
平成27年度

第11回  学術研究発表会

開催日時　　平成28年３月６日㊐
　　　　　　午前８：50開会（８：30受付開始）
　　　　　　
開催場所　　獨協医科大学
　　　　　　創立30周年記念館　関湊記念ホール
　　　　　　（下都賀郡壬生町北小林880）

一般社団法人　栃木県診療放射線技師会



　第11回学術研究発表会を開催するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　今回学術大会を開催することができましたことを、この場をお借りして感謝申し上げます。そして、楽しく充

実した発表会になりますよう皆さまからのご支援とご協力をお願い申し上げます。

　この学術研究発表会を開催して11年目を迎えることになりますが、この間に2011年３月11日の東日本大震災の

時は中止しましたので、開催回数は10回となります。開催回数を重ねることで本会の事業の中で最も重要なイベ

ントとして定着することができました。これもひとえに、会員と学生の皆さまのご協力の賜物だと思っておりま

す。あらためて無事に開催できることを感謝申し上げます。

　今年の演題数は、国際医療福祉大学の学生からの４演題を含め、24演題と過去最高の演題申し込みがあり、診

断部門、核医学部門、治療部門から多岐にわたる演題が集まりましたことを大変喜んでおります。お礼申し上げ

ます。また、昨年より学術奨励賞を設け、賞状及び記念品を添えて研究の成果を讃えることにしました。

　本学術研究発表会は、独創的（オリジナリティ）なものだけでなく、職能団体の研究発表会らしく、日常業務

のちょっとした工夫の紹介や日常の被ばく管理・患者の被ばく低減に関すること、最新装置の使用経験などの発

表をしていただきたいと思っています。また、各施設の若い技師の発表経験の場や国際医療福祉大学の学生、大

学院生の学習成果の発表の場としても活用していただければ幸いです。さらに、関東甲信越診療放射線技師学術

大会、日本診療放射線技師学術大会への発表のステップにしていただけたらと願っております。

　今回は、賛助会員のご協力により「最新CT」というテーマでランチョンセミナーを企画しました。また、第

24回参議院比例代表自由民主党公認候補者の日本診療放射線技師会理事、畦
あぜもとしょうご

元将吾氏をお迎えして、「放射線技

師と政治活動」について講演していただく予定です。多くの皆さま方に参加をしていただきたいと思っておりま

す。

　昨年10月１日から医療事故調査制度が開始されました。医療機関で診療行為に関連した予期せぬ死亡事故が

起きた際に使われる制度で、各施設でもAi（オートプシー・イメージング＝死亡時画像診断）が始まり、現場の

診療放射線技師が携わっていることと思います。そこで今回の教育講演（第３回卒後教育講座）では、「医療事

故調査制度におけるAiの役割」について、国際医療福祉大学准教授の樋口清孝先生にお話ししていただく予定で

す。運用方法などでわからないところがあれば、活発な意見交換をしていただければと思っております。

　今後も職能団体として、会員の皆さまと共に成長していけるように、情報の共有と放射線診療の知識と技術の

専門性を生かした有意義な学術研究発表会を目指していきたいと思っております。

第11回学術研究発表会の開催にあたって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　栃木県診療放射線技師会
会  長　小　黒　　　清



一般社団法人 栃木県診療放射線技師会
第11回学術研究発表会・平成27年度第３回卒後教育講座

〈平成28年３月６日（日）　会場：獨協医科大学  創立30周年記念館  関湊記念ホール〉

受　付

開会式

１．「胸部座位ポータブル撮影時のＸ線斜入防止の取り組み」

　　　　　　　　とちぎメディカルセンター下都賀総合病院　木村　和弘

２．「モバイルシステムのワイヤレスFPDを使用したポータブル撮影について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足利赤十字病院　三浦　孝明

３．「シミュレーションによるTriple Energy法の検証」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学　小保方　駿

