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       老騎千里を思う 

 

 

 

日本赤十字社診療放射線技師会 

会長 清水 文孝 

  

人生５０年と言われたのは、当の昔。今は、人生８０年の時代になっている。そんな自身も、還暦を目

前にして、若かりし頃のことを思い出すこともしばしばである。２０代の頃、親を含め自分を還暦にな

ぞらえた事など皆無で、何時までも若いと思っていた。しかし、間もなく還暦を迎えると思うと、頑張

って生きてきたな（自己満足＆自己不満足を含め）、と振り返ることが多くなったように思える。その

間、いろいろな経験をさせていただいた。３０歳前後の頃本会の役員をさせていただけた経験は、右も

左も分らなく、ただ諸先輩の後姿に教えていただいていただけだった。その１０年後、県の技師会の役

員をさせていただいた。その頃から、職場においてもそれなりの役職をいただいたことで、少しは分る

ようになってきたと自身で判断する。しかし、それ以上にこの県技師会の役員時代の経験は、 も知識

もそうだが、人財に恵まれた時と思う。周りから見れば、ただがむしゃらに走っていただけかもしれな

いが、正に充実した４０代ではなかったかと思う。そして、益井前会長からの一本の電話から始まった

本会の役員時代。浅学菲才の私に白羽の矢が向けられ、常任理事、副会長、会長と要職を与えられ、４

０代以上では緻密さも兼ね備え、また、求まられながら走ったように思う。この時代にも人財に恵まれ、

自己啓発の たる時代ではないだろうかと思う。この時、益井前会長の言葉「ギアを上げて進む」を糧

に一速、一速と進めて来られたと思う。そして、本会の礎を築いていただいた先達に負けないよう頑張

る、が信念になった気がする。 

 本会も創立６０年を超え、更に発展して行かなければならない。その為には、施設の垣根を更に低

くし、様々な施設の交流も必要不可欠であろう。その為に本会の担う位置づけは、更に重要なものにな

って行くであろう。その礎は、ブロックの活性化であり、専門部の活性化と思う。更にこれらを活性化

させるよう邁進しなければならないだろう。本会の役員を仰せつかった頃、会員数が１０００名を超え

るのに一喜一憂していた。しかし、今や１４００名超え、１５００名目前となっている。会員数の増加

は、役員諸氏に責任や負担増を強いていることと推察する。日常の業務を終え、私事を割き会務に精励

していただいていることに感謝の言葉しかない。しかし、それこそが、会員の為に何ができるかを考え

る礎になっていると思う。これからも、何ができるかを考え、会務に精励させていただくことだろう。 

標題は、駿馬が年老いて檻に繋がれる日々の中でも、千里を馳せることを常に思い描いていることを

表した格言である。当方、還暦を目前にして思うことは、年老いていく駄馬ではあるが、駿馬の如く有

りたいと思う。千里と言わず一里でも馳せたい一心である。駿馬は駿馬の如く、駄馬は駄馬として、そ

の思いは一途であり、同じ思いであると思う。 

巻頭言                  日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌第 6 号 
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平成２６年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 プログラム 

会場 東京国際フォーラム D5 

平成２６年 ５月２３日（金） 

9：15～9：50  受付 

9：50～10：00  開会式  

開会の辞 日本赤十字社診療放射線技師会会長 清水 文孝（深谷）   

10：00～10：40 本社講演 

「日赤病院グループの現在と未来」  

日本赤十字社 事業局長 富田 博樹 先生 

座長 日本赤十字社診療放射線技師会会長 清水 文孝（深谷）  

10：50～11：30 基調講演 

「日赤の原子力災害への取り組み（原子力災害における救護活動マニュアル）」 

日本赤十字社 救護・福祉部 災害対策企画室長 山澤 將人 先生  

座長 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 駒井 一洋（名古屋第二） 

11：30～11：50 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部講演 

 「原子力災害における診療放射腺技師の役割－災害医療支援部の活動－」 

日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部  

長浜赤十字病院 松井 久男 先生 

 

12：00～12：50 ランチョンセミナー         座長 小池 克美（さいたま） 

「ドパミントランスポータ SPECT の基礎と臨床」 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 

脳病態統合イメージングセンター、センター長   松田  博史 先生     

 

12：50～13：20 休憩 

報告                   日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌第 6 号 
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13：20～14：00 定期総会 

14：10～15：30  特別講演Ⅰ         

座長 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 坂井 征一郎（唐津） 

「線量計の管理について」 

 － 様々な核種を想定した線量計の選択と測定、個人被ばく線量の記録管理 － 

独立行政法人日本原子力研究開発機構  

東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 

高田 千恵 先生 

 

15:40～16:40 特別講演Ⅱ  座長 日本赤十字社診療放射線技師会副会長 戸口  豊宏（大分） 

「福島原発事故の経験から」    

東京医療保健大学 教授  伴 信彦 先生 

 

16：50～17：30 イブニングセミナー                 座長 学術部 安彦 茂（仙台） 

放射線遮蔽用ガラス「LX プレミアム」の紹介 

電気硝子建材株式会社 機能ガラス販売統括部 統括部長 浅井 喜代志 様 

 

18: 00～     情報交換会 
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５月２４日（土） 

 

9：00 ～ 9：50 研究発表①           座長 河本 勲則 （京都第二） 

1. 造影 CBCT におけるステント内腔評価についての検討  

伊勢赤十字病院  柴原 卓彦 

2. 自施設の胃透視画質向上へのとりくみ 

     熊本健康管理センター 右田 健治 

3. 間接型 FPD 及び FCR における物理特性の比較・検討 

     松江赤十字病院   伊藤 健 

4. 肺動静脈分離３ＤＣＴＡ撮像法の検討  

名古屋第一赤十字病院 五十棲  大輝 

5. 上肢 MRI 検査における 適なコイルの検討  

松山赤十字病院  森中 絵梨 

10：00～10：40 研究発表②              座長 小山 登美夫（長野） 

6. 全脊髄に対する強度変調放射線治療の検討  

広島赤十字・原爆病院  羽原  幸作 

7. Enhanced Dynamic Wedge の検証  

大分赤十字病院  足達 奈将 

8. 密封小線源治療装置における線源停止位置・時間精度の検証  

日本赤十字社和歌山医療センター 井上 賢人 

9. 当院での放射線治療でのペースメーカー（PM）植え込み患者に対する対応について 

                     那須赤十字病院  鈴木 悠 
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10：50～11：50 研究発表③            座長 西小野 昭人（熊本） 

10.  放射線部門における地域貢献の活動である「放射線安全管理ネットワーク」について 

伊勢赤十字病院  林  奈緒子 

11.  放射線安全管理ネットワーク「線量 適化の補助」の活動報告  

伊勢赤十字病院  松井  沙紀 

12. 医用モニタの管理と運用：継続的評価から見えてきたもの  

名古屋第二赤十字病院  真野  晃浩 

13. 福島赤十字病院におけるホールボディカウンターの現状  

福島赤十字病院  佐藤 勝行 

14. マンモグラフィー画像カンファレンスの立上げ  

～当院における乳腺チーム医療の取り組み～  

深谷赤十字病院  坂本 里紗 
15. 造影剤腎症の現状について  

武蔵野赤十字病院 増島 一貴 
 

12：00～12：50 ランチョンセミナー         座長 小山 登美夫（長野） 

「高精度放射線治療における精度管理」 

～サイバーナイフとトモセラピーによる治療の現場から～ 

がん・感染症センター 都立駒込病院 放射線物理室   木藤 哲史 先生 
がん・感染症センター 都立駒込病院 放射線物理室   橋本 慎平 先生 

12：50～13：20 休憩 

13：20～13：40 日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなったＨＰのご紹介 

日本赤十字社診療放射線技師会 情報担当理事 竹安 直行 

14:00～15:30 教育講演  座長 日本赤十字社診療放射線技師会副会長 石田  智広（福井） 

「より良い患者対応をめざして」～ホテルの経験と患者さんの声より伝えたいこと～ 

      学校法人 慈恵大学    栗原 重雄 先生 

15：40～16：00 表彰式、終了式 
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第６１回 日本赤十字社診療放射線技師会 定期総会 議事録 

 

１．日 時 ：平成 26 年 5 月 23 日（金）13：20～14：00 

２．会 場 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラム ホールＤ―５  

３．出席者 ：日本赤十字社診療放射線技師会会員 132 名 

４．議事録作成人 総務部常任理事  山本 晃司 

５．総会次第 

① 開会の辞 

② 会長挨拶 

③ 表  彰 

④ 総会議事運営報告 

⑤ 議長選出 

⑥ 議事録署名人選出、採決係り任命 

⑦ 議事 

         第一号議案  平成 25 年度事業経過報告 

         第二号議案  平成 25 年度決算報告 

         第三号議案  平成 25 年度監査報告 

         第四号議案  平成 26 年度事業計画(案) 

         第五号議案  平成 26 年度予算（案） 

         第六号議案  その他 

⑧ 議長解任 

⑨ 閉会の辞 

総会次第に基づいて、会式の辞、清水会長の挨拶の後、議事審議へと続いた。 

 

○会員表彰に先立ち、清水会長によって本会名誉会員であらせられる益戸達夫様のご紹介がなされた。

表彰式は委員長の正者理事により執り行われ、功労賞 15 名の方々が表彰された。今回は、個人また

施設ともに奨励賞の該当者はなかった。                               

※功労賞 15 名（順不同・敬称略）  

吉田庄左衛門（秋田赤十字病院）、高橋稔（那須赤十字病院）、並木荘一（成田赤十字病院）、水石 紀

茂（津久井赤十字病院）、村松研二（津久井赤十字病院）、片山典明（金沢赤十字病院）、山口忠夫（高

山赤十字病院）、古町彰（高山赤十字病院）、筒井康之（名古屋第一赤十字病院）、内橋宣尚（多可赤

十字病院）、山田泰司（神戸赤十字病院）、井澤秀恭（和歌山医療センター）、小林 一郎（松江赤

十字病院）、古川隆志（広島赤十字・原爆病院）、水谷宏（松山赤十字病院）                

 

○総会議事運営報告（資格審査報告）が事務局の浅妻理事より行われた。 
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  本日の出席者 132 名、委任状提出者 1236 名、 合計 1368 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された。 

 

 

○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 名が推薦された。 

議長に、京都第一赤十字病院 平川益三氏、浜松赤十字病院 佐々木昌俊氏。 

そして、議長から議事録署名人・採決係りに４名が任命され、会場からの拍手をもって全員が承認さ

れた。 

  議事録署名人に、長浜赤十字病院 松井久男氏、神戸赤十字病院 古東正宣氏。         

  採決質疑記録係に、前橋赤十字病院 柳澤勝美氏、松江赤十字病院 伊藤健氏。 

 

議長、平川益三氏の進行により議事に入った。（第一号議案から第三号議案） 

○第一号議案から第三号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

（質問 1：長浜赤十字病院 松井氏） 

 本会は 1400 人余りの会員がいる大きな組織だが、どういった位置づけ団体なのか？ 

（回答：清水会長） 

  日本赤十字社登録団体であるが、公益法人というような団体ではない。一つの職域団体と考え法人

化は考えていない。 

（回答を受けて：長浜赤十字病院 松井氏） 

  日本赤十字社診療放射線技師会が登録団体であるのならば、日赤技師がすべて参加（入会）するの

が当然で、その働きかけをして頂きたい。 

（回答：組織調査 正者理事） 

H25 年 12 月現在、日赤全技師数 1468 名で本会の会員数は 1397 名。 

（回答：清水会長） 

  本会の組織率は 95％程度であるが、今後も入会について努力して行く 

（質問 2：長浜赤十字病院 松井氏） 

  総務部の活動報告の中に、定期総会と理事会の設定及び議事録の作成というのがあるが、会員にと

って大事な情報源である、この議事録は公開されているのか？ 

（回答：清水会長） 

  議事録についてはホームページに掲載していたと思っていたが、私の認識不足で役員間だけでの閲

覧であった。今年度より議事録は全てホームページに掲載する考えである。 

（質問 3：長浜赤十字病院 松井氏） 

  財務の平成 25 年度一般会計決算報告で、学術研修会費収入で学会に 126 名が参加し 100 万いくら

かのお金が計上されている。そこから学術研修会費として約 157 万円が使われているが、その内訳
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の会場費 57 万円は 2 日間通しての金額なのか？もしそうならば、この会場費を差し引いた残り 100

万円はどういった物に使われたのか？ 

（回答：清水会長） 

  会場費については 2 日間で 57 万円、その他備品類また情報交換会それら総会に掛かる全ての費用を

一括計上し、総額 157 万円の学術研修会費となっている。        

（回答を受けての質問：長浜赤十字病院 松井氏） 

  そうすると情報交換会会場費は別にあるのか？ 

 

（回答：清水会長） 

  会員の皆様に情報交換会会費として 2000 円を頂いているが、学術総会及び情報交換会費用等の全て

を含め、支出が 157 万円となっている。これらは、学術研修会費と別途会計ではというご指摘なら

ば今後改めたい。 

（要望：名古屋第二赤十字病院 真野氏） 

  今回ホームページがリニューアルされるとの事だが、現在、停滞している情報の伝達、発信をお願

いしたい。 

（回答：清水会長） 

  情報の発信は勿論だが、それ以外にも 1400 人の会員が情報をやり取りできる SNS、またグループ

ウエアを実装しおり、会員の皆様に新しいホームページを利用して頂くことによって技師会の活性化

に繋げて行きたい。 

質疑応答後、議長の進行により挙手で採決に入った。 

※第一号議案の採決結果(否決 0、保留 2、賛成 130）。第一号議案は賛成多数で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 25、賛成 1343） 

※第二号議案の採決結果(否決 0、保留 2、賛成 130）。第二号議案は賛成多数で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 25、賛成 1343） 

※第三号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 132）。第三号議案は賛成多数で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1368） 

 

議長を佐々木昌俊氏に交代し議事を進めた。（第四号議案から第六号議案） 

○第四号議案から第五号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

（質問 1：大津赤十字病院 津田氏） 

 平成 25 年度決算報告にはあった学術研修会会場費 57 万円が、今年度は予算計上されていないが。

ホームページ運営管理費（WEB 構築費）で昨年度も余っていたが、今年度も予算案で余分に計上さ

れているのはなぜか？ 
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（回答：財務 前川理事） 

 先に WEB 構築費に関してお答えしたい。昨年度と今年度をまたいでの事業となるので、 終的に構

築全てに必要となる費用を今年度も予算として計上している。 

今年度、学術会場費 57 万円が計上されていないのは、東京国際フォーラムに支払う会場予約金が、

開催の当該年度 4 月以降（来年は H27.4 月以降）の支払いでよくなったからである。 

（要望：長浜赤十字病院 松井氏） 

ブロック活動費が 1 ブロック 15 万円となっているが、地区を活性化させる為に値上げをお願いした

い。 

（回答：清水会長） 

昨年度から今年度に掛けては、ホームページ更新による分割払いもあり、ブロック活動費の値上げは

来年度を考えている。 

質疑応答後、議長の進行により挙手で採決に入った。 

 

※第四号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 132）。第四号議案は賛成多数で可決された。 

      委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1368） 

※第五号議案の採決結果(否決 0、保留 1、賛成 131）。第五号議案は賛成多数で可決された。 

      委任状を換算(否決 0、保留 1、賛成 1367） 

○第６号議案について戸口副会長より報告 

報告後、質疑応答に入った。 

（会場から質問なし） 

※第六号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 132）。第六号議案は賛成多数で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1368） 

議長から第六号議案について「日本赤十字社診療放射線技師会会則および基金運用規約、会費納入規約、

役員選挙規約について只今をもっての改正となりました。なお、表彰規程、旅費規程、慶弔規程につい

ては全国理事会での承認改正となっておりますので、全国理事会開催日であった平成 26 年 4 月 4 日付

で改正となりました。」との発言があった。 

 

後に議長の平川氏から、定期総会において質問審議が十分尽くせるように、開催時間及び時間帯を

考えるようにと執行部に対して意見がなされた。 

これに対し清水会長は、要望を踏まえ対処するとの考えを述べた。 

 

以上にて、議事を全て終了し議長は解任となり総会は終了となった。 

以上 
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議事の経過概要及びその結果を明確にするため本議事録を作成し，議事録署名人、総会議長は次のと

おり署名押印する。 

 

 

平成 26 年 9 月 27 日  

 

                      議事録署名人 

 

                          古東 正宣    印 

 

                         松井 久男    印 

 

総会議長 

 

                           平川 益三    印 

 

                         佐々木 昌俊   印 



 

13 

第 50 回日本赤十字社医学会総会 

 

日本赤十字社診療放射線技師会 副会長 

大分赤十字病院  戸口 豊宏 

 

平成 26 年 10 月 16 日（木）17 日（金）熊本において、第 50 回日本赤十字社医学会総会が行われまし

た。 

メインテーマは、原点を見つめ 世界へ飛翔 

～赤十字の果たすべき使命～ 

診療放射線技師の発表では、一般口演 10 題・ポスター24 題の発表でした。 

一般口演 1 では、国内救援救護活動Ⅰで、名古屋第二赤十字病院の当会災害医療支援部理事であります

駒井様が「日本赤十字社と協働する日赤診療放射線技師会の原子力災害への取り組み」と題して発表さ

れました。 

次回医学会総会は、北見で行われる予定です。 

以上簡単ですが報告いたします。  

 

 



 

14 

災害医療支援部活動報告 

（１） 日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会 

標記研修会は、2013 年に発行された日本赤十字社「原子力災害における活動マニュアル」に基づ

き開催された。日赤救護班を原子力災害に対応させるべく、被ばく医療についての教育、実習を既

存の救護班に対して行うという、日赤の歴史の中でも意義深い試みの一つであり、医師・看護師・

事務職員そして今後原子力災害下での救護活動に同行する診療放射線技師が対象とされた。 

 

氏名 所属 氏名 所属 

坂井征一郎 唐津（災害医療支援部） 西郡克寛 福井 

松井久男 長浜（災害医療支援部） 上田一樹 舞鶴 

高本研二 松山（災害医療支援部） 磯田康範 松江 

仁杉好一 石巻 山根健二 広島赤十字・原爆 

海藤隆紀 福島 駒井一洋 災害医療支援部 

北澤雅人 水戸   

緊急被ばく医療施設等所属 診療放射線技師（敬称略） 

 

災害医療支援部は日赤の緊急被ばく医療関連施設等に所属する技師（上表）と共に、早期から運

営に関わっており、災害医療支援部のリーダーシップの下、技師 11 名が以下の打ち合わせ会等に

参加。その後第 1回・第 2回研修会においては講師、ファシリテーターを務めた。 

 

 8 月 26 日  [日本赤十字緊急被ばく医療指定機関等担当者による意見交換会] 

10 月 11 日  [日本赤十字原子力災害対応基礎研修会事前打合せ会] 

11 月 4 日  [千代田テクノル及び技師間打ち合わせ] 

11 月 5 日  [第 1 回日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会] 

 参加施設数：37 医師：16 看護師：11 事務職：25 技師：12 

 2 月 20 日  [第 2 回日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会] 

 参加施設数：43 医師：23 看護師：21 事務職：21 技師：21 

 

上記 10 名の技師は実際の原子力災害発災時に、現地災害対策本部等で、緊急被ばく医療アドバイ

ザーとして活動することが本社から期待されており、平成 27 年度ではこれらの技師と医師を対象

とした、緊急被ばく医療アドバイザー研修が本社にて開催予定である。 

一方原子力災害対応基礎研修会は来年度も２回本社で開催予定であるが、平成 28 年度からは、ブ

ロック単位の開催になる可能性が高い。 

 

（２） 講師派遣 

各ブロックの要請により、ブロック研修会へ講師を派遣。原子力災害対応に関する講演等を行っ

た。派遣した講師と研修会は以下のとおり。 

 

 9 月 7 日 松井久男     中部ブロック 

11 月 8 日 坂井征一郎     東部ブロック 

 2 月 28 日 坂井征一郎 松井久男 高本研二 駒井一洋 近畿ブロック 

 

特に近畿ブロック研修では本社原子力災害対応基礎研修会に準じたカリキュラムを行うことがで

き、今後の技師対象原子力災害研修のモデルケースを構築することができた。 

本会の動き                日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌第 6 号 
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（３） 災害医療支援部会開催 

3月1日(土)に和歌山医療センターで開催。全災害医療支援部員が出席。 

① 近畿ブロック研修会の反省 

② 今年度の反省 

③ 原子力災害対応基礎研修会への課題 

平成 28 年度からブロック単位の開催になる可能性が高い。技師会－被ばく医療施設技師－ブロ

ック間の連携が必要である。また、今年度は災害医療支援部員が講師を務めたが、今後は他の

技師にも講師を担当していただき、技師の知識とスキルの均てん化を計る。 

④ 国際医療救援についてのアピール 

現在本社に海外派遣要員として登録されている診療放射線技師は 9 名だが、そのうち 2000 年

以降活動している者は 2 名。現在は 1 名しか派遣に出せない状況である。派遣要員の登録技師

数を増やすためには、まず国際救援に興味を持っていただくことが大切。来年の学術総会にお

いて国際救援のセッションを設け、その概要説明と経験者による個別の活動報告等を発信して、

会員にアピールしたい。 

⑤ 災害時の日赤病院間での人的支援ネットワークおよびシステムの構築 

現在、地震等による被災病院に対する人的支援システムが、診療放射線技師においては整備さ

れておらず、実際東日本大震災において、被災病院への人的支援はなかった。本社－支部－病

院の指揮命令系統に技師会が加わり、被災施設にあっては支援要請を出しやすく、支援側にあ

っては効果的な支援ができるようなシステムを構築することが望まれる。まずはモデルケース

を近畿ブロックで作成し、その後全国へ広げてゆきたい。 

 

（４） 学会発表等 

中田正明 

第 30 回 診療放射線技師総合学術大会（2014 年 09 月 19 日） 

委員会報告 I（災害対策委員会）【大規模災害に支援できる技師】 

「日本赤十字社放射線技師会：災害医療支援部として、医療機器の貸出を経験して」 

 

日本集団災害医学会誌 Vol19 No2 2014 発行 

事例報告「東日本大震災における被災地での X線装置の必要性について」 

 

駒井一洋 

第 50 回日本赤十字社医学会総会（2014 年 10 月 16 日） 

演題発表「日本赤十字社と協働する日赤診療放射線技師会の原子力災害への取り組み」 
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平成２６年度日本赤十字社診療放射線技師会 学術専門部事業報告 

 

平成２５年度より学術専門部が発足した。この経緯は、技師会活動の一環として 

会員の学術および技術向上を目的とするものであります． 

特に赤十字職員間の横断的教育の達成とそれによる技術、業務の均一性を図ることが重要でありま

す。そこで、技師会としてホームページの刷新を行い、このツールを用いて技師職員の活性化に繋

がることを期待いたします．そのために、現在６部会の組織編成を行いＩＴ事業部の協力を得て、

全国施設職員より登録を行いました． 

部門においてはアンケート実施を行い、分析結果を発信する方向である．そして、各専門部は連絡体

制の確認を行い、次年度に向けて全国施設の部員状況の把握を図った． 

 

１．平成２６年度 学術専門部世話人会議 

平成２７年２月１４日（土）１３：００～１７：００ 

日本赤十字社 １０１会議室 

出席者 専門部世話人 １６名 

    理事      ５名 

 

議事内容 

① 登録状況の報告 

② 各専門部名簿作成 ： 各部門世話人へ配布 

③ ホームページ活用方法 ： ＩＴ理事による説明を行った 

④ その他 

 

専門部世話人および担当者登録内訳；担当者登録施設数 56 施設 （平成 27 年 3 月 1 日現在） 

 
世話人（人） 

担当者登録 

登録数（人） 該当なし施設数 

CT 4 56 0 

MRI 3 53 3 

放射線治療 4 35 21 

乳房撮影 4 53 3 

核医学 4 44 12 

医療情報 3 53 3 
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２．世話人および担当者登録の状況（平成 27 年 3 月 1 日現在） 

 施設数  世話人 担当登録施設数 

全国 95  22  56 59% 

北海道 10  0 0% 6 60% 

東北 6  1 5% 4 67% 

関東 19  8 36% 13 68% 

中部 20  4 18% 13 65% 

関西 14  5 23% 9 64% 

中国四国 15  3 14% 7 47% 

九州 11  1 5% 4 36% 

 

 世話人は、関東・中部・関西の 3 ブロックが 75%程度を占めている． 

 担当者登録は、56 施設であり、中国四国および九州ブロックの登録率が低い． 

 

