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巻 頭 言                     日本赤十字放射線技師会会誌 電子２号 

*************************************************************************************** 

 

一 所 不 住 
日本赤十字放射線技師会会長 益井 謙 

 
 動植物には、その活動範囲や棲息環境に必ず南限、北限がある。或いは、高低差や気温差を許容

できない脆弱性を持っている。何処でも棲める特質や、何処でも繁殖できる不遜さは持ち合わせて

はいない。凍てつく季節毎に、約束の地を求め、何万キロの決死の自力の旅を強要される渡り鳥。

乾季には、水を求めて大移動を強制される草原の野生。僅かな気温の差を捉えて、発芽し、陽光と

風雨に傀儡されて、枝を伸ばし、葉を拡げる植物。水の中や、その塩分濃度に体液を制御されてい

る魚類。 

 この地球上で、何処でも生きていけるものは稀。人類はその稀な、希有な存在として、そのコス

モポリタン性を謳歌して居る。そして今、ＩＴを駆使したユビキタス・ネットワークで、何時でも

何処でも、誰とでもコミュニケーションを繋げる時代が到来した。 

その優位性は、まさに「鬼に金棒」状態である。 

日本赤十字放射線技師会も、その「金棒」にあたるユビキタス化の強化を図って、学術的に、管

理的に、防災的に、ネットワークを繋ぎコミュニケーションの質と量を上げて来た。HP は、それぞ

れ粗野に飛び交うエネルギーを、分類、分割、整理、分析して、時代を動かし時代に副うように機

能アップした。未完成ながらも時代を先取したその機能は、個々の会員の若さとエネルギーの突破

力に貢献し、若さゆえの好奇心、向上心を刺激続けて来た。教育や、学ぶ身には、粘着性と柔軟性

が必要で、伝える側は情報選別力と忍耐力が必須の資質であるが、医療の進取的本能は、教育関係

者に均しく鮮度と志操を当たり前のように求めて来る。 

幸い、病院施設のなかで、技術革新や科学ポテンシャルが頭抜けて高い放射線技師集団は、混沌

とした技術革新や、錯綜した技術開発を嗅ぎつけ嗅ぎわける訓練を日々行っている為、配信される

情報を、粘着的柔軟性を以って学んで行きさえすれば、スキルアップに伴う存在価値が高まるであ

ろう。法的に守られた、受動的な職制団体で無く、自己刷新を、自己啓発を仲間同士でユビキタス

的に行う大勢が整って行く筈である。 

人類以外の生物は、独自の分布境界線が存在し、その生物相の境界線を様々に名付けられ区分さ

れている。ウオーレス線、ウエーバー線、ブラキントン線、八田線、渡瀬線、宮部線、三宅線など

など、歴代の生物学者が生物分布を解明して居る。 

人類は、それらの分布境界線に関係なく全地球的に、「鬼神」のように拡がって、そのコミュニ

ケーションの境界さえも「金棒」によって取り払った。そしてその「金棒」の限界と虚構性も熟知

し、コントロールをしなければならない時期でもある。 

院内の分布境界線を越え、全国の施設の技術革新を柔軟にコントロールして護り得る技能集団と

して、我々赤十字放射線技師は、益々存在感を増していけると考えている。 
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報 告（日赤医学会）                 日本赤十字放射線技師会会誌 電子２号 

*************************************************************************************** 

 

第４６回日本赤十字社医学会総会報告 
 

 

 

 

 

石巻赤十字病院 放射線第１技術課長 及川順一 

 ２０１０年１１月１１日（木）〜１２日（金） 

宮城県 仙台国際センターにおいて「第４６回日本

赤十字社医学会総会」が開催されました。 

「今こそ力を合わせ、医療の荒波を乗り越えよう」

をメインテーマに、石巻赤十字病院 飯沼院長の 

開会宣言の後、大小１０の会場に分かれて全国から 

約１２００名が集結して、シンポジウム８題、要望

演題に２４０題、一般演題に３５２題、計６００演

題の発表が行なわれました。 

 日本赤十字社に勤務する様々な職種の方々が一

堂に会する学会は、稀であり、職種に関係なく議論

できる貴重な機会であります。他部門の問題や取り

組みを知ることにより、互いに理解を深めて、協力

や連携の必要性を強く感じるところでした。 

 第１日目午前中は、シンポジウム「地域医療連携

の進め方」を皮切りに、それぞれの会場で活発な討

論が行われました。４会場でランチョンセミナーが

開かれ、地場産品を

使った医学会総会特

製弁当が用意されま

した。 

 

 

 

 

 午後、総会の後、教育講演として、東北大学加齢

医学研究所の山家智之教授による「荒波を乗り越え

るための医工学と人工臓器」

と題して講演をいただきま

した。近い将来実現可能な電

子診療鞄や医学と工学の緊

密な関係で生み出される画

期的な装置等のお話しを聞

くことができ、プロフェッシ

ョナルの神髄を感じること

ができました。休憩をはさみ、 

 

 

 

 



 

 

特別講演として、高成田享氏による「魚を見れば世界

が見える」と題して講演をいただきました。高成田氏

は、朝日新聞アメリカ総局長や論説委員を歴し、テレ

ビ朝日「ニュースステーション」のキャスターも務め、

現在朝日新聞石巻支局長を務めています。魚の町石巻

から、資源問題

や食文化までさ

まざまな分野の

情報、メッセー

ジを発信してい

ます。 

            

 

1 日目の終わりに「医療人の集い」が、開かれまし

た。ウェルカムコンサートとして、仙台フィルハーモ

ニ ー 管 弦 楽 団 の 五 人 の メ ン バ ー で 構 成 す る

「Orchla(オケラ)木管五重奏団」による演奏で、皆様

を迎え入れました。医療人の集いでは、地元石巻や宮

城の食材を使った料理で皆様をおもてなししました。

石巻産桃生ポークのスペアリブ、石巻産森林鶏の丸揚

げ油淋ソース、金華サバの〆鯖寿司、石巻産牡蠣の老

酒辛子炒め、B級グルメの石巻焼きそば等々「石巻」

にこだわって取り揃えました。もちろん仙台の牛タン

も忘れてはいません。それから、石巻の純米大吟醸酒

を使ったカクテル（女性に人気）も用意しました。さ

らに、東北の各施設様から頂戴した地酒が多数並べら

れて、飲ん兵衛にはたまらないものであり、食べる物

も食べずにまずは全種類を試飲しなければ落ち着か

ないほどでした。 

 

 

 

 



 

集いには 634 名の方にご参加いただき、盛会のう

ちにお開きとなりました。この日は、例年に比べ

て暖かく、国分町界隈（歓楽街）へ行かれたかた

も多か 

 

 

ったのではないかと思います。 

 第 2 日目 8：30 からポスター演題の展示、 

9：00 から要望演題の発表などが行なわれ 

ました。前日の熱を帯びた討論会が夜遅くま 

で続いて、参加人数が少ないのではと思って 

 



 

いましたが、朝早くから大勢の参加者が訪れ活発な討

論が行なわれました。ポスター会場では、窓ガラスが

曇るほどの熱気があり、それぞれのブースで多くの意

見が交換されていました。 

 2 日目の特別企画として「みんなで考える DMAT 

時代の災害医療」と題してのシンポジウムが開かれま

した。これからも「災害医療は日赤救護班の使命であ

る！」ために、日本赤十字社は研修・訓練をどのよう

に進めるべきかを、真剣に考え討論されました。 

 12：10 に閉会式が行われ、2日間の日程を終了しま

した。穏やかなお天気だったので、観光するには 適

なお日和でした。仙台市街、塩竈、松島、石巻へと足

を伸ばしていただけたなら幸いです。 

 次回第 47 回は、福井赤十字病院担当で行われます。

多数の御参加を祈念致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************************** 

報告（助成金交付を受けて）             日本赤十字放射線技師会会誌 電子２号 

*************************************************************************************** 

平成22年度財団法人政策医療振興財団研究助成金交付を受けて 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科 新美孝永 
１．はじめに 

私たち臨床現場で勤務する診療放射線技師には、所属施設より研究費なるものの支給はないと言

っても過言ではありません。しかし、技術者である以上、日々の臨床から得られる情報をさらに進

化させ医師の診断能向上へ寄与したいという欲望は誰もが持っているものと認識しています。その

現れが、日本赤十字放射線技師学術総会、日赤医学会総会での演題発表であり、その数は毎年増 

加傾向にあります。このような混沌とした状況の中、研究職でもない診療放射線技師にも研究助成

金の獲得チャンスがあるかもしれない・・・？という情報を日本赤十字放射線技師会（以後、日赤

技師会とする）のホームページより入手しました。これは、日赤本社と日赤技師会を含む他の職域

団体との懇談会において度重なる本社への研究費要請に対し、日赤としての研究助成金は無理だ 

がその代わりに政策医療振興財団研究助成金交付の紹介（推薦）をするという形式で話が進んだと

聞いています。何はともあれ研究助成金獲得という新たな道筋があることは私たち臨床現場の診療

放射線技師にとっては歴史的に大きな一歩と考えます。しかし、このチャンスを一年目から確実に

ものにし、将来に渡りこの道筋を作ってこそ本当の意味での一歩となるわけです。技師会として 

もホームページやメーリングリスト等の情報媒体を駆使して会員への情報提供や学術分科会への

助成金応募に努めましたが急な案内でもあり、また応募締め切りも近いということもあって応募者

は無く、結果として常任理事である私が記念すべき第一回の助成金申請を「2次元流体方程式を用

いた局所心機能解析の臨床的有用性についての研究」という課題で行い、無事交付されることにな

りました。以下に政策医療振興財団研究助成金交付における主旨と応募要領を簡単に記しておきま

す。 

２．研究助成金交付の主旨と応募要領 

当財団は、国民保健の円滑な実施に資するため、国の医療政策として行う政策医療の振興と利用

者に対するサービスの向上に資することを目的とした研究に対し研究助成金の交付事業や海外に

おいて、政策医療に関し研究結果の発表、討議並びに国際学術会議等に出席する者に対して、調査

研究旅費の支援事業の実施をしています。平成22年度の両事業に関する応募要領は次の通りです。 

１．募集研究課題 

病院管理及びコメディカル分野等の各部門における政策医療についての開発振興に関する

研究及び利用者（患者）に対するサービスの向上に関する研究。 

２．募集対象者 

原則として、事務、薬剤、診療放射線、臨床検査、栄養、看護、看護教育等その他各部門の

研究者又は個人の研究者。 

３．研究期間及び助成金額 

研究期間は平成22年６月１日から平成23年３月31日までの間とし、助成金額は１課題80万円

以内とする。 

４．提出書類 

当財団が定めた研究助成金交付申請書、所属施設長の承諾書を提出期限までに１部提出する。 

５．提出期限 

平成22年４月30日 

６．研究者及び研究課題等の選考 

当財団の研究助成金取扱規程により選考委員会に諮り決定する。 

このような経緯で研究助成金が交付されるのですが助成金額については（１課題80 万円以

内とされるものの）必ずしも申請した金額が交付されるとは限りません。私も満額の80 万円

を申請しましたが実際には半額程度しか助成されませんでした。研究内容を審査された結果な

ので仕方がありませんが今後申請をされる会員の皆様はぜひ満額支給を目指してください。 

７．研究者及び支援者の義務等 



研究者は、研究事業終了後２ヵ月以内に研究実績報告書を当財団に提出すること。 

国際会議出席支援者については出張期間終了帰国後、支援を受け出席した内容について、報

告書を作成し、当財団に提出すること。当財団はその成果を月刊誌「医療の広場」に掲載する。 

詳細は、政策医療振興財団のホームページを参照のこと。 

（http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~s-iryou/） 

３．研究課題の選択 

政策医療振興財団では、助成金交付の条件として「国の医療政策として行う政策医療の振興と利

用者に対するサービスの向上に資することを目的とした研究に対し研究助成金の交付する」と規定

しています。さらに、この規定内容に適合した課題について（１）研究事業目的（期待される成果、

新規性、萌芽性、独創性等）、（２）研究事業実施計画（具体的な研究方法、期待される成果を詳

細に記載）を800 文字程度で記載することを要求されます。私の場合は、数年前から継続的に研究

を実施している核医学分野の課題（2 次元流体方程式を用いた局所心機能解析の臨床的有用性につ

いての研究）をこの規定に適合するように書き上げ申請書を作成しました。課題選択の際に新たな

研究を立ち上げることも大切ですが、これまで継続してきた研究を「政策医療の振興と利用者に対

するサービスの向上に資する」という目的に適合させることも社会的に大きな意義があると考えた

からです。課題選択については、あまり意識せず身近にある問題点の解決を課題とすれば本財団の

主旨に適合すると思われます。ぜひ応募してみてください。 

４．助成金の活用 

私は、交付された助成金を使用して欧州核医学会議（European 

Association of Nuclear Medicine; EANM)で研究内容の一部を報

告させていただきました。会場は、欧州放射線会議(European 

Congress ofRadiology; ECR)と同じくオーストリアのウィーンで

すが3月に開催されるECRに比べ気候のよい10月のEANMでは旅費

が2倍ほど高く、助成金無くしては参加できるものではありませ

んでした。病院経営が厳しく海外出張もなかなか許可されない状

況の中でたいへん貴重な経験をさせていただけたことは、研究助

成金獲得という新たな道筋のおかげであると考えております。そ

れでは、参加させていただいたEANMがどのような学会であったの

か他の国際学会と比較して報告したいと思います。私は、幸いに

も今回を含め5回ほど国際学会で報告させていただいた経験があ

ります。内訳としては、私たちになじみ深い北米放射線学会

（Radiological Society of NorthAmerica; RSNA）、ECRそして

EANMです。どの学会も医師中心の学会ですが 近では高学歴化の

進行により多くの診療放射線技師が参加し報告を行っているの

を見かけます。今回参加したEANMは、核医学分野では米国核医学

会議（Society of NuclearMedicine; SNM）次ぐ大きな大会であ

り毎年多くの日本人研究者が参加しています。しかし、核医学に

特化しているため6万人が参加するRSNAや1万人のECRに比べて

EANMは、数千人規模でありどのセッションもゆっくり座って発表

を聞くことができました。また、会場もそれほど広くない（ECR

と同じオーストリアセンター）ので移動にも時間がかからず、関

心のあるセッションをかけ持ちして聞くことができました。                     

また、EANMは、核医学専門の学会なので内容はもちろんディスカ

ッションレベルも高く、今後の研究のために吸収できる知識は多

かったです。RSNAやECRのような放射線診断学全般の学会しか参

加したことがなかったので非常によい経験となりました。このよ

うな国際学会に参加することは自分に自信ができ、今後の研究に

よい影響を与えていることに間違いありません。 

 

 

 
会議場（オーストリアセンター） 

 
会議場入口付近 

 
    ポスター会場 

 
      会議室 



私と同じ環境で働く仲間（赤十字病院で働く診療放射線技師）にはなるべく早い時期に日本赤十

字放射線技師会の推薦による助成金交付申請制度を利用してこの経験をしていただきたいと思い

ます。申請を検討している方は日本赤十字放射線技師会ホームページの「お問い合わせ」に申請の

旨を記入し送信してください。（http://www.jrcart.jp/info/inquiry.html） 

なお、助成研究である「2 次元流体方程式を用いた局所心機能解析の臨床的有用性についての研究」

の内容の詳細については、研究終了後、月刊誌「医療の広場」に掲載される予定です。 

謝辞 

研究助成金交付申請に際して多大なる協力をいただきました日本赤十字放射線技師会に心から

感謝いたします。また、本研究に対し助成をいただきました政策医療振興財団に感謝いたします。

今後はこの経験を生かして政策医療の振興と日本赤十字放射線技師会の発展のために貢献できる

ようにがんばっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************************** 

本会の動き                     日本赤十字放射線技師会会誌 電子２号 

*************************************************************************************** 

 

平成２２年度 日本赤十字放射線技師学術総会 学 術 総 会 報 告 

                                総務部  辻 秀憲 
平成２２年６月１０日（木）～１１日（金）の２日間、会員１０９名（７１施設）出席のもとに、

東京国際フォーラムＧ４０９号室にて第１回学術総会が開催されました。今回は、本社が工事の関

係で、東京国際フォーラムで開催。 

挨拶には、日本赤十字放射線技師会  益井謙会長、そして、本社講演として医療事業部次長 竹

内賢治様による「赤十字病院を取り巻く医療環境について」、学術講演は、ＣＴ分科会世話人 長

野赤十字病院 八町淳様による「研究課題の見つけ方・すすめ方 －ＣＴ造影法を中心として―」、

教育講演は、京都大学医学部付属病院技師長 東村享治氏による「放射線部における医療安全管理

について」、この他に、国際活動をされている和歌山医療センターの２人による、海外救援活動報

告、各分科会による報告、そして、今回、業者３社による、ランチョンセミナーやナイトセミナー

を企画、ＧＥヘルスケアジャパン社大越厚氏による「医療におけるデータ共有の現状と将来」、日

本メジフィジックス社高谷佳秀氏による「平成２２年度ＤＰＣ改定の概要と核医学検査の位置づ

け」、東芝メディカルシステム社淀健治氏による「Everyday clinical Use ～日常臨床で有用な新

しい領域の３テスラ Vantage Titan3T～」のそれぞれの講義であった。今回も、インターネット環

境を準備し、会員に提供して HP の理解をしていただいた。また、参加者に、学術総会におけるア

ンケートを取り、今後の総会をさらに充実させるために協力をお願いした。 

会員研究発表は、１６演題あり、ＣＴ、ＭＲＩ，マンモ、治療その他とバラエティにとんだ研究

発表で、それぞれ活発な質問や意見交換が飛びかわされ、有意義な研究発表であった。今年度も

優秀発表賞、優秀発表賞の 終選考が行われ、以下の４名の方々が受賞されました。また、今回、

特別賞として、日本赤十字社の医療事業部次長賞を設け、海外救援活動の和歌山医療センターの 2

人が受賞されました。 

優秀発表賞 

    楠 理恵氏（京都第二赤十字病院） 

優秀発表賞 

    加賀 久喜氏（大阪赤十字病院） 

高津 安男氏（大阪赤十字病院） 

西海 哲也氏（神戸赤十字病院） 

次長賞 

     和歌山医療センター 川村 佳生氏、口井 信孝氏 

１０日（木）の午後４時からは、第５７回定期総会が行われました。１１日（金）の午後３時３０

分には、研修会が終了し、その後、各ブロック別連絡会議が行われ、午後４時には、全行程を終了

しました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 



平成 22 年度 日本赤十字放射線技師学術総会プログラム 
【６月１０日（木）】 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会式 開 会 宣 言       日本赤十字放射線技師会会長   益   井   謙 

10：10～10：50 本社講演                     座 長 益井 謙（会長） 

「赤十字病院を取り巻く医療環境について」    医療事業部 次長    竹内 賢治 様 

11：00～12：10 学術講演              座 長 藤村 貴順（ＣＴ分科会 盛岡） 

「研究課題の見つけ方・すすめ方 －CT 造影法を中心として－」 

長野赤十字病院      八町 淳 様 

12：10～13：00 ランチョンセミナー①              座 長 石田 智広（福井）  

「医療におけるデータ共有の現状と将来」  GE ﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社ﾍﾙｽｹｱ IT 本部  

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 大越 厚氏 

13：20～14：10 学術研究発表①             座 長 八町 淳（ＣＴ分科会 長野）  

① 冠動脈CTAにおける造影効果に影響する要因の検討         大阪赤十字病院 加賀 久喜 

② 「死亡時画像検査」所見からの撮影条件の検討          大田原赤十字病院 中野 繁明 

③ OPE 室 CT の年間使用実績とその有用性の検討         名古屋第一赤十字病院 山﨑 絵莉 

④ DPC 導入によるCT検査採算性の検討             名古屋第二赤十字病院 日置 竹志 

14：20～15：10 学術研究発表②                    座  長 安彦 茂（ＭＲ分科会 仙台） 

⑤ ファントム実験による Gd 造影後における、in-phase ・out-of-phase での脂肪評価の検証 

                        松山赤十字病院   松村 茂 

⑥ 頚動脈内膜剥離術（CEA）術前における非造影 MR 検査についての一考察 

                       大阪赤十字病院  高津 安男 

⑦ 四肢MRI検査におけるコイル選択と撮像条件設定の検討   大田原赤十字病院  大谷津 崇 

⑧ 放射線技術課におけるインシデント事例の統計        和歌山医療センター  渡邊 真也 

15：20～15：50 国際活動                             座  長 久保田 利夫（前橋） 

① 海外救援活動報告            日本赤十字社 和歌山医療センター  川村 佳生 

② 海外救援要因として活動するためには    日本赤十字社 和歌山医療センター 口井 信孝 

16：00～17：00 総会 

17：00～17：30 ナイトセミナー                               座  長 清水 文孝（深谷） 

『Everyday clinical Use ～日常臨床で有用な新しい領域の 3テスラ Vantage Titan 3T～』 

      東芝メディカルシステムズ株式会社 営業推進部 ＭＲＩ担当 淀 健治氏 

【６月１１日（金）】 

9：00～10：00 学術研究発表③            座  長 川合 佳代（乳房画像分科会 深谷） 

⑨ ST マンモグラフィガイド下生検装置におけるポジショニング，ターゲッティング習得の 

ための石灰化擬似ファントムの作成          さいたま赤十字病院 北山 早苗 

⑩ 1 Shot Phantom における CNR の評価          京都第二赤十字病院 楠  理恵 

⑪ マンモトームを使用したステレオガイド下バイオプシの技術的検討 

                      鳥取赤十字病院 上田 阿希 

⑫ ステレオガイド下マンモトーム装置導入の報告と検討      福岡赤十字病院 桑野 さゆり 

⑬ 救急撮影における脊椎固定具が胸部画像に与える影響と画像評価 

                          秋田赤十字病院 三浦 直樹 

10：10～10：50 学術研究発表④             座  長 口井 信孝（和歌山医療センター） 

⑭ EPID を用いたＩＧＲＴにおける位置照合精度の検討      成田赤十字病院  大山 淳一 

⑮ コリメータ回転軸外線量評価点に対応した MU 値検証プログラムの開発 

                                      神戸赤十字病院  西海 哲也 

⑯ スタッフ間の早期情報共有化に対する取り組み～電子カルテ端末（RIS 端末）の有効利用～ 

                      福井赤十字病院  西川 由梨 



11：00～12：10 分科会報告                               座  長 浅妻 厚（神戸） 

① 乳房検査の標準化について                     ＭＲ分科会 岩見 守人（姫路） 

② MRI 検査における説明用 DVD 作成について             ＭＲ分科会 高津 安男（大阪） 

③ アンケート結果報告                        ＣＴ分科会 藤村 貴順（盛岡） 

12：10～13：00 ランチョンセミナー②                         座  長 清水 文孝（深谷）

「平成２２年度ＤＰＣ改定の概要と核医学検査の位置づけ」 

         日本メジフィジックス株式会社 営業企画部 マネージャー 高谷 佳秀氏      

13：30～14：50 教育講演                  座 長 辻 秀憲（京都第二） 

「放射線部における医療安全管理について」 

京都大学医学部附属病院 放射線技師長 東村 享治 様 

15：00～15：20 ブロック連絡会議 

15：20～15：40 優秀発表賞表彰式 

15：40～16：00 出席証明書授与および閉会式 

 

 