４．「緊急被ばく対応における継続教育」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　半澤　堅治

５．「医療被ばく低減施設認定取得後の活動報告

　　　　　　　　　（サーベイヤー育成講習会への参加報告を中心に）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　福住　　徹

休　憩

8:30～

8:50～

9:00～ 9:50

9:50～10:00

座長：自治医科大学附属病院　佐　藤　裕　厚

研究発表Ⅰ 演題番号１～５



ランチョンセミナー
〈特別講演〉

「診療放射線技師と政治活動」
　日本診療放射線技師連盟　副理事長　畦 元　将 吾 先生

〈ランチョンセミナー〉

「最新CT」
　　・東芝メディカルシステムズ株式会社
　　・シーメンスヘルスケア株式会社

６．「SPECT/CTにおける画像重ね合わせ精度の検証」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済生会宇都宮病院　石川　明敏

７．「当院の心臓サルコイドーシスPETについて」

　　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学附属病院　芦崎　道太

８．「骨シンチグラフィにおける陽性像検出に関する基礎研究」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学　木村　一葉

９．「心筋ファントムを用いたテクネ投与量の検討」

　　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学附属病院　川嶋　友彰

10．「３検出器型SPECT装置更新とその使用経験」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　大塚　弘晃

11．「３検出器型SPECT装置の更新に伴った

　　　　　　　　123I-IMP脳血流SPECTにおける減弱補正の検討」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　　今井　香月

12．「新旧３検出器型SPECT装置におけるDAT-SPECT画像及びSBR値の比較検討」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　　今野　智司

休　憩

10:00～11:10

11:10～11:20

11:20～12:50

座長：足利赤十字病院　長　瀬　光　臣

研究発表Ⅱ 演題番号６～12



休　憩

休　憩

13．「vHPを用いた被曝低減の基礎的検討 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮記念病院　　黒澤　孝史

14.「経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）におけるCTの役割」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　　手塚　昭伍

15.「大動脈STENT内挿術におけるハイブリッド手術室の使用経験」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　　押久保光司

16.「管電圧変化による防護用プロテクターの遮蔽能力の検討」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那須赤十字病院　　阿部　直央

17.「回転型強度変調放射線治療（VMAT）における

　　　　　　　膀胱用超音波画像診断装置による膀胱容量測定の有用性」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　今井　弘明

 18.「膀胱造影における撮影条件の最適化」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　　金田　幹雄

休　憩

12:50～13:00

13:00～13:50

13:50～14:00

14:00～15:00

15:00～15:10

座長：済生会宇都宮病院　手　塚　洋　一

研究発表Ⅲ 演題番号13～18

第３回卒後教育講座

「医療事故調査制度におけるAiの役割」
　国際医療福祉大学 保健医療学部
　　　　放射線・情報科学科 准教授　樋口清孝  先生



19．「DWIBS検査、導入から現状まで」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足利赤十字病院　中室　智之

 20.「MRCPにおける市販飲料の陰性造影効果と撮影条件の検討」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野厚生総合病院　江原　信隆

 21.「飲料水の種類がMRI画像の信号強度に与える影響について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学　峯岸　優太

 22.「Aiにおける死後MR画像の温度による特徴　ー肝臓と腎臓の信号変化ー」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学　渡部　香純

 23.「自作ファントムを用いた前立腺検査におけるDWIシーケンスの比較」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　遠藤　崇文

 24.「頭頸部領域における乳幼児専用Pediatric 16ch Coilの有用性」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨協医科大学病院　池間めぐみ