以上のことより、分科会活動の活性化を図るため、分科会組織の充実と強化を目的とし、 

技師会 HP の有効活用および登録施設数の増加を目指す． 
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日本赤十字社診療放射線技師会 平成 26 年度東部ブロック活動報告 

 
１． 第 1 回施設代表者会議開催 

以下、議事録 

 

第１回施設代表者会議議事録 

日時：平成２６年度４月２５日（金）  午後１３：００~１７：００ 

場所：さいたま赤十字病院 本館５階第２会議室 

参加者名簿 

  施設 氏名 役職 

1 水戸赤十字病院 大貫信也 課長 

2 那須赤十字病院 手塚章一 技師長 

3 前橋赤十字病院 久保田利夫 技師長 

4 原町赤十字病院 町田 充 技師長 

5 さいたま赤十字病院 尾形智幸 技師長 

6 小川赤十字病院 小林教浩 課長 

7 深谷赤十字病院 清水文孝 技師長 

  深谷赤十字病院 中山 進 課長 

8 成田赤十字病院 鈴木立彦 課長 

9 日本赤十字医療センター 小山 均 技師長 

10 武蔵野赤十字病院 荒井一正 課長 

11 大森赤十字病院 樋口新一 課長 

12 横浜市立みなと赤十字病院 宮沢 明 技術課長 

13 秦野赤十字病院 湯山浩司 課長 

14 長岡赤十字病院 林  智 技師長 

 

議長：尾形（さいたま）  書記：中山（深谷） 

 

議題 

１． 正式名称   

「日本赤十字社診療放射線技師会東部ブロック施設代表者会議」 

２． 運営について 

規約作成  他のブロックを参考にして尾形さんが取りまとめる。メール会議活用 

  開催時期  ４月中旬と東部ブロック研修会の２回 

  場所    さいたま赤十字病院（４月開催） 
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  連絡方法  メールで出欠確認 

  依頼状   院長への依頼状は２ｹ月前までに。依頼状は院長と本人宛の２通 

  参加方法  出張扱い（日本赤十字医療センター除く） 

  参加者   各施設より１名とし職名は問わない 

  その他   議長・書記の順番は持ち回りとする。メール連絡 

        東部ブロック研修会では当番病院が担当する 

３． 理事・委員の順番 

理事    １期２年とし留任を妨げない 

ブロック理事 尾形（さいたま）   

委員 当番病院と次回当番病院の２名（案） 

・委員の仕事内容がはっきりしない 

            ・何をしてよいか解らない 

４． 画像保管状況 

クラウドについて  

・採用    深谷、前橋 

・今後検討  多数の施設 

シンスライスの取り扱い   

・全て PACS（少ない）  

          ・期間を決めて、または残さない（多数） 

手術支援システムについて  

・採用（少ない）  

 ・検討（基準の確認） 

他院の画像取扱い      

・全て取り込む（殆どの施設） 

誰が行っているか      

・事務（多数の施設）・技師・事務と技師 

CD の書込みは誰     

 ・事務（多数の施設）・技師・事務と技師・医師  

５． 各施設から 

施設移転時について （さいたま） 

患者の移動     ・自衛隊、警察に依頼     

          ・入院患者を減らして     

機器の移動     ・免震構造は増築できない   

          ・７年以内の装置は全て移転  

          ・本社を通すと時間がかかる  
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  院内歩行ルールについて （さいたま） 

            ・武蔵野赤十字は左側ルールで職員は端を歩く 

  CT 検査の患者固定に付いて同意書は必要か     

            ・同意書は取っていない   （全ての施設） 

          ・落下対策の固定として扱う  

治療業務での資格者の取り扱いについて （医療センター） 

            ・特別な扱いはしていない（全ての施設） 

            ・学会費、出張の補助     

            ・非常勤物理士の採用      

  漏洩線量について （長岡） 

            ・各県で事情（理解度）が異なるのでメールで情報収集 

  産休の補助について （那須） 

            ・産休期間中はアルバイト募集（実際は来ない） 

  大型停電の対応について （武蔵野） 

            ・一通りのモダリティーに対応している 

            ・１００V は対応       

            ・赤コンセントは事前に確認が必要（通電しない） 

            ・停電テスト後に不具合がでる 

 サポートエンドの装置について （横浜市立みなと） 

            ・武蔵野１台、深谷２台を使用中 

            ・幹部にサポートエンド装置の報告か必要 

            ・１０年間は使用する     

                                

マンモ認定施設に関して  

            ・施設申請を出していない                    

・デジタルでの A認定は難しい 

 

 

以上各施設のご意見を簡単に羅列いたしました。 

 

文責 中山（深谷）  
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２． 日本赤十字社診療放射線技師会 第 27 回東部ブロック研修会報告 

平成 26 年 11 月 8 日（土）－9 日（日） 

当番病院 那須赤十字病院 

参加者 85 名 

 

11 月 8 日（土） 

① 大会長挨拶 那須赤十字病院 手塚章一 技師長 

② 那須赤十字病院 事務部長挨拶 松山昭夫 事務部長 

③ 日本赤十字社診療放射線技師会会長挨拶 清水文孝 会長 

④ 教育講演 「災害拠点病院新築における工夫と反省点」  

     那須赤十字病院 副院長・放射線科部長 水沼仁孝 先生 

     座長 那須赤十字病院 吉成 亀蔵 課長 

⑤ 一般演題 6 演題 

     座長 那須赤十字病院 中野繁明 氏 

                増淵祐介 氏 

⑥ 特別講演 「医療被曝リスクと低減対策」 

     国際医療福祉大学クリニック院長 鈴木 元 先生 

     座長 那須赤十字病院 檜山 操 課長 

⑦ 施設代表者会議 

議事録（資料１）参照 

⑧ 情報交換会 

参加者、施設間の親睦が深まり非常に有意義であった 

 

  11 月 9 日（日） 

⑨ 教育講演 「医療者のメンタルヘルス」 

     那須赤十字病院 臨床心理士 白石奈緒美 先生 

⑩ 一般演題 6 演題 

     座長 那須赤十字病院 佐藤統幸  係長 

                井戸沼佳明 係長 

⑪ 日本赤十字社診療放射線技師会講演 

     「原子力災害時の救護活動における診療放射線技師の役割」 

       唐津赤十字病院 坂井征一郎 先生 

      座長 前橋赤十字病院 久保田利夫 技師長 

⑫ 閉会式 
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以上、那須赤十字病院スタッフの熱意がうかがえる有意義な 2 日間の研修会であった。 

資料１ 

 

 日本赤十字社診療放射線技師会 東部ブロック施設代表者会議 議事録  

日時：平成26年11月8日(土)  

会場：りんどう湖ロイヤルホテル  

 

議長：尾形 智幸 東部ブロック理事(さいたま)  

進行：手塚 章一(那須)  

世話人：清水 文孝 会長(深谷)  

書記：井戸沼 佳明(那須)  

出席者(敬称略)  

新藤 裕之(水戸)、山岸 弘(芳賀)、茂木 常男(足利)、久保田 利夫(前橋)、  

新木 由香(原町)、尾形 智幸(さいたま)、小林 教浩(小川)、中山 進 (深谷)、  

仁平 康弘(成田)、小山 均(医療センター)、荒井 一正（武蔵野）、樋口 新一(大森)、  

宮澤 明(横浜)、田部井 誠(秦野)、水石 紀茂（相模原）、地﨑 純一(長岡)、  

山下 明(那須)、吉成 亀蔵（那須）  

欠席病院：葛飾産院・山梨・古河  

 

【報告】  

東部ブロック研修会報告  

[ 経費 ]  

・別紙の通り  

・助成金：日本赤十字社診療放射線技師会より15万円  

東部ブロック院長連盟より5万円  

・全国理事会で技師会への返納を無しにしてほしいと言われたと報告があった。いくつか意見が出

たが、余った分は担当施設の雑費というかたちで会計上残金を0とし返納はしないことに決まった  

 

【審議】 

第1号議案 

平成29年度当番病院の選出について 

・平成27年度 横浜市立みなと赤十字病院 

・平成28年度 大森赤十字病院 

・平成29年度 長岡赤十字病院 

・平成30年度 さいたま赤十字病院 
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第2号議案  

指定演題について  

・今回はMRのシンポジウムを考えていたが、日本赤十字社診療放射線技師会より「原子力災害時

の救護活動における診療放射線技師の役割」の講義を行いたいとの申し入れがあり、時間の関係上

シンポジウムは中止となった。  

・清水会長よりブロックの研修会において、各専門部会を使ってほしいという提案があった。その

際、講師等の費用は技師会で負担して頂けるとのこと。  

 

第3号議案  

撮影室の実行稼働負荷の設定・算出・届出について  

・直近の 大値から多少の増減を見込んだ値で良いのではという意見もでたが、詳細はメーカーへ

問い合わせたほうが良いのではないかという意見も出た。  

月報（業務量）の統一（件数・人数・モダリティ等）  

業務集計の統一：実態調査アンケートをベースに算出方法を全国で統一することの提案  

・今回アンケートを行った背景には、本社で行っている業務統計において各施設で集計方法が異な

っていることがあった。このため今後は今回のベンチマークをもとに修正を加えながら使用し統計

を継続していく。  

 

【その他】  

・技師会のHPがリニューアルしSNSでの情報交換も可能になったので有効に活用して頂きたい  

・連絡員の役割について：各専門部会から発信された情報を各会員に発信・収集する  

・来年度の研修会の日程が11月7、8日（土、日）と決まったが、宿泊費が高くなりそうなため支部

に会場費を助成してもらえないか交渉する  

 

 

2014年11月12日  

文責 井戸沼 佳明 鈴木 悠（那須）  

確認 手塚 章一（那須） 



 

29 

日本赤十字社診療放射線技師会第 5 回中部ブロック業務研修会プログラム 

 

1 日目 9 月 6 日（土） 

会場 3 病棟 1階研修ホール 

   総合司会 西條貴哉  

 

13:00 当番病院挨拶 

名古屋第二赤十字病院 瀬口繁信 

13:05 日本赤十字社診療放射線技師会会長挨拶 

深谷赤十字病院 清水文孝  

13:15 セッション 1「メディカルコーチング」 

特別講演「 高の病院になるために全病院的なコーチングを導入 

“コーチングで病院を変える”“コーチングを病院の風土に”～2年間の成果と課題～」 

名古屋第二赤十字病院 病院長 石川 清  

 座長 瀬口繁信 

デモンストレーションコーチ 有賀英司 

SH 希望なければ 谷貞和明 

14:30 休憩 

14:40 セッション 2「パネルディスカッション医療安全知恵の輪報告会」 

伊勢赤十字病院 柴原卓彦 

伊勢赤十字病院 藤原綾香 

静岡赤十字病院 樋口雅美 

富山赤十字病院 廣瀬 正 

長野赤十字病院 山崎淳弘 

名古屋第一赤十字病院 大西勝治 

福井赤十字病院 石田智広 

座長 名古屋第二赤十字病院 駒井一洋 

 

16:00 専門部会ミーティング会場 画像診断センター、高精度放射線治療センター他 

ブロック代表者会議    会場 3 病棟 1階研修ホール 

17:00 終了 

18:00 意見交換会 

会場 神戸屋 

司会 猪岡由行 

次期開催病院代表者挨拶 
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2 日目 9 月 7 日（日） 

会場 3 病棟 1階研修ホール 

総合司会西條貴哉  

 

09:00 セッション 3「施設紹介」 

富 山    四 十 九  一 嘉 

福 井     西 村 英 明 

長 野     山 崎 淳 弘 

諏 訪     山 中 克 修 

安 曇 野   千 野  紗 貴 子 

下 伊 那    武 田 貞 弘 

飯 山     佐 藤 文 彦 

高 山     山 下 光 弘 

岐 阜     小 林 洋 隆 

静 岡    澤 元  志 の ぶ 

浜 松     荒 井 知 美 

裾 野     庄 司 智 昭 

名 古 屋 第 一  山 田  健 

名 古 屋 第 二  小 野 木  学 

伊 勢     村 田 達 紀 

 

10:20 セッション４「モニター管理の現状と今後」 

伊勢赤十字病院 太田旭彦 

福井赤十字病院 野口清直 

安曇野赤十字病院 茅野充治 

名古屋第二赤十字病院 新美孝永 

座長 福井赤十字病院 石田智広 

11:20 休憩 

11:30 セッション 5「原子力災害における日本赤十字社診療放射線技師の役割 

－今取り組んでおくべきこと－」 

長浜赤十字病院 松井久男 

座長 名古屋第二赤十字病院 桑原和義 

12:20 閉会の挨拶 

伊勢赤十字病院 大山 泰 

12:25 終了 
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日本赤十字社 診療放射線技師会 第 22 回 近畿ブロック研修会報告 

 

日時：平成 26 年 3 月 1日（土）～ 2 日（日） 

担当病院：京都第二赤十字病院 

会場：京都第二赤十字病院会議室 及び ホテル ルビノ京都堀川 

参加者：13 施設 104 名 

【研修会内容】1日目 

施設見学の後、京都第二赤十字病院 日下部虎夫病院長先生 と 辻秀憲技師長の挨拶にて研修会の幕

が開きました。 

    

一般撮影フロア     FPD ポータブル装置       血管撮影室         CT 室 

    

       治療室        アイソトープ室        MRI 室        骨塩定量室 

  

 日下部虎夫 院長先生            辻秀憲 技師長 

『今こそ 見直す 安全管理』をテーマとし、まずは他職種での安全管理として、～京都ブライトン

ホテルの安全性を保つために～と題し、浪速ゆき子先生に講演頂きました。 

  

（株）ﾌﾞﾗｲﾄﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 総務部人材教育 浪速ゆき子 先生 
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その後、徳田洋子看護師長の「当院における医療安全取り組み」－看護業務における KYT－の講演は、

グループディスカッション「放射線業務における KYT」につながる内容で構成して頂き、盛況のもとデ

ィスカッションまで進行しました。また、会員各位の親睦はもとより、各施設での医療安全取組みのき

っかけになったものと思われます。 

 

 

京都第二赤十字病院 医療安全推進室 徳田洋子 看護師長 

 

  

グループディスカッション「放射線業務における KYT」 ～イラストＫＹＴ４ラウンド法～ 

 

  イラスト KYT スライド     行動目標呼称「～～～よし！」 

 

 

グループディスカッションのグループメンバーで情報交換会を開始し、大いに盛り上がりました。 

                

情報交換会 会場 
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【研修会内容】2日目 

午前 9時より、会員学術発表を行いました。15 演題と多数のエントリーがありました。 

   

会員学術発表 会場 

最終プログラムであるランチョンセミナーでは、東芝メディカルシステムズ(株)から「被ばく低減技

術と今後の対応について」の講演をいただきました。 

 

東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(株)営業推進部 CT 担当 小谷野智弘 様 

  閉会式では、次期開催担当病院である日本赤十字社 和歌山医療センター 井澤秀恭技師長より、ご

挨拶があり、来年度の研修会再開を約束されました。最後に辻技師長のお礼の言葉により、研修会の幕

が閉じました。 

  

井澤秀恭 技師長          辻秀憲 技師長 

          

担当病院：京都第二赤十字病院 放射線科部 技師 27 名 
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平成 25 年度 中国四国ブロック研修会開催報告 

                     

                        岡山赤十字病院 技師長 梶谷 努 

 

平成 25 年度第 3 回中国四国ブロック研修会が平成 25 年 3 月 22 日（土）に岡山赤十字病院で開催され

12 施設 38 名の参加を頂きました。施設見学、清水会長の特別講演、研修会のテーマとして【造影剤検

査の運用について】を掲げ活発な意見交換がなされました。 

施設代表者会議では今後のブロック運営について話し合われ、来年度担当病院は高松に決まりました。

また情報交換会では、「顔の見える会」を目指し親睦を深めました。 
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第４０回長野県赤十字放射線技師会研修会 議事録 

2011/09/11長野赤十字病院 新棟 2F会議室 

      【総会】 

・会長挨拶 牧内会長 

・記念贈呈 

会長が各施設と会員一人に１つずつ、 40回を記念して多機能懐中電灯が贈呈された。 

・会費について 

変更なし。 

・規約の変更について 

「研究補助金」の制度がありますので利用していただきたい。施設の所属長に申請。 

･中部ブロック、全国会議報告  牧内（諏訪） 

中部ブロックについては、今年度、高山赤十字で開催された。 

内容は「 EIZOについて」、「災害について」、業務連絡会議。来年度は安曇野赤十字で開催されるが、

日程は未定。 

全国については、今年度、書類にて総会が行われた。諏訪の牧内が理事に選出された。全国赤十字放射

線技師会のホームページでは分科会が立ち上がり、活発になってきており、どんどん参加してください

とのことであった。 

・事業報告及び収支決算について 矢崎会計（諏訪）  

承認された。支出の口座管理とは法人としてのキャッシュカードの作成の費用である。 

・事業計画及び収支予算について  矢崎会計（諏訪） 

承認された。 

・監査報告  伊藤幹事（下伊那） 

承認された。  

 

【記念講演】 

「広域大規模災害での放射線部の対応」  石巻赤十字病院及川純一氏 

放射線部の被害、運営について発生直後、検査を中止し患者さんの避難誘導が行われた。人的被害はな

く、装置はすべて無事であった。 MRIではヘッドコイルの一部が破損した。サーバーは無事であった。

２Mカラー高精細モニタは院内に約 100台あるが、破損したのは 8台であった。放射線部内は自家発電

により電力が供給された。一般撮影では１台の撮影装置とポータブルで対応した。フィルムレスになっ

ており、フィルム 1000枚の在庫があったが、すぐに無くなってしまった。 CTでは読影がトリアージ

の赤ではモニタで、緐、黄については装置のモニタで対応した。 MRIではヘッドコイルの破損などに

より、発生後 6日目から検査を開始した。各トリアージ場所での読影は CTと同じである。放射線治療

については 10日後から再開された 1。 12時間勤務や 2週間ぶりの休日など、大変苦労されたようであ

った。 
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講演後の質疑応答では被災した病院へサポートに行けるように病院のホームページに使用している装

置のメーカや機種を掲載してほしいという要望があった。【業務連絡】 

・各施設の問題について各施設の当直の状況について報告され、よりよい環境を求めて病院と協議して

いる施設が多数あった。 

・役職名称について課長職については 1課長、 2課長というものではなく画像管理課長などの名前をつ

けている施設が多数あった。医療技術部については、まだどの施設でも完全には施行されていない。 

・機器共同購入について下伊那赤十字では共同購入が行われ、金額はあまり変わらないが、保守がプラ

ス 1年というメリットがあるということだった。 

【共同テーマ】 

・大規模災害時の放射線部の対応放射線部独自のマニュアルがある施設もあったが、ない施設も多数あ

った。 

・撮影マニュアルの整備長野赤十字の撮影マニュアルが多数の施設で使用されていた。安全管理のマニ

ュアルが電カルで見ることが出来る施設もあった。 

・学術実績資料集めのみであった。 

・画像管理完全フィルムレスの施設もあったが、一部フィルム出しの施設も多数あった。技師以外が CD

‐Rを焼く施設も多数あった。 

・人事交流多数の施設が装置の研修のみであったが、がんセンターと交流している施設もあった。 

・AIについて多数の施設が年に数回程度行っている。 

内規についてはどの施設も作成されていない。一部で作成中。 

 

２０１１．９．１１ 

第４０回長野県赤十字放射線技師会研修会 

（長野赤十字病院大会議室） 

学術共同テーマ 

議事録 

１）規模災害時、放射線部の対応は（検査体制やスタッフ拘束等・ 

応援体制） 

飯山地区では震度５以上は病院に登院、緊急連絡網はあるが放射線部のマニュアルはない、病院のマニ

ュアルはある。（飯山） 

震度５以上の場吅は病院へ来られる者は病院に登院、災害訓練は行っている。災害対策マニュアルあり

一般撮影はフィルム、ＣＴは本体で読影。（長野） 

施設は免震構造でソフト面では震度６弱で登院、ＣＲプリンター用フィルム１０００枚備蓄、ポータブ

ルは救急部に常備している。（安曇野） 

開院時では施設の安全を確認して、患者を避難誘導。（川西） 

病院より、一斉メールにて全職員に災害のための登院連絡が入る。検査が行える状態ならばＸ－Ｐ、Ｃ
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Ｔ、Ｘ－ＴＶ等、対応する。状況により、ＵＳのみ対応する。通電していなければ、トリアージの設置・

患者の搬送手伝い。（諏訪） 

当院の訓練では放射線科のある建屋は震度５～６では倒壊予定になっている。停電と倒壊で放射線科は

機能停止となり、技師は救護員への配置となる予定、仮設の準備しだいでポータブル撮影がやっとと思

っている。防災対応マニュアルに従って対応している。年一回防災災害訓練。（下伊那） 
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２）各部門・撮影マニュアル整備状況は 

長野日赤の撮影法マニュアルを参考、安全面でのマニュアルは各モダリティにある。（飯山） 

各部門マニュアルは整備されている（病院機能評価用）。電カル上にはない。細かい撮影マニュアルは

各部署にて対応。当直で使用するような機器は操作マニュアルが完備している。（長野） 

紙ベースでは長野日赤の撮影法マニュアルを参考、各モダリティごとの操作マニュアルはある。各パソ

コン上の共有ファイルにて撮影業務マニュアルを作成中。（安曇野） 

一般撮影：長野赤十字病院のマニュアルを参考ＣＴ：造影時のディレイタイムのみ有骨密度（前腕用）：

メーカー説明書にてＭＤＬ：食道、レリーフ、二重造影、充満、噴門、圧迫、十二指腸（８部所、 20

回撮影）（川西） 

 

各撮影マニュアルは整備されている。（病院機能評価用）電カル上にはない。細かい撮影マニュアルは

各部署にて対応各部門に撮影及び緊急時の対応マニュアルを用意してある。（諏訪） 

撮影マニュアルは 1994年の長野日赤版を使用 

管理マニュアルは平成１６年版を使用し（安曇野版を下伊那版に）現在は見直しを行っている。（下伊

那） 

 

３）昨年度院内・院外講習会・学会実績は（記録を含め） 

記録している。（飯山） 

年単位で医誌編集のため、演題発表の記録は取る。学会講習会の個人の出帬記録は一応記録している。

出張申請したものには、技師長を通す為、把握している。（長野） 

参加ฬ簿に記録している （安曇野） 

県下放射線技師学術大会＜軽井沢＞マンモグラフィー撮影読影＜松本＞ 2ヶ月に一回院内委員会・部会

主催の勉強会（川西） 

院外（参加のみ）３９件 （諏訪） 

日赤本社研修 

ＭＭＧ資格継続研修 

南信支部勉強会  （下伊那） 

 

４）デジタル画像フィルムレスはどの程度、ロスフィルムなどの画 

 

像管理・また検像システムは 

フィルムレスはまだ移行していない。画像計測ソフトがあれば一般撮影はフィルムレスに完全に移行で

きるのか。ロスフィルムは１％以内にしている。たまにｵｰﾊﾞｰすることがある。（飯山） 

マンモとデンタルはフィルム出力、他はフィルムレス。通常はＣＤ－Ｒコピーだが登録医の一部のため

にレーザーを一台残しフィルム出力対応している。必ず検像システムを経由してサーバーへ（アンギオ、
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ＲＩ以外）一般（手動）ＣＴ（１０分）ＭＲＩ（１時間）で自動送信ロスは検像システムでチェック、

極力ダブルチェック。（長野） 

マンモグラフィーは健診のみフィルム出力、股関節・膝関節人工関節置換手術用の撮影は別にフィルム

出力災害時には現状ではフィルム出力にて運用予定受付事務職員が画像取り込み業務を実施、画像取り

込みの件数が多く、時間をとられる。（安曇野） 

フィルム出力で実施、ロスフィルムをフィルム保存庫にて保存（廃棄依頼を総務誱に出しているが、実

施されず。検像は各自で検像、２人いれば２人で検像。（川西） 

マンモのみフィルム出力対応、ライナックの性能テスト。共同利用者には希望によりフィルム出力で行

っている。検像は担当係がその都度画像確認する。（諏訪） 

眼底カメラ以外は全てモニター診断、眼底カメラはデジタル保存（単独）でプリンター出力としている。

月に１５０件程度。 

特別な検像システムはないが、検像用パソコンに５Ｍモニターをつけて、受付で管理している。（下伊

那） 

 