日本赤十字放射線技師学術総会の船出 

日本赤十字放射線技師会 会長 益井 謙 
 

その日、平成 22 年 6 月 10 日、東京国際フォーラムは、陽光を閉じ込め、多湿の東京湾の浜風を、

その船型の美体になびかせていた。この日、我々の日本赤十字放射線技師学術総会は、この母船に

姿を遷して新たな青史を刻む処女航海に出帆するのだ。その日、梅雨前線北上直前の天は、抜ける

ような青空で我々に微笑んでいた。 

従来の業務研修会の旧名を廃し、学術総会として新生船出した航海日誌の一頁目は、東京フォー

ラム G409 より始まると記されたのである。 

時代は、大航海時代の再来の如く、風雲と嵐を呼び、その荒天波乱に人々を怖気付かせていたが、

フォーラムの艦橋の G409 会議場に集結した会員は、上気しながらも至って平静平穏であった。荒

海を恐れぬ時代を担う者の気概は、何時でも湿れる松明を燃やすように静かな凪の様相を帯びるも

のなのである。 

そこでは、全国の赤十字病院の担い手や舵取りが、100 名以上参集して、赤十字医学総会と棲み

分けを目指した自立した新システムを理解し、能動的機能的に刷新されたパフォーマンスを、自ら

淡々と努めていくのである。 

そこは自然科学世界の大海原、その波頭を乗り越え、各々が積極的に活用運営勇躍する場であり、

舞台なのである。学術発表は、学術分科会の長（おさ）が、航海長として取り仕切る。本社講演は

燈台。眩しいが航路を照らす。学術講演や教育講演は羅針盤。知的好奇心の方向性を示し、航路の

学術的方向性を確保する。災害救護や分科会報告はバラストやキール。船体を安定させ、実学の荷

崩れを防ぐ。 

役員である各理事は、水面下の船底で煮えたぎった内燃機関に油を注ぎ、パワーを加減する海技

機関士であり、全国の通信網を制御する IT 通信士でもある。喫水線を挟み、水面上と水面下と運

命共同体（船体）の協調に拠り、航跡の乱れを補正する。 

今や 57 年利用した懐かしの埠頭の岸から離れ、雄々しいチームスピリットの汽笛を響かせて学

問の水平線の彼方に向かって船出した。 

船出の夜、7 階の 上艦橋では、満天の星の如き大都の夜景に眼を瞠りながら、向上無限の航海

の安全を各々が祈願したのである。 

 
 

 

 



教育講演  

「放射線部における医療安全管理について」 

京都大学医学部附属病院 放射線技師長 東村 享治  
平成19年4月医療法施行規則一部改正から、病院では医療機器の安全管理について管理責任者の

設置や研修の実施、医療機器の保守点検計画及び修理内容記録管理等の安全確保体制の整備が必要

となった。また、外部評価として、病院機能評価やISO9001等部外からの目を通してチェック項目

を検討することも、放射線機器の安全管理体制の強化に繋がっている。 

このような医療を取り巻く環境が変化していく中で、ますます高度化されて、専門的な知識が必

要とされる放射線機器の安全管理については、現場でどのような管理体制が必要かを報告する。特

に放射線機器のリスクマネジメントとして下記の４つの項目が挙げられる。 

① 始業終業点検等の放射線機器の正常動作確認チェックリストによる安全管理の実施 

② 定期検査により、放射線機器の時系列的な変化の評価 

③ 機器の添付文書の内容確認と現場管理 

④ 不具合に気づき、それらをすぐに情報共有して改善できるPDCAサイクル作り 

そして安全対策の基本は、スタッフの全員参加による患者本位の安全確保を第一、現場での気づ

きをインシデント等として、ミスから学ぶ姿勢で情報共有した安全システムを整備することである。

今回は、その一部事例を紹介します。 

 

 

本社講演「赤十字病院を取り巻く医療環境について」 医療事業部 次長    竹内 賢治  
  

 

 

学術講演 「研究課題の見つけ方・すすめ方 －CT 造影法を中心として－」 

長野赤十字病院      八町 淳  

 

 

ランチョンセミナー①  「医療におけるデータセンターの現状と将来 」 
GE ヘルスケア･ジャパン株式会社 ヘルスケア IT 本部 イメージング事業部 

マーケティング部長 大越 厚 

近の ICT（Information and Communication Technology）の急速な進歩は目覚しいものがある。

医療分野においても ICT の活用により病院内、病院間での効率的な医療情報の転送・伝達が可能に

なり医療業務の改善に役立っている。 

 例えば、遠隔画像診断では高速な光ファイバー回線を安価で利用できるようになり、病院間を仮

想専用回線・VPN（Virtual Private Network）接続することで短時間で大容量の画像データを転送

することができるようになり、読影医不足の解決に役立っていて既に多くの実績を残している。一

方、個々の病院では画像診断機器の高性能化により、年々病院内で保管しなければいけない画像、

診療情報のデータ量が増大しており、そのデータ保管に対するコスト増大（システム費用、保守・

管理費用、管理工数等）、セキュリティー対策や災害等に対する安全面の対策も大きな問題になっ

てきている。 

さらに、国の施策としても医療施設間の機能分化を一層進めようとする中で、施設をまたいでのデ

ータの交換や共有の必要性が高まっている。 

そこで、今後益々増大する医療画像・診療情報をより安価でより効率的に、そして安全にデータ

を一元管理・保管できるデータ共有の必要性が増してきており、今後数年で急速に普及する可能性

があると考えられる。 

現在 GE では、この時代のユーズに応えるべくデータ共有の仕組み作りに向けて各種の取り組み

を行っている。今回は、データ共有化の現状と今後の動向を問題点を交えて紹介する。 



ランチョンセミナー② 「平成２２年度ＤＰＣ改定の概要と核医学検査の位置づけ」 
        日本メジフィジックス株式会社 営業企画部 マネージャー 高谷佳秀 

平成 22 年度診療報酬改定では入院医療に多くの財源が配分されたが、いまや急性期入院医療を

担っている病院の過半数は DPC を導入している状況となっている。今回は H22 年度診療報酬改定、

特に DPC 制度について概要を述べるとともに、核医学検査の扱いについて報告する。 

○10 年ぶりのプラス改定 

政権公約もあり高い改定率が期待されたが、厳しい経済状況もあって、平成 22 年度診療報酬の

全体改定率は＋0.19％とわずかながらも10年ぶりのネットプラス改定となった。重点課題として、

①救急、産科、小児、外科等の医療の再建、②病院勤務医の負担軽減が挙げられ、入院医療に約 4,400

億（外来：約 400 億）が配分された。難易度の高い手術料の引き上げも加わって、３次救急も手が

ける基幹病院クラスには手厚い改定となった。 

○DPC 対象病院の増加 

 平成 15 年に特定機能病院 82 病院に導入された DPC 制度は、その後毎回参加病院が増加し、H22

年度は準備病院を含めると 1500 を超える病院数となった。DPC 算定病床では、48 万床を超え一般

病床の 50％を占めるにいたっている。 

○平成 22 年度 DPC 改定の基本的な考え方 

(１)入院基本料等の引き上げ及び改定率の反映 

(２) 調整係数の段階的な新たな機能評価係数への置換え 

– 調整係数による“上積み相当部分”のうち、25％を置き換える。 

– 各機能評価係数への配分は「救急医療係数」を除き等分に配分 

(３) 包括点数の診療実態に即した見直し 

– 診断群分類の分岐については、さらなる精緻化を行う 

○H22 年度 DPC 改定における核医学検査の位置づけ 

画像診断は包括対象であるが、DPC ではどのような診療行為を行なったかにより診療報酬点数が

異なる仕組みになっており、以下の診断群では核医学検査を行った場合、1 日あたり点数が高くな

る診断群が設定されている。 

・ 循環器疾患：急性心筋梗塞、狭心症、心筋症、拡張型心筋症、心不全、肺塞栓症 

・ 中枢神経疾患：脳梗塞、脳腫瘍、てんかん、パーキンソン病、認知症、基底核等の変性疾患 

・ 呼吸器疾患：慢性閉塞性肺疾患 

核医学検査に対する支払いが考慮されている診断群に対しては、入院治療期間を考慮して検査を

行い、評価の高い診療報酬の支払いを受けることが可能である。 

 

ナイトセミナー 

 『Everyday clinical Use ～日常臨床で有用な新しい領域の 3 テスラ Vantage Titan 3T～』 

           東芝メディカルシステムズ株式会社 営業推進部 ＭＲＩ担当 淀 健治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際活動 ① 海外救援活動報告       

日本赤十字社 和歌山医療センター  川村 佳生 

１、 ＥＲＵ 

  約一カ月間の派遣 

  発災直後の緊急医療救援活動 

２、 復興支援 

  最低三カ月以上の派遣 

 

国際活動 ② 海外救援要因として活動するためには 
日本赤十字社 和歌山医療センター 口井 信孝 

海外派遣要員の養成にかかる研修体系について 

１、 研修体系変更の趣旨 

２、 国際救援・開発協力要員研修Ⅰ（WORC: World of Red Cross and Red Crescent） 

３、 国際救援・開発協力要員研修Ⅱ（IMPACT：International Mobilization and Preparation   

for Action） 

４、 受講資格要件 

５、 海外派遣要員養成のための各研修と登録までの流れ 

６、 その他 

 

分科会報告 ① 

    乳房検査の標準化について             ＭＲ分科会 岩見 守人（姫路） 
 

分科会報告 ② 

    MRI 検査における説明用 DVD 作成について      ＭＲ分科会 高津 安男（大阪） 
 MRI 検査を施行するにあたっては，様々な注意点が存在する．それによるストレスや不安が懸念

される。検査内容の理解を深めることによる不安軽減や，安全性や円滑性の向上のため，検査説明

用 DVD を作成・導入し、注意・工夫した点や効果についてまとめた．ワークグループを立ち上げ，

作成計画をし，絵コンテを基にしてシーン別に撮影を行った．編集，討議を繰り返し，最終的に病

院承認をとるようにした．さらに，モニター設置位置を決定し，完成した DVD を病院ボランティア

に見てもらい，アンケートにて評価した．結果，理解度や不安に関して対応できていると思われ，

効果が期待された．検査手順を見てもらい，理解を深めることで不安が緩和されていると思われる． 

 

分科会報告 ③ 

    アンケート結果報告                ＣＴ分科会 藤村 貴順（盛岡） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５７回 定期総会 議事録 
 

１．日 時 ：平成２２年６月１０日（木）  午後４時 ～ ５時 

２．会 場 ：東京国際フォーラム Ｇ４０９号会議室  

３．出席者 ：日本赤十字放射線技師会 会員 １０８名 

４．議事録作成人    常任理事 総務担当 辻 秀憲 

５．総会次第 

① 開会の辞 

② 会長挨拶 

③ 表  彰 

④ 総会議事運営報告 

⑤ 議長選出 

⑥ 議事録署名人選出、採決係り任命 

⑦ 議事 

         第１号議案  平成２１年度事業経過報告 

         第２号議案  平成２１年度決算報告 

         第３号議案  平成２１年度監査報告 

         第４号議案  平成２２年度事業計画(案) 

         第５号議案  平成２２年度予算（案） 

         第６号議案  その他 

⑧ 議長解任 

⑨ 閉会の辞 

上記の総会次第に基づいて、当技師会 益井会長の挨拶にはじまり、表彰に移る。 

表彰委員長の戸口理事により紹介される                               

功労賞は、１７名    奨励賞は、施設 １ 、個人 １名     

表彰後、次に、総会議事運営報告（資格審査報告）を事務局の磯田理事より報告。 

本日の出席者 １０８名、委任状提出者 １０８１名、 合計 １１８９名を確認し、会則第２０

条の規定に基づき本総会は成立しますと報告。 

次に、議長選出となる。会場より立候補がないため、執行部より２名を推薦した。 

 山口赤十字病院 中川 明様   仙台赤十字病院 高橋 和義様 

議長より、議事録署名人・採決係りを会場より４名を任命 

     議事録署名人は、 姫路赤十字病院    岩見 守人様        

              大阪赤十字病院    加賀 久喜様         

     採決係りは、   名古屋第二赤十字病院 堀部 良美様                   

              福井赤十字病院    西川 由梨様 

議長の進行により議事に入る。 

第１号議案から第３号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質問に入るが、質問はなかった。 

採決にはいり、第１号議案から第３号議案までは、賛成多数で承認された。 

次に第４号議案から第５号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質問に入るが、質問はなかった。 

採決にはいり、第４号議案から第５号議案までは、賛成多数で承認された。 

次に第６号議案の報告を執行部より報告。 

 ・事務局の磯田理事より、“日本赤十字放射線技師会慶弔規定の第４条”の省略を報告。 

“金品については、近年来、出していないため、省略する” 

報告後、質問に入るが、質問はなかった。 

  採決にはいり、賛成多数で承認された。 



・報告事項として、表彰部の戸口理事より、表彰規定の改定を報告された。 

   ４月１６日の全国理事会で、承認されているため報告のみであった。 

議長より、議事以外で、他に発言を求められる方許可するで、1 名の発言があった。 

Ｑ：医療技術部があるが、放射線科が、部に入ったり、入らない施設があるが、本社としては、

どう対応するのか。（和歌山医療センター 口井） 

Ａ：医療技術部について、本社では、検討中。施設ごとに事情があり、施設に委ねられているの

が現状。このままだと、混乱する可能性がある。技師長という立場についてなど本社と密に

対応していく。(会長) 

 

以上にて、議事を終了したので、議長は解任となった。 

 

後、清水副会長に閉会の辞をもって、総会は終了となった。 

 

以上 

 

 

 

                平成２２年   月   日 

 

 

                  議事録署名人   ㊞ 

 

 

                  議事録署名人                        ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************************** 

本会の動き（報告）                  日本赤十字放射線技師会会誌 電子２号 

*************************************************************************************** 

 

災害医療 
国の内外における災害医療への積極的参加を啓発するため、HP や学術総会を通じて、以下の活動

をしました。 

H22.5.14 「平成 22 年度日赤 DMAT 及び日本 DMAT 研修」の案内を HP に掲載 

H22.6.11 平成 22 年度 日本赤十字放射線技師学術総会において、海外救援活動に関する講演会を

開催 

「海外救援活動報告」 日本赤十字社 和歌山医療センター 川村 佳生 氏 

「 海外救援要員として活動するためには」 

日本赤十字社 和歌山医療センター 口井 信孝 氏 

H22.7.28 上記講演会のスライドを HP に掲載 

H22.9.9 災害現場にX線撮影装置を持ち込んで行なわれた平成22年度兵庫県合同防災訓練のレポ

ートを HP に掲載 

 

文書管理 
昨年度 HP 文書管理コーナーに掲載した諸文書は以下の通りです。 

H22.7.23  病院機能評価 Ver.6 に関する資料 

H22.8.11  松江赤十字病院の改正予防規程（案） 

H22.10.13 障害防止法変更許可申請書における「常時立ち入る場所」の記載例 

H22.10.28 医療機器管理に関する資料 

H22.12.15 埼玉県における放射線部門機能強化事業に関する資料 

H22.12.27 労働安全衛生法の届出に関する資料 

 貴重な資料やご意見等のご提供くださった方々に感謝申し上げます。 

 

 

分科会活動報告 
学術部 浅妻 厚 

ＣＴ・ＭＲ・乳房画像の３部会で産声を上げた日本赤十字放射線技師会学術分科会は、２１年よ

り放射線治療・核医学・医療情報の３部会を加え、計６分科会計２２名の世話人で活動を行ってき

ました。予算も満足に付かず、内容も曖昧なままスタートしましたが、各世話人はそれぞれに工夫

を凝らし、ホームページ・業務研修会(学術総会)・施設調査等の様々な場で活動してもらいました。

この場をお借りして、御礼申し上げます。しかし、十分な活動ができぬまま任期が終了してしまう

分科会もあり、スペシャリストとして集まっていただいた世話人の方々に、十分に力を発揮しても

らうことができず残念です。 

こういった事業は、一過性ではなく継続することが大事であると考えておりますので、会員の皆

様、今後ともご支援頂けますようよろしくお願い申し上げます。 

 

CT 分科会報告 
長野赤十字病院 八町 淳 

昨年、全国の赤十字病院で使用されている CT 装置および検査方法を調査し、６月に行われた、

総会においてまとめを盛岡赤十字病院 藤村氏に発表していただきました。赤十字病院内において

も CT 装置の多列化が進んでおり、列数による保険点数の差別化が計られ、一段と CT 装置における

多列化が進んでいくものと考えます。また、今年度から X 線 CT 専門技師認定機構による X線 CT 認

定技師講習会が開催されます。多列化により今まで検査を行う上で思考錯誤しながら行っていた検



査が、容易く行うことが可能となってきました。CT 装置性能の向上に伴い、専門的な知識が無くて

も質の高い検査が行える一方、安易に検査範囲を広くしたり、多くのフェーズを撮像するなど被ば

く・造影剤使用量が増加しているのも現実だと思われます。高機能によりオートマチック化が計ら

れるからこそ、 低限の被ばく・造影剤使用量で 大限の情報を得るために、専門技師による検査

対応が必要なのだと考えます。 

CT 分科会発足において、多くの方々にご協力をいただき感謝しております。ただ、私の力不足で整

備していただいた機能を充分使うことが出来なかったことは、反省しております。今年度をもって

世話人を卒業させていただきますが、今度は一会員として携わっていければと思います。ありがと

うございました。 

 

乳房画像分科会 第１期総括 
乳房分科会世話人一同 

平成２１年度から２年間の乳房画像分科会を運営してきました。 

活動総括として、全国赤十字放射線技師研修会での座長、深谷赤十字病院において、第１回乳房

画像研究会を開催いたしました。赤十字技師会の役員の皆様には多大なるご協力をいただき、感謝

しております。 

２年間の活動で感じたことは、赤十字病院が全国にあり、一同に会しての活動がなかなか困難で

あったことでした。特定の地域での限定的な活動となってしまうのはしょうがないと思いますが、

徐々に活動範囲を広げていきたいと思っています。 

HP を利用した施設紹介の企画も頓挫しており、世話人代表としては心苦しいのですが、何とか掲載

していきたいと思います。 

今年度は３月に沖縄乳房画像研究会と東京埼玉医用乳房画像研究会、等分科会の共催で研究会を

沖縄で開催いたします。 

まだまだ未完の企画がありますが、その完成とともに、来年度はもっと全国展開できるような企

画を新生世話人で考え、頑張っていきたいと思いますので、今後とも分科会へのご協力、よろしく

お願いいたします。 

 

ＭＲ分科会の活動について 
ＭＲ分科会世話人代表 大阪赤十字病院 高津 安男 

これまで分科会の活動として、乳房撮像についてのアンケート調査に始まり、３Ｔ装置に関するトピ

ックス、患者サービスや安全性の向上のための説明用ＤＶＤの作成について取り組んできました。これ

らを会員に還元することで有益な情報を提供できたと考えています。 

意見交換しながら運営できたことは、仙台赤十字病院：安彦 茂氏、姫路赤十字病院：岩見 守人氏

のご協力があってこそだと思います。３人でチームワークと向上心を持って取り組み、任期を全うでき

たことをすばらしいことだと思っています。 

今後も、協力できることはサポートさせていただきたいと考えています。会員の皆様方のご協力、本

当にありがとうございました。 

 

事業総括 
核医学分科会世話人代表 大津赤十字病院 放射線科部 課長 門前 一 

 昨今、核医学検査を取り巻く環境は “厳”一言に尽きるのではないでしょか。経営面からは稼

ぎ頭であった時代は終焉を迎え、DPC 導入により核医学検査が減少しました。追い打ちをかけるよ

うに、カナダ原子炉の事故、アイルランドの火山噴火によりモリブデンの供給が世界規模でストッ

プ、核医学検査が出来ない事態に陥った時期もありました。そんな時、医師から『核医学検査って

いるのかな？？核医学が無くても治療の方向性は変わらないのでは？』こんな声も聞こえてきまし

た。その当時に感じたことは、核医学検査は朽ちていくの？エビデンスの鎧を着た核医学の役割は

残っているの？など不安ばかりでした。しかし、モリブデンの供給が正常化すると、私たちの心配

を余所に検査数は息を吹き返し、その役割が再認識される分野もあります。高齢化が進む日本では



循環器疾患の治療 gate keeper になるモダリティーでありますし、がん医療においては PET 検査も

必要不可欠です。細胞レベルに取り込まれるトレーサは組織の機能を反映することを考えると、CT

や MRI の造影剤とは大きく役割が違います。良い点を沢山持った検査にも関わらず、医師の興味が

薄れてきていることは否めません。私たち診療放射線技師が積極的にその魅力を医師や患者さんに

伝えないと値段の高い不必要な検査になってしまいかねません。小さなことからこつこつとをモッ

トーに原点に立ち返り、難しい狭量の部分に拘ることなく、検査とその結果が患者さん、医師に易

しいものにしていく必要があるのではないでしょか。私たち赤十字に勤める技師にとって一番身近

な本分科会において、核医学検査に携わる技師間の活発な活動がここ数年できなかったことは世話

人代表が Being possible to do is bad であったと反省しております。 後に文面をお借りしてお

詫び申し上げるとともに、皆さんのご活躍、今後の核医学検査のますますの進歩、発展を祈念致し

ます。 

 

医療情報分科会 
医療情報分科会 福井赤十字病院 秋田 直昭 

本来ならば本年度の活動報告を行なうべきところですが、医療情報分科会の代表世話人として十

分な活動や話題提供を行えずに任期を終えることとなりました。 

総括になりますが、医療情報分科会の活動は、世話人の施設の医療情報システム導入状況掲載から

はじまり、各施設への医療情報システムに関するアンケートを実施しました。また、ウイキペディ

ア百科辞典やウイキリークス（苦笑）で有名な wiki という仕組みを利用し福井日赤で行なってい

る情報共有法の紹介と、wiki の簡単な説明ファイルを掲載致しました。 

また、会員の皆様に wiki を実感していただくためと各施設に行なったアンケート結果を発展させ

る目的で作成した無料の wiki サイトの登録と利用の拡大を図りましたが、周知徹底の努力を怠り

まして野放し状態です。しかし、幸いにも後任の世話人が当院の上司で wiki の使用経験と理解が

あります。一部ご協力いただいた施設の方のご好意を無駄にすることのないように何らかの形で継

続してもらえると期待しております。 

会員の皆様には、今後とも医療情報分科会と積極的に関わっていただくことを切に希望致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************************** 

本会の動き（ブロック活動報告）           日本赤十字放射線技師会会誌 電子２号 

*************************************************************************************** 

              北海道ブロック活動報告 

                     北海道ブロック理事 川井 明彦（函館赤十字病院） 

 

平成 22 年度 技師長・課長（職務代行者）会議 

開催日時：平成 22 年 4 月 24 日（土） 

開催場所：北海道放射線技師会研修センター 

参加施設：旭川、北見、釧路、伊達、浦河 

栗山、小清水、清水、置戸、函館 

議事 

 1）第 20 回総会までの事務局中間報告 

 2）第 20 回総会までの会計中間報告 

 3）第 20 回総会並びに研修会について 

 4）業務検討会 

 ・各施設の業務量・内容変化について 

 ・診療報酬改定への対応状況 

 ・その他  

 5）平成 21 年度 全国理事会報告  

 6）その他 

 