閉会式：「学術奨励賞」表彰

15:10～16:10

16:15～

座長：栃木県立がんセンター　大　野　秀　幸

研究発表Ⅳ 演題番号19～24

当日、受付（８：30～）の際に申し出た方には、先着100名で

弁当引換券をお渡しします。なお、弁当を希望せずとも、ラン

チョンセミナーには参加できます。

ランチョンセミナーの弁当引換券について



講師略歴

平成27年度　第３回卒後教育講座

「医療事故調査制度におけるAiの役割」

国際医療福祉大学 保健医療学部 放射線･情報科学科 准教授   樋口   清孝 先生

［略歴］

平成８年　　鈴鹿医療科学技術大学 保健衛生学部 卒業

平成８年　　国立津病院（現：三重中央医療センター）・他 勤務（非常勤）

平成10年　　鈴鹿医療科学技術大学大学院 医療画像情報学研究科 修了（保健衛生学修士）

平成10年　　国際医療福祉大学 保健学部（現：保健医療学部）専任教員

平成12年　　（社）栃木県放射線技師会 第一地区 幹事

平成18年　　新潟大学大学院 医歯学総合研究科（臨床病理）修了（医学博士）

平成18年　　（社）栃木県放射線技師会（現：（一社）栃木県診療放射線技師会）理事

平成19年　　日本医用画像管理学会 理事

平成20年　　（社）日本放射線技師会（現：（公社）日本診療放射線技師会） Ai活用検討委員会 委員（現：委員長）

平成26年　　（公社）日本医師会 小児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業運営会議 委員

■教育講演

「診療放射線技師と政治活動」

日本診療放射線技師連盟　副理事長   畦元    将吾 先生

［略歴］

昭和55年　　国際医学総合技術学院（現：岐阜医療科学大学）診療放射線技師科 卒業 

昭和55年　　社会保険広島市民病院（現：広島市民病院）放射線科 勤務

昭和60年　　GE横河メディカルシステム株式会社（現：GEヘルスケア･ジャパン株式会社）入社

昭和64年　　岐阜医療短期大学 診療放射線技師学科 非常勤講師

平成２年　　立命館大学工学部 研究生

平成５年　　東邦大学医学部 放射線医学第二講座 研究生

平成11年　　株式会社AZE設立 代表取締役社長（現：最高顧問）

平成13年　　広島県立保健福祉大学 放射線撮影機器工学 非常勤講師

平成16年　　東邦大学医学部 客員講師

平成25年　　日本診療放射線技師連盟 理事（現：副理事長）

平成26年　　（公社）日本診療放射線技師会 理事

平成27年　　自民党広島県ふるさと振興支部長

■特別講演



５地区1

とちぎメディカルセンター下都賀総合病院　放射線科

《目的》

　胸部座位ポータブル撮影の場合、患者に対して上下左右にＸ線が斜入してしまうケースが多く誤診の原因になり

かねない。そこで今回、患者に対してＸ線の斜入を防げるような撮影補助具（以下、補助具）の作成を試みた。

《方法》

①以下の条件をふまえて補助具を作成する。

　•管球の後ろ側から見て患者に対して球管が垂直であることが一目瞭然である。

　•照射野ランプの光を利用する。

　•持ち運びが簡単で、脱着が容易である。

　•極力Ｘ線の透過率がよく、身近にある物で作成できる。

②斜めに置いた自作ファントムに垂直入射できるか確認する。

　自作ファントムを垂直にて撮影した画像を基準とし、自作ファントムを任意の角度にに傾けたのち、それに

垂直に入射できるよう作成した補助具の有りと無しの両方撮影し３つの画像を比較する。

③実際の症例に対して使用し、以前の画像と比較し斜入が抑制されているか確認する。

《結果》

　自作ファントムによる斜入確認試験により撮影補助具として使用可能と判断できた。

　実際の症例に対して補助具を使用して撮影を行ったところ、以前の画像と比較して斜入防止効果があると判断

された。しかし、病室の明るさによっては照射野ランプの光では斜入の判断が付けづらい症例もあった。

《考察》

　作成した補助具はＸ線斜入防止のための補助具として有効に使えると思われるが、使用の前に補助具使用時の

照射野の見え方と判断のポイントを覚える必要があることや、照射野ランプの輝度に依存してしまうことなど、

問題点もあがった。

胸部座位ポータブル撮影時の
