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第10回学術研究発表会の開催にあたつて

一般社団法人 栃木県診療放射線技師会

会 長 神 山 辰 彦

第10回学術研究発表会を開催できましたこと、この場をお借りして感謝申し上げます。そして、楽しく実りあ

る大会になりますよう皆様の活発なこ支援とこl・1カをお願い申し上げます。

この学術研究発表会を開催して早10年になります (2011年 3月 11日 の東日本大震災の時は中止なので開催回数

は9回 となる)。 巷では10年続けば大成功て大事業といわれるように、本会の最も重要な事業として定着するこ

とができました。これまでにこ支援、こ協力、こ責同、こ参集そして演題発表してくださいました会員と学生の

皆様にあらためて感.ll申 し上げます。

今年の演題数は16演題、国際医療福祉大学の学生から3演題を含めまして、診断 核医学 治療部P5か ら多岐

にわたり集まりましたことお礼申し上げます。今年|よ 、学術研究発表会10回記念として学術奨励賞を設け、賞

状及び記念品を添えてその成果を讃えることにしました。この賞は、来年度からずつと継続することにいたしま

す。初めての試みとして座長 2名制を採用し、多岐にわたる演題発表に対応することとしました。県の学術大会

で演題発表や座長を経験したことが、関東地域や全国での活動に繋がつていくものと信じております。

教育講演 (第 3回卒後教育講座)は、昨年度から続けてきました F読影の補助Jシ リーズで『腹部放射線検査

の要点Jを福島県立E/1Tl大学会津EII療センターの歌野健―先生にお願いしました。こ講演は、きつと私達の業務

に役立つものであり、国から診療放射線技師に与えられた F読影の補助業務Jの権利を生かすためにも学んでい

ただきたいと思います。

近年、南北の関東地域は実施していませんが、各地域では技師会と技術学会が合同で学術大会を開催しており

ます。技術学会の学術発表は、独創的 (オ リジナリティ)なものがメインであり、技師会の発表とは異なつてお

ります。各々の構成員や目的が異なる団体が集まつて学術大会を開催する意義はあるとは思いますが、個人的に

1ま 「 ?」 という状況であります。そこで、本会の学術研究発表会は、日常業務の紹介、検査法の工夫、安全管

理、新しい機器の使用経験など職能団体らしい発表に取り組んでいただけたらと思います。職能団体としての会

員が共々に成長していけるよう「技術と情報の共有Jに繋がる研究発表を期待しております。

最後になりますが、学術研究発表会及び卒後教育講座の企画と運営に携わつた学術部を始めとする運営委員の

方々、会場を使用させていただいている学校法人獨協医科大学様に心から感謝申し上げます。ありがとうこざい

ました。
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13:00～ 1400   平成26年度 第 3回卒後教育講座

放射線検査技術と読影の補助 「腹部放射線検査の要点」
講師 :福島県立医科大学 会津医療センター   ぅた の  けんぃち

小腸・大腸・肛門科学講座  准教授  歌 野  健 ― 先生
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11 「17× 17カセッテサイズフラットパネルディテクタ(FPD)を使用した頭部撮影の検言l」

獨協医科大学病院 木村 友昭

12 「全脊椎撮影における撮影方向の検討」

国際医療福祉大学 松越 萌香

13 「ポータブル撮影時における感染の標準予防策

～FPD搭載型装置導入にあたつての取り組み～」

済生会宇都宮病院 中島由希子

14 「当院での一般撮影時における介助者の水晶体被ばく低減の検討」

自治医科大学附属病院 永見  健

15 「医療被ばく低減施設認定取得に向けた活動報告」

獨協医科大学病院 福住  徹

16 日mage sレ e変更による線量率差が画像に与える影響」

那須赤十字病院 増渕 裕介

15:15～       閉会式 :「学術奨励賞」表彰

当日は休日のため、学内の食堂は営業しておりません。

各自昼食の準備をお願いいたしま曳
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頭部単純ＣＴにおけるＣＴ-ＡＥＣの応答特性の検討 
栃木県済生会宇都宮病院 診療放射線技術科 

栃木県３地区 
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【目的】 

CT 自動露出機構(CT-AEC)は、一般的に体軸方向に対して画像ノイズレベルを一定に保ち、かつ被検者ごとの画像

ノイズ格差が発生しないようにする機構である。当院で施行する頭部単純 CT において CT-AEC を導入することによ

りどの程度の画質の担保と被曝の低減が図れるのか、また CT-AEC の強度やスキャン方式の違いがどの程度の変化を

及ぼすのかを明らかにする必要があると考え検討した。  

【方法】 

1．水ファントムによる検討：撮影領域の中心に設定し、CARE Dose4D の 5 段階の変調設定を変化させた場合のノ

ンヘリカルスキャンにおけるルーチン条件(120kV Eff.mAs550 回転速度 1.0sec/rot 関数 H47 再構成スライス厚

5mm CTDIvol68.74mGy)にて得られる画像ノイズ指標の SD 図 1を測定した。 

2．頭部ファントムによる検討：脳実質内に複数かつ任意の ROI をとり 

各スライス面の平均の SD 図 2を測定した。 

3．1、2 について、設定 mAs 値(Ref.mAs)に対する実効 mAs 値(Eff.mAs) 

