 本社） 

9
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令和元年度 

各部事業経過報告 

1．総務部活動報告  

(1) 第 66 回日本赤十字社診療放射線技師会定期総会の開催 

 令和元年 5 月 31 日（金）15：50～17：00 の日時で、第 66 回定期総会を東京国際フォ

ーラム D－5 ホールにて開催した。 

安彦会長挨拶の後、表彰式が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 施設がそれぞれ表彰された。  

※功労賞被表彰者 29 名  (順不同、敬称略)  

（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 

（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

その後、定期総会議事運営報告（資格審査報告）が事務局の大竹理事よりなされ、出席

者 139 名、委任状提出者 1,373 名、合計 1,512 名を得ており定期総会が成立することを確

認した。 

議事を進めるにあたって姫路赤十字病院 井手 充浩 氏、高槻赤十字病院 松原 健夫 

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

氏が会場より選出された。議事は平成 30 年度事業経過報告、平成 30 年度決算報告、平成

30 年度監査報告、そして平成 31 年度事業計画案、平成 31 年度予算計画案、およびその

他について全てを審議し承認決議された。 

これらの詳細は、第 66 回定期総会議事録としてホームページに掲載した。 

(2) 平成 31 年学術定期総会収支報告 

収支報告を第二号議案である平成 31 年度決算報告の特別会計として記載。 

(3) 常任理事会、理事会の開催及び議事録の作成  

10
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常任理事会を 3 回および理事会を 1 回、下記のとおりに開催した。検討事項及び提案事

項について審議決議し、それらについて全て議事録を作成そして速やかにホームページに

掲載した。  

○ 第 1 回常任理事会  

令和元年 7 月 5 日（金）13：00～16：00 メルパルク大阪 6F 高砂 

○ 第 2 回常任理事会   

令和元年 10 月 5 日（金）13：00～17：00 深谷赤十字病院 301 会議室 

○ 第 3 回常任理事会  

令和 2 年 2 月 7 日（金）13：00～17：00 日赤十字社 本社 202 会議室理事会  

○ 理事会 

令和 2 年 4 月 3 日（金）13：00～17：00 日赤十字社 本社 101 会議室理事会  

(4) 医療安全対策部会  

本社医療事業部医療安全課管轄の医療安全対策部会に本会の尾形理事が出席し、 医療

安全推進について協議また検討を行った。 

○ 第 1 回医療安全対策部会  

  令和元年 6 月 21 日（金）15：00～17：30 日赤十字社 本社 

○ 第 2 回医療安全対策部会  

令和元年 12 月 11 日（水）15：00～17：30 日赤十字社 本社 

2．会員動向（令和 2 年 1 月 10 日現在） 

会員数 1535 名（新入会予定者含む） 

新入会会員数 73名 

退会会員数 52名 

 非会員数 47名 

 組織率 97.2% 

 

3．福利厚生報告  

慶弔規程に基づいて電報を送った。(順不同、敬称略)  

○ 結婚式祝電 7 名 

（大分）日野 雄介 （松江）岩田 幸子 （成田）森 慎吾  

（大分）熊谷 誠  （大津）井本 剛志 （成田）小城 晶子 

（大津）山極 航輝 

○ 叙勲お祝い 1 名   

（元古河）森 正三 

○ 弔電 1 名     

（名古屋第二）亀谷 健一 
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4．学術部報告 

令和元年 5 月 31 日（金）6 月 1 日（土）の 2 日間、令和元年 日本赤十字社診療放射線

技師学術総会を東京国際フォーラム ホール D-5 にて開催した。 

主な内容は以下の通りである。 

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 

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 

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 

チーム医療報告 

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

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

   ③CT/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 

会員研究発表 

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 

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 

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 

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院 中尾 由利子 
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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 

Ⅱ-⑥ 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 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 宣長 待機 

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 

Ⅲ-⑨ 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 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-⑪ 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 

 

5．専門部報告 

（1）各専門部活動報告 

 1．放射線治療専門部 

①継続事業として会員 SNS 利用促進を図り、会員 SNS を利用した治療スタッフからの

質問などの対応をおこなった。 

②日本赤十字放射線技師会学術総会において放射線治療分野研究発表の座長選出をおこ

なった。 

③日本赤十字放射線技師会学術総会へ出席し、会員との意見交換おこなった。 

④放射線関連学会より出されたガイドライン等の情報を発信し、情報共有を図った。 

⑤放射線障害防止法改正に係る放射線障害予防規程変更および代表者変更届などの手続

きが円滑に行えるよう、本社担当者と連携し会員への情報提供をおこなった 

⑥放射線治療における品質管理業務に関するアンケートを実施した。 

⑦放射線治療における品質管理業務に関する研修会を実施した 

   日時：令和 2 年 1 月 25 日(土) 13：00～18：00 

      場所：日本赤十字社医療センター 3 階 講堂 

   参加者数：60 名（理事 2 名含む） 
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2．MRI 専門部 

①今年度の活動として、昨年度に作成を行った頭部についての撮像プロトコルアンケー

トを、全施設に対して実施した。

実施方法としては、グーグルフォームを使用して作成したアンケートのリンクを、技

師会 SNS と MRI 専門部の ML を通じて配信する形で行った。

ただし、現在の回答施設は 20 施設となっており、もう少し回答数を伸ばしたいと考

えている。

3．核医学専門部 

①本赤十字社診療放射線技師会の会員専用 SNS にて、"医療法施行規則の一部を改正す

る省令の施行"の核医学関連事項（線量記録と線量管理）について情報提供を行った。 

4．乳房専門部 

① 令和元年 6 月 23 日

「豊胸術後のリンパ腫について」を HP 掲載 

5．CT 専門部 

①今年度、CT 専門委員会の委員交代もありましたが、委員会としましてはメールを活

用し、委員会メンバーで意見交換や情報共有をいたしました。

②交流会につきましては、3 月に関西にて開催の準備を致しましたところ、様々な問題

もあり実現できませんでしたので 2 年度への継続目標にします。

③全国の CT 担当者ネットワークは、全国 CT 担当者メーリングリストを各施設の担当

者様の協力により更新いたしました。今後アンケ―ト等の協力に備えてネットワーク

強化を図れたかと考えています。

④専門部合同企画の資料（リードレスペースメーカー等）を集約し提出いたしました。

6．医療情報専門部 

①システムマップのメンテナンス

②システムマップの持続的な情報更新の検討

③放射線量管理システムの運用等についての情報交換（世話人間）

④医療用放射線の安全管理に関する法令改正対応についての情報交換（世話人間）

⑤技師会内での情報交換、情報発信の方法についての意見交換
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6．災害医療支援部報告 

（1）ブロック業務研修会での講演 

①令和元年 09 月 07 日：中部ブロック （国際災害関係） 

②令和元年 09 月 28 日：東北ブロック （国際災害関係） 

③令和元年 10 月 05 日：北海道ブロック（国内災害関係） 

④令和元年 11 月 02 日：中四国ブロック（国際災害関係） 

⑤令和元年 11 月 09 日：東部ブロック （原子力災害関係） 

令和 2 年 01 月 11 日：九州ブロック （国際災害関係） 

 

（2）災害医療支援部会議 

本社講演：日本赤十字社 事業局 救護・福祉部 赤十字原子力災害情報センター 

      恩田 英治 参事 

（3）その他 部員活動 

①赤十字原子力アドバイザー会議出席（2 回） 

②赤十字原子力災害対応基礎研修会 講師（4 回） 

③原子力基礎研修会スライドの編集 

④赤十字全国救護班研修 講師 

⑤病院型 ERU 展開検証 参加 

 

7．広報部報告 

（1）電子会誌 11 号の作成 

 【会誌内容】 

  ①特集テーマ：「AI の可能性」メーカー・8 題 

  ②施設紹介 2 施設（高知、福島） 

  ③被ばく低減認定施設 （旭川） 

 ④技師長最終年総括 2 題 

  ⑤本会の動き 

   ・令和 1 年度 日本赤十字社診療放射線技師会学術総会 

   ・令和 1 年度 日本赤十字社診療放射線技師会定期総会 議事録 

   ・各ブロック研修会報告 

   ・専門部活動報告 

ホームページへの掲載は 4 月初旬予定 

名誉会員への CDR 送付は 4 月中旬予定 
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8．IT 推進部報告 

（1）ホームページの管理運営 

入会・退会・お問い合わせへの返信。 

（2）ホームページの変更および更新作業 

会員 SNS のメーリングリスト整備。 

会員 SNS の共有ホルダー整理。 

画面構成の維持管理作業 

（3）メーリングリストの更新作業 

  施設代表者・専門部など 

（4）ホームページ登録会員数 

登録会員数 1394 名 

昨年度新規会員数 63 名 

会員のホームページ登録率 91％ 

 

9．チーム医療部報告 

（1）令和元年日本赤十字社診療放射線技師学術総会において、下記のとおりチーム医療

の活動報告をしていただいた。 

  ・武蔵野赤十字病院「QC サークル活動・５S 活動」 穴田有美氏 

  ・伊豆赤十字病院「ひとり何役？」 土田真嗣氏 

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

（2）令和元年度第 1 回チーム医療の推進に関する検討部会に、部会委員として荒井副会長

が出席した。 

   開催日：令和元年 10 月 1 日（火） 

   会 場：日本赤十字社 403 会議室 

（3）第 55 回日本赤十字社医学会総会（広島）にて、本社企画「チーム医療推進」実践報

告において、パネリストとして発表していただいた。 

  実践報告：VTE 予防対策チームにおける診療放射線技師の役割 

  高山赤十字病院 今井丈晴氏 

  日時：令和元年 10 月 18 日（金）  

 

10．教育部報告 

（1）平成 31 年 1 月に開催された第 1 回施設代表者会議に先立ち実施したアンケート結果

を参考に、教育プログラム収集の協力を依頼した。現在も収集中であり、次年度も

継続する。 
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11．組織調査部報告 

（1）平成 31 年度 4 月より全国赤十字技師長･課長宛に年度初頭の会員調査を実施し、総会

までに新年度の新入会会員（予定者）・退会会員および施設毎の会員と会員数の把握を

行い会員台帳にまとめた。 

（2）組織調査と同時に、第 54 回日本赤十字社医学総会の発表者の把握を目的に発表者に

関する調査を行い、結果を学術部へ報告した。 

（3）事務局および IT 推進部と連携し、年間を通じて会員の入退会状況の確認作業を行い

本会会員動向の把握に努めた。 

（4）技師長・課長メーリングリスト（ホットクロス ML）の登録情報について調査を行っ

た。 

(5) 平成 31 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会において、総会のあり方に関するアン

ケート調査を実施し、結果を 7 月にホームページに掲載した。 

（6）平成 31 年 10 月より昨年実施したベンチマーク調査に対してのアンケート調査を実施

し、結果を令和 2 年 1 月にホームページに掲載した。 

12．表彰部報告 

（1）平成29年度理事会にて、平成30年功労賞（表彰規程2条1）被表彰者29名、 

奨励賞（同2条2）個人の部・被表彰者2名、施設の部・4施設を決定した。 

（2）令和元年5月31日第66回定期総会にて表彰式を執り行った。 

（3）令和元年9月2日から令和元年12月27日にかけて、令和2年功労賞被表彰者および感謝

状被贈呈者の推薦を募集した。 

13．ブロック活動報告 

（1）北海道ブロック 

1．平成 31 年度北海道ブロック技師長・課長・職務代行者会議 

日 時：平成 31 年 5 月 11 日（土） 13：00 分～17：30 分 

場 所：日本赤十字社北海道支部 看護大学サテライト室（日本赤十字社北海道支部内） 

出席者：10 施設 10 名 

2．第 29 回北海道ブロック業務研修会並びに総会 

日 時：令和 元年 10 月 6 日（土）～7 日（日） 

会 場：富士フイルム札幌ビル 札幌市中央区大通り西 6 丁目１ 

参加規模：9 施設 23 名 

研修概要： 

①一般演題 7 演題

骨塩（2 題）、超音波（1 題）、マンモ（3 題）、被ばく低減（1 題） 
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②特別講演：「災害医療概論」 

    日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 及川 林 

③グループワーク：「災害時の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 及川 林 

④総会 

⑤技術情報交流：「医療法改正における各施設の対応の現状」 

                            各施設の報告 

⑥メーカー講演：「被ばく管理システムの紹介」2 題 

・IT ソリューション事業部 開発部商品企画グループ       五十嵐 昭人 様 

・株式会社ジェイマックシステム 営業部営業推進グループ       箱石 卓 様 

⑦会員講演 「今なぜ線量管理が必要か? その対策。」 

     旭川赤十字宇病院 医療技術部 放射線技師長 増田 安彦 

（2）東北ブロック 

 1．令和元度 東北ブロック施設代表者会議 

日 時：令和元年 9 月 28 日（土） 13：00 ～13：30 

会 場：盛岡赤十字病院 

出席者：6 施設 7 名 

 

2．令和元年度 東北ブロック業務研修会 

日 程：令和元年 9 月 28(土) 13：00 ～ 17：00 

会 場：盛岡赤十字病院 ２Ｆ 記念講堂 

当番病院：盛岡赤十字病院 

  参加規模：6 施設 38 名 

  研修概要： 

① 会長講演「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 

 

② 特別講演Ⅰ「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 

 

③ 特別講演Ⅱ「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 災害医療支援部委員 嶋田 祐子 

       

④ 教育講演Ⅰ 「被ばく線量管理ソフト Radmetrics」    バイエル株式会社 
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⑤ 教育講演Ⅱ 「被ばく線量管理ソフト AMDS」 アゼモトメディカル株式会社

⑥ シンポジウム 「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 

（3）東部ブロック 

1．平成 31 年度 第 1 回 東部ブロック施設代表者会議 

   日 時：平成 31 年 4 月 26 日  

   会 場：さいたま赤十字病院 

   出席者：17 施設 

2．令和元年度 第 2 回 東部ブロック施設代表者会議 

   日 時：令和元年 11 月 9 日 

   会 場：足利赤十字病院 

   出席者：20 施設 

3．第 31 回東部ブロック業務研修会・平成 30 年度第 2 回東部ブロック施設代表者会議 

日 程：令和元年 11 月 9 日（土）10 日（日） 

会 場：足利赤十字病院 講堂 

当番病院：足利赤十字病院 

   参加規模：20 施設 93 名（他ブロック施設含） 

   研修概要： 

①一般演題 15 演題

②会長講演

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

③特別企画

「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 

④災害支援部講演

「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 松井 久男 
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⑤技術講演  

「単純Ｘ線撮影で実現する胸部動態解析技術」 

コニカミノルタヘルスケア営業推進部Ｘ線営業部山口 晃史  先生  

⑥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 

 

 

 

 

（4）中部ブロック 

1．第 10 回中部ブロック業務研修会 

日 程：令和元年 9 月 7(土)13：00～8 日(日)12：30 

会 場：静岡赤十字病院 2 号館 4 階 第 1 会議室・第 2 会議室 

当番病院：静岡赤十字病院 

出席者：中部ブロック 15 施設 56 名（含 安彦会長） 

   研修概要： 

⑦ 会長講演 

 日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂  

⑧ 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 

⑨ 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 

⑩ 災害医療支援部講演 「診療放射線技師の国際貢献」 

 大阪赤十字病院 嶋田 祐子 

⑪ 分科会（CT・MRI・放射線治療・核医学・一般撮影） 

 

⑫ 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 

「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 

「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 

           

⑬ 線量管理ソフトメーカー講演 

GE・富士フイルム・シーメンス・アゼモト 
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2．令和元年度 6 回中部ブロック技師長・責任者会議 

日 時：令和元年 11 月 14 日（木）13：00-20：00、15 日（金）9：00-12：30 

会 場：名古屋第二赤十字病院およびホテルトラスティー名古屋 

テーマ：大規模災害に備える 

プログラム 

① 院長講演 「チームビルディング」

名古屋第二赤十字病院 佐藤 公治 院長 

② 特別講演 「大規模災害に備える」

名古屋大学減災連携研究センター長 福和 伸夫 教授 

③ 施設の取り組みⅠ

岐阜赤十字病院・伊勢赤十字病院 

④ 指針策定（各施設の現状）

⑤ 会長講演 「来年度の医療法改正の指針について」

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

⑥ 施設の取り組みⅡ

安曇野赤十字病院 

⑦ 総合討論

⑧ 中部ブロック連絡会議

（5）近畿ブロック 

1． 令和元年度第 1 回近畿ブロック施設代表者会議 

日 時：令和元年 9 月 7 日（土）13：00 から 17：00 

会 場：京都第一赤十字病院 

出席者：12 施設 13 名 

2． 令和元年度第 2 回近畿ブロック施設代表者会議 

日 程：令和 2 年 2 月 1 日 (土) 13：20 から 15：30 

会 場：ホテル北野プラザ六甲荘「ローズマリー ウエスト」 

出席者：12 施設 14 名 

3．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 

日 程：令和 2 年 2 月 1 日 (土)から 2 日 (日) 

会 場：ホテル北野プラザ六甲荘「マジョラム」 

当番病院：神戸赤十字病院 

参加規模：12 施設 76 名 

研修概要： 
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① 開会挨拶        

神戸赤十字病院 放射線科部 技師長 古東 正宣 

② 開催施設代表者挨拶   

神戸赤十字病院 院長 山下 晴央 

③ 会長挨拶          

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

④ 主催者挨拶        

近畿ブロック理事 藤原 朗 

⑤ ランチョンセミナー 「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 MR 営業部萩原 友基 先生 

⑥ 一般演題   11 演題 

⑦ 特別講演「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  

⑧ 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（神戸赤十字病院病院） 

⑨ 教育講演  

「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」 

神戸災害医療センター 放射線科 副部長 木下 めぐ美先生 

⑩ 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 

⑪ 閉会挨拶        

神戸赤十字病院 放射線科部 技師長 古東 正宣 

 

（6）中四国ブロック 

1．平成 31 年度中国・四国ブロック施設代表者会議 

日 時：令和元年 11 月 2 日（土） 13：30～13：50 

会 場：高知赤十字病院 4F 会議室 

出席者：12 施設 14 名（会長、常任理事含） 

 

2．平成 31 年度中国・四国ブロック業務研修会 

日 程：令和元年 11 月 2 日(土)～3 日(日) 

会 場：高知赤十字病院 4 階ホール 

当番病院：高知赤十字病院 

   参加規模：13 施設 53 名（他ブロック施設含） 

   研修概要：         
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① 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 

② 災害救護特別講演 

講演 1『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  山﨑 浩史 

講演 2『大規模災害時における放射線科の対応』 

高知赤十字病院  高橋 健次郎 

講演 3『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 

③ 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』 

災害医療支援部 口井 信孝 

④ 会員研究発表（一般演題 10 演題） 

⑤ メーカー講演 

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

富士フイ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 様 

2．『求められる品質管理/求めるべきツール』 

アクロバイオ株式会社 芳忠 寿一 様 

⑥ 施設見学 (希望者のみ) 

 

（7）九州ブロック 

1．令和元年度九州ブロック施設代表者会議 

日 時：令和 2 年 1 月 11 日（土） 16：30～17：10 

会 場：日本赤十字社熊本健康管理センター 南館 

出席者：9 施設 12 名 

※安彦会長、口井技師長（和歌山医療センター）も参加 

 

2．第 20 回九州ブロック業務研修会 

日 程：令和 2 年 1 月 11(土)～12 日(日) 

会 場：日本赤十字社熊本健康管理センター 南館 5 階ホール 

当番病院：日本赤十字社熊本健康管理センター 

   参加規模：9 施設 58 名 

   研修概要： 

①開会挨拶 

担当施設 熊本健康管理センター 長野 勝廣 
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②教育講演『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 

③腰痛体操 

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 

④会長講演 

 日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

⑤一般演題 

⑥メーカー講演『 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 

⑦特別講演 

『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 
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令和元年度決算報告 

1．令和元年度学術定期総会収支報告 

特別会計

〖収入の部〗 金額（円）

項目 決算額 備考

参加登録費 1,112,000 8,000円×139名

会員情報交換会参加費 224,000 2,000円×112名

協賛企業情報交換会参加費 150,000 10,000円×15名

学術総会助成金 64,362 一般会計より

計 1,550,362

〖支出の部〗 金額（円）

項目 決算額 備考

会場費 398,472 東京国際フォーラムＤ－５、備品使用料含

情報交換会費 644,271 東京国際フォーラムＧ－７

運営費 353,800 ランチョンセミナー（会員お弁当代）

招聘費 41,660 講師宿泊・交通費

講師謝金 44,548

学術発表賞費 15,000 副賞

会議費 6,000 座長謝礼1,000円×6名

諸経費 1,296 備品

雑費 45,315 郵送費等

計 1,550,362

令和元年　日本赤十字社診療放射線技師会学術総会　収支報告書

期間　：　自　令和元年5月31日（金）

　　　　　至　令和元年6月  1日（土）

　　　　   　　     　    会場　：　東京国際フォーラム

（セミナー企業の支払い分75万円を除く）
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2．令和元年度一般会計決算報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 令和元年度予算額 令和元年度決算額 増減 備考

会費 4,689,000 4,773,000 84,000 3,000×1,591名

入会金 98,000 75,000 △ 23,000 1,000×75名

HP広告収入 1,300,000 1,050,000 △ 250,000 広告協賛

雑収入 2,000 14 △ 1,986

前年度繰越金 1,055,082 1,055,082 0

合計 7,144,082 6,953,096 △ 190,986

科目 令和元年度予算額 令和元年度決算額 増減 備考

総会費 110,000 58,360 △ 51,640 総会運営費

会議費 2,150,000 2,057,186 △ 92,814 全国理事会、常任理事会費

役員活動費 122,500 119,000 △ 3,500 3,500×34名

ブロック活動費 1,400,000 1,400,000 0 7ブロック

渉外費（旅費） 400,000 348,204 △ 51,796

表彰費 370,000 339,872 △ 30,128 賞状副賞・活動費

学術部費 10,000 6,940 △ 3,060 活動費

専門部費 30,000 0 △ 30,000 活動費

財務部費 50,000 43,576 △ 6,424 活動費

組織調査部費 10,000 0 △ 10,000 活動費

広報部費 40,000 22,620 △ 17,380 活動費

IT推進部費 40,000 16,538 △ 23,462 活動費

災害医療支援部費 500,000 477,135 △ 22,865 活動費

事務局費 300,000 78,757 △ 221,243 活動費・慶弔費

学術総会助成金 58,000 64,362 6,362

HP管理運営費 500,000 514,200 14,200 構築サーバー利用費、会誌更新費

基金積立費 100,000 100,000 0 積立て基金へ繰り出し

予備費 953,582 0 △ 953,582

合計 7,144,082 5,646,750 △ 1,497,332

日本赤十字社診療放射線技師会　会   長  安彦　  茂    

　　　　財務部   長瀬　光臣    

令和元年度一般会計決算報告書

　2020年3月31日現在　 金額（円）

収　　　入　　　の　　　部

支　　　　出　　　　の　　　　部

（収入6,953,096－支出5,646,750＝残金1,306,346）

残金  1,306,346 円は次年度に繰越し
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3．令和元年度日本赤十字社診療放射線技師会 特別積立基金決算報告書 