Ｘ線斜入防止の取り組み

○木村和弘・斉藤　稔・高田英明・大垣拓史・手塚雄一
きむらかずひろ



４地区2

　2004年５月より使用してきたポータブル装置の老朽化に伴い、2015年10月、CR撮影からFPDを使用
したDR撮影へと更新が行われた。機種導入に当たって、ワイヤレスFPD搭載一体型ポータブル装置
と、通常のポータブル装置にワイヤレスFPD（CALNEO　smart）+ノートPC型コンソール（Console 
Advance）を組み合わせたセパレートタイプの２つのシステムの検討から行った。一体型ポータブル
装置に比べセパレートタイプのメリットとしては、①購入コストを低く抑えることができる。②ポー
タブル装置がコンパクトである。③防水機能を持ったFPDとの組み合わせが可能であった。④DR撮
影、CR撮影が共に容易である。⑤他のポータブル装置を使用しても、DR撮影が可能である。デメリッ
トとしては、①撮影条件の設定を手動で行う必要がある。②装置の充電をポータブル装置とノートPC
型コンソール個々で行う必要がある。③パネルやバッテリーなどの収納部を独自に考えなければなら
ない。以上のことが考えられた。
　この中でも、CRからDRへの変更は、高額なFPDや通信設備費用がかかるため、より低コストの装置
が要求されたこと、また病棟撮影ではカセッテが液体に触れることが多く、１患者ごとの消毒が必要
であることなどを重視し、低コストで防水性を備えたセパレートタイプの導入を決定した。現在使用
を開始して数ヶ月経過したが、当院のシステムとその使用経験について紹介する。

［ポータブル撮影システム］
　　ポータブルX線撮影装置：SIEMENS  MOBILETT XP Hybrid
　　ワイヤレス間接変換FPD：CALNEO  Smart  C47（14×17インチモデル）

CALNEO  Smart  C12（四切サイズモデル）
　　画像処理ユニット：ノートPC型Console Advance
　　電子カルテシステム：富士通 HOPE EGMAIN‒GX
　　RIS：富士通 HOPE DrABLE-EX
　　オーダー受信、画像送信方法：院内設置の電子カルテ用無線LANを使用。

モバイルシステムのワイヤレスＦＰＤを
使用したポータブル撮影について

足利赤十字病院　放射線診断科部

○三浦孝明・須藤昌彦・蛯原恵莉子・川上凌平・阿部靖子
みうらたかあき



学　生3
シミュレーションによるTriple Energy法の検証

国際医療福祉大学　保健医療学部　放射線・情報科学科

《目的》
　Dual Energy法の場合、信号の消去が可能なのは１種類の物質のみである。しかし、エネルギーの種類を多くす
ることで、信号の消去が可能な物質が増えると考えられている。そのため、３種類のエネルギーのＸ線より得ら
れた画像を用いることで、画像上に存在する３種類の物質のうち、２種類の物質を同時に消去することは可能か
どうかを検討する。

《検討方法》
　コンピュータシミュレーションでは線スペクトルＸ線、検証実験では連続スペクトルＸ線により得られた画像
を作成した。その後、理論式から係数を算出し重み付け減算処理を行うことにより、画像上から２種類の物質を
消去できるかどうか検証した。

《結果》
　コンピュータシミュレーションでは３種類の画像を用いて重み付け減算処理を行うことにより、軟部組織陰
影、骨陰影、ヨード陰影のみを残存させた画像が得られた（図１）。
　検証実験では、残存させる物質により他の物質の消去の度合いは異なるが、特定の物質を強調した画像を作成
することが出来た（図２）。

《考察》
　線スペクトルのX線を用いてTriple Energy法を行えば、理論式から係数の算出が可能であるため、信号の完全な消
去が可能であると考えられる。しかし、実機を用いた実験では連続スペクトルのＸ線であるため、係数が複雑化し
理論的に求めることが不可能であった。また、軟X線が関与してくるため完全な信号の消去が難しかったと考える。
　今回の方法では、Triple Energy法を行うために一般撮影３回分の被ばくが必要となることや、減算処理を行う
と、画像の性質上ノイズの増加が避けられないため、実用化を図る上では、デジタルフィルタなどを用いること
でノイズ低減を行う必要がある等の課題が考えられる。