５）施設との放射線技師・人事交流については。 

なし。（飯山） 

なし。（割愛はある）モダリティの更新のため、研修に行ったり来たりの交流はある。（長野） 

交流はなし。病院ホームページで使用機種がわかれば、災害時応援にいけるのではないか。（安曇野） 

なし。（川西） 

長野より技師長が来られた。（２年間）ライナックの担当者が、機種変更の際にがん研・有明 Hｐに一

ヶ月交替で研修に行った。（諏訪） 

なし。 MMG件数（月１２０～１３０名）担当の女性技師を募集しています。誰か紹介してください。

（下伊那） 

 

６）その他、協議してもらいたい議題があれば。 

問題提起 

警察からのＡ iは現在では断っている。各施設はどうでしょうか。救急救命センターでＡ iについて対

応していくとの方針技師の体を守るためにはどうするの？（長野） 

Ａiをおこなっているが決め事はない。ＣＰＡはＡ iを行っている。警察鑑識では黒いビニールの中にい

れたまま撮影している。金属入ってもそのまま。（諏訪） 

飯田署の中で依頼がある。ただあってもＡ iは年１件程度。（下伊那） 

救急からと警察からオーダー、問題は請求金額をどうするか？（安曇野） 

Ａiについては年間数件あるかないか。検査中に手袋して実施。検査代金は１体一万五千円ほど。（川西） 

下伊那では２年後予定でオーダリング委員会が出来た。今は電カルの一部として、オーダリング機能が

ある時代らしいが、電カル又はオーダリングはどう導入すべきか？県内赤十字の導入状況は（下伊那） 
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―事後アンケート回収で問題提起、次回の検討議題に入れる。 

文責 学術担当 

安曇野赤十字病院  

山本賢二 
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第 41 回長野県赤十字放射線技師研修会日程 

平成 24 年 11 月 11 日 (日) 

飯山赤十字病院会議室 

９：３０～     【受付開始】 

１０：００～    【総会】  １、開会の辞 

２、会長挨拶 牧内（諏訪） 

３、会計報告 町田（諏訪） 

４、監査報告 伊藤（下伊那） 

５、役員改選 

【業務連絡会議】 

１２：００～    【昼食】 

１３：００～    【学術】  １、講演会 

座長 学術部 山本（安曇野） 

                「フラットパネル搭載デジタル一般撮影装置の 

                                  アプリケーション」 

                 GE ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ（㈱ TPI ｱﾌﾟﾘｹ-ｼｮﾝ部 

                     XR ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 船木 新壽 先生 

 

１４：００～          ２、共同テーマ 

技師の専門性をどのように伸ばしているか？ 

造影剤注入器の保守点検について 

電カル、オーダリング、部門システムの状況は？ 

その他 

１５：３０～     【閉会（予定）】 

平成２４年１１月１１日 
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第４１回長野県赤十字放射線技師研修会 議事録 

                     記録者 飯山赤十字病院 高澤茂正 

１、会長挨拶 

   牧内 正史（諏訪） 

 昨年は、東日本大震災があり、世間では災害モード一色であり、第４０回の節目の会を石の巻赤十字

病院の及川課長講演で盛り上げていただきました。 

本年は、災害復興であり、原発問題がありました。その中で、良い知らせと悪い知らせがあります。 

悪い知らせは、長野赤十字病院の八町淳さんが８月３０日に大型バイクで郡山 

ジャンクション付近で不慮の事故にあい亡くなられました。 

全員で黙とうをする。 

良い知らせは、ＯＢの田中達夫（元川西赤十字病院技師長・全国赤十字技師会副会長歴任）さんが、厚

生大臣賞を受賞されました、当技師会から功労金を贈呈表彰します。 

また、１月１９日に長野県放射線技師会で、祝賀会を催しますので、多数の参加お願いします。 

 

２、会計報告 

町田 壮平（諏訪） 

別紙１    承認された。 

質問あり 

会費の残高が多いが何か使用する予定がありますか？  飯山  佐藤  

会員発表で補助金を出すようになりましたので活用してください。施設で年一回赤十字以外の発表でも

いいです。         下伊那 伊藤 

 

３、会計監査報告 

伊藤 保（下伊那） 

別紙２    承認された。 

４、役員改選 

平成２５年度～２６年度（一期二年） 

会長    飯山  高澤  

副会長   長野  小林 （ブロック委員を兼務） 

学術    安曇野 山本 

監事    諏訪  牧内 （全国理事を兼務） 

承認された。 
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５、業務連絡会議 

全国赤十字放射線技師会報告 

・ＨＰをもっと利用してください。 

・施設基準各届出の「専従」の取り扱いについて、厚生局監査があったので核施設は、確認してくださ

い。 

中部ブロック報告 

・日本赤十字放射線技師会中部ブロックが本格的にスタートした。長野 北陸 名古屋から、理事１名 

委員２名が交代で選出することになった。 

長野県では長野県赤十字放射線技師会副会長がブロックの理事か委員を順番で兼務していくことで

お願いします。次回は長野の小林さんがブロックの委員となります。来年は三重県の伊勢日赤が担当

となり一泊二日で行なわれますので、二日間の出張で病院に申請していいと思います。 

以上 
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         ２０１２．１１．１１      

第４１回長野県赤十字放射線技師会研修会 

（飯山赤十字病院会議室） 

学術部 山本 賢二 

共同テーマ学術アンケート結果 

テーマ１）技師の専門性をどの様に伸ばしているか？ 

（研修方法とローテーションについて） 

長野赤十字病院  

技師の専門性→各部署に配置した中で自己研鑽に励んでもらっている。 

   ローテーション 定期的なローテーションは実施していない。 

 

諏訪赤十字病院  

新人は初年度 4 月～7 月にかけて一般撮影、ＣＴ、ポータブルを回って当直業務に入る。各部門

に専任者を設け、専任者を中心とした１～3 か月の指導を行っていく。 

    1 人２～３部門を掛け持ちしており、1 週～1 か月のローテーションを行っている。 

基本的に１週間交代で新しい部署への交代、放射線治療部門は固定。 

認定技師取得は各部門で必要があれば、（マンモ、血管撮影、超音波、治療等）認定技師、 

専門技師等。 

    通常ローテーションは１週間ごとに、中間技師層は１週間と固定勤務を組み合わせて 

    業務を実施 。 

 

安曇野赤十字病院  

 研修プログラムと呼ばれるものはない、ただし福利厚生制度（ベネフィット）等で研修補助が出

る。認定技師費用は病院が認められているもの以外は自己負担。 

   業務ローテーション・係長はローテーションを行わない。  

（マンモグラフィー認定技師 1 名）女性技師 3 名認定を目指す。 

 

飯山赤十字病院  

新人が当直に入れるように研修、盆明けから当直業務、業務ローテーションはＣＴ・ＭＲＩ・マ

ンモグラフィー等、モダリティーに 5 名ずつ担当を配置し業務を交代しながら勤務二人でマンモグラ

フィーを行っている。またＣＴとＭＲＩは重複して業務を行う技師や、ＭＲＩとＲＩを両方担当して

いる技師がいる。また１週間全く同じ業務を行うわけでなく 例えば 

月曜日 ＭＲＩ  火曜日一般撮影 

水曜日透視 木曜日 MRI  金曜日 RI 

など個々にローテーションわりと日替わりで業務を回る。 
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下伊那赤十字病院 

   研修：組織的に必要なもの、技師においてはマンモグラフィー、例えば施設認定をとるた 

めに、病院負担で研修に行かせて、資格を修得する。それ以外では個人的に起案書を書 

いて、１００%、５０%、０%などいろいろなバリエーションがある。個人で行ってもら 

っている。 

正職員は 2 人のみで、健診マンモ水木ＡＭ中 パート職員 1 名にて患者半日に 20 名、 

一ヶ月に 160 名、それ以外朝３～４名業務ローテーションは２人だけなので例えば MDL が終わ

ったら、一般撮影が空いている時間でＣＴなど２人掛け持ちでさまざまな業務を行っている。そ

のためローテーションは特に決めていない。 

課内の全装置が操作できて、技師はどんな業務を行っても技師なので、仕事が全て 

出来るということが前提、例えばＣＴにおいてもプロトコールが作られていれば、 

どういった検査でもどうにかできることが前提で、当院において認定技師はあまり 

重要とされていないが、個人で取得することには、反対はしない。 

 

川西赤十字病院 

   研修プログラムは無し、個人的な興味があれば、自分で時間を作って行く、業務ローテー 

ションは技師２名しか居ないので、１名は一般撮影専任で、もう一人はＣＴ・透視・ポ 

ータブルを担当する。ただし一般撮影が暇で CT 等が忙しい時にはＣＴなどを行う。 

毎日日替わりで業務交替を行っている。 

 

テーマ２）造影剤注入器の保守点検と電子カルテについて 

長野赤十字病院 

ＣＴは造影剤注入器は根本ＣＴの保守契約に含めて年 1 回点検、放射線治療計画用 

ＣＴは年１回スポット点検。 

ＭＲＩ：造影剤注入器は根本とメドラッド、ＭＲＩ造影剤注入器の保守契約はなし 

年 1 回のスポット点検。 

アンギオ室造影剤注入器はアンギオ本体の保守に含めて年１回実施。 

電子カルテ平成 22 年 3 月フィルムレス 

富士通ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ ＤｒＡＢＬＥ  ＰＳＰ 

 

諏訪赤十字病院 

 ＣＴ造影剤注入器→更新したてで 1 年以内なので保守契約はしていない。 

５・６年前のＣＴの造影剤注入器はスポットにて点検また始業点検と年 2 回の自主 

点検、ＭＥの名前も連名で点検記録に署名。 

アンギオ造影剤注入器 本体の保守に造影剤注入器の点検を含む。 
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電子カルテ富士通ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ  オーダーリング SYNAPSE 

放射線情報管理システム F-RIS 

新設の歯科口腔外科（１０/１より）は、とりあえず紙伝票運用。 

 

安曇野赤十字病院 

ＣＴ・ＭＲＩ造影剤注入器：年 1 回の定期点検 

アンギオ（だいぶ前に購入なので）保守プログラムの中になく、年 1 回のスポット 

で対応している。 

安全管理者はＭＥなので点検記録報告書を上げている。他の放射線機器も点検記録 

報告書とともにＭＥ課に上げている。 

電子カルテ富士通ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ  ＰＡＣＳ ＰＳＰ 

 

飯山赤十字病院 

関東労務局の査察が 近あり、ＣＴ・ＭＲＩ造影剤注入器年 1 回点検。 

 

電子カルテは富士通 ＥＧ ＡＳＳＩＳＴ ＥＧ ＭＡＩＮ/ＮＴ 

病棟は電子カルテ、外来は紙カルテ、電子カルテとオーダーリングの更新予定は 4 

年後現在富士通 ＥＧ ＭＡＩＮ/ＮＴ 放射線情報システム RADON 

ＰＡＣＳはキッセイ 但し読影はＮＰＯのからみでＰＳＰ 

この中でキッセイはＬｉｎｕｘ→ライセンスフリー 

ＰＳＰ ｗｉｎｄｏｗｓ→ライセンス料発生 

下伊那赤十字病院 

造影剤注入器はＣＴ用にネモト。 

本社の共同購入でＣＴ購入、２年間の無料メンテナンス。 

営業所のある名古屋から他の病院の年２回の保守点検のついでにサービスとして訪 

問保守点検を行い、装置清掃と動作点検を点検契約がなされていない状況であるが 

無料で行っていた。今後も点検記録簿が無い状態で点検がされる予定。 

 

当院の職員の中には電子カルテの中にＰＡＣＳやオーダーリングがあることは認識 

している。オーダーリングは構築中電算（株）を導入中、ＰＡＣＳはフジオーダー 

リングも考慮してＰＡＣＳの端末を電算の管理で富士通のＰＣを導入２Ｍカラーモ 

ニターと白黒モニター、マンモ用に５Ｍモニター３台導入、またナナオのモニター 

をフジフィルム管理で導入している。そして代理店ワキタ経由でＰＣのグラフィッ 

クボード等で更新のとき、フジに電話すればよいのか、富士通に電話すれば良いの 

か、ワキタにクレームすればよいの 
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か解らない。ＰＣのハードは放射線科では管理できず、導入がばらばらだと、保守 

等怖い問題がある。 

 

 

川西赤十字病院 

ＣＴ装置に造影剤注入器あり定期保守契約なし、サービスの方が巡回した時に診て 

もらっている。 

電子カルテ・オーダリングはまだ導入せず。紙カルテ運用、一般撮影画像のみＫＯ 

ＮＩＣＡのＰＡＣＳに保存をしている。 

 

会場より発言 

安曇野赤十字病院 茅野氏 

点検記録簿がないと法令違反になるので、作成してハンコを貰わないと保健所の監 

査で指摘される。装置メーカーは施設に納品する時に取扱い説明書に点検記録簿を 

つけなさいと記載している。 

すべての点検をユーザーが行っていいもの以外はメーカーに相談がないと技師はや 

ってはいけない。病院側としては安全責任者を設けて、記録を残してゆくことが必 

要となる。 

 

 

その他議題 

諏訪赤十字病院 牧内氏より 

諏訪赤十字病院でも 近歯科口腔外科が診療を開始したが、電子カルテ上医科と歯 

科では異なっているが、どのような運用を行っているのか。 

例えば放射線科ではパノラマ撮影とデンタル撮影ではどうしているのか。 

 

会場より長野赤十字病院から返答 

パノラマ撮影はＣＲにて撮影、画像サーバーに転送、デンタル撮影はアナログフ 

ィルムにて撮影、歯科にフィルム現物を患者に持たせ診察に使用、またオーダー 

リングは、例えば医科のパノラマと歯科のパノラマのようにオーダー項目を区別 

していれば運用には長野赤十字病院として、混乱はさほどないのが現状である。 

                          以上 
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第 42 回長野県赤十字放射線技師研修会日程 

                           平成 25 年 11 月 17 日（日） 

                               佐久市駒の里ふれあいセンター 

（川西赤十字病院） 

９：３０  【受付開始】 

１０：００  【総会】     １、開会の辞 

                

2、会長挨拶 

 

                  3、会計報告 

 

                  4、監査報告 

                

                  5、業務連絡会議 

１０：４５  新人紹介 

 

11：００  【学術】        【共同テーマ】 

 

１２：００  【昼食】 

 

１３：００  【会員発表】  マンモフラットパネルの使用経験    

長野赤十字病院       河野 美和 会員  

           

１３：１５  【講演会Ⅰ】   富士フィルムが御提供するマンモグラフィーソリューション 

富士フィルムメディカル中部地区営業本部営業支援 

グループ ＭＳ担当           増田 雅史 先生 

１３：5０～１４：００休憩 

 

１４：００  【講演会Ⅱ】   マンモグラフィーの現状と課題          

社会保険群馬中央総合病院    新井 敏子 先生 

次期当番病院挨拶     記念撮影 

功労者（退職者）表彰 

１５：３０   【閉会予定】       
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平成 25 年 11 月 25 日 

 

第 42 回 長野県赤十字放射線技師研修会 議事録 

 

議事録作成 長野赤十字病院  小林 実 

 

当番病院  ：  川西赤十字病院 

開催日   ：  平成 25 年 11 月 17 日 （日）   

開催時間  ：  10:00  ~   15:30 

開催場所  ：  佐久市駒の里ふれあいセンター 

出席者   ：  飯山病院       高澤茂正、桶田正彦、小川こづ恵、丸山洸貴 

長野病院       小林 実、河野美和、桑原行弘、大澤はる美、 

山﨑淳弘 

         安曇野病院   関 利明、山本賢二 

         諏訪病院    牧内正史、森田啓之、岩間 翔、 関 真司 

                    堀田幸治朗 

         川西病院    坂戸 基、三井宏映 

         下伊那病院   武田貞弘          計 19 名 

 

[議事内容]   司会  牧内正史 （諏訪） 

総会議題 

会長挨拶   高澤茂正  （飯山） 

  今回赤十字技師会中部ブロック会議が伊勢赤十字病院で開催された。 

  今後は中部ブロックおよび長野県赤十字技師会の２本立てで開催予定である。 

1.  会計報告  樋田正彦   （飯山） 

  24 年度決算報告および 25 年度予算計画に関して報告が行われた。 

学術運営基金に関しては動きがない、できれば今後 OB 会開催、研究会へ補助を行って 

行きたいと考えている。会計報告に関して質問なし 全員一致で了承される。 

  

2. 監査報告  牧内正史  （諏訪）   

監事より帳簿、通帳、現金に関して適切な運用管理されている事を確認したとの監査報告がおこな

われた。 

  

3. 業務連絡会議 

  ＊高澤茂正会長（飯山）・・・名称変更に関して 



 

63 

   日本赤十字放射線技師会が日本赤十字社診療放射線技師会と名称が変更となった。 

   そのため当会も名称変更が必要と考えています。 

   質問、質疑等なし 今日の総会を持って名称変更となった。 

   今後 規約の変更を行います。 

   長野県赤十字放射線技師会より → 長野県赤十字診療放射線技師会に名称変更 

 

  ＊全国赤十字技師会報告  牧内会員 （諏訪） 

   ・医療安全「知恵の輪」に関して   

全国の赤十字病院がすべて終了した事のお礼報告 

   ・会員名簿に関して 

     赤十字技師会の会員専用ホームページより閲覧可能となりました。 

     アクセス番号が不明の場合は 牧内会員までご連絡ください。 

   ・日本赤十字放射線技師会より日本赤十字社診療放射線技師会に名称が変更されまし 

た。 

   ・平成２６年度 学術総会は５月２３日 ２４日 東京国際ホーラムで開催予定です。 

・次年度退職者がいましたら本会に推薦しますので長野赤十字 小林ブロック委員まで連絡して

下さい。 

 

    ＊その他 

   ・小林会員（長野） 

    本会より原子力災害に関してガイドラインが出された、今後 講習会や各施設での運用を含め

検討をして行く必要があるのではないか。県下の赤十字技師会員もこの様なガイドラインが出

た事を知っていた方が良いと思います。 

   ・山本会員（安曇） 

    女性技師への産休、当直等に関して各施設での対応を教えてほしい。 

    飯山・・結婚しても当直、ローテションに変更なし。 

        産休の間マンモ撮影は他の女性技師が対応 場合によっては男性の場合 

もある。 

        妊娠が分った時点でプロテクターを必要とする業務には附かない 

        つわりがひどい場合には申し出れば休みあり、産休の間はパートあり。 

    長野・・妊娠が分った時点で当直免除、子供が６歳になるまで当直免除 

        当院は女性が数名いるのでマンモに関して男性が撮る事はない。 

        産休中 パート採用は可能 

    安曇野・未婚の女性が４名いる 複数名が産休の可能性もある。 

    諏訪・・産休中はパートで対応  産休明けは当直免除 
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        マンモは複数の女性で対応、プロテクターを必要とする業務は免除 

    下伊那・現在パート女性技師１名（高齢）通常と変わらず。 

 

  ・武田会員 （下伊那） 

   保健所立入検査において被曝線量管理で指摘あり 各施設での被曝管理状況を教え 

てほしい。 

・飯山・・被曝管理は病院事務が行っている。 

          特に指導指摘はありません。 

・長野・・バッジ配布管理は技師が実施、血液検査は衛生管理者（看護師で衛生管理者資格保持者）

が基準監督署への報告を一緒に行っている。  

    バッジ配布数は 300 程 配布者には半年毎 問診表を配布皮膚・水晶体・血 

液検査の項目に関し実施しています。  

・安曇野・被曝管理用の血液検査は病院が行っています。 

・諏訪・・バッジの配布は 70~80 におさえました。 

    常時立入者のみ対象としました。 

・川西・・バッジ数は 11 ケ （５名分 総務課より管理 報告を行っているが保健所 

からの指導はありません。 

 

[学術発表]  協同テーマ・・撮影時における補助具の運用法に関して 

 各施設より代表者 発表 

・発砲スチロールを使用した固定具の発表（手、指 頭部、大腿骨側面撮影）等々 

・アントンセン ローゼンバーグ、等々の角度計 

・カセットスタンド 踏み台による代用 

・嚥下造影撮影における専用車いす、また代用方法による使用法 

・砂袋による荷重撮影法への応用 に関して発表が行われました。 

    

[新人会員の紹介]      今年度の新人会員の紹介が行われました。 

    長野・・・山﨑淳弘   

    諏訪・・・岩間 翔、 関 真司、 堀田 幸治郎   以上 ４名 

 

[会員発表]  「マンモフラットパネルの使用経験」  

     河野 美和  （長野） 

 

[講演会 Ⅰ] メーカ講演・「富士フィルムがご提供するマンモグラフィーソリューション」 

       富士フィルムメディカル中部地区営業本部営業支援グループ MS 担当 
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                                池田 雅史 先生 

       デモ機による展示あり（モニター） 

[講演会 Ⅱ] 「マンモグラフィーの現状と課題」 

      社会保険群馬中央総合病院              新井 敏子 先生 

      全国マンモ認定技師の状況 機器管理や保守の重要性・管理に関して講演していただきま

した。 

      

次年度開催当番病院は諏訪赤十字病院  牧内会員より開催出席依頼があり、全員で記念撮影を行い

ました。 
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第 43 回長野県赤十字診療放射線技師研修会 日程 

                       平成 26 年 11 月 23 日（日） 

                            諏訪赤十字病院 研修センター（２Ｆ） 

 

９：３０  【受付開始】 

１０：００  【総会】      １、開会の辞 

                

2、会長挨拶 

 

                  3、会計報告 

 

                  4、監査報告 

                

                  5、業務連絡会議（当番病院確認） 

１０：４５  新人紹介 

 

１１：００  【学術】        【共同テーマ】 

 

１２：００  【昼食】 

 

１３：００～１３：４０ 

演題名  「GE 社製 PETCT の特徴」 

演者：  GE ヘルスケア・ジャパン MICT 営業部 細谷一美 先生 

  

１３：５０～１４：２０ 

演題名 「Discovery PET/CT 710 の使用経験」 

演者： 諏訪赤十字病院 核医学センター 町田荘平 会員 

                                          

次期役員選出 承認      

                                           

次期当番病院挨拶     記念撮影 

 

１４：３０～１５：３０  施設見学 

 

１５：３０ 【閉会予定】       
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平成２６年１２月１５日 

第４３回長野県赤十字診療放射線技師研修会 議事録 

 

議事録作成 諏訪赤十字病院  横沢 崇 

 当番病院  ： 諏訪赤十字病院 

開催日   ：  平成２６年１１月２３日 

開催時間  ：  １０：００ ～ １５：３０ 

開催場所  ： 諏訪赤十字病院 研修センター 

出席者   ：  飯山 …高澤茂正、佐藤文彦、樋田正彦、丸山洸貴 

         長野 …小林実、西村勝幸、福澤明、佐藤一樹 

         川西 …三井宏映 

         安曇野…茅野充治、山本賢二、小口佳央理、藤沢友貴 

         下伊那…伊藤保 

             諏訪 …牧内正史、清水郷司、赤津英尚、森田啓之、 

                  横沢崇、町田荘平、宮坂卓也、岡部佑耶、 

                   五十嵐幸哲、山口健太、田口沙也加、塚田美咲 

                                        計２６名 

【総会】 司会 高澤茂正会長 （飯山） 

議事内容 

１・２.会長挨拶  高澤茂正会長  （飯山） 

 昨日、長野県北部で大きな地震があったが被害はどうでしょうか。本日の研修会は PET を中心に行

っていきます。 

３.会計報告   樋田正彦会計理事  （飯山） 

平成２５年度決算報告および平成２６年度の予算計画に関して報告が行なわれた。 

また会の名称が変更されたことにより、口座の名称も変更した。 

＜質問＞   佐藤文彦   （飯山） 

 研究補助金が４００００円とあるが、どの施設の誰がどんな発表をしたのかの記載がない。発表を行

った会員への称賛も含め、事業報告をおこなってはどうか。 

↓ 

 研究補助は諏訪に１例、安曇野に１例、飯山に１例、長野に 1 例あった。研究補助の事業報告につい

ては次回より総会にて行うこととなった。 

  ＜質問＞   伊藤保  （下伊那） 

 学術運営基金が使われていない。来年、中部ブロックの当番が長野にまわってくるので、それに向け

て有効に利用できないでしょうか。若い人達が発表する際のサポートになるのではないか。 

↓ 
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 学術運営基金は何十周年などの節目に記念誌の発行や記念品購入の為の予算という経緯がある。研究

補助に関しては一般会計の枠を広げてはどうか、細則第４条に一文たしてみてはどうか、１施設１名

というルールの中では格差があるのではないかなど活発な意見交換が行なわれたが結論が得られず

次回へ 継続審議となった。     会計報告は、全員一致で承認された。 

４.監査報告   牧内正史監事 （諏訪） 

 監事より帳簿、通帳、現金に関して適切な運用管理されていることを確認したとの報告が行なわれた。 

 