4．令和元年度日本赤十字社診療放射線技師会 HP 特別積立基金決算報告書 

科目 金額

前年度繰越金 950,667

定期預金利息 83

令和元年度積立金 100,000

合計 1,050,750

日本赤十字社診療放射線技師会　会長　安彦　茂

2020年3月31日現在

備考

令和元年度分

一般会計より繰り入れ

特別積立基金決算報告書

上記の通り報告いたします。　

令和元年度日本赤十字社診療放射線技師会

科目 金額

前年度繰越金 2,000,321

定期預金利息 172

合計 2,000,493

HP特別積立基金決算報告書

令和元年度日本赤十字社診療放射線技師会

日本赤十字社診療放射線技師会　会長　安彦　茂

2020年3月31日現在

備考

上記の通り報告いたします。　

令和元年度分
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【第二号議案】令和 2 年度事業計画案 

総括 

新型コロナウイルスの国内で確認された感染者数は、2020 年 3 月末の時点でクルーズ

船の乗船者を除いて 2000 人を超えている。日本国内ではまだパンデミック状態ではない

が、依然として感染拡大の危険性は高く予断の許さない状況が続いているだけでなく、終

息宣言の時期が全く予測できないのが現状である。東京や大阪などの大都市圏では、クラ

スターが複数発生すると、あっという間にオーバーシュート状態となり、欧米で起きてい

る医療崩壊が起きることが指摘されている。今後の感染者数の増加数によっては、感染症

指定病院以外の病院でも感染患者の受け入れを求められる可能性もあるだろう。 

各施設とも、院内感染対策をしながら通常診療を行うのに精いっぱいと思われるが、日

赤グループ病院の経営改善は急務であり、日赤本社も今後人件費抑制など様々な対策をグ

ループ全体の財務状況を改善する目的で計画するだろう。こういった中、本会も昨年度に

引き続き本社が計画している放射線機器の共同購入に協力を行っていきたいと考えてい

る。また、本年４月医療法施行規則の改正が施行され、医療放射線の安全管理が各施設に

義務付けられた。本会では、各施設が行っている医療被曝の管理・記録体制について、施

設代表者会議等で情報交換を行っていきたいと考えている。 

本年度は、6 月 12 日（金）13 日（土）にメルパルク大阪で初めて東京以外で学術総会

を開催する他、例年同様、各ブロックの研修会、専門部の活動、ホームページを利用した

活動が主たるものとなっている。学術総会は、メインテーマを「災害・救急医療を考え

る」とし開催を予定している。全国７ブロックで開催を予定している研修会では、各ブロ

ックとも工夫した企画を計画しており、施設間の情報共有も含めて活発な活動になると期

待している。専門部の活動は、主にホームページを利用した情報発信が主なものとなって

いるが、災害支援部や各専門部の研修会開催などをサポートしていきたい。また、チーム

医療については、昨年度に引き続き学術総会で各施設の取り組みの紹介を行う他、本社が

開催しているチーム医療の推進に関する検討部会の事業に協力していく予定である。 

また、本年度は第２回施設代表者会議を 2021 年 1 月 16 日（土）17 日（日）に本社で

開催を予定しており、医療放射線の安全管理の運用や教育体制等について情報交換を行う

予定である。 

新型コロナウイルスの影響で、学術総会や研修会等の開催が予定通りに実施できない可

能性があるが、連年通り適宜にホームページ上で情報発信を行うと共に会の運営状況につ

いてもお伝えしながら活動を行う予定である。本会の活動は、会員の皆様だけではなく日

本赤十字社の各部門や企業の皆様のご厚情に支えられていることをご理解いただき、今後

ともより一層のご協力をお願いしたい。 

以上、2020 年度事業計画案の総括とする。 
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各部事業家計画案 

1．総務部活動計画案 

(1) 令和 2 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会および第 67 回定期総会 

令和 2 年学術総会を令和 2 年 6 月 12 日（金）、6 月 13 日（土）の 2 日間にわたってメル

パルク大阪カナ－レで開催。第 67 回定期総会は令和 2 年 6 月 12 日（金）同会場で、また

同日に情報交換会を、同ホテルのラ・シェノウにて開催する。  

来年の学術総会の開催会場については、東京国際フォーラムでの開催を予定している。 

(2) 令和 2 年学術定期総会予算案 

令和元年度理事会において、令和 2 年学術定期総会予算案が審議され全会一致で可決さ

れた。それについては第五号議案の項、特別会計にて報告する。 

(3) 令和 2 年度の日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事会および理事会  

常任理事会を 3 回および理事会を 1 回開催し、各部の活動報告および検討事項について

は審議を行う。その内容については、議事録を作成し速やかにホームページに掲載する。な

お、必要があれば会長の指示のもと臨時常任理事会を、管理メーリングリストまた Web で

開催する。  

○ 第 1 回常任理事会 令和 2 年 7 月初旬  Web 会議   

○ 第 2 回常任理事会 令和 2 年 11 月 20 日（金）高知赤十字病院  

○ 第 3 回常任理事会 令和 3 年 1 月 17 日（日）日赤本社別館 PMO 会議室  

○ 理事会 令和 3 年 4 月初旬 日赤本社  

○ 臨時常任理事会 必要時に Web またはメール会議を開催 

(4) 第 2 回施設代表者会議および意見交換会 

 第 1 回施設代表者会議の開催アンケ－ト結果を基に、2 年毎に開催する事となった。会議

の検討事項やプログラム等について常任理事会で検討する。 

○ 令和 3 年 1 月 16 日（土）・17 日（日）日赤本社別館 PMO 会議室 

(5) 日赤本社医療安全対策部会  

診療放射線技師の立場で参加し、他職種と日赤医療安全全体の事柄について協議する。  

○  第 1 回医療安全対策部会  

  令和 2 年 6 月開催予定 日赤本社 

○  第 2 回医療安全対策部会  

  令和 2 年 12 月開催予定 日赤本社 

 

2．福利厚生 

会員に祝電の申請をしていただけるように広報していく。 

 

3．学術部活動計画案 

（1）令和2年日本赤十字社診療放射線技師学術総会の開催  
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令和 2 年 6 月 12 日（金）・13 日（土）の 2 日間、ホテルメルパルク大阪 にて開催予定

である。テーマは「災害・救急医療を考える」とし、主な内容は本社講演、学術講演、教

育講演、会員研究発表等を予定している。 

 

4．専門部活動計画案 

（1）各専門部活動計画案 

 1．放射線治療専門部 

①会員 SNS 利用促進を進め、会員間の情報交換および専門部からの情報発信を行う。 

②学術総会やブロック大会に積極的に参画し、専門部より広報活動を行う。 

③放射線関連学会と協力し会員に有益な情報を発信する。 

④障害防止法改正に係る放射線障害予防規程変更の提出などの手続きなどのサポートを

継続して行う。 

⑤治療専門部会主催の研修会の開催 

⑥放射線治療における品質管理体制強化のサポートおよび品質管理業務に従事する医学

物理士などの職種への待遇改善を働きかける 

 

 2．MRI 専門部 

①2019 年度実施のアンケートの回答数が伸び悩んでいるため、実施期間を延長して回答

数を増やし、結果集計を行いたい。（こちらに目を通された方の施設で、回答されてい

ない場合は、ぜひ回答をよろしくお願い致します。） 

②可能であれば頭部以外の部位についてもアンケートの作成を行っていく。 

 

3．核医学専門部 

①核医学診療施設入退出時の管理区域用（RI 専用）スリッパ等の履き替えの見直し。 

 

4．乳房専門部 

 ①（開催要請があれば）マンモグラフィポジショニング研修会の開催。 

 

 5．CT 専門部 

①CT 担当者メーリングリストの継続更新 

②DRLｓ2020 の日赤グールプデータのアンケ―ト調査実地 

③CT 部門交流会の企画 

④CT 業務に関する質問対応 

 

6．医療情報専門部 

 ①放射線管理システムの導入・運用に関する情報発信 
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②医療情報に関する情報発信 

③情報交換体制の確立 

④システムマップのメンテナンス 

 

5．災害医療支援部活動計画案 

（1）ブロック研修会での講演（継続事業） 

   各ブロック研修会からの要請に応じて災害医療に関する講演を継続して行う。 

（2）募集型診療放射線技師向け救護班研修の開催 

   国内災害が多くみられる昨今、自ブロックで生じた災害に対応できる技師の育成が

必要である。各施設のキーパーソンとなる技師の養成を行うべく募集型の救護班研

修会を開催する。 

（3）国内災害時の災害用照射録作成 

   日本赤十字社として、統一した照射録を運用できるように検討する。 

（4）国内災害発生時の放射線業務への受援体制構築 

   ベンチマークを活用しながら、施設間の情報を共有し、自施設が被災した際の受援体

制を構築していく為の啓発を行う。 

（5）メーカーとの災害協定 

国内災害発生時における可搬型Ｘ線装置の借用について、メーカーと協議を進め協

定が結べるよう活動する。 

 

6．広報部活動計画案 

（1）．電子会誌 12 号の作成 

 【会誌内容】 

 ①特集テーマ 未定 

  ②施設紹介 未定（2～3 施設） 

  ③技師長最終年総括 

  ④チーム医療の取組 

  ⑤本会の動き 

   ・令和 2 年度 日本赤十字社診療放射線技師会学術総会 

   ・令和 2 年度 日本赤十字社診療放射線技師会定期総会 議事録 

   ・各ブロック業務研修会報告 

   ・専門部活動報告 

 

7．IT 推進部活動計画案 

（1）ホームページの変更および更新作業。 

①会員登録・退会申請作業。 
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②会員 SNS のメーリングリスト整備。 

③会員 SNS の共有ホルダー整理。 

画面構成の維持管理作業。 

（2）ML の更新作業。 

（3）2021 年のホームページ契約更新に伴い、次期ホームページの見直しと準備。 

 

8．チーム医療活動計画案 

（1）令和 2 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会において、チーム医療活動報告を実

施する。 

（2）令和 2 年度チーム医療の推進に関する研修会に出席する。 

（3）日本赤十字社チーム医療の推進に関するガイドライン第 2 版を、施設の放射線部門

においても共有できるよう、ホームページ等を活用する。 

（4）ガイドライン第 2 版に則した各施設のチーム医療の活動を、全国の施設間で共有、

展開を推進すべく、ホームページ等を活用し紹介する。 

 

9．教育部活動計画案 

（1）提示していただいた教育プログラムを、分類、整理、集約等行い、汎用性のある形

式のプラグラムを作成し情報発信する。 

 

10．組織調査部活動計画案 

（1）新入会（予定）会員、退会会員、会員数等を調査し会員台帳の情報更新を行う。 

（2）年間を通じて会員動向の把握に努める。 

（3）技師長・課長メーリングリスト（ホットクロス ML）の登録情報について調査および

管理を行う。 

（4）令和 2 年 日本赤十字社診療放射線技師学術総会にて、総会に関するアンケート調査

を実施する。 

（5）令和 2 年度ベンチマーク調査を実施する。 

（6）第 2 回施設代表者会議にて、施設代表者会議に関するアンケート調査を実施する。 

 

11．表彰部活動計画案 

（1）日本赤十字社診療放射線技師会表彰規程に則り、会員からの推薦および学術部との連

携により本会に功績のあった会員および施設等の表彰を行う。 

会員皆様の情報が重要ですので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
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12．ブロック活動計画案 

（1）北海道ブロック 

1．令和 2 年度北海道ブロック技師長・課長・職務代行者会議 

日 時：令和 2 年 5 月 9 日（土） 

場 所：日本赤十字社 北海道支部 看護大学サテライト室 

2．日本赤十字社診療放射線技師学術総会へ会長並びに会員派遣予定 

日 時：令和 2 年 6 月 12 日（金）～6 月 13 日（土） 

場 所：大阪府 ホテルメルパルク大阪 

3．第 30 回総会並びに業務研修会 

日 時：令和 2 年 10 月 3 日（土）～4 日（日） 

場 所：日本赤十字社北海道支部内会議室 

 

（2）東北ブロック 

1．令和 2 年度 東北ブロック施設代表者会議 

日 時：令和 2 年 10 月 開催予定 

会 場：盛岡赤十字病院 

 

2．令和 2 年度 東北ブロック業務研修会 

日 時：令和 2 年９月 開催予定 

   当番病院：盛岡赤十字病院 

 

（3）東部ブロック 

1．令和 2 年度第 1 回東部ブロック施設代表者会議 

日 時：令和 2 年 4 月 24 日（金） 

会 場：さいたま赤十字病院 

 

2．第 33 回東部ブロック業務研修会・令和 2 年度第 2 回東部ブロック施設代表者会議 

日 時：令和 2 年 11 月頃 

   当番病院：前橋赤十字病院・原町赤十字病院 

   会 場：前橋赤十字病院 

   研修内容：中堅技師を対象としたプログラムを実施予定 

 

（4）中部ブロック 

1．第 11 回中部ブロック業務研修会 

日 時：令和 2 年 9 月 12 日（土）13：00～13 日（日）13：00 開催予定 

当番病院：諏訪赤十字病院 
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会 場：RAKO 華乃井ホテル 

内 容：未定 

 

2．令和 2 年度第 7 回中部ブロック施設代表者会議 

日 時：令和 2 年 11 月 12 日（木）～11 月 12 日（金）開催予定 

会 場：1 日目 名古屋第一赤十字病院 

2 日目 ホテルホテルサンルートプラザ名古屋 

   内 容：未定 

 

（5）近畿ブロック 

1．令和 2 年度第 1 回近畿ブロック施設代表者会議 

日 時：開催日未定 （9 月ごろ予定） 

会 場：京都第二赤十字病院 

 

2．第 29 回近畿ブロック業務研修会・令和 2 年度第 2 回近畿ブロック施設代表者会議 

日 時：開催日未定 （2 月ごろ予定） 

   当番病院：京都第一赤十字病院 

 

（6）中四国ブロック 

1．令和 2 年度中国・四国ブロック施設代表者会議 

日 時：未定 

会 場：山口赤十字病院 

 

2．第 10 回中国・四国ブロック業務研修会 

日 時：未定 

   当番病院：山口赤十字病院 

 

（7）九州ブロック 

1．令和 2 年度九州ブロック施設代表者会議 

日 時：令和 2 年 9 月下旬開催予定（業務研修会時） 

会 場：福岡赤十字病院 

 

2．第 21 回九州ブロック業務研修会 

日 程：令和 2 年 9 月下旬開催予定 

会 場：福岡赤十字病院 

当番病院：嘉麻赤十字病院・今津赤十字病院・鹿児島赤十字病院 
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令和 2 年度予算案 

 

1．令和 2 年学術定期総会予算（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別会計

〖収入の部〗 金額（円）

項目 予算額 備考

参加登録費 1,040,000 8,000円×130名

会員情報交換会参加費 230,000 2,000円×115名

協賛企業情報交換会参加費 150,000 10,000円×15名

計 1,420,000

〖支出の部〗 金額（円）

項目 予算額 備考

会場費 74,480 メルパルク大阪カナーレ、備品使用料含

情報交換会費 769,120 メルパルク大阪カナーレ

運営費 312,000 ランチョンセミナー（会員お弁当代）

招聘費 70,000 講師宿泊・交通費

講師謝金 100,000

学術発表賞費 20,000 副賞

会議費 5,000 座長謝礼1,000円×5名

諸経費 19,400 備品

雑費 50,000 郵送費等

計 1,420,000

令和2年　日本赤十字社診療放射線技師会学術総会　収支予算案

期間　：　自　令和2年6月12日（金）

　　　　　至　令和2年6月13日（土）

                                             　　　　   　　    　      会場　：                  　メルパルク大阪

（セミナー企業の支払い予定分75万円を除く）

36



日本赤十字社診療放射線技師会 第 67 回定期総会資料 

 

 

34 

 

2．令和 2 年度予算（案） 

 

 

 

 

 

科目 令和元年度予算額 令和2年度予算案 増減 備考

会費 4,689,000 4,833,000 144,000 3,000×1,611名

入会金 98,000 90,000 △ 8,000 1,000×90名

HP広告収入 1,300,000 1,150,000 △ 150,000 広告協賛

雑収入 2,000 2,000 0

前年度繰越金 1,055,082 1,306,346 251,264

合計 7,144,082 7,381,346 237,264

科目 令和元年度予算額 令和2年度予算案 増減 備考

総会費 110,000 100,000 △ 10,000 総会運営費

会議費 2,150,000 2,150,000 0 常任理事会,施設代表者会議

役員活動費 122,500 0 △ 122,500

ブロック活動費 1,400,000 1,400,000 0 200,000×7ブロック

渉外費(旅費） 400,000 450,000 50,000 本社、ブロック関連、その他

表彰費 370,000 270,000 △ 100,000 賞状副賞・活動費

学術部費 10,000 10,000 0 活動費

専門部費 30,000 30,000 0 活動費

財務部費 50,000 50,000 0 活動費

組織調査部費 10,000 10,000 0 活動費

広報部費 40,000 40,000 0 活動費

IT 推進部費 40,000 40,000 0 活動費

災害医療支援部費 500,000 500,000 0 活動費

事務局費 300,000 300,000 0 活動費・慶弔費

学術総会助成金 58,000 0 △ 58,000 学術総会運営費の不足分

HP管理運営費 500,000 520,000 20,000 サーバー利用費、年間保守

基金積立費 100,000 100,000 0

予備費 953,582 1,411,346 457,764

合計 7,144,082 7,381,346 237,264

　　　　     財 務 部　 長瀬　光臣    

令和2年度一般会計予算（案）
　　　　　　　　　　　　　　　　　金額（円）

収　　　入　　　の　　　部

支　　　　出　　　　の　　　　部

以上、日本赤十字社診療放射線技師会　令和2年度予算（案）を報告します

日本赤十字社診療放射線技師会　  会    長　 安彦　　茂　  
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日本赤十字社診療放射線技師会 第 67 回定期総会の採決結果について 

 

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 

 新型コロナウイルス感染拡大により日本赤十字社診療放射線技師会 第 67 回定期

総会開催が中止となったため、総会の議案について電磁的投票を実施いたしました。 

 議案 

1. 令和元年度事業報告・決算報告 

2. 令和２年度事業計画・予算案 

 投票期間 

令和２年６月１日（月）～15 日（月） 

採決の結果 

 採決結果について、本会の監事に採決の確認をして頂き、理事会で承認されました。 
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読影補助（胃 X線検査） 

 

大分赤十字病院 

放射線科部 診療放射線技師 中島浩二 

 

本稿は日本赤十字社診療放射線技師会の電子会誌第 12号のテーマ「読影補助」について

当院での胃 X線検査部門における一次読影について報告する。 

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、当院でも読影補助として胃 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

力の向上を図った。 

今回は読影に必要な知識や読影方法について紹介する。 

 

〇検査情報（前提条件） 

・撮影装置：FPD            ・体位変換：右回り 360度変換法 

・撮影法 ：基準撮影法 2               左右交互変換法 

・鎮痙剤 ：未使用           ・撮影体位：二重造影 10体位 

・造影剤 ：濃度 200w/v% 量 150ml   ・撮影手順：後壁→前壁→上部 

・発泡剤 ：5.0g（バリウムで服用）   ・手技の工夫：安全対策（肩あて） 

フトン使用 

 

2014 年以前の撮影法は当院のオリジナル、造影剤の量や濃度、発泡剤の量は基準撮影法

の前提条件に遵守しておらず、造影効果が悪く病変の描出には困難な症例が時折存在した。 

そのため一から見直し、現在は基準撮影法に沿って上記の条件で検診、精密検査を行って

いる（図 1）。精密検査では病変が存在する部位に応じて、基準撮影法の順序で造影効果と

バリウムの流出に注意しながら撮影する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 過去（左）と現在（右）の同一受診者の比較 
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画像の精度は撮影機器、造影剤、被写体、検査手技などの因子によって影響を受け、これ

らが複雑に絡み合って画像の質を左右する。 

読影するために必要な画像として、造影効果の高い画像、標的部位を描出している画像、

障害陰影の少ない画像が求められる。 

読影では、胃癌 X 線画像をできるだけ多く経験することがまず基本であり、胃癌の X 線

画像と肉眼所見さらに組織学所見との比較対比を繰り返し行い、それらの相互関係から得

られた知見を読影に活用する。これらの作業によって、手技は上達し読影力が強化される。 

 

【基礎知識】 

はじめに読影するにあたり基礎知識を挙げる。胃の解剖として、胃の 3 領域区分があり

U（上部）、M（中部）、L（下部）の領域に分け、E（食道）、D（十二指腸）と表される。

さらに読影の際は胃の X線的区分（噴門部、穹窿部、体上部、体中部、体下部、胃角部、前

庭部、幽門前部、幽門部）、胃壁の断面区分（小彎 Less、大彎 Gre、前壁 Ant、後壁 Post）

を表記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、胃の内腔側より粘膜層（mucosa:M）、粘膜筋板（muscularis mucosa:MM）粘膜下

層（submucosa:SM）、固有筋層（muscularis propria:MP）、漿膜下層（subserosa:SS）漿

膜（serosa:S）に分けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.胃癌取り扱い規約に定められた占拠部位と細分類 

（胃癌取り扱い規約第 15版 金原出版 

NPO日本消化器がん検診精度管理評価機構 胃がん X線検診 読影部門 2017年度版より引用） 

図 3.胃壁の病理組織割面像 

（これなら見逃さない胃 X線読影法 虎の巻より引用） 
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未分化型癌 分化型癌
背景胃粘膜 胃固有粘膜 腸上皮化生粘膜
年齢・性別 若年・女性 高齢・男性
腺管形成能 弱い 強い
肉眼型 陥凹型 陥凹型・隆起型
浸潤形式 浸潤性・硬性 膨張性・髄様
転移形態 リンパ行性・腹膜播種 血行性・肝転移

分化型癌 未分化型癌
ひだ なだらかな肥大・やせ 中断・陥凹面で途絶
境界 棘状 断崖状

背景粘膜 萎縮粘膜 胃底腺粘膜

胃に存在する粘膜は本質的に胃固有粘膜と胃の腸上皮化生粘膜との 2 種類に類別するこ

とができ、腸上皮化生のない胃底腺粘膜領域を限界づける線を F境界線という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【組織型分類】 

ここからは胃癌の組織学的特徴について述べる。 

胃癌の組織型分類には、胃癌取扱い規約による分類と中村恭一先生の 2 大分類があるが

ここでは中村の 2 大分類を取り上げ、未分化型癌と分化型癌に分けられる。粘膜内組織発

生の観点から腺管形成能に着目し 2大別する。 

未分化型癌：腺管形成能が弱く、正常胃の腺管構造に似ていない癌 

分化型癌：腺管形成能が顕著で、正常胃の腺管構造に似ている癌 

 

臨床病理学的な特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 組織型による X線所見 

 

 

 

 

 

 

図 4.X線的 F境界線の推定 

（NPO日本消化器がん検診精度管理評価機構 胃がん X線検診 読影部門 2017年度版より引用） 

表 1.組織型別にみた臨床病理学的な特徴 

 

表 2.組織型による画像所見の違い 
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組織型 未分化型癌
大きさ ～2cm