を評価した。同様にヘリカル(20 列 1.0sec/rot)、高速ヘリカル(40 列 

0.5sec/rot)におけるスキャン方式の違いについても比較した。 

【使用機器】 

SIEMENS社製 SOMATOM Definition AS、φ20cm円柱水ファントム、京都科学社製 撮影用頭部ファントム(PB-1) 

【結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【考察】 

基準となるルーチン条件 Eff.mAs550 での画像 SD(水 

ファントムで 4.02、頭部ファントムで 4.07)を得るための 

Ref.mAs はスキャン方式によって異なり図 5、変調強度を上 

げるほど値が大きくなり応答の変動が大きくなる図 3。装置の 

設定制限と得られた画像 SD 値図 4を考慮すると、変調強度は 

Average での設定が妥当と考えられ、CT-AEC を用いない 

条件での CTDIvolよりも 15.3％の被曝低減が可能といえる。 

【結論】 

スキャン方式の違いと変調強度によって CT-AEC の応答に差異が生じた。CT-AEC は被曝低減が可能な機構である

が、CARE Dose4D は線量に対する減弱変調が直線的ではなく一定の画像 SD が得られるとは限らない。対象部位に対

するそのメーカー固有の特性を充分に把握し設定を行う必要がある。 
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図.4  頭部ファントムの脳実質の各スライス位置における画像 SD 
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図.3  頭部ファントムの各変調強度における線量変化 
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図.5  頭部ファントムの各スキャン方式における線量変化(Average) 
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管電圧変化におけるストリークアーチファクトの検討 
日本赤十字社 栃木県支部 那須赤十字病院 放射線科部 
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【目  的】CAREkVで使用可能である管電圧におけるストリークアーリファクトの検討 

【使用機器】シーメンス社製 SOMATOM Definition AS+ VA40A 

           森山 X線用品社製  MF-02胸・腹用 X線水ファントム 300*200*450(H)mm  

            Image J・Excel 

      20倍希釈造影剤（約 300H.U）150ml×2本 

【方  法】①胸腹部 X線水ファントムをアイソセンターに配置し、CAREkV設定可能電圧 

（70kv,80kv,100kv,120kv,140kv）5段階にて、 

アーチファクト用ファントムあり(FA+)BHC(-) 

アーチファクト用ファントムあり(FA+)BHC(+) 

アーチファクト用ファントムなし(FA-)BHC(-)にて撮影 

②撮影された画像に、SAFIREなし(SF0)から強度１～５(SF1～SF5)までの６段階の画像を作

成 

      ③再構成された画像データから隣り合わない 5スライスの画像から「Streak Artifact 

Index:SAI」を算出し平均を求め比較検討を行う。 

【撮影条件】 

管電圧 70kv 80kv 100kv 120kv 140kv 

Eff,mAS(mAs) 714 442 208 121 79 

CTDIvol(mGy) 8.17 8.19 8.18 8.2 8.25 

回転数 0.5sec ビームピッチ 0.35 カーネル B41f 再構成スライス３ｍｍ(0.6*128) 

【結  果】 

 

【ま と め】①管電圧変化と SAI については、100kV以上で差がみられない。 

②MBHフィルターと SAIについては、計測上変化がないがサブトラクション画像上では

100kv,120kvで効果が見られた。 

③SAFIREとＳＡＩについては、強度増加とともにＳＡＩの低下がみられたがサブトラクシ

ョン画像上では差異は見られない。 

【考   察】低管電圧による透過性の低下によるストリークアーチファクト影響は顕著である。 

       また、同時にＭＢＨフィルター及びＳＡＦＩＲＥについても検討したが、透過性の低下によ

るストリークアーチファクトに対して MBHフィルター効果はみられたが、SAFIREにおいて

はアーチファクトそのものを補完する傾向にない。 

【結   語】管電圧変化は、ストリークアーチファクトに影響することが示唆された。 



AMDFを用いた MRIの雑音抑制 
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【目的】 

MRIから発生する音（以下、雑音）を抑制し、検査室側の人と被験者がスムースに会話できるようにすることを目的とし、

シミュレーションにより抑制の効果を調べる。 

【実験機器・材料】 

MRI装置（GE Signa Infinity 1.0T）、ヘッドコイル、マイクロホン、ビニールチューブ（内径8mmφ）、コンピュータ。 

【実験方法】 

 ヘッドコイルにビニールチューブを貼り付け、そのビニールチューブの反対側の口にマイクを取り付けた。スライス厚を3

通りに設定し、3種類の雑音を30秒間録音した。録音した雑音信号に音声信号を加法的に合成し、同時に合成信号のSNRを

計算した。この合成信号を雑音抑制プログラムで処理し雑音抑制後のSNRを計算した。この操作をMRIの雑音の種類と合成

する音声信号のレベルを変えて行った。信号の合成プログラム、雑音抑制プログラムはVisual Basic言語を用いて作成した。

雑音抑制プログラムでは高速処理が可能なAMDF1), 2)（平均振幅差関数：Average Magnitude Differential Function）を用いた。 