◎第 20 回北海道地区会総会並びに研修会 

開催日時：平成 22 年 10 月 2、3日（土、日）  

開催場所：北海道放射線技師会研修センター 

 第 20 回北海道地区会総会並びに研修会を 10

月 2（土）・3（日）日の両日にわたり、道内全

10 施設 18 名の参加のもとに北海道放射線技師

会研修センターにおいて開催しました。 

初日の技術情報交流は施設規模の違いを乗り

越えて、参加全施設において興味の持てる題材

を取り上げて互いに「教え合おう」というもの

です。今回の「医療安全への取り組み」におい

ても日頃の研鑽から生み出された文書が紹介

され、会場からは「ナルホド」、「それいいネ」

等々の声が揚がっていました。会員研究発表は

9 題で、いずれも臨床に即したとても興味深い

演題であり活発な討議がなされていました。 

2 日目は 近何かと元気な「放射線治療」につ

いて会員によるレクチャーをおこないました。

道内 10 施設のなかで放射線治療を行っている

のは北見 1施設のみで、他施設においても知っ

ておくべき基本的事項についてのお話があり

ました。特別講演は『CT 技術はまだまだ進歩す

る』と題して GE ヘルスケアジャパンからお話

がありました。CT アプリケーションの 新情報

を提供していただき、皆真剣に聞き入っていま

した。 

 プログラム、参加者は以下の通りです。 

第 1日目 平成 22 年 10 月 2 日（土曜日） 

13:00～14:00    

○技術情報交流 

『 医療安全への取り組み ―いまどきの問診

票・承諾書・チェックリストを議論する― 』 

座長 旭川赤十字病院 東堂 剛三 

北見赤十字病院 中島 勲 

1,「 Ba 検査の問診票と検査後の注意事項 」 

函館  川井 明彦 

2,「 大腸 X線検査の前処置の説明 」 

清水  橋本 悟朋志 

3,「 造影超音波検査説明書・同意書の紹介 」 

旭川  藤城 伸一 

4,「 超音波検査承諾書 」 

小清水 長島 正直      

5,「 当院における MR チェックリストの運用 」 

北見  橋本 歩  

6,「 当院の MRI 検査チェックリスト 」 

釧路  小林 央 

7,「 当院の造影 CT,MRI 兼用問診票 」 

伊達  穴澤 英樹 

8,「 MR と CT の造影兼用問診票について 」 

浦河  石川 辰美   

9,「 CT 造影検査時の問診・同意書について 」 

栗山  片岸 賢  



10,「 当院における CT 問診票について 」 

置戸  藤嶺 存宏  

14:00～16:30   

○会員研究発表 第 1部 

座長 伊達赤十字病院 穴澤 英樹 

（1）「機器管理への取り」  

       栗山赤十字病院 片岸 賢 

（2）「当院における FPD-TV 装置の日立社製

CUREVISTAと東芝社製ZEXIRA装置の使用

経験について」 

旭川赤十字病院 福士 靖規 

（3）「顎関節 MRI におけるシーケンスの検討」 

            旭川赤十字病院 棒手 康弘 

（4）「患者さんに喜ばれる補助具をめざして」  

置戸赤十字病院 藤嶺 存宏 

（5）「CT 装置の上肢撮影補助装置（具）」   

小清水赤十字病院 長島 正直 

○会員研究発表 第 2部               

座長 旭川赤十字病院  藤城 伸一 

（6）「PEG 交換後の 3D-CT について」 

       浦河赤十字病院 石川 辰美 

（7）「Fitz-Hugh-Curtis Syndrome を時間外に

経験して」 

       浦河赤十字病院 石川 辰美 

（8）「平成 21 年度 女性特有のがん検診推進

事業乳がん検診の結果について」 

北見赤十字病院 中島 勲 

（9）「当院での脳ドック一年の現状分析」 

          伊達赤十字病院 山内 修司 

16:40～17:30  第 20 回総会・反省会 

19:00      情報交換会 

 

第 2 日目 平成 22 年 10 月 3 日（日曜日） 

09:30～12:00   

○ワンポイントレクチャー 

  座長 函館赤十字病院 川井 明彦 

 『当院で行われている放射線治療 』 

第 1部 CBCT の構造及びデータ解析 

第 2部 CBCT の治療への応用 

北見赤十字病院 中井 圭介 

第 3部 放射線治療の診療報酬について 

北見赤十字病院 干川 隆幸 

○特別講演 

座長 北見赤十字病院 相澤 幹也 

    『CT技術はまだまだ進歩する       

〜マルチスライスCTの次は〜』 

    講師 GE ヘルスケアジャパン株式会

社 CT セールス＆マーケティング部  

仲野 孝一 

12:00       解散 

 

○第 20 回総会 

１． 開会の辞 

２． 会長挨拶 

３． 議長選出 

４． 議  事 

 (1)第 20 回総会までの事業報告 

  (2)第 20 回総会までの会計報告 

  (3)第 20 回総会までの会計監査報告 

  (4)第 21 回総会に向けての事業計画案 

 (5)第 21 回総会に向けての会計計画案 

 (6)その他 

５． 議長退席 

６． 閉会の辞 

 

参加者 

・北見赤十字病院 

相澤 幹也 干川 隆幸 中島 勲  

中井 圭介 橋本 歩 

・旭川赤十字病院 

東堂 剛三 藤城 伸一 棒手 康弘  

福士 靖規 

・伊達赤十字病院  山内 修司 穴澤 英樹 

・釧路赤十字病院  小林 央 

・浦河赤十字病院  石川 辰美 

・栗山赤十字病院  片岸 賢 

・清水赤十字病院  橋本 悟朋志 

・小清水赤十字病院 長島 正直 

・置戸赤十字病院  藤嶺 存宏 

・函館赤十字病院  川井 明彦 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 23 回日本赤十字放射線技師会東部ブロック研修会開催報告 

 

大 会 長  小川赤十字病院 小川  清 

実行委員長  小川赤十字病院 田中 達也 

 平成 22 年 11 月 27 日（土）から 28 日（日）にかけて、埼玉県熊谷市の森林公園ホテルヘリテイジリ

ゾートにおいて、第 23 回日本赤十字放射線技師会東部ブロック研修会を開催した。交流を深めることを

大の目的として「もっと、もっとクロス！」というスローガンのもと、17 施設 59 名の参加者が研修を

行った。大会長による『日本赤十字における診療放射線技師』、益井会長による『ユビキタス時代の日

本赤十字放射線技師会』の講演では、それぞれの立場から見た今後の日本赤十字における放射線技師の

在り方について、興味深いスライドを交えて、私たちが成し遂げればならないことについて講演が行わ

れた。パネルディスカッションでは、旬な話題である「チーム医療」について、救急医療・高齢者医療・

がん医療を中心に討論が行われ、埼玉 3 施設の若手 3 名のパネリストより明日から実施することとして

「朝礼の実施」、「部内外カンファレンスの開催」、「患者さんへ名乗ろう」の 3 点と、上司にはそのため

の環境づくりへの協力が提案された。引き続いて行われた特別講演ではチーム医療の推進に関わってい

る医療ジャーナリストの福原麻希さんをお迎えして、「チーム医療について」の広い視野を通した講演

が行われた。1日目研修会終了後の業務連絡会議では、新しい日本赤十字放射線技師会東部ブロックの在

り方について、多くの斬新な意見が施設に偏ることなく討論された。情報交換会においても各施設入り

混じり、交流が深められた。また、自由参加の情報交換会の二次会においても多数の参加者が深夜まで

屈託のない意見交換を行っていた。2 日目の一般研究発表では、若手技師たちを中心に、日頃見落としが

ちな内容から 新技術・職場管理にいたるまでの 9 演題が報告され、質疑応答の時間が不足するほど活

発な討論が行われた。教育講演では、全国規模で医療被ばく相談に取り組んでいる工藤安幸氏により、

患者さんの視線・知識に沿った医療被ばく相談への対応方法についての講演が行われた。2 日間を通して、

若手から先輩への提案、先輩から後輩へのアドバイスの発言が多く見られ、真剣ながらも笑いの絶えな

い研修会であった。事務局の不手際により参加者の皆様にご迷惑をおかけすることもあったが、実行委

員スタッフが一致団結し自らが進んで業務を探す場面も多く見受けられ、実行委員自体が楽しい 2 日間

を送ることが出来たことは今後の通常業務にも反映されることが予想され、当院にとっても大きな成果

であった。 

 

日   時 ： 平成22年11月27日（土）、28日（日）  

会   場 ： 森林公園ホテルヘリテイジリゾート（埼玉県熊谷市） 

開催事務局 ： 小川赤十字病院 

参加人数  ： 17 施設 59 名 

参加者名簿 ： 順不同 

 

施設名 氏名 役職 

清水 文孝 放射線技師長 

中山 進 放射線第一課長 

飯島 秀信 核医学検査係長 

齋藤 幸夫 診療放射線技師 

深谷赤十字病院 

富田 欣治 診療放射線技師 



井上 孝行 放射線一般撮影係長 

青木 薫子 診療放射線治療係長 

清水 邦昭 診療放射線技師 

小林 茂幸 診療放射線技師 

持田 雅明 診療放射線技師 

笠井 久幸 診療放射線技師 

成田 麻美 診療放射線技師 

黒田 順平 放射線技師長 

尾形 智幸 放射線課長 

小池 克美 放射線係長 

高松 聡 放射線係長 

石脇 剛弘 診療放射線技師 

さいたま赤十字病院 

塚田 将司 診療放射線技師 

日本赤十字放射線技師会会長 益井 謙 日本赤十字放射線技師会会長 

荒井 一正 放射線係長 

山崎 幸恵 診療放射線技師 武蔵野赤十字病院 

高山 慎吾 診療放射線技師 

林 智 放射線技師長 

西潟 貴之 診療放射線技師 長岡赤十字病院 

新保 綾乃 診療放射線技師 

鈴木 繁 放射線技師長 

久保田 俊夫 放射線課長 前橋赤十字病院 

岡庭 繁樹 放射線課長 

古河赤十字病院 青木 貢 診療放射線技師 

山梨赤十字病院 秋元 康男 放射線係長 

平井 信之 診療放射線技師 
横浜市立みなと赤十字病院 

小峰 里香 診療放射線技師 

菊池 正見 診療放射線技師 
水戸赤十字病院 

井原 佐知子 診療放射線技師 

原町赤十字病院 奥泉 敬二 放射線第二係長 

前川 栄寿 放射線課長 
成田赤十字病院 

川俣 剛樹 診療放射線技師 

堀内 順一 放射線課長 
秦野赤十字病院 

原田 浩美 診療放射線技師 

佐藤 統幸 放射線係長 
大田原赤十字病院 

井戸沼 佳明 診療放射線技師 

武藤 美子 放射線係長 
芳賀赤十字病院 

飯野 誠 診療放射線技師 

茂木 常男 放射線技師長 足利赤十字病院 

石田 敏哉 診療放射線技師 



高栖 奈津美 診療放射線技師 

前川 沙織 診療放射線技師 

小川 清 放射線技師長 

小林 教浩 放射線課長 

古川 富男 放射線課長 

福島 良 放射線係長 

宇田 暢樹 放射線係長 

田中 達也 放射線係長 

酒本 禎史 放射線係長 

松本 洋栄 診療放射線技師 

山田 伸司 診療放射線技師 

村田 雅弘 診療放射線技師 

江守 亜矢子 診療放射線技師 

小川赤十字病院 

清水 ゆかり 診療放射線技師 

プログラム： 

【11月27日（土）】 

13:00 ～     開会式 

13:10 ～ 13:40  大会長講演           座長  深谷赤十字病院技師長  清水 文孝 

『日本赤十字における診療放射線技師』        

講師  小川赤十字病院技師長  小川  清 

13:40 ～ 14:10  日本赤十字放射線技師会 会長講演 座長  長岡赤十字病院技師長  林  智 

『ユビキタス時代の日本赤十字放射線技師会』     

講師 日本赤十字放射線技師会会長 益井 謙 

14:20 ～ 15:50  パネルディスカッション      座長 小川赤十字病院 田中 達也・松本 洋栄 

『チーム医療の実践』 

パネリスト 『三次救急病院の観点から』    さいたま赤十字病院 塚田 将司 

『がん拠点病院の観点から』       深谷赤十字病院 富田 欣治 

『高齢者急性期病院の観点から』    小川赤十字病院 江守亜矢子 

15:50 ～ 16:00  Coffee Break 

16:00 ～ 17:00  特別講演              座長 小川赤十字病院技師長 小川   清 

『チーム医療について』 

                講師  医療ジャーナリスト  福原 麻希 

17:10 ～ 17:40  業務連絡会議 

19:00 ～     情報交換会 

 

【11月28日（日）】 

9:10 ～ 9:50   一般演題１                座長   小川赤十字病院 古川 富男 

『NICUのポータブル撮影における保育器が及ぼす影響と 適条件の検討』   

成田赤十字病院 川俣 剛樹 

        『フィルムレスに伴うモアレの検討』 

                  小川赤十字病院 清水ゆかり 



『全身照射MU算出におけるスプレッドシートの作成と確立』   

      長岡赤十字病院 西潟 貴幸 

        『放射線医療機器保守契約の検証の試み』  

               深谷赤十字病院 飯島 秀信 

9:50 ～ 10:00  休憩 

10:00 ～ 10:50  一般演題2                 座長   小川赤十字病院 小林 教浩 

        『当院心臓CTの画像評価と育成』   

                  深谷赤十字病院 齋藤 幸夫 

『乳癌術前CTの3Dプロトコル』 

                       小川赤十字病院 松本 洋栄 

『当院で経験した胸痛を主訴とした緊急CTについて』 

           小川赤十字病院 田中 達也 

『SPACE法を用いたT2WIパラメータの検討』   

             大田原赤十字病院 井戸沼佳明 

『MRIにおける顎関節キネマティック（動体）撮像の検討』   

      大田原赤十字病院 佐藤 統幸 

11:00 ～ 12:00 教育講演                   座長   小川赤十字病院 宇田 暢樹 

『医療被ばく相談の対応について』  

          講師 東松山市立市民病院 工藤 安幸 

12:00 ～    閉会式 

 

 
会場 森林公園ホテルヘリテイジリゾート 

 

 
大会長講演 

「日本赤十字における診療放射線技師」 

 

 
受付 

 

 
技師会長講演 

「ユビキタス時代の日本赤十字放射線技師会」 

 



 
研修会場 

 
特別講演｢チーム医療について｣ 

 
業務連絡会議 

 
教育講演｢医療被ばく相談への対応について｣ 

 

 

 

 

 
パネルディスカッション「チーム医療の実践」 

 
大先輩からのアドバイス 

 
情報交換会 

 
一般研究発表 

 



第一回中部ブロック研修会開催される 
名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科 日置竹志 

 

平成 22 年 8 月 28 日（土）福井赤十字病院にて第一回中部ブロック研修会として「高精細モニタワー

クショップ in 赤十字」が開催されました。中部ブロックでは過去 2 年、二度の連絡会議を経ての研修

会開催でありようやく開催に漕ぎ着けたとの印象であります。 

研修会の参加者は 9 施設 29 名。内容は今年 7 月に改正されたモニタ管理のガイドライン（JESRA 
X-0093）に対応した講演と臨床現場での現状報告、実機を使用したワークショップが開かれモニタ管理

の知識と実践が身につく実りあるものでした。 
 

 
 

研修会に引き続き三度目の連絡会議も開催されました。過去二度の会議は役付けクラスの代表が集ま

って話し合われてきましたが今回は研修会参加者全員で開催し技師長クラスから若手まで幅広い年齢

層の意見を聞きました。会議では過去の連絡会議で策定された規約の確認と今後の活動方針が話し合わ

れ規約にはブロック理事の任期を 2年とし研修会を年 1回開催することが明記されました。また次年度

の開催は理事を務める高山赤十字病院が担当することが決定され今後は研修会と同時に連絡会議を開

催し次年度開催担当を決定し継続的に研修会を開催していく方針であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 18 回近畿ブロック研修会報告 

神戸赤十字病院 放射線科部 浅妻 厚 

平成 22 年 2 月 27～28 日、第 18 回近畿ブロック研修会が神戸にて開催されました。心配された

雨も無事上がり、気持ちも晴れやかに、スタッフ一同開催に望みました。参加者計７７名となった

本会のメインテーマは、２次救急における放射線技師の役割です。当院放射線科森副部長の基調講

演に引き続き、当直中の検査で遭遇した症例というシチュエーションで、あなたなら(自施設なら)

何を疑って、次は何の検査を予想して準備するか？というグループディスカッションを行いました。

施設をかためず、ランダムに分けたため、それぞれのグループ内でいろいろな意見が出、他施設の

状況も垣間見ることができたので、非常に面白い企画となりました。また、会員研究発表は１０年

未満の会員限定で、１２演題の発表がありました。非常に活発な質疑応答（関西ならではの厳しい

突っ込み？）も見られ、発表者にとっては大変だったと思いますが、ぜひ今後の糧にしてもらいた

いと思います。 

来年は、舞鶴赤十字病院開催となります。 

第18回 日本赤十字放射線技師会 近畿ブロック研修会  

開催日：平成22年2月27日(土) 14:00 ～ 2月28日(日) 12:00  

会 場：日本赤十字社 兵庫県支部 7F 研修室  

神戸赤十字病院 3F 第二研修室  

� 1日目 

14:00～14:10 開会の挨拶       神戸赤十字病院 院長  守殿 貞夫 

神戸赤十字病院 放射線科部 技師長 福本 芳人  

14:10～15:10 基調講演：  座長：神戸赤十字病院 放射線科部 係長 新井 純一 

「画像診断による救急患者トリアージ」 

講師：神戸赤十字病院 放射線科副部長 森  岳樹 

15:30～17:00 テーマディスカッション：    座長：神戸赤十字病院 放射線科部係長新井 純一 

「2次救急における放射線技師の役割」 

神戸赤十字病院 放射線科部 中田 正明 

15:30～ 施設代表者会議(場所：神戸赤十字病院 3F 第二研修室)  

司会：神戸赤十字病院 放射線科部 技師長 福本 芳人  

18:30～20:30 連絡協議会＆イブニングセミナー  

「インドネシア 西スマトラ沖地震 活動報告」  

神戸赤十字病院 放射線科部 中田 正明  

� 2日目 

8:50～9:00 オリエンテーション  

9:00～9:50 学術研究発表①                 座長：神戸赤十字病院 放射線科部 岸本 義

幸 

① 骨シンチグラフィにおける99mTc-MDPと99mTc-HMDPの比較検討           京都第二 竹下 翔 

② 前立腺IMRT固定具を用いたセットアップに関する検討                    大津 小笠原 誠 

③ 1 Shot PhantomにおけるCNRの評価                                    京都第二 楠 理恵 

④ X線アナライザを用いた品質管理における基礎的検討                       神戸 西 早紀 

 

10:00～10:50 学術研究発表②           座長：神戸赤十字病院 放射線科部 岡田 亘 

① CT撮影時の被写体位置が画質に及ぼす影響(高コントラスト分解能及び画質ノイズの物理学的

評価)                                大阪 吉澤 雄介 

② Angio装置におけるCT-like(コーンビームCT)画像撮影(肝領域におけるLow Contrast Imaging)      

大阪 岡田 光正 

③ Parallel Imaging法における感度分布収集前後のコイル位置ズレによって生じる影響 

大津 澤 龍貴 



④ Aquilion CXの使用経験について                                       姫路 天川 善晃 

 

11:00～11:50 学術研究発表③          座長：神戸赤十字病院 放射線科部 辻本 梨香 

 

① 長浜市における乳がん住民検診の現状とその取り組み          長浜 木村 真恵 

② 当院MRI検査における説明用DVDの製作及び導入経験について       大阪 米田 卓哉 

③ 放射線技術課におけるインシデント事例の統計と分析         和歌山 渡邊 眞也 

④ 可般媒体による他院画像データのPACS取り込み運用について       神戸 小川 宗久 

 

11:50～ 閉会の挨拶                神戸赤十字病院 放射線科部 課長 浅妻 厚 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



九州ブロック活動報告 

第11回日本赤十字放射線技師会九州ブロック研修会 
日本赤十字社長崎原爆病院 放射線科部  

森 幹司  

開催日時：平成22年9月25日（土）～26日（日）  

開催場所：日本赤十字社九州ブロック研修センター『アソシエート』  

熊本県阿蘇郡单阿蘇村河陽4369-19  
毎年、9月末に行っている九州ブロック研修会を今年も世界一のカルデラで有名な熊本県の阿蘇にあ

る研修センター「アソシエート」で開催しました。  

当日は天気も良く、室内にいるのがもったいないぐらいの観光日和でしたが、九州の各病院より総勢38
名の参加がありました。  

初めに、当番病院の日赤長崎原爆病院の山口技師長とブロック理事の今津赤十字病院の三谷氏から開催

の挨拶がありました。  

初日の特別講演では「原爆放射線の人体影響（生涯持続性のメカニズムを考える）」と題して、日赤

長崎原爆病院院長の朝長先生より長崎に落とされた原爆による貴重な写真やデータを用いた講演を頂

きました。  

次に「肺がんCTについて」と題して、日赤長崎原爆諫早病院放射線科部長の吉田先生より肺がんCT
検診の状況と8年間の結果や取り組みについて講演がありました。  

2日目は会員からの研究発表として日赤長崎原爆諫早病院の松本技師、大分赤十字病院 の櫛野技師、日

赤長崎原爆病院の堀技師の3名から発表がありました。  

次に教育講演として「放射線治療装置の 新動向」と題して、エレクタ㈱の岩井先生より治療装置の歴

史から現在の状況や今後の流れについて講演を頂きました。  

日頃聞くことができない貴重な講演を頂き、会員からの質問も多く出されました。また、懇親会でも各

病院の方々と情報交換ができ有意義な研修会ができたと思います。  

受付の風景 研修会場  

   
 

開催プログラムは以下の通りです。  

第１日 ９月２５日（土）  

１３：００ 受付  

１３：２０ 挨拶      当番病院 日本赤十字社長崎原爆病院 山口 敏郎  

ブロック理事 今津赤十字病院 三谷 孝二  

特別講演  

１３：３０～１５：００  

原爆放射線の人体影響「生涯持続性のメカニズムを考える」  

日本赤十字社長崎原爆病院 院長 朝長 万佐男先生  

座 長 日本赤十字社長崎原爆諫早病院 小楠 弘幸  

１５：１０～１６：４０  

「諫早日赤病院における肺がんCTについて」  

日本赤十字社長崎原爆諫早病院 放射線科部長 吉田 伸太郎先生  

座長 日本赤十字社長崎原爆病院 山口 敏郎  



   
朝長 万佐男 先生                   吉田 伸太郎 先生  

１６：５０ ブロック代表者会議  

１８：３０ 懇親会  

第２日 ９月２６日（日）  
会員研究発表  

９：００～ ９：５０              座長 日本赤十字社長崎原爆病院 森 幹司  

１）「内臓脂肪面積と肝CT値についての検討」     日本赤十字社長崎原爆諫早病院 松本 祐二  

２）「SPECT/CT一体型による脳血流SPECT減弱補正の比較検討」   大分赤十字病院 櫛野 恭治  

３）「頭部MR画像を用いたコンピュータ支援放射線治療計画について」  

日本赤十字社長崎原爆病院 堀 大輔  

教育講演  

１０：００～１１：２０  

「放射線治療装置の 新動向」 

エレクタ株式会社 リサーチフィジックス部 岩井 良夫先生  

座長 日本赤十字社長崎原爆病院 宮本 憲一  

    
松本 祐二氏        櫛野 恭治氏      堀 大輔氏       岩井 良夫 先生   

１１：３０ 閉会挨拶  

次回当番病院     唐津赤十字病院    宮村 定  

 

【参加者】  

福岡赤十字病院    古賀 則夫 山口 英雄 工藤 真規子 永尾 卓也  

今津赤十字病院    三谷 孝二  

嘉麻赤十字病院       嶋田 三賀佐  

唐津赤十字病院       宮村 定 平田 一英 服部 重雄 江口 教久 千綿 直也  

日本赤十字社熊本健康管理センター 長野 勝廣 冨田 亜季  

熊本赤十字病院       村上 直治 後藤 啓二 濱田 勝徳 大木 一嘉 岩崎 雄太 竹野 俊一  

岡本 好史 黒木 陽平  

大分赤十字病院       戸口 豊宏 櫛野 恭治 粕谷 健二 凍田 淳平  

鹿児島赤十字病院     米山 信司 青木 佑恭  

日本赤十字社長崎原爆病院 山口 敏郎 宮本 憲一 近藤 文宏 森 幹司 前田 夕介 松尾 俊哉 

 豊幡 亜紀子 堀 大輔  

日本赤十字社長崎原爆諫早病院 小楠 弘幸 松本 祐二 壁村 早苗  

今回の研修会の開催にあたり各病院の方々から助言や協力をいただき、無事に開催し終了することが

できたことを大変感謝しています。この研修会のおかげで各病院の横の繋がりや技師個人の繋がりがで

きていることを痛感しました。今後ともご指導をよろしくお願いします。  

スタッフ一同 



*************************************************************************************** 

特集（総括）                     日本赤十字放射線技師会会誌 電子２号 

*************************************************************************************** 

 