潰瘍合併 - + - + -
M × M
× × ×

分化型癌

深達度

～3cm 3.1cm～

M
SM1

【胃癌の三角】 

胃癌を読影するにあたり中村の「胃癌の三角」という概念があるが、上記に記載している

ことを理解することでその関係性が合致すると思われる。 

「胃癌の三角」とは胃癌発生の場（胃固有粘膜、腸上皮化生粘膜）と組織型（未分化型、

分化型）と肉眼型（陥凹型、隆起型）の 3つは、F境界線の経時的変化と癌組織発生により

強く結ばれ互いに相関関係にある。 

 例えば、発生の場が胃固有粘膜であれば未分化型癌が発生し、未分化型癌は腺管形成が弱

いため脆く崩れやすいことから、ほとんどが陥凹型主体の肉眼型を呈する。 

 一方、腸上皮化生粘膜からは分化型癌が発生し、分化型癌は腺管形成し膨張性発育するこ

とから未分化型癌よりも隆起型を形成しやすい傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【当院での読影の 6つの項目】 

 当院ではこの胃癌の三角に加えて、病変の大きさ、潰瘍合併、深達度の計 6つの項目にお

いて評価を行っている。 

この 6 つが必要な理由は治療の方針が変わってくるためである。内視鏡的粘膜下層剥離

術（ESD）の適応条件を下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

内視鏡で切除できる病変が手術により全摘や部分切除などになることは、患者の QOLが

大きく低下する。逆に、手術しなければならない病変を内視鏡で切除することはその後再度

手術を必要とし、患者の負担になる。正確な読影をすることで最適な治療法につながり患者

の未来が変わることを考えれば、とても重要な検査であるといえる。 

表 3.内視鏡的粘膜剥離術（ESD）の適応条件 

 

胃癌発生の場 

組織型 肉眼型 

図 5.胃癌の三角 
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【読影診断の 4要素】 

読影診断には、存在診断、形状診断、質的診断、量的診断の 4つの要素があり、精密検査

においては量的診断まで求められる。 

存在診断：所見の有無、部位、壁側 

形状診断：数、分布、肉眼形態（所見の形状） 

質的診断：腫瘍・非腫瘍、良性・悪性、上皮性・非上皮性、癌の組織型 

量的診断：大きさ（拡がり）、深さ（深達度） 

 

 【読影の実際】 

ここからは実際に読影することで説明する。 

最初は全体を見て画像の状態（画像の精度）、粘膜性状（慢性胃炎の有無・萎縮の程度）

を見る。次に局所を見て異常所見を探す。異常な部位があればそれが何かを分析する。 

気づいてほしい所見として、辺縁異常の有無、粘膜模様の異常、ひだの異常、線の異常、

バリウムのたまり像、はじき像が挙げられ代表的な所見となる。 

Fig.1から 6に X線画像を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 背臥位正面像 Fig.2 背臥位第 2斜位 

Fig.3 背臥位弱第 2斜位 

（正面像） 

Fig.4 Fig.3の白黒反転 
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Fig.1は穹窿部のバリウムが障害陰影となっていることと造影効果が悪く病変の存在の確

認が困難となっている。 

Fig.2の画像からは病変の存在は確認できるが、まだ病変にバリウムの付着が悪くはっき

りしない。 

Fig.3では何度も何度も左右交互変換することで病変部をバリウムで洗い造影効果を良く

することに心がけた。結果、胃体上部後壁小彎側寄り（噴門部直下）に、大きさ約 4cm の

ひだ集中像と周囲と異なる不規則な粘膜不整領域が描出される。 

Fig.4は 3を白黒反転したものである。 

Fig.5 でバリウムを流しながらの造影Ⅱ法ではバリウムのたまり像とはじき像が見られ、

たまり像の辺縁は不整形で悪性を示唆する所見が見られる。また陥凹内隆起像も見られ、陥

凹内の再生結節と考えられる。以上から肉眼型は 0-Ⅱc+Ⅱaの早期癌であり、組織型は病変

部の辺縁が棘状の構造を呈していること、萎縮性粘膜が見られることから分化型癌と考え

る。 

深達度の評価については Fig.3,4から陥凹内隆起が粘膜下腫瘍様隆起の所見ではなく、辺

縁が明瞭に描出されていること、Fig.6から側面像での壁の肥厚、硬化は軽微であることか

ら深達度はM と考える。深達度については病変に集中するひだが融合または棍棒状に拡が

りを見せている場合は SM 浸潤を示唆する所見、また先にも述べたように陥凹内隆起が粘

膜下腫瘍様隆起である場合は SM浸潤と考えられる。また圧迫による評価も信頼性が高く、

圧迫の強弱で病変の形状の変化がなければ硬い病変で SM 癌を疑い、病変の形状が変化す

ることはやわらかくM 癌を示唆する所見となる。圧迫は M、L領域で有効であり U領域で

は肋骨が障害になり困難となる。今回の病変は胃の上部ということで圧迫での評価は困難

であった。 

Fig.5 造影Ⅱ法 Fig.6 背臥位第 1斜位 

（側面像） 
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Fig.7.8に内視鏡画像を提示する。所見は以下の通りである。 

噴門部から胃体上部後壁に 3～4cmの病変あり。 

陥凹内に隆起が目立つ部分あり、0-Ⅱc+Ⅱa、SM 浸潤疑い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9.10に切除胃標本を提載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11.12に対比画像を提載する。 

内視鏡にて正面視するには困難な部位であったため、対比画像としてはやや不正確な画

像にはなるが陥凹の辺縁や隆起と合致する。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 内視鏡画像 Fig.8 内視鏡画像（色素散布後） 

Fig.9 切除胃標本 Fig.10 切除胃標本（範囲と深達度） 

Fig.11 内視鏡画像（対比） 
Fig.12 X線画像（対比） 
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X線診断 内視鏡診断 病理診断
部位 胃体上部後壁小彎側寄り 噴門部から胃体上部後壁 胃体上部後壁小彎側
肉眼型 0-Ⅱc+Ⅱa 0-Ⅱc+Ⅱa 0-Ⅱc
大きさ 約40mm 30～40mm 63×70mm
組織型 分化型癌 記載なし tub1
潰瘍合併 ＋ 記載なし UL1
深達度 M疑い SM疑い M

Fig.13に病理組織を提載する。 

腫瘍細胞は異型上皮よりなる腺管を形成している胃型腺癌の所見。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病理診断の結果は以下の通りである。 

Well differentiated adenocarcinoma,U,LessPost,tumor size 63 ×

70mm,tub1,pT1a(M),UL1 

腫瘍は一部で粘膜筋板内への浸潤を認めるが、明らかな粘膜下層への浸潤は認められな

いと判断し深達度はM と判断した。 

 

それぞれの診断結果を以下の表にまとめる 

 

 

 

 

 

 

 

腫瘍の大きさは病理の結果に対して小さく読んでいたが、切除胃標本と比較しても

40mm以上の範囲に病変が存在することは確認できなかった。考えられる理由としては、X

線画像で完全に正面視できていない、またはバリウムが十分に付着していないなどが挙げ

られる。 

深達度については、内視鏡にて SM を疑われたが X線所見では側面像によりM と判断し

内視鏡より正確な深達度診断をすることができた１例である。この症例は潰瘍合併してい

ることで手術の適応となったが、治療方針を明確にするためには正確な読影が必要になる

ことを改めて考えさせられた。 

Fig.13 病理組織 

表 4. X線診断、内視鏡診断と病理診断の結果 
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【まとめ】 

読影をするためには、まず正しい前提条件で確実に病変を撮影する技術が必要不可欠で

ある。その画像をもとに前述した読影に必要なものを考えながら読影する。 

最初に良性か悪性か、良性であればどういう疾患か、悪性であれば胃癌の 6 つの項目を

１つずつ考え、手術適応病変か ESD適応病変かの評価まで行う。 

読影補助は大変で責任のある仕事ではあるが、正確な読影をすることで患者の QOLを大

きく改善させることができると考える。 

手術後や ESD後の結果で、読影したものと異なることもあるがそれを比較検討すること

が最も上達する方法であると考える。 

 

【最後に】 

胃癌術前の精密検査は上記したように正確な診断をするためにも今後も必要な検査にな

ると感じています。これから胃 X 線検査に携わる方々のためにも技術や知識を身に付けて

ほしいと思っています。 

大切なことは「患者さんのために」という気持ちを持って検査し画像と向き合うことだと

考えています。意見、質問、疑問などありましたら、oitahousya@oita-rc-hp.jpまでご連絡

頂けると幸いです。 
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装置メーカーの感染対策 

 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

CT営業部 アプリケーション担当 

千葉 雄高 

はじめに 

  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界的に医療危機を引きおこしており、

その最前線の患者ケアにおいて画像診断は重要な役割を担っている。COVID-19の初期症状としてはイン

フルエンザや感冒に似ており、これらと COVID-19 を区別することは困難とされているが、画像所見と

しては胸部 CT検査の感度が高く、無症状であっても異常所見を認めると報告されている(1)。そのため、

画像診断機器、特に CT装置における感染対策が重要となる。 

  感染拡大防止のために、画像診断機器の検査後には清掃・消毒が必要となるが、CTや MRIのような大

型医療機器においては、その方法に戸惑いを持たれることがあるかと想像する。本稿では、少しでも不

安を払拭できるよう、キヤノンメディカルシステムズの画像診断機器の清掃と消毒方法について紹介す

る。 

 

清掃・消毒方法  

 一般的な定義として、消毒とは煮沸や紫外線、薬物などにより、微生物のうち病原性のある病原菌を

殺し、感染を防止することを意味している。似たような用語として滅菌や抗菌がある。滅菌とは、微生

物を完全に殺滅・除去させることであり、抗菌とは、物質の表面上に存在する細菌の増殖を抑制するこ

とである。抗菌対応の一例として、最近のキヤノンメディカルシステムズ CT 装置の寝台マットには表

面シートに抗菌剤を添加している。患者に直接触れる寝台マットを抗菌対応することで、マットから人

への感染リスクを小さくすることができる。感染リスクをさらに抑えるためには、装置の消毒が必要と

なるが、ここでは、感染予防として CTや MRI、X線一般撮影装置、超音波装置の消毒方法について紹介

する。また、各装置別の清掃・消毒ガイドはキヤノンメディカルシステムズの公式ホームページに公開

している。 （https://jp.medical.canon/about/covid-19） 

 

CTの清掃・消毒について 

 使用後は、装置本体、寝台付属品およびオプション機器を清掃・消毒する。清掃・消毒可能な場所は、

架台カバー、寝台カバー、寝台天板、寝台付属品である。装置を拭くための布はやわらかい布巾または

ガーゼを用い、清掃の際は中性洗剤を使用し、感染拡大防止のため保護手袋などを着用する。消毒の薬

品は下記表 1を参照いただきたい。CT装置の清掃・消毒ガイド（図 1）も参照していただきたい。 
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表 1.CTの消毒用薬品 

薬品 使用時の濃度 

イソプロピルアルコール 50 ～ 70 vol％ 

エタノール 60 ～ 90 vol％ 

塩化ベンザルコニウム 0.05 ～ 0.2 ％ 

 

【清掃・消毒手順】 

1） やわらかい布巾やガーゼなどに、用法の通りの洗剤液（用法に従い薄めたもの）や消毒用薬品を垂

れない程度に含ませて、清掃、消毒する表面を拭く。 

2） 消毒用薬品を拭き取った後、よく表面を乾燥させる（消毒の場合、乾いた布巾で乾拭きも可）。 

3） 作業後に装置の外観に変化がないことを確認し、異常がある場合は最寄りのサービスセンタに連絡

する。 

【注意事項】 

清掃・消毒用薬品を直接吹きかけないよう注意する。寝台と固定バンドの嵌合部が変形する恐れがある

ため、滅菌のために寝台付属の固定バンドを高温にさらさないようにする。 

図 1．CT装置 清掃・消毒ガイド 
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MRIの清掃・消毒について 

 ノンクリティカル器材に分類されるため、装置に使用する素材は消毒および滅菌を意図していないケ

ースがある。使用後に清掃、消毒が必要になった場合は、必ず清掃および消毒の可否を確認し、推奨さ

れている薬品を用いて実施いただきたい。 

装置を拭くための布はやわらかい布巾またはガーゼを用い、清掃の際は中性洗剤を使用し、消毒の薬

品はエチルアルコール（70％）を使用する。感染拡大防止のため保護手袋などを着用し、保護手袋は、

清掃・消毒のたびに交換する。MR装置の清掃・消毒ガイド（図 2）も参照いただきたい。 

 

磁石架台・寝台・マット類について 

【清掃手順】 

やわらかい布巾やガーゼなどに、用法の通りの洗剤液（用法に従い薄めたもの）を染み込ませ、固く絞

ってから汚れを拭き取る。拭き取り後は十分に自然乾燥させる。 

【消毒手順】 

エチルアルコール（70％）をガーゼなどに染み込ませ、固く絞ってから汚れを拭き取る。拭き取り後は、

十分に自然乾燥させ、汚れが十分に除去されたことを確認する。 

【注意事項】 

磁石架台の投光器カバーやファントムに使用されているアクリルは、アルコールによって変質し、もろ

くなってしまう可能性があるため、アルコールで拭かないようにする。 

 

RFコイルについて 

【清掃手順】 

コイルの表面が汚れている場合、乾いた布で拭き取る。それでも汚れが落ちない場合は、中性洗剤をガ

ーゼなどに染み込ませ、固く絞ってから汚れを拭き取る。拭き取り後は、十分に自然乾燥させる。 

【消毒手順】 

エチルアルコール（70％）をガーゼなどに染み込ませ、固く絞ってから汚れを拭き取る。拭き取り後は、

十分に自然乾燥させ、汚れが十分に除去されたことを確認する。 

【注意事項】 

・コイル本体はコイル内部の素子の劣化や樹脂が変性する場合があるため、高温にさらしたり、エチレ

ン・オキシド・ガスを使用して殺菌したりしないようにする。 

・ベンジン、シンナなどの揮発性の液体は樹脂部分の変色や歪みの原因になる場合があるため、使用し

ない。 

・コイルの表面を強くこするなど、繰り返し強い力を与えない。（破損の恐れがある） 
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【注意事項】（寝台・RFコイル共通） 

・清掃・消毒用薬品を直接吹きかけないよう注意する。 

・作業後に装置、コイルの外観に変化がないことを確認し、異常がある場合は最寄りのサービスセンタ

に連絡する。 

・ラベルやマジックテープ等の接着部分は変性するおそれがあるため、アルコールを使用しないように

する。 

・コネクタおよびコネクタポートの清掃は行わない。 

図 2．MR装置 清掃・消毒ガイド 

 

超音波装置の清掃・消毒について 

 使用後は、装置本体、オプション機器を清掃・消毒する。装置を拭くための布は滅菌済みのやわらか

い布巾またはガーゼを用いる。 

 

超音波装置本体について 

消毒の薬品は下記表 2を参照いただきたい。感染拡大防止のため保護手袋などを着用する。 
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表 2.超音波装置本体の消毒用薬品 

薬品 使用時の濃度 

次亜塩素酸ナトリウム 0.65 ％ 

イソプロピルアルコール 70 vol％ 

消毒用エタノール 15℃で 76.9 ～ 81.4 ％ 

塩素系錠剤ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(NaDCC)  

 

【消毒手順】 

・装置の電源を OFFにして、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜く。 

・事前に清掃を実施しておく。 

・やわらかい布巾に薬品を含ませ、軽く絞ってから製品の表面を拭く。 

【注意事項】 

消毒した部分に破損や変形がないことを確認する。消毒を行った後は、室内を十分に換気してから装置

の電源を入れる。コネクタ内部に水や薬品が入ると、故障の原因になるため、コネクタ部は水や薬品に

浸さず、乾いた布で拭くだけにする。 

 

プローブについて 

消毒の薬品は下記表 3を参照いただきたい。感染拡大防止のため保護手袋などを着用する。プローブ

の種類によって消毒方法が異なるため、ここでは一例を紹介する。詳細はキヤノンメディカルシステム

ズの公式ホームページに公開しているため、参照いただきたい。 

表 3.プローブの消毒用薬品 

薬品 使用時の濃度 

イソプロピルアルコール 70 vol％ 

消毒用エタノール 常温・常圧で 80 vol％ 

次亜塩素酸ナトリウム 0.05 ～ 0.65 ％ 

【消毒手順】 

・事前にプローブを清掃する。 

・やわらかい布巾に薬品を含ませ、軽く絞ってから製品の表面を拭く。 

・プローブの表面に残留した薬液を滅菌水または脱イオン水を用いて除去する。 

・滅菌済みのやわらかい布巾やガーゼで、表面の水を拭き取り乾燥させる。 
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【注意事項】 

プローブに破損や変形がないことを確認する。コネクタ内部に水や薬品が入ると、故障の原因になるた

め、コネクタ部は水や薬品に浸さず、乾いた布で拭くだけにする。乾燥させるときにプローブを加熱し

ないようにする。 

 

X線一般撮影装置の清掃・消毒について 

 使用後は、装置本体、寝台付属品およびオプション機器を清掃・消毒する。 

【清掃手順】 

中性洗剤を付けた布巾で、汚れを拭き取る。 

・中性洗剤は、洗剤メーカーが指定する濃度に薄めて使用する。 

・布巾は洗剤が垂れないように固く絞って使用する。 

・汚れを拭き取った後、乾いた布巾で乾拭きする。 

【消毒手順】 

消毒用エタノールを含ませ、軽く絞った布巾で装置の表面を拭く。 

消毒用エタノールのほかに、グルタラールアルデヒト、塩化ベンザルコニウムを使用することができる。 

【注意事項】 

消毒剤は操作パネルやカバーなど、合成ゴムや合成樹脂の消毒には使用せず、装置に消毒剤や洗剤また

は水をかけたり、噴霧したりしないようにする。装置自体を滅菌処理することはできないため、滅菌を

必要とするときは、滅菌キャップや滅菌シートなどを使用する。 
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CT検査の流れについて 

新型コロナウイルスの主な感染経路として、飛沫感染と接触感染がある。飛沫感染は咳やくしゃみな

どによる飛沫を吸い込むことにより感染するが、2m離れると感染リスクが小さくなるとされている。接

触感染は病原体を直接または間接的に接触することで伝播される。    

画像診断機器による検査では患者入室から退室の間で、患者に接触する機会が多く、特にポジショニ

ングは患者に直接触れ、接触時間も長くなるが、感染予防としてはこの接触回数と接触時間を最小限に

する必要がある。COVID-19の患者または疑い患者の検査は、可能であればその日の最後に実施する。検

査後の清掃・消毒・換気を行うことで感染リスクを小さくできると考えられる。 

CT 検査において感染リスクを小さくするためには、患者移動をサポートする医療スタッフと CT 撮影

を実施する診療放射線技師の 2 名体制を確保することが望ましい。寝台から 2m の位置に養生テープ等

でラインを引くことで、ソーシャルディスタンスを知らせ、撮影を行う診療放射線技師はこのライン以

内に立ち入らないようにする。これにより、飛沫感染のリスクを小さくできる。また、接触感染のリス

クを小さくするために、寝台フットスイッチを活用していただきたい。寝台を撮影開始位置に移動させ

る時、患者中心に対して寝台位置が多少低くても架台パネルでの高さ微調整は行わないようにし、撮影

時の FOV サイズを大きく設定することで被写体全体を撮影するようにする。ポジショニングの際は、病

原体をむやみに伝播させないために、できる限り架台パネルの使用を最小限にする必要がある。 

対応する CT装置は限られるが、キヤノンメディカルシステムズの CT装置にはスキャノ画像を利用し、

寝台を上下左右に移動する機能（SUREPosition）がある。SUREPosition はスキャン計画の際に、スキャノ

画像と寝台上下左右位置を連動させて動かすことができ、スキャノ画像を画面中心に合わせることで操

作室側から患者を架台中心にポジショニングすることができる。これにより、ポジショニング時間の大

幅な短縮と FOV中心にポジショニングすることにより、画質の安定化が可能である。 

寝台の固定バンドは消毒が容易にできないため、患者が寝台上で動かない場合は外しておき、固定バ

ンドが必要な場合は清潔シートを患者の上にかけ、その上から固定バンドを使用するようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．SUREPosition あらかじめ撮影した位置決め画像に従って、操作室側からボタンひとつで寝台の上

下左右の位置を調整することが可能 
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感染症対策医療コンテナ CTの製品化 

  2014 年にキヤノンメディカルシステムズと株式会社 Sansei は、災害用の高度医療危機対策として、

CT 及び撮影に必要な周辺機器や発電機を搭載したオールインワンの医療コンテナ MC-Cube を製品化し、

現在に至るまでに、様々な災害現場で実績を積んできた。COVID-19感染拡大防止のためには、感染患者

あるいは感染疑い患者との接触を避けるように配慮する必要があり、コロナ禍における医療現場は検査

ごとに入念な消毒を行ったり、院外などに別の CT 室を設置したりするなどの負担が増大している。消

毒などの感染症対策を施した部屋を新たに構築することは、さらなる費用や時間的な負担が発生する。

そのため今回、特殊フィルタを用いた除菌ができ、陰圧・陽圧が可能な空調システム、アルコール消毒

が可能なガラスウォールシステムなど、検査者の感染リスクを減らすための感染症対策を施した移動可

能な医療コンテナ CT の製品化を進めた。搭載される CT は、最新の 80 列マルチスライス CT Aquilion 

Lightning / Helios i Edition で、AI を活用した最新の画像再構成技術を搭載しており、低線量で高

画質な画像診断を可能とする。コンテナは ISO 規格コンテナで 40 フィートコンテナ内に検査に必要な

CT装置、放射線防護工事を施した検査室、患者の更衣室などがコンパクトに収納されている。またトレ

ーラーで移動可能なため、国内・海外問わず、どこにでも運搬可能で、院外のスペースに簡単に設置し、

すぐに安全な検査環境を整えることができる。 
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図４．医療コンテナ CT 

 

おわりに 

 現在、COVID-19に対する知見も増えつつあるが、これは技術進化だけでなく世界中の医療従事者や研

究者の皆様の日々の尽力により実現しているものである。私たちも皆様のお役に立ち、医療の発展をサ

ポートできるよう努めていく。また、キヤノンメディカルシステムズでは画像診断機器だけでなく、国

立大学法人 長崎大学の協力のもと「新型コロナウイルス迅速検査キット」や公立大学法人 横浜市立

大学の協力のもと「新型コロナウイルス抗原定性検査キット」の開発、普及研究に取り組んでいる。今

後もモノづくりを通じて、感染症対策の高度化、医療の安心・安全に貢献していきたい。 
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2．新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第 4版 

   厚生労働省 

   https://www.mhlw.go.jp/content/000702064.pdf 
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「AI技術を活用した感染対策専用の CT」 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 CT営業推進部 

谷川正敏 

 

 

 

【はじめに】 

 新型コロナウィルス(COVID-19)感染症拡

大を防ぐためには適切な感染症対策が必要

である。日々の生活習慣においても手洗い

や消毒、マスクなどによる対策は周知され

ているが、患者が安全な環境で検査や治療

を受けるために、医療機関における更なる

感染症対策が求められている。COVID-19の

診断に活用されている検査の一つとして、

CT 検査があげられる。CT 画像の活用の診断

における有用性が既に論文、テレビなどの

メディアや紙媒体でも報道されている。GE

ヘルスケアは世界的にビジネスを展開する

スケールメリットによる強みに加え、AI技

術を活用した感染症対策の CT ソリューシ

ョンを展開している。 

 