【実験結果】 

図1 a)はMRI雑音信号波形、b)は音声信号波形、c)は合成した信号波形である。合成では b)の信号に係数を掛けて加えた。

係数の値は0.3、0.7、1.5の3通りである。雑音抑制後の波形の例を図1 d)に示す。図からMRI雑音信号は小さくなっている

が完全に除かれてはいないことが分かる。SNRのグラフを図2に示す。すべての組み合わせでSNRが改善されることが分か

った。30秒間の信号の雑音を抑制するのに要した時間はWindows 7、3.1GHzの i5 CPUで2.1秒であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【考察】 

 図2よりすべての組合せにおいてSNRの改善効果が見られた。雑音間隔が短い場合が最も良く平均で15.5dB、中間の場合

が最も悪く平均で 11.7dB、長い場合で平均 12.7dB であった。また、音声の大きさで比較すると、音声の大小による差異は見

られなかった。以上のことより、AMDF を用いた雑音抑制の効果は雑音周期の長さに影響されると考えられる。処理に要し

た時間から、プログラムの変更によりリアルタイム処理が可能であると考えられる。 

【結論】 

 MRIの雑音が周期的であることを利用し雑音の抑制が可能であることを示した。また、AMDFを用いたMRI雑音の抑制処

理が高速に行えることを示した。 

【参考文献】 

1) 鈴木久喜,  “音声のディジタル信号処理(上), ” コロナ社, pp.148-167, 1983. 

2) 板橋秀一,  “音声工学, ” 森北出版株式会社, pp104-105, 2005. 
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FSBB法の使用経験 
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【目的】FSBB（Flow Sensitive Black Blood）法は FEシーケンスに弱いMPG（Motion Probing 

Gradient）パルスを印加することで血流信号をディフェーズさせ微細な血管を BlackBloodで描出

し、出血部位などの病変部位と同時に描出する手法である。また当院では昨年より 3T-MRIの運用

を始め、1.5T-MRI と共に頭部領域の検査を行っている。そこで FSBB 法にスポットを当て、3T

における最適条件の検討と異なる静磁場での違いを、各パラメータを変化させて血管描出や歪みに

注目しながら検討した。 

【方法】FSBB法のプロトコルにおける TE、FA、b値に着目して画像の視覚的評価を行った。健

常者で 3T-MRI装置（TOSHIBA Vantage Titan3T）を使用して TE=20、40、60msの各画像を撮

影した。さらに、FA=10°、20°、b値=1、2、3 sec/mm2についても撮影を行った。ここから 3T-MRI

装置の最適条件と考えられる条件をもとに 1.5-MRI装置（TOSHIBA EXCELART Vantage）でも

撮影を行った。データはminMIP 再構成して、MR担当技師 5名で画像の視覚的評価を行った。 

【結果・考察】b 値の変化では目的血管の描出にほとんど差が見られなかった。これは、小さい b

値でも目的血管を十分にディフェーズすることができたためと考えた。3T-MRI における TE値の

変化では、TE=60msの時、歪が最も大きく脳底部描出が不良であり、CSF（脳脊髄液）の信号が

脳実質よりも高信号となった。これは、高磁場 MRI ほど磁化率の影響が大きく、TE が長いほど

磁化率の影響が大きいためであり、さらに TEが長くなることで水成分の信号が強調されたと考え

られた。FA=20°のまま TE を短く設定すると、TE が短くなるにつれ脳室や脳溝付近での血管コ

ントラストが低下した。TE=20ms では CSF が低信号、脳室付近の血管のコントラストが最も低

下した。そのため、FA=20°では TE＝40msの時、FA=10°では TE=20msの時に脳実質と CSF

はほぼ等信号となった。1.5T-MRIでは 3Tと比較してより長い TE値を用いることで脳実質とCSF

が等信号なり、画像の歪みは 3Tに比較して小さかった。1.5Tでは TEを長くすると磁化率効果を

強調できるため静脈や微小出血の描出に有効であり、TE を短くすると磁化率アーチファクトを低

減出来るので脳底部の血管描出に有効であると考えられた。 

     

TE=20、FA=10、b=3     TE=40、FA=10、b=3       TE=60、FA=10、b=3 

 