５.業務連絡会議 

・中部ブロック報告  小林実中部ブロック委員  （長野） 

来年１１月に中部ブロック責任者会議が長野で行われる。 

来年９月頃、中部ブロックの研修会が浜松で行われる。再来年は長野で開催となるので両年共ご協力

よろしくお願いします。 

原子力災害に対しての研修を行い、日本赤十字社の社員として救護班の役割を果たしていかなければ

ならない。 

 

・全国赤十字診療放射線技師会報告  牧内正史全国監事  （諏訪） 

春の総会より、新しいホームページになりました。SNS 機能もあり会員間の交流も可能と 

なりました。相談、質問の際には是非ご利用してみてください。 

 

・長野県診療放射線技師会より  佐藤文彦理事  （飯山） 

名称が正しい名前に変更になりました。ありがとうございました。 

県診療放射線技師会の理事が一新しました。赤十字の病院からは５名の方が選出されました。任期は

一期ですが、二期お願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 平成２７年１月１０日に賀詞交換会が行なわれます。県臨床検査技師会と合同で、臨床検査技師１０

０名と診療放射線技師１００名の合計２００名の規模で行われます。それと一緒に県の健康予防課の

方より 近の医療情勢についての講演がありますので、是非、参加してください。 

 

【新入会員の紹介】 

    諏訪・・・山口健太、五十嵐幸哲、田口沙也加、塚田美咲       以上４名 

  自己紹介があり「これから宜しくお願いいたします。」と挨拶がありました。 

 

【学術発表】  座長 山本賢二 学術理事  （安曇野） 

共同テーマ：院内画像ネットワークの現状と管理について    ･･･別紙 

各施設の画像ネットワークの構成、運用についての報告及び質問が行なわれた。 

【講演会 Ⅰ】 
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  演題名「GE 社製 PETCT の特徴」 

  演者  GE ヘルスケアジャパン MICT 営業部 細谷一美 先生 

 

GE 社製の PETCT の歴史と 新鋭機器の紹介、現在使用している検出器の特性について講演を行っ

た。GE では 2001 年に国内初の、PET と CT を融合した Discovery LS を市場に投入してから、

Discovery ST、Discovery STE、Discovery 600 シリーズを市場に投入している。 新の PETCT と

しては、Discovery 710 と Discovery IQ の 2 機種がある。Discovery 710 は LYSO を素材とした検

出器を採用し、TOF（タイム・オブ・フライト）技術を利用しての画質向上を図っている。Discovery 

IQ は BGO を素材とする検出器を採用し、より高い感度特性と Q.Clear と呼ばれる 新の再構成ア

ルゴリズムを利用することによって画質向上を図っている。どちらの機種にも CT の再構成には ASiR

と呼ぶ逐次近似法による再構成アルゴリズムを採用することにより、患者の被曝低減に努めている。

このように GE 社の PETCT は画質と被曝低減を両立させた 新のテクノロジーが採用されている。

PETCT 検査は全身の悪性腫瘍検索や遠隔臓器転移の診断における保険適用拡大により、今後さらに

有用性が増し、放射線診断に貢献すると考える。 

 

【講演会 Ⅱ】 

  演題名「Discovery PET/CT 710 の使用経験」 

  演者  諏訪赤十字病院 核医学センター  町田荘平 会員 

 

 当院では新たに PET/CT 装置（GE 製 Discovery PET/CT 710）が導入され、8 月 18 日より稼動とな

った。装置の契約から稼動までのスケジュールや、装置導入に伴って行われた。当院施設の改修内容

についての報告。また改修後の施設内の様子を写真にて紹介した。その後、当院における PET 検査

の患者の入室から投与、撮影、退室までのタイムスケジュールおよび PET 撮影時１ベッドあたりの

収集時間算出方法の紹介を行った。Discovery PET/CT 710 の特徴である TOF を用いた画像再構成に

ついて、TOF の簡単な原理の解説と、TOF を使用した画像と TOF 未使用の画像を比較し、SUV 値

がどのように向上したかなど紹介した。PET/CT 装置導入から約３ヵ月における検査実施件数（11/14

現在：193 件）と診療科ごとのオーダー数比較、稼動を開始してから発生した検査に影響の出たトラ

ブルの内容などを報告した。 

 

【次期役員選出】  平成 27 年度～28 年度（一期二年） 

前 会 長：高澤 茂正 （飯山） → 新 会 長：小林 実  （長野） 

副会長：小林 実  （長野） →   副会長：茅野 充治 （安曇野） 

監 事：牧内 正史 （諏訪） →   監 事：高澤 茂正 （飯山） 

学術理事：山本 賢二 （安曇野）→  学術理事：武田 貞弘 （下伊那） 

会計理事：桶田 正彦 （飯山 ）→  会計理事：福澤 明  （長野） 
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以上 5 名に引き継がれ、承認されました。 

「二年間、宜しくお願い致します。」と新会長より挨拶がありました。 

 

【次期当番病院挨拶】  伊藤 保  （下伊那） 

 松川では松茸が１０月頃ピークになりますので、会長と相談し日程を考えていきたいと思います。お

昼を楽しみにしていて下さい。 

 

全員で記念撮影を行い、終了後、諏訪病院「核医学センター」の 新ＰＥＴ/ＣＴ装置と施設見学を行

い散会しました。
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当院における心臓 CT の現状 

  名古屋第二赤十字病院 医療技術部 杉下 豊 

当院の放射線技師数は 35 名、CT 業務可能な技師は 15 名、心臓カテーテル業務は 8 名となっている。

CT 装置においてはフィリップス社製「Brilliance64」、シーメンス社製「SOMATOM sensation 16 Cardiac」、

日立メディコ社製「SCENARIA」の合計 3 台が設置されている。心臓 CT はフィリップス（2007 年稼働）

で運用している。 

心臓 CT の現状としては、1 日 2 名、予定検査終了直前に行っている。通常日勤帯では CT１台で平均 70

名程度の検査数を行わなければならないこと、循環器 Dr が必ず付き添って検査することになっている

こと、装置自体の問題で件数はこれ以上の増加は現時点では難しいと考えている。 

当院で行っている前処置から撮影、解析までルーチンで実施している内容を以下に述べる。 

 

前処置 

外来もしくは病棟より検査一時間前に HR60bpm 以上の時はβ遮断薬剤(セロケン錠など)を服用し、脈

拍コントロールを行う。 

検査前に緊張による脈拍変動を避けるため、ルーチン検査（スカウト、胸部、カルシウムスコアリン

グ）の前に心電図モニタ装備およびルート確保をまず先に行っている。心電図モニタの観察で不整脈が

発生するときは、循環器 Dr の判断で抗不整脈薬（リドカインなど）を静注する。高 HR の時はβ遮断薬

剤(インデラル注射液など)を 大 10mg 静注する。当院の装置では管球回転速度 0.42 秒/s において

HR72bpm 周辺では、セグメント再構成との関係上、時間分解能が悪くなる（ハーフ再構成時間分に相当）。

そのため HR はそれ以下で HR60bpm 程度までコントロールできることが望ましい。息止めで HR が 10bpm

程度下がることもあるのでその点も留意する。 

 

撮影 

撮影時は、検査内容としっかりと息を止めるように再度説明する。検査内容の理解不足や息止め不良

で検査の質が落ちる事をよく経験する。 

一連の流れとしては、胸部単純ＣＴ（縦隔・肺野条件）、カルシウムスコアリングスキャン、心臓Ｃ

Ｔの順で撮影を行っている。冠動脈を拡張させるために心臓 CT 前に硝酸薬（ミオコールスプレーなど）

を舌下投与する。造影剤は高濃度のものを用い、50ml を 4.0ml/注入、生食フラッシュで撮影している。

モニタリング場所は、メーカー推奨のスキャン範囲上の下大動脈に 1 点ＲＯＩをおいて、CT 値は閾値

100 程度でスタートする。上行大動脈でも良いと思われるが、フィリップスの実効エネルギーが他社と

低いためかアーチファクト対策のために少ないところにＲＯＩを置いている様に思われる。 

スキャン後にあらかじめ設定された心電図ＲＲ間隔から 40％、45％、70％、75％位相のスライス厚/ス

ライス間隔 0.9/0.45mm データを作成する。低レートＨＲにおいて拡張中期の 75％のデータが用いられ

ることが多いが、収縮末期である 40％程度でも右冠動脈は作成できることもある。4つの位相でも適切

な画像が出ない場合は任意の位相を再度構築していく。 

特集１                  日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌第 6 号
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不整脈が発生した時は ECG 編集を行い(図 1)、1～4心拍程度の波形をキャンセルし、その画像データ

を基にアーチファクトの無い冠動脈を作成する（図 2）。しかしセグメント再構成は心電図や pitch によ

り自動で選択されるシステムであるため、技師によって選別出来ない。そのため、心拍の ECG 編集機能

は制限されることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. ECG 編集(6 心拍目のデータの除去) 
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図 2．  オリジナル画像              ECG 修正画像 
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解析・評価 

 解析は当院に導入されているワークステーション AZE VirtualPlace で行っている。本体にネットワ

ーク経由で接続可能であるため、上階の心臓カテーテル検査室でも、循環器 Dr によって診察・治療前

に細かく解析・評価することができる。 

 大まかな流れとしては、画像データ取得後、技師が心血管解析アプリケーションより冠動脈枝認識・

修正・画像保存・評価（インプレッションや検査状況など）を行う。その後、循環器 Dr が画像・保存

データより再評価で診断を行う。以下に技師が主に行う作業の詳細を示す。 

冠動脈枝認識では誤認識された血管（肺動静脈や冠静脈）除去などの作業と枝の名称登録を行う。 

大多数の血管は自動認識でトレースされている。認識されていないより細い血管はプロット作業でトレ

ースし再認識させていく。修正では各枝の中心を認識しているかを確認する。石灰化や枝分岐直前する

ところは中心認識がずれる事が多くなっているため、注意が必要となる。ストレートビューを軸回転す

ると観察が容易となるため、その状況下で修正や枝延長を行う。画像は認識させた冠動脈の作成元 axial

画像、冠動脈の３D・MIP 画像、CPR・ストレートビュー、それに対する短軸画像を保存する(図 3)。左・

右冠動脈でアーチファクトがない良好な画像の位相が異なる場合は位相毎に画像作成してそれぞれ保

存する。また技師や循環器 Dr が再度編集することができるように修正データを保存しておく。評価は

CT 担当した技師が 終画像に対しての評価や画像のみでは伝えることができなかった検査状況の報告

を心臓 CT 台帳に記入する。評価に関しては 5段階、カルシウムスコア値（Agatston スコア）、技師のコ

メントを入力していく。コメントには枝の形状や狭窄部位、脈拍変動や不整脈の有無などの記載をする

(図 4)。心臓 CT 台帳は技師・循環器医師互いの意見を反映することができるメリットがある。 

解析・評価において、個々の技術や評価のバラツキが多く見える。現在の業務環境において、心臓カ

テーテル、CT の両方業務できる技師は 7名 ＣＴ業務のみの技師は 8名となっており、全員は循環器領

域に精通していない。心血管走行は複雑で variety に富む。心臓カテーテル検査室で従事すると、循環

器Ｄｒ、臨床検査技師、看護師との連携の中で得る心血管の情報・知識は豊富になる。そのため、それ

らをフィードバックし、互いの知識の共有や業務シフトの見直しが全体のレベルアップになると考えて

おり、今後の課題でもある。 

 当然であるが、適切な造影タイミングで低心拍・心拍安定の検査ができれば評価は高くなる。しかし、

高心拍・不安定心拍や CABG 後のバイパス確認時の広範囲撮影や動脈瘤・解離・循環動態異常での評価

は低くなってしまう。64 列 CT の先駆けとなっていた当院の装置には荷が重いとは感じるが、前記の症

例でも高評価となる症例も中には含まれている。それらの症例から、造影プロトコル・pitch 選択・タ

イミングを見極めていくことが技師の役割の一つである。 

 ステント内腔評価は現 CT では選択されず、心電図やシンチグラムの所見から心臓カテーテル検査へ

移行する。2000 年頃より CT の高速・多列システムが加速化していき、 近はどうやらそちらの方向は

少し落ち着いてきた（頭打ち？）感が見える。心臓領域は、より細いステントへの対応や石灰化・プラ

ークの成分評価向上といった今一歩進化した｢何か｣のブレークスルーがあるとまだまだ発展の可能性

があると考えている。 
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図 3. 保存画像 
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図 4. 心臓 CT 台帳 
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当院における心臓 CT の紹介とモーションアーチファクト低減の検討について 

福井赤十字病院 放射線科部 安藤剛一 

 

はじめに 

 当院では，Philips 社製 Brilliance CT 64 を 2008 年 3 月に導入して以来，2014 年 11 月までの間に 2295

件の心臓 CT 検査が施行された．2015 年現在，更なる検出器の多列化や時間分解能の向上された高性能

Multi Detector-row Computed Tomography (以下 MDCT)が製品化されているので， 新 MDCT とい

うわけではないが，当院におけるこれまでの 64 列 MDCT における心臓 CT について紹介する.また，

モーションアーチファクト低減を目的とし，心臓 CT の撮像条件の１つである pitch について検討した

ので合わせて報告する． 

 

装置紹介 

装置：Philips社製 Brilliance CT 64 �，ワークステーション：Extend Brilliance Workspace（EBW Philips

社製）,�造影剤注入装置：根本杏林堂社製DUAL SHOT GX，使用造影剤：イオパミロン370/80ml（バ

イエル薬品）,オイパロミン370/100ml（富士製薬）の2種類の造影剤を使い分けした．外来患者にはイ

オパミロン，入院患者にはジェネリック医薬品であるオイパロミンを使用した． 

撮像プロトコルの概要 

前処置について 

右肘静脈にルートを確保して準備が整ったら別室にて安静待機した．検査直前に，前投薬として血管

拡張作用のあるニトログリセリン舌下スプレー剤（ミオコールスプレー剤）を，1噴霧投薬してから心

臓CTの検査を開始した．  

 

ルーチン撮像プロトコル 

すべての撮像の基準となるスカウト画像（以下Sur View）の撮像をした．心臓CTの撮像範囲の決定と，

冠動脈石灰化を計測する（以下Calcium Scoring）ためprospective ECG-gating法にて心臓の単純撮像

を行った．造影剤が血管外漏出しないかを確認するために生理食塩水10mlを4ml/secにてテストインジ

ェクションを行った．心臓CTはインジェクターと同期させ撮像開始し，ボーラストラッキング法によ

り造影剤が下行大動脈に到達した100HUを撮像好期（トリガータイミング）とし，呼吸停止音声の時間

分の遅延時間は6秒で，retrospective ECG-gating法にて頭足方向に撮像を行った．通常の心臓CTの撮像

条件は，管電圧120kv，X線量900～1165ｍAs，撮像pitch0.18,で行った．造影方法は後述する． 

心臓CT撮像の直後，胸部の急性疾患（肺動脈血栓塞栓，急性大動脈解離）を診断する目的で胸腹部

CTを撮影した． 
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心臓CTの作成画像 

 心臓CT検査では，解析した心位相のAxial画像（0.8mm厚，0.6mm間隔と3mm厚，3mm間隔），右冠動脈

（以下RCA）の起始部Volume Rendering(以下VR)1方向，左冠動脈（LAD+LCX）の起始部VR1方向,右冠動

脈のMaximum Intensity Projection(以下MIP)3方向，左冠動脈のMIP7方向，RCA・LAD・LCXそれぞれの

Curved Planar Reconstruction(以下CPR)，連携紹介医向けの画像を作成し，PACSに保存した．心臓CT

直後に撮影する胸腹部CTのAxial画像もPACSに保存した．本稿の 後に，ルーチン撮影画像の一部を紹

介する． 

 

モーションアーチファクト低減の検討について 

64 列 MDCT は，従来 MDCT より検出器の多列化，ガントリ回転速度の高速化を実現し，撮像時間

の短縮と時間分解能が向上した．このことより精度の高い心臓 CTが可能となった．しかし，64列MDCT

においても画質不良となる原因がある．主な要因に呼吸停止不良，心拍要因（頻脈，不整脈，心拍数変

動，心拍・ガントリ回転速度ミスマッチ，時間分解能不足）がある 1)．また，呼吸停止不良や不整脈が

ない例でも良好な心臓 CT 画像が得られないことがあり，画質に影響している因子についての検討報告

もある 2)． 他にも高度石灰化，ステント，高度肥満により冠動脈の評価ができないことがある． 

これらの心臓 CT の画質に影響する因子のうちの心拍（以下ＨＲ）に着目した．64 列 MDCT におい

ても，心臓 CT では良好な画質を得るにはＨＲを下げる必要があり，前投薬としてβブロッカを使用す

ることが多い 3,4)．しかし，心臓 CT の前後に血圧測定などの患者管理が必要となるため，筆者の施設で

は心臓 CT を行うにあたってβブロッカは使用していない．その経験の中で，やや低ＨＲで不良画像が

見られることや，逆に高ＨＲで良好画像が見られることがあった．不良画像の要素にモーションアーチ

ファクトがあり，減少させるには撮像時の時間分解能を良くすることが有用だと考えた．時間分解能を

良くするには，後述の pitch の値を小さく設定すれば良いことが分かっている 5)． 

本検討では，心臓 CT を撮像する際の pitch を 0.18 から変更することによって，モーションアーチフ

ァクトを改善できるのかを検討したので報告する． 

 

pitch とガントリ回転速度 

pitch について 

pitch は，下式 1 のように定義される． 

・・・・式１ 

pitch が小さいほど時間分解能は良くなるが， X 線管回転周期と心拍動周期が動機する場合，pitch に

よらず時間分解能は悪くなる 5,6)．理論的には，pitch=0.15 は pitch=0.18 より広いＨＲの範囲で時間分

解能が若干改善されるのが Fig.１からわかる．この点に着目して pitch=0.15 を採用した． 
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pitch を変更することによるメリットとデメリットは以下の通りである． 

[メリット]  

 ・時間分解能を向上させることが可能である． 

・セグメント再構成するデータが増えるので，不整脈が多く出現し多場合にデータ欠損の対策になる． 

・心臓 CT 時の X 線量を 1165mAs から 1400mAs に増やす設定が可能となるため，体格の大きい 

  患者に対応できる可能性がある． 

 [デメリット]  

 ・心臓 CT 時の息止め時間が長くなる ． 

 ・X 線量増やして心臓 CT 撮像した場合，CT 装置の制約により直後に撮像する胸腹部撮像の pitch

下げるか X 線量を下げることが必要となる． 

 

ガントリ回転速度について 

 メーカーは心臓 CT の撮像には 0.42s/rot と 0.50s/rot の 2 種類を推奨している．しかし，ガントリ回

転速度 0.42s/rot では，ＨＲが 72 付近と 95 付近で時間分解能の低下がみられる 7,8)ことが Fig. 1,2 から

示される．ガントリ回転速度 0.42s/rot で時間分解能が悪い部分のみガントリ回転速度 0.50 s/rot に変更

して撮像することが理想的である．しかし，ガントリ回転速度 0.50 s/rot の時間分解能が良い範囲に撮

像中のＨＲが当てはまらない場合は，時間分解能の低下を招き不良画像が発生する危険があると考えら

れるため，ガントリ回転速度 0.42s/rot 固定にて心臓 CT の検査を行った． 

 

pitch とガントリ回転速度の関係について 

 pitch とガントリ回転速度の変更を検討する前に予備実験をした○A pitch=0.18，ガントリ回転速度

0.42s/rot から pitch=0.15，ガントリ回転速度 0.42s/rot へ変更した場合と，○B pitch=0.18，ガントリ回

転速度 0.42s/rot から pitch=0.18，ガントリ回転速度 0.50s/rot に変更した場合の撮像時間の延長を比較

した．○A ○B を比較検討するために，撮像範囲と撮像時間の関係を作成し１次線形近似直線を作成し Fig. 

3 に示す．○A ○B の１次線形近似直線の傾きと切片がほぼ同じであり，共に撮像時間の延長は約 2，3 秒

となった．  

 

対象 

 心臓 CT を施行した患者を対象に， 2008 年 3 月より 2010 年 5 月までに 839 例，新しいプロトコル

を採用した 2010 年 5 月から 2010 年 11 月までに 117 例を施行した．このうち，高度石灰化例（全周性

石灰化例），造影不良例，高度肥満例，機器トラブル例，HR64 未満例を除外した 441 例（男性 243 名，

女性 198 名，67.4±11.5 歳）を A 群とし，新プロトコルを採用した 83 例（男性 48 名，女性 35 名，

67.3±11.1歳）をB群とした．近藤らによると高画質の心臓ＣＴを得るためには完全な呼吸停止とHR64

以下に下げる必要がある 1）とあったのと，実際に HR64 未満例に関しては良好な画質が得られたので，

本検討から除外することとした． 
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造影方法 

 A 群の撮像（ルーチンの撮像）では，15 秒注入時間一定法（造影剤を 15 秒間で注入）で，生理食

塩水の後押し注入を行う．造影剤量は体重×1ml を基本として， 低で 52ml の造影剤を使用する．造

影剤注入レートは，3.5～4.4ml/sec の範囲とした．66kg 以上の場合は，注入速度 4.4ml/sec のまま造影

剤量を体重×1ml で設定した．生理食塩水は，造影剤注入直前にルート確保確認のテストインジェクシ

ョンを行った残り 30～40ml を 2.5ml/sec 固定で後押し注入した．  

 B 群の撮像では，撮像時間が pitch=0.18 と比べて 2，3 秒長くなることを考慮して，15 秒注入法で決めた造

影剤注入レートを変えずに造影剤量を 3 秒分増やし，18 秒注入時間一定法を基本として撮像を行った． 

 

冠動脈解析用画像について 

冠動脈解析用画像は Fig. 4 に示す心電図の R 波を起点とした「R-R 間隔で何％の心位相」を決めて

画像再構成をした．筆者の施設では，R-R 間隔 35，40，45%（収縮期）と R-R 間隔 70，75，80％（拡

張中期）の心位相で，合計 6 種類の画像再構成（0.8mm thickness，0.6mm increment）を行った． 

 

心臓 CT の視覚評価法 

循環器内科医師 1 名による読影結果を視覚評価として解析した．作成した 6 種類の画像から，各冠動

脈についてより良く見える心位相の画像を選んで読影した．どの心位相でも冠動脈の静止している画像

が見られないときは，モーションアーチファクトがあると評価した．モーションアーチファクトの有無

を判断する画像例を Fig.5～Fig.8 に示した． 

 

解析方法 

モーションアーチファクトを含む全例の画像について 

A 群と B 群で撮像した心臓 CT のうち①「RCA のみモーションアーチファクトあり」，②「LCA（LAD

＋LCX）のみモーションアーチファクトあり」，③「RCA と LCA の両方にモーションアーチファクト

あり」の 3 項目について検討した．この結果をもとに‘RCA と LCA の両方にモーションアーチファク

トあり，は 5ＨＲ毎にモーションアーチファクトを含む画像がどのように分布するのかを解析した． 

 

不整脈例におけるモーションアーチファクトを含む画像について 

前項の症例のうち不整脈例のみ（A 群のうち 55 例（男性 36 名，女性 19 名，年齢 69±10.4 歳），Ｂ群

のうち 10 例（男性 8 名，女性 2 名，年齢 69.4±9.2 歳））を対象とし，①②③を含む画像の割合を算出

した． 
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心臓 CT の検査としての造影評価可能・不可能について 

 A 群と B 群で撮像した心臓 CT のうち，④「検査そのものとして造影評価可能かどうか」についての

割合を算出した．この解析結果をもとに 5ＨＲ毎に造影評価可能画像がどのように分布するのかを解析

した．また，不整脈例のみ（前述と同様）を対象とし，「検査そのものとして造影評価可能かどうか」

についての割合を算出した． 

 

結果 

A 群と B 群で撮像した全例の心臓 CT のうち①「RCA のみモーションアーチファクトあり」，②「LCA

（LAD＋LCX）のみモーションアーチファクトあり」，③「RCA と LCA の両方にモーションアーチフ

ァクトあり」の 3 項目について検討した．①は，pitch=0.18 で 6.1％，pitch=0.15 で 6.0％であった．

②は，pitch=0.18 で 3.8％，pitch=0.15 で 4.8％であった．①②共に統計学的有意差は見られなかった．

③は，pitch=0.18 で 7.0％，pitch=0.15 で 18.1％であり，統計学的有意差は見られた（P<0.001）．結

果を Table1 にまとめた． 

 ③の割合を 5ＨＲ毎の分布を Fig.9 , Table2 に示した．HR65-69，90-94 では若干 pitch=0.15 が良い

結果となった．その他のＨＲは pitch=0.18 の方が良い結果となった．HR95-99 以上に関しては，pitch

＝0.15 の検討データ数が 5 未満と少なく比較が難しい． 

 