『モニタの開発と販売戦略』と『検像システムの開発と販売戦略』 
広報部 清水文孝 

 医療界では画像の電子化が進み、フィルムレスが当たり前のようになって来ております。フィル

ムレス環境を構築するにあたり、モニタの選択は重要な位置を占めていると言っても過言ではない

でしょう。また、フィルムスクリーン系と違い、その保守管理はこれまでの知識と異なるものが必

要となってきております。また、検像システムは、フィルムレス環境を構築する中で、よりスムー

ズな運用を行いたいと思うのが常です。 

今回の特集は、心臓部を占めるモニタに関しての『開発と販売戦略』、また、運用において無く

てはならない検像システムの『開発と販売戦略』と題して、各メーカーに寄稿をお願いいたしまし

た。 

そして、本来であれば御依頼申し上げた全てのメーカーにご寄稿をいただきたかったのですが、

その中でも、モニタ関連３社、検像システム関連２社の担当者の方にご寄稿をいただけました。ご

寄稿いただけたことは、当会としてもありがたいことであり、貴重な時間を裂いて御執筆をいただ

けましたことに、紙面を借りて深謝申し上げます。 

各機器は、日進月歩以上の進化を遂げております。その様な中、貴重な情報提供をしていただけ

たことは、フィルムレス環境を構築する施設や再構築する施設において、会員の重要な資料になる

ものと信じております。時事に応じ、参照していただければ幸いです。 

尚、掲載順は、モニタ、検像システムとし、投稿順並びに原文のままの掲載とさせていただきま

した。 

 

 

『モニタ開発と販売戦略』     
                 株式会社  ナナオ 映像商品開発部 橋 本 憲 幸 

『モニタ開発と販売戦略』 
NEC ディスプレイソリューションズ株式会社       

モニター事業企画本部 商品企画グループ 石 塚 圭 一 

 

『モニタ開発と販売戦略』医療用ディスプレイモニタ Dome の御紹介 
株式会社エルクコーポレーション 営業統括本部    

医療情報システム推進部市場開発担当 赤 木 信 裕 

 

『検像システム ISIS（イシス）』 

                                株式会社ミットメディコ 

   『検像システムの開発と展望』 

                 コニカミノルタヘルスケア株式会社 

ITソリューション営業部 販売グループ 高 橋 成 



 

モニタ開発と販売戦略 
 

(株)ナナオ 品質保証部 橋本憲幸 

 

 

1．はじめに 

医用画像表示用の高精細/高輝度モノクロ

LCD （Liquid Crystal Display）モニタが製品

化されて約 10 年が経過した。そして、医療施設

では画像診断機器のデジタル化、画像データ利

用の拡大、画像管理システムの進化、診療報酬

の改定などにより、画像診断はフィルムからモ

ニタへと大きく変化している。その中で、医用

画像表示用モニタは 適な表示と効率的な管理

を目指して、性能、機能の向上を図りながらさ

まざまな製品が開発されてきた。 

当社は、読影用、電子カルテ用、汎用など院

内の様々な用途や目的に適した製品を開発して

きた。本稿では 新のモニタの性能、機能や技

術動向について報告する。 

2．RadiForce RX430 

RadiForce RX430（図 1）は、対角 29.8 イン

チ（75.6cm）の大画面に高解像度 4MP（メガピ

クセル、2560×1600＝409.6 万画素）の情報表

示を可能としたカラーモニタである。読影用途

では 2面のモニタを並べ画像を表示することが

多くなっているが、本製品は 2MP（1200×1600

＝192 万画素）モニタ（RadiForce RX220）の 2

台分の表示情報量を一つの画面に集約している。

画像表示面積は 641.2×400.8mm、画素ピッチは

0.2505mm（RX220 の画素ピッチは 0.27mm）であ

る。ベゼル面を含めた表示面の外枠寸法も小型

になり、横幅は 720mm（RX220 を 2 台並べると

752mm）、高さは 498mm（RX220 は 500mm）となる。 

2 台構成と比較すると、モニタ間の色調や輝

度差の違いの確認が不要となり設定、評価試験、

キャリブレーション回数が半分になるなど確認

や調整する手間が省け画質の維持管理が容易に

なる。さらに、モニタ間の額縁が存在しないた

め視認性が高まり作業効率の向上、奇数分割表

示、視線移動の 小化によるストレス軽減が期

待できる。主な性能・機能の特長は、下記とな

る。 

・輝度・コントラスト比 

カラー表示対応でかつモノクロモニタに近い

高輝度と高コントラストを兼ね備えたことによ

り、3D や Fusion、内視鏡、超音波などのカラ

ー画像と共に、CR や DR など高輝度を必要とす

るモノクロ画像も、同一モニタ上で適正に表示

可能となった。表 1は、当社 2MP のカラーモニ

タ（RadiForce RX220）およびモノクロモニタ

（RadiForce GS220）との比較である。 

 
図 1  RadiForce RX430 

図 2 2MPモニタと 4MPモニタの比較



 

図 3  CAL Switch 機能 

表 1 輝度・コントラスト比の比較 

 RX430 RX220 GS220 

最大輝度 1000 900 1000 

コントラスト比 1100：1 1000：1 850：1

推奨最大輝度 400 400 500 

（輝度の単位は、cd/m2） 

 

当初のカラーモニタは、カラーフィルタの存

在によってモノクロ同等の輝度設定は難しかっ

た。 近では、画素の開口率の向上や構成材料

の精度向上などでモノクロと同様の輝度、コン

トラスト比が実現し、一般撮影画像も遜色なく

表示できるようになっている。 

・CAL Switch 機能 

CAL Switch 機能は、院内に混在する画像を用

途別にモニタを準備することなく、1 台のモニ

タ上で各画像に 適な輝度、階調による表示を

可能とした。図 3の様に CR や CT、DSA など表示

する画像に適した輝度や階調に調整した 7種類

のモードを設定し前面のスイッチで簡単に選択

できる機能を搭載した。その内 5種類のモード

はそれぞれにキャリブレーション可能としてい

る。さらに、付属のソフトウエアにて表示ビュ

ーアソフト毎に自動で表示モード切り替えが可

能となる（Auto CAL Switch 機能）。 

モニタの階調特性は様々であるが、DICOM 

（ Digital Imaging and COmmunication in 

Medicine）ではモノクロ医用画像は GSDF

（Grayscale Standard Display Function：グレ

ースケール標準表示関数）で表示すると規定し

て お り 、 IHE (Integrating Healthcare 

Enterprise)のプロファイル CPI (Consistent 

Presentation of Images)でも採用されている。

PACS（Picture Archiving and Communication 

System）で使用されるモニタでは GSDF が一般的

に使用されている。汎用モニタの場合は、従来

のCRTモニタを踏襲してγ=2.2を目標として設

定されている。モダリティのコンソール上のモ

ニタには汎用モニタが使われることが多いが、

γ=2.2 と GSDF では見え方に違い（図 4）がある

ので、モダリティと PACS 間での表示の整合性に

問題が発生する。また、内視鏡やカメラの出力

は、γ=2.2 のモニタで整合が取れるようにγ

=1/2.2 の特性となっている。よって、カラー画

像とモノクロ画像の混在表示が必要な用途でも

注意が必要となる。 

・Hybrid Gamma 機能 

Hybrid Gamma 機能は、同一画面内のモノクロと

カラー画像の表示エリアを自動判別し、それぞ

れ 適な輝度と階調で表示する（図 5）。PACS

用アプリケーション内でモノクロ、カラー画像

の混在が加速する中、違和感の無い画像表示を

実現し業務の効率化が期待できる。ただし、現

図 4 γ=2.2 と GSDF 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 100 200

P（入力値）

L
（

c
d
/
m
2
)

γ=2.2

GSDF

GSDF

γ=2.2



 

図 5  Hybrid Gamma 機能 

図 7 輝度均一性(a)補正前，(b)補正後 

（入力 255/255，128/255，32/255） 
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状では表示する画像配列によっては判別の不整

合が生じる場合があり、検出タイプの選択を行

い使用するアプリケーションとの検証が必要で

ある。この時、モノクロ画像表示エリアのハイ

ライト表示設定にて領域の判別が可能となる。 

カラー画像の表示において、階調特性の違い

は色の違いとなって表れる。色は RGB の各レベ

ルの配分によって決定されるが、階調が異なれ

ばその配分比率は変化するため、表示される色

は異なって見える（図 6）。また、モニタが変わ

れば RGB の色座標値や白色温度値も異なるため、

同じ階調設定でも色の違いが表れる。 

放射線画像は元々がモノクロなので、3D ボリ

ュームレンダリングや Fusion 画像などのカラ

ーのアプリケーションでは擬似的に着色を行う

が、内視鏡や病理画像は実体色に近い表示が求

められる。しかし、現時点ではカラー画像の表

示に関しての標準規格は無く、医師の判断で色

の調整が行われている。 

DICOM ではすでに CSPS（ Color Softcopy 

Presentation State）を制定し色情報交換方法

を示している。ただし、実装にあたり対応機器

の範囲や精度に関して議論していかなければな

らない。現在、AAPM（American Association of 

Physicists in Medicine）では、医用カラー画

像表示の要件と評価方法の策定作業が開始され、

2011 年末には案が公開される予定である。 

Digital Uniformity Equalizer（DUE）機能 

DUE 機能は、不均一なパネルの輝度分布を回

路技術によって均一にする機能であり、ほぼ全

ての階調において輝度均一性を向上させている。 

図 7は、入力レベル 255、128、32/255 の輝度

均一性の補正前と補正後を示している。輝度差

を強調しているので実際にこの様に見えるわけ

ではないが、良好な結果が得られている。モニ

タ個々のばらつきがあるので、調整は 1台ごと

に行う必要がある。この機能により、医用画像

の微妙な濃度勾配再現への寄与が期待できる。

また、輝度均一性は経時変化によって劣化を伴

うことから、補正によって長期間均一性の良い

画像が得られることとなる。 

 

 

 
図 6 色の比較（γ=2.2 と GSDF） 
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図 8 IFS 

ベゼルとパネル間に 

Integrated Front Sensor

内蔵 

・内蔵センサ 

IFS（Integrated Front Sensor）は、モニタ

前面に内蔵されたセンサである。取り付け取り

外しの時間と手間をかけず、さらに品質管理の

タスク実行中は表示画面を妨げることなく、キ

ャリブレーションを実施する（図 8）。さらに付

属のモニタ品質管理ソフトウエア簡易版

RadiCS LE の RadiCS Self QC 機能で、接続ワー

クステーションの電源オフ時でもタスク実行可

能となっている。 

・10bit カラー表示 

DisplayPort 接続時は、RGB 各色 10bit 入力に

対応しているため、 大約 10 億色の表示が可能

となる。従来の 8bit カラー表示と比較して、3D

ボリュームレンダリングや Fusion 画像などに

おけるカラーグラデーションの再現性が向上す

る。ただし、10bit カラー表示に対応したグラ

フィックスボードとアプリケーションが必要と

なる。 

医用画像データの階調数は 10bit～14bit で

あるが、モニタの表示階調数は 8bit が標準であ

る。8bit にてグレースケールを大きく表示する

とレベル変化の境界線が見えるが、10bit では

判別が難しくなる。現状の放射線画像はノイズ

成分が大きいため、8bit とそれ以上の階調表示

において有意な差は出ていない。モニタ表示シ

ステムにどの程度までの表示階調数が必要かは

今後の課題である。 

 

・Backlight Saver 機能 

スクリーンセーバあるいはアプリケーション

と連動してモニタの節電状態に移行する機能で

ある。モニタ未使用時には、モニタの電源オフ

または節電状態になっていることが望ましい。

モニタの劣化の進行速度を抑え更新時期を延ば

すだけでなく、モニタやエアコンの消費電力の

抑制にも繋がるため、運用コスト削減に貢献す

る。離着席のたびにスイッチをオン/オフするの

は面倒であり、未操作時間の設定にて自動で節

電状態となるパワーセーブモードの利用が考え

られる。そして、この機能が使用できない場合

に Backlight Saver 機能が有効となる。

RadiForce RX430 の消費電力は 200W であるが、

節電状態では 1W 以下となる。節電状態で電力の

少ないモニタも選定時の条件として重要である。 

「スクリーンセーバ連動 Backlight Saver 機

能」は、スクリーンセーバが起動するとモニタ

が節電状態になりスクリーンセーバから復帰す

ると動作状態になる機能である。これらの機能

は PC に接続されているモニタがすべて同時に

動作するが、「アプリケーション連動 Backlight 

Saver 機能」（図 9）を活用すると特定のモニタ

が制御可能となる。画像ビューワアプリケーシ

ョンと連動するように設定した場合、画像ビュ

ーワを使用していない時は節電状態となる。特

にナースセンターや ICU（集中治療室）など電

子カルテは常時使用しているが、画像参照の頻

図 9 アプリケーション連動 

Backlight Saver 機能 
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図10 電源管理前後のモニタ使用時間比較例

（石巻赤十字病院）

度が少ない場合に画像表示用モニタのみオフす

ることができる。 

図 10 は、石巻赤十字病院における電源管理導

入前後のモニタの使用時間比較例であり、導入

後に大幅に時間短縮を達成している。そして、

使用時間を把握することによって、モニタの配

置換えを行い部署ごとのばらつきを抑えること

も可能となる。 

 

 

 

パワーセーブモードや Backlight Saver 機能

を使用した時の注意事項としては、機能を知ら

ない人が見ると画像が表示されていないので

PC の電源がオフになっていると勘違いし、オン

になっている PC を逆にオフさせてしまい、シス

テムに悪影響を与える可能性がある。よって、

この機能を十分に周知させる必要がある。 

・人感センサ 

モニタ内蔵の人感センサがユーザの離着席を

検知し、自動的にモニタの節電状態と復帰を実

行する（図 11）。PC やソフトウエアの設定や操

作を行うことなく、モニタ単独で自動的に節電

が行える。ただし、人の動きが頻繁な場所では、

判定が難しくなるため、前述の機能を使用する

ことが望ましい。 

・モデルバリエーション 

読影室や手術室など使用する環境に合わせて

選べるよう、AR（ Anti Reflection）仕様

（RX430-AR）、AG（Anti Glare）仕様（RX430）、

そして AG 仕様でかつフリーマウント・保護パネ

ル付き仕様（RX430-FC）の 3モデル（図 12）を

用意した。 

AG 処理は、図 13（左）の様に表面に微細な凹

凸を形成して外光を散乱させ、パネル面への外

光の映り込みを防ぐ目的で行われている。一方

でモニタから発せられた光の散乱も示している。

つまり表示される画像も散乱されるので画像辺

縁部がぼけてしまう。よって、AG 処理の無い方

が鮮鋭度は高くなり、反射光が拡散しないので

全体が黒く見えコントラストが向上する。しか

し、一方で入射した角度に対する反射光は増大

するため周囲の細かいものまで映り込む欠点が

ある。AR 処理は、この反射光を低減するために

行われ、鮮鋭度とコントラストを維持しながら

図 12 モデルバリエーション 

図 11 人感センサによるオン/オフ 図 13 AG 処理（左）と AR 処理（右） 
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反射光を押さえる効果がある。 

3．RadiForce GX530 

RadiForce GX530（図 14）は、対角 21.3 イン

チ（54cm）の高解像度 5MP（2048×2560＝524.3

万画素）の情報表示を可能としたモノクロモニ

タである。画像表示面積は 337.9×422.4mm、画

素ピッチは 0.165mm（RadiForce GS521 同等）で

ある。前述の RadiForce RX430 とほぼ同等の機

能を搭載している。 

・ CAL Switch 機能 

・ DUE 機能 

・ 10bit モノクロ表示 

・ Backlight Saver 機能 

・ 人感センサ 

この他の性能・機能の特長は、下記となる。 

・輝度・コントラスト比 

従来機種である RadiForce GS521 に対し、新

IPS パネルを採用し、輝度、コントラスト比を

高めた。高輝度化によって、パネルおよびバッ

クライトの保証期間は、現行の 5年間かつ製品

使用時間 30,000 時間から 40,000 時間以内へと

延長可能となった。高コントラスト比は、 小

輝度を引き下げることができるため、マンモグ

ラフィの高濃度領域の表示品質向上が期待でき

る。 

 

 

表 2 輝度・コントラスト比の比較 

 GX530 GS521 

最大輝度 1200 700 

コントラスト比 1200：1 850：1 

推奨最大輝度 500 500 

（輝度の単位は、cd/m2） 

・SPD（Sub-Pixel Drive）機能 

3 個のサブピクセルを独立して制御する SPD

機能により超高解像度 7680×2048 ドットの表

示が可能である。15MsP（メガサブピクセル）、

1,500 万画素の表示によって、元画像をよりき

め細かく再現し、輪郭を鮮明に表示する（図 15）。

ただし、15MsP 表示に対応したアプリケーショ

ンが必要となる。 

・内蔵センサ 

RadiForce RX430 と機能的には同じであるが、

IFS の位置が図 16 となる。 

・モデルバリエーション 

AR 仕様（GX530-AR）、と AG 仕様（GX530）の 2

モデルとそれぞれ 2台間の表示の色味を合わせ

たペアリング仕様を用意している。 

図 14  RadiForce GX530 

図 15  SPD ON/OFF 比較 

図 16  IFS 

ベゼルとパネル間に 

Integrated Front Sensor

内蔵 



 

4．品質管理ツール RadiCS  

医用画像表示用モニタでは、診断精度を保証

するため画像表示の一貫性を確保しなければな

らない。そのためには、複数のモニタの表示特

性を標準化し、その輝度や階調特性などを長期

間維持する必要がある。しかし、膨大な台数の

試験をこなすためには、多くの人と時間を要す

る。 

当社ではキャリブレーション、受入/不変性試

験、履歴、レポート出力等がより簡単にできる

品質管理ツールを開発し、試験にかかる工数削

減を実現している。図 17 は当社が開発したモニ

タ品質管理ソフトウエア RadiCS の初期画面で

ある。RadiCS は 2003 年に開発され、機能の改

善、追加を加えながら現在 Ver.3.5.4 に至って

いる。その特長を以下に解説する。 

キャリブレーション･･･各種センサを使用して、

小・ 大輝度、色温度の目標値などの設定と

ともに、GSDF のほか様々な階調設定が可能であ

る（図 18 左上）。 

受入･不変性試験･･･JESRA X-0093、デジタルマ

ンモグラフィ品質管理マニュアルのほかに

AAPM、DIN、IEC など各ガイドラインで定めてい

る受入試験、不変性試験に準拠したパターン（図

18 右上）、輝度、階調、ユニフォミティ（図 18

左下）のチェックを表示モード別に実施できる。

実行のタイミングは、スケジュールにて、各項

目を PC 電源オン直後/オフ直前、特定アプリケ

ーション起動直後など細かく設定できる。

LS-100 などの市販の輝度計や手動測定にも対

応する。また、市販のモニタも実行可能（ライ

センス要）となっている。 

履歴管理・レポート作成･･･キャリブレーショ

ンや受入・不変性試験などの結果を履歴として

保管する（図 18 右下）。この履歴をもとに、ガ

イドラインに準じたレポートの作成、プリント

アウトを行う。 

資産管理･･･モニタ、PC、グラフィックスボー

ドなどの資産管理番号や設置場所などの情報を

登録し、モニタの使用時間と共に管理を行う。 

自己診断・自己補正機能･･･モニタ内蔵センサ

による輝度の自己診断および簡易的なキャリブ

レーションを実行する。自己診断時には Status 

Analyzer 機能にて警告表示も可能である。 

ネットワーク品質管理ソフトウエア RadiNET 

Pro、 RadiNET Pro Lite との連携･･･病院内に

モニタ管理用サーバを設置し、ネットワークを

介して、RadiCS をインストールしたクライアン

ト PC のモニタを一元管理する（図 19）。病院内

の各所に設置された膨大なモニタの一元管理を

実現し。管理者および保守サービス担当者の作

図 17 モニタ品質管理ソフトウエア RadiCS 

図 18 RadiCS 各種画面 キャリブレーショ

ン（左上）、パターン表示（右上）、ユミフォ

ミティチェック（左下）、履歴（右下）



 

業とコストの大幅な軽減可能とする。 

5．今後の技術 

LCD モニタの特性における主な課題は、コン

トラスト比の向上、色再現性の向上、応答速度

の向上、長寿命化などがある。また、使用や管

理をする上では、より使い易く効率的な運用が

可能な機能が求められている。これまでの説明

以外にも様々な取組みがなされており、今後の

全体的な技術について報告する。 

・参照用モニタ、大型モニタ 

参照用途では、院内で大量のモニタが使用さ

れることから、コストを抑えるために、生産量

が圧倒的に多い汎用モニタと同一パネルを採用

する場合が多い。そのため、アスペクト比が

16:10 や 16:9 の製品が増えてきている。手術や

カンファレンス用途では、大型のモニタが使用

され、ハイビジョン仕様の解像度 1920×1080

が多い。 近ではより精細に多くの画面を表示

するために解像度 8MP（3840×2160）のモニタ

が製品化されている。図 20 は 56.2 インチ 8MP

カラーモニタ RadiForce LS560W である。アンギ

オ装置のように多数のモニタを使用する環境で

採用されつつある。モニタ間の色味など表示の

違いがなくなると共に、各モニタの額縁が存在

しないことや状況に応じて表示画像サイズを変

えるなどによる視認性が高まり、作業効率の向

上が期待できる。 

･バックライト 

バックライトは、すでに TV や汎用モニタで先

行しているが、CCFL（Cold Cathode Fluorescent 

Lamp）から LED（Light Emitting Diode）に変

わり、長寿命、色域の拡大、コントラスト･動画

特性の向上、有害物質の削減が期待される。特

にカラーモニタはモノクロモニタと比較して寿

命が短く、今後カラーモニタから順次採用され

ていく。ただし、輝度劣化が無くなるわけでは

なく、現時点ではモノクロモニタの寿命には達

していない。 

・DP（DisplayPort） 

すでに搭載されている機種もあるが、DP

（Display Port）は DVI （ Digital Visual 

Interface）の後継となる新しいビデオインター

フェースである。DVI と比べて、小型化、コス

ト低減、高速化を実現し、高解像度への対応が

考慮されている。将来的には、1つの DP 出力で

複数のモニタを数珠つなぎにし、今までよりも

簡単にマルチモニタ環境を構築することができ

る（図 21）。また、条件付きとはなるが 15ｍと

いう信号の長距離伝送が行える。 

 

 

 

 

図 20 RadiForce LS560W 

図 21 DP によるマルチモニタ接続 

図 19  RadiNET Pro リモート実行 



 

・立体視モニタ 

すでに映画や TV などで先行している立体表

示に関しても、今後普及が期待される。医療分

野では、一般撮影や乳房撮影のほかに、手術前

の検討、眼底画像、内視鏡手術、教育用などの

応用が考えられる。図 22（左）は、23.0 型のフ

ル HD（1920×1080）表示が可能な裸眼 3D カラ

ーLCD モニタ DuraVision FDF2301-3D である。

また、図 22（右）は ITEM2010 に出展した偏光

めがねを使用するハーフミラー方式のモニタで

ある。いずれも高解像度表示を実現できる方式

である。 

・新表示デバイス 

現在主流の表示デバイスは LCD であるが、今

後 OLED （Organic Light-Emitting Diode）が

次世代の表示デバイスとして期待される。電極

で挟んだ有機物質に電流を流し、発光させると

いう単純な現象を利用したシンプルな構造とな

る。有機体自体が発光するため、バックライト

による発光を利用する LCD とは異なる。LCD と

比較して、高コントラスト比、広視野角、高速

応答、低消費電力となる。バックライトが不要

になるので軽量、薄型化にも適している。OLED

は、すでに携帯機器や小型機器に使用されてお

り、大型化、高解像度化、高輝度化、長寿命化

などの改善が期待される。 

 

 

 

6．おわりに 

新の医用画像表示用 LCD モニタの技術につ

いて説明したが、この他にも様々な取組みがな

されている。今回紹介した新製品のモニタの性

能、機能は、すでに搭載されているもの、新た

に搭載したものとあるが、今後とも改善や他機

種への展開を図る予定である。 

有効な特性や機能の判断は、 終的には観察

者の視覚的評価や使用経験が必要であり、機器

を評価、使用した後の意見や要望が更なる性能

の向上や機能改善に繋がるものと信ずる。より

良い製品開発に向け、多くの声をメーカに寄せ

て頂きたい。 

 