○小保方駿・下山唯斗
おぼかたしゅん しもやまゆいと

図１．コンピュータシミュレーションでの元画像および重み付け減算処理後の画像
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図２．検証実験での元画像と重み付け減算処理後の画像



２地区4
緊急被ばく対応における継続教育

獨協医科大学病院　放射線部

《背景及び目的》
　福島第一原発事故での経験から、本県の様に原子力関連施設立地県でなくとも、緊急被ばくへの対
応が必要となることがわかり、当施設における対応システムの構築を目的として、対応メンバーの育
成及び対応マニュアルの作成を行った。しかし、５年の月日が経ち忘れ去られようとしており、メン
バーの意識も低下傾向にある。
　今後も起こり得る不測の事態に対応可能としておく為には、緊急被ばく対応のシステムを維持する
ことが重要であり、既存メンバーへの定期的な研修や訓練を通しての技術やモチベーションの維持、
また、次世代に継承していく為に、新たな人材育成が必要である。

《方法》
　•年間活動計画を作成し、役割を明確にする。
　•新規メンバーを募集し、既存メンバーによる教育を行う。
　•緊急被ばく対応のシミュレーションによる実技訓練を行う。
　•部内及び院内においての啓発活動を行う。

《結果》
　•年間計画を立て、役割を明確化したことにより、メンバーは自らの役割を認識し自立して活動に
取り組むようになった。

　•新たに３名の放射線技師と２名の看護師が対応メンバーの一員となった。
　•実際を想定したシミュレーションを行うことにより、知識や技術の確認及び、緊急被ばく対応マ
ニュアルの内容を確認し修正点を見出すことができた。

　•啓発活動の一環として、緊急時におけるリスクコミュニケーションについて勉強し報告すること
により自己啓発にもなった。また、今後の課題が明らかになった。

《考察》
　今回、新規メンバーの育成を通して、既存メンバーは初心を思い出すことができ、モチベーション
の維持につながった。また、看護師をメンバーに迎えたことにより、実際の対応を想定したシミュ
レーションを行うことができ、様々な問題点が明らかとなり修正することができた。今後の課題は、
リスクコミュニケーションスキルの習得であり、医療被ばく相談対応などにも有用と思われる。

○半澤堅治・今野智司・新井和浩・大塚弘晃・押久保光司・加藤人司・栗山奈保

　大柿勇人・日高　優・白坂英郎・手塚昭伍・山崎伸哉・野村利治・小黒　清

はんざわけんじ こんのさとし あらいかずひろ おおつかひろあき お し くぼ こ うじ かとうひとし くりやまなお

おおがきはやと ひだかすぐる しらさかひでお てづかしょうご やまざきしんや のむらとしはる おぐろきよし



２地区5

獨協医科大学病院　放射線部

　2015年６月J-RIME（Japan Network for Research and Information on Medical Exposures:医療被ばく