検討症例のうち不整脈例のみ（A 群のうち 55 例，B 群のうち 10 例）を対象とした①②③の検討も行

った．①は，pitch=0.18 で 3.6％，pitch=0.15 で 0％であった．②は，pitch=0.18 で 3.6％，pitch=0.15

で 10.0％であった．③は，pitch=0.18 で 12.7％，pitch=0.15 で 10％であった．不整脈例のみの対象で

は，①②③とも統計学的有意差は見られなかった．結果を Table3 にまとめた． 

 

次に， A 群と B 群で撮像した心臓 CT のうち，④「心臓 CT の検査としての造影評価可能・不可能」

についての検討をした．pitch=0.18 では 82.4％，pitch=0.15 では 81.9％であったが，統計学的有意差

は見られなかった．結果を Table4 にまとめた．5ＨＲ毎に心臓 CT の検査として造影評価可能であった

割合の分布を Fig.10，Table 5 に示した．HR65-69，75-79，85-89，90-94 においては，pitch=0.15 が

pitch=0.18 より良い結果となった．HR95-99 以上に関しては，pitch＝0.15 の検討データ数が 5 未満で

少なく比較が難しい． 

 

検討症例のうち不整脈例のみ（A 群のうち 55 例，B 群のうち 10 例）を対象とした④の検討を行った．

pitch=0.18 では 61.8％，pitch=0.15 では 90.0％であった．pitch=0.15 に有意傾向であった．（p=0.083）

結果を Table6 にまとめた． 
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考察 

今回解析した視覚評価は，循環器医師 1 名で行っているので視覚評価に偏りが出ている可能性がある

と考える．今後は，複数名の循環器医師による評価をすると良い．また，評価法も「モーションアーチ

ファクトが有る」，「モーションアーチファクトが無い」，の 2 段階評価のため，より正確なモーション

アーチファクトの評価ができているとは考えにくい．例えば，近藤らが検討している 2)ように，画質を

3 段階（A：excellent，B：acceptable，C：unacceptable）評価する方法も有用であると考える． 

 

 モーションアーチファクトを含む全例の画像について「RCA と LCA の両方にモーションアーチファ

クトあり」で，pitch=0.18 の方が pitch=0.15 より良い結果となったのは，時間分解能が理論値のよう

に改善されなかったことが原因と考える．ＨＲ変動は個人差が出やすいことと，心臓 CT の撮像中のＨ

Ｒ変動が画質に影響する 3)とあること，から pitch=0.15 の方が pitch=0.18 よりモーションアーチファ

クトの影響が出やすいと考える．  

 不整脈例のみにおけるモーションアーチファクトを含む画像についての評価は，RCA のみと LCA の

みで評価が分かれる．RCA と LCA 両方については，pitch=0.18 と pitch=0.15 に差が無いと考える．

しかし，pitch=0.15 の対象データ数が 10 と少ないので，更に検討が必要と考える． 

 

 心臓 CT の検査としての造影評価可能・不可能についてでは，pitch=0.18 と pitch=0.15 では統計学

的に有意な差がないため，モーションアーチファクトがあったとしても pitch=0.15 では造影評価がで

きると考える．ただし，拍数 95-99 以上に関しては，各検討データ数が 5 未満で少ないので，今回の結

果のみで評価することは難しいと考える． 

不整脈例のみの検討で結果に差がでたのは， pitch=0.15 は，pitch=0.18 よりも取得データが密に存

在するため，画像再構成時に不整脈の部分のデータを省いてもデータ欠損による時間分解能低下への影

響が少ないと考える．しかし，pitch=0.15 の対象データ数が 10 と少ないこともあり，今回の結果のみ

で評価することは難しいと考える． 

 

結語 

HR64 以上の例に対して，pitch=0.15 で撮像したが，モーションアーチファクトの改善には至らなか

った．不整脈例には，画像再構成時にデータ欠損を少なくすると考えられることから pitch=0.15 が有

効である． 

64 列 MDCT における心臓 CT では，pitch やガントリ回転速度以外にも改善すべき画質にかかわる

項目がいくつかある．近年，MDCT の検出器のさらなる多列化やガントリ回転速度の向上があり，     

64 列 MDCT よりも時間分解能の向上や低被曝化が進んでいる．当院においても 2014 年 11 月に Philips

社製 Brilliance iCT が新たに導入されたので，今後の心臓 CT 検査における質の向上を期待したい． 
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図表 

  

      Fig.1  0.42s/rot における平均時間分解能と HR の関係：Philips 社提供         Fig.2 ガントリ回転速度の違いにおける平均時間分解能と HR の関係：Philips 社提供  

  
Fig.3  pitch とガントリ回転速度の関係                                      Fig.4  心電図 

  

Fig.5 motion artifact- と artifact+の比較                Fig.6 motion artifact- と artifact+の比較 

  

Fig.7 motion artifact- と artifact+の比較                Fig.8 motion artifact- と artifact+の比較 
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               Fig.9  5HR 毎におけるモーションアーチファクトが含まれる割合                       Fig.10 5HR 毎における評価可能の割合 

 

 

Table 1  モーションアーチファクトの評価 

pitch=0.18 pitch=0.15 

RCA LCA 
RCA
＆ 

LCA 
RCA LCA 

RCA
＆ 

LCA 

Motion 
Artifact+ 27 17 31 5 4 15 

Motion 
Artifact- 415 425 411 78 79 68 

Study Data 442 442 442 83 83 83 
Motion Artifact+ 

/Study Data 
[%] 

6.1% 3.8% 7.0% 6.0% 4.8% 18.1% 

 

 

Table 3  不整脈におけるモーションアーチファクトの評価 

pitch=0.18 pitch=0.15 

RCA LCA 
RCA 
＆ 

LCA 
RCA LCA 

RCA
＆ 

LCA 

Motion 
Artifact+ 2 2 7 0 1 1 

Motion 
Artifact- 53 53 48 10 9 9 

Study Data 55 55 55 10 10 10 

MotionArtifact+ 
/Study Data 

[%] 
3.6% 3.6% 12.7% 0% 10.0% 10.0%

 

Table 2  5 HR 毎のデータ数におけるモーションアーチファクトの割合 

 pitch=0.18 pitch=0.15 

HR 
[bpm] 

Study 
Data 

Percentage of  
Motion Artifact 

 [%] 

Study 
Data 

Percentage of  
Motion Artifact 

[%] 

65-69 115 0.09 18 0.06 

70-74 65 0.23 14 0.43 

75-79 94 0.09 14 0.14 

80-84 58 0.17 13 0.38 

85-89 49 0.16 9 0.22 

90-94 23 0.52 7 0.43 

95-99 18 0.44 2 1.00 

100-104 11 0.18 1 1.00 

105-109 2 0 2 0.50 

110-114 6 0.33 2 0.50 

115-120 1 0 1 0 
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Table 5  5HR 毎のデータ数における評価可能の割合 

 pitch=0.18 pitch=0.15 

HR 
[bpm] 

Study 
Data 

Percentage of  
evaluation 

possible 
[%] 

Study 
Data 

Percentage of 
evaluation 
impossible 

 [%] 

65-69 115 0.91 18 1.00 

70-74 65 0.82 14 0.71 

75-79 94 0.81 14 0.93 

80-84 58 0.90 13 0.85 

85-89 49 0.88 9 0.89 

90-94 23 0.48 7 0.57 

95-99 18 0.39 2 0 

100-104 11 0.91 1 1.00 

105-109 2 1.00 2 0.50 

110-114 6 0.67 2 0.50 

115-120 1 1.00 1 1.00 

 

 

 

Table 4  評価可能・不可能 

pitch evaluation possible 
[%] 

evaluation impossible 
[%] 

0.18（n=442） 82.4 17.6 

0.15（n=83） 81.9 18.1 

 

 

 

Table 6 不整脈における評価可能・不可能 

pitch evaluation possible 
[%] 

evaluation impossible 
[%] 

0.18（n=55） 61.8 39.2 

0.15（n=10） 90.0 10.0 
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【ルーチン検査の画像紹介】 

 
CABG 術後のフォロー１ 

 
CABG 術後のフォロー２ 
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ルーチンで作成する VR と MIP 画像 
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ワークステーションの 新技術 ~心臓 CT を中心に~ 
 

富士フイルムメディカル株式会社 IT ソリューション事業本部 

事業推進部 3D 営業技術グループ 

小林 良一 

斎藤 志帆 

長谷川 由香 

川口 裕之 

 

● はじめに 

 2007年7月に富士フイルム株式会社からVolume Analyzer SYNAPSE VINCENT（以下、VINCENT）

の販売を開始しました。販売開始当初は放射線科、循環器内科、消化器外科領域を主とした解析アプリ

ケーションの開発、販売をおこなってきましたが、販売時から現在に至るまでに、胸腔鏡下手術（以下、

VATS）に代表される低侵襲治療の発達、前立腺がんの全摘出手術といった特定の条件下に対する医療

用ロボットを利用した手術手技に保険収載が認められるなど、医療業界における動向の変化や、

VINCENT の導入台数の増加により、お客様からの VINCENT に対する要望も多岐に渡るようになり

ました。 

このような背景から、 新のバージョンまでに上記領域以外にも呼吸器外科、呼吸器内科、脳神経外

科、泌尿器科領域などで有用なアプリケーションを開発、販売しています。 

 本稿では始めに、各解析アプリケーションに搭載している VINCENT の核となる画像処理技術の紹介

をおこない、続けて、販売開始当初から多くの御施設の診療放射線技師が処理することが多い循環器領

域アプリケーション、および 新技術を紹介します。 

 

● 画像処理技術「Image Intelligence」 

  Computed Tomography（以下、CT）、Magnetic Resonance Imaging（以下、MRI）などを画像処理

する場合、作成者（診療放射線技師）は第三者（読影医師、外科医師）が各症例に対する病変部を視認

しやすいように、画像処理ワークステーション上で部位毎の解析アプリケーション、様々な編集ツール

を利用して処理することが多いかとおもいます。 

日常の臨床現場では診療放射線技師が術前シミュレーション用に動脈、門脈、静脈、病変部を各々分

離し病変部と血管構造の位置関係を把握できる画像、冠動脈領域では狭窄部の評価用として、右冠動脈、

左冠動脈を各々抽出し、Curved Planar Reformation（以下、CPR）画像の作成をおこなっています。 

画像処理をする上で重要なポイントとして、領域の分割（セグメンテーション）が挙げられますが、

処理する部位、モダリティ、造影剤投与の有無、患者様の状態などは、セグメンテーションの結果の良

不良、処理時間に大きく影響します。 

通常、診療放射線技師は CT、MRI 撮影と並行して、限られた時間内で医師などから依頼された画像

処理をおこないます。また救急指定病院では、通常画像処理をおこなう機会が少ない医療従事者が通常

診療時間外で画像処理をおこなうこともあります。 

特集 2                  日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌第 6 号 
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我々は、１．画像処理に要する時間の短縮、２．安定した抽出結果の提供、により診療放射線技師、

および患者様に寄与できるのではないか？と考えました。この２つの課題を解決するため、富士フイル

ムのデジタルカメラの顔認識技術に利用されている技術である「Image Intelligence」を用いた高速、

高精度な画像処理アルゴリズムを開発しました。 

一般的にセグメンテーションをするためには、領域間で異なる濃度（画素値）分布を呈する画像から、

領域間の境界を設定し、抽出、非抽出領域を分離する必要があります。CT 画像の冠動脈においては、

造影剤、石灰化、ソフトプラーク領域などが存在し、かつソフトプラーク領域とその周辺にある脂肪、

筋肉領域の間には画素値に対する差が少ないことがあります。このような濃度分布を有する領域に対し

て、画素の閾値処理のみのセグメンテーションでは、画像ノイズ、画素値のコントラスト、設定した閾

値のバラつきなどで抽出結果が一意に定まらないことがあります。このような不確定要素が抽出結果に

極力影響しないように、臓器の濃淡モデル、形状モデル等を事前学習し、自動抽出対象の画像に対して

当てはめることで、様々な濃度分布を呈する画像に対し、短時間、かつ安定した抽出結果を提供できる

ようになりました。 

  

図１ RCA #3 Subtotal Stenosis 症例 

 

 このような高速、高精度な画像処理アルゴリズムを循環器領域をはじめとする様々な解析アプリケー

ションに組み込んでいます。これから、製品販売当初から診療放射線技師に利用されている循環器アプ

リケーション、その他の解析アプリケーションの紹介をおこないます。 
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● 循環器アプリケーションの紹介 

 CT 撮影について施設基準に適合している保険医療機関において、冠動脈の CT 撮影をおこなった場

合、所定点数に冠動脈 CT 撮影加算を保険収載できるようになり数年が経過しました。多くの施設で多

列検出器 CT 装置を利用して心臓 CT 撮影をおこない、冠動脈、心機能を評価する機会が増えています。

VINCENT を導入している御施設では主に以下の解析アプリケーションを利用しています。 

・ 冠動脈解析（CT） 

  ・ 心機能解析（CT） 

  ・ 心臓フュージョン 

この章では上記解析アプリケーションの紹介をおこないます。 

・ 冠動脈解析（CT）、心臓フュージョン 

心電図同期下で撮影した心臓 CT 画像から自動的に心臓領域、右冠動脈、左前下行枝、左回旋枝を含

む冠動脈を抽出します。様々な濃度分布を呈する画像に対して安定した抽出結果を提供することができ

るため、手動修正に要する処理時間の短縮に寄与できると考えています。 

 

図２ 冠動脈解析（CT）の[標準観察]ステージ 

また、心臓 CT 画像と同一患者様の心筋 SPECT 画像とのフュージョン画像の生成も簡便におこなえ

ます。冠動脈解析（CT）で心臓、冠動脈を抽出後、心臓フュージョンを起動することにより、簡易的に

CT と心筋 SPECT 画像を位置あわせたフュージョン画像を表示します。 

形態情報の観察に適している CT 画像と心機能を観察する SPECT 画像の両画像の長所を合成した画

像を表示でき、全体像の把握をおこなえる３D 表示や、血管毎のフュージョンをおこなうストレート

CPR、ストレッチ CPR 表示に対応しています。 
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図３ 心臓フュージョンの[CPR 観察]ステージ 

 

・ 心機能解析（CT） 

心電図同期下で、かつレトロスペクティブ撮影法を用いると１心拍内の複数の心位相を持つデータを

再構成できます。心機能解析（CT）ではそれらの画像から心室、心筋を自動的に抽出し、各心位相の体

積の算出、 大拡張末期、 大収縮末期を自動的に検出して、駆出率の算出をおこないます。以前のバ

ージョンでは心機能解析（CT）の心室、心筋境界の抽出精度が低かったのですが、 新バージョンでは

画像処理技術「Image Intelligence」の搭載により、造影効果、画像ノイズの影響を受けず、安定した

結果を提供できるようになりました。 

 

図４ 心機能解析（CT）の解析結果画面。乳頭筋を含めた心室の輪郭抽出を精度良く抽出 
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● 新技術の紹介 

 この章以降は、心臓 CT 以外で解析アプリケーションの紹介を診療科別におこないます。 

 

○ 診療放射線技師領域における 新技術 

多くの御施設では画像解剖学、撮影技術、情報技術分野などに知見がある診療放射線技師が様々な診

療科から画像処理を依頼されることが多いとおもいます。このような背景をもとに VINCENT の 新バ

ージョンでは、診療放射線技師に対して画像処理における負担軽減に寄与できると考える機能を搭載し

ました。この章では処理件数の多い MRI の冠動脈、大血管、整形領域に対して有用な機能を紹介しま

す。 

 

・ 冠動脈解析（MR） 

 冠動脈疾患を有する患者様が、腎機能の低下、および様々な理由により造影剤を用いた冠動脈 CT 検

査をおこなえないことがあります。その場合、冠動脈の形態を観察するために 

Whole Heart Coronary MRA を撮像し、診療放射線技師が画像処理することがありますが、VINCENT

の以前のバージョンでは心臓領域、冠動脈の抽出の自動抽出精度が低く、VINCENT 導入施設ではあま

り利用されていなかったのが現状でした。 

 様々な御施設から頂いた画像を利用し、 新のバージョンでは画像認識技術「Image Intelligence」

を利用した心臓領域、冠動脈の抽出の自動抽出に対応しました。（図５） 

 

図５ 冠動脈解析（MR）で処理した結果の画像例 

また、撮影範囲が体軸方向に広範囲な大血管の３D 表示を画像サーバー上で解像度を落とさずに観察

できるようにするため、体軸方向に対して分割して保存する、という作業をおこなうことがあります。 

前バージョンでは分割と画像保存操作を手動で交互に繰り返し実施する必要がありましたが、 新バ

ージョンでは、分割、画像保存操作などの操作履歴を登録する、というマクロ機能（図６）を３D ビュ

ーアに搭載しました。登録された操作履歴はリストで管理されており、別検査を３D ビューアで起動後、

該当のリスト（例えば、骨盤 大腿 膝部分割保存というマクロ名を登録）を選択することで、自動的に

分割、画像保存をおこなうことができます。 
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図６ マクロ作成時の操作画面 
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・ 整形領域 

骨折、亀裂骨折が関節面に到達している（関節内骨折）場合、関節面がずれた状態で自然融合する

と、関節の変形、不安定性、軟骨表面の損傷などによる後遺症が残ることがあるため、２D、３D 表

示で、関節面における骨折線の確認は整復手術の要不要を判断する上で重要になります。 

従来の方法では、骨折周囲の骨を抽出、削除するために、不透明度の調整をおこない、必要、不必

要な領域を分離した状態で領域拡張法などの画像処理アルゴリズムを利用して抽出作業をおこなって

いましたが、骨粗しょう症が顕著、単純骨折により骨片が分離している症例などでは、画像処理時間

が延長することがあります。 

VINCENT では標準機能に搭載している骨分離機能を利用することで、画質や疾患の状態に影響せ

ず、簡便に３D 表示を作成できる骨分離（図７）を追加しました。 

膝関節の高原骨折、手関節の舟状骨骨折など、骨領域が密接している関節部に対する画像処理には

特に有用な機能になります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 骨折症例における骨分離の抽出結果 

また、肋骨骨折疑いの患者様に対して、肋骨の一覧を一画面で表示できるようになりました。[パノラ

マ CPR]ステージでは観察したい箇所に沿った制御点を指定することでパノラマビューを容易に作成で

きます。（図８） 

 

図８ [パノラマ CPR]ステージ 
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 ○ 頭頚部領域における 新技術 

 

近年、MRI の撮像方法のひとつである Diffusion Weighted Imaging（以下 DWI）を利用した Diffusion 

Tensor Imaging（以下 DTI）の発展により、従来視認が困難であった脳の白質線維の可視化が可能にな

りました。そして、この DTI 画像をもとに描出される神経線維束画像（トラクトグラフィー）が臨床導

入され、脳神経外科・神経内科領域において幅広く利用されています。 

 近、トラクトグラフィーの結果と CT 画像、MRI の他シーケンスで撮像した画像との合成画像を病

変周囲の神経走行を確認する目的で利用することがあります。 

トラクトグラフィーの作成は MRI 装置本体、汎用パソコンにインストールできるフリーのソフトウ

ェアでおこなうことができますが、撮影業務と並行して画像処理する時間がない、また、フリーソフト

の操作性の面で容易にトラクトグラフィーを作成できない現状があると思います。 

そのような課題を解決するべく、VINCENT では tractography を容易に作成できる開頭シミュレー

タ／テンソル解析をリリースしました。 

 弊社の商品構成の一つであるサーバー・クライアント型を導入することで、診療放射線技師がトラク

トグラフィー、CT 画像、T1 強調画像などから手術に必要な臓器の抽出をおこない、それらを合成した

画像を医師が医局、病棟、手術室など必要な場所で簡便に観察できる環境を提供できます。 

この章では「開頭シミュレータ／テンソル解析」の各機能を紹介します。 
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・トラクトグラフィー 

トラクトグラフィーは、複数の DWI 画像から得られた DTI 画像から FA 値、及び異方性拡散の方向

を計算し神経線維を描出します（図９）。 

VINCENT の 新バージョンでは、ROI または VOI を設定するとリアルタイムにトラクトグラフィ

ーを描出できる機能を搭載しました。このことにより、視放線等の限局的な神経線維の描出がおこない

やすいようになりました（図１０）。 

さらにトラクトグラフィーの結果を参照画像に埋め込んでDICOM画像保存できるトラクトグラフィ

ー画像保存機能を追加しました。この画像を手術ナビゲーション装置などに取り込み、トラクトグラフ

ィーの結果を 3D 構築することになどにより、さらに安全な手術に寄与できると考えております（図１

１）。 

 

 
図９[トラクトグラフィー]ステージの操作画面 
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図１０ リアルタイムに神経線維を描出した画像例 

 

 
図１１  トラクトグラフィー画像保存 

 

・シミュレーション 

 現在、脳神経外科領域において、トラクトグラフィーはもちろんのこと、CT・MRI 画像から抽出し

た各臓器との合成画像は術前シミュレーションとして必要不可欠なものになりつつありますが、それら

の 3D 画像の構築に莫大な時間を要しているのが現状です。 

開頭シミュレータ／テンソル解析の臓器抽出ステージでは、それらの課題を解決するべく、皮膚・骨・

脳表・血管等の抽出に、前述した画像認識技術「Image Intelligence」を利用しています。 

脳表は CT 画像、MRI の T1 強調画像に対して、富士フイルム独自の画像認識技術による自動抽出に

対応しています。MRI 画像を用いることで MRI 画像の特性である低コントラスト分解能を生かし、脳

溝を高精細に表現できることで、より手術シミュレーションに有用な画像作成がおこなえます。 

 各臓器をセグメンテーションした後、これらを合成した画像を用いて皮膚切開・骨削除・病変へのア

プローチ等、実際の開頭手術に即したシミュレーションをおこなうことができます。（図１２） 
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図１２骨削除後、俯瞰ビューアで全体像を把握しながら、術野ビューアで脳表を掘り進める距離を設定

し、血管・神経線維・病変の位置関係を確認（グリオーマ症例） 
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○呼吸器領域における 新技術の紹介 

呼吸器領域の解析機能として、肺がんの術前画像を簡便に作成する肺切除解析、容易に仮想気管支鏡

画像を作成する気管支鏡シミュレータ、COPD などの診断に有用な情報を提供する肺解析などの解析ア

プリケーションをリリースしています。 

この章では、その中から VINCENT を導入していただいている御施設の中で特に診療放射線技師が利

用する頻度の高い肺切除解析、気管支鏡シミュレータに関する 新技術を紹介いたします。 

 

・ 肺切除解析 

 画像処理においては、気管支、肺動脈、肺静脈を色分けした術前画像を作成することは容易ではなく、

診療放射線技師の先生方にかかる負荷が多い作業でした。また、撮影、造影技術においては、各々を簡

便に分離する目的で肺動脈相、肺静脈相を分けて撮影するなど、被ばく線量の問題、撮影、造影方法の

検討なども様々な学会などで発表、議論されていました。 

これらの課題を解決すべく、画像認識技術「Image Intelligence」を肺切除解析に搭載しました。肺

動脈、肺静脈が造影されている１シリーズの画像から肺野、肺葉、気管支、肺動脈、肺静脈の自動抽出

をおこないます。１相のみの画像から必要な各臓器を抽出することが出来るため呼吸による各臓器のず

れは生じず、患者様の被ばくの低減にも貢献できると考えます。 

 

 各臓器を抽出した後、これらを合成した手術シミュレーション画像を作成することが可能です。（図

１３）VINCENT の標準機能の一つである作業状態の保存を併用することで、開頭シミュレータ/テン

ソル解析と同様に臓器の抽出、編集を診療放射線技師がおこない、その後、手術シミュレーションは執

刀医がおこなうなど、院内で作業を分担することも可能となっています。また、腫瘍からシミュレーシ

ョン画像上で作成した離断面までの 短距離や、VATS のポート位置の同定のため骨性胸郭の情報も表

示することが可能です。（図１４） 
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図１３ 各臓器を合成した手術シミュレーション画像の全体画像例 

 

図１４ 手術シミュレーションの詳細画像例 

※ 肺動脈、肺静脈ともに 200HU 以上の CT 値であれば分離可能です。 

 