2020年初め頃から日本国内において本格的

に拡大した COVID-19は、2020 年 12月時点

に国内では累計約 18 万人、死亡者数は

2,500名以上*となり、更に増加傾向にある。

感染者を増やさないためには感染している

患者から他者への感染を防止することが最

も重要だと考えられている。適切な隔離・

ゾーニングを行うことにより、感染者に適切な治療を行い、感染していない患者や医療従事

者への感染を広げないための対策が求められている。全世界で CTを販売している弊社では、

隔離・ゾーニングに着目し、感染症対策専用の CT検査環境「CT in Box」を開発し、国内で

は他社に先立って販売開始した。この CT in Boxは通常販売している診断用 CTを活用し、

感染症対策専用の検査環境を確立させた。 

 

※イメージ図 

※山口県立総合医療センター様での導入実例 
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CT in Box は、言葉通り箱型の専用検査室に CTを設置し、病院や検査センターの駐車場や、

海外では大きな公園など、平面が存在し、隔離・ゾーニングが可能な場所に設置する仮設 CT

室である。このような設置場所による工夫だけではなく、陰圧の空調管理と HEPAフィルタ

ーを備えることにより、COVID-19 疑いの患者を検査した後に CT 室の空気が全て 10 分程度

で新たな空気に入れ替わるシステムになっている。日々複数名の CT検査が連続して続く環

境に対応し、検査を実施する医療従事者の安全を第一に配慮された設備である。 

 

日本では緊急事態宣言発令のさなかであった 5 月より導入を開始し、12 月時点では国内で

約 10台の「CT in Box」が稼働し、海外での導入を含め 120台以上の稼働実績がある。導入

の際は、新たな建物を設置するため、多くの申請書類の準備、行政との調整など複雑な手続

きが発生する。長引くウィルスとの共存による稼働実績の増加に伴い、導入スピードもあが

ってきており GEヘルスケア・ジャパンでは、これらの手続きをスムーズに対応できるよう

体制強化を早期に進めてきている。 

 

このように、隔離・ゾーニングによる

患者同士の感染予防のみならず、特

に感染症疑いの患者へ間近な距離で

医療を提供する医療従事者を感染症

から守ることが必要である。CT を開

発している企業である弊社は、検査

工程の全体の流れにおいても感染症

対策が必要であると考えている。AI

技術の発展もあり、CT 検査において

患者と触れ合う機会や時間を大幅に

短縮できる新装置の導入も進んでいる。 

 

CT 検査は患者ごとに異なる体格や検査内容など、多種多様のニーズに応えることが求めら

れる。医療現場では、これらの検査を短時間に、正確に、かつ患者への負担を最小限に抑え

ることが日々追求されている。 

低被ばくである検査に加え、操作者の専門や経験等を問わず、再現性の高い CT検査の実現

が課題とされている。当社はこの課題に対し、ディープラーニング（DL）技術を搭載した次

世代 CTである「Revolution Maxima」の DLカメラにより、検査毎に最適なポジショニング

の自動化を実現した。 

 

 当社の AI開発環境である Edison Platformで開発されたハード・ソフトウェアを共に活

用した Edisonワークフローを提供する「Revolution Maxima」は、最新のフルデジタル検出
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器等のハードウェア・逐次近似画像再構成法 ASiR-V等のアルゴリズムやソフトウェアを数

多く採用し、医療を取り巻く環境が変化し続けている中でもお客様のニーズに応え続けら

れることをコンセプトに開発された。 

 

ディープラーニング技術を駆使した次世代ワークフロー 

CT 検査で世界的にも課題となっている検査工程の一連の煩雑な流れを大きく改善し、患者

には安全で高品質な検査を提供することが可能になった。装置のガントリー前面には安全

面を考慮し固定されたタッチパネルでの操作、また人工知能技術の一つであるディープラ

ーニングを用いた DL カメラによる患者のポジショニングを自動で実施する Edison ワーク

フローを医療機器業界でも一早く取り入れた。 

CT 検査時に最も低被ばくで高画質な画像を得ることが可能な患者のポジショニングは撮影

範囲及び体厚のアイソセンターに検査基準点を揃えることが求められる。胸部 CT検査時に

は患者のポジショニングが実際にアイソセンターから 95%の頻度でズレが発生していると

報告されている*。当社が開発した Edison ワークフローはディープラーニング技術を活用

し、患者一人一人に最適なポジショニングを自動で計画しオペレーターの最終確認の元、最

も効果的な CT検査を実現するように設計されている。 

 

自動ポジショニング機能は DLカメラによって実現されている。人工知能技術により患者の

アナトミカルリファレンスを自動的に認識する。また患者の深さ（深度）をリアルタイム認

識できる特徴を持ち、オートセンタリング機能を実現する。これによりオペレーターの熟練

度に依存しない、常に一定したノイズインデックスの画像を得られる可能性が高い。さらに

DL カメラにより、患者のテーブル上での方向（head/feet first, prone/supine, left/right 

side）と選択されたプロトコールとの方向とのミスマッチ判定が可能であり方向による撮

影間違い等を低減できる可能性が高い。 

 

 オペレーター及び患者の安全を実現 

 「多少おおまか」なポジショニングをしても、ディープラーニング技術によるポジショニ

ングの計算技術を活用することで、患者に直接触れあう機会や時間が大幅に軽減され、新型

コロナ感染症対策にも適しているとユーザーからの報告を受けている。また、ガントリー緩

衝防止機能も備えられており、安全性も考慮されている。ポジショニング後、ワンタッチ操

作により CTが自動で検査開始位置まで自走するため、テーブル送り中には操作者の両手が

自由になり、より安全な検査が可能となっている。 

 

【おわりに】 

CT 検査を受ける患者それぞれに最適なポジショニングを行うことが可能になるディープラ

ーニングを搭載した最新技術「Edison ワークフロー」は、安全であり低被ばくである検査
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に加え、操作者の専門や経験等を問わず、再現性の高い CT検査が実施できる。 

当社は今後も医療課題の解決に取り組むヘルスケアカンパニーとして、多様化する医療現

場のニーズに応え、患者さん一人ひとりにあった質の高い医療を効率よく提供するプレシ

ジョン・ヘルスの実現に貢献していく所存である。 

 

* 厚生労働省 国内の発生状況など, 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html 

* Li J, Udayasankar UK, Toth TL, et al. Automatic patient centering for MDCT: 

effect on radiation dose. AJR Am J Roentgenol. 2007; 188:547-552. 

販売名  Revolution Maxima（レボリューションマキシマ）  認証番号 

301ACBZX00013000 

JB00995JA 
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Philips装置における感染対策について 

並木 隆 株式会社フィリップス・ジャパン MRクリニカルサポートスペシャリスト 

はじめに 

日常の検査において患者と接する機会の多い医療従事者は、自身が感染の媒体にならないよう

に、常に細心の注意を払わなければなりません。一方で、検査環境にも感染対策の配慮をしな

ければ、検査室から感染を広げてしまいます。現在、新型コロナウィルス感染症（以下：

COVID-19）が全世界的に蔓延をしており、常時感染のリスクがあることを念頭に検査を実施し

なければなりません。そのため、個人による感染予防対策の実施は必須となりますが、検査室

や医療機器の感染予防は、各モダリティーによりその特徴は様々であり各モダリティーごとに

注意が必要となります。そこで今回は、当社が有する医療機器のうち MRI、血管造影装置、

CT、PET装置、一般撮影装置の大型医療機器の感染対策について重要な部分を抜粋して解説さ

せていただきます。なお、洗浄・消毒をする前には、装置の安全性と操作性を確保するために

必ず装置付属の取扱説明書の洗浄および消毒のセクションに記載される内容をよくお読みくだ

さい。また洗浄・消毒手順を簡潔にまとめ簡易マニュアルを当社ホームページ

（https://www.philips.co.jp/healthcare）にて案内しておりますので、そちらも参考にして

いただけますと幸いです。 

 

MRI 装置の洗浄・消毒について 

 MRI 装置の洗浄や消毒の方法は、通常の洗浄や消毒手順（装置取り扱い説明書に明記）と、

対象となるコンポーネントや部品（操作パネル、コイルコネクタおよびソケット、ポジショニ

ング補助具等）により個別に指定される手順があり、使用するシステムごとの取扱説明書をよ

くご確認の上、洗浄・消毒を行って下さい。例えば、マグネットのカバーや患者サポートのカ

バーは、通常の手順で洗浄、消毒することとされておりますが、患者サポートの操作パネルに

ついてはスイッチ部の固形物を取り除くことや、バイタルスクリーン(*1)についてはスクリー

ンの洗浄方法など、個別の手順が示されます。また、ウェッジやストラップといった織物素材

やスポンジ素材の部品については消毒ができませんので、洗浄による手順が示されておりま

す。 

 MRI の消毒剤については、当社で試験済であるものを推奨消毒剤と呼び、弊社の推奨消毒剤

は主に、イソプロパノール 70%液、エタノール 70%液、クロルヘキシジン 0.5%液（エタノール

70%液中）です。取扱説明書に記載されている推奨消毒剤ではない消毒剤を使用した場合、装

置の変色、損傷、構造上の劣化が生じる場合があります。 

 さらに、コロナウィルス等による飛沫感染および空気感染予防のための室内の換気の必要性

について説明をします。MRI検査室は建築基準法で居室として扱われ、建築基準法で要求され

る換気を行うことが必要となります。MRI装置の特性（高周波電波の遮へい）として、居室に

常時開放可能な開口部を設ける事が出来ないため、当社では機械換気設備を採用し十分な換気

量が確保できるように MRI検査室を設計または技術提案しています。機械換気設備とは給気

（空調された空気の送り込み）と排気を行う空調制御による換気方法で、MRI検査室は一般的

な必要換気量（一人あたり毎時 30m3）を満たしております。さらに当社はヘリウムガスの排出

時を考慮し、毎時 20回となる緊急排気システムの設置を通常の換気設備とは別途義務付けて

61



います(*2)。そこで、この緊急排気システムは酸素濃度が著しく低下した場合に働く機構です

が手動で作動させることも可能となり感染予防に必要な場合において稼働させることが可能と

なります。 

 

 

(*1) タッチスクリーンを使用したオプション 

 

 (*2) 当社 MRI装置 Ambition ではヘリウムガスを排出しない機構のため緊急排気システムの

設置はございません 

 

洗浄手順: 

1. 低刺激性の、あるいは中性の石けん液または洗剤液（生体消毒剤よりは、液体石けん

を基剤とする洗剤が望ましい）を柔らかい布に浸し、装置の硬い表面をすべての汚れ

が除去されるまで拭いてください。 

2. きれいな水で湿らせた柔らかい布で、残っている微粒子や洗浄の残留物を拭き取って

ください。 

3. 乾いた柔らかい布で、装置の表面に残った水分を拭き取ってください。 

4. ポジショニングストラップは、低刺激性の、あるいは中性の石けん液または洗剤液

（生体消毒剤よりは、液体石けんを基剤とする洗剤が望ましい）を使用して洗浄して

ください。ストラップは、洗濯機でも洗浄できます（40℃以下で、低刺激性の洗剤を

使用します）。きれいな水ですすぎ、ストラップが完全に乾くまで自然乾燥させた後

にご使用ください。 

5. dStreamコイルプラグの清掃には、装置付属の専用洗浄キット（アルコール、柔らか

い布、綿棒）を使用して洗浄してください。 

6. ご施設の廃棄方法に従って、使用した洗浄材料をすべて廃棄してください。 

7. 万一、マットレス、砂嚢、またはイヤフォンのスポンジパッドに、損傷や摩耗が見ら

れる場合、使用せずに、取り外して直ちに交換してください。 

8. 万一、コイルまたはケーブルに、ひび割れ、裂け目や損傷が見られる場合、直ちに使

用を中止してください。 
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消毒手順: 

推奨消毒剤は、イソプロパノール 70%液、エタノール 70%液、クロルヘキシジン 0.5%液（エタ

ノール 70%液中）です。 

1. MR洗浄の手順に従って、装置の表面を洗浄してください。 

2. 推奨消毒剤で湿らせた柔らかい布で装置の表面を拭いてください。 

3. アルコールを使用する場合、表面を自然乾燥させてください。 

4. 塩素含有消毒液を使用する場合、消毒を完了させた後、きれいな水で湿らせた柔らか

い布で装置の表面を拭いて、残留している塩素含有消毒液を取り除いてください。そ

の後、自然乾燥させるか、または清潔な布で水分を拭き取ってください。 

5. 可燃性または爆発の可能性のある消毒スプレーを使用しないでください。引火して、

オペレーターや患者が致命傷や重症を負う恐れがございます。また、装置の破損を引

き起こす恐れがございます。 

6. 検査室のスプレー消毒は推奨致しません。噴射が装置内部に侵入し、電気的短絡や金

属の腐食が生じる恐れがございます。 

7. ご施設の廃棄方法に従って、使用した洗浄材料をすべて廃棄してください。 

8. 万一、マットレス、砂嚢、またはイヤフォンのスポンジパッドに、損傷や摩耗が見ら

れる場合、使用せずに、取り外して直ちに交換してください。 

9. 万一、コイルまたはケーブルに、ひび割れ、裂け目や損傷が見られる場合、直ちに使

用を中止してください。MRI 装置の洗浄および消毒は国内で適用される法令や法的効

力を持つ規制に準拠する必要がございます。 

 

血管撮影装置の洗浄・消毒について 

 血管撮影装置は検査・治療において、生理食塩水や造影剤、血液といった液体による汚染や

浸入が起きやすいため注意が必要です。これにより腐食や電気的故障につながる恐れがあるた

めです。最近では IECや JISといった規格により、装置の安定稼動のために液体浸入を予防す

るような装置仕様が求められており、装置にそのような対策が備わっていることもあります

が、装置設計上の対策有無に関わらず、液体による汚染や浸入に対し日常から予防措置を取っ

ておくことが重要になります。装置の汚染や液体浸入を防止するために、装置使用時に滅菌カ

バーや覆布を用いることが大切です。また、洗浄や消毒を行う際にも装置に液体が浸入しない

様、注意が必要です。傷や磨耗がある部分を洗浄、消毒する際には、塗装の一部がさらに落ち

たり、その部分からさらに腐食を起こしたりする可能性がありますので、注意が必要になりま

す。以下に、具体的な洗浄、消毒についての説明を記載します。 

 

洗浄手順： 
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 装置の各部位ごとに取扱い説明書に書かれた注意点に配慮しながら洗浄を行ないます。必要

に応じて湿らせた布と洗浄液で装置をクリーニングして、目に見える残留物を取り除きます。

隅々まで洗浄したり表面上で乾燥した汚れを取り除いたりする場合には、装置を傷つけない柔

らかい毛ブラシでのこすり洗いが必要になる場合があります。 

下記に主な部位についての洗浄例を記載します。 

1. 金属やエナメル表面について 

湿らせた布と中性洗剤で拭き、乾いた毛織布で乾かして下さい。研磨剤を含んだ洗剤

や腐食性の薬剤や溶剤、研磨剤は装置の損傷につながる恐れがありますのでご使用に

ならないで下さい。洗剤の性質が不明な場合も、ご使用にならないで下さい。 

2. クロムメッキされた部品について 

乾いた毛織布での拭きあげのみ行って下さい。研磨剤はご使用にならないで下さい。

必要に応じ、つや出しのために研磨剤を含まないワックスをご使用ください。 

3. 患者固定具 

患者固定具に使用されている、患者用バックルは洗浄及び滅菌可能です。必要に応

じ、患者用バックルを洗浄し綺麗にするための該当装置の取扱い説明書に従って下さ

い。患者用バックルは標準的な殺菌剤や希釈剤を使用する従来の洗浄方法で洗浄でき

る可能性があります。また、バックルストラップは耐えることが出来る温度を確認の

上、洗浄滅菌を行なう必要があります。従来の手術後に洗濯機で洗うことができる

か、滅菌が必要な場合に高圧蒸気滅菌器を使用可能かの確認を行った上で取り扱うこ

とが重要です。 

 

消毒手順： 

 装置の消毒を行うにあたり、最初に表面が十分に洗浄されていない場合には消毒の効果がな

くなる恐れがあります。全ての表面が洗浄されており、かつ洗浄剤の残留物が取り除かれてい

ることを確認する事が必要になります。 

 消毒を行う際には、装置の目立たない小さい部分で消毒用製品を試し、その適合性を確認し

てから行なうことで装置表面の状態を確認することができます。消毒後は、消毒剤の残留物が

装置に残っていないことをご確認下さい。主な消毒実施における注意点は以下の通りです。 

1. 感電を避ける為、事前に機器の電源を落とし、電源を抜いておくことが重要です。 

2. アクセサリや接続ケーブルを含む機器の全ての部品は、消毒剤を含ませた布で拭いて

消毒することが可能です。使用する消毒剤は該当装置の取扱い説明書に記載されてい

るものを選ぶ必要があります。腐食性または溶剤ベースの消毒剤の使用は避け、消毒

剤の性質が不明な場合には使用しないことが重要です。 

3. 可燃性又は爆発性のスプレーについては使用を避ける必要があります。発生した蒸気

が爆発し、怪我や機器の損傷を引き起こす可能性があるためです。 
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4. 可燃性又は爆発しやすい消毒剤のスプレーについても使用を避ける必要があります。

蒸気は火災や致命的な怪我、その他の重大な人身傷害や機器の損傷を引き起こす可能

性があるためです。また、医療機器が設置された部屋にスプレー消毒することは推奨

できません。蒸気が機器内に入り短絡故障や腐食を引き起こす可能性があるためで

す。 

不燃性または非爆発性のスプレー消毒剤を使用する場合には、最初に装置の電源を切り、

装置が冷めるのを待つ必要があります。これにより、空気の対流が消毒剤のエアロゾルを

装置に引き込むことを効果的に防止できます。部屋を消毒剤スプレーで消毒する前には、

装置をプラスチック（ビニール）カバーで完全に覆う必要があります。消毒剤の蒸気が完

全に無くなるまで、プラスチック（ビニール）カバーは取り外さないで下さい。 

スプレーを使用した場合には、操作者は装置を操作する前に、消毒剤の蒸気が完全に消散

していることを確認する必要があります。 

CT 装置および PET/CT装置の洗浄・消毒について 

 

清掃者の防護について： 

装置に付着した血液や造影剤による汚染、または使用する洗浄剤や消毒殺菌剤のリスクに配慮

し、衛星面及び安全面において適切な防護措置をとってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗浄手順： 

1. 備品や装置の表面に見て取れる汚れ （有機物・無機物）を取り除くため、洗浄剤を含

んだ水や酵素性洗剤を用いて洗浄を行います。消毒に際して、装置の表面に汚れが残

っているとその効果が妨げられますので、汚れを完全に取り除くことが必要です。 

2. 装置表面の洗浄には、洗浄剤や水以外の洗浄用品 （腐食、溶解、研磨、つや出し等の

効果を持つもの）を使用しないでください。 

3. 装置の洗浄に合成洗剤や有機溶剤は使用しないでください。強い洗剤、アルコール、

有機洗浄剤は仕上げ面を損傷するおそれがあるだけでなく、構造面の弱化を惹起する

おそれがあります。 
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消毒手順： 

① 消毒は、CDCガイドライン

（http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection_nov_2008.pdf）にて定義さ

れる低～中レベルの内容に従うことが求められます。当社装置の表面は特に厳しい指示の

ある部類には当たらず、低～中レベルの消毒に該当します。コンソール、ガントリ、寝

台、およびアクセサリ類を含む装置の表面を、販売が許可されている市販の殺菌剤を使用

して洗浄します。洗浄および消毒には以下が使用できます。 

 ・ 10倍希釈漂白剤相当のスプレー洗浄剤やワイプ 

 ・ 低～中レベルの消毒殺菌剤を用いたワイプや液体殺菌剤 

 ・ 3% 過酸化水素 

 ・ エタノール 

 ・ 液化石油ガス （硫黄化合物除去済み） 

 ・ 第四級アンモニウム化合物 

 ・ ベンジル-C12-18-アルキジメチル 

 ・ サッカリン塩 / 1,2-ベンゾイソチアゾール-3(2H)-オン 1,1-ジオキシド 

 ・ 蒸留水 

 ・ 変性アルコール 

 ・ 10倍希釈の漂白剤または消毒用ワイプ 

 スキャナの前後カバーを洗浄する際は、洗浄剤が内部に流入することのないよう、マ

イクのある部分を保護してください。 

 ボタンやガントリの開口部を洗浄する際は、洗浄剤が内部に流入することのないよ

う、注意してください。 

 血液や造影剤は衛生上のリスクとなります。血液や残存している造影剤を除去する際

は、衛生面および安全面に十分配慮してください。 

②  消毒剤は装置内部に浸透する可能性があるため、噴霧式消毒用品の使用は推奨されませ

ん。室内を噴霧式の装置で消毒する場合は装置の電源を遮断し、温度を下げた後、ビニー

ルシートなどで装置を覆ってください。消毒剤の噴霧が弱まった後、ビニールシートを除

去して、全体を拭き取ってください。 

③ 可燃性、爆発のおそれのある消毒スプレーは、気化による発火、およびそれによる致命的

もしくは深刻な人身事故、または装置の故障を招くおそれがあるため、使用しないでくだ

さい。 

④ 紫外線空気清浄機は検査室の消毒、殺菌に使用することができます。 
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⑤ 紫外線殺菌灯による消毒、殺菌は、感染症の交差感染を防ぐため、数分程度使用すること

ができます （殺菌灯を遠隔操作できる場合において）。 

 紫外線殺菌灯を使用する際は、人身事故を避けるため、室内に誰も居ないことを確認

してください。 

 装置へのダメージを避けるため、紫外線殺菌灯を直接装置へ向けて照射しないでくだ

さい。 

 

一般撮影、乳房撮影装置の洗浄・消毒について 

 

装置および検査室の洗浄・消毒について 

一般撮影装置、乳房撮影装置には多くの可動部分があります。電気的警告ラベルに加え

て、指詰に対する警告ラベルもご確認の上、安全に注意して洗浄・消毒作業を行ってくだ

さい。また、装置および検査室の洗浄・消毒方法は、適用される国のすべての法律または

規制に準拠する必要があります。 

洗浄手順 

1. エナメルを塗った部品とアルミニウムの表面は、湿らせた布と中性洗剤できれい

に拭き取った後、乾いた柔らかい布で拭き取ります。洗剤等の液体をシステムに

直接かけたり、吹き付けたりしないでください。腐食性の洗浄剤、溶剤、研磨洗

剤、研磨剤は絶対にご使用にならないでください。洗剤の性質が不明な場合に

は、ご使用にならないでください。 

2. クロームパーツは、乾いた柔らかい布で拭き取ることで洗浄できます。研磨剤は

ご使用にならないでください。仕上げを維持するには、非研磨ワックスをご使用

ください。プラスチックの表面は石鹸と水でのみ洗浄してください。他の洗浄剤

を使用する場合（アルコール含有量が高い場合など）、素材はくすんだり、ひび

割れたりすることがあります。 

3. 標準のガラスクリーニング洗浄剤を使用してタッチスクリーンを洗浄できます

（アンモニアを含む製品を除く）。ガラス洗浄剤を布またはタオルにスプレーし

て、タッチスクリーンを洗浄します。汚れや指紋は、密閉された AccuTouch また

は IntelliTouch タッチスクリーンに影響しません。タッチスクリーンの誤動作

を防ぐために、洗浄後すぐに液滴を拭き取ってください。 

消毒手順 

汚染部分については消毒の前に適切な洗浄を行ってください。殺菌剤のラベルの指示に従

い溶液の濃度と使用時間を目的の用途に適切なレベルに保つ必要があります。 
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1. 使用する消毒方法は、消毒および爆発防止に関する法的規制およびガイドライン