製品情報 

http://www.radiforce.com/jp/index.html 

 

 

 

図 22 立体視モニタ 

     DuraVision FDF2301-3D (左)  

ハーフミラー方式のモニタ（右） 



『モニター開発と販売戦略』 

 

NEC ディスプレイソリューションズ株式会社 

モニター事業企画本部 商品企画グループ 

石塚 圭一 

はじめに 

 

 医用画像のデジタル化に伴い医用画像は、画

像診断や画像参照で扱われるだけではなく、電

子カルテやカンファレンスなどその範囲は広

がっている。 

 当社では、医療機関にて使用する医用画像表

示用機器をトータルソリューションとして画

像診断用モニター、画像参照・電子カルテ用モ

ニター、カンファレンス用大型モニターとプロ

ジェクターをラインナップとしている。このた

め医療機関から求められる様々な医用画像表

示用機器をトータルソリューションとして提

案することが可能である。（図1） 

 本稿では当社の医用画像表示用モニターの

ラインナップとこれら医用画像表示用モニタ

ーの品質管理を実施するためのQAソフトウェ

アを紹介する。

 

 

 

図1 医用画像表示用機器のトータルソリューション 

 

 

 

Ⅰ 画像診断用モニター 

 

 画像診断用モニターには、画像診断において

必要とされる高輝度、高コントラスト比を実現

したMultiSyncⓇ MDシリーズがある。 

MultiSyncⓇ MDシリーズにはカラーモニター



として2MPのMD212MC、3MPのMD213MCの2モデル、

モノクロモニターとして3MPのMD213MG、5MPの

MD205MG-1の2モデルの計4モデルをラインナッ

プしている。表1は主なスペックである。 

 MultiSyncⓇ MDシリーズの主な機能の特徴を

以下に説明する。 

1. 高輝度 

 推奨キャリブレーション輝度400cd/m2をモ

ノクロモニターだけでなくカラーモニターで

も実現。余裕のあるキャリブレーション特性に

より長期に渡る安定が可能である。 

2. 多階調ガンマ補正 

 多階調＊1のルックアップテーブルのガンマ調

整機能により、豊富なパレットから理想的な階

調特性が選択できることで、さらに滑らかでき

めの細かい階調表現を実現し、10ビットの画像

も欠損させることなく表示させることが可能

である。 

3. ムラ補正 

 独自開発の「専用画像処理IC｣搭載により、

画像の輝度ムラ、色ムラ、ガンマを5段階で補

正することが可能である。液晶パネルは1枚毎

に微妙に異なる表示特性を示すため、この表示

特性に応じた 適な補正値を、計測データとと

もにモニター1台毎に設定することで、均一性

の高い表示性能を得ることが可能である。 

4. フロントセンサー搭載 

 モニタ－本体に内蔵したフロントセンサー

により液晶パネルの表面から表示状態を監視、

適切なフィードバックを行うことにより、常に

安定した表示の実現が可能である*2。 

また、ネットワーク経由でのリモートキャリ

ブレーションおよびDICOM Part14の適合試験を

実施することも可能である *3。 

5. セルフキャリブレーション機能 

 モニター本体に高精度なキャリブレーショ

ンプログラムを内蔵。指定の外部USBセンサー

をモニタ本体に直接接続するだけで、コンピュ

ータに接続しなくてもガンマ特性、輝度に対し

て高精度なキャリブレーションを容易に実施

可能である*2。 

6. JESRA-X0093の出荷試験成績書に対応 

 日本画像医療システム工業会（JIRA）が制定

したガイドラインであるJESRA-X0093「医用画

像表示用モニタの品質管理に関するガイドラ

イン」の受入試験において代用が認められてい

る出荷試験成績書を同梱している。 

 

*1：各モデルの階調数 

MD212MC：12ビット、MD213MC：12ビット、 

MD213MG：13.5ビット、MD205MG-1：11.5ビッ

ト 

*2：MD205MG-1対象外 

*3：別途ネットワークライセンスの購入が必要 

 

表1 画像診断用モニターMultiSyncⓇ MDシリーズのスペック 

 

 



 

図2 画像診断用モニターMultiSyncⓇ MDシリーズ（MD213MG、MD205MG-1）の外観 

 

Ⅱ 画像参照用・電子カルテ用モニター 

 

画像参照用・電子カルテ用モニターには、画

像診断用モニターにて紹介したMultiSyncⓇ MD

シリーズの標準輝度モデルと、医用画像の表示

で必要とされる標準的な階調特性であるDICOM 

ps3.14に対応し、その階調特性にキャリブレー

ションが可能であり、導入コストの低減に対応

したMultiSyncⓇ HRシリーズがある。 

MultiSyncⓇ MDシリーズの標準輝度モデルに

は4MPのMD304MCがある。MultiSyncⓇ HRシリーズ

には1MPのLCD1990SX-Mの1モデル、2MPの

LCD2090UXi-M、LCD2190UXp-Mの2モデル、ワイ

ドモニターで2.3MPのLCD-PA241W-Mの１モデル

の計4モデルをラインナップしている。表2は主

なスペックである。 

4MPのMD304MCの特徴は、画像診断用モニター

であるMultiSyncⓇ MDシリーズにて説明してい

るので、ここではMultiSyncⓇ HRシリーズにおい

て新商品であるLCD-PA241W-M主な機能の特徴

を以下に説明する。 

1. 10ビットIPS方式24.1型ワイド液晶採用 

 24.1型のワイドな画面に1920 x 1200ドット

の広い表示領域を確保。RGB各色10ビットのカ

ラーIPSパネルの採用で、DisplayPort端子から

の10ビットカラー入力* にも対応する高い階

調再現性を有する。またIPS方式のため、斜め

方向からでも色の変化を抑えた優れた表示性

能を発揮する。 

2. 3次元ルックアップテーブル機能と多階調ガ

ンマ補正機能*5を搭載 

 新開発の画像処理専用ICによる3次元ルック

アップテーブルと独自の色変換アルゴリズム

を搭載したことで、従来より色再現の精度を大

幅に向上している。また、14bitガンマ補正機

能も搭載したことで、階調表現の正確さと滑ら

かさを向上している。 

3. 長期輝度保証の実現 

 輝度維持時間の長期化には、バックライト自

体の特性のみならず、いかに良い条件で駆動す

ることができるかが重要である。LCD-PA241W-M

では、モニタ筐体の熱設計などの工夫により、

推奨キャリブレーション輝度（170cd/㎡）の設

定にて15,000時間の輝度保証を実現した。これ

により長期にわたり安定した性能を提供する

ことが可能である。 

 また、LCD-PA241W-Mでは駆動回路の 適化に

より電源投入やパワーマネージメント復帰後

の表示特性の安定時間を大幅に短縮した。こま

めに電源オフ、パワーマネージメントを行うこ

とにより、さらにバックライトの消耗を抑える

運用も可能である。 



4. DICOMモード対応*6 

医用画像の表示で必要とされるDICOM ps3.14

の階調特性に合うよう、工場で個別調整を行い

本体にプリセットしている。 

5. 利便性を拡張させる2画面表示機能とピク

チャーモード機能 

 ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイ

ピクチャーの2画面表示機能を搭載。縦置き表

示の利用時にはアスペクト比 (縦横比) を維

持したまま、画面を上下2段に表示することも

でき、高い利便性を提供する。  

また、2画面を表示した状態で異なる二つの

「ピクチャーモード」をそれぞれの画面に設定

することが可能である。例えば電子カルテの情

報画面と医用画像で2画面表示を行い、ピクチ

ャーモードをそれぞれの表示に適した"sRGB"

と"DICOM"に設定することで、従来2台のディス

プレイで行っていた表示を1台のLCD-PA241W-M

で行うことができる。導入コストと設置スペー

スの削減に効果的な、当社独自の機能である 

(図4)。 

6. JESRA-X0093の出荷試験成績書に対応 

 日本画像医療システム工業会（JIRA）が制定

したガイドラインであるJESRA-X0093「医用画

像表示用モニタの品質管理に関するガイドラ

イン」の受入試験において代用が認められてい

る出荷試験成績書を同梱している。 

 

*4： 10ビット表示にはビデオボードとアプリ

ケーションの対応 

が必要 

*5： LCD-PA241W-M以外のMultiSyncⓇ HRシリー

ズは12bit 

ガンマ補正機能を搭載 

*6： LCD-PA241W-M以外のMultiSyncⓇ HRシリー

ズは簡易 

DICOMモード 

 

表2 画像参照用・電子カルテ用モニターMultiSyncⓇ MD304MCとHRシリーズのスペック 

 

 

図3 画像参照用・電子カルテ用モニターMultiSyncⓇ MD304MCとHRシリーズ（LCD2190Uxp-M）の外観

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

従来                    LCD-PA241W-M の表示例 

 (ピクチャーバイピクチャー時) 

図 4 画面表示機能の利用例 

 

 

Ⅲ カンファレンス用大型モニター 

 

 カンファレンス用大型モニターには、医用画

像を大勢で見ることから必要とされる大画面、

高精細、DICOM ps3.14の階調特性を実現した

Public DisplayのMultiSyncⓇPシリーズ、

MultiSyncⓇMシリーズがある。 

 MultiSyncⓇPシリーズには70インチ、52イ

ンチ、46インチ、40インチの計4モデルがあり、

MultiSyncⓇMシリーズには、46インチ、40イン

チの計2モデルがある。表3は主なスペックであ

る。 

 MultiSyncⓇ PシリーズとMultiSyncⓇMシリー

ズの主な機能の特徴を以下に説明する。 

1. 大画面FullHD対応 

40インチから70インチまでの大画面で

FullHD 

（1920 x 1080）の解像度に対応しているため、

医用画像を大勢で参照することも可能である。 

2. DICOMモード対応*7 

医用画像の表示で必要とされるDICOM ps3.14

の階調特性に合うよう、工場で個別調整を行い

本体にプリセットしている。 

3. ハードウェアキャリブレーション対応 

 モニター本体をキャリブレーションするハ

ードウェアキャリブレーションに対応してい

るため、階調飛びのない精度の高い階調特性の

表示が可能である。 

 

*7： MultiSyncⓇ Pシリーズ、MultiSyncⓇ Mシ

リーズは簡易 

DICOMモード 

 

 

DICOMモード表示

170 cd/m2 

sRGB モード表示

80 cd/m2 

現在一般的な、縦横比 5 : 4 (SXGA) のアプリケーション

画面 2 つ分を 縦横比そのままに 隙間なく同時表示可



 

表3 カンファレンス用大型モニターMultiSyncⓇPシリーズとMultiSyncⓇMシリーズのスペック 

 

 
図5 カンファレンス用大型モニターMultiSyncⓇPシリーズ（LCD-P401）とMultiSyncⓇMシリーズ

（LCD-M461）の外観

 

 

Ⅳ 品質管理用QAソフトウェア 

 

 品質管理用 QA ソフトウェアには、様々な用

途で使用される医用画像表示用モニターに対

応し、その医用画像表示用モニターの表示品質

を維持・管理し、また膨大な管理工数を削減す

るツールであることが求められる。 これら要

求に対応した QA ソフトウェア 

として無償の GammaCompMD QA がある。 

GammaCompMD QA では、当社の医用表示用モニタ

ーである画像診断用モニター、画像参照用・電

子カルテ用モニター、カンファレンス用大型モ

ニターに対して次のことが実施可能である。 

1.  DICOM ps3.14 適合試験に対応 

 DICOM ps3.14に適合しているかのコンフォー

マンステストが可能である。 

2.  各種キャリブレーションに対応 

 DICOM ps3.14適合試験に不合格になった場合、

DICOM ps3.14の階調特性に合わせたキャリブレ

ーションが可能である。また簡易 DICOM モード

に対応した MultiSyncⓇ HR シリーズ、MultiSync
ⓇPシリーズ、MultiSyncⓇMシリーズに対しては、

輝度･色度キャリブレーションも実施可能であ

る。 

3.  各国規格・ガイドラインに基づいた

受入試験・不変性試験に対応 

アメリカの AAPM-TG18、ドイツの DIN V 

6868-57、日本の JESRA-X0093 に則った受入試

験・不変性試験が実施可能である。 

4.  各種試験、キャリブレーションのデ

ータ管理に対応 

GammaCompMD QA で得られる DICOM ps3.14 適合

試験、各国の受入試験・不変性試験、キャリ

ブレーションなどのデータや履歴を管理可能

である。 

5. ネットワークに対応*8 

 ネットワーク対応のGammaCompMD QA Server

を使用することで院内で繋がった端末の管理



を一元化することが可能である。 

*8：ネットワーク対応には端末毎に別途ライセ

ンス料が必要 

 

   

a) 不変性試験の結果表示      b） グレースケールキャリブレーションの結果表示 

 

図6 GammaCompMD QA 

 

 

おわりに 

 

 当社は、医療機関における様々な用途に応じ

た製品ラインナップの拡充を図っている。今後

も、医用画像の診断に役立つモニターや、導入

コストと設置スペースの削減に効果的なワイ

ドモニターの開発を積極的に行うことで、医療

機関におけるデジタル化・ＩＴ化に貢献してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



『モニタ開発と販売戦略』 

医療用ディスプレイモニタ Dome のご紹介 
 

株式会社エルクコーポレーション       

営業統括本部 医療情報システム推進部 

市場開発担当          赤木 信裕 

 
 
１．Dome ディスプレイのイノベーション 

ドームブランドは、10 年以上にわたりこの市場に革

新をもたらしています。ドームブランドは PACS 市場に

多くの新機軸を打ち出し、長年PACSの代名詞となっ

てきました。1999 年に世界初のフラットパネルディス

プレイ用の DICOM 校正システムを導入しました。 

2000年には、市場初の3メガピクセルのグレースケー

ルのフラットパネルディスプレイを発売。2001 年にド

ームは、世界 初の 5 メガピクセルのグレースケール

のフラットパネルを導入し、2004 年には世界 初とな

る液晶ディスプレイを使用したマンモグラフィの FDA 

510（k）認可を取得しました。 

2008 年にサージカルディスプレイのメーカーであ

る NDS サージカルイメージング社（米国カリフォルニ

ア州サンノゼ）は、ドームイメージングシステム社を買

収し、放射線画像表示の分野だけでなく、サージカ

ルイメージングを含めた医療画像全体の市場ニーズ

を的確に捉えて、革新を起こし続けています。NDS サ

ージカルイメージング社は、ドームブランドの診断お

よび臨床ディスプレイを製造することにより、この強力

な画像処理ニーズに対応します。

 
PACS モニタに革新をもたらすドームディスプレイ 

 
２．Dome ディスプレイの実績 

ドームイメージングシステムと NDS サージカルイメ

ージング社は、医療だけに特化したディスプレイ開発

を進めてきた、業界でもきわめて稀なモニタメーカー

です。ドームは、放射線画像表示のニーズを理解し、

多くのイメージングシステム市場へ品質と信頼性の高

い技術を提供するための実績を持っています。 ドー 

 

 

 

ムが販売した医療用高精細ディスプレイは既に

200,000 パネルを超えています。しかも７～8 年前に

販売したドームディスプレイが、現在まで世界の医療

現場で稼動し続けています。 

ドームディスプレイ E シリーズは、出荷時に正確な

パネル特性と全ての輝度に対する 256 ステップグレ

ースケールのキャリブレーションデータをモニタ内部

に記録して出荷しています。このため、医療機関では

設置時からその寿命が尽きるまで長期間にわたり品

質の高い DICOM キャリブレーション状態を特別なキ

ャリブレーション作業なしに提供し続けます。特筆す

べきは、この独自の技術により実際に販売から７～８

年稼動したディスプレイであっても DICOM の自動校

正機能によって今も忠実に DICOM Part14 の GSDF

を保持し続けており、画像診断の診療において全く

問題なく使われ続けているということです。 

ドームディスプレイの世界各地域でのシェアは、米

国において 30%、ユーロでは 25%、オセアニア 60%で、

近年 PACS 導入が進む中国においても、すでに 33%

のシェアを獲得しており、そのシェアは全世界に及び

ます。日本国内では、2009 年 7 月に NDS サージカル

イメージング社と株式会社エルクコーポレーションが、

ドームディスプレイに関する日本国内での独占的販

売契約を締結し、ドームディスプレイの世界初のエク

スクルーシブディーラーとして販売を開始しました。 

エルクコーポレーションは、昭和 28 年の創業以来、

X 線フィルムや自動現像機などで、医療機関の画像

診断業務に貢献してきました。撮影装置のデジタル

化が進む今日では CR、DR などのデジタル撮影装置

やイメージャーなど放射線画像分野のシステムと消

耗品販売にて、放射線画像診断市場のお客様に製

品とサービスを提供しております。また近年では、フィ

ルムレス PACS や我々が 3D PACS と呼ぶ配信型 3

次元画像処理サーバ、また循環器動画ネットワーク

システムの販売を通して、院内のフィルムレス運用の

ためのインフラ構築と運用管理をサポートしておりま

す。さらに今回新たに、医療機関のフィルムレスをサ

ポートする製品として、医療用ディスプレイモニタの

市場にドームディスプレイ製品の提供を開始いたしま

した。 

  
 

 



３．Dome ディスプレイの新たな取組み 
 2010 年 9 月 NDSsi は、既存の E3c High Bright（3

メガピクセルカラー）のファミリーにドーム E2c（2 メガピ

クセルカラー）ディスプレイの新しいバージョンを加え

ました。 新しく発売されたドーム E2c High Bright は、

PACS ワークステーションでのモノクロ・カラー画像表

示、モダリティのレビュー、および外科手術、または、

ER、および ICU でのマルチモダリティの臨床環境に

適です。ドーム E2cHB は、高輝度バックライト技術

を持ち、完全に自動化された連続的な DICOM キャリ

ブレーションを提供しています。ドーム High Bright カ

ラーシリーズは、放射線科医が単一のディスプレイで

カラーとグレースケールの両方を 適に表示すること

ができる優れたディスプレイです。 

 また RSNA2010 で発表された S10 は、10 メガピクセ

ルのグレースケールディスプレイで、乳腺 X 線画像の

認定医にマンモグラフィスクリーニングの実質的な便

益を提供します。解像度 4096×2560（10 メガピクセ

ル）の広いエリアは、2 枚の完全な 5 メガピクセルのマ

ンモグラフィスクリーニングの画像をベゼルの介入な

しに、理想的な 2 on 1 で表示可能です。その結果、

マンモグラフィのワークフローを効率化し、 適化さ

れた診断ワークフローにより高度で完全な医療可視

化システムを臨床診断機能に役立てることができま

す。 

 
 
10MP Diagnostic Grayscale Display Dome S10 
 
４．Dome ディスプレイの革新的機能 
 ドーム CXtra ソフトウェア 

ドーム CXtra は医用画像表示用モニタに一

貫性のある画像品質と安定したディスプレイ保

守管理に共通のフレームワークを用いて、診断

端末に機能追加するためのソフトウェアソリュ

ーションです。ドーム E シリーズディスプレイは、

“Right Light”技術による正確で完全な DICOM 校

正を実現しています。この自動化された DICOM キ

ャリブレーションを実現するためにドームの全製品

に付属するのが、CXtra ソフトウェアです。ドーム

CXtra は、ドームラインナップで使用する普遍的な

品質保証のソフトウェアです。 ドーム CXtra では、

DICOM 規格に準拠して管理されたディスプレイを

監視することができます。また同時に、AAPM の

TG18 と DIN の表示品質の一貫性をチェックする厳

しい基準のディスプレイ性能を検証するためのテス

トパターンを用意しております。もちろんこれは日

本国内の「医用画像表示用モニタの品質管理に関

するガイドライン」JESRA X－0093＊A－2010 の品

質管理のツールとして適応できるものです。加えて

ドームが提供する CXtra のリモート監視およびレポ

ート作成機能は、一般的なユーザーや、QA 担当

者が簡単に評価し、医療用画像 QA 環境を管理す

るために適合状態を追跡することができます。加え

てドーム CXtra は、簡単かつ完璧に、Windows™ 

のシステムトレイに状況を示すアイコンを表示させ

ることのできるソフトウェアです。もしディスプレイの

システムパラメータに一つでも問題が発生したとき

には、エンドユーザーがそれに直ぐ気がついて問

題を解決することができるためです。この警告は離

れた場所で監視しているドーム Dash Board™ ソフ

トウェアでもモニタされています。ドーム CXtra ソフ

トウェアは、すべてのドームのディスプレイに追加

料金なしで含まれています。CXtra ソフトウェアの

革新的なアーキテクチャは、ドームディスプレイの

品質保証を実行する機能をどなたにも提供しま

す。 

 

 
CXtra ソフトウェアのメニュー画面 

 



 
CXtra ソフトウェアのステータス基準 

 

 ドーム Dash Board™ソフトウェア 

 ドーム Dash Board™は、NDS サージカルイメージン

グ社が提供する、ドームディスプレイをネットワーク監

視と遠隔コントロールするためのオプションツールで

す。これは医療情報システムの管理者が、放射線読

影室から外来診察室、インターベンションルームやナ

ースステーションに至る医療現場のドームディスプレ

イのパフォーマンスを一元管理し、監視するように設

計されたコンソールアプリケーションです。具体的に

は PACS 環境で、ディスプレイが停止している場合や

その校正、または 高輝度レベルが許容範囲外に低

下している時にアラートを提供することにより、ダウン

タイムを削減し、一貫した画像表示の品質を保証しま

す。加えて、ドーム Dash Board™のわかりやすいイン

ターフェイスとアクセシビリティはドーム Dash Board™

の生産性の向上のために設計されており、病院全体

の従業員に信頼性の高いソリューションを提供してい

ます。 

 
Dash Board のコンソール画面 

  

５．Dome E シリーズディスプレイ標準特性 
 自動 DICOM ガンマキャリブレーション機能 

全てのドーム E シリーズディスプレイは、出荷時に

個別の特性を計測し各グレーレベルの計測データを

ディスプレイのメインボードに記録、保存し、システム

起動時や輝度設定変更時に自動的に内部フォトメー

タと本体内に記録されたデータによって DICOM ガン

マのキャリブレーションを行います。またこのキャリブ

レーションに要する時間はわずか 15 秒以内です。 

モニタ点灯中は、管理用ソフトウェアと内部フォトメ

ータによりディスプレイ輝度を常に計測し DIMOM 基

準曲線に合わせ自動的に補正します。また DICOM

の合致度を示す LUM（DICOM Part14 に定義）をリア

ルタイムに監視し、規定値を設けて異常時にシステム

のチェックを促します。 

 

わずか 15 秒で DICOM キャリブレーションを実行

 

 経年劣化について 

 ドームイメージングシステムは 1999 年から医療用液

晶ディスプレイを製造しています。10 年前に製造した

ディスプレイで 30,000 時間経過した筐体をテストした

ところ DICOM に対する一致性が新品の製品同様担

保されていました。ドームディスプレイは驚くほど時間

がたっても安定的です。またドーム CXtra ソフトウェア

に装備されるバックライトセーバー機能を用いると一

定時間マウスやキーボードを操作しない時間が経過

したときに自動的に液晶パネルのバックライトを消灯

する機能が利用可能です。ライトが消灯するまでの時

間設定は、曜日ごと、時間帯ごとなどきめ細かい設定

が可能となっています。この機能によってバックライト

の寿命を大幅に延長することが可能となります。 

 

 製造時品質管理について 

 ドームディスプレイは も厳密に DICOM に一致す

ることができるように管理された環境の下で NIST※公

認フォトメータによる特性設定がされています。ディス

プレイ個別の特性を各グレーレベルにおいて計測し

ディスプレイメインボード内に記録保存します。したが

って医療現場への納品設置時におけるキャリブレー

ション作業の必要がないばかりでなく、ドーム E シリー

ズディスプレイはその製品の寿命が尽きるまでそのデ

ィスプレイのキャリブレーションが保たれるように、液

晶パネルの個々の特性データをフォトメータにより測

定し、LCD パネル内に記録しています。一般的な小

型のフロントセンサーは NIST では校正できないこと

が多くフォトメータ自体の精度が担保されていない場

合があります。医療用ディスプレイのキャリブレーショ 



ンとしてフォトメータ自体の精度も重要だと NDS サー

ジカルイメージングは考えています。 
 
※NIST:アメリカ国立標準技術研究所 

 (出典ウイキペディア) 