・ 気管支鏡シミュレータ 

 気管支の解剖学的構造が複雑であるため気管支鏡検査の前に、CT 画像から仮想気管支鏡画像を作成

することが一般的になりました。VINCENT では画像認識技術に基づいた高精度な気管支抽出、また、

腫瘍へ到達する 短経路の自動検出機能を搭載した気管支鏡シミュレータで非常に簡便に、且つ、高精

度なナビゲーションをおこなえます。（図１５）。 
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図１５ 気道の開始点から腫瘍までの 短経路検出後の画像例 

 

また、気管支壁は末梢へ向かうほど薄くなるため、従来のボリュームレンダリングにおける単一の閾

値設定では、末梢付近における気管支壁が描画されないため手動での閾値調整が必要でしたが、気管支

鏡シミュレータでは気管支壁厚に対応したカラーテンプレート自動調整機能を有しており、気道から末

梢の気管支まで気管支壁が描画されるため、手動の閾値調整をおこなうことなく、簡便に仮想気管支鏡

画像を作成できます。（図１６）。また、造影 CT 画像を用いることにより仮想内視鏡画像に肺動脈、肺

静脈を合成する画像を作成できるようになりました（図１７）。経路に沿った DICOM 画像の作成機能

も有しているので、臨床に役立つ画像を短時間で作成することが可能です。 

  
図１６ カラーテンプレート自動調整機能を利用した末梢気管支壁の画像表示例 
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図１７ 仮想気管支鏡画像と肺血管の合成画像例 
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○ 泌尿器領域における 新技術 

現在、腎部分切除術は TNM 分類における T1a の小径腎癌に対する標準的治療として位置付けられて

います。例えばロボット支援下腎部分切除術は開腹術、腹腔鏡下手術などに比べ、きめ細かい手術が可

能であると言われていますが、きめ細かい手術には綿密な術前シミュレーションが必要になると考え、

腎臓解析アプリケーションをリリースしました。この章では腎臓解析の各機能について紹介します。 

 

・各臓器の抽出(セグメンテーション) 

造影ＣＴ画像から作成するボリュームレンダリング画像は全体の立体構造把握に有用ですが、各臓器

間の画素値のコントラスト差の少ない泌尿器領域の造影 CT 画像では、画素値の閾値処理における手動

によるセグメンテーションは作成時間の延長につながります。腎臓解析では前述した画像認識技術

「Image Intelligence」を利用して腎臓、腎動脈など、腎部分切除に必要な各臓器を自動、半自動で短

時間、高精度にセグメンテーションをおこないます。（図１８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８ 左上：腎臓 右上：腎動脈 左下：尿管、膀胱 右下：各臓器を合成した画像例 
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・部分切除シミュレーション 

部分切除シミュレーションでは、実際に２Ｄ、３Ｄ表示上で部分切除領域を作成します。作成方法は

任意の境界線の作成、腫瘍に対するマージンを指定したくりぬき領域の作成、動脈の支配領域の算出な

ど手技ごとにシミュレーションの方法を選ぶことができます。 

くりぬき領域の作成は抽出領域が比較的太い動脈や尿管に接しているかどうかの判別に利用し、動脈

の支配領域は、選択的腎動脈クランプ時の血流支配領域の判断に利用する目的で開発しました。（図１

９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 左上 右上：マージンを指定したくりぬき領域の２D 表示、３D 表示  

左下 右下：腎動脈の血流支配領域の２D、３D 表示 
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・シミュレーションに適した表示方法 

 シミュレーションで利用する画像はボリュームレンダリング、サーフェス表示のいずれかを選択でき

ます。サーフェス表示は表面を強調し、かつなめらかに表示するため、各臓器の前後関係を明瞭に表示

できます。また領域内の血管を色分け表示する領域マップ表示が可能です。（図２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鏡視下シミュレータへのリンク 

別機能である鏡視下シミュレータを追加で起動することで、腎臓解析で抽出した各臓器のセグメンテー

ション結果をそのまま利用し、鏡視下手術用のポートプランニングをおこなえます。（図２１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２１ 鏡視下手術用のポートプランニング画像例 

 

 

 

 

図２０ 

左上：ボリュームレンダリング表示 

右上：サーフェス表示 

左下：領域マップ表示 
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画像解析ワークステーション 新技術 

～心臓 CT 解析へのストラテジー～ 

株式会社 AZE マーケティング部 

阪本剛 

はじめに 

 本邦において 64 列 CT（Computed Tomography）が臨床現場に普及されるようになったのは 10 年ほど

前からのことであり、当時のホットトピックスであった心臓及び冠動脈の画像化は瞬く間に普及した。

常に拍動を伴う心臓を撮影するために CT 装置では様々な工夫がなされ、その結果あたかも「静止した

心臓」の画像データを得ることが可能になり、更には拍動をそのまま表現するような「動的な心臓」の

データをも得ることができる。得られるデータはますます多様化され、大容量化される中で我々はこれ

らを解析するにあたって、効率化またユーザーニーズの適切な反映、更にはこれから必要とされる新た

な情報のために適した戦略（ストラテジー）を持って画像処理技術の開発を行う必要がある。そのため

本稿では心臓 CT 解析を次のように分類しそれぞれを解説する。すなわち「冠動脈病変検出」「左室心筋

評価」「外科手術に対する情報提供」である。 

 

効率的な冠動脈解析技術「新 CT 細血管解析」 

 64 列 CT による冠動脈狭窄の診断能は、感度 89％、特異度 96％、陽性的中率 78%、陰性的中率 98%と

されており、中でも陰性的中率の高さにおいて有意冠動脈病変の除外し、侵襲的な冠動脈造影検査を

小限に抑えることが可能であるとされている。これにより冠動脈病変診断を目的とした心臓 CT 撮影が

急速に発展することとなる（文献 1, 2）。 

冠動脈病変を解析するにあたって必要な技術は「コンピュータが冠動脈を認識する技術」と「読影に

際し適切な表示方法」である。我々はこれにあたって高速かつ高精度を両立させた血管抽出技術を搭載

し、血管抽出から画像解析及びレポーティングまで一連のワークフローを完備した操作性を持つ冠動脈

解析ソフト「新 CT 細血管解析」をリリースしている。以下に本ソフトウエアに搭載している機能の特

徴を述べる。 

 

1.平均 20 秒以内ですべての冠動脈中心線の抽出。同時に左右冠動脈、大動脈等を分離。 

2.AngioGraphic View、Partial Width MIP、左室内膜表示など多彩な表示手法 

3.Curved MPR（CPR）と Volume Rendering 画像（VR）の角度同期機能 

4.石灰化の影響を考慮し、造影剤部分に中心線を設定する中心線補正技術。 

5.冠動脈を自動で分類する自動ラベリング機能 

6.領域中の CT 値をカラーリングしプラークの性状評価をサポートする「クリアウインドウ」 

7.すべての血管 CPR の DICOM 画像保存を一括化する保存プリセット機能 

8.冠動脈の病変評価をレポート一枚に収める冠動脈レポート出力機能 
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 これらの技術はリリースの度に解析速度や抽出の精度、新しい表示方法などが更新されている。さら

に多くの機能はユーザー施設から得られる要望を元に開発し実装されている。このような体制を堅持す

ることで年々変化し進歩していく臨床の現場に確実に対応できるようにしている。 

 

図 1 新 CT 細血管解析。平均 20 秒以内で冠動脈の中心線を抽出する。 

 

CT による冠動脈形態情報と他モダリティによる機能情報との融合「FusionEX」 

 前述の通り、冠動脈診断を目的とした心臓 CT データの解析は十分に完備されており、現在様々な施

設で実施されている。しかしながら現状の心臓 CT では CT の特性上、高度石灰化を有する冠動脈が有意

狭窄を伴うかを判断することは難しい。また、従来より虚血性心筋症の判定にゴールドスタンダードと

して用いられてきたアイソトープ検査（RI：Radio Isotope image）並びに SPECT データ（Single Photon 

Emission CT）は虚血の有無を判定することに有利であるが、冠動脈走行は加味されないため虚血の責

任血管を正確に同定することは難しいケースも存在する。これらを解決するため、我々は冠動脈 CT と

心筋 SPECT データを自動で融合する技術を開発した。これにより CT の高い空間分解能、SPECT の高い虚

血検出能を組み合わせることで両者のメリット・デメリットを補いあうことが可能である。本解析はデ

ータを起動後直ちに自動解析処理が進行し、冠動脈の中心線抽出や「CT と SPECT の位置関係の照合」を

含めて、わずか 30 秒程度で完了する。全自動の解析操作が臨床での普及に大きく貢献することを期待

している。 

 本解析における従来の問題点「CT と SPECT の位置関係の照合」は解決されている。すなわち当社が開

発した技術「アトラスレジストレーション」は CT と SPECT の仲介データを介することで再現性及び定

量性を確保可能な技術である（文献 3）。この技術では CT と SPECT のメーカーの異なり、または CT と

SPECT の撮影施設の異なりなどによる影響を受けないため、あらゆる施設で解析を実行することが可能

である。 

 そうして得られた解析結果では負荷データと安静データを元にWash-out rate や治療可能な虚血部分

の表示機能（Reversibility）、定量化された心筋血流量データにおける心筋血流予備能（MFR: Myocardial 

Flow Reserve）の表示など心筋のカラー表示やブルズアイマップの表示を様々に切り替えることが可能
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である。さらに前述の新 CT 細血管解析が同時に起動しているため、虚血と責任病変の同定から冠動脈

の狭窄、さらにはカテーテル治療へ向けたアンギオグラフィックビューによるナビゲートなど、「検出・

診断・治療」を包括的にサポートすることが可能になる。 

 

図 2 FusionEX。CT による冠動脈情報と SPECT による機能情報を融合させる。 

 

新しい可視化の方向性：心筋内膜表示・心筋領域解析 

 医用画像を利用して虚血性心疾患を捉えるための技術開発には十分な意義があり、前述のように様々

なモダリティと画像解析技術の融合によって評価をしようという取り組みが存在する一方で、CT という

単一のモダリティのみで可能な限り心筋虚血を検出しようとする取り組みも存在する。従来より ATP（ア

デノシン３リン酸 2ナトリウム）により心筋に負荷を与えた状態にて造影剤が心筋を通過する瞬間を撮

影することによって心筋虚血を検出する取り組みが存在する（文献 4）。その一方で近年では心筋の特徴

である拍動による心筋へのメカニカルストレスに着目することで、負荷を与えない安静時でも冠動脈に

有意狭窄が存在すれば左室収縮期において心筋内膜に虚血が生じ、CT で検出が可能であることが示唆さ

れている（文献 5, 6）。このような事情を顧みて我々は心臓 CT から左室内膜側のみを抽出しカラー表示

することで、収縮時に生じる虚血による CT 値の低下部位を同定しやすくする機能を開発した。このよ

うに虚血検出に対して簡便な手法を用意することで、ひとつのデータから様々な可能性と情報を引き出

すことができる。 

 さらに我々は有意冠動脈狭窄が心筋に与えうる影響について検討するために「肝臓解析」で利用され

ているボロノイ分割法を心筋に適応することで、血管が持つ灌流領域の推定する機能を開発した（文献

7）。本機能は冠動脈走行を基に心筋の領域を分割するため患者特有の解剖構造に対応できる手法である。

図３では右冠状動脈の病変によって下壁に生じた CT 値の低下、及び計算によって推定された右冠状動

脈の領域が表示される。有意病変が心筋へ与える影響を検討することで、薬剤治療または血管再建など

の治療戦略の検討も 適化される可能性がある。 
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図３ 下壁に生じる CT 値の低下（右）と右冠動脈#3 血管による灌流域の推定 
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新のコンピューティング技術とリアルタイム 4D レンダリング：Formula 

 CT 技術の進歩はめざましく、従来は心拍中の静止位相のみを冠動脈読影用のデータとして取得し、画

像解析を行っていた。しかしながら近年では R-R 間隔を等分割して得られる動的なデータから心拍を再

現するような画像を作成できるようになった。これによって冠動脈外科手術として代表的な OPCAB（自

己心拍下冠動脈バイパス再建術）など、近年盛んに取り組まれる心拍動下の手術に対する術前のイメー

ジとして、その有効性が検討されている。さらに大動脈弁治療の新しい手技として注目されている TAVI

（経カテーテル大動脈弁留置術）も、術前に必要な弁輪径の計測のために様々な心位相のデータの中で

計測が行われている。しかしながらデータは増える一方であるのに対し、解析や表示技術はこのような

４次元 CT 時代に対して対応できているとはいえず、せっかく４次元的に撮影されたデータも１フェイ

ズごと静止した状態で表示、または解析が行われている現状は、以前から変わらない。これは以前のよ

うに院内ネットワークとは独立したスタンドアロンシステムで設置されていた過去と違い、院内ネット

ワークを利用した配信が主流になっている現在のワークステーションを取り巻く環境の面から考えて

も問題は大きい。なぜならあまりに負荷の大きい計算を実行する事によってシステムの安全性が損なわ

れるリスクも考えられるからである。 

 そこで我々は近年盛んに取り入れられている GPU（Graphics Processing Unit）による並列計算技術

をワークステーションに実装することで高い負荷を要する４次元データ解析処理をスムーズかつ効率

的に実行する「Formula」を開発した。使用される GPU の演算素子は 200 個以上内在しており、レンダ

リングやボリュームの回転処理、レジストレーションなどに伴う繰り返し処理の計算に優れるため、従

来のような CPU（Central Processing Unit）に依存したレンダリングに比べて 20 倍近い演算スピード

を得ることが可能である。これにより得られた 4D データを直ちにボリューム化し、１秒間に 10～20 フ

ェイズの心臓データを順次切り替えながらレンダリングを施し、回転処理や内部表示などをその場でリ

アルタイムに行うことが可能である。CT 撮影直後に実際に手術を担当される医師がこのようなデータを

直ちに閲覧可能であり、このような高い負荷の処理を実行中であっても CPU への負荷は少ないため、従

来よりもシステム全体の安定性を高めることが可能であると考える。 
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図 4 TAVI の術前計測。弁輪部や弁尖、冠動脈起始部までの距離などを計測する。 
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図 5 GPU を活用した超高速演算システム「Formula」の仕組み。負荷の大きなレンダリング計算を GPU

がサポートすることで高速な演算を実現する。これによりシステム全体の安定性を高めることも可能で

ある。 

 

終わりに 

 これまで紹介したように心臓を取り巻く画像環境は大きく展開され、データは様々な目的に応じて利

用されるようになった。解析技術を開発する我々にとって重要な事は、大きく展開する領域を整理整頓

して認識することである。具体的には本稿で取り上げたように冠動脈病変診断、左室心筋評価、手術へ

のイメージングなどである。もちろん本稿で取り上げなかった領域も認識しているが、必ず根底に流れ

るビジョンは「診断から治療への流れるようなワークフロー」である。ワークステーションが存在する

立ち位置としては CT という診断用の画像を受け取ることから始まるが、そこから治療へのナビゲーシ

ョンまたはシミュレーションまで展開させることが可能である。しかしながら単純に装置が解析結果を

生み出すだけでは臨床では受け入れられることはなく、ユーザーにとってストレスのない快適な環境あ

ってこそ、初めて日常の診療に組み込める情報まで消化させることができる。そのため我々には心臓領

域という大きな領域を包括する視点とフォーカスを絞った視点、更にはそれぞれの連続性を捉える視点

など、様々に要求されていることを承知している。 

 本稿では当社が持つ心臓 CT 領域に特化した画像解析手法を解説した。 
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『ワークステーションの最新技術について  ~心臓 CT を中心に~』 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社  CT 営業推進部   

TiP アプリケーショングループ 鈴木  香織 

 

GE のワークステーション、Advantage Workstation(以下 AW)は 1994 年に登場し、MDCT と共に進化して参

りました。3D 画像をより早く、正確に作成するため、自動骨削除機能や血管抽出機能などの 3D 作成ツ

ールや自動解析機能が充実し、その精度も年々向上しております。また、2008 年に登場した Auto Launch

は、症例を選択してから実際にアプリケーションが起動するまでの時間さえ短縮することで複数症例の

3D 解析を行う場合には、圧倒的な時間短縮が実現可能となりました。 

最新バージョンである AW VolumeShare5 Plus XT では CT、MRI、核医学、血管造影など各モダリティに特

化したアプリケーションが数多く搭載されました。 

特に CT では冠動脈解析専用アプリケーションの機能が強化され、冠動脈解析により一層のスループッ

ト向上と、効率的な診断のサポートが期待されます。 

本稿では主にこの冠動脈解析専用アプリケーション CardIQ Xpress Revealの最新機能を紹介したいと思い

ます。 

 

＜＜冠動脈解析専用ソフトウェア  CardIQ Xpress Reveal＞＞ 

■冠動脈自動抽出機能  Auto Coronary Analysis の精度の向上 

Auto Coronary Analysis は 2008 年 4 月、AW VolumeShare XT にて登場しました。この機能は、プロトコー

ルをクリックするだけで冠動脈のみの 3D(Tree)の表示と中心線のトレースが完了します。 

冠動脈処理において、ほとんどの作業の自動化を実現した本機能は、すべての症例で完璧とはいきませ

んが、編集作業も比較的簡単なため、スループットの向上に貢献し、高い評価をいただきました。 

しかしながら、やはり自動化の精度向上は、ワークステーションの最大の課題のひとつです。できるだ

け編集作業を減らし、完璧な自動化に近づけるために CardIQ Xpress Reveal ではさらなる改善を行いまし

た。 

【Auto Coronary Analysis  改善点】 

‐静脈の走行も考慮し、冠動脈のみの描出能を向上 

‐起始部や蛇行した血管の抽出能の改善 

‐石灰化・ステントにおける中心線の抽出能の改善 

‐ラベリング機能の追加 

これらの改善により、今まで中心線を編集せざるを得なかったステント症例や石灰化症例において、編

集作業が大幅に減少し、より快適かつ迅速な冠動脈処理が期待できます。(図 1) 
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■Plaque ID 

心臓 CT の有用性のひとつとして、内腔だけでなく、その周囲の組織の観察も可能なことから、プラー

クの性状性を予測することが可能であると言われています。実際、プラーク部分の CT 値を計測するこ

とにより、おおよその性状予測をされているご施設は少なくありません。 

AW では従来より、冠動脈に沿って CT 値の分布をカラー表示可能です。これにより、冠動脈周囲の CT

値の分布がより直観的に把握できるため、性状予測の参考として使用されているご施設もありました。 

しかしながら CT 値という絶対値にて色分けするため、動き、金属、石灰化などによるアーチファクト

やビームハードニングによる CT 値のシフトについて考慮する必要があります。また、造影剤の濃度に

よって、内腔や周囲の CT 値がシフトすることもあり、特に治療効果判定などで経時的に使用する際に

は造影条件などにも注意が必要でした。現在では出来るだけ症例によって造影効果を一定に保つために、

体重ごとに造影剤量を調整すること(たとえば単位体重あたり 350mgI の造影剤を使用し、一定注入時間

12 秒など※)が一般的となっています。※造影条件の詳細はご施設ごとに異なります。 

Plaque  ID では、血管内腔を抽出し、それ以外をプラークとしたうえで、血管内腔の CT 値を基準として

ハードプラークのしきい値が決められるため、造影条件による影響を軽減することが可能です。 

また、単純に選択範囲の CT 値の分布を表示しているのではなく、血管内腔を抽出してからのカラー表

示のため、血管の走行に沿ったカラー表示を可能としました。 

それぞれの色に対する体積結果も表示され、再現性の向上のために、決まった範囲を自動的に着色する

モードも備えています。(図 2) 
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＜＜モーションアーチファクト・バンディングアーチファクトへの取り組み＞＞ 

心臓 CT は、心電図同期下で撮影したデータから最適な心位相を指定し、画像再構成することによって

得られます。 

その際、冠動脈の動きが早すぎてブレとなったり、心拍の変動などにより、各心拍で使用するデータ間

に冠動脈や心臓周囲の位置ズレが生じ、症例によっては読影の妨げになる場合があります。 

これらモーションアーチファクトやバンディングアーチファクトを出来るだけ軽減し、診断しやすい画

像を撮影し再構成することが心臓 CT において非常に重要になります。 

 

■モーションアーチファクトとバンディングアーチファクトを軽減する工夫 

これらのアーチファクトは主に、患者さんの息止め不良によるものと心臓の動きによるものがあります。

これらを軽減するためには心臓 CT 検査の前に患者様に検査の内容をよく説明し、息止めをしっかり行

っていただく事、また、息止めの際に心拍がどう変動するかをよく観察することが大切です。 

撮影後、最適な心位相を探すことでよりモーションアーチファクトの少ない画像を得られることがあり

ます。60bpm 以下の心拍数の場合には冠動脈がもっとも遅くなる心位相は拡張中期から末期であり、ほ

とんどが 75%を至適心位相としますが、心拍が高くなるにつれ、収縮期の方が遅くなる場合や、右冠動

脈、左冠動脈それぞれ異なる心位相が至適心位相になる場合が多くなります。 

このことから、複数の心位相を再構成し、最適な心位相を得ることでモーションアーチファクトの少な

い画像を得ることが可能です。(図 3) 
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しかしながら、複数の心位相を再構成することは時間と手間がかかります。特に右冠動脈と左冠動脈で

異なる至適心位相であった場合には 2 種類の 3D 解析を行わなければなりません。 

そこで GE ではこの課題を解決するためにまったく新しいアプローチとして２つの新しい機能を CardIQ 

Xpress Reveal に搭載しました。 

 

■モーションアーチファクトへの取り組み”SnapShot Freeze”   

CardIQ Xpress Reveal は、前述のとおり従来のバージョンに比べ冠動脈の自動解析精度を向上させました。

この高精度な血管認識により実現した GE 独自の Intelligence Algorithm から、モーションの形状、方向、

強度などをトラッキングすることでモーションアーチファクトを抑制した画像を得ることが可能です。 

SnapShot Freeze(以下 SSF)は、CT 側と AW 側の 2 段階の工程があります。 

まず、CT 側で SSF を有効にした再構成を行うと、指定した心位相の±80msec の 3 種類の画像が再構成

されます。この 4 次元データを AW へ転送すると、冠動脈が自動認識され、認識された冠動脈の位置情

報の変化を基に X-Y-Z 方向へボクセルデータがどのくらいの速度でどのくらい移動しているかをベクト

ル演算します。これによって、目的とする心位相における冠動脈の動き（軌跡および速度）の特徴付け

が行われ、その心位相における冠動脈の正確な位置を決定し、動きの補正が完了します。(図 4) 

実際の計算は 5～10 分ほどで完了し、患者リスト上に新たなシリーズとして保存されます。また、バッ

クグラウンドでの計算のため、この間も通常どおり、3D 画像を作成することが可能です。 
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■バンディングアーチファクトへの取り組み  ”IBR” 

SSF は 3 つの心位相の冠動脈の全ボクセルをとらえて 4 次元的に計算しますが、IBR は、1 心位相のバン

ディング部分のみフォーカスして計算します。 

従来のようにバンディングの生じている部分全体を補間する方法ではなく、  各冠動脈の走行(トラッキ

ング)から補正を行う範囲を決定し、その周囲におけるデータ間の差異に対しピクセルをシフトする事に

よってボケが生じることなくバンディングを抑えた画像を得ることが可能となりました。(図 5) 

冠動脈をトラッキングした後、画面上のアノテーションをクリックするだけで、IBR のオン・オフがで

きるため、オリジナル画像でしっかりと確認し、必要に応じて IBR 選択が可能です。(図 6) 
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＜＜CT 装置における心臓 CT の画質向上と被ばく低減について＞＞ 

上記のように、モーションアーチファクトやバンディングの補正がワークステーション上で行われるこ

とによって評価可能な症例の幅が広がりました。しかしながら冠動脈の診断において石灰化病変の内腔

評価やステント内腔評価には空間分解能の向上も課題となります。 

現在では、各社低被ばく技術として逐次近似を応用した画像再構成法（GE では、AiNR、ASiR、ASiR‐V）

が可能となっています。 

逐次近似画像再構成法は、ノイズ低減効果もあるため、一般的に使用されている Standard 関数ではなく

Detail や Bone 関数と ASiR を併用することによってより高分解能かつ低ノイズの画像を得ることが可能

となりました。（図 7） 

また最近では、造影剤低減も考えて低管電圧との組み合わせ撮影法も検討され始めています。 


＜＜新たな領域での活用＞＞ 

■TAVI/TAVR への活用 

径カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)や径カテーテル大動脈弁置換術(TAVR)とは、外科的な大動脈弁置換術

において高齢やリスクが高く外科手術の適応とならない患者さんに対し、カテーテルを用いて大腿動脈

あるいは胸壁から人工弁を留置する手技です。近年、デバイスの改良、経験や知見の蓄積により、安全

性も向上し日本でも注目されるようになってきました。 

 