に準拠している必要があります。アクセサリや接続ケーブルを含む、そのような

消毒をすることが可能な機器の部品は、適切な薬剤で湿らせた布で消毒できま

す。殺菌剤などの液体をシステムに直接かけたり、吹き付けたりしないでくださ

い。 

2. 腐食性または溶剤ベースの消毒剤はご使用にならないでください。また、消毒剤

や殺菌剤の特性が不明な場合もご使用にならないでください。 

3. 可燃性または爆発の可能性がある消毒剤スプレーを場合の方法については血管造

影装置の「消毒について」の 3項、4項と同じ手順になりますので、そちらを参考

にしてください。 

乳房撮影装置における圧迫パドルの消毒について 

 当社乳房撮影装置の乳房圧迫パドルはポリカーボネート製となっており、70%エタノー

ルを使用した消毒が可能となっています。素材のくすみやひび割れを防ぐためエタノール

による消毒後は湿らせた柔らかい布で拭き取った後、乾いた柔らかい布で拭き取ります。 

 

おわりに 

 各装置ごとに洗浄・消毒の手順には若干の違いがありますが、装置の保護、安全性ならびに

操作性を確保しながら感染予防に努めていくという考え方は、一貫して同じになります。ま

た、装置によっては、飛沫・空気感染を予防するために装置に備わっている喚起設備を利用で

きることも重要な感染予防措置になります。 

 最後に、COVID-19に関するフィリップス・ジャパンの対応についてこのたびの新型コロナ

ウイルス感染症拡大により罹患された患者様とご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げますと

ともに、一日も早いご快復をお祈りいたします。また患者様の治療にあたっていらっしゃるす

べての医療関係者の皆様に敬意と感謝の念をお伝えします。フィリップス・ジャパンでは、お

客様のニーズを満たすこと、当社従業員の健康と安全を守ること、そして事業の継続性を確保

することを定め、できる限りのリソースを駆使しながら社員一丸となって新型コロナウイルス

感染症拡大防止に向けての取り組みを継続し、必要とされる医療機器、ソリューションの迅速

な供給に努めてまいります。未だ終息の見えない状況の中、お客様、パートナーの皆様には、

引き続きご迷惑をおかけする事もあるかと思いますが、私たちとともに全力で立ち向かいご協

力いただいていますことに心よりお礼申し上げます。 
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診療放射線科分野における感染症対策に関して 

 

富士フイルムメディカル株式会社 

メディカルサプライ推進部 白旗 朝生 

■ はじめに 

人類の歴史において、細菌との戦いは決して逃れる

ことができないものとなっています。 

1928年にイギリスのアレクサンダー・フレミング博

士によって発見された、世界初の抗生物質であるペニ

シリンの登場により、多くの人が疫病から救われるよ

うになりました。 

一方、細菌もその形状や性質を変えることによって、

耐性を獲得し再び人々に襲い掛かり、その細菌に対し

て効果のある抗菌剤を、再度人間が開発するというこ

とを繰り返す、ある意味いたちごっこが続いています。 

また、ウイルスという細菌よりも小さく、侵入した

細胞の中で増殖をするという、抗菌剤が効かない微生

物も存在し、人類を大いに悩ませています。 

2019年1月に発生されたとされる新型コロナウイル

スによる感染症によって、現在世界は改めて感染症の

脅威を感じていますが、ここでは感染症にかからない

ために、いかに予防をしていくかという観点から話を

進めていきたいと思います。 

 

■ 常在菌 

ヒトは、生まれると同時に菌に感染します。胎内で

は無菌状態ですが、母親の産道、また外気や周囲の人

間から、口や肛門に菌が付着するのが感染のきっかけ

になります。これらの細菌が、口腔内、皮膚、消化管

に住みつくようになり、常在菌と呼ばれています。 

口腔内にはミュータンス菌など約 700 種類の菌が

1,000 億個以上、皮膚にはブドウ球菌、アクネ桿菌な

ど 200種類以上の菌が約 100万個、腸内細菌も乳酸菌

や大腸菌をはじめとした約 400種類、実に 100兆個以

上の菌が存在し、良い働きと悪い働きの両方をしなが

ら人間の身体と共生をしています。 

常在菌であっても、疲労がたまったりストレスであ

ったり、糖尿病や腎障害といった何らかの理由で抵抗

力（免疫力）が低下したときに、サイトメガロウイル

ス感染症や MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）に 

 

よる感染症を発症します。これらの感染症のことを日

和見感染症と呼んでいます。 

 

■ 感染症の予防と対策に関する言葉の定義 

感染症の予防において、消毒あるいは滅菌、殺菌、

抗菌といった言葉をよく耳にするが、その概念を問わ

れて答えることはなかなか難しいと思います。 

消毒とは、病原性のある微生物を死滅・除去させて

害のない程度にすることです。 

殺菌とは文字通り「細菌やウイルスを殺す」効果の

ことです。ただし、死滅させる菌の種類や死なせる量

に明確な定義はありません。例えば 90％の菌が残って

しまっていても 10％の菌が殺せていれば「殺菌」と謳

うことができます。「殺菌」という言葉は新薬機法の

対象となる消毒薬などの医薬品と、薬用せっけんなど

の医薬部外品のみに使用できる表現なので、例えば食

器用洗剤に殺菌効果があったとしても「殺菌」という

表現はできません。 

除菌とは菌を減らす効果のことです。菌を殺さなく

ても、例えば塗布した面から菌を減らせれば OK で、

どの程度減らすかについても定義はありません。つま

り、極論手洗いで手を洗っても除菌と言えます。 

滅菌とは、有害・無害を問わず、すべての菌（微生

物やウィルス含む）を死滅・除去することです。これ

は定義がはっきりとしていて、菌や微生物、ウイルス

などの残量が 100万分の 1になることをもって滅菌と

されています。電磁波や放射線を使用したり高圧や高

熱をかけたりして滅菌処理するのが有名です。菌の除

去率で言えば最強だと言えます。 

抗菌はキッチン用品やおもちゃ、お手洗いやバスル

ーム周りの用品でよく見かけますが、これは菌の繁殖

を抑える効果のことです。細菌を除去したり殺したり

する効果はなく、あらかじめ菌が住みにくい環境を作

ってくれるのです。ただ、これも対象となる菌や、菌

の量、範囲などの詳細な定義はありません。 
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除菌 菌の数を減らす 

消毒 菌を無毒化する 

殺菌 菌をある程度殺す（程度は決まっていない） 

滅菌 菌を完全に殺す 

抗菌 菌の繁殖を防ぐ 

「除菌」という表現は、アルコールスプレーや洗剤、

漂白剤などの雑貨品表示でよく使われていますが、こ

れは薬機法上、医薬品や医薬部外品ではない製品では

たとえ殺菌や消毒効果があっても「殺菌」や「消毒」

を謳えないためです。 

「消毒」は、菌やウイルスを無毒化することです。

「薬機法」（※１）に基づき、厚生労働大臣が品質・

有効性・安全性を確認した「医薬品・医薬部外品」の

製品に記されています。 

 「除菌」は、菌やウイルスの数を減らすことです。

「医薬品・医薬部外品」以外の製品に記されることが

多いようです。「消毒」の語は使いませんが、実際に

は細菌やウイルスを無毒化できる製品もあります（一

部の洗剤や漂白剤など）。 

 なお、「医薬品・医薬部外品」の「消毒剤」であっ

ても、それ以外の「除菌剤」であっても、全ての菌や

ウイルスに効果があるわけではなく、新型コロナウイ

ルスに有効な製品は一部であることに注意が必要で

す。 

また、手指など人体に用いる場合は、品質・有効性・

人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」

（「医薬品」「医薬部外品」との表示のあるもの）を使

用してください。 

 ※１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び 

安全性の確保等に関する法律 

 

■ 放射線科における感染症対策 

日常診療において、患者と濃厚に接する機会の多い

診療放射線技師は、自身が感染しないよう、そして院

内感染の媒体とならないためにも、感染に対する十分

な知識と技術を持ち、適切な予防方法の選択と実施及

び環境整備を行う必要がある。その前提として標準予

防策や感染経路別予防策及び感染対策マニュアル等

を十分に理解し、確実に履行することが重要であると

考えます。 

今回は、特に感染症対策の環境整備に関して考えて

みましょう。 

■ 標準予防策の主な項目と具体的内容 

全ての患者を対象とし、汗以外の血液、体液、分泌

物、排泄物、創のある皮膚粘膜およびこれらが付着し

た物質などは感染性があると判断し、病原体の感染・

伝播リスクを減少させる必要があります。 

1． 手指衛生 

a）手指衛生のタイミング 

WHOによる「５つのタイミング」を適用します。 

１) 患者に触れる前 

２) 患者に触れた後 

３) 清潔/無菌操作をする前 

４) 患者環境に触れた後 

５) 体液、汚染物質に暴露した可能性があった場

合に実施します。 

また、手袋をつける前後にも手洗いを行いま

す。 

 

一般撮影における手指衛生のタイミング 

（WHO 勧告のガイドラインに沿った亀田総合病院での例） 

*ただし、検査の途中で端末に触れる、造影剤を接

続するなどの場合、手指衛生の必要な場合が生じ

る。 

 

b）方法の選択 

1． 血液や体液により手指が目に見えて汚れがあ

る場合の手洗いの方法。 

・流水下の石鹸による手洗いを必ず行います。 

１．RIS 接続 

２．手指衛生 

３．患者を入れる 

４．ポジショニング 

５．撮影 

６．４～５繰り返し 

７．画像確認 

８．患者退室 

９．アルコール製剤で清拭 

  （技師が触れた所（端末以外）と患者が触れた所） 

10．RIS 入力 

11．手指衛生 

  （次の患者がいる時は「１．RIS 接続」まで続けて行うので省略可） 
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 例）抗菌性石鹸（消毒薬）＋流水 

   非抗菌性石鹸（液体石鹸）＋流水 

 

2）目に見えて汚れのない場合の手指消毒の方法を 

 図 2に示します。 

・手袋を外した直後、患者と患者の撮影の間には 

 擦式アルコール製剤の使用でかまいません。 

 例）速乾性擦式手指消毒剤 

   抗菌性石鹸（消毒薬）＋流水 

3）手洗いの留意点 

・指輪など装飾品を外し、指先や爪の生え際、 

指の根本、指の間及びシワの間など洗い残し 

やすい部位を意識するようにします。 

  ・特に洗い残しは手荒れの部位や爪の形や長さに 

   影響されやすいと考えます。 

 

 

 

2） 個人の防護具 

a） 個人防護具の使用方法 

暴露部位や暴露量から、個人防護具を選択し

ます。使用した防護具は使用の有無にかかわ

らず、患者環境内で装着した個人防護具は汚

染している可能性があるため、使用後は持ち

出さず、その場で廃棄します。各種防護具の

装着および脱着の方法を図 3に示します。 

 

 

 

71



 

■ 放射線科分野における物品別の消毒方法一覧を文

末の別表 1 に、感染症対策に関して用いられ消毒

薬とその適用を別表 2に示します。 

※詳細に関しては 2019年 3月 1日 

 「診療放射線分野における感染症対策 ガイドラ 

イン」（Version 1.0）をご参照ください。 

 

■ 富士フイルムメディカルからの情報提供 

富士フイルムメディカル株式会社では、Hydro Ag+

という持続除菌型のアルコール清拭材を販売してい

ます。 

富士フイルムが創業以来作ってきた写真のフ

イルムには、ハロゲン化銀が使われています。

このハロゲン化銀のおかげで、フイルムは主成

分がタンパク質であるにもかかわらず、長期間

腐食しないでいることをヒントに、富士フイル

ムが長年にわたる銀の研究で培った独自技術を

生かして、これまでにない持続除菌を実現した

のが、この Hydro Ag+という製品です。  図 4 

もともとは医療や介護の現場のために開発さ

れたもので、拭いた後はアルコールが除菌し、

乾燥後も銀の成分で抗菌コートを作り、高い抗

菌効果が長時間持続するという特徴があります。

抗菌コートは水となじむ超親水性で、油・タン

パク質汚れがつきにくくなる効果もあります。  

   

 
 図 4 従来のアルコール清拭剤との違い  

 

アルコールの殺菌作用のメカニズムですが、細菌類

では細胞膜の破壊が起こり直ちに死滅します。ウイル

スには、エンベロープタイプとノンエンベロープタイ

プがあることが知られています。エンベロープとは外

皮でありウイルス本体を覆う脂肪（脂溶性）の殻のこ

とで、アルコールはこのエンベロープを溶かし剥ぎ取

って無力化します。エンベロープタイプウイルスには、

インフルエンザウイルス、コロナウイルスが属します。 

図 5 

アルコールはノンエンベロープタイプのウイルス

（ノロウイルスなど）には効果がありません。 

 

 

 

 図 5 アルコールのウイルスに対する作用 

 

銀イオンはプラスの電荷を持ち、マイナスの電荷を

持った細菌の細胞膜や、ウイルスのエンベロープに付

着して代謝機能や細胞分裂といった機能を停止、DNA

の複製を不可能にすることで、菌やウイルスを不活化

し死滅させるということがわかってきました。 図.6 
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 図 6 銀イオンの細菌・ウイルスに対する作用 

 

■ 新型ウイルスの不活性化作用を確認 

Hydro Ag+を塗布したフイルムを用いて、SARS-CoV2

に対する不活化効果を確認するため、国立大学法人帯

広畜産大学と共同研究を実施しました。 

その結果、Hydro Ag+（80％）は、24 時間の反応時

間において、40回相当以上の塗布群で有意なウイルス

不活化活性が認められました。 

 

試験フィルム 銀無 
HydroAg+ 

20回 40回 60回 

ウ
イ
ル
ス
力
価
（

lo
g

1
0
T
C

ID
5
0
/m

l）
 

Film1 5.25 2.75 2.75 ≦1.25 

Film2 4.75 4.25 ≦1.25 ≦1.25 

Film3 4.25 3.25 2.25 ≦1.25 

Fiim4 4.25 4.75 ≦1.75 2.75 

平均値 4.63 3.75 ≦2.00 ≦1.63 

無銀群 

との差 
－ 0.88 ≧2.63 ≧3.00 

ウイルス 

不活化率

（％） 

－ 86.67 ≧99.76 ≧99.90 

 Hydro Ag+コーティングに対する SARS-CoV-2への 

 持続有効性評価結果 

 

 

 

共同研究について簡単にその内容を紹介します。 

材料としては、Hydro Ag+を 20 回、40 回、60 回塗

布したフイルムを用意し、塗布後 20 日経過した後、

試験フイルムの加工面がウイルスの希釈液に接する

ように被覆し、25℃で 24時間静置しました。 

その結果、40回塗布したものでは 99.76％以上、60

回塗布したものでは 99.90％以上の不活化率を記録し

ました。 

 今までも銀のコートをうたった抗菌シートはあり

ましたが、同じように Ag+イオンによって微生物を不

活化していますが、表面だけなのでどうしてもその絶

対量が不足していました。 

 富士フイルムではその点を改良し、超親水膜とする

ことで、膜の表面に常に Ag+イオンが供給され続け、

微生物の増殖を抑え続けること（持続除菌）に成功し

ました。 図 7 

 この超親水膜は、拭き重ねることによって厚くなり、

大腸菌の例では塗り重ね回数 90 回で抗菌活性値は、

接触時間 3時間で 6以上になり、滅菌レベルの 100万

分の 1まで菌を減らすことが確認されています。 

        図.8 

 

 

 

 図 7 従来の銀系コートとの違い 

（FUJIFILM FUTURE Clipのサイトより） 

 

ー 

ー ー 

ー ー 

ー ー 
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 図 8 継続使用による塗り重ね効果  

 

■ 終わりに  

冒頭に記したように、人類は未確認の病原微  

生物や、治療薬に対して耐性を獲得した病原微

生物との戦いを繰り返しています。  

 今般の新型コロナウイルス感染症の原因ウイ

ルスである SARS-CoV2もその一つと考えられます。 

 我々はこのような状況下、院内のいろいろな場所で

菌数の測定、感染対策をされている施設の担当者との

面談等を通して、いろいろな情報を得ることができま

した。 

その中から感染対策をする際のヒントとなる事柄

をいくつか述べたいと思います。 

感染対策を施す場所に関しては、外来患者や入院患

者の行動をよく観察し、どこを重点的に消毒・除菌を

すればよいか考えるべきと思っています。 

例えばトイレ、ここはだれが考えても汚染源であり、

感染対策は必要だと考えるのは当たり前ですが、それ

故に誰もが一生懸命清潔にしようと考え、また施設側

の人間も重点的に清掃しているために、予想外に菌数

は少ないという印象でした。だからと言って手を抜い

てもいいというわけではありません。 

以外に菌が多かったのは、1 階から 2 階へ上る階段

の手摺でした。病気の人や基礎疾患のある人、高齢者

などは手摺伝いに階段の昇降を行うため、この場所に

は多かったのではないかと推測されます。 

その他、病室のカーテンやシンク周りも問題になり

ます。 

カーテンは病室の区切りであったり、入院患者が外

の景色を眺めたり、外光を遮るために触れる機会は多

くなります。面会者や看護師も頻繁に触れる場所であ

るため、そこが感染源になることは明らかです。 

 

シンク周りでは、蛇口は不特定多数の方が触れる場

所であり、使うたびに除菌するというのは非現実的で、

感染源になりやすいようです。また排水溝などのぬめ

りなどはそもそも菌が集まってバイオフィルムを形

成するなど汚染源であり、手を蛇口に近い場所、シン

クに対して高い場所で洗ったりすれば、飛沫が広範囲

に飛び散るということにより、菌が広範囲に散らばり

感染が広がるということが考えられます。 

臨床放射線科の感染対策の一つの例をあげます。胸

部 X線の撮影時に、CR カセッテや FPDをどのように扱

うか、ビニールの袋に入れて感染予防するのが良い。

逆にビニールの袋に入れて持ち歩くと、袋を外したり

するときに菌やウイルスを拡散してしまうかもしれ

ない、という懸念もありアルコールなどで清拭するだ

けのほうが良い、という考えもありまだまだ確実な答

えというのは見つかっていないというのが実際だと

思います。 

他には、清掃・感染対策を実施する人によるバイア

スの問題もあります。誰がやっても同じ効果が得られ

る消毒剤、除菌剤が存在すればそのような問題もなく

なるでしょうが、残念ながら拭き方、ふき取る範囲は

まちまちというのが実際です。清掃する側の心構えと

いうか、危機意識というものが大きく影響して、その

後の感染の広がりに大きく影響してくるという例を

みることもありました。 

富士フイルムメディカルが販売する「Hydro Ag＋」

は、布（カーテン）に噴霧することで菌の増殖を抑え

るというエビデンス 1)があるとともに、どのような人

が清拭しても、均一に塗られていれば同じような抗菌

コートができるため、その作業にかかわる回数、時間

を減らし、また作業する人によるバイアスを少なくす

ることができる可能性があります。 

Hydro Ag＋が感染症対策の 1アイテムとして、お役

に立てればと考えています。 

最後に、このような感染対策に関する話題を

提供させていただく機会を与えていただき、お

礼を申し上げます。  

また、新型ウイルス感染症にかかわっている

医療関係者すべての方の頑張りに感謝の気持ち

をささげるとともに、一日も早い新型ウイルス

感染症の終息を願っています。  
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別表 1 放射線科で活用される物品の消毒方法一覧 

 

物品名 消毒方法 

カセッテ 

フラットパネル 

患者使用毎にアルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。血液・体液による汚染がある場合には、血

液・体液をふき取った後、ペーパータオルなどに 1％次亜塩素酸ナトリウムを浸みこませ清拭消毒を

行う。感染症患者または感染症と疑われる患者、血液、体液の付着が予想される場合にはカセッテ

をビニール袋で覆うなどの対策を講じ、患者ごとにビニール袋を交換する。ビニール袋を外した後はア

ルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。 

撮影補助具 

一患者で使用が終了した際には、外表面をアルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。血液・体液に

よる汚染がある場合には、血液・体液をふき取った後、ペーパータオルなどに 1％次亜塩素酸ナトリウ

ムを浸みこませ清拭消毒を行う。スポンジなどで血液、体液の付着がある場合は廃棄するか、血

液、体液を洗浄後、0.1％ミルトン液へ 30分の浸漬消毒を行う。 

ガーグルベースン 滅菌室で熱水洗浄。 

キシロカイン 

スプレーノズル 
単回使用。 

吸引ポット 
一患者で使用が終了した際には、外表面をアルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。使用期間中

であっても目に見える汚染がある場合には、同様に処理する. 