アメリカ国立標準技術研究所(National Institute of Standards 

and Technology, NIST)は、アメリカ合衆国商務省配下の技術

部門であり、 先端の測定施設を運営している。先端計量研

究所(AML)は測定/計量に関して世界 先端の設備を有して

いる。アメリカの研究者は も精密で他に類を見ないレベルの

測定を AML で行うことができる。これは、技術の進歩に伴って

ますます重要性を増してきた。技術の複雑化と微細化により、

理論や概念から製品やプロトタイプを作るには可能な限り精

密な測定が不可欠となっている。  

 
 冷却ファンの除去 

冷却ファン自体は、熱とほこりの元にもなり機器の

故障原因の一つとなります。ドームは品質の高いエン

ジニアリングデザインを目指しており冷却ファンをなく

すことを可能とすることで、より故障原因を低減しまし

た。更に静かで長寿命、可動部の低減から信頼性を

高めることができました。 

 
 スイッチレスデザイン 

ドーム E シリーズディスプレイには、本体に画面調

整やガンマモード切り換えのためのボタンスイッチが

ありません。全ての切り換えは、CXtra ソフトウェアか

ら行うためです。モニタ輝度の変更や環境設定、品

質テストメニューやテストスケジュールのセットアップ

などは全て管理者の権限で行います。輝度変更、手

動キャリブレーション機能、バックライトセーバー設定

などには管理者のみがアクセス可能です。 

 

 
ディスプレイ品質評価のスケジュール管理画面 

 
 グレースケールディスプレイの色合わせ 

一般的にグレースケールディスプレイを2面構成

で出荷する場合には、メーカーで色あわせをいた

します。ドームディスプレイには、独自にモニタ本

体に色番号を明示するシールを添付しており、万

一故障があった場合には、この管理された番号で

代替品をご用意することが可能です。   
  
 USB ケーブルレス設計 

全てのドーム E シリーズディスプレイには、バック

ライト後方に高精度のフォトセンサーが埋め込まれ

ています。このフォトセンサーが、管理ソフトウェア

CXtra と通信して、常に液晶を 良にコントロール

して、DICOM キャリブレーションに一致させていま

す。DICOM キャリブレーションとの一致度は、

DICOM Part14 に規定される LUM で確認すること

が出来ますが、ドームディスプレイでは、LUM の値

をリアルタイムにモニタできる機能も備えています。

またフォトメータとソフトウェアの通信に USB ケーブ

ルは必要がないため、PC との接続も簡素化できま

す。また我々はこれにより端末のセキュリティー向

上にもつながると考えています。 

  
 表面ガラス不用の設計  

ドームではディスプレイ表面にガラスプレートを採

用していません。その理由として設置環境を考慮した

診断画像読影品質を高めるということを第一義的に

考えているからです。表面ガラスによる反射が映りこ

みを発生しゴーストを発生させます。これが原因で像

を不鮮明にすると考えています。 

近年、複数画面による読影スタイルが一般的にな

ってきました。常に真正面から読影することが困難な

状況です。表面ガラスにより下記写真のように写りこ

む可能性を考えると微細な医用画像を読影する上で

ゴーストの発生は致命的です。ドーム E シリーズディ

スプレイは特別な価格の機種を選択いただかなくて

も反射の少ないモニタ画面がスタンダードとなってい

ます。 
 

 
液晶パネル表面のゴースト例 

 

 
 



 保障について 

 納品後 5 年間 

バックライト使用時間に関わらずエルクコーポレー

ションが販売させていただく全てのドームディスプレイ

について 5 年間の即時保証サービスをご提供させて

いただきます。保証の対象となるのは、モニタ本体、

グラフィックスカード、電源アダプターです。但し、物

理的な損傷による不良は担保いたしません。 

 バックライトの保証 

DomeE2、DomeE3、DomeE5 の各モノクロタイプの

ドーム E シリーズディスプレイについて初期調整輝

度を 50,000 時間保証します。  

Dome E2cHB、E3cHB の各カラーディスプレイのモ

デルについては同様に初期調整輝度を 20,000 時間

保証します。  

Dome E4c カラーディスプレイについては、170 ? /

㎡以上を 20,000 時間保証いたします。 
 

６．ドームグレースケールディスプレイ 
 E2 2 メガグレースケールディスプレイ 

ドーム E2 グレースケールディスプレイは、CT、MR、

CR で使用するための費用対効果の高い 適なイメ

ージングソリューションを提供しています。 

ドーム E2 は、画像表示を高速化するパフォーマン

スのためのオープンアーキテクチャのサポートを提供

しており、将来的な拡張をシームレスに統合すること

ができます。 ドーム E2 は柔軟なアーキテクチャによ

り、ユーザーが現在入手可能な分散 PACS 環境のた

めの理想的な選択肢になります。またドーム CXtra ソ

フトウェアは、ドーム E2 に連続自動校正を提供し、継

続的な DICOM 適合性を保証します。 

 

 E3 3 メガグレースケールディスプレイ 

 ドーム E3 グレースケールディスプレイは、CT、MR、

CR、DR、核医学画像診断を目的としてポートレート

モードとランドスケープモードの両方で使用すること

ができます。ドームE3ディスプレイは、ナビゲーション

と可視化機能のための高速3D 表示およびボリューム

レンダリングの機能をもつグラフィックスカードと共に

提供され、ユーザーに 先端のグラフィックス規格へ

のアクセスを可能にするオープンアーキテクチャの設

計をサポートしています。ドーム CXtra ソフトウェアは、

PACS システムのための理想的なディスプレイ環境を

提供し、DICOM 適合性テスト機能、およびリモート管

理機能を提供します。 

 

 E5 

 ドーム E5 のグレースケールディスプレイはポートレ

ートモードとランドスケープモード両方でマンモグラフ

ィや画像診断科などの も要求の厳しい診断アプリ

ケーションを対象としています。ドームE5ディスプレイ

は、シームレスな画像の操作や滑らかなウィンドウレ

ベル調整をストレスフリーなスピードで描画するグラフ

ィックス環境を提供し、３次元のボリュームレンダリン

グアプリケーション用のオープンアーキテクチャのグ

ラフィックス規格をサポートしています。フル DICOM

適合性、自動校正、リモートモニタリングとメンテナン

スで、ドーム E5 は、 も要求の厳しい PACS に 適

です。 

 
ドーム 5 メガピクセル グレースケールディスプレイ E5

 

７．ドームカラーディスプレイ 
 E2cHB 2 メガカラーディスプレイ 

E2cHB は、今秋 9 月に新しく発売された製品で、

高輝度 800 カンデラ（調整輝度 500 ? /㎡）を誇る2

メガカラーディスプレイです。近年 CT、MRI や RI 検

査を診断する放射線科医は、モダリティから発生する

大容量のモノクロ画像とともに３次元画像処理システ

ムが生成するボリュームレンダリングなど画像処理さ

れたカラー画像やカラーマッピングされた融合画像を

手元で観察する機会が頻繁に発生しています。ここ

にご紹介する 2 メガピクセルカラーディスプレイ

E2cHB はこうした現場のニーズを汲み取って、診断

医にモノクロ画像とカラー画像を含むマルチモダリテ

ィ診断でもグレースケールディスプレイと同等の明る

さの読影環境を提供できる製品として、今後カラーデ

ィスプレイの主力製品となると考えています。 

 

 
2 メガピクセル高輝度カラーE2cHB 

  



 E3cHB 

ドーム E3cHB は、E2cHB と同じく、高輝度カラーの

３メガピクセルディスプレイです。その初期調整輝度

は E2cHB と同じく 500 ? /㎡を実現しています。

E3cHB は、放射線科だけではなく、心臓循環器、整

形外科および ER や OPE 室などでの診断ディスプレ

イとして使用するためのものです。高輝度カラーディ

スプレイは、2 次元カラー画像、融合画像と３次元再

構成画像の可視化を強化します。ユーザーは、カラ

ー画像の表示時には、CXtra メニューからカラー画像

が要求するガンマカーブを選択でき、もちろんグレー

スケール表示では、DICOM 適合の画像表示へ瞬時

に切り換えることが可能になります。ドーム E3cHB は、

診断端末を切り換えることなくカラーとグレースケール

のマルチモダリティの読み取りを柔軟に提供するため

に理想的なディスプレイとなります。 

 

 
高輝度 3 メガピクセルカラーモデル ドーム E3cHB 

 

 E4c 4 メガピクセルカラーディスプレイ 

E4c はドームディスプレイの中で、元もユニークな

カラーディスプレイです。ドーム E4c は、FDA の 510

（k）認定をクリアし、医療機関全体で使用することが

できます。E4c のデフォルト輝度は、250 ? /㎡に調整

されておりコントラスト比も 700:1 以上で JESRA のガイ

ドラインにおける医用モニタの管理グレード 1 に分類

されるディスプレイです。 ドーム E4c は、30 インチの

ワイド（16 : 10）画面で、デュアルヘッドモニタのベゼ

ルに起因する画像分割を排除することによって、複

数の画像を表示する画面スペースを提供することに

より、比較表示を簡素化します。 さらにドーム E4c は

4MP の解像度（2560×1600）で、縮小なしの CR 画像

の 90％以上が表示されます。 E4c は大規模なデー

タセットや、複数のシリーズを持つ検査画像を表示す

るときに、フルサイズ 512×512 画像を同時に 15 スラ

イス表示する機能をもち、MRI 検査における T1w、

T2w、Flair の 3 シリーズや CT 検査の MPR 3 断面を

横方向に展開する時などベゼルレスで奇数列表示

に対応し、劇的に生産性を向上します。 

 

 
生産性を上げるドーム E4c ディスプレイ 

 
 GX2MP 

 ドーム GX2MP は、電子カルテ端末など臨床環境で

の使用を目的とした高品質のカラーディスプレイです

ドーム GX2MP は、1600 x 1200 の解像度、14ms の高

速な応答時間、優れたビジュアル品質など素晴らし

い性能を提供しており、DICOM はドーム CXtra ソフト

ウェアを使用して校正されています。ドーム GX2MP

ユーザーももちろん、ドーム CXtra によって、外部輝

度計、テストパターン、レポート、バックライトセーバー

とエンタープライズ管理機能とともに DICOM キャリブ

レーションでの表示を担保されています。 また、ドー

ム GX2MP は、グラフィックスカード、必要なケーブル

エンドユーザーが簡単にインストールできる品質管理

ソフトウェアドーム CXtra など必要なすべてが付属し

ています。ドーム GX2MP は、院内のフィルムレス環

境構築にもっともリーズナブルでバリューフォーマネ

ーを実現する 2 メガカラーディスプレイです。 

 
８．なぜ Dome を選択するのか 
『モニタの品質管理は重要だが管理コストや

リソースは省きたい。』我々が全てのお客様から

耳にするこの要求にお答えするのにもっともふ

さわしい製品がドームです。世界の PACS ユーザ

ーの多くがドームディスプレイを選択する理由

は、他に類を見ない品質管理手法と継続的な高い

クオリティーに由来します。医師に本物の臨床価

値を提供するためには、いつ何処で撮像された画

像でも DICOM Part14 に規定される GSDF のガ

ンマ特性による画像表示を担保されるべきです。

ドーム E シリーズは、モニタの品質管理をユーザ

ー様へハンズフリーで提供できるディスプレイ

です。また我々は、全国の営業拠点がドームディ

スプレイのサポート拠点であることも強みです。

エルクコーポレーションはお客様のもっとも

身近で品質の高いフィルムレス環境をサポート

できるモニタディストリビュータであることを

自負しています。 

 



検像システム ISIS（イシス） 

 

 

 

 

                                株式会社ミットメディコ 

 

ISISはフィルムレス化により、モダリティ

とPACSの中間に位置し、画像や撮影状況を管

理する検像システムです。 

オーダー情報との比較や、撮影状況の表示を

行い、各画像調整・画像処理を実施し、PACS

へ送信することが出来ます。自動送信機能も

併せ持ち、スケジュール登録することで、夜

間・休日に自動送信を行うことも出来ます。

さらにDICOMStorage・DICOMQuery＆

Retrieve・DICOMPrint等のDICOMサービスをサ

ポートしており各Modalityと円滑に連携する

ことが出来ます。 

■ISIS の歴史 

 約７年ほど前に刈谷豊田総合病院さまから

の依頼で開発が始まりました。また、福井赤十

字病院さま、愛知医科大学病院さまにもご導入

をいただき、それぞれのサイトでの運用フロー

に合わせまして、カスタマイズを行い納品させ

ていただいております。 

 また、納品以降、お使いになられている現場

のご意見を取り入れ、業務フローが改善される

ようにシステムの改善を繰り返してまいりま

した。 

■ISIS の検査対象 

 一般撮影の画像を対象としています。CT,MR

などは、撮影プロセスと画像作成プロセスが別

れていて、実質的に撮影現場で検像と同じ検査

プロセスが含まれているので対象外としまし

た。 

 しかしながら、昨今の要求で次期バージョン

では、CT,MR などの複数スライスのモダリティ

の検像、データ編集に対応する機能を追加する

ことになりました。 

■ISIS の機能 

○マッチング機能 

 モダリティからの画像データだけでなく、オ

ーダリングシステムからのオーダー情報を受

け取り、画像データとマッチングすることによ

り、オーダと撮影の差異を自動検出できます。 

○ヘッダ修正機能 

 間違いのある画像のヘッダ情報をワンタッ

チで正しいオーダーの画像ヘッダに修正する

ことが可能です。この機能により、再撮をする

事なく、また、モダリティに戻っての情報修正

をする事なく、検像のオペレータがデータ修正

をすることができます。 

○不要画像の削除機能 

 ダム型の検像ポリシー（ミスでない画像のみ

を PACS に送信し、ミス画像はモダリティで修

正する）にも対応し、簡単に不要画像を選択し、

検査から分離することができます。また、分離

した画像は、正しい検査に簡単に吸収させるこ



とができます。 

○複数端末対応 

 RIS のオーダー情報やモダリティからの画像

情報は、サーバに蓄積されますので、複数の検

像端末から同時にアクセスすることができま

す。検像プロセスが業務のデータフローの中で

ボトルネックにならないようにパフォーマン

スを調整することが可能です。 

 また、PC システムダウン時のバックアップと

しても複数端末での稼働が可能です。 

○オープンシステム 

 RIS メーカ、モダリティメーカ、PACS メーカ

を問わず、どのようなシステムでも接続が可能

です。 

○自動転送 

 当直時など、人手が薄い時間帯には、モダリ

ティからのデータを PACS へ自動転送します。 

○情報表示画面 

 画面は広く、UXGA（１６００×１２００ピク

セル）２１インチモニタに検査リスト、オーダ

ー情報、画像サムネールを表示し、様々な情 

報が一覧ができるようにしています。 

○画像表示画面 

 画像表示モニタは、診断モニタを使用し、モ

ニタ診断の際と同じ濃度で画像が確認するこ

とができます。 

       検査リスト画面 

 オーダー表示画面 

○フラットなメニュー 

 階層化されたメニューは極力排除する設計

を採用することにより、システムを熟知しなく

ても誰にでも即利用が可能です。 

○ 小限の操作ステップ 

 基本操作は、マウスで行いますが、 小限の

ステップで操作が完了するように設計されて

います。 

○RIS 情報表示機能 

 RIS のオーダー項目表示順序と対応する画像

の並び順序は自動に整列し、視認性を高めるよ

うに設計されています。 

 リスト表示は画像到着状況を色分けで表示

することで、視認性を高めるように設計されて

います。 

○ログ参照 

 操作ログを簡単に参照でき、検像プロセスの

監査をすることができます。 

○再送信時の画像情報 

 再送信した場合、SOP インスタンス UID を新

規に発行し、新規画像として PACS へ送信しま

すので、PACS で別画像として認識させることが

できます。 



○オートメーション機能 

・オーダー情報と画像情報のマッチング行い、

同一スタディーキーとする事で、オーダー情

報とデータの枚数チェックを行い、リスト上

の背景色を変更し警告する事が出来ます。ま

た、オーダー情報内の撮影者があらかじめ登

録された撮影者以外の場合でも警告を行うこ

とが出来ます。 

・スケジュールに登録、またはスケジュール

以外でも任意の時間設定で検像・未検像画像

を送信します。 

○画像表示機能 

・検査内の全画像をサムネイルで表示できま

す。 

・サムネイル上で画像編集が可能です。 

・画像の回転/反転,部位コードの編集,テロッ

プの編集, W/L値の変更,電子マークの編集など

がマウスで簡単に操作できます。 

・画像の削除を2段階で行い、ミスによる画像

損失を防止します。 

○障害時運用機能 

RISダウン時にも、検像を実施可能とし、 RIS

再開時にオーダー情報をダウンロードし、モ

ダリティからの画像とマッチングさせヘッダ

情報を適切に書き換え認証後、サーバーへ登

録できます。 

■次期バージョン 

・CT、MR 画像の検像機能 

 今までは、ISIS の対象外であった CT,MR 画像

に付きましても、検像ができるよう機能追加を

しております。 

・画像認識機能 

 次期バージョンでは、画像認識技術により画

像の問題をオペレータに指摘をする機能を追

加します。 

  呼気ブレ 

  マーカ間違い 

  撮影部位の間違い 

従来は、検像オペレータが目視で行っていた業

務を補助する意味で、画像に付いての評価機能

を追加します。 

・集計機能 

 ロスカンファレンスの集計、検像者の処理

内容の集計など、業務監査、業務評価に必要

な機能を追加します。 

・印刷機能 

 紹介時の再プリントオーダーや、フィルム

が必須な特殊なオーダに対応し、イメージャ

に対しての印刷機能や、フィルム袋用のラベ

ルシールなどの印刷機能を追加します。 

 



■おわりに 

  ・運用期間の実績 

  ・オープン性（RIS、PACS ベンダーによら

ない） 

  ・サイト運用に合わせたカスタマイズ 

 ISIS は、他社に類を見ないこれらの特徴によ

り、真のフィルムレス時代の検像プロセスをご

提供することができます。 

 お問い合わせ先 

 

  株式会社ミットメディコ 

   電話 ０４６−２１０−４８０１ 

   FAX ０４６−２１０−４８０２ 

   MAIL info@mitmedico.com  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「「検検像像シシスステテムムのの開開発発とと展展望望」」  

コニカミノルタヘルスケア株式会社 営業本部 

IT ソリューション営業部 販売グループ 高橋 成 

 

はじめに◆
 

―検像システムの歩み― 

コニカミノルタは日々検像システムの“ある

べき姿”を目指して研究、開発、製品化を続け

てきております。現在に至るまでの長い歴史を

振り返ってみると、コニカミノルタ初となる本

格的な検像システムは 2002 年に「Regius-IM」

と言う名称でデビューいたしました。弊社 CR

システムの冠を受け継いだ検像システム

「Regius-IM」は当時フィルム診断が多かった

時代であり、一般撮影用で求められる機能に特

化していた製品でした。この頃はまだ PACS が

「画像サーバー」と呼ばれることが多く、現代

の様に画像を「間違いなく」、「確実に保存する」

という要求度合はかなり低い、フィルム時代の

頃でした。しかしこの時点でコニカミノルタは

検像システムの必要性に着目しておりました。 

2004 年は検像システム／Regius-IM が第二世

代として進化した年です。CR 画像だけでは無く

FPD 画像まで取り込む事に成功し、更にはオー

ダー情報をいかに活用するか？という今の検

像システムの根幹となる機能を搭載した瞬間

でした。まだ一般撮影向きのシステムではあっ

たものの、当時の考え方が今の検像システムの

ベースとなったと自負しております。 

そして 2006 年、マルチモダリティ型検像シス

テム【I-PACS QA】が第三世代としてリリース

し、皆様のご支持を頂きながら多数の販売実績

を誇る所まで成長させて頂きました。本稿はそ

んな皆様のご意見を頂きながら成長させてい

ただいた検像システム【I-PACS QA】について

ご紹介いたします。 

 

◆進化する I-PACS QA 

 
 

初代検像システムから積み上げてきたノウ

ハウを継承した、検像システム I-PACS QA の主

な特徴をまとめると、以下のようになります。 

① Quality Assurance 
「オーダー情報と画像情報の整合性」 

② Quality Control 
「一定品質・画像クオリティの確保」 

③ Workflow Improvement 
「ワークフロー／運用改善」 

④ Risk Management 
「危機管理／回避」 

⑤ Knowledge Management 
「撮影ノウハウの蓄積」 

これらの特徴を生かし院内フローに 適に

組み合わせる事で、画像データを適切かつ迅速

に捌く事が可能なフローをご提供いたします。 

ここからは、I-PACS QA がノウハウを蓄積し

てきた軌跡を 新のアプリケーションやお客

様から頂いたアドバイスを基に検像システム

で求められるイメージを前述の特徴に沿って

紹介いたします。 

 

Quality Assurance①
 

－「オーダー情報と画像情報の整合性」－ 

 

◆オーダー表示をより見やすく 



 オーダー情報をリスト画面に見やすく配置

したデザインにより、業務効率が飛躍的に向上

します。ボタンを押す手間や、あちこちに目線

を動かさないようリスト画面に表示する事で

より効率的な作業が実現出来ます。（図２） 

  
図２ オーダータブ画面 

 

また、受信したオーダー情報と画像情報の確

認により様々なチェックを行う事が出来る様

になります。単に患者情報のチェックだけでは

無く、「そろそろ撮影が終わっても良いころな

のにまだ画像が届かない」といった【未到着画

像】をお知らせする警告表示も可能になります。

これらの機能と設定を駆使する事で検像行為

がより簡単に素早く行う事が可能となります。 

  

Quality Control②
 

－「一定品質・画像クオリティの確保」－ 

 

◆画質／画像チェック 

 X 線量のアンダーやオーバーは撮影直前で気

が付かなければほぼ一生涯、気が付かない事も

少なくないと思われます。ほとんどの撮影者は

「読影側に届ける画像は一定品質を保ちたい」

と強く願う事だと感じております。特に撮影線

量不足の時はなおさらの事だと思います。そん

な想いを撮影後でもチェックし、「次こそは！」

と思える様に検像時点でもチェック、あるいは

タイミングによっては再撮影を促せる様に検

像システムが品質チェックを行います。 

 さらに、胸部一般撮影の AP／PA といった表

裏の向きを自動判別する画像解析技術も搭載

しております。そのまま配信しても良い画像か

どうか？を警告として促し、 終判断を検像者

に委ねるフローも実現可能です。表裏の確信度

合はユーザーレベルでしきい値の変更が簡単

にできる為、厳しめに設定するのも、なるべく

留めることなくスルーさせるもどちらでも運

用設計が可能です。 

 

◆自動過去画像検索機能 

 検像者が「前回撮影の時はどうだったのだろ

う？」など、悩ましい画像に出会った時の判断

に使用する機能になります。検像すべき一般撮

影画像の判断に迷った時、対象の画像を自動的

に判別して探し出す機能を搭載しているため、

「ID 打ち込みなどのマニュアル操作をして、サ

ーバーから画像検索する」といった行為が不要

です。 

 

◆シリーズ整理機能 

 モダリティ画像を PACS に届ける際、シリー

ズの分割／結合／並べ替えの必要性がある時

に求められる機能を搭載しております。手動で

の操作性はもちろん、システムが自動判別した

シリーズ整理は定評がありご好評をいただい

ております。装置側から送られてくる情報を基

に、システムが自動判別して PACS へ送り届け

ますので、操作が効率化されるだけでは無く、

読影側から見てもきれいに整理された割り振

りで画像確認が出来るため、読影効率のアップ

に起因することでしょう。もちろん送信前に元

の状態に戻すことも簡単に出来ますので、「今

回だけはシリーズ整理をしない」といったケー

スでもお手間を取らせません。 

 