【結論】今回の実験では 3T において TE=20ms、FA=10°、b=3 の条件が最適であった。しかし、

目的の血管に合わせた撮影条件の使い分けが必要であり、さらに 1.5T で使用する際にも最適条件

を求める必要があると考えられた。 



パイン果汁を用いた MRCPの検討 
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【背景・目的】 

当院では通常 MRCP 撮像時にマンガンイオンの効果により T2 強調画像で陰性

造影効果が得られる「ボースデル内用液 10」消化管陰性造影剤を使用している。

しかし、小児への投与では安全性が確立されていないため使用は避けてきた。 

そこで、マンガン含有量が多く、安価で入手しやすく、小児でも飲みやすい

アサイージュースとパインジュースを使用して陰性造影効果が得られるかを検

討した。 

【方法】 

１、ファントム実験 

ファントムとして、アサイージュース果汁 30％とパインジュース果汁 100％、

水を T2強調画像で撮像し信号強度を測定した。 

２、健常ボランティアよる撮像（本人から承諾を得ている） 

ファントム実験から T2 強調画像で陰性造影効果が得られたパインジュース

を飲用し 5,15,30分後に MRCPを撮像し視覚評価法にて検討した。 

【結果】 

１、アサイージュースは T2強調画像で、水とほぼ同じ信号強度となった。 

パインジュースは水と比べて T2強調画像で低信号となった。 

２、パインジュースを飲用し撮像した結果、飲用前は胃液の信号強度が高かっ

たが飲用して 5分後からは消化管の信号強度が低くなった。 

15分、30分の時間経過においては、信号強度の変化はなかった。 

【考察】 

パインジュースは果汁 100％であったためマンガン含有量も多く T2 強調画像

で陰性造影効果が得られた。一方、アサイージュースは果汁が 30％と少なく、

マンガンの含有量が少なかったため水と等信号になったと考えられる。 

また当院では、陰性造影剤服用 5 分後に撮像を開始しているが、パイン果汁

においても十分に陰性造影効果が得られたため飲用 5 分後撮像を開始してよい

と考えられた。 

以上のことから、MRCP撮像 において安価で入手しやすく、小児でも飲みやす

い、パイン果汁を陰性造影剤として使用することが可能であると判明した。 



（SPECT/CTを用いた心筋血流 SPECT検査の基礎的検討） 
                        済生会宇都宮病院 核医学診療課 
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<目的> 

当院では 2014年 4月に SPECT/CTが導入された。新装置で心筋血流シンチを施行するにあたり、収

集条件と画像処理について基礎的な検証したので内容を報告する。 

<使用装置> 

SPECT/CT装置 SymbiaT6 シーメンス      使用コリメータ LEHR 

解析ソフト  e.soft  シーメンス      心臓ファントム ＲＨ-２型 京都科学社製 

<方法> 

心臓ファントムに適量の 99mTcO4
-を入れ、収集時間やその他収集方法を変えて収集し画像を検証し

た。CT により減弱補正を行った場合の効果について検証した。また新装置における画像再構成法

や各種補正法についても検証を行った。 

<結果> 

1.1Step あたり 30 秒収集の CT 減弱補正なしの画像と補正ありの画像を図１に示す。1Step あたり

の収集時間を変化させた画像(CT減弱補正あり)を図２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CTで減弱補正を行わないと 

前壁部のカウントを 1とした場合 

下壁部では 0,92と低下、心尖部 

では 1.48と増加傾向がみられた。 

これに対し CTで減弱補正を行うと 

下壁部ではほぼ同等となり、心尖部 

でも補正の効果がみとめられた。 

(図３) 

 

3.散乱線補正、分解能補正により画質の向上がみられた。 

<考察>

1.今回の実験を行なったことで当院のプロトコールの信頼性を検証することができた。 

2.SPECT において CT 減弱補正は効果的であるが、被ばくの増加や体動によるアーチファクトなど

課題もある。 

図 2 1Stepあたりの収集時間の違い図 1 1Stepあたり 30秒収集の画像

図３ CT減弱補正の効果



核医学検査を受けた患者において紫外線検出方式 

放火監視センサーが反応した事例報告 
獨協医科大学病院 放射線部 
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《背景》 

I-131放射性内用療法(治療)において，空港などの放射線モニターやショッピングセンタ

ーなどの紫外線感知型炎センサーのアラームが作動する事例は報告されている．今回，当院

のトイレにおいて，骨シンチの診断用放射性医薬品を投与された患者より紫外線感知型炎セ

ンサーが自分に反応したとの申し出があった． 

 

《目的》 

当院の紫外線感知型炎センサーについて検証し，トラブルを避けるためにも紫外線感知型

炎センサーの誤動作の有無に関する実態調査を行い，骨シンチ患者に対するセンサーの反応

の現状を把握することを目的とした． 

 

《方法》 

バイアル内の放射性医薬品の試料を用いてセンサーの反応を検討した．また，骨シンチの

放射性医薬品を投与された患者で同意を得られた方を対象に調査用紙を渡し，実態調査を行

った． 

 

《結果》 

試料を用いた検証実験から，核医学検査で利用する診断用放射性医薬品のγ線に紫外線感

知型炎センサーが反応することが確認された．また，調査用紙の結果については当日発表す

る． 

 

《結論》 

 時間，距離，体内の放射能，その分布により，必ずしもセンサーが反応するものではない

が院内外問わず無用なトラブルを避けるために患者に対して十分な説明が必要である． 



ドーパミントランスポータイメージングの 

臨床利用 
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《背景及び目的》 

パーキンソン症候群(PS)およびレビー小体型認知症(DLB)は黒質線条体ドーパミン神経細

胞が変性する運動失調疾患であり、核医学では 123I-MIBG による心筋交感神経機能評価や
99mTc-ECD, 123I-IMPによる脳血流評価が診断に有用とされ臨床利用されている。2014年 1月