上述のように、本手技では、大腿動脈からアプローチすることが主であるため、大動脈・大腿動脈の形

状を事前に把握していることが重要です。また、大動脈弁の石灰化の程度や弁輪面積、円周計測を事前

に行う事で治療のストラテジーの指標となるため、術前 CT として、心電図同期下での胸部撮影および

非心電図同期下での大腿動脈までの血管撮影を行い、この CT 画像を用いて大動脈・大腿動脈の形状、

大動脈弁の評価を行うことが重要です。 
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【大動脈・大腿動脈評価】 

  大動脈および大腿動脈の評価は VR 像、MIP 像、血管の CPR、直行断面像で行っています。AW では、

大血管解析用のプリセットを選択することで、骨が削除された MIP 像、VR 像、さらに CPR、直行断面像

を自動的に得ることが可能です。（図 8） 
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【大動脈弁評価】 

ダブルオブリークで各冠尖の下端(ヒンジポイント)が同一スライスに表示されるような角度を描出させ、

円周、面積、短軸・長軸径の計測を行います。 

また、ヒンジポイントを結んだ線が VR 上で平行になるような角度(Perpendicular View)を確認し、この確

度を実際の透視時に使用することが可能です。(図 9)  

AW に Synchro3D というオプションソフトを搭載することで血管造影装置にこの角度情報を送る事も可

能です。 

 

＜＜ネットワーク型  ワークステーションの普及＞＞ 

3D や 2D の画像処理が当たり前となり、ワークステーションが欠かせなくなった昨今では、診断科の先

生方だけではなく、診療科の先生もワークステーション機能を求めるご施設や、教育用に複数のワーク

ステーションを準備するご施設も増えてきました。 

2010 年に登場したネットワーク型の AW、AW Server は、シンクライアント技術を用いることによって、

サーバー本体で大量のデータを処理し、結果のみをクライアント PC で参照するといった、いわゆるク

ライアントサーバー型を採用しているため、クライアントコンピュータに過度なスペックの必要がなく、

院内のあらゆる PC からアクセスして身近で手軽に AW 機能を使用することができます。 

AW  Server の最大のメリットは、画像処理に必要な画像データを共有し、一括管理できることです。た

とえば、放射線科の AW  Server クライアントコンピュータで処理した画像を途中保存(Save  State)するこ

とで、院内のほかのクライアント PC から起動して、処理された画像を動かして観察したり、編集した

りすることが可能なため、画像処理における役割分担も円滑に行えます。(図 10) 

また、複数台のワークステーションを所有した場合、一方は新しいバージョン、もう一方は古いままと

いうようにバージョンの違いが生じてしまうことがあります。 

AW Server は将来バージョンアップをした場合にも、Server 本体のバージョンアップのみで各クライアン

トが新しいバージョンの AW  Server を使用することができるため、経済的にも有効にお使いいただくこ

とができます。 

このように、AW は、スタンドアローンである AW VolumeShare シリーズにおいて、単に 3D を作成する

だけでなく、画像診断撮影装置の進化に合わせ、あらゆる診断、治療の場面を想定し進化し続けていま

す。 

また、これら洗練されたアプリケーションをいつでもどこでも提供できる環境を AW  Server が実現しま

した。 

画像診断撮影装置、ワークステーション、PACS システム、あらゆるジャンルの機器が進化、発展してい
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く中、そろそろそれらを横串で繋ぐアプリケーションも重要になってきています。 

今後も GE は、それぞれの機器において開発、改良がなされ、AW、AW  Server は、その発展と共に進化

するだけでなく、それらを繋ぎ、提供する役割を担っていきます。 

 

 

アドバンテージワークステーション 医療機器認証番号 20600BZY00483000 

AW サーバー 医療機器認証番号 22200BZX00295000 

JB27801JA 
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ワークステーションの最新技術について～心臓ＣＴを中心に～ 

ザイオソフト株式会社 臨床応用開発グループ 安達 雅昭 

 
はじめに 

近年 CT 装置の進歩はめざましく、高分解能化、多列化、低被ばく化など大きく進歩を遂げている。CT

装置本体においては成熟した装置になり、今後ますます、ポストプロセスでのワークステーション解析

における診断能の向上が望まれる。単に画像を３D表示するだけでなく、CT で撮影された膨大なボリュ

ームデータの動態解析や機能解析のほか、マルチモダリティデータを使用した術前シミュレーションな

ど、CT 装置での解析の枠を超えたポストプロセッシングによる解析技術が求められてきた。 

ziostation2 は先進的な技術を常に搭載し、今後も画像診断を向上するべく、新たなソフトウェアの開

発を行っている。今回は ziostation2 における 新の心臓ＣＴ領域のアプリケーションをご紹介させて

いただく。 

 

CT 冠動脈解析２ 

｢CT 冠動脈解析 2｣は、撮影条件に左右されない安定した抽出力で、データオープンから血管抽出、CPR、

ストレートビュー、短軸、AGV 表示まで高速で自動処理し、各冠動脈を自動でラベリングし、出力もあ

らかじめ決めたフォーマットで自動出力することが可能である（図１）。また血管狭窄率等の計測も容

易で、連続する血管を追加抽出するエクステンダー機能(図 2)やＡＧＶの表示切替機能（図 3、4）など、

冠動脈の解析をより効率的に行える豊富な機能を取り揃えている。 

 

 

図１ CT 冠動脈解析を起動した状態（すべての冠動脈にラベルが入りフルオートで解析完了） 
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図 2 エクステンダー機能（追加で抽出する際に有用） 図 3 AGV マスクの切替ツール 

   
図４ 通常のＡＧＶ         左冠動脈のみ        右冠動脈のみ 

 

CT 心機能解析２ 

｢CT 心機能解析 2｣は、EF（左室駆出率）や局所心筋の評価として壁運動（Wall motion)などの Bull’s eye 

map を表示し、心機能を評価するソフトウェアである。 大 20 フェーズまでの解析が可能で、複数フ

ェーズから左室内膜側と外膜側輪郭線を自動抽出し、EF、EDV、ESV、SV、CI および ESVI、EDVI、を算

出します。壁厚、壁厚変化率、壁運動などを示す 7 種類の Bull's eye map を表示。17 セグメント表示

も可能です。また 新バージョンでは右心機能解析もオートで行うことが可能になった。

 

図 5 心機能解析２の解析画面 右室および左室の解析情報を 1 画面で閲覧できる 
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CT/SPECT 心臓フュージョン 

心臓の CT 検査による形態画像と、冠動脈病変の機能的評価法である SPECT 画像を 3 次元的に合成する

事が可能なソフトウェアである。CT 画像だけでは高度石灰化やモーションアーチファクトなどにより、

判定が困難な場合がある。同様に SPECT 画像単独では所見部位を同定しにくい事がある。CT/SPECT フュ

ージョン画像を用いることで冠動脈の責任病変の同定やリスクエリアを容易に把握する事が可能であ

る。CT 画像と SPECT 画像のフュージョンで重要なのが位置ずれの 小化である。当社では左室の中心か

ら心筋に SPECT の 大値のみを放射状に投影する放射変換マッピング法を採用し、位置ずれの少ない正

確な位置合わせを実現している。 

更に、Stress 像と Rest 像をそれぞれ同時 に処理することで Reversibility、また Washout Rate の評

価も可能とした。 これにより心筋バイアビリティの評価 に有用となる。 新バージョンではブルズ

アイ表示も可能となり、Stress,Rest,Reversibility(または Washout Rate)と VR フュージョン画像を同

時に比較することができる。 

 

図 6  CT/SPECT 心臓フュージョンの解析画面 

 

CT 心筋血流解析 

CT における潅流の評価は 2008 年頃より研究ベースでは海外では多く進められてきたが、GeorgeRT らに

よれば、CTA での狭窄 50％以上＋SPECT での Perfusion の欠損のある領域をゴールデンスタンダードと

し、CTA での狭窄 50％以上＋CT での Perfusion の欠損のある領域を比較した結果、陰性的中率は非常に

高かった。さらに TPR(Transmural Perfusion Ratio)という指標にて虚血心筋と正常心筋の比較も行っ

ており、虚血領域にて TPR が有意に低下することを認めたと報告している※１。 

｢CT 心筋血流解析｣は Stress/Rest の１フェーズの心臓 CT データを使用して、左室心筋血流の

TPR(Transmural Perfusion Ratio)をそれぞれ、もしくは同時に解析するソフトウェアである。左室心

筋と冠動脈を自動抽出し、解析結果をフュージョン表示し、右側には Bull's eye map を表示する。17

セグメント表示も対応し、虚血のエリアの把握が容易になっている。 

※1 GeorgeRT,et al.Circulation,Oct2008;118:S_936 
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図 7  CT 心筋血流解析の解析画面 

 

CT 心筋ダイナミック血流解析 

心電図同期にてダイナミック撮影された心筋ボリュームデータを｢非剛体位置合わせ｣を用いる事で、各

位相での位置ずれを補正しパフュージョン解析を行うソフトウェアである。CT 心筋ダイナミック血流

解析はどのモダリティよりも心筋虚血において鋭敏な感度を持っているが、ダイナミック撮影を行った

データに対して従来位置合わせを正確に行うことができなかったため、研究ベースに留まっていた。今

回、非剛体レジストレーションを用いることにより、正確な位置合わせが可能となり、短時間にて虚血

の評価を行うことが可能になった。従来の心筋虚血の評価は SPECT MRI が主流であったが、より短時

間で撮像のできるＣＴにて虚血の評価を行うことができるようになった。 

また冠動脈 CT データとのフュージョン表示により、虚血領域の責任血管の同定を可能としている。 

 

図８ CT 心筋ダイナミック血流解析の解析画面 
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図９解析結果をＶＲ画像とフュージョン表示（側壁から下壁への血流が低下している） 

 

TAVR 術前プランニング 

2013 年 10 月より日本においても経カテーテル大動脈弁治療（TAVR・TAVI）が保険償還可能となり、

今後日本において、急速に普及していくと考えられる治療法である。 

代表的なアプローチとして経大腿アプローチと経心尖アプローチがあるが、｢TAVR 術前プランニング｣

は、それぞれのアプローチに対して専用のレイアウトを用意して経カテーテル大動脈弁治療をワークフ

ローに沿って効果的にサポートすることが可能である。今回 新のバージョンでは機能強化より、弁輪

面の自動抽出の追加、自動計測機能の追加、レポート機能の追加など、ニーズに合わせた新機能が追加

された。大腿動脈から弁を留置する経大腿アプローチでは、血管の蛇行や狭窄、石灰化の評価に加えシ

ースサイズを選択して、シミュレーションを行うことが可能であり、計測ポイントも自動計測が可能だ

（図 10）。TAVR に関するガイドラインやデバイスメーカーのプロクタリングシスで推奨されている術

前計測に対応するレポート出力機能も今回新たに搭載した（図 11）。 

心尖部から弁を挿入する経心尖アプローチに対しては、心筋の厚み、大動脈弁へのアプローチ角度など、

TAVR 術前に必要な情報を計測できる。経カテーテル大動脈弁治療において、 も重要な術前シミュレ

ーションに弁輪面の解析がある。大動脈の自動抽出および弁輪面の自動計測を可能としており、従来の

弁輪面計測と異なり、1心拍分のすべてのフェーズにて自動計測が可能だ。またサーフェスレンダリン

グ表示にも対応し、より正確なシミュレーションを可能としている（図12）。 

これらの機能は後述するPhyZiodynamicsにより実現された機能である。 
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図10 TFアプローチ経路解析画面とシースシミュレーション（写真は16Fr） 

 
図11レポートフォーマット  
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図12弁輪面の自動計測とサーフェースレンダリング表示 

 

PhyZiodynamics 

PhyZiodynamics は当社独自の基幹技術であり、モーションコヒーレンスと呼ばれる動態補完とトラッ

キングを軸とする複数のアルゴリズムを応用することで、4D 撮影の位相間隔を 大 10 倍に細かく再

構成することが可能になる（図 13）PhyZiodynamics の効果は位相を細かくすることにより、４DCT

の 大の懸念である被ばくを低減することが可能である。図 14 は大腿動脈に対して ROI を置き、オリ

ジナルデータの画像、オリジナルデータを 1/2 に間引いた画像、1/2 の間引き画像に PhyZiodynamics

を行って補完した画像で TDC を計測したグラフだ。このように従来の 1/2 に照射間隔を減らした画像

に PhyZiodynamics による補完を利用することで、オリジナルデータと同等の造影変化を再現できてい

ることがわかる。この結果により、従来の半分の照射にて検査が可能になることが期待される。 

さらに PhyZiodynamics は、オリジナル画像が保有する画質パラメーターを低下させることなく、ノイ

ズ低減を実現する事が可能であり、CT 装置の逐次近似再構成のように照射線量を低下させることも可

能だ。図 15 は心臓に対して PhyZiodynamics を用いた結果だが、有意にノイズの低減およびアーチフ

ァクトが低減をしている。 

PhyZiodynamics は、その革新性と可能性から早くより臨床で使用可能な製品への実装が望まれていた

が、動態補完機能を既存の Ziostation2 に実装する「PhyZio Maker」をはじめとし、前述の｢TAVR 術

弁プランニング｣など、現在までに様々な解析アプリケーションに生かされている。これらの製品化に

伴い、より多く臨床で活用され、今後被ばく低減にも大きく寄与できるものと考える。 
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図 13PhyZiodynamics による動態補完 

 

図 14 PhyZiodynamics の効果 

 

 

 

図 15 ノイズ低減効果（左：オリジナル 右：PhyZiodynamics 処理後） 
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高松赤十字病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地：香川県高松市番町４丁目１－３ 

 

施設紹介                 日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌第 6 号
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病床数：576 床 

 

診療科目：血液内科、腎臓内科、内分泌代謝内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、呼吸器内科、 

     消化器外科、胸部・乳腺外科、小児外科、小児科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、 

     皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション

科 、歯科・口腔外科、救急科部、精神科 

 

 

職員数： 960 名 

医師数：115 名 

看護師数：477 名              ※職員数、医師数、看護師数は常勤のみ記載 

診療放射線技師数： 平成 27 年度現在：24 名（内 男性 19 名・女性 5 名） 

           

認定技師取得者数：  延べ 16 名 

認定内容： ・放射線治療専門技師 1 名 

      ・医学物理士     1 名 

      ・放射線治療品質管理士 1 名 

      ・放射線管理士 2 名 

      ・放射線機器管理士 1 名 

      ・検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師 4 名 

      ・X 線 CT 認定技師 1 名 

      ・肺がん CT 検診認定技師 1 名 

      ・医療情報技師 3 名 

      ・医用画像情報管理士 3 名 

      ・作業環境測定士 1 名 

      ・日赤救急法救急員 1 名 

      ・第 1 種放射線取扱主任者 4 名 

当直・夜勤体制について 

 基本夜昼 1 名ずつの日当直体制。休日のみ 24 時間宅直体制で＋1 名。 

 その他、緊急時の応援体制、病院当番日の応援体制等あり。 

 

 

 

 

 

 

病院概要 
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一般撮影 

 担当技師：3 人   機器台数：4 台 

 導入メーカ・機器名    日立メディコ Radnext50 

 1 日平均撮影件数（人）   110 人 

 

マンモグラフィ 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名    富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社  AMULET-1 

 1 日平均撮影件数（人）   7 名 

 

ポータブル 

 担当技師：1 人   機器台数：6 台 

 導入メーカ・機器名  主に日立メディコ  130HP 

 1 日平均撮影件数（人） 40 人 

 

CT 

 担当技師：4.5 人   機器台数：2 台（内 ６４列以下：０台 ６４列以上：２台） 

 導入メーカ・機器名  GE ヘルスケアジャパン Discovery CT750HD 

            東芝メディカルシステムズ（株） Aquilion TSX-101A/HA 

 1 日平均撮影件数（人） ８０人 

 ワークステーション Advantage Workstation ２台 

           SYNAPSE VINCENT server タイプ 院内約２００台に展開 

           AQNET Server 院内約２００台に展開 

 

MRI 

 担当技師：2.5 人   機器台数：2 台（内 1.5T：1 台/3T：1 台） 

 導入メーカ・機器名  ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ  Ingenia 3.0T 

            ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ  Intera Achiva 1.5T 

 1 日平均撮影件数（人）  27 人 

 

SPECT 

 担当技師：2 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名  東芝メディカルシステムズ（株）  Symbia E/4C 

            東芝メディカルシステムズ（株）  E.CAM-SIGNA/25/C 

 1 日平均撮影件数（人）5 人 

 

導入機器 
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血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

 担当技師：2.5 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名   ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｼﾞｬﾊﾟﾝ Allura Clality FD10/10 

             東芝メディカル INFX-8000F/JT ﾃﾞｭｱﾙﾌﾟﾚｰﾝ 

 1 日平均撮影件数（人） 8 人 

 

透視装置 

 担当技師：1 人   機器台数：3 台 

 導入メーカ・機器名  東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）  ULTIMAX -i DREX-UI80 

            東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）  ULTIMAX -i DREX-UI80 

            東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）  ULTIMAX80 DREX-ULT80 

 1 日平均撮影件数（人） 11 人 

 

放射線治療 

 担当技師：2 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名   SIEMENS/東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）  ﾌﾟﾗｲﾏｽﾐｯﾄﾞｴﾅｼﾞｰ 

 1 日平均照射件数（人） 35 人 

 

骨密度 

 担当技師：0.5 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 Discovery 

 1 日平均撮影件数（人） 3 人 

 

超音波 

 担当技師：０人   機器台数：2 台（放射線科のみの台数） 

 導入メーカ・機器名  東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株） Aplio 型 SSA-700A/50 

            日立メディコ  HI VISION ASCENDUS 

 1 日平均撮影件数（人） 5 人 

 

 

 

 

 

当院では、来年度から看護部同様、他の部門も BSC（バランスト・スコアカード）を導入するとこ

が病院の方針として決定され、分からないながらも、ようやく BSC を完成させて提出をすませたとこ

ろです。今頃？と思われる施設も多いかもわかりませんが、当院においては、毎年 SWOT 分析などは

作成して提出していましたが、BSC にまで落とし込んで具体的な取り組みはしていませんでした。看

護部では早くから取り組んで成果を上げていることから、他の部門でも、ということになったわけです

が、初めてのことで、何から始めてよいやらわからない状態でした。そこで、病院からのサポートとし

当院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 
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て、日本医療バランスト・スコアカード研究学会への参加や講師の先生を招聘しての勉強会などを経て、

四苦八苦しながらもようやく形にできました。内容はともかく、1 年間はこれを元に様々な課題を乗り

越えていかなければならないわけですが、一度始まると当然毎年繰り返し取り組んでいくことになるで

しょうから、少し気が重いです。でも、とにかく 1 年経って達成率が半分以下、なんてことにならない

ようにがんばってみたいと思います。 

 

 

 

 

 近の 5 年間を振り返りますと、新棟への移転やシステム更新、病院機能評価受審等々、大なり中な

り小なりいろいろなことがありましたが、今回は中央診療棟完成に伴う放射線科部の移転に集約してご

紹介したいと思います。 

  当院では、建屋として本館（10F）、東館（7F）、

南館（8F）、それに今回竣工した中央診療棟（4F）

の４棟を中心に旧看護学校や保育施設、駐車場な

どが併設されて運用されています。今回、主に救

急部門、放射線科部、検査部、健診課などがこの

中央診療棟に移設されてきたわけですが、今後は

東館の建て替えや、駐車場の拡大整備、また、病

院敷地外に保育施設を併設した研修施設を造る計

画もあり、それらの完成までが 終的な計画とな

っています。 

 放射線科部は、東館の 1 階と地下に画像診断部門が、南館の地下に核医学課と治療部門があります。

今回は、東館の画像診断部門がそっくり隣に竣工した中央診療棟に移設することとなりました。加えて、

各部門システムを含む電子カルテシステムの更新時期とも重なり、非常に煩雑な移転を経験することと

なりました。全ての資料を掲載することはできま

せんが、今回経験した概略をご説明したいと思い

ます。 

 電子カルテ等のシステムの更新が諸事情で

2014 年 7 月と決まっており、中央診療棟への移

転もそれに合わせるか、それとも他のタイミング

を考えるかなどの意見があちらこちらから出始め

た頃、大型機器を多数抱える当部門としては、ま

ずこちらで独自の移転スケジュールをまとめ、病

院に要望の意味も含め提言することとしました。 

スケジュール案をまとめるにあたり、まず 優

先課題としたのは、可能な限り運用を止めないということです。今回は病院の方針として、新棟完成に

合わせ高度医療機器の整備という方針が出されておりましたが、なかなか全ての装置というわけには行

きません。大型装置に関しましては、半分は更新または新規導入、また半分は既存装置を移設しての継

ここ 近 5 年間の放射線科の移り変わり 

１階受付 

B1 受付 
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続使用と、移設する装置と新棟に事前に設置する装置が混在していました。元々、新棟への移設に関し

てはゴールデンウィーク（GW）しかないと決めておりましたから、まずはカレンダーとにらめっこで

す。2014 年の GW は前半が飛び石連休という形で条件がよくありませんでしたが、選択の余地はあ

りません。とりあえず、各装置と端末の移動・設置についてかなりな時間を費やし検討した結果、放射

線科部としては、2014 年 4 月 30 日に中央診療棟で業務を開始するのがベストであると結論付けま

した。 終的には、事務サイドや病院側の了承も得て、それを目標に作業を進めることになります。 

 4 月 30 日から新棟で業務を開始するに当たり、

当然必要な検査に全て対応できるような体制を整

える必要があります。と同時に、4 月 30 日朝まで

は東館で緊急検査に対応できる体制を保持してお

かなければなりません。現在中央診療棟に設置され

ている装置は表１の通りですが、4 月 30 日に新棟

で稼働可能な装置として CT1 台、MRI1 台、循環

器用パイプレーン装置 1 台、一般撮影室４室、X

線 TV 装置 2 台、乳房撮影装置、骨密度測定装置、

超音波検査室 2 室、ポータブル撮影装置の準備を

整え、GW 明けの 5 月 7 日から 2 台目の CT と X

線 TV が 1 台加わり、翌週月曜日には 2 台目の血管撮影装置が、少し遅れて 5 月 終の月曜日には移

設した 2 台目の MRI が稼働を開始し、何とか大きな混乱もなく移転・移設が完了しました。 

 しかし、4 月 30 日の業務開始時に稼働する装置は、ごく一部を除き新しい装置ばかりですので、そ

れらをスムーズに操作できるよう予め計画的に操作訓練を行っておく必要がありました。日常業務が終

わって、あるいは業務時間内でもそれぞれに工夫しながらお互い協力して立ち上げの準備にまい進して

いるスタッフの姿は本当に頼もしく、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

そして、更に頭を痛めたのが端末の移設です。

システムの更新は少し先の 7 月ですから、それま

では短期間とは言え、旧システムをそのまま移行

しての運用が必要となります。当然、別途接続費

用なども余分に必要となる装置もありましたが、

こればかりはどうしようもありませんでした。 

端末に関しましては、みなさんご存じの通り

HIS・RIS・PACS を導入してのフィルムレス、ペ

ーパーレス運用を行っている以上、モダリティ毎

に絶対的に必要なものであり、HIS・RIS 端末無く

して安全な運用はあり得ません。にもかかわらず、院内の予備端末は数台のノート PC のみということ

で、4 月 30 日の朝 8 時 40 分を境に、東館と中央診療棟の業務を止めることなく端末の移動を考える

のは、まるでパズルを解くような作業でした。それでも、各装置・機器の移設、新装置の設置、端末の

移設・設置、予約枠の制限等々、スケジュール内容がなんとかまとまりましたが、非常に煩雑で事細か

に表や資料にまとめる必要があります。 

循環器用バイプレーン装置 

Discovery CT750HD
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まず東館、中央診療棟の部屋毎のスケジュール