車椅子 
患者使用毎にアルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。血液・体液による汚染がある場合には、血

液・体液を拭き取った後ペーパータオルに 1％次亜塩素酸ナトリウムを浸み込ませ清拭消毒を行う。 

血圧計 

ビニール素材の場合は、アルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。カフ部分のカバーが洗濯できる素

材であれば、1回/月は理念室で洗濯へ出す。目に見える汚染がある場合には、そのつど洗濯へ出

す。ゴム部分は微温湯で清拭清掃を行う。 

採決ホルダー 単回使用。 

酸素マスク 単回使用。 

ストレッチャー 

接触頻度の高いところ（柵やフレームなど）はアルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。血液・体液

による汚染がある場合には、血液・体液を拭き取った後、ペーパータオルなどに 1％次亜塩素酸ナト

リウムを浸み込ませ清拭消毒を行う。ストレッチャーのリネンは目に見える汚染がある場合、感染症

患者が使用した場合に交換する。 

体温計 

使用毎に 70％以上の単包エタノール消毒綿で清拭消毒を行う。使用毎に体温計が消毒されてい

る場合には、ケースの消毒は不要。ケースを消毒する場合には、0.1％ミルトン液へ 30分の浸漬消

毒を行う。 

聴診器 使用毎に 70％以上の単包エタノール消毒綿で清拭消毒を行う。 

点滴作成用トレイ 

滅菌室で熱水洗浄する。ICU・CCU・易感染性患者の場合は使用毎に新しいものを使用する。 

上記以外の部署では使用毎にアルコール含浸クロスで清拭消毒を行う。血液付着の場合及び 1

回/週は滅菌室にて熱水洗浄する。 

点滴スタンド 
使用中は毎日及び使用終了時にクロルヘキシジングルコン酸塩などの清拭消毒。使用していないと

きは 1回/週クロルヘキシジングルコン酸塩で清拭消毒。 

ドアノブ 環境整備時にアルコール含浸クロスによる清拭消毒を行う。 

はさみ 
汚染がある場合には、70％以上の単包アルコール消毒綿あるいはアルコール含浸クロスで清拭消

毒を行う。 

 

75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文   献  

１ ) 平松玉枝、久々湊由佳子、阿部洋史、楠木哲郎、  

岩田敏：病室プライバシーカーテンに対する銀系

抗菌剤使用の持続効果  環境感染誌  2012;Vol.33  

no.5  225-9  

 

参考にした資料  

診療放射線分野における感染症対策ガイドライン  

（Version1.0）  2019 年 3 月 1 日  

公益社団法人  日本診療放射線科技師会   

医療安全対策委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 2 消毒薬の分類とその適用 

 

水
準 

品名 

（一般名） 

適用 

環
境 

金
属 

非
金
属 

皮
膚 

粘
膜 

排
泄
物 

高 
グラタラール × 〇 〇 × × △ 

フタラール × 〇 〇 × × △ 

中 

次亜塩素酸ナトリウム 〇 × 〇 × × 〇 

ポピドンヨード × × × 〇 〇 × 

エタノール 〇 〇 〇 〇 × × 

イソプロパノール 〇 〇 △ 〇 × × 

クロルヘキシジンエタノール液 × × × 〇 × × 

低 

クロルヘキシジングルコン酸液 〇 △ △ 〇 × × 

ベンゼトニウム塩化物 〇 〇 〇 〇 〇 × 

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 〇 〇 〇 〇 〇 △ 

アクリノール水和物 × × × △ △ × 

他 オキシドール × × × 〇 〇 × 
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100 枚入り 

100 枚入り 

480mL 300 枚入り 

480mL 

Hydro Ag＋（アルコール 80％） 

Hydro Ag＋（アルコール 60％） 

製造販売元  

富士フイルム株式会社  

販売業者  

富士フイルムメディカル株式会社  メディカルサプライ推進部  

〒106-0031 東京都港区西麻布 2-26-30  TEL(03)6419-8055 

http://fms.fujifilm.co.jp 
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日本赤十字社診療放射線技師会電子会誌  

テーマ： 「装置の感染対策」 

表 題： 「Ｘ線撮影装置の感染対策－機器メーカーの立場より」 

執筆者： 株式会社島津製作所 医用機器事業部グローバルマーケティング部 

浅野博史 

 

【本文】 

 

１．はじめに 

２０１９年１２月３１日に中国湖北省武漢市で「未知の病因（原因不明）による肺炎の集団

発生例が中国当局からＷＨＯ中国事務所に最初に報告された」＊１と世界保健機構ＷＨＯが発表

して以来、新型コロナウイルス感染症は瞬く間に世界規模で拡大し、１年以上に亘ってなおも猛

威を振るい続けており、未だに収束の見通しがついておりません。罹患された皆様・関係者の皆

様にお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。ま

た、医療現場の最前線において、この未知のウイルスと日夜戦い続けていらっしゃる医療従事者

の皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げます。 

島津製作所では、この危機を乗り越えるために、画像診断機器はもちろんのこと、弊社のもう

一つの強みである分析計測技術をも融合し、画像検査やＰＣＲ検査のための最新機器や試薬を

医療現場にお届けすることで、事態の収束に貢献できるようグループの総力を挙げて尽力して

まいります。 

院内での二次感染を防ぐためには、検査機器の清掃消毒は不可欠であり、その手順はすべての

国でそれぞれの規制に準拠しなければなりません。島津製作所では、二次感染の危険を最小限に

抑えるため、弊社製の画像診断機器を対象として、独自の清掃手順書＊２を作成し、お客様にご

紹介しています。本稿では同手順書にもとづき清掃消毒の考え方・手順をご説明いたします。 

 

２．全般的な清掃・消毒 

消毒剤を使用する前に、予め装置の表面を清掃することが必要です。綿屑がついていない布や

表面を傷つけない柔らかい歯ブラシを使って、表面の汚れを取り除いてください。汚れを取り除

くのが難しい場合は、食器用洗剤や石鹸をぬるめのお湯で薄めて使用してください。清掃に使用

した食器用洗剤および石鹸は、消毒前に必ず拭き取ってください。 

例えばＸ線検査室への移動が制限される感染症患者の肺炎診断のため、病棟やＩＣＵで利用

することを目的として導入されるご施設が急増している回診用Ｘ線撮影装置ＭｏｂｉｌｅＤａ

Ｒｔ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ＭＸ８ ｖｅｒｓｉｏｎ＊３では、凹凸のないフルフラット構造を

採用し、清掃しやすく清潔性を維持できるよう工夫しているほか、装置前方と後方に、ウェット

ティッシュボトルや小物を置くスペースを確保しています。ここに清掃や消毒に必要なツール

を収納することで、撮影後の清掃まで含めたワークフローの改善を実現できます（図１－３）。 
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図１：MobileDaRt Evolution MX8 version 

 

 

図２：凹凸がなく清掃しやすいフルフラット構造 

 

 

図３：ウェットティッシュボトルや小物を置くスペースを確保 

 

３．消毒 

消毒の手順を述べる前に、「滅菌」「殺菌」「消毒」「除菌」「抗菌」などの類似用語の意味とそ

れぞれの違いについて整理します。 

 

３－１．「滅菌」 

第十七改正日本薬局方の通則５．第４０項に「滅菌とは，被滅菌物の中の全ての微生物を殺
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滅又は除去することをいう．」と定義されています。つまり、対象となるものにおいていかなる

微生物をも残さず殺滅または除去する、という最も厳格な状態を意味します。 

 

３－２．「殺菌」 

薬機法で分類された製品に認められる文言ですが、「滅菌」とは異なり殺す対象や程度は明確

に定義されていません。従い、極端な例として１％の菌を殺し９９％の菌が残存している状態を

「殺菌」と表現しても間違いではありません。 

 

３－３．「消毒」 

「消毒」とは、菌やウイルスを無毒化することです。薬機法に基づき、厚生労働大臣が品質・

有効性・安全性を確認した「医薬品」「医薬部外品」の製品に記されています。＊４ 

 

３－４．「除菌」 

「除菌」とは、菌やウイルスの数を減らすことです。「医薬品・医薬部外品」以外の製品に記

されることが多いようですが、日本薬局方やＪＩＳなどで公的に定義づけされている用語では

なく、商業用語と位置づけられています。なお、「消毒」の語は使いませんが、一部の洗剤や漂

白剤などでは実際に細菌やウイルスを無毒化できる製品もあります。 

 

３－５．「抗菌」 

「抗菌」とは、対象物の表面において細菌の増殖を抑制することです。「ＪＩＳ Ｚ ２８０

１抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果」では、「繊維製品及び光触媒抗菌加工製品を除く，

プラスチック製品，金属製品，セラミックス製品など抗菌加工を施した製品（中間製品を含む）

の表面における細菌の増殖を抑制する状態」と定義されています。 

 

前述の回診用Ｘ線撮影装置ＭｏｂｉｌｅＤａＲｔ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ＭＸ８ ｖｅｒｓｉ

ｏｎでは、抗菌仕様のＦＰＤをラインナップに取りそろえるとともに、ＦＰＤを立てるスリッ

トを設け、ＦＰＤへの滅菌カバーの装着や清掃を容易としています。 

 

４．消毒剤の種類 

弊社製の画像診断機器には以下の消毒剤が使用可能です。ただし、対象の材質によって使用

できる消毒剤に制約があります（表１）。消毒終了後は、必ず消毒剤を拭き取ってください。 

 Ａ）塩素系消毒剤 

・ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム溶液 (１％ まで可) 

・次亜塩素酸ナトリウム溶液 (１％ まで可) 

 Ｂ) アルコール系消毒剤 

・市販で入手可能なイソプロピルアルコール溶液（９９ ｗｔ％まで可） 
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・消毒用アルコール（エタノール：７６．９～８１．４ ｖｏｌ％，添加物：イソプロピルアル

コール） 

 

表１：対象による使用消毒剤の制約 

対象 使用可能な薬剤 リスク 

樹脂部品 塩素系消毒剤のみ。 アルコール系消毒剤使用すると 

劣化する可能性あり。 

特にアクリル樹脂部品 

・一般撮影アクリル天板 

（透明樹脂部） 

・コリメータ(前面透明樹脂部) 

・回診装置用タッチスクリーン 

・面積線量計 

塗装していない金属 アルコール系消毒剤のみ。 塩素系消毒剤を使用すると腐食 

する可能性あり。 

 

次にご使用可能な薬剤の例を示します（表２）。 

なお、このリストは消毒の効能を保証するものではありません。 

 

表２：ご使用可能な薬剤の例 

商品名 製造業者 主成分 EPA登録番号 

Sani-Cloth Bleach Germicidal 

Disposable Wipe 

DPI 次亜塩素酸ナトリウム 9480-8 

PURELL Professional Surface 

Disinfectant Wipes 

GOJO Industries エタノール 84150-1 

Micro-kill Bleach Germicidal 

Bleach Wipes 

Medline Industries 次亜塩素酸ナトリウム 37549-1 

Clorox Healthcare® Bleach 

Germicidal Wipes 

Clorox Professional 

Products Company 

次亜塩素酸ナトリウム 67619-12 

米環境保護庁（EPA）の新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)に対して使用認可された消毒剤リストから抜

粋。 

 

５．消毒の手順・作業時のご注意点 

院内での二次感染対策では消毒を確実に行っていただくことが大切ですが、一方で、消毒

剤の使用量は多ければ良いというものでもありません。画像診断機器メーカーとして、消毒剤

のご使用は必要最小限に抑えることをお勧めいたします。長期の消毒では、外形または樹脂に
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退色やひび割れが生じるおそれがあります。例えば、ゴムやプラスチックが劣化する可能性が

あります。消毒により製品に変化がみられた場合は、製品の使用を直ちにやめて、サービス担

当者に修理を依頼してください。また、装置に消毒剤を直接スプレーしないでください。消毒

剤が装置に侵入した場合、装置の故障やその他問題につながるおそれがあります。また、消毒

作業中は対象機器の電源を切ってください。消毒後に電源をつける時は、検査室内をしっかり

換気していただく必要もあります。可燃性ガスが室内に残留している場合、機器の電源を入れ

ると発火、発煙、爆発、感電の危険性があります。十分にご注意ください。 

 

６．医療施設様での感染対策例 

Ｘ線画像検査の環境・条件はご施設様ごとに異なるため一概には言えませんが、感染の可能

性のある患者の回診用Ｘ撮影装置による検査において、あるご施設様では診療放射線技師だけ

でなく、医師・看護師から成る複数名のチームで対応されています。その中で、診療放射線技

師は患者には絶対に触れず、装置の清潔操作だけを担当するという完全分業体制を敷かれてい

ます。このような完全分業体制での検査が実現できれば、装置の消毒回数は最低限に減らすこ

とも可能になります。 

 

以上、簡単ではございますが、画像診断機器メーカーの立場から、装置の感染対策について

述べさせていただきました。装置の清掃・消毒手順につきましては、弊社ホームページで動画

による分かり易い説明も行っておりますので、この機会にご参照いただければ幸いです。 

掲載 URL： https://www.med.shimadzu.co.jp/topics/200414.html 

 

＊１ 2020年 1月 5 日「原因不明の肺炎-中国」（https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/） 

＊２ 文書番号 M516-1057A「島津製作所 清掃消毒の手引き」 

＊３ 製造販売認証番号 220ABBZX00229000 移動型デジタル式汎用 X線診断装置 [回診用 X線撮影装置 MobileDaRt Evolution] 

   移動型アナログ式汎用 X線診断装置 

   X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ 

＊４ 厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）」 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 
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Siemens Healthineers の新型コロナウイルス感染症対策と最新 CT 技術  

～Our response to the COVID-19 pandemic～ 

 

シーメンスヘルスケア株式会社 CT 事業部 鈴木和明 

 

 

はじめに 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパン

デミックによって、世界中で感染防止・治療のた

めの臨床上および運用上の課題に直面している。 

COVID-19 は、SARS-CoV-2 によって引き起こ

される。感染しても多くは軽症から無症状である

が、2020 年 11 月時点の世界各国における致命率

は 0.0~29％と幅広く推定されており、2020 年 8

月時点の日本国内の調整致命率は 2.4％と報告され

ている 1）。 

Siemens Healthineers（以下、シーメンス）は、

緊急かつ複雑な状況におかれる医療現場に対して、

診断、予後評価、治療、フォローアップの各フェ

ーズにおいて、医療に携わる皆様に出来る限り最

善のサポートを提供できるよう努めている。 

本稿では、医療機器の清掃・消毒方法に関する

情報、さらに COVID-19 に対応するためのシーメ

ンスの最新技術について紹介する。 

 

Ⅰ．医療機器の清掃・消毒方法 

 

 日本医学放射線学会と日本放射線科専門医会・

医会は、COVID-19 疑いの患者撮影に対する感染

症対策として、撮影前後での手指消毒および撮影

終了後の機器・器具の清拭消毒の情報を提供して

いる 2)~4)。また、COVID-19 に対する胸部 CT 検査

の指針 5)の中では、検査施行後は次の患者を撮影

する前に、十分な換気と患者の接触部位のアルコ

―ルや抗ウイルス作用のある消毒剤含有のクロス 

 
図 1 CT 装置の消毒 

University Hospital Erlangen in Germany での清掃・消毒

の様子 (Best Practice Sharing: CT Scanner Cleaning and 

Disinfection with University Hospital Erlangen Video) 

 

 

を用い清拭消毒を必ず行う事と記載されている。

検査後の清掃・消毒はとても重要である。 

 シーメンスでは、画像診断装置（CT 装置や MRI

装置など）および体外診断薬・機器（血液ガス分

析装置など）の清掃・消毒方法に関する資料をシ

ーメンスの Web サイト 6)に公開しており、また

University Hospital Erlangen の動画 7）では、検査

前の準備から検査後の消毒方法の流れをご覧いた

だくことができる（図 1）。同病院では①検査に

不要なものは検査前に検査室外に移動し、②寝台

マットレスや位置決め用の付属品は常にディスポ

シーツで覆い、③検査終了後は消毒剤含有のクロ

スで寝台および位置決めのためのアクセサリを清

掃している。ガントリ開口部は防水仕様ではない

ため、消毒剤を（濡れた状態ではなく）湿らせた

クロスで清掃を行っている。 
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表 1 にシーメンスが試験し、承認した CT ガン

トリ、患者テーブル、モニタなどに使用可能な洗

剤と消毒剤の一覧を示す。CT 装置の機種の違いや、

CT 装置以外の画像診断装置によって項目や注意事

項が異なるため詳細は清掃・消毒方法に関する資

料を装置ごとに確認していただきたい 6)。 

表 1 に記載されている消毒剤の取り扱い業者お

よび商品名称の詳細情報を表 2 に示す。合成洗剤

に関しては、北里研究所の「医薬部外品および雑

貨の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）不活性

化効果について」を参考としており、かんたんマ

イペット（原液）などを使用する事で SARS-CoV-

2 を不活性化できたと報告されている 8）。 

 

■CT ガントリ 

アルコールを使用する事が可能であるが、アル

コール濃度が 70 Vol%を超える洗剤や消毒剤を使

用すると、表面が変色する場合がある。 

 

■患者テーブル 

 グアニジン誘導体などの消毒液を使用する事が

可能である。マットレスは防水性であるが、アル

コール、第 4 級化合物、アルデヒド、アルデヒド

分解物を含む消毒剤を使用した場合、表面が変色

する可能性がある。また、シーメンスでは、衛生

上の理由から、マットレスをディスポシーツなど

で覆うことを推奨している。 

 

■ボディサポートストラップ（患者固定ベルト） 

寝台に取り付けた状態で洗浄や消毒をする場合

は、次亜塩素酸ナトリウム溶液（活性塩素 0.1%以

下）または市販の消毒剤の使用が可能である。 

また、ボディサポートストラップは、最大 35 ℃ 

であれば洗濯機で洗うことができる。マジックテ

ープ部分が痛まないように、ストラップを閉じた

状態で洗濯するのが好ましい。洗濯する事で表面

がわずかに柔らかくなるなどの変化の可能性があ

る。 

アルコールまたは第 4 級化合物を含む消毒剤で

固定用ストラップを清拭すると、表面が損傷する

可能性がある。 

 

■タブレット端末 

SOMATOM go シリーズでは、取り外し可能な

タブレット端末が搭載されている。 

タブレット端末の清掃・消毒は、①最大濃度の

ジメチルベンジルアンモニウムクロライド 0.3%

（各メーカーの使い捨てワイプなど）、②アルコ

ールを含まないガラス用洗剤、③刺激の少ない石

鹸の水溶液、④乾いたマイクロファイバー製クリ

ーニングクロス、シャモアクロス（静電気を起こ

さず、油分を含まない布）、⑤静電気を起こさな

いクロスを使用する事が可能である。 

ペーパータオルのような繊維性のものは、タブ

レットに傷をつけるおそれがある。 

 

■清掃・消毒に使用できない洗剤・消毒剤 

①研磨剤入り洗浄液やアセトン、染み抜き洗浄

用のナフサなどの有機溶剤、③アンモニアを発生

する薬剤、④シリコンを含む薬剤、⑤塩素を発生

する消毒剤、⑥フェノール誘導体、⑦スプレーな

どが挙げられる。シリコンを含む薬剤は時間の経

過とともに分解して、粘着物質として堆積するた

め、電気部品の接触不良を招く可能性がある。フ

ェノール誘導体に関しては表面の劣化を招く恐れ

がある。スプレーは、機器内部にしみ込んで電気

部品を損傷させる可能性や各種プラスチックの変

形、空気と気化溶液が化合して可燃性物質が発生

する可能性がある。 

 

このように適切に画像診断装置を清掃・消毒す

る事で感染拡大防止が期待できる。 
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表 1 シーメンス承認済みの洗剤と消毒剤の一覧（CT 装置） 

 
“◆”は、試験を経て承認された洗剤または消毒であることを示す。 

 

 

表 2 CT 装置消毒剤一覧 

マニュアル記載名 分類 商品名称一例（カッコ内総称） 左記取り扱い業者 

グアニジン誘導体 除菌剤 
ステリクロン R 液 0.05  

(クロルヘキシジングルコン酸塩) 
健栄製薬（株） 

第 4 級化合物 除菌剤 
ザルコニン液 0.1  

(ベンザルコニウム塩化物) 
健栄製薬（株） 

過酸化物 除菌洗浄剤 

ハイプロックスアクセル液体タイプ 

（加速化過酸化水素除菌洗浄剤） 

 

S.K.Y.PRO ワイプタイプ 

（加速化過酸化水素水） 

東栄部品（株） 

 

 

山田医療照明（株） 

アルコール 消毒剤 
消毒用エタノール・消毒用エタノール IP、 

イソプロパノール 
健栄製薬（株） 

― 合成洗剤 
かんたんマイペット_原液など  

※参考 
― 

※参考：北里研究所、医薬部外品および雑貨の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）不活性化効果について 8）  
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Ⅱ．COVID-19 に対する CT 検査 

 

 Fleischner Society の多国籍コンセンサスステ

ートメント（COVID-19 に対する患者管理におけ

る胸部画像の役割）では、3 つのシナリオを想定

し、それぞれのシナリオに対し画像診断の必要性

を記載している 9)。病気の進行のリスクがない限

り、COVID-19 陽性である軽度の特徴を有する患

者、または COVID-19 陰性である軽度の特徴を有

する患者には、画像診断は推奨されない。画像診

断は、COVID-19 陽性で、かつ呼吸状態の悪化を

伴う患者に適応する。また、リソースに制約のあ

る環境では、中等度から重度の臨床的特徴と

COVID-19 の疑いのある患者の医療トリアージに

画像診断を適応すると記載されている。 

国内の COVID-19 に対する胸部 CT 検査の指針

5)では、スクリーニングとしての CT 検査は推奨さ

れていないが、胸部単純Ｘ線撮影で異常影がみら

れ、他疾患と鑑別を要する場合や胸部単純Ｘ線撮

影の施行の有無にかかわらず、酸素化が必要な中

等度以上の肺炎を疑う患者の場合などで臨床医が

CT 検査を必要とする場合に適応する事を基本とし

ている。また、最も頻度の高い所見であるすりガ

ラス影の検出のためには、スライス厚 2mm 以下

の薄層 CT が必須で、すりガラス影が確実に検出

できる線量での撮像が望ましいとされている。 

 

■Tin filter technology 

 シーメンスは、CT 撮影の被ばく低減と画質を両

立させる技術として、Tin filter を使用した X 線ス

ペクトル変調技術（Tin filter technology）の臨床

利用が可能である。Tin filter technology は、スズ

（50Sn）をベースとする厚さ 0.4～0.6mm の可動

式フィルターを利用した被ばく低減技術である

（図 2）。Tin filter technology を最新の逐次近似

画像再構成と併用することで、胸部 X 線撮影と 

 

図 2 Tin filter technology 

ボウタイフィルターに加えて Tin filter を使用することで、

連続スペクトルの低エネルギー成分を大幅にカットするこ

とができる。 

 

 

 
図 3 COVID-19 症例（46 歳女性）：Tin filter 

管電圧: Sn100kVp, CTDIvol: 0.34mGy, DLP: 12.5mGycm, 

effective dose: 0.18mSv, スライス厚; 1mm, Courtesy of 

Fleury S.A., Paraíso, Sao Paulo, SP, Brazil 

 

 

同等の線量レベルで画質を担保した CT 検査が可

能となっている 10)。 

COVID-19 の評価を目的とした CT 検査は、短期

間で複数回実施されることや、あらゆる年齢の患

者が対象となるため被ばくに対する懸念が高まる

が、Tin filter technology を活用することで、画質

と被ばく低減の最適化が可能となる（図 3）。特

に、COVID-19 のイメージングではすりガラス陰
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影の描出能が求められるため、線量の最適化は重

要であると考えられる。Kang 等は、Tin filter 

technology を活用することで大幅な被ばく低減が

可能であったことを報告しており、平均 0.2 mSv

の実効線量で画質を担保した撮影が可能であった

と述べている 11)。 

 

■Dual Energy Imaging 

 Dual Energy Imaging（DE Imaging）は低いエ

ネルギーと高いエネルギーの 2 種類のデータを収

集する事によって、Single Energy Imaging では同

定困難であった同等の CT 値を示す物質の分離や

描出が可能となる。 

 DE Imaging の肺実質のヨード造影剤の還流画像

（Lung Perfused Blood Volume: Lung PBV）は肺

塞栓症の診断に有用である。また、COVID-19 患

者に対して、DE Imaging の Lung PBV を利用する

事で、すりガラス状陰影の評価だけでなく、肺の

灌流低下を評価することが可能である（図 4）。 

 

 

 
図 4  COVID-19 症例：Dual Energy 

管電圧: 100/Sn140kVp, CTDIvol: 9.44mGy, 

DLP:283mGycm, effective dose: 3.96mSv, Courtesy of 

Princess Alexandra Hospital, Brisbane Australia 

 Carole 等は、肺血栓症がない場合でも、重度の

COVID-19 の肺炎患者では、DE Imaging の Lung 

PBV で灌流障害が良く見られると報告している 12)。

また、DE Imaging から求めた PBV / PAenh（肺の

相対灌流血液量）は、重度の COVID-19 肺炎の血

管障害を定量化する重要なマーカーとなる可能性

があるとも述べている。 

 

 

Ⅲ．COVID-19 に対する CT 検査環境 

～ゾーニングの重要性～ 

 