に発売された 123I-イオフルパン(ダットスキャン)は、黒質線条体ドーパミン神経の分布密

度を可視化することが可能な SPECT 検査用の新薬であり、当施設では 2014 年 4 月より臨床

利用を開始している。 

今回、新たに加わったダットスキャン検査の PS及び DLB診断における有用性について 

検討する。 

 

《方法》 

2014年 4月以降、PS及び DLBが疑われダットスキャン検査を行った 100症例を対象とし、

検査を行った患者の背景、画像所見、画像診断報告書、臨床診断結果をもとに、他検査

(123I-MIBG による心筋交感神経機能や 99mTc-ECD や 123I-IMP による脳血流)の結果と比較検討

した。 

 

《結果》 

 パーキンソン症候群(PS)の診断において 123I-MIBGと同等の診断結果が得られた。 

また、ダットスキャンでの集積の左右差は、臨床症状を反映しているケースが多く診断に 

より有用であると思われた。レビー小体型認知症(DLB)の診断では、脳血流シンチではアル

ツハイマー型認知症(AD)と鑑別できない症例において、ダットスキャン検査によって鑑別診

断の可能性が示唆された。 

詳細については、当日会場にて報告する。 

 

《考察》 

 ダットスキャンは、他検査に比べて病態のより直接的な評価が可能であり、今後症例を重

ねて更なる検討の必要性はあるが、PS 及び DLB 患者の診断ならびに、定期フォローアップ

や治療効果判定に有用と思われる。 



DaT-SCANにおける整位が画像に与える影響の検討 

 国際医療福祉大学 保健医療学部 放射線・情報科学科 ４年 

○西澤健吾
ニシザワケンゴ

 横塚記代 

 

【目的】 

ドーパミントランスポーター(Dopamine Transporter；DAT)に高い親和性があり、パーキンソン症候群

(Parkinson’s Syndrome；PS)等の診断を目的とした製剤である 123I-イオフルパンの DaT シンチグラフィ

(DaT-SCAN)における整位や再構成条件の違いが画像に与える影響について検討する。 

【実験方法】  
123I 溶液とクエン酸ナトリウム溶液を用いて、放射能濃度比が脳実質：Normal 線条体＝1：8 と、脳実質：

Abnormal 線条体＝1：4 の頭部ファントムを作成した。傾きがなく、かつ回転中心に合わせた基準画像を

NaI(Tl)シンチレーションカメラ(ADAC 社)で SPECT 収集し、基準から Y 軸方向へ 10、20°、Z 軸方向へ 10、

20、30°、回転中心から1cmずらした状態で撮像した。再構成時のButterworth FilterのCutoff値を0.25、

0.50cycles/mm の 2 通りの画像を作成した。解析ソフト（DaTView）を使用し、左右線条体の集積の程度の

差を示す AI 値[％]を算出した。 

【結果・考察】 

図 1 にファントムを Y、Z 軸方向に傾けた時の角度と AI の関係

を、図 2 に回転中心を基準の位置から 1cm ずらした時の回転中

心と AI 値の関係を表したグラフを示す。 

Abnormal の方が Normal よりも Al 値が大きくなったのは、カウ

ントの少ない Abnormal で統計的雑音が大きくなり、自動抽出

ROI の精度が低下することが原因であると考える。また、

Abnormal、Normal の基準における AI はほぼ同じ値を示し、角度

が大きくなるに従って差が広がり、傾きが大きいほど AI 値の変動

が大きくなることが分かる。 

図2のグラフでは、図1と比較してAbnormalの変動が大きい。

右に 1cm ずれた場合、右の線条体は中心から離れ、左の線条

体は中心に近づくため、線条体と検出器の距離が変わる。これ

により、空間分解能は右の線条体で向上し、左の線条体で低下

することから、左右線条体の体積が変化したことが考えられる。 

 Butterworth Filter の Cutoff 値 が 0.25cycles/mm と

0.50cycles/mm での AI 値に差異はほぼないが、DaTView での

処理のし易さ、正確さを考慮すると、 0.25cycles/mmの方が適し

ていると感じた。 

 【結論】 

DaT-SCAN における頭部 SPECT 収集時の整位では、Y、Z 軸方向への傾きが大きくなるに従って基準

に対する AI 値の変動が大きくなり、回転中心から 1ｃｍのずれで AI＝31.8%となった。よって、Y、Z 軸は傾き

がない方がよく、特に回転中心を合わせた整位を行うことが重要であることがわかった。画像再構成時にお

ける Butterworth Filter の Cutoff 値は、0.50 cycles/mm よりも視覚的評価に適する 0.25cycles/mm の方が

望ましいことが分かった。 

Y 軸 

Z 軸 

図 1. Y、Z 軸方向の傾きと AI 値の関係 

 

図 2. 回転中心のずれと AI 値の関係 

 



リニアック更新に伴う放射化物の取り扱いについて 
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【背景 目的】 