詳細、それらをまとめた全体のスケジュール表、

全端末の移動元・移動先等をまとめた一覧表、各

装置の停止期間表、移設機器の装置毎のスケジュ

ール表、新装置の据付スケジュール表、移設・移

転期間中の稼働可能な装置一覧表、一日毎の作業

予定表等々、必要な資料をそれぞれまとめ、各部

署・部門や建築関連業者、引っ越し業者とすり合

わせを行いました。 

また、忘れてはならないのが保健所の立ち入り

検査の日程です。新棟で初めて業務を開始するその日の朝一番に立ち入り検査をパスして使用許可を得

なければならないものもいくつかあり、事務方を通じて保険所担当者の方との事前の打ち合わせも念入

りに行いました。当然立入検査は一度では済まず、何度か足を運んでいただき無事業務を開始すること

ができました。関係各位のご理解とご協力があってこそと感謝しております。 

資料は多種に渡り作成しましたが、全てはご紹介できません。ごく一部ですが抜粋して掲載していま

す。なんとなく雰囲気だけでも感じていただければ幸いです。 

結局、可能な限り運用を止めないことを目標に取り組みましたが、アンギオについては平日を１日挟

んで前後の休日の計３日間の完全停止。それに乳房撮影と骨密度測定を実質１日止めざるを得ませんで

したが、概ね目標を達成できたのではないかと思います。一部の装置は、一定期間半分の台数での運用

となりましたが、検査を止めることなく移転を完了しました。 

これらを含めた移設・移転に関しましては、1 年前から来年のゴールデンウィークは無いものと覚悟

しておいてくださいと、スタッフ全員に言い含めておりましたが、何とか半分程度は休みを取れた人も

多く、何よりもスタッフの献身的な協力があってこそ、無事大仕事を終えることができ、本当に感謝し

ています。 

 次は、東館の建て替えに伴う、治療部門と核医学課の移転が待っています。いろいろな意味で厳しい

分野ですから、今から不安で一杯ですが、今回の経験を糧に無事目的を達成できるよう頑張らなければ

と思う次第です。 

 

作成した資料の一部（抜粋） 

 

MRI 3.0T 
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院内周知用に作成した資料の一部（抜粋） 

 

 

東館、中央診療棟それぞれ部屋毎の詳細をまとめたものの一部（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

 

 

 

 香川県と言えばうどん。でも 近は、「うどん県。それだけじゃない香川県。」というキャッチフレー

ズで香川県の名所名物をアピールしています。まずは美味しいもの。オリーブ牛にオリーブはまち。白

みそにあんこ餅の入ったお雑煮に醤油まめ。骨付き鳥に鰆の押し寿司。小豆島の手延べそうめんにおい

り。と、ご当地グルメに事欠きません。え？「おいり」ですか？小さくてまん丸いふわふわしたお菓子

です。そうそう。オリーブ牛は当院のスタッフの実父が生みの親なんですよ。よくメディアにも登場し

ています。 

 香川県には名所もたくさんあります。まず有名なところでは、壇ノ浦の合戦や那須与一で知られてい

る屋島。海上交通の守り神として有名な金刀比羅宮。その近くには毎年歌舞伎で賑わう金丸座。それに、

個人的には日本一きれいな庭園だと思っている栗林公園。 

西に行けば銭型砂絵で有名な観音寺琴弾公園に総本山善通寺。東に行けばハマチの養殖発祥の地であ

る引田（ひけた）の安戸池。海に目をやれば、瀬戸内海の島々。近年では瀬戸内国際芸術祭で各島にア

ート作品が出品され全国から観光客の方が島巡りを楽しまれています。 

まだまだ名所名物はたくさんありますが、みなさん、ぜひ一度は香川県にお越しいただいて、ご自身

の足で、目で、舌で楽しんでみてください。 

地元紹介 



 

141 

石巻赤十字病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地：〒986-8522 宮城県石巻市蛇田字西道下 71 番地 

    0225-21-7220 

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

 

 

 

                     

 北棟 2015 年 10 月完成予定 
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病床数：452 床 

    一般：448 床、感染：4 床 

診療科目：28 診療科 

内科・神経内科・精神科・呼吸器内科・消火器内科・循環器内科・腫瘍内科・外科・乳腺外

科・呼吸器外科・心臓血管外科・脳神経外科・整形外科・形成外科・小児外科・産婦人科・

小児科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科・麻酔科・緩和医療

科・放射線診断科・放射線治療科・救急科・歯科 

医療圏：石巻・登米・気仙沼医療圏 354,736 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

職員数： 1068 名 

医師数： 130 名 

看護師数： 522 名 

放射線診断医： 2 名、放射線治療医：1 名 

医学物理士： 1 名 

診療放射線技師： 30 名（男性 19 名・女性 11 名）平均年齢：30.5 

    放射線技術課：27 名（内 3 名・石巻市立病院より派遣） 

    放射線治療課：3 名 

認定技師取得者： 14 名 

認定内容： ・放射線治療専門技師 1 名 

      ・マンモグラフィ認定技師 7 名 

      ・第１種放射線取扱主任者６名 

当直・夜勤体制について 

     2 交替制勤務（準夜・深夜勤 16：00～0：30・0：30～9：00） 

     休日の日勤：2 名  準夜・深夜勤：2 名 

入院一日平均患者数：432 人 

外来一日平均患者数：1070 人 

紹介率：84.1％、逆紹介率：97.4％ 

救急車応需率：98.6％ （2014 年 12 月現在） 

 

 

 

 

一般撮影 

 担当技師：26 人   機器台数：4 台 

 導入メーカ・機器名：島津メディカル・RADIOTEX 

           富士メディカル・FCR Speedia、Velocity 

 1 日平均撮影件数：350 人 

病院概要 

導入機器 
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マンモグラフィ 

 担当技師：10 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名：シーメンス・MAMMOMAT Inspiration 

 1 日平均撮影件数：24 人 

 

 

ポータブル 

 担当技師：26 人   機器台数：5 台 

 導入メーカ・機器名：日立メディコ・シリウス 130HP 3 台 

           島津メディカル・MobileDart Evolution 2 台 

 1 日平均撮影件数：50 人 

 

CT 

 担当技師：26 人   機器台数：2 台（内 ６４列：2 台）  

 導入メーカ・機器名：シーメンス・SOMATOM Definition AS+ 

           東芝メディカル・Aquilion CXL 

 1 日平均撮影件数：90 人 

 ワークステーション：ザイオソフト・ziostation2  

クライアント PC(VGR) ７台 

 

MRI 

 担当技師：12 人   機器台数：1 台（内 1.5T：1 台） 

 導入メーカ・機器名：シーメンス・MAGNETOM Avanto 1.5T 

 1 日平均撮影件数：20 人 

 

SPECT 

 担当技師：6 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名：シーメンス・e.cam spect 

 1 日平均撮影件数：７人 

 

PET なし 

 

血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

 担当技師：26 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名：シーメンス・Angiostar Plus 

                      東芝メディカル・Infinix CB 

 1 日平均撮影件数：６人 
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透視装置 

 担当技師：16 人   機器台数：2 台 

 導入メーカ・機器名：島津メディカル・SONIALVISION 

           島津メディカル・ZS-32B 

 1 日平均撮影件数：35 人 

 

放射線治療 

 担当技師：4 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名：バリアン・CLINAC 21EX , エレクタ・XIO 

 1 日平均照射件数（人）: 30 人 

 

ESWL 

 担当技師：３人   機器台数：１台 

 導入メーカ・機器名：ドルニエ・DELTA 

 平均治療件数：１人/週 

 

骨密度 

 担当技師：26 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名：GE・Achilles inSight 

 1 日平均撮影件数：４人 

 

 

 

 

放射線部ではここ数年、新人スタッフを含めて 5～7 人のグループを作り QC 活動に取り組んでいま

す。身の回りにある問題や課題を見つけて、ＱＣ的手法を活用して解決を図り、継続的に改善活動をす

ることによってより質の高い医療の提供をめざすよう取り組んでいます。スタッフの全てが日ごろから

意識して業務に取り組み向上を目指しています。 

 一昨年に取り組んだ活動で「一般撮影マニュアルの作製」があります。これは、急な人員増加による

問題があったからです。移転当時に 13 名だった技師数が、今では 30 名になり、この 8 年間で既卒

11 名、新卒 12 名が採用になっています。既卒者は即戦力として入ってくるため一般撮影に関しての

細かな指導はしていませんでした。フィルムレスになって気づいたことですが、6 切・4 切・半切の縦

横の使い方、被写体の写しこみの位置・方向、マークの入れ方などが意外に少しずつ異なっていました。

Ｘ線の入射角が 5～10 度違う撮影法もありました。フィルムレスによって過去画像の参照が容易にな

ったことでマークの位置や画像サイズに違いが出ると見づらいことに気づかされます。そこで、診察時

やカンファレンスで参照しやすい画像を提供できるように標準化を図り、共有することに取り組みまし

た。ほかにも、「検査待ち時間の短縮」「撮影室内の備品の整備」「CR の IP 管理」「停電時のマニュアル

作製」等の活動があります。 

当院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 
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 新卒者の教育についてはプリセプターシップを導入しています。3～4 年目の先輩技師が技術的指導

だけではなく、精神的な疲労や悩みなども気にかけながらサポートしています。12 月末には夜勤業務

（救急業務）ができるように、一般撮影、ポータブル、CT、IVR、心カテ、MRI（頭部・頸椎のみ）、

オペ室イメージ等の技術習得を学んでいきます。それから、医療安全や感染対策などの研修にも参加し

て医療人としての基礎を築いていきます。 

 

 

 

 

2006年5月に現在地へ移転新築してフィルムレス運用を開始しています。電子カルテはSSI、PACS

は横河電機、高精細モニターは EIZO 2M カラー107 台です。RIS も導入になり進捗状況や過去画像が

参照できるようになり、患者対応が飛躍的に向上したように感じました。移転後ようやく落ち着いてき

た 2009 年ごろに 2 交代制への移行の打診があり、数年後に移行する予定で計画を立てていました。

2011 年 3 月東日本大震災が発生し、長期にわたる災害医療の実践を経験しました。職員の半数以上

が被災者でしたが、赤十字職員としての責務を全うできたことに誇りを感じ、日本赤十字社のつながり

のすばらしさを改めて知ることができました。5 月の連休明けから通常業務へ移行しましたが、救急業

務が主体の毎日で業務に追われるように時間が過ぎていきました。当時ＣＴ装置は 1 台（16 列ＣＴ）

だけで、毎日 70～80 件の検査をしていました。ＣＴ、ＭＲの検査予約待ち日数はともに 1 か月以上

になり、日勤帯での問い合わせの電話が多くて対応に苦慮していました。検査待ち日数対策として、土

曜日に各診療科 Dr.の協力をもらい、外来患者の造影ＣＴ検査を行っていました。2012 年 2 月には前

倒しで 2 交代制に移行して、日勤帯と同じように準夜・深夜帯でも多くの救急患者が来ていたため、そ

の対応に当たっていました。 

 現在の救急患者数は落ち着いた感じがありますが、震災前の約 1.5 倍を推移しています。震災前は約

60 人/日でしたが、現在は約 90 人/日となっています。 

2015 年 10 月に増築棟（北棟）が完成予定です。1Ｆは救命救急センターと救急病棟、2Ｆは ICU

とＨＣＵ、3Ｆは重傷病棟となります。救急初療室の前にＣＴ室と一般撮影室を設け、より早い対応が

できるように整備されています。現在のアンギオ装置も 2 台更新され、さらに IVR-CT が 1 台増設さ

れます。また、増築棟完成後に既存棟の改築が予定されており、3Ｔ MRI が増設されます。 

それに向けて準夜勤 2 名、深夜勤 2 名での体制を整え、連携を強めてより質の高い医療を提供でき

るように努力したいと思います。 

   

ここ 近 5 年間の放射線科の移り変わり 
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石巻市の人口は、広域合併の当時約 21 万人でしたが、現在では約 15 万人となっています。東日本

大震災により行方不明の方や登録住所から離れて避難生活をしている方等が相当数含まれていると予

想されます。石巻市は旧北上川の河口に位置し、金華山沖（三陸沖）は黒潮と親潮がぶつかる世界三大

漁場の 1 つとなっており、全国でも有数の水産都市となっています。 

市は漫画を生かした街造りに取り組んでおり、石巻駅から石ノ森漫画館までの道「マンガロード」で

は数々の石ノ森章太郎作品のキャラクターを見ることができます。さらに東方へ足を延ばすと宮城県慶

長使節船ミュージアムのある「サン・ファン館」へとつながります。船に乗ればマンガアイランドの田

代島へ行けます。 近では猫神様がある「猫の島」としても有名です。 

サン・ファン館にほど近い万石浦や荻浜では牡蠣の養殖が盛んで新鮮な牡蠣が食べられます。種牡蠣

の輸出も多く、世界の食用牡蠣の 80％は石巻にルーツを持つとも言われています。また、水産加工品

業者の立地が多く、特にたらこ加工生産量は日本一の町でした。震災で大打撃を受けましたが、再建す

る店も徐々に増えています。港町ならではの新鮮な魚介類をササニシキでにぎったお寿司は絶品であり、

地酒である日高見や弁慶岬の純米大吟醸酒とともにいただくと格別です。ほかにも笹かまぼこ、石巻焼

きそば、金華さば、雄勝のホタテ、鯨の大和煮、サバだしラーメン等おいしいものがたくさんあります。 

年ごとに参加者が増加している「ツール・ド・東北」は人気が高

く、各エイドステーションに用意しているその土地の名物は疲れた

体と心を癒してくれます。東北の魅力と復興への道のりを感じても

らえるサイクルイベントとなっています。 

2015 年 5 月には仙石線も開通予定ですので、アクセスも良くな

ります。仙台、松島へお越しの際にはぜひとも石巻へもお寄りください。 

 

後に誌面をお借りして、これまでの多くの御支援、御協力に対して心から感謝申し上げます。 

地元紹介 
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名古屋第二赤十字病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地：〒466-8650 名古屋市昭和区妙⾒町 2-9 TEL. 052-832-1121 FAX. 052-832-1130 
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病床数：812 床 

 

診療科目：26 科 

 内 科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・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・耳鼻いんこう科・

リハビリテーション科・放射線科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科・病理診断科・薬物療法内科・救急科 

 

職員数： 総数 1,851 人 

医師数：344 人 

看護師数：973 人 

診療放射線技師数： 35 名（内 男性 28 名・女性 7 名） 

認定技師取得者数：19 名 

認定内容：・第一種放射線取扱主任者 7 名 

・医学物理士 2 名 

     ・放射線治療専門放射線技師 2 名 

・放射線治療品質管理士 3 名 

        ・血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 3 名 

・核医学専門技師 1 名 

・医療情報技師 1 名 

・救急撮影認定技師 2 名 

・X 線 CT 認定技師 2 名 

・健診マンモグラフィ撮影認定技師 5 名 

         ・JPTEC（病院前外傷教育プログラム） 3 名 

・ISLS（神経救急蘇生） 1 名 

・BDLS（Basic Disaster Life Support） 1 名 

         ・Ai 認定診療放射線技師 1 名 

     ・放射線管理士 1 名 

     ・放射線機器管理士 1 名 

 

当直・夜勤体制について 

 放射線当直２名、MR 当直１名 平日 17:00～8:30、土日祝 平日当直帯制＋午前中のみ１名。 

 ただし MR 当直のなかには臨床検査技師も含まれる。 

 

 

病院概要 
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一般撮影 

 担当技師：7 人   機器台数：7 台 

 導入メーカ・機器名 ：日立メディコ DHF-158HⅡ 

 1 日平均撮影件数（人）277 

 

マンモグラフィ 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 LORAD Selenia/Multicare Platinum 

 1 日平均撮影件数（人）7 

 

ポータブル 

 担当技師：2 人   機器台数：6 台 

 導入メーカ・機器名 日立メディコ シリウス 130ＨT 

 1 日平均撮影件数（人）70 

 

CT 

 担当技師：４人   機器台数：4 台（内 ６４列以下：2 台 ６４列以上：2 台） 

 導入メーカ・機器名 PHILIPS Brilliance64 など 

 1 日平均撮影件数（人）200 

 ワークステーション AZE 

 

MRI 

 担当技師：4 人   機器台数：4 台（内 1.5T：2 台/3T：2 台） 

 導入メーカ・機器名 PHILIPS  Ingenia 1.5T/3.0T など 

 1 日平均撮影件数（人）100 

 

SPECT 

 担当技師：3 人   機器台数：3 台 

 導入メーカ・機器名 Spectrum Dynamics  D-SPECT など 

 1 日平均撮影件数（人）15 

 

血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 

 担当技師：3 人   機器台数：4 台 

 導入メーカ・機器名 PHILIPS  Allura Xper FD20 など 

 1 日平均撮影件数（人）12 

導入機器 
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透視装置 

 担当技師：4 人   機器台数：6 台 

 導入メーカ・機器名 日立メディコ VersiFlex VISTA など 

 1 日平均撮影件数（人）20 人 

 

放射線治療 

 担当技師：4 人   機器台数：3 台 

 導入メーカ・機器名 トモセラピー ハイアートシステムなど 

 1 日平均撮影件数（人） 

 

骨密度 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 HOLOGIC Discovery A 

 1 日平均撮影件数（人）10 人 

 

超音波 

 担当技師：1 人   機器台数：1 台 

 導入メーカ・機器名 日立メディコ 

 1 日平均撮影件数（人）11 人 

 

 

 

【独自のローテーションシステム】 

当院の医療技術部放射線科では一般撮影、X 線 TV（内科、外科、泌尿器科）、骨塩定量、超音波検査

などが集中している画像診断センター、さらに隣接して核医学、CT、MR、全身用血管撮影装置など、

3 病棟地下 1 階の同じエリア内に画像診断機器の多くが配置されている。地下 2 階には高精度放射線

治療センター、さらに救急外来に隣接して救急放射線、ICU、CCU に隣接して心カテ装置 2 台、消化

器内科外来内視鏡センターには X 線 TV 装置２台と X 線装置が点在している。当院の特色は、これら

画像診断機器を操作する３５名の診療放射線技師（技師）が、毎日のように持ち場をローテーションし

ていることである。一人の技師が複数のモダリティを担当することによって、忙しい時間帯に忙しいモ

ダリティを応援する。例えば画像診断センターの一般撮影室（５室）の稼働状況と待ち患者数がリアル

タイムに電カルの各端末に表示されることで、他のモダリティにいる技師が一般撮影の状況を把握でき、

場合によってはヘルプに入ることができる。この方法を取り入れたきっかけは、産休育休による技師不

足に対処するための苦肉の策であった。 

【コーチングの活用】 

当院は今年で創立 101 年目となるが、3 年前からコーチングを全病院的に取り入れ、“コーチングで

病院を変える”、“コーチングを病院の風土に”の合言葉で、“ 高の病院になる”という目標を掲げて

きた。当放射線科でもコーチングによって多くの業務改善が行われてきた。例えば他職種間におけるコ

当院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 
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ミュニケーションを高めるために、放射線科での朝ミーティング終了後にモダリティ毎のミーティング

を行うことだ。CT 室を例に挙げると、技師、看護師、受付、時には放射線科医師が顔を合わせて当日

の検査状況をチェックし、問題となり得る状況を共有することである。従来はこれら他職種におけるコ

ミュニケーション不足からインシデント事例も発生していたが、これを取り入れてからは他職種間の関

係も改善するに至った。先に述べた、忙しい時間帯に忙しいモダリティを応援することも、コーチング

による業務改善の成果である。 

 

 

 

【5S の推進】 

 ５Ｓ活動とは「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」、「しつけ（あるいは習慣）」の頭文字をとったもの

で、製造業界では 1980 年代から職場環境の整備を目的として行われてきた。近年、医療現場におい

てもスペースの確保、作業効率の向上、不良在庫をなくすことによるコスト削減、医療安全への貢献な

どが期待され、今後多くの病院でも取り組まれていくと予想される。当院では 2014 年 12 月にプロ

ジェクトが開始され、2016 年 2 月までを一区切りとして部署毎に取り組みが始まった。放射線科は

放射線看護師と部屋毎にペアを決め、今は不要品のリストアップの 中である。何よりも大切なことは

楽しく続けることであり、一人ひとりがこの環境を守りたいと思えるようになれば、この活動の成功は

間違いない。 
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平成 16 年（2004 年）、3 病棟竣工とともに地下１階に画像診断センターが開設した。さらに平成

18 年（2006 年）CT・血管撮影装置の移設、トモセラピー、リニアック、小線源治療を備えた高精

度放射線治療センターが開設した。これによって従来の分散型放射線科から、放射線科の機能をほぼ１

箇所に集約した集中型放射線科となり現在に至った。平成 19 年（2007 年）にはほとんど全ての画像

診断検査がフィルムレス化された。そして平成 22 年 5 月（2010 年）に電子カルテが稼働すること

で、現在のシステムが構築された。フィルムレスによって発生した新たな業務として、他院への紹介患

者さんに対する画像提供のためのＣＤ作成、さらに他院から当院に紹介された患者さんが持参した CD

画像データの取り込みが挙げられる。画像のフィルムレス化に伴い、画像を観察するための手段も変化

した。従来のレントゲンフィルムを観察するためのシャーカステンから、ディジタル画像を観察するた

めの高精細モニタに変わったことで、2 メガモニタ 120 台が各診察室、病棟、カンファランス室に配

備された。放射線科における医用画像のすべてがディジタル化したことによって、放射線業務だけでな

く放射線科の役割も進化した。従来のような放射線科による画像提供、医事課による画像の保管管理か

ら、ディジタル画像の取得から保管、管理、提供までの業務を放射線科が担うことになり、レントゲン

を撮って渡すだけの部署から、医用画像および高精細モニタの管理運営を担う部署になった。放射線科

における医用画像のディジタル化は、放射線科業務だけではなく病院全体の診療業務を含む画像関連業

務の効率化・迅速化を実現した。従来のように X 線フィルムを持ち運び、シャーカステンに掲げる診療

から、各診療科や病棟さらには院内のどこからでもストレスなく画像を参照できるシステムが構築され

た。 

 

 

 

 

「なごや」を知ろう 

名古屋の名所といえば「名古屋城」、「金のしゃちほこ」、「TV 塔」、「名古屋港水族館」ぐらいでしょ

うか。かつての名古屋城は戦争で焼けましたので、今あるのは戦後建てられたものです。当院から比較

的近いところには「東山動物園・植物園」がありますので、コアラでも見に来てチョーでゃー。 

名古屋人の気質は「見栄っ張り」だそうです。 近はすっかり変わりましたが、かつての名古屋の結

婚式は、大きくてかさばる引き出物が良いとされて来た風潮があります。さらに昔は、町内の人たちに

何百万もする嫁入り家具を披露し、お菓子を配り、そうして嫁いで行くため、娘を嫁に出すと所帯が傾

くと言われていました。話はそれましたが、名古屋名物といえば昔は「ういろう」、「きしめん」でした

が、今は「味噌カツ」、「手羽先」、「名古屋コーチン」が有名です。「味噌カツ」は矢場とんが有名であ

るが、だいたい何処でも食べることができます。「手羽先」は世界の山ちゃん派と風来坊派に別れ、好

き嫌いがあります。皆さんもいっぺん食べたってチョーでゃー。忘れていましたが も有名な食べ物は

蓬莱軒の「ひつまぶし」です。これは TV でもよく取り上げていますので、皆様もご存じかとおもいま

す。しかし、これをたべるには１時間以上の行列に並ばなければなりません（予約不可）。 

ここ 近 5 年間の放射線科の移り変わり 

地元紹介 
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さて皆さんの好きな地酒もそろっています。画像にあります山忠本家酒造の「義侠」、それ以外にも

関谷酒造の「空」、萬乗醸造の「醸し人九平次」などお勧めですが、普通の酒屋では扱っていないため

特別な飲み屋さんへ行かなければなりません。当院の近くにも「味噌おでん」が有名なお店があります

ので、近くへ来られた際にはご案内します。 
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電子会誌第 6 号 編集後記 

 
電子会誌第 6 号発刊にあたり、日頃より、ご協力ご支援いただいた皆様に感謝をいたします。 

 今回の電子会誌は、2014年度の日本赤十字社診療放射線技師会の活動を掲載しております。特集とい

たしまして『心臓CTについて～前処置から画像解析まで～』というテーマで福井赤十字病院と名古屋第

二赤十字病院の2施設に自施設の撮像についてご執筆いただきました。また、心臓CTに関連しましてワ

ークステイションの 新技術の紹介をGEヘルスケア・ジャパン株式会社、富士フィルムメディカル株

式会社、ザイオソフト株式会社、株式会社AZE、の4社様に、ご協力をいただきご執筆いただきました

ので、皆様の参考にしていただければ幸いです。 

震災から 5 年いまなお復興に大変な思いでがんばっている石巻赤十字病院、創立 100 年を迎えました

名古屋第二赤十字病院、新棟移転の貴重なご紹介をいただきました高松赤十字病院の 3 施設様に施設紹

介を執筆して頂きました。お忙しい中原稿をお寄せいただきました皆様方、電子会誌第 6 号の作成に終

始ご尽力いただいた編集委員に心から感謝申し上げます。 

 

平成 26 年 4 月 日本赤十字社診療放射線技師会 広報部 

武蔵野赤十字病院 荒井 一正 

 

編集委員 

佐藤 恒輔 

 