COVID-19 の対応においては、ゾーニングがと

ても重要となる。ゾーニングとは、清潔な区域

（清潔区域）とウイルスによって汚染されている

区域（汚染区域）を区分けすることである。CT 検

査においても、ゾーニングは感染防止対策として

有用である。 

 また、COVID-19 の感染拡大を防ぐため、多く

の国でソーシャルディスタンス（社会的距離）の

考え方が広がっている。厚生労働省は、できるだ

け 2 メートル程度の距離を保持することが望まし

いとしており、Lancet 誌からは主な感染経路の一

つである飛沫感染の多くが防げるとの報告もある

13)。 

 

■モバイルワークフロー 

モバイルワークフローとは、タブレット端末と

リモートコントローラー、そして、モジュール化

された様々な自動化技術を組み合わせることで、

検査開始から画像配信までの一連の検査をタブレ

ット端末で実施することが可能なシステムである。 

シーメンスの CT 装置では、ガントリパネル前

面に設置されている A/B ボタン（事前設定された

テーブルポジションへ移動が可能）や、持ち運び

が可能なタブレット端末とリモートコントローラ

ーを起点としたモバイルワークフローを活用する
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ことで、患者と一定距離を保ったり、ゾーニング

を意識した CT 検査を行ったりすることができる

（図 5）。 

また、患者ポジショニングを自動化する FAST 

3D Camera の導入も進んでおり、タブレット端末

とリモートコントローラーを併用する事で、感染

者、もしくは感染疑いの被検者との密接な接触を

最小限に抑えて、アイソセンターの中心に正確に

ポジショニングすることが可能である（図 6）。

FAST 3D Camera は、ディープラーニングを利用

した人工知能技術を採用しており、人による患者

ポジショニングと比較して誤差やバラツキが少な

く、胸部領域でも平均数 mm の誤差で、正確な患

者ポジショニングが可能となっている（図 7）14), 

15)。 

位置決め撮影では、システムが自動的に患者の

解剖構造を認識し、検査目的に適した撮影範囲の

設定が行われる。なお、直接タブレット端末上で

撮影範囲や FoV を指でスワイプすることでも任意

に調整することが可能である。 

モバイルワークフローの特長は、画像再構成の

効率化にも大きく寄与する。従来、MPR 画像やボ

リュームレンダリング画像の作成は、事前に thin 

slice 画像を作成した後、目的の臓器や疾患にあわ

せて角度や方向などの条件を設定する必要があっ

た。これに対し、モバイルワークフローでは、事

前の thin slice 画像の作成を必要とせず、撮影後す

ぐに MPR 画像やボリュームレンダリング画像の

作成を行うことができる。特に、画像認識技術に

よって患者の解剖構造が自動的に認識/検出される

ため、ポジショニングが適切にできなかった場合

でも、患者の基準面に対する Axial 画像や Coronal

画像、Sagittal 画像を自動作成することが可能と

なっている。 

国内でのモバイルワークフローの有用性として、

COVID-19 患者を診療放射線技師１人で対応する

場合、適切な被ばく防護措置を行ったうえでタブ 

 
図 5 モバイルワークフロー 

持ち運びが可能なタブレット端末とリモートコントローラ

ーを起点としたモバイルワークフローを活用することで自

由な検査環境を実現している。患者と一定距離を保ったま

ま CT 検査を行うことも可能である。 

 

 

 
図 6 FAST 3D Camera 

患者ポジショニングを自動化する FAST 3D Camera の導入

も進んでおり、一貫性のある CT 検査を効率的に実施する

ための技術開発も行っている。 

 

 

 
図 7 FAST 3D Camera：ポジショニングの精度 

平均数 mm の誤差で患者ポジショニングが可能となってい

る。（Courtesy of University Medical Center, Rotterdam, 

Netherlands） 
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レット端末を利用して検査室内でオペレーション

することにより 1 回の検査に何度も PPE 着脱が必

要なく検査時間の短縮につなげているという報告

がある 16)。 

また、COVID-19 対応に FAST 3D Camera を使

用した国内の報告もある 17)。運用としては、操作

室と検査室にそれぞれスタッフを配置して患者対

応をしており、検査室内のスタッフは患者を寝台

に寝かせるのみで、患者に触れる回数を最低限に

し、操作室内のスタッフは清潔区域でタブレット

端末と FAST 3D Camera を使用する事で、CT ガ

ントリ本体には一切触れずにアイソセンターの中

心に正確にポジショニングして検査が可能となっ

ている。 

 

 

■Zoning Support Solution 

 シーメンスは、様々なシチュエーションを考慮

し、一般的な CT 室に CT 装置を設置するだけでは

なく、あえて院外に設置することで感染対策を主

目的とした新しい「ゾーニングサポートソリュー

ション」を提案する事も可能である（図 8）。 

 

 

 
図 8 Zoning Support Solution 

COVID-19 対応を考慮した自由度の高い CT 装置の設置も

提案可能である。 

 

現在、日本やドイツ、中国、イギリス、オース

トラリアなど多くの国々でシーメンスのゾーニン

グサポートソリューションが採用されている。 

また、一般的に操作室に設置が必要とされてい

るコンピューター系が CT 本体に内蔵されている

SOMATOM go シリーズでは、操作室・撮影室を

最小限にしたレイアウトや、検査後の患者を分け

るエリアを用意するレイアウトなども自由に設計

可能である。 

 

 

Ⅳ．CT Pneumonia Analysis 

 

 CT 検査は、肺炎を早期に発見できる可能性や重

症化リスクの評価、さらには肺炎の増悪を精度良

く経過観察できるなど、様々な有用性が報告され

ている 18), 19)。一方で、COVID-19 診断のために放

射線画像所見を含めることで、放射線科医の作業

負荷が大幅に増加している。AI を利用した放射線

画像解析は、放射線科医の負担の増大を軽減し、

読影時間と精度を向上させる可能性がある。 

CT Pneumonia Analysis は、ディープラーニン

グ技術を用いて開発された肺炎の画像解析に特化

した臨床研究用ソフトウェアである 20)。胸部非造

影 CT 画像から肺炎に共通して現れる肺の異常パ

ターン、すなわち「すりガラス陰影（GGN）」や 

「浸潤影（consolidation）」を自動的に検出して

定量評価を行うことが可能である（図 9）。肺野

領域のセグメンテーションも同時に行われている

ため、肺野全体や各肺葉に対するすりガラス陰影、

または浸潤影の占める割合を計測することができ

る。 

また、ディープラーニングによってトレーニン

グされたアルゴリズムにより、下記の分類によっ

て COVID-19 の可能性を示す確率（COVID-19 

Probability）を提示する。 
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・0.0≦COVID-19 Probability≦0.3：COVID-19 の

可能性が低い。 

・0.3＜COVID-19 Probability＜0.6：どちらとも言

えない。 

・0.6≦COVID-19 Probability≦1.0：COVID-19 の

可能性が高い。 

 

 

 
図 9  CT Pneumonia Analysis 概要 

胸部非造影 CT 画像から肺炎に共通して現れる肺の異常パ

ターンである「すりガラス陰影（GGN）」や 「浸潤影

（consolidation）」を自動的に検出して定量評価を行うこ

とができる。 

 

 

 
図 10  CT Pneumonia Analysis 定量化レポート 

陰影の定量結果および COVID-19 Probability をレポートと

して出力できる。 

陰影の定量結果および COVID-19 Probability は、

最終的に図 10 に示す定量化レポートとして出力さ

れる。 

本ソフトウェアは、将来的に臨床において、胸

部 CT 画像から COVID-19 患者の早期発見や経過

観察中における重症度の定量的評価ができること

が期待される。 

 

 

Ⅴ．syngo Virtual Cockpit 

 

 syngo Virtual Cockpit は、熟練のオペレータが

経験の浅いオペレータを離れた場所からでも撮影

支援することができるシステムである（図 11）。

具体的には、操作コンソール画面の共有と、音声

チャットやビデオ通話機能を提供するアプリケー

ションで、ヘッドセットや Web カメラ、会議用マ

イクを接続することで、リアルタイムに検査状況

を共有できる環境が容易に構築できる。これによ

り、高い専門性を有する診療放射線技師が、他の

場所で画像診断機器を操作している診療放射線技

師にアドバイスしたり、検査をガイドしたりする

ことが可能になるため、検査の質とスピードが高

いレベルで均一化されると同時に、効率化が実現

され、高度な画像診断をより多くの患者に提供で

きるようになる。また、このシステムでは一人の

診療放射線技師が、別の場所にある画像診断機器

を最大で 3 台まで同時にサポートできるため、一

人の診療放射線技師が担当する検査の拡大が可能

となり、院内の人員配置に柔軟性をもたらす。さ

らに、地方都市や離島・へき地に品質の高い医療

サービスを提供するためにも重要な役割を果たす

ことが期待されている。 

COVID-19 のパンデミックの状況においては、

ソーシャルディスタンスを担保して、複数のオペ

レータを遠隔にサポートすることが可能となる。 
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図 11 syngo Virtual Cockpit 

syngo Virtual Cockpit は、コンソール画面の共有、ウェブ

カメラ、チャット機能、音声通話で CT 装置、MRI 装置の

撮像を遠隔サポートができる。 

 

 

 

おわりに 

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する

情報は日々アップデートされ、最新の感染症対策

に関する情報や技術の利用は重要となる。 

シーメンスは、皆様に対して「Our response to 

the COVID-19 pandemic」として、シーメンスの

web サイトで COVID-19 に関する情報発信 21)を行

っているため、日々の情報のアップデートにご活

用頂けましたら幸いです。 

さいごに、この場をお借りし、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大の中、日々医療の最前線で御尽

力頂いている医療従事者の皆様に心より感謝申し

上げます。 
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病院ホームページ：https://www.maebashi.jrc.or.jp/index.html 

所在地：〒371-0811 群馬県前橋市朝倉町 389 番地 1 

 

２０１８年６月現在地に新築移転しました。 
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病床数：555 床（一般 527 床、感染症 ６床、精神 ２２床） 

 

診療科目：31科 

     内科（総合内科）、感染症内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ・腎臓内科、血液内科、 

精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、外科、乳腺・内分泌外科、心臓血管内科、 

小児科、整形外科、形成・美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、 

泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、 

放射線治療科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、病理診断科、臨床検査科、 

 

 

職員数： １６０７名 

医師数：  １５５名 

看護師数： 

診療放射線技師数： 31 名（内 男性２１名・女性１０名） 

認定技師取得者数：認定内容：  

第 1 種放射線取扱主任者 ２名 

放射線治療専門技師 ３名 

放射線治療品質管理士 ３名 

医学物理士 ３名 

放射線管理士 １名 

放射線機器管理士 １名 

健診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 ６名 

X線 CT 認定技師 ２名 

画像等手術支援認定診療放射線技師 １名 

磁気共鳴（MR）専門技術者 １名 

医療画像情報精度管理士 ２名 

第 1 種作業環境測定士 １名 

日本診療放射線技師会認定マスター診療放射線技師 １名 

日本診療放射線技師会認定シニア診療放射線技師 １名 

 

当直・夜勤体制について 

 現在：夜勤帯：当直 ２名 

   ：休日日勤帯：２名日直 １名勤務 

 日当直は勤務に移行するよう人員増を含め検討中 

 

 

 

病院概要 
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一般撮影 

   機器台数：４台（診断３、救急１） 

 導入メーカ・機器名 島津 RAD speed Pro（X線発生装置）  

                      富士 CALNEO（FPD） 

 1 日平均撮影件数 150（人） 

マンモグラフィ 

   機器台数：2 台（診断１、健診１）                          

 導入メーカ・機器名 SIEMENS MAMMOMAT Revelation 、         

Canon Peruru DIGITAL                      

 1 日平均撮影件数 3.1（人） 

透視装置                               担当技師 

   機器台数：4 台（診断部門 2 台、内視鏡センター ２台）      8～9 人 

 導入メーカ・機器名 島津 SONIALVISION G4 

           島津 SONIALVISION safire17 

Canon DREX-U180（２台） 

 1 日平均撮影件数 7.4（人） 

ポータブル 

   機器台数：6 台 

 導入メーカ・機器名 シーメンス(3 台) MOBILETT XP Hybrid 

                      シーメンス(1 台) MOBILETT Plus HP 

富士（1台）CALNEO AQRO 

島津（1台）MUX-100JL 

 1 日平均撮影件数 50（人） 

 

CT 

 担当技師：4 人  機器台数：5 台（外来用２、入院用１、救急１、手術室１、全て６４列以上） 

 導入メーカ・機器名 CANON  Aquilion 64 TSX-101A/HA（更新予定） 

                     CANON  Aquilion Prime SP TSX-303B（2台） 

           SIEMENS  SOMATOM Definision Flash 

                     SIEMENS  SOMATOM Definision AS64 Open 

 1 日平均撮影件数 90（人） 

 ワークステーション ZIO STATION２（フリーライセンス）端末 8 台 

 

MRI 

 担当技師：3 人  機器台数：3 台（内 1.5T（救急、入院）：1台/3T：2台（外来）） 

 導入メーカ・機器名 PHILIPS 

 1 日平均撮影件数 31（人） 

導入機器 
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SPECT（2020 年度中には SPECT-CT に更新し、１台体制に） 

 担当技師：2 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名 SIEMENS E-CAM（２台） 

 1 日平均撮影件数 6（人） 

 

PET 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 GE Discovary iQx 

 1 日平均撮影件数  5.6（人） 

 

血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

 担当技師：3 人   機器台数：4 台 

 導入メーカ・機器名 SIMENS  Artis zee FC 

           SIMENS  Artis zee BA Twin 

PHILIPS  Allura Clarity FD10/10 

CANON  INFX-8000C + Aquilion Prime SP(AG-CT) 

 1 日平均撮影件数 5.4（人） 

 

放射線治療 

 担当技師：4 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名 バリアン CLINAC  iX 、 

アキュレイ サイバーナイフM6  

 1 日平均撮影件数 30.5（人） 

 

放射線治療計画用 CT 

担当技師：1 人   機器台数：1 台  

 導入メーカ・機器名 GE Optima CT580W 

 1 日平均撮影件数 2（人） 

 

骨密度 

 機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 Hologic Discovery  

 1 日平均撮影件数 2.7（人） 

 

・電子カルテ（NEC）・RIS（富士フィルム）・治療 RIS（富士フィルム） 

・PACS（富士フィルム医療ソリューションズ）・動画サーバ（NEXIS） 
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 直近では、放射線治療科医の申し出があり、医学物理士の資格を持つ放射線技師が治療計画を行える

よう学習を始めました。当院にはこれに当てはまる放射線技師が 3 名いますが、これまでは医学物理士

として治療計画を作成することはありませんでした。病院側の了解も得られ、医学物理士要員のため定

員が１名増員されることが決定しました。医学物理士として治療計画作成等に専念できるような体制を

構築するよう検討しています。また理工系大学院卒者には医学物理士の資格を取るよう要請しており医

学物理士数を現人数のなかでも増やす工作も始めたところです。 

 これと並行して遅ればせながら 2021 年度より 2 年をかけ放射線技師を増員し日当直業務から交替

勤務へ段階的に移行する計画が動き始めます。ここ５年くらいは技師の入退職が多く安定した人員配置

も難しい状況ですが、新病院に移転したタイミングで放射線科部の適正人数（定員）を院長、人事課と

折衝、決定をしました。そこには女性技師も１０人居ることから産・育休暇要員も含め決定しました。

また、そこから何人増やせば勤務に移行できるかを検討・協議し勤務化に向け、医学物理士分の増員と

合わせ３7 人という定員を決定しました。 

 

 

 

 

 

一番大きな変化は、病院が新築移転したことです。移転までの３年間ほどは病院建築に関わる業務が

多く発生し、別の意味で多忙でした。しかしこの時期が悪く、当初の建築案は東京オリンピック開催決

定のため建築費が高騰しそのため見直され、最終的には縮小された案となりました。既設装置も当初は

移設時更新予定のものが見直され、そのまま移設になった装置も少なくありませんでした。 

次に、２０２１年２月１１日のダイアモンドプリンセス号乗客の受け入れから始まった COVID-19

への対応です。仕事、私生活ともに今までとは大きく変えざるを得ない状況となり、現在に至っていま

す。現在感じる非日常感が、数年後には当たり前の日常になっていくのかと感じ始めています。 

 

当院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 

ここ最近 5 年間の放射線科部の移り変わり 
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芳賀赤十字病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地： 栃木県真岡市中郷 271  

・宇都宮中心部より約 40分 

・北関東自動車道真岡 I.Cより約 10分 

・東京から約 90分東京(東北新幹線)－ 

宇都宮〈駅から車で 40分〉 

 

 

 

放射線科部技師長 浅賀昭彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに病院の外観等写真を掲載してください 
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病床数：一般 364床（一般病床 360床 感染症病床 4床） 

 

診療科目：内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、脳神経内科、腎臓内科、外科、心

臓血管外科、消化器外科、乳腺科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、アレルギ

ー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテ

ーション科、放射線科、救急科、麻酔科、精神科、歯科、歯科口腔外科 

職員数：682 人 

医師数：62 人 （放射線科３人） 

看護師数：364 人 

診療放射線技師数：15名（内 男性１０名・女性 5 名） 

認定技師取得者数：  

・第１種放射線取扱主任者 2 名 

・検診マンモグラフィ認定診療放射線技師 4 名 

・放射線管理士 1名 

・放射線機器管理士 1 名 

・医療画像情報精度管理士 2 名 

・Ai 認定診療放射線技師 1 名 

・日本 X線 CT 専門技師 4 名 

 

当直・夜勤体制 

・宿直１名体制 

 

 

 

 

一般撮影 

 担当技師：3 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名 Fuji CALNEO 

 1 日平均撮影件数 150（人） 

 

マンモグラフィ 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台        

 導入メーカ・機器名  SIEMENS MAMMOMAT 

 1 日平均撮影件数 10（人） 

 

病院概要 

導入機器 
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ポータブル 

 担当技師：1 人   機器台数：４台 

 導入メーカ・機器名  日立 Tiara airy 

 1 日平均撮影件数 20（人） 

 

CT 

 担当技師：3 人   機器台数：2 台（６４列以上：2 台） 

 導入メーカ・機器名  SIEMENS SOMATOM 

（GO-TOP・Definition Flash） 

 1 日平均撮影件数 80（人） 

 ワークステーション 

 

MRI 

 担当技師：3 人   機器台数：2 台（内 1.5T：1 台/3T：1 台） 

 導入メーカ・機器名  SIEMENS MAGNETOM   

                      （Vida・Avanto Fit） 

 1 日平均撮影件数 30（人） 

 

骨密度 

担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名  HOLOGIC Horizon   

 1 日平均撮影件数 10（人） 

 

SPECT 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名  SIEMENS Symbia Evo Excel 

 1 日平均撮影件数 4（人） 

 

血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 PHILIPS AlluraClarity FD20/10 

 1 日平均撮影件数 3（人） 

 

透視装置 

 担当技師：1 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名  Cannon Ultimax 

島津 FLEXAVISION 

 1 日平均撮影件数 5（人） 
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当院は平成３１年に旧病院から現在の新しい病院に移転し放射線機器なども新しく導入されました。

特にシーメンスの CT（Go-Top）装置は被ばく線量を低く抑えることができることから、福利厚生の

一環として肺がんの早期発見を目指し職員の CT検診を始めました。負担金を格安に設定したのもあり

初回の希望者は 400 名に達しました。今後も新しい装置の導入を生かし装置の共同利用を増やし地域

との連携を更に進めたいと考えています。 

 

 

 

 

 

平成31年に新しい病院に移転いたしました。

放射線科のほとんどの装置が最新の装置に刷新

されました。又常勤の放射線科医が３名に増え、

診断加算２を取得しています。 

 

 

 

 

 

旧病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移転した新病院と真岡市を望む 

 

貴院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 

ここ最近 5 年間の放射線科の移り変わり 
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愛がすべての高橋         若大将飯村            MRのプロ飯野 

    

 

 

            

 

 

 

   オールマイティ菊池           集合写真             韓流の菊地 

 

 

 

 

 

 

 

  プロテイン森戸            出来すぎくん羽石        ゲームの達人小高 

 

 

 

 

 

 

 

   少年野球の大塚         コンピュータ佐藤           ジョイマン片岡 

 

 

 

 

百名山の小堀                    ミニー平井 

スタッフ紹介 
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当院がある真岡市は真岡鉄道が有名で SLの機関車が走っています。またイチゴの産地で「とちおと

め」は有名です。栃木県は自然が豊かで日光や鬼怒川、那須塩原など観光スポットがたくさん点在して

います。食べ物は隣町の宇都宮の餃子やジャズ、カクテルのまちとしても有名です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      真岡鉄道の SL 

 

 

 

 

 

                     

                      日光東照宮 

 

 

   宇都宮の餃子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     とちおとめ                         中禅寺湖 

 

地元紹介 
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福島赤十字病院 
          

 

                                     2019 年１月開院 
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所在地：〒960-8530  福島県福島市八島町 7-7 

 

TEL 024-534-6101   FAX024-531-1721 

 

病床数：296 床 （旧病院： 348床）  

          一般 268 床、HCU12 床、感染 6 床、精神科 10 床 

 

診療科目：24科 

     内科、消化器内科、糖尿病・代謝内科、精神科、循環器内科、血管外科、心臓外科 

呼吸器内科、呼吸器外科、整形外科、脳神経内科、脳神経外科、小児科、皮膚科 

耳鼻咽喉科、産婦人科、形成外科、眼科、泌尿器科、麻酔科、救急科、放射線科 

病理診断科、リハビリテーション科 

 

職員数：  614 名 

 

医師数：     52 名      研修医数：   16 名 

 

看護師数： 322 名 

 

診療放射線技師数： 14 名（内 男性 10名・女性 4 名） 

認定技師取得者数： ４名 

認定内容：  ・X線 CT 認定技師     １名 

       ・肺がん CT 検診認定技師  １名 

       ・救急撮影技師       １名 

・Ai 認定診療放射線技師    １名 

       ・検診マンモグラフィ撮影技術認定技師 ３名 

               

 

病院棟構造： 地上 7 階 免震構造 

 

駐車場： 350 台 （地上駐車場 177 台、立体駐車場 173） 

 

主な施設認定 

     第二次救急指定病院、災害拠点病院、第二種感染症指定医療機関、 

     地域医療支援病院、原子力災害拠点病院 

  

病院概要 
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福島赤十字病院は、昭和 18 年福島市舟場町（現病院から 2km ほど南）に 32 床の日本赤十字

社福島支部療院として設立しました。 

昭和 19年に福島赤十字病院と改称し、昭和 37年に福島市入江町に移転、2019年の元日に約

57年間診療を行ってきた入江町から西へ 300ｍほど移動した八島町へ新築移転しました。 

 病床数は 296床の 7階建てです。 

『みなさまに信頼され親しまれる福島赤十字病院』を基本理念に救急医療、地域医療、災害医療に

力を注いでいます。特に救急医療は、第二次救急医療機関として年間約 3,000 件を超える救急車

を受け入れています。 

救急センター、循環器センター、脳卒中センターを設置し、県北医療圏における救急医療の中核

病院として質の高い救急医療を行っています。 

災害拠点病院としては、高度な災害対応を行うため、免震構造、病院機能を 100％維持できる

非常用電源、自然採光、井水設備、正面エントランスのピロティ空間（横 95m、奥行き 8m）な

ど災害時における診療を確保できる機能を有しております。 

 