Workflow Improvement③
 

－「ワークフロー／運用改善」－ 

 

◆マルチ配信機能の搭載 

 I-PACS QA はゲートウェイとしても機能する

能力を搭載しており、多数のモダリティ画像を

受信／送信をこなせるスペックを持ち合わせ

ております。入出力 大 16ch まで DICOM 接続

可能な仕様は類を見ない処理能力を誇り、バッ

クアップルートの確保をしながら、通常運用の

多方向配信を実現させる運用設計が可能です。 

 

◆オートページング機能 

 専任の検像者が配置されない施設運用にも、

そうでない施設様にも優しい機能です。近年 CT

などのモダリティ画像は1シリーズ辺りのスラ



イス数が増え続けており、何千枚もの画像数を

検像する為にひたすらマウス操作を続けるの

はやや骨が折れます。また、専任の検像者がい

ない施設運用では検像端末の前に座らずに、何

か作業をしながら検像したいケースがあると

思います。この様な場合は画像のオートページ

ング機能が有効です。一度動かせば、 終ペー

ジまでスライドしてくれますのでその間、顔が

モニターに向いていれば両手は別の仕事が可

能になります。 

 

◆コミュニケーション機能 

 検像者と撮影者の距離はどの位あるか？を

イメージして下さい。検像者側でチェックし、

直ぐに再撮影の指示を連絡したい時、皆様はど

うされますか？「電話連絡」か「走って伝えに

行くか？」距離があればあるほど悩む事と思い

ます。その様な時、お役に立つ機能があります。 

 コミュニケーション機能を搭載した I-PACS 
QA からクライアント（コンソールや RIS 端末な

ど）へ再撮影の指示などのメッセージ送信が可

能になります。（図３）さらに再撮影だけでな

く、前述したそろそろ届いて良いはずである

【未到着画像】のリスト情報を撮影者に連絡す

る事で「送信忘れ」などの何らかのトラブルを

確認してもらうことも可能となります。これら

をネットワークシステムに取り込む事が出来

る施設様なら検像システムを中心とした放射

線科オペレーションが想像できる事と思いま

す。 

 
 図３ コミュニケーション画面 

 

Risk Management④
 

－「危機管理／回避」－ 

 

◆システムに求めるリスクマネージメント 

 弊社では検像システムは【不確かな情報を送

らない】事が理想だと考えております。なぜな

らば、デジタルで瞬時に画像が送れるこの時代

では、「もしも間違ったままPACSに届いたら？」 

「既に誰かが読影し終えてしまっていたら？」

「修正後の連絡方法は？」 

「修正した事をお知らせしたいが、そもそも誰

が PACS の画像を見たのだろう？」 ．．． など、

これらのアクシデントに対し、修正に費やす労

力を考えると、気が遠くなる様なリスクを抱え

ております。撮影時点で気が付かない事を、「検

像」という“行為”と“システム”の二重チェ

ックでリスクを回避する事が今の時代に求め

られると考え、コニカミノルタでは検像システ

ムのあるべき姿をこのポイントに着目し、日夜

開発努力を続けております。I-PACS QA にはリ

スク回避の機能とノウハウが詰まっておりま

す。 

 

Knowledge Management⑤
 

－「撮影ノウハウの蓄積」－ 

 

◆修正履歴管理ツール 

 検像者と撮影者の意図の違いはどう埋めた

ら良いのか？I-PACS QA をご使用いただいてい

るお客様からご要望を頂きました。コニカミノ

ルタとしては行きつく先を“見える化”に絞り、

「修正履歴管理ツール」を開発しました。（図

４） 

 

  
   図４ 修正履歴管理画面 

 

撮影者が“ベスト”と判断した画像も、検像

者にかかれば“やり直し”や“もう少し頑張り

ましょう”などの意図や思考など、様々なシチ

ュエーションがあると思います。誰が・いつ・

どの様な修正操作を行ったのか？をログレベ

ルでは無く、見やすい形でご提供が可能ですの

で 

院内でミーティングをする際、「なぜこうなっ



たか」の議論をする材料の一つにお役立て頂け

る機能だと考えております。セキュリティ管理

者の立場から、まとめて管理したいなどの要求

にお応えし、より詳細な情報を CSV ファイルな

どに出力可能ですので、二次利用をお考えの管

理者様にもお勧めの機能です。 

この様な院内の QC 活動による業務ロスの改

善は 終的に患者様へ向けたスループットの

向上へつながり、経営面においても効果のある

取り組みになれると感じております。 

 

 

未来への期待◆
 

 弊社が描く検像システムのコンセプトは【不

確かな情報を配信しない】、つまり関所にいる

様な“屈強な門番”がイメージに近いかも知れ

ません。ですがデジタルであるがゆえ、【不確

か】でも何かの拍子には瞬時に送れてしまうこ

の時代に、リスクをセキュリティに変える為に

は更なる工夫を検討しなくてはならないと感

じております。そのためにはアプリケーション

／ハードウェア／効率化の観点など様々な着

眼点で今後の開発を見つめなければならない

と考えております。今後も弊社のイノベーショ

ンが病院経営まで結び付けられる様な製品開

発になるよう目指して行きたいと考えます。 

 

最後に◆
 

今まで紹介した機能を駆使しながら、I-PACS 
QAにDICOM画像を通すだけでもリスクを防ぐ効

果があります。しかしながら、自動で判別する

完全機械任せでは本当のリスクマネージメン

トにつながるかとどうかはいささか疑問に思

われます。ある程度のオートメーションと人間

の厳しい目を２つ持つことで、本当の意味で

“検像システム”になりうる物と考えておりま

す。“マシンを入れたから安心“では無く、使

用者のセキュリティポリシーの平準化や意識

の基になれるよう、検像システムがお役立て出

来れば幸いです。 

 

※ 掲載しております画面イメージは、投稿時

には開発中の画面も含まれておりますので、発

売時点の画面イメージと異なる場合がござい

ます。 
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松 山 赤 十 字 病 院 

  愛媛県松山市文京町 1番地 

TEL (089)924-1111 

http://www.matsuyama.jrc.or.jp/ 

 

○ 概要 

開設年月日  大正 2年 4月 1 日 

所 在 地  〒790-8524 

       愛媛県松山市文京町１番地 

許可病床数  745 床 

(一般：742 床，感染症：3床) 

標榜診療科  26 診療科 

 内科・心療内科・精神科・神経内科・呼吸器科・ 

消化器内科・循環器内科・リウマチ科・小児科・

外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・呼吸

器外科・心臓血管外科・小児外科・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・放射線科・麻酔科・歯科口腔

外科・病理診断科 

 

  ※各施設基準や施設認定を受けております

が、詳細はホームページを御覧下さい。 

基本理念 

  人道、博愛、奉仕の赤十字精神に基づき、医

療を通じて、地域社会に貢献します。 

 

基本方針 

  1. 患者様の人間としての尊厳を尊重し、良

質で温もりのある医療を提供します。 

  2. 地域の皆様に安全と安心の医療を提供し、

信頼される病院を目指します。 

  3. 地域の医療機関と連携を密にした、チー

ム医療を実践します。 

  4. 質の高い急性期医療や専門医療の実践に

努めます。 

  5. 災害救護活動ならびに医療社会奉仕に努

めます。 

  6. 研修、研鑽を積み、次代を担う医療従事

者の育成に努めます。 

  7. ひとり一人が生き生きとし、働きがいの

ある病院を目指します。 

 

 

 

○ 中央放射線室紹介 

         診療放射線技師  28 名 (男性：22 名，女性：6名) 

         助手        2 名 

受付        2 名 

 

 基本理念のもと、日々放射線業務に励んでおります。 

 当院中央放射線室は 4 課で構成され、それぞれの課で 新の医療に即した検査が行えるように装置機

器の整備を進め、職員も日々研鑚に励み、より良い画像提供、安全で安心な医療を提供するよう取り組

んでおります。 

 



 

 

 

● 放射線技術第１課 

放射線技術第 1課では、単純ＣＴ・胸腹部・骨格・マンモグラフィ・デンタルなどの全身のＸ線

撮影、病室での回診Ｘ線撮影、骨密度検査、超音波検査を担当しています。また、マンモグラフィ

の撮影業務を行っているため他課よりも女性技師が多く笑顔あふれる部署になっています。多くの

撮影室、検査室を受け持ち、多忙ではありますが、他課の協力を得ながら毎日元気よく勤務してい

ます。 

     

上段左から 福岡・冨永係長・水口課長・髙本・今井          大﨑・西岡 

        前田・森中・西田技師長・髙橋な              （受付） 

 

● 放射線技術第２課 

わたしたち２課は、水谷課長のもとに集まった７名で毎日力を合わせて楽しく仕事に励んでいま

す。 

血管撮影、透視（人間ドックでの胃透視も含む）、オペ室での血管撮影やイメージなどの検査を

行っているため、様々な診療科の先生や看護師の方々とコミュニケーションを取りながらスムーズ

な検査の流れを作れるように日々努力しています。 

 

 

上段左から 松村・大西・東・廣瀬 



                  栗田・池本係長・水谷課長・樋口係長 

 

 

● 放射線技術第３課 

松山赤十字病院中央放射線室第３課の担当業務は CT、MRI での撮影です。CT 装置 2台、MRI 装置 

2 台で、一日の検査件数は予約と緊急を合わせて CT でおよそ 75 件、MRI でおよそ 35 件です。 

現在 7名の診療放射線技師が在籍しており、放射線科の医師、看護師、受付事務と連携し、患者

さんにより高度な医療が提供できるように日々業務に取り組んでいます。 

 

          

               上段左から 二宮・野口・細川係長 

                     小笠原係長・髙橋奈・重松課長 

 

 

●放射線技術第４課 

第４課です。放射線治療・核医学を担当しております。放射線治療は、外照射を中心に、ブラキ

ーセラピー・メタストロン・ゼヴァリンなどを行っております。核医学では、心筋血流シンチを中

心に、1 日平均 6 件ほどの検査をおこなっています。当院では、一般撮影室とは別に泌尿器科撮影

室があり、そこの撮影も担当しており、分野は多岐に渡っておりますが、5 名で業務をこなしてお

ります。 

 



          

             上段左から 榎津・久係長 

                   羽藤・上田係長・藤田課長 

○ 機器紹介 

 台数 メーカー名 装置名 

PACS  富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ Synapse 

RIS  横河医療ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ Radi Quest 

W,S  ZIO ZIO STATION 

一般撮影装置 5 台 島津社製 4台， 

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 1台 

＜読み取り装置＞ 

FCR Speediac 2 台 

FCR PROFECT 1 台 

FCR VELOCITY U 1 台 

FCR XL-1 1 台 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ 4 台 GE 社製 2台，島津社製 1 台，

日立社製 1台 

 

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ 2 台 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ 

GE ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 

AMULET 

Senographe DMR 

骨密度 1 台 GE ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ PRODIGY 

１

課 

超音波 4 台 東芝社製 2台 

日立社製 2台 

Power Vision 6000 1 台 

Aplio XG 1 台 

HI VISION 900 1 台 

EUB-6000 1 台 

透視台 3 台 島津社製 3台  

血管撮影 3 台 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 1台 

島津社製 1台 

東芝社製 1台 

Allura Ｘper FD20 

DIGITEX PREMIER 

Infinix cc 型 S/N Ａ8592086 

手術室外科用ｲﾒｰｼﾞ 3 台 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 3台  

2 課 

健康管理ｾﾝﾀｰ 4 台 島津ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 2 台 

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾍﾙｽｹｱ 2 台 

ZS-15DF 2 台 

ﾚｼﾞｳｽ 2 台 



MRI 2 台 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 2台 INTERA 1.5T 1 台 

INTERA ACHIEVA 1.5T 1 台 

3 課 
CT 2 台 東芝社製 3台 MULTISLICE-CT AQUILION 

16 列 1 台 

MULTISLICE-CT AQUILION 

CX 64 列 2 台 

ﾘﾆｱｯｸ 1 台 ﾊﾞﾘｱﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｼｽﾃﾑｽﾞ CLINAC2100C 

治療計画装置 1 台 ﾊﾞﾘｱﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｼｽﾃﾑｽﾞ ECLIPSE JX 

ｱｲｿﾄｰﾌﾟ 2 台 ﾋﾟｯｶｰ社 PRISM-300XP 1 台 

PRISM-AXIS 1 台 

4 課 

泌尿器科用 X 線装置 1 台 島津ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ UROVISION 

 

 

○ 所在地周辺の紹介 

               

松山城                    松山城 

松山市の中心部、勝山（標高 132m）にそびえ立つ松山城は、賤ヶ岳（しずがたけ）の合戦で有名

な七本槍の 1 人、加藤嘉明が築いた四国 大のお城です。 

門櫓・塀を多数備え、狭間や石落とし、高石垣などを巧みに配し、攻守の機能に優れた日本一の連

立式天守を構えた平山城を言われております。 

松山城は、日本で 12 か所しか残っていない「現存 12 天守」のうちのひとつ、江戸時代以前に建造

された天守を有する城郭の一つです。平成 18 年に「日本 100 名城」、平成 19 年には道後温泉とと

もに「美しい日本の歴史的風土 100 選」に選定されました。 

また、日本で唯一現存している望楼型二重櫓である野原櫓や、「現存 12 天守」の城郭では松山城と

彦根城しか存在が確認されていない、韓国の倭城の防備手法である「登り石垣」が二之丸から本丸

にかけてあり、堀之内を含む城山公園全体が国の史跡で、「日本さくら名所 100 選（平成元年）」や

「日本の歴史公園 100 選（平成 18 年）」の指定も受けています。 



 

          

道後温泉本館                  ぼっちゃん列車 

道後温泉は、日本書紀にも登場するわが国 古の温泉です。どっしりとした構えの本館上の振鷺閣

（しんろかく）には伝説の白鷺を据え、また毎朝 6時に太鼓の音で開館を告げるなど、歴史ある温

泉情緒をかもしだしています。 

又、司馬遼太郎原作の『坂の上の雲』、俳句・短歌の中興の祖となった正岡子規でも有名な松山へ

ぜひ一度お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

高山赤十字病院

 
 
病院の住所等 
〒506-8550 

岐阜県高山市天満町３丁目１１番地 
TEL：0577-32-1111（代表） 
FAX：0577-34-4155 

 
許可病床数 
一般 491 床（救命 20 床・回復期リハビリテ  
      ―ション病棟 45 床含） 

 
診療科目 
内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、精

神科（心療内科）、小児科、外科、整形外科、

脳 神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、

眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテー

ション科、麻酔科、歯科口腔外科（歯科） 
 
併設施設 
 救命救急センタ―（20 床） 
 回復期リハビリテ―ション病棟（45 床） 
 未熟児センタ―（10 床） 
 人工腎センタ― 
 訪問看護ステ―ション 
 居宅介護支援事業所 
 健診センタ―（成人病健診・人間ドック・他） 
 
付属施設 
 高山赤十字介護老人保健施設はなさと（100
床） 

 
 
【沿革】 
 高山赤十字病院は大正 11 年 11 月 1 日に郡立

大野郡病院から日本赤十字社に移管されまし

た。以来、赤十字精神を基調として、この地域

の基幹病院として活動しております。 
明治 32 年 1 月 10 日 
 飛騨３郡立大野郡病院として創立 
大正 11 年 11 月 1 日 
 日本赤十字社に寄贈移管され日本赤十字社

岐阜支部斐太療院として発足 
大正 12 年 4 月 
 岐阜県の委託により岐阜県看護婦養成所高

山支所を開設 
昭和 5 年 7 月 
 日本赤十字社岐阜支部斐太病院と改称 
 （病床数 95 床） 
昭和 12 年 
 レントゲン室、手術室、特別室を新築 
 理学療法科の新設（病床数 105 床） 
昭和 18 年 1 月 1 日 

  岐阜県支部病院規則の改正により高山赤十

字病院と改称 
昭和 20 年 9 月 
 病床数 117 床に増床 
昭和 22 年 7 月 1 日 
 保険医療機関として岐阜県より指定 
昭和 25 年 10 月 19 日 
 病床数 150 床に増床 
昭和 25 年 12 月 21 日 
 綜合病院高山赤十字病院に改称 
昭和 28 年 8 月 22 日 
 病床数 260 床に増床 
 （一般 150 床、結核 110 床） 
昭和 39 年 9 月 28 日 
 病床数 260 床（一般 180 床、結核 80 床）に

変更 
昭和 40 年 3 月 19 日 



 救急病院として指定される 
昭和 42 年 5 月 15 日 
 病床数 307 床（一般 180 床、結核 80 床、未

熟児・小児病 47 床）に増床 
昭和 43 年 4 月 
 X 線 TV 装置導入 
昭和 44 年 4 月 18 日 
 病床数 307 床（一般 277 床、結核 30 床）に

変更 
昭和 45 年 3 月 
 コバルト治療棟が増築される 

 
     （昭和 45 年頃の玄関風景） 
昭和 45 年 7 月 
 理学診療科が放射線科と改称され、放射線科

医師が就任する 
昭和 48 年 2 月 
 血管造影連続撮影装置（AOT）導入 
昭和 48 年 9 月 26 日 
 病床数 330 床（一般 330 床、結核病床廃止） 
昭和 51 年 5 月 19 日 
 病床数 360 床（一般 360 床）に増床 
昭和 54 年 4 月 
 ゼロラジオグラフィ―導入 
昭和 54 年 7 月 
 頭部 CT 装置導入 
昭和 54 年 11 月 
 胃部検診車導入 
昭和 54 年 12 月 20 日 
 飛騨地方高山保健所管内住民胃がん集団検

診開始（成人病予防対策） 
昭和 56 年 2 月 6 日 
 臨床研修指定病院として指定 
昭和 57 年 4 月 24 日 
 病床数 520 床（一般 520 床）に増床 
昭和 61 年 8 月 1 日 
 健診センタ―開設 
平成 3 年 4 月 27 日 
 病床数 540 床（一般 540 床）に増床 
平成 4 年 12 月 

 救命救急センタ―運用開始 
平成 6 年 6 月 
 診療本館増築工事完成 
平成 8 年 10 月 
 地域災害医療センタ―に指定 
平成 9 年 10 月 
 高山赤十字介護老人保健施設はなさと開設 
平成 10 年 11 月 
 療養型病床群 40 床開設 
平成 12 年 1 月 
 訪問看護ステーション開設 
平成 13 年 4 月 
 病診連携室開設 
平成 14 年 2 月 
 統合医療情報システム（電子カルテシステ

ム）開始 
平成 15 年 5 月 
 日本医療機能評価機構認定取得（一般病院 

種別 B） 
平成 15 年 6 月 
 回復期リハビリテーション病棟（45 床）開設 
平成 16 年 3 月 
 看護専門学校閉校 
平成 18 年 7 月 
 DPC 対象病院 
平成 20 年 3 月 
 療養型病床群廃止 
平成 20 年 4 月 
 病床数 506 床に変更 
平成 20 年 9 月 
 7 対 1 入院基本料に変更 
平成 21 年 4 月 
 事業所内託児所開設 
平成 22 年 12 月 
 許可病床数 491 床に変更 

 
    （高山市からの乗鞍連峰） 
【放射線科部の構成と業務量】 
 放射線科部の一日は始業前の朝礼から始ま

り、出来るだけ全員の参加を心がけています。

当日の予定や病院内の連絡事項、各部署から装



置の状況など報告をします。 
 今年の 9月から常勤の放射線科医がいなくな

り、読影や放射線治療に支障をきたしています。 
 近年は診療放射線技師の仕事も専門化が進

んでおり、各自研修会や勉強会、講演会に積極

的に参加しています。 
 現在 1 名育休中ですが、補充は難しいので全

員で協力し合って頑張っています。 

 
     （放射線科 受付） 
構成 
 診療放射線技師 16 名（男性 12 名、女性 4 名） 
           内 女性 1名は育休中 
 医師 2 名（兼脳外科部長 1 名・常勤嘱託 1 名） 

看護師 3 名 
 技術員 1 名、パート受付 1 名 
業務量（平成 22 年 10 月分） 
 単純 X 線撮影     3996 人 
 頭腹部血管撮影     12 人 
 心臓血管撮影      78 人 
 CT          1422 人 
 MR          355 人 
 RI           45 人 
 骨密度         37 人 
 放射線治療       209 人 
 超音波検査（含 健診） 403 人 
 消化管透視(含 健診)  478 人 
 X 線 TV 造影検査    413 人 
 一般乳房撮影      92 人 
 健診乳房撮影        137 人 
 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ撮影       325 人 
 過去画像出力・入力   145 件 
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（診療放射線技師） 

（診療放射線技師） 

（診療放射線技師）



 

 

 

 

 

 

 

放射線技師の人員配置 

一般撮影・TV 装置など  担当 10 名 
 一般撮影装置 2 台、胸部専用装置 1 台、骨密

度測定装置（HOLOGIC QDR-Explorer） 
デジタルパノラマ撮影装置、X 線 TV 装置 

（Finesearch300、Winscope60001、Ultimax 
80）泌尿器撮影装置、乳房撮影装置（ｺﾆｶ 
ﾐﾉﾙﾀ PCM ｼｽﾃﾑ）病棟ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ装置 4 台、手 
術室ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ装置 1 台、外科用ｲﾒｰｼﾞ 2 台、 

CT・救急撮影室   担当 2 名 
 CT 2 台 （Aquilion 16、64） 
 一般撮影装置 1 台 
 X 線 TV 装置（DCA－300A） 
MRI        担当 1 名 
 MRI 1 台 （Harmony 1.0T） 
RI         担当 1 名 

  ガンマカメラ（Bright View） 
放射線治療     担当 1 名 
 治療装置 （ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾊﾞﾄﾛﾝ M2） 
 治療計画装置（Focus） 
血管撮影      担当 １名 
 頭腹部撮影（Allura X-per FD20/10） 
 心臓撮影 （Allura X-per FD10/10） 

画像データは、ほぼ全てサーバーに保管して

あり電子カルテからの参照が出来ます。しかし、

フィルムレス化は全く進んでおらず、写真の

80%は未だフィルムで出力しております。 
当直業務は、平日夜間は 1名、土日祝祭日は、 

日直帯 1 名、当直帯 1 名という体制で仕事を行

っています。心カテ、頭腹部アンギオなど緊急

の検査は、宅直という形で 1 名待機しておりま

す。 
 
【観 光】 
 高山市は岐阜県の北部、飛騨地方の中央にあ

り、長野、富山、福井、石川の 4 県と接してい

る。市の広さは東京都とほぼ同じ面積で、日本

一広大な市である。また、面積の 92.5%を森林

が占めている。高山には縄文時代の遺跡が数多

くあります。「日本書記」には飛騨の両面宿儺

（りょうめんすくな）の乱の記載がある。平安

時代に飛騨は平家の支配を受けており、江戸時

代には幕府直轄地（天領）となっていました。 
観光のトップは、何といっても「高山祭」で

しょう。春の山王祭（4 月 14・15 日）と秋の

八幡祭（10 月 9・10 日）を合わせて「高山祭」

といいます。日本３大美祭の一つにも数えられ

るこの祭りは、飛騨高山の風物詩であり、その

起源は１６世紀後半から１７世紀といわれて

います。 

 
    （秋の高山祭り屋台） 

古い町並は、国の重要伝統的建造物群保存地

区に選定されており、城下町の中心、商人町と

して発展した町並は、出格子のつらなる軒下に

は用水が流れ、造り酒屋には杉の葉を玉にした
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（医 師） 



「酒ばやし」が下がり、町家の大戸やしにせの

のれんが軒をつらねています。 

 
        （古い町並） 

飛騨の里には豪雪に耐えてきた合掌造りや

榑葺きの屋根など、飛騨の代表的な民家３０数

棟が立ち並んでいます。各民家では、農山村の

生産・生活用具を数多く展示し、わら細工、さ

しこ、機織りなどの実演もしています。 

 
        （飛騨の里） 
 
 
 
 
 
 
 
       観光客で賑わう宮川朝市 
 
 
 