平成 24 年 4 月障害防止法改正により医療用直線加速装置（以下リニアック）の放射化物が規制

対象へ追加された。また平成 26 年 3 月までの経過措置期間も終了したため、放射線治療装置に

おける放射化物の管理に関する学会標準に則り、リニアック更新に伴う放射化物の測定及び廃棄

について経験したので報告する． 

【対象装置及び測定対象】  

東芝メディカルシステムズ MEVATORON MD2/40 （SIMENS） 

平成 15年稼動開始 平成 26 年 9月 12日使用停止  

  〇ターゲット     （平成 17年交換歴あり，規制前メーカー引取り）   

〇ターゲット近傍部品 （ターゲットホルダ，散乱箔（一体），エンペローブ, 

1次コリメータ，偏向電磁石内の炭素鋼，三日月型シールド） 

〇フィルタ部     フラットニングフィルタ 

〇2次コリメータ    アッパーJAW，MLC 

〇ヘッド部遮蔽体 

【測定項目】 

 表面汚染密度の測定、 直接サーベイ測定  

（管理区域に関する放射性物質測定,床,天井，壁 本体，及び作業環境，空中放射性物質濃度） 

【測定機器】 

  NaI ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰタ（ｱﾛｶ・TCS-172） 

ＧＭサーベィメータ（ｱﾛｶ・TGS-13）低バックグラウンド放射能測定装置 （ALOKA LBC-4202B） 

【結果】 

   放射化対象物の放射能を,換算表を用い算出 

放射化物 主要材質 重量 

kg 

生成核種 測定値 

μsv/h 

測定値-BG 

μsv/h 

換算係数 

Bq/μsv/h 

重量補正係数 放射能 

Bq 

ターゲット W ターゲッ

ト 

0.2 W－187 1.55 1.47 1.0×104 1 14700 

ターゲットホ

ルダ。散乱箔 

タングス

テン合金 

3.6 CO-60 0.4 0.32 3.8×

105 

0.3 12160 

偏向電磁石内

シールド 

タングス

テン合金 

23 CO-60 0.36 0.28 3.8×

105 

0.3 31920 

                                          （抜粋） 

【まとめ】 

  廃棄物ドラム缶 4本使用 （内容量 約 60Kgにて） 

放射化物廃棄の記録を作成,放射化物を速やかに引き渡せるように,事前にスケジュールを 

打合せておくことにより保管廃棄設備を設けずに済む． 

（突発的事例にも対応できるよう余裕を持った計画を（台風の影響により集荷が延期になった）） 

  



17×17カセッテサイズ フラットパネル 

ディテクタ（FPD）を使用した頭部撮影の検討 
獨協医科大学病院 放射線部 
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１． 背景 

 当院では、2014年 9 月に 17×17inch カセッテサイズでワイヤレスのフラットパネルディテクタ

（以下 17×17FPD）を導入した。サイズが大きいため撮影可能範囲が広い反面、頭部側面撮

影において、グリッドセンターを合わせることが困難であった。また、今回小型サイズの FPDを

更に購入する予算はなかった。 

２． 目的 

 補助具を工夫し、17×17FPDを使用して、頭部撮影を行う。 

３． 使用装置 

FPD  CXDI-401C Wireless 17×17 inch（46×46cm）[Canon] 

グリッド MS-Xレイグリッド 46×46cm [MITAYA]   

補助具 スタイロフォーム（以下補助板）[ダウ化工株式会社] 

         10cm厚 大(130×60cm) 小(20×30cm) 

４． 方法 

撮影体位は仰臥位とし、SIDは 100cm とする。 

体幹背部に大サイズ、後頭部に小サイズの 10cm厚の補助板を置く。 

①頭部正面およびタウン撮影は、頭部下に FPDを置く。 

②頭部側面撮影は、頭部横にカセッテホルダで FPDを立てる。 

③頭部軸位撮影は、背部に更に 10cm厚の補助板を置き、後頭部の小サイズの補助板を 

  外し、頭部下に FPDを置く。 

５． 結果 

①FPDの位置を変えずに、頭部正面およびタウン撮影ができる。 

②グリッドセンターを中心に撮影できる。 

③容易に頭部軸位を撮影できる。 

６． 考察 

 FPDの位置を変えずに、頭部正面およびタウン撮影ができるため、カセッテ入れ替えによる

患者負担が少ない。ビュータイムが 1秒、サイクルタイムが 7秒ですぐに次の撮影ができ撮影

効率がよい。全ての撮影を CRから FPDに移行する際に、サイズにより撮影が困難な撮影部

位があった。2 つのサイズの FPDを導入するには、およそ 2倍のコストがかかるが、補助具を

工夫することで、1つのサイズの FPDで撮影が可能となった。 

７． 結語 

 17×17FPDを導入するにあたり、補助具を工夫することで、1つのサイズの FPDで撮影する

ことが可能となり、コストを削減し、業務効率が上がった。 



全脊椎撮影における撮影方向の検討 
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《目的》 全脊椎撮影は脊椎側弯症の診断に用いられる X線長尺撮影法の一つである。思春期側弯