1F に救急センター、検査フロア（放射線部門・内視鏡・生理検査）、健診センター、コンビニ、

多目的ホール。2Fに全診療科の外来、中央処置室、薬剤部門、検査部門、外来化学療法室。3Fに

手術室、HCU、IVR センター、病理室、MEセンター、循環器センターなど病棟。4Fに医局、管

理部門、事務部門、レディース病棟。5Fに脳卒中センターなど病棟。 6Fに病棟。7Fにリハビリ

部門、病棟、機械室。 屋上には福島県の防災ヘリやドクターヘリの離着陸に対応可能なヘリポート

を設置し広域医療にも対応しております。 

106



放射線部門のスタッフは、放射線科医師 1 名、放射線技師 14 名（女性技師 4 名）、造影 CT・

MR 担当看護師(外来所属)1名、助手１名、事務3名で構成され、常に患者さんに寄り添った 『や

さしい検査』 と 『診療に有用な画像情報』 を提供できるよう心掛けています。 

設置装置は、1F検査フロアに一般撮影 3台、X線透視装置 2台、CT装置 1台、MRI装置 2 

台、ポータブル 2台。 新設した健診センターに一般撮影１台、乳房撮影装置 1台、骨密度測定装

置 1台、ホールボディカウンター1台。 3Fの IVR センターに血管撮影装置 2台、手術室に外科

用イメージ 3台、ポータブル 1台、HCUにポータブル 1台の計 21台となっています。 

CT・MRIのWorkstationは Ziostation2 

を使用しています。 

RIS・PACSは Canon（旧東芝）製であり 

ますが 2021 年 3 月下旬に PSP に更新いた

します。 

救急センター近くに、CT・MR・一般撮影を

配置したことで緊急検査の動線が改善され、迅

速に検査を行えるようになりました。 

 

当直・夜勤体制について 

脳外科の関わる夜間輪番日にあたる月の約半分が、16:30 から 9:00 までの準夜・深夜の勤務

を行いそれ以外の夜間はオンコール対応での 24時間救急体制をとっています。 

アンギオ当番は、アンギオ担当者が毎夜交代でオンコール対応を行っています。 

 

 

 

 

一般撮影 

 担当技師：3 人   機器台数：4 台  

 日立・Radnext 50  2 台 

 日立・DHF-153HⅡ 1 台 ・DHF-155HⅡ 1台 

1 日平均撮影件数（110件） 

 

マンモグラフィ 

 担当技師：1 人     機器台数：1台 

 SIEMENS・ＭＡＭＭＯＭＡT  Inspiration  

 1 日平均撮影件数（6.5 件） 

 

ポータブル 

 担当技師：2 人  機器台数：2 台 

 日立・Sirius Starmobile tiara airy （病棟用）  島津・MobileDart Evolution（手術室用） 

1 日平均撮影件数（18 件） 

導入機器 
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C T 

 担当技師：2 人   機器台数：1 台（ 80 列  ） 

 CANON・Aquilion PRIME SP 

 1 日平均撮影件数（50 件） 

 Ziostation2 

 

 

MRI 

 担当技師：2 人   機器 台数：2台（ 1.5T ） 

 SIEMENS・MAGNETOM Amira 

 1 日平均撮影件数（21 件） 

 

 

血管造影 

 担当技師：2 人   機器台数：2 台 

 PHILIPS・Ａzurion 7  B12/12 （心カテ用） 

 PHILIPS・Ａzurion 7  B20/15 （頭部、腹部、下肢など） 

1 日平均撮影件数（2.4 件） 

 

 

透視装置 

 担当技師：1 人   機器台数：2 台 

 日立・EXAVISTA 

 1 日平均撮影件数（4.5 件） 

 

骨密度 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 HOLOGIC・QDR Discovery Wi 

 1 日平均撮影件数（2 件） 

 

  

Workstation 

  Amin・ZIOstation2 （CT、MRI 用） 

 

2019 年 1 月に病院の新築移転を行い、その際に装置 10 台と Workstation の更新を行っていま

す。 

 

CT1台、MRI２台、血管造影２台、乳房装置１台、透視装置２台、一般撮影１台、ポータブル１台、

CT・MR のWorkstation 
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当院は、第 2 種感染症指定医療機関として感染者を受け入れる病床が 6 床（陰圧室）あり、2020

年 2 月 15日から COVID-19 感染又は感染を疑われる患者さんの受け入れを行ってきました。感染

の拡大により病棟のゾーニングが行われ、現在は 18 床を確保しています。 

2021年 2 月末までの約１年間に、約 150 名の COVID-19 感染症患者の X線検査と CT検査の

対応を行ってきました。 

 

① 受診・相談センター（旧：帰国者・接触者相談センター）から依頼の場合 

受診・相談センターから COVID-19感染患者の受入依頼は、感染管理担当の看護師に連絡が入

り、放射線科部と撮影開始時間などの調整を行い来院していただきます。 

撮影対応する時間帯は、平日は夕方 16時 00 分から 17時半ぐらいで、休日は 11 時から 15 時

ぐらいとなっています。 事前に入院していただく場合もあります。 

患者さんは、感染診療室で診察し陰圧装置付の車椅子で放射線科部へ移動して撮影を行います。 

感染診療室から最も近い一般撮影室で胸部 X線撮影を行い、次いで CT 撮影を行います。 

一般撮影室入室から CT室退出までを検査時間としますと、7 分から 10 分ほどの検査時間です。 

感染診療室から撮影室までの動線となる通路は、感染症患者対応のため通行止めとします。担当の

職員を配置し案内板を立て、迂回路を案内するなど一般の患者や職員が接触しない対策を講じており

ます。 

② 外来受診で来院した患者さんで、問診や診察の結果COVID-19 感染を疑わしいと判断された場合 

は、主治医又は看護師から注意喚起の連絡が入り放射線部の検査状況をみながら来室いただきます。 

おおむね、感染診療室から来る場合と同じでありますが、日中であるためゾーニングに苦慮すると

ころです。まず胸部 X線撮影を行い、そのまま一般撮影室で待機いただき、CT 室が空いたタイミン

グで胸部 CT 撮影を行います。  

               

検査に対応するスタッフは、患者担当と操作室担当の 2 名の技師で対応しています。 

患者担当者が個人防護具(PPE)を装着しポジショニング行い撮影室内に防護衝立を用意して撮影中も

室内に留まります。操作担当者は操作室にて装置の操作・画像の送信を行います。 

検査対応時の個人防護具は、白衣から術衣に着替え、手指衛生後に長袖のエプロン、N95マスク、

ゴーグル、キャップ、プラスチック手袋 2枚重ねて装着します。 

昨年 4 月上旬から 9 月頃は、防護具の供給不足のため、飛沫による感染リスクがないと判断される

患者の対応で使用した N95 マスク、ゴーグル、キャップはアルコール消毒を行い再利用しておりまし

た。 また、エプロンの代わりの、雨カッパと最悪の事態に備えエプロンを作成するための 70Lのポ

リ袋も確保し試作も行っていました。 

撮影室の準備は、CT 装置の寝台をディスポのシート 1.2m×2.5mで養生し、24 時間常時陰圧状

態で使用しております。 一般撮影室の立位撮影装置もビニールやディスポのシートで養生し撮影し

ております。その他、手が触れる所は、すべてディスポの圧布やビニールなどで養生を行います。 

COVID-19 感染症患者対応について 
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撮影終了後は、養生を撤去し装置などの清拭消毒を念入りに行います。 

 

 8 月には、COVID-19感染者に対応した職員の抗体検査が実施されましたが、放射線科部スタッフ

をはじめ全員が陰性でありました。 

院内感染の発生 

しかし、昨年 12 月の福島市内における市中感染拡大の影響を受け、当院で COVID-19の院内感

染 

が発生してしまいました。 

 

 

救急搬送(重症患者)され入院した患者さんの家族がCOVID-19 感染していることが分かり、 

その濃厚接触者として PCR 検査を実施した結果、感染が判明しました。 

令和 2 年 

12 月 14 日(月)  急遽、関係する入院患者さんとスタッフの PCR検査を実施 

        入院患者 2名と看護師 2名の感染が判明 

12 月 15 日(火)～ 外来診療、救急患者受入れ、新入院受入れ、不要不急の手術を休止とする 

            自宅待機職員は、医師 5 名、看護師 68 名 

           最終的な感染者は、8 名 ：入院患者 3 名、看護師 5 名 

          （ 看護師５名については、自宅待機中の陽性判明であったことから 

感染拡大を防げたと考えられます。）   

入院患者・職員全員の PCR検査を実施 陰性を確認 

 12月 28 日(月) 院内感染の終息宣言 

 

令和 3 年 

  1 月 1 日(金)～ 救急患者受入を再開 

1 月 4 日(月)～ 外来診療再開 

 

 

半月に及ぶ外来休診、救急患者受入停止中は、近隣の医療機関には多大なる負担をかけることとな

ってしまいました。二度と院内感染を発生させないこと、自分たちが感染しないことを第一にスタッ

フ全員が高い意識を持ち診療を行っています。 

現在は、発熱やせきなど症状のある患者さんに対し抗原定性検査を行ってから X線検査を行ってい

ます。また、CT 装置の寝台は常にシートで養生を行い疑わしいと思われる場合は、シートの交換を行

っています。 

今後は、感染の第 4 波や感染力が強いとさせる変異ウイルスによる広がりが懸念されます。予断を

許さない状況にある事を肝に銘じ、ソーシャルディスタンスの確保、手指衛生、個々の感染対策への

取り組みの継続などさらに基本的な対策を徹底していきたいと考えます。 

・サージカルマスクの着用と手指衛生の徹底 

・午前・午後の検温実施と健康管理の徹底 
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・休憩室の密集の回避（昼の休憩を前半・後半の 2班から、前・中・後の 3 班に分ける） 

・共有で使用する端末、設備、備品の消毒 など 

      ・標準予防策の徹底 入院患者・ER患者対応時の PPE 装着 

 

 

 

 

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から今年で 10年となりましたが、原子力災害の傷跡

は、消えることなく震災の復興も道半ばといったところです。 

当院は、2017年 4月より原子力災害拠点病院に指定されています。さらに 2019年 1月新築

移転に伴い、簡易除染など原子力災害に対応する設備も有しています。原子力災害医療体制は、高

度被ばく医療支援センター、原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関からなり、その中で当

院が担う原子力災害拠点病院は、原子力災害において汚染の有無に関わらず傷病者を受け入れ汚染

（被ばく）がある場合に適切な診療などを行う役割になっています。また有事の際には、高度被ば

く医療支援センターや原子力災害医療協力機関からの支援・協力を受けながら、当院より原子力災

害医療の専門研修を受けた原子力災害医療派遣チームが中心となり活動する体制となっています。 

原子力災害における日本赤十字社の歴史は、2011 年 3 月 11 日東日本大震災の福島第一原発

事故の救護活動時に、放射線に対する知識不足から全 12班が福島から撤退という苦い経験から始

まっています。これを教訓に日本赤十字社では、原子力災害・被ばく医療の必要性を感じ 2013年

5月に原子力災害における救護活動基準を作成し、同年 10月には赤十字原子力災害センターを設

置しています。その後 2015 年 3 月に原子力災害における救護活動ガイドラインを作成し、同年

度から原子力災害医療アドバイザーを任命しアドバイザーを中心に救護班を対象とした原子力災

害対応基礎研修会を開催しています。当院でも原子力災害医療アドバイザーとして医師 1名、診療

放射線技師 1名が任命されています。 

『 “万が一” の備えを普段から 』 どんな災害にも当てはまりますが、 

原子力災害は、通常の救急医療と災害医療に加え、被ばく医療の考え方が必要となる複合災害で

あり、その中で原子力災害拠点病院は先頭に立ち活動する立場になります。原子力災害拠点病院は

原子炉施設等が立地する道府県で指定されています。2020 年 4 月時点で全国にある 91 施設あ

る日本赤十字医療施設のなかで、原子力災害拠点病院は石巻・福島・福井・長浜・大津・松山・唐

津の 7施設となっています。その他、原子力災害協力機関には 13施設が登録されています。 

 

原子力災害拠点病院としての役割 
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最後に福島の紹介をさせていただきます。 全国

で 3 番目に広い面積を誇る福島県は、太平洋側に位

置し海洋性気候で過ごしやすい「浜通り」、東北新幹

線や東北自動車道が通り県の政治経済の中心でもあ

る「中通り」、磐梯山や猪苗代湖など豊かな大自然と、

会津若松をはじめ歴史と伝統の名所が点在する「会

津地方」の 3 つのエリアに分かれています。 

  

震災から 10 年『Fukushima』で有名になってしまいましたが、山、森、湖、海、どれを取っても四

季の移ろいはそのままです。 

 当院のある福島市は、中通りエリアの宮城県に隣接する県の北部に位置する盆地です。 

 

写真左上にあたる南側に見えるのは、災

害時の緊急避難場所の指定を受けている

JRA 福島競馬場です。写真右上にあたる西

側には、旧病院が奥に見えております。 

近隣には、福島市のシンボルである信夫

山（しのぶやま、標高 275m)があり、ふも

とには祓川（はらいがわ）か流れ、川沿いに

遊歩道が整備され恵まれた環境にあります。

また、国内でも有数の音響設備を誇る福島

市音楽堂、そして隣接して古関裕而記念館があります。 

古関裕而は昨年放送されたNHK 連続テレビ小説「エール」のモデルである福島市出身の作曲家

です。戦後の荒廃した社会の中で『とんがり帽子』、『鐘の鳴る丘』など明るく希望に満ちた曲をつ

くり続け多くの人を元気づけました。 生涯 5,000曲もの作品を手掛けました。 

福島駅新幹線ホームの発車メロディーは、夏の甲子園でおなじみ『栄冠は君に輝く』、在来線ホー

ムは『高原列車は行く』となっていますので機会がありましたらぜひ生でお聞き下さい。 

 

温 泉：福島市には、飯坂・高湯・土湯などの温泉があります。福島駅から北へ 12Km、飯坂温泉

は温泉街を流れる摺上川沿いに旅館が建ち並ぶ“福島の奥座敷”。松尾芭蕉が立ち寄ったとされる歴史

ある温泉地です。鯖湖湯（さばこゆ）をはじめ 9つの共同浴場があり、手軽に温泉巡りが楽しめ市民に

も人気の温泉街です。温泉宿は 40 軒を超えます。泉質は、アルカリ性単純泉で熱めのお湯が特徴です。                                                                                       

ふくしまの紹介 
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福島駅から西へ車で 30 分、吾妻山連峰の中腹、磐梯吾妻

スカイラインの入り口手前に奥州三高湯に数えられる秘湯 

高湯温泉があります。標高 750m ７軒の温泉宿と１軒の共

同浴場があり乳白色の硫黄泉です。歴史ある個性豊かな温泉

を求め県内外から多くの湯治客が訪れる温泉です。 

                 高湯温泉：玉子湯にて 

 

お 酒：日本酒は、県内に 63 の蔵元が腕を競い合い全国新酒鑑評会では金賞数７年連続日本一を

獲得し美味しいお酒を多く排出しております。自分に合う一品を探してみて下さい。 

温泉と日本酒の最強ペアに加え、もも、なし、りんご、さくらんぼなどのフルーツも美味しいです。 

 

春から秋にかけて色とりどりの花が山の斜面を咲き誇る“福島の桃源郷”と呼ばれる花見山も人

気スポットとなっております。  平穏な日常が戻りましたら、ぜひ福島へ足を運び下さい。 

                                お待ちしております！ 
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「技師長最終年総括」 

 

小川赤十字病院  小林 教浩  

 

 令和 3年 3 月にて定年退職を迎えることになりました。昭和 57 年 4月に小川赤十字病院に就職、見

習い期間 3 ヶ月を経て放射線科に入職、以来 39 年目になります。最初は一般撮影に配属、というと次

はどこ？になりますが、次はなかなか無く、後輩が入職するまで毎日、午前中は一般撮影で一番忙しい

撮影室担当、午後はポータブル撮影業務でした。この期間 5年です。それでも、その当時は理不尽だと

も思わず体力もあり、そのうえ無知でしたので、職場とはこのようなものであろうかという疑問さえ持

ちませんでした。 

まる 5年経過し放射線技師の後輩が 1人入社、都内の病院にて２年間の放射線業務経験者です。いざ、

後輩がきて呆れたことは、仕事上何一つ教えられないことでした。教えられることは近くの飲み屋さん

ぐらいのものでした。それでも、患者さんとの対話や撮影業務はむしろ好きでしたので業務にストレス

を感じることも無く先輩・後輩と夜の酒を楽しみに仕事をしていました。その頃の小川赤十字病院放射

線科の構成員は放射線技師７名全員が男性で受付に医事課のおばさまがでんと居たように記憶してい

ます。完全な男社会であります。 

何の進歩も無く漫然と仕事をこなしやがて入社１０年です。小川赤十字病院も遅ればせながら本館増

築となり撮影機器もＭＲＩ・ＲＩ・血管造影装置が新設です。装置新設に伴い放射線技師も３名増員、

３名がそれぞれ違う病院で数年放射線技師として撮影業務経験者です。この技師３名の入社が私の放射

線技師としてのターニングポイントであったように思われます。新しい撮影機器の稼働前に私も入れて

係長クラスの３名の放射線技師が大学病院などで２週間の研修を実施しました。研修はＭＲＩ担当、Ｒ

Ｉ担当、血管造影担当に分かれ実際の業務に支障を来さないように配慮しながら埼玉県内の大学病院の

放射線科にお世話になりました。私の担当は血管造影で自治医大の血管造影室にお世話になりシネ撮影

とＤＳＡ撮影を齧りました。2 週間ぶりに小川日赤へ出社して血管造影業務の開始です。その当時、循

環器内科の医師が 3名おりまして年齢も近く 35歳から 40歳の働き盛り、私もほぼ同年齢でありました。

いざ心臓カテーテル検査に立ち会いますと医者の会話の内容が理解できないシネフィルムの編集が出

来ない、ただ、血管造影室にいるだけの存在でした。どうにか検査を遂行できたのは、3 名増員時の一

人であるＡ技師がカテーテル検査経験者であり医師の会話を理解しシネフィルムの編集もお手のもの

でした。後輩に検査を教わりながらの日々がしばらくの間続きました。 

Ａ技師に頼るところが多々あったのですが、優秀なＡ技師はＣＴ班からもＭＲＩ班からも触手が伸び

ておりやがて血管造影室より引き抜かれるのはさすがにのん気な私でもなんとなく解りました。次に血

管造影班にやってきたのが、Ｂ技師です。この技師は勉強が嫌いで仕事に対する意欲も向上心もないと

いう典型的なサラリーマンタイプです。このＢ技師が、血管造影班に配属されたことで私の立ち位置が

少しずつ変わっていきました。仕事を教える立場に無理やり立たされた感がありしどろもどろになりな

がらもＢ技師に指導しながら日常業務をこなしていました。やがて教えることに妙な快感があり、この

ころから少しずつ勉強をやりだしたと記憶しています。この当時は、出不精ですので日赤放射線技師会

や日本放射線技師会の勉強会に出席することは少なく主に専門誌を読むことにより知識を得ていまし

た。理解できないところや疑問があるところは、循環器内科の先生や放射線科部長の先生に直接聞きま

した。循環器内科の先生も放射線科部長もほぼ同年代でお酒を一緒に飲むこともあり恵まれた環境にあ
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ったと思います。この頃に小川赤十字病院が 2次救急病院の指定をいただくために医療職 2が終日在院

することが条件にあり、当放射線科も放射線技師増員を病院側に要望したところ新人技師を 1名確保す

ることが出来ました。きっちりしたものではないのですが、なんとなく新人教育が必要視され始めた頃

でした。 

この時の新人は、鈴鹿医療大学を卒業した 1年目でＭＲＩ業務を中心に一般撮影・ＴＶ業務など教育

は行いましたが、全ての撮影機器を網羅するような教育マニュアルは無くこれから 10 年程で完成する

ことになります。この頃、２代目技師長の定年が近く消化管造影検査が手薄になることが予想されたの

で消化管造影検査経験者を募集しました。期待に違わない放射線技師が入社したのですが、技師歴４年

目であり新人教育が出来ませんでした。そんなこんなで外部から技師長が着任して（放射線科内は色々

ありましたが）ＭＲＩ装置を１台体制から２台体制に増加すると経営面でも有利であると病院幹部を説

き伏せましてＭＲＩ撮影経験者を１名募集、みごとに期待に違わない放射線技師が入社しましたが、技

師歴６年目の経験者で新人教育はまたしてもできませんでした。この頃の私を思い返しますと４０台後

半で役職は放射線科課長、後輩の技師が 7名の中間管理職になっていました。 

前述いたしました外部から着任した技師長が立派な放射線技師教育論を持っておられ病院実習マニ

ュアル・新人教育マニュアルのひな形のようなものを作製していただきましたので、ああしよう、こう

しようで完成しました。（日本赤十字診療放射線技師会に提出）新人教育カリキュラムの期間は４年３

ヶ月になりました。このマニュアルを実行できるのはいつのことやらと案じておりましたが、先輩が定

年になり今一人の先輩が早期退職に応じられ欠員補充の形で２年連続無垢な新人が入職いたしました。

新人教育はプログラムのとおり順調に消化していきますが問題は新人の労力を当てにできないことで、

うまい具合にロートルが働かされた気がしないでもありません。 

なにはともあれ現在（2020 年）新人教育を終えた技師は 4 名、教育中が 2 名、新人教育修了者の 4

名は当放射線科の中枢であり逞しく賢くオールマイティな技師になりました。これからも向上心を持ち

頑張ってくれるものと思います。新人教育は現在 2名進行中で来年度採用者にも実施されていくのでし

ょう。新人以外に負担の掛かるところはありますが、ワンチームで進んでいるようで良いのではないで

しょうか。まとまらない文章ですが、教育は必要でありいくつになっても少しでも前に行けるように努

力することが社会人として必要ではないでしょうか。 

 

最後に座右の銘を「仕事は人生最大の暇つぶしである」 さあ春から何をしましょうか  
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【編集後記】 

 電子会誌第 12号は令和 2年度の日本赤十字社診療放射線技師会の活動を掲載予定でした

が、新型コロナウイルスの影響により全ての活動がキャンセルとなり、学術総会、各ブロ

ック研修会の報告はありません。特集テーマ「読影補助」として大分赤十字病院の中島様、

特集テーマ「装置メーカーの感染対策」としてメーカー6 社から投稿いただきました。「技

師長最終年総括」として小川赤十字病院の小林教浩技師長より投稿いただきました。皆様

には普段の業務に加えて新型コロナの対応等もありお忙しいことと存じます。そのような

中でご執筆いただき心から感謝申し上げます。また、いつもとは違う日常の中で日々奮闘

されている全施設の会員の皆様ほんとうにお疲れさまです。 

新型コロナウイルスとの攻防は未だに終わりが見えない状況ですが、各社の感染対策を

参考に感染予防の徹底を計ることで対抗していくしかありません。今後さらなる未知のも

のにも備えていく必要もあると思いますが、がんばりましょう。 

 

令和 3年 4月 5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 放射線技術課 及川順一 
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