高山陣屋は徳川幕府の直轄地となっていた

頃、江戸から来た代官や郡代が政治をとってい

た役所で、郡代役所が残っているのは全国でも

高山だけです。 

 
        （高山陣屋） 

食べ物としては、まず飛騨牛でしょう。第９

回全国和牛能力共進会において、肉質日本一の

栄冠に輝いた飛騨牛は、肉質、味ともに絶品で

す。和食・洋食を問わず楽しめます。 
朴葉の上に味噌、ねぎ、椎茸などをのせ、焼

きながら食べる朴葉みそは、ご飯によく合い、

酒の肴としても 高の一品です。 
高山のみたらしだんごは、甘くなく、あっさ

りとした醤油味です。きつね色に焦げた醤油の

香ばしい香りは何とも言えません。 
漬物は飛騨独自の赤かぶなど、野菜や山菜の

味を活かした素朴な風味と淡白な味です。 
後は地酒です。江戸中期から造られている

地酒は、清らかな水、良質の米、気候などの条

件に恵まれおり、深い味わいで全国の左党を唸

らせています。是非、味わってください。 

 
 

 

 

 

 

 

 



長岡赤十字病院 
940-2085 長岡市千秋 2丁目 297-1 

Tel0258-28-3600  Fax0258-28-9000 

e-mail hayashi@nagaoka.jrc.or.jp 

【地域紹介】 

ちょっと（かなり？）前、元首相の所信表明

では「米百俵」が話題になり、NHK 大河ドラマ

「天地人」の直江兼継とお船の故郷として放送

されましたが、覚えていますか？清史郎はまだ

まだ元気に頑張っていますが・・・。 

 新潟と言えば、米どころで「コシヒカリ」「越

の寒梅」「亀田製菓」『新潟アルビレックス』な

どなどが有名ですが、長岡は、もちろん稲作、

工作機械、昔は油田掘削開発などで潤った時代

もあったようですが。現在は、『日本一の花火』

と『日本一の大河：信濃川を抱える』新潟県第

二の都市です。 

人口は平成の大合併で 30 万弱になり越後平

野の海から山まで新潟県を分断した、まさしく

新潟県の中心地に位置しています。『食通を唸

らすほど』魚から米、野菜、山菜と豊富です。

今年は天候不順で稲作、地野菜など苦戦してい

るようです。その他『製造工業としては』清酒

（朝日山など市内に蔵元が７）、米菓（岩塚製

菓、越後製菓）、ヨネックス、日本精機、ラム

ダ、工作機械メーカー（倉機、OM、・・）など

世界的な企業もあります。（円高が気になりま

すが） 

その他『商業』は昔から信濃川水系を利用し

て活発に往来していましたが、現在は高速交通

体系で上越新幹線と関越自動車道、北陸自動車

道の要に位置していますので、人、物の流れは

関東や首都圏域あるいは関西圏、中部圏と密接

に繋がっています。長岡赤十字病院も平成 11

年に中部ブロックから関東ブロックに鞍替え

なりましたが、新潟県技師会は、学術は東北、

技師会は北関東、地理的な結びつきで、今でも

東北 7県、北信越ブロックなど地理的にも慣例

や行政のすみ分けに戸惑うことでもあります。

（スポーツは北陸ブロックなど） 

長岡藩の歴史は江戸時代に遡りますが廃藩

置県で柏崎、新潟に県都が移り、先述の米百俵

で山本五十六などを輩出し当病院の興りの礎

もそこから始まっています。その後の病院の移

管は、HP の通りです。 

【職場紹介】 

長岡赤十字病院放射線科は現在、画像診断医

4 名、腫瘍医 1名の常勤 5名と技師 23 名、補助

員 3 名の 31 名で構成しています。看護師は 2

名の放射線科臨時（パート）職員と救急外来 22

名の看護師が放射線科とプールし看護師スタ

ッフとコラボレーションしています。看護師は

CT2 名、透視検査（検診業務、精検・注腸検査

業務）2 名、MRI1 名、アンギオ‐心カテ 2-3 名、

放射線治療 1名で 7-9人が放射線科看護師とし

て勤務しています。 

画像診断医の西原部長が全体の統括責任者

で第 2部長伊藤先生は治療医、第 3 部長谷先生

は画像診断、副部長高木先生は IVR 専門の画像

診断を兼ねています。1 名の画像診断医池田先

生は短期の新潟大学からの応援とその他出張

医で画像診断加算 2を 2009 年に取得しました。 

技師は23名で、2-7名をグループに分け課長、

係長がそれぞれの分野を統括しています。朝の

始業 10 分前に全体（医師を除く）ミーティン

グをして、連絡事項・人員業務関連を確認し業

務を開始しています。月 1回は技師の勉強会も

開催し、業務別グループと別に 6班でそれぞれ

テーマを決めて（アカデミックから業務改善な

どや検討事項・報告まで）発表しています。 

3 名の技術員は主に受付と診断業務の整理な

ど受け持ち、人的に欠かせない業務となってい

ます。現像やフィルム処理の時は 7 名が業務を

分担し懐かしい時代もありました。 

【放射線情報システム関係】 

平成 9年に現在の地に移転新築時は、医師のフ

ァイルメーカーがあり診断レポートの蓄積が

電子化の始まりでした。その後、平成 12 年に

第 1 次 FUJIFILM の RIS を導入し、紙運用から

電子化へ変更し、平成 15 年にマルチ CT 導入を

機に PACS 蓄積を開始し、2009 年 7 月に電子化

‐PACS へ移行しました。（デンタル､オクルザー

ルを除いては。） 

 平成 17 年に Web 画像参照、レポート参照も

可能になり電子化を推進してきました。 

 平成 21 年に第 2 次 HIS と RIS を更新し、現

在新 PACS も構築中です。（12 月末に移行計画中

です。）この機に放射線科情報システム電源設

備は 2 重化し、電源設備点検時に PACS 運用が

止まらないように整備しました。本体サーバー

は短期、長期、Thin-slice でカバーしています

が、画像全てを 2 重化してはいません。（シス

テムダウン時が悩みの種です。今後、改善して

いかなければならないシステムですが。） 

【撮影機器】 

 撮影室は現在、骨一般撮影 2 室、胸部１、乳



房-マンモトーム１、歯科撮影１、泌尿器-婦人

科撮影２、救急-小児１、診断 CT２（64VCT、16LS）、

透視４（検診、精検、内視鏡併用、大腸 F）、結

石破砕装置、骨密度測定装置、1.5T MRI２

（Avanto Tim と Signa HDxt は 12 月 20 日稼

働予定）、頭腹部血管装置１、心カテ１（Siemens 

zee は 12 月 8 日に稼働）、治療棟にリニアック

（Clinac ix、シミュレーターCT（LB16LS）、

治療計画装置（ECLIPSE、i-PLAN）は、昨年度

新棟建築を実施して機器更新を行いました。今

年の7月から晴れて新システムで稼働していま

す。その他ポータブル 6、モービル 3 を有して

います。 

２２室３６機器を扱っています。 

 今後撮影室を 1室増加させ、機器更新などを

検討課題としています。 

 

【撮影室名・使用機器・9月期の業務集計】 

撮影室名 使用機器名 件 数 

骨系撮影１ KXO-50G 902

骨系撮影２ KXO-50G 626

胸部撮影 KXO-50G 1952

MGU-100D 273乳房撮影 

生検 J&JBIOPSYS 4

X-28 93
歯科撮影 

X501-CR 94

泌尿器撮影１ KXO-50N 2

泌婦人科撮影２ KXO-50N 5

320小児撮影 

救急撮影 

DH-158H 

948

 

血管撮影 Artis FA 35

心カテ（更新予定） Angiorex 38

ポータブル Sirius130HP×2 

IMC-1A×2 

MobileArt 

MU-125 

826

手術室 Sirius130HP 203

モービル BV25 

BV-Libra 

MINI6800CP 

― 

 

CT 体幹部撮影 64-VCT 1176

CT（頭部）撮影 LSU16 882

X-TV１ DREX-ZX80/10 287

X-TV２ DREX-ZX80/10 100

結石破砕装置 ﾘｿﾄﾘﾌﾟﾀｰ D 7

X-TV３（内視鏡） DBA-300A 51

X-TV４（CF） DBA-300A －

骨密度測定 QDR-4500A 67

 

MRI（更新予定） VISART 224

MRI Avanto Tim 336

RI１ GCA-9300A 

RI２ GCA-7200A 

RI3 SNC-5100R 

97

 

外部放射線治療 654+59

SRS/SRT 0

TBI 

EXL-15DP（旧） 

Clinac  ix

（新） 

 
1

CT シミュレーター LBLS-16 47

治療計画装置 ECLIPSE ― 

治療計画装置 i-Plan ―- 

旧計画装置 RTP700U/Xio ￣- 

メタストロン注  0

 

他院診断  30

PACS 化  207

CD/CDR 化  ― 

【放射線情報・PACS システム】 

HIS は昨年富士通 FX から GX に更新され、RIS

は Fujifilm の RIS と接続しています。PACS は

GE 社製の Centricity を 12 月 26 日に旧シス

テムの切り替えを予定しています。診断は

RA1000 を 7 セットで 6セットは 3M×2 面、マン

モ読影用に 5M×2 面で読影しています。Main 

サーバーは 21TB、長期 Centera は 21TB、Thin

サーバーは 2.8TB を有していて、現在の使用で

今後 10 年の保存を見込んでいます。 

 

【スタッフ写真】 

 
上段：若月、鈴木、地崎、神林、新保 

下段：滝沢、捧副技師長、片桐技術員、楳田 



 
上段：入沢課長、鈴木（光）、田村（厚）、川本、 

西潟 

下段：伊藤部長、林技師長、南波看護師 

 

 

 
上段：大橋、金子、小林、飯浜、荒川、楳田、

菅井 

下段：丸田課長、田村（博）、中村技術員、阿

部技術員 

 

 

 
高木副部長、西原部長、谷部長、池田医師 

 

 

 

 

 

【病院風景と周辺写真】 

2010 年 11 月冬前の撮影 

 
朝日が昇る病院正面 

 

 

 
前面にヘリポート 

（新潟中越地震後に整備） 

 

 

 
病院東側に信濃川、その向こうに市中心部 

（左岸に病院がある） 

 



 
写真中央の河川敷 

 

（「日本一の花火３尺玉」が８月 2-3 日、に打

ち上げが行われる）現在は４尺玉が隣町であげ

られるが、規模はまだまだ、日本一である。ぜ

ひ、見に来てください 

 
西側；道路を挟んでアピタ、車４０分で日本海

へ 

 

 

 
北側；越後一宮：弥彦神社「弥彦山を望む」 

手前：リリックホール、県立近代美術館など 

 

 
夕暮れ 

（病院展望風呂よりの風景、残念ながら、展望

レストランが反対側に位置し、市内の夜景は病

室からしか見えない。また、市内からは病院の

明かりが９時消灯まで輝く。） 

 

【 後に】 

後に長岡は≪ラーメン店≫も『背油ごって

り』の「ラーメン潤」から醤油ベースの「青島

ラーメン」など週末はラーメンめぐりが楽しめ

ます。 近のB級グルメブームより前から・・・。 

また、腰の入った≪そば≫「越後・長岡十日

町そば」や隣町の小千谷の「わたや」など数件

のそばやの『へぎそば』も選択に迷うほど楽し

めます。「ちなみに民家を改造した、「孫七」は

3 尺花火麺を謳って、うどんとそばの両方を堪

能できます。当然、こちらは、知る人しか行き

ません。当院の研修医ラーメンめぐり講座は必

ず院内記事になり新着の情報元にもなります。 

酒通の方は蔵元探訪も季節によりできます。

これから新酒の仕込みシーズンです。待ち遠し

い冬はやっぱりお燗ですかね。また、一般客用

に利き酒、試飲は「食の陣」などで楽しめます。 

（長岡まつりのお誘い） 

長岡祭りは、毎年 8 月 2-3 日に行われます。

1 日は前夜祭で民謡流しを行い、2-3 日は大花

火大会が繰り広げられます。2 万発の花火が夜

空に輝きます。圧巻は何と言っても、8 時 30 分

と 9時の『3 尺玉』の音と光・地響きです。 

その他、信濃川にかかる長生橋と大手大橋の

『ナイヤガラ』の花火でしょう。また、平成の

大合併と中越地震の復興を祈る平原綾香の＜

Jupiter＞に載せた『フェニックス』が長岡の

市標の『長』とマッチさせたまさしく歌と花火

と長岡の歴史を物語っています。戦災受難者の

霊を慰め、戦災・震災にも負けない不死鳥を形

にした「花火模様」がその意気込みを物語って

います。今後も地域一体となって盛り上げてい

きたいものです。 



（番外編） 

ところで、市内には母体の違う同等な病院が、

３つあります。１つは厚生連の長岡中央病院、

２つ目は循環器系を専門にした総合病院立川

メディカルセンターと当院です。それぞれが、

特徴をもって地域に根ざした診療と連携を行

い、医療に貢献しています。 

また、救急は、１次は開業医さんが当番し、

2 次救急は（月・木）（火・金）（水・土）を 3

か月ずつ３病院で受け持ち、日曜・祝日は輪番

制で対応しています。当院は 3 次救急も受け持

ちますので近隣はもとより、中越地区全域をカ

バーし、新潟地区、上越地区とも連携すること

もあります。救急の疲弊は医師だけではありま

せんが、数年前の麻酔科医師の減少問題から端

を発し地域協力体制がより確立してきました。

（救急は日赤さんだけでは、持たないことがわ

かってきました。）幸い、今は、麻酔科医師問

題は解決しましたので、前よりも手術件数も増

加し、DPC 導入で在院日数も日赤平均位で推移

しているようです。その分、手術撮影件数は増

えましたが、全体の放射線科稼働件数は若干減

少した部分もあります。ここ 近の動向では、

CT や MR といった高額機器の診断能の高まりや

がん治療として確立した放射線治療が目玉的

な稼ぎ頭になってきました。 

今後の放射線科部はそれらをうまく使いこ

なしたハード、ソフト面のレベルアップ、スキ

ルアップが重要な位置づけになってきました。

それらを使いこなしてこそ、真の医療に貢献で

きる、名実ともに日赤精神だと思います。    

以上 

 

 



姫路赤十字病院 

所在地 

〒670-8540 

兵庫県姫路市下手野 1－12－1 

TEL 079－294－2251 

FAX 079－296－4050 

 

概 要 

敷地面積 2,296,638 ㎡ 

病床数 （509 床）一般 503 床 感染床 6床 

９階建て 屋上ヘリポート有り      【病院の理念】 

施設指定・認定               姫路赤十字病院は、医の倫理と人道・博愛の赤十 

２７認定（地域周産期母子医療センター等） 字精神の基づく病院づくりを目指します。 

【診療科目（18科）】              

内科・循環器科・小児科・小児外科・外科・   【付帯事業】 

整形外科・形成外科・脳神経外科・皮膚科    姫路赤十字看護専門学校 

泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・    居宅介護支援所 

放射線科・リハビリテーション科・麻酔科    訪問看護ステーション 

歯科・歯科口腔科 

 

開設年月日 

平成 13 年 11 月 1 日   

（旧病院）明治 41 年 4月 1日 

 

沿 革 

明治 7年 4月               昭和 8年 8月 

医師有志が発起し寄付金で姫路城廊内     本館を鉄筋コンクリート 4階建に改築 

に会社病院を創立            昭和 12 年 12 月～15 年 5月 

明治15年 12月               姫路陸軍病院姫路赤十字病院として軍患者を収容 

飾磨県立病院となる           昭和 18 年 1月 

明治 41 年 4 月 1日             日本赤十字社兵庫支部姫路病院を姫路赤十字病院 

日本赤十字社兵庫県支部の管理とな     と呼称 

（姫路赤十字病院創立）          昭和 20 年 6月～8月 

明治 41 年～43年              姫路陸軍病院姫路赤十字病院として軍患者を収容 

旧病舎の改修並びに病棟建設       昭和 25 年 3月 

大正3年 11月                姫路赤十字看護学院を姫路赤十字高等看護学院と 

本館、その他付属家屋を焼失        呼称 

大正 4年 4月               昭和 32 年 11 月 

本館、診察室等を新築           医療法に基いて総合病院と呼称 

 

 
 

 

 

 



昭和 44年 1月              【放射線技術部】 

病棟部門・管理部門の第一期工事竣工    平成 22 年 4月 1日より放射線科より独立し放 

昭和 45 年６月                射線技術部となる。 

診療部門の第二期工事竣工         放射線科は放射線科医師 5名 

昭和 51年 4 月                 （構成） 

看護学院を姫路赤十字看護専門学校と呼称  診療放射線技師：21名(3 名女性)平均年齢：34.7

昭和 60年 3 月                技術員：1 名  看護師：7名 

健診センターを設置             受付：３名         

平成 10年 9 月                                 

新病院の実施設計確定           技術部では、毎週木曜日朝ミーティングを行ない

平成１１年１０月              院内・部内の状況や撮影技術に関すること等、

市内下手野１丁目にて新病院の竣工式    の情報を共有化し、職員間のコミュニケーション

平成１２年１月               を図っています。 

「姫路赤十字病院の基本理念」の制定     当直業務は、１名当直で１７名で回しています。

平成１４年１０月              循環器拘束日が７回／月程度あり、その時は１名

日本医療機能評価機構より認定       拘束されます。緊急のアンギオ・ＭＲＩについて

平成１６年１０月              は呼び出しとしています。 

台風２３号被災地災害救護活動を行なう  「医療事故なし」を目標にお互いに協力し業務する

平成 16 年１１月               ことを目指しています。 

新潟中越沖地震被災地災害救護活動を行なう 平成 19 年 11 月より電子カルテ・PACS を導入し、

平成１９年１０月             すべてデジタル化となり 20 年 7月には完全にフ

日本医療機能評価機構より認定（更新）    ィルムレス化となり自動現像機が当院より姿を

平成２０年４月              消しました。 

明治４１年の創立より１００周年を迎える      

平成２１年４月              【業務量】（平成 21 年度の月平均） 

併設の姫路赤十字看護専門学校が、       一般撮影：3661 人    乳房撮影：242 人

創立１００周年を迎える            ポータブル：793 人   パノラマ：330 人

平成２１年８月                 Ｃ Ｔ：1211 人（2台） Ｒ Ｉ：177 人 

台風９号被災地災害救護活動を行なう      ＭＲＩ：628 人（2台）  血管造影：75 人

                        Ｘ線テレビ：209 人(3 台)  骨密度：70 人 

                         放射線治療新患：30 人  

                        放射線治療：685 人   

                         

                     【診療放射線技師の人員配置と装置数】 

                      一般撮影：５名（撮影室６） ＣＴ：３名（２台）

                      乳房撮影：１名（撮影室１） ＲＩ：１名（１台）

                      ポータブル：１名     ＭＲＩ：３名（２台）

                      テレビ：２名（３台）  アンギオ：１名（１台）

                      放射線治療：     放射線治療３名（１台） 
 



【放射線技術部主要装置一覧】 

乳房撮影装置：ＭＧＵ－100Ｄ（東芝） 

Ｘ線 テレビ：Medites3000（日立） 

Ｘ線 テレビ：Prius－C（日立） 

内視鏡テレビ：CURAVISTA(日立) 

血管造影装置：ALLURA(PHLIPS) 

ＣＴ撮影装置：Ａquillon64（東芝）2 台 

ＣＴ撮影装置：Ａquillon16（東芝）１台 

MRI：INTERA 1.5T（(PHLIPS) 2 台 

治療装置  ：ＥＸＬ－15ＤＰ型（三菱） 

泌尿器撮影装置：HYDRAJUST Plus 

一般撮影装置 5台、救急撮影装置 1台、パノ 

ラマ装置１台、デンタル装置 1 台、ポータブ 

ル装置 6台、術中透視装置１台、画像読み取り 

装置７台（コニカ５台、フジ 2 台） 

 

【病院イベント（病院フェスタ）について】 

平成 21 年より「病院の仕事や普段入れない場所 

等を一般の方々に体験や見学してもらおう」と 

「もっとクロスを！」合言葉に病院フェスタを開 

催しました。院内の各部署で趣向を凝らした体験 

コーナー（採血体験や腹腔鏡下手術体験、電気 

メス操作体験等）また栄養課食事コーナー等が 

あり子供から大人まで興味津々で大盛況でした。 

 放射線技術部は、ＣＴ・ＭＲＩ・一般撮影し 

た品物を利用したクイズをしたり、乳癌の早期発 

見の必要性について展示説明を行ないました。 

 

     2010 病院フェスタ風景 
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観光 

姫路城 

国宝姫路城は平成 5 年 12 月、奈良の法隆寺とと

もに、日本で初の世界文化遺産となりました。

2009 年 10 月より大規模な改修工事「平成の大修

理」が行われ、2014 年まで約 5 年かかりますが、

基本的に修理期間中も大天守内部は公開される

そうです。素屋根に覆われますが、その壁面には

大天守の絵が描かれ、内部には観光客用のエレベ

ーターも設置され、間近に修理の様子が眺められ

るようです。 

 

 

2010 年 2 月     2010 年 10 月 

 

書写山圓教寺 

「西の比叡山」とも呼ばれ、西国三十三箇所中

大規模の寺院で比叡山、大山とともに天台の三大

道場と並び称された巨刹である。ロープウェイで

書写山（標高３７１ｍ）に上ると、山上一帯に多

くの伽藍・境内があります。又、この地からの播

磨平野と瀬戸内は一見の価値ありです。大河ドラ

マ「宮本武蔵」やハリウッド映画「ラストサムラ

イ」の撮影地としても有名です。 

 
大講堂        食堂 

 

SPring－８ 

姫路市より西方の播磨科学公園都市内に位置す

る大型放射光施設。電子を加速・貯蔵するため

の加速器群と発生した放射光を利用するため

の実験施設および各種付属施設から成り、近

くには、粒子線治療のできる医療施設もあり

ます。 

上空より 

円形加速器 

 

姫路セントラルパーク 

ドライブスルーサファリで車に乗ったまま、近く

に動物を見ることができます。又、遊園地と夏は

プール・冬はアイススケートと年中、家族で楽し

めます。 

 

太陽公園 

世界の城や遺跡、石像のレプリカを多数設置した

テーマパーク。「万里の長城」「ノイシュヴァンシ

ュタイン城」「モアイ像」「マーライオン」など。

  



文化                         
灘のけんか祭り                       

姫路市白浜町の松原八幡神社で行われる秋季例大

祭で兵庫県の重要無形民俗文化財のこと。絢爛豪

華な屋台が激しく練り競う勇壮な屋台練りが有名

です。全国に数ある「けんか祭り」のなかでも

大規模の祭りといわれ、国内はもとより海外にま

で知られています。 

ヨーイヤサ！ ヨーイヤサ！！ 

 

 
播州の郷土料理 

2008 年に第２５回全国菓子大博覧会が姫路で開

催され、多くの来場者で賑わいました。2011 年秋

には、B 級ご当地グルメを競い合う「第 6 回 B－

１グランプリ」が姫路で開催されます。関西圏で

の実施は初となりますので、お近くの方は是非と

もお立ち寄り下さい。 

・姫路おでん（生姜醤油でいただきます） 

・ホルモンうどん（味噌味の焼うどん） 

・カツメシ（ビフカツにデミグラスソース） 

・御座候（回転焼き） ・揖保の糸（そうめん） 

・ヒガシマル醤油     ・いかなごの釘煮 

 

  受付事務 

 

 

 

 

 

西野        藤原  柴原 

 

  放射線技術部スタッフ 

診療放射線技師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上左より樽本 細岡 上水 畑中 岩本 天川 

中左より梅澤  福田  松井  大塚  岩見  藤岡  天野  内海

下左より塩崎 井手 中島技師長 萩原 井上(技術) 高田 

 

 

 

 

 

放射線科            福田      辻井 

（放射線科医師） 

 

三森部長 松原 

片山 長谷 小林 

 

 

看護師 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤原 徳川 森 井上 

明石 入江係長 木戸 

 

 

 