症が最も多く、罹患者は女子が高い割合を占める。1年～半年に一度程度の定期撮影が行われ、頸

椎から骨盤部までの広い照射野が必要なことから、被ばく低減の手段が必要である。さらに、

ICRP103,2007 で乳腺の組織荷重係数が 0.12 に引き上げられたことをうけ、一般的な AP 撮影の乳

腺線量に懸念を抱いた。撮影方向を AP方向から PA方向に変更することで、乳腺と骨髄の線量変化

が予想され、これを基に PA 撮影の有効性を検討した。また、各条件時の画像への影響を調査し、

撮影方向やパラメータを考慮した全脊椎撮影法を検討した。 

《実験方法》 

［実験 1 椎体拡大・歪みの測定］  

FIDを変化させ人体ファントムを AP・PA撮影し、撮影画像より第 6頸椎、第 7胸椎、第 2腰椎、

第 5 腰椎の縦・横方向長さを測定した。さらに人体ファントムを CT スキャンし実測長を調査後、

拡大率を計算した。 

［実験 2 乳腺・骨髄の線量評価］  

胸部ファントムの寸法を参考にアクリル板を重ね、線量計を設置した。FID225cm、管電流 200mA

一定で管電圧を 80～120kVに変化させ S値が 200前後となるように撮影時間を調節し、決定された

条件にて AP・PA、乳腺・骨髄の線量を測定した。 

PCXMCを用いてシミュレーションを行い理論値を取得し、実測値との比較を行った。 

《結果と考察》 

［実験 1］ 椎体拡大・歪みの測定から、PA 撮影では X線斜入の影響が大きくなったが、X線管

固定ではなく照射範囲によって X線管の角度を変化させる手法で行えば低減できると考える。また、

長距離撮影では拡大の影響を低減することができた。 

［実験 2］ 乳腺・骨髄線量評価における実測結果を以下の図 1、図 2に示した。 

    
   図 1 管電圧変化による各臓器線量     図 2 撮影方向変更による骨髄・乳腺線量比 

高管電圧条件で PA 撮影を実施することで、乳腺線量が大きく低減できた。さらに骨髄線量の増

加は乳腺線量低減割合に比べ低くなった。今後の課題として、PA 撮影における整位の安定性、AP

および PA撮影での Cobb角計測値差異の確認が挙げられる。 



ポータブル撮影における感染の標準予防策 
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《背景・目的》 

当院では 2014年 4月、ポータブル撮影装置 5台のうち 1台を Computed Radiography（以下 CR）カ

セッテ積載型から Flat Panel Detector（以下 FPD）搭載型に更新した。 

その際複数枚の CRカセッテ使用から 1枚の FPDカセッテ使用へと運用方法が変わるため、感染の

標準予防策が不十分になることが危惧された。 

今回対策を検討しマニュアル化したので報告する。 

 

《方法》 

1. 院内の感染対策委員（日本看護協会感染管理認定看護師）に相談し、診療放射線技師に必要な

感染の標準予防策を確認する。 

2. ポータブル撮影を行う上で必要になる感染の標準予防策を CRカセッテ積載型から FPD搭載型に

準じたものに再検討する。 

3. 感染対策委員からのアドバイスおよび FPD搭載型装置に準じた感染の標準予防策を診療放射線

技師全員に周知徹底する。 

 

《結果・考察》 

1. 感染対策委員のアドバイスをもとに、診療放射線技師に必要となる感染の標準予防策をまとめ

た。 

2. FPD搭載型ポータブル撮影装置で撮影を行う際に必要となる感染の標準予防策をマニュアル化

した。 

3. 1、2を周知させるため診療放射線技師全員を対象とした勉強会を開催した。 

 

《結語》 

今回のポータブル装置更新は、医療安全に沿った感染の標準予防策を明確化する良いきっかけとな

った。 

今後更新予定である他のポータブル装置についても順次取り組んでいく。 



当院での一般撮影時における介助者の 

水晶体被ばく低減の検討 
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《 背景 》  

小児などの撮影を行う際に介助者が被検者のそばにいなければならない場合があるため、 

防護具や立ち位置などで被ばくがどのように変わるのか検討した。 

 

《 使用機器 》 東芝（制御装置：KXO－80G）（Ｘ線管：DRX－3724HD） 

RTI社製 半導体測定器 Piranha＋プローブ 

アルダーソン 人体ファントム 

0.7mm鉛当量防護グラス 

0.07mm鉛当量防護グラス 

眼鏡（ガラスレンズ）、（プラスチックレンズ） 

 

《 方法 》 

図のように患者の側面を 90°として 30°おきに管電圧、 

実験用眼鏡を変えて介助者の被ばく線量を測定し、角度や 

防護具をつける事でどの位被ばく低減できるのかを検討する。 

管電圧：80kV～140kV 

実験用眼鏡：上記の４種類 

SID：150cm  照射野：14㌅×14㌅ 

測定点：照射野中心から水平 60cm 上方に 20cm 

 

《 結果、考察 》  

どの角度でもガラス製の鉛グラス（0.7mm鉛当量）はほとんど被ばくを低減できていた。 

一般の眼鏡でも、ガラス製のものはある程度の遮蔽効果のあることがわかった。 

介助者の被ばくを減らすには、なるべく立ち位置は被写体の側面のほうが良い。 

 

          ＜道具を使った遮蔽効果＞                 ＜角度による効果＞ 

 



医療被ばく低減施設認定取得に向けた活動報告  
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【はじめに】 

放射線診療の信頼をより一層高めるために、世界では診断参考レベル（以下 DRL）を用いての被

ばくの最適化が活発に行なわれている。また国内では、J－RIMEが軸となり日本診療放射線技師会

を含めた各団体が国内の DRLを作り始めており今後の医療に少なからず影響を持つと思われる。 

 その日本診療放射線技師会では以前より独自の DRLであるガイドライン値を定め、医療被ばく低

減施設の認定を進めている。 

 当施設では、認定を取得し被ばくの最適化を進めることが診療の信頼性向上に有益であると判断

し、2013年 4月より活動を始めた。活動開始から約 2年が経ち書類審査は合格となった。2月中に

訪問審査を受ける予定である。今回はその実際の活動について報告する。 

【概要】 

医療被ばく低減施設認定の評価項目は多岐にわたるが、主な作業は下記のように考えられる。 

① 自施設の診療で用いられる放射線の性質と量を把握する。 

② 把握した量をガイドラインと比較して、最適化を検討する。 

③ 院内外で啓発活動をおこない、患者様に対して医療被ばくの説明ができる。 

④ 各部門でのマニュアル整備、見直し 

その他の項目として、機器管理を通常業務でおこなっているかどうか、また、放射線管理士と機器

管理士が在籍しているかが評価される。 

 当院は施設認定の評価表に沿って自施設のチェックし作業を定めた。まず放射線の実測定、算定、

及び院内での啓発活動から着手しデータが整ってからマニュアルの整備おこなった。 

（実測定、算定） 

Ｘ線撮影、透視…後方散乱を含めた入射表面線量、又は皮膚線量を求めるために、60cc 平行平板

型や 6cc指頭型の電離箱をアクリルスラブに直接乗せて測定する簡便な方法でおこなった。 

ＣＴ…100㎜のペンシル型電離箱を使用しΦ32cm、16㎝の PMMA（ﾎﾟﾘﾒﾀｸﾘﾙ酸ﾒﾁﾙ樹脂）ファントム

で CTDIを実測定、機器の表示値との比較をおこなった。 

ＲＩ…投与量から被ばく線量を推定するソフト（MIRD法）を使用し値を求めた。 

ＰＥＴ…CTDIは CT部門と同様の方法で測定、FDGからの被ばくは MIRD法で求めた。 

DRL を規定している ICRP 勧告でも、「DRL は患者の被ばく線量に関連して簡単に計測できる値で

なければならない。」とある。当院もそれに従い日本診療放射線技師会や日本放射線公衆安全学会

に確認しながらできるだけ簡便な方法を取った。 

（啓発活動、マニュアル作成） 

 昨年６月に院内全体への活動開始の報告をおこなった。その後は２か月に一度のペースで、院内

のどの職員も参加できるようにした放射線勉強会を開いている。また、ＣＴ検査部門では簡易説明

パンフレットの作成をした。 

検査マニュアルは既存のものを見直す作業をおこない、そこにガイドラインと対比させる線量と

実効線量を載せ、別に被ばくの基礎マニュアルと患者様への説明マニュアルも作成した。  
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[目的] 

 IVR手技における患者皮膚線量の課題は特に重要視されている。皮膚線量を増加させる原因の一つ

として拡大透視が挙げられる。中でも 16cm以上の拡大透視は高線量率となる。 

近年、ハードの特性上 Matrix Size が小さくなるので Large Display を用いれば拡大透視は不要

であるとの検討を行ってきた。しかし、拡大透視時の線量率増加がもたらすノイズ特性、空間分解

能の向上は無視できない。今回は Image Sizeを変化させたときの線量率の違いがもたらす画像特性

について検討を行ったので報告する。 

 

 [使用機器・機材] 

・Artis Zee BA Twin   SIEMENS 

・水ファントム 

・スリットファントム 

・微小球体ファントム 0.5mm 

 

[実験方法] 

① 寝台をアイソセンターから 15cm下方の高さにセットした。 

② 水ファントム 20cm分を寝台上透視視野内に配置、一定条件の下 Image Size 22cm、16cm時の透

視を行った。 

（使用した透視条件は心臓カテーテルで使用している透視条件をベースとした。） 

③ ②の条件のときに、何も置かないとき、IVR基準点の高さの視野中心にスリットファントム、微

小球体ファントムを置いたとき、それぞれ透視・透視保存を行い、装置に付帯している面積線量

計が表示した線量率を記録した。 

④ Image Size 22cm の時に 16cm 透視時と同等の線量率になるよう dose rate を設定して③を行っ

た。 

⑤ 水ファントム を 30cmに増やして②、③を繰り返した。 

⑥ image Jと MS Excelを用いて取得された透視画像よりノイズ特性と MTFを算出した。 

⑦ 算出された数値と透視時の線量率の値より、Image Size 22cm と 16cm の画像特性の比較、検討

を行った。 

※球体ファントムおよびスリットファントムは静止させた状態での評価のため、リカーシブフィル

タを OFFにして透視を行った。 

※面積線量計の値を記録したため、結果は相対的な評価とした。 

 

[結果・考察]  

発表スライドにて報告する。 