研究情報ネットワーク）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（Diagnostic 

Reference Level:診断参考レベル）を正式に発表された。これは大きな話題として取り上げられ国内の

医療被ばくへの関心は高くなった。また、海外では同じく2015年６月Lancet Haematology誌に放射線

業務従事者に対する大規模調査の結果が報告された。それによると長期低線量被ばくと白血病のリス

クには極めて低い線量域でも相関性があり、わずかではあるがリスクの増加が確認されたとのことで

あった。これらの動きは今後の国内医療に少なからず影響を持つと思われる。

　その中で日本診療放射線技師会は以前より独自の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。

　当施設は医療被ばくの最適化を推し進めることで診療に対する更なる信頼獲得を目指し、2013年４

月より活動を始め約２年後の2015年６月に医療被ばく低減施設認定を取得した。

　今回、学術発表の場ではあるが当施設での認定取得後の活動としてサーベイヤー育成セミナーに参

加したので報告をする。

　審査する側の考え方を理解することで、この認定が難しくはないこと、落とすためのものではない

こと、この活動が病院にとって有益であることを知っていただきたい。この報告により多くの県内施

設が医療被ばく低減施設認定に興味を持っていただければ幸いである。

○福住　徹・後藤和則・諏訪一馬・久保　誠

医療被ばく低減施設認定取得後の活動報告
（サーベイヤー育成講習会への参加報告を中心に）

ふくずみとおる ごとうかずのり す わ か ず ま く ぼ ま こ と



３地区

SPECT/CTにおける画像重ね合わせ精度の検証
6

済生会宇都宮病院　核医学診療課

《目的》

　SPECT/CT装置においては、メーカーによりSPECT画像とCT画像の相対的位置ずれは最小となるよう

調整されている。今回JESRA X-0051*B-2009に従いSPECTとCTによる画像重ね合わせの精度について検

証したので内容を報告する。

《使用機器》

　SPECT/CT　SymbiaT6（SIEMENS）線状線源２本　　自作ファントム　鉛ブロック

《方法》

　①寝台に荷重をかけない状態で自作ファントムのSPECT収集、CT撮影を行う。

　②ファントムより寝台先端側に鉛ブロックによる荷重をかけ、SPECT収集・CT撮影を行う。

　③ファントムより寝台手前側に鉛ブロックによる荷重をかけ、SPECT収集・CT撮影を行う。

　④それぞれについてAxial,Saggital,CoronalのFusion画像を作成する。

　⑤Fusion画像より、ファントム中心から10cm離れた４点（A～D点）におけるSPECT画像とCT画像の

重心の位置ずれを計測する。

《結果》

　Axialの結果は以下のとおりであった。実際の画像とその他の断面の結果については当日お示しいた

します。

《考察》

　①寝台に荷重をかけない場合、Fusion画像にずれはみられなかった。

　②寝台に荷重をかけた場合、位置ずれはXYZ軸すべての方向に生じていた。

　③寝台先端側に荷重をかけた方が手前側に荷重をかけた方より位置ずれが大きかった。従って臨床

において体幹部の検査ではFF、頭頸部の検査ではHFでの検査が望ましいと考察される。

　④定期的な検証のためには荷重をかける位置およびファントムの配置を考慮する必要がある。

いしかわあきとし きみじまけんいち いとうあいこ さいとうめぐみ

○石川明敏・君嶋賢一・伊藤愛子・斉藤　恵
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５地区7
当院の心臓サルコイドーシスPETについて

自治医科大学附属病院　中央放射線部

《背景》
　2012年４月の診療報酬改定において、FDGポジトロン断層撮影（FDG-PET）を用いた心臓サルコイドーシ
スにおける炎症部位の診断が健康保険診療として採用された。
　サルコイドーシスは全身性の疾患のため、心臓のほか全身撮影が必要とされる。また、心臓部位の再構成
においては、心筋血流 SPECT 等の比較から心筋の短軸像・垂直長軸像・水平長軸像の作成やBull’s Eye 表
示が理想であるが、FDGの心筋集積が完全抑制された場合や病変部に限局している場合、これらの再構成
やBull’s Eye 表示が難しくなる。

《目的》
　背景より今回は、当院での心臓サルコイドーシスPETの撮影方法、再構成、Bull’s Eye 作成方法などを紹介
する。

《撮影・画像作成方法》
　FDGは癌細胞や炎症細胞に集積亢進されることは知られているが、心筋はグルコースをエネルギー源
として利用するため、心臓サルコイドーシス PET においては、心筋への FDG（グルコース）の生理的集積
を抑制することが、炎症部位と正常部位の鑑別には重要なポイントとなる。そのため癌細胞を目的とす
る FDG-PET（CT）とは違った前処置（絶食時間など）が必要となる。
　１．FDG投与前の絶食時間は 22 時間で、検査前夜の食事は低炭水化物を推奨している。
　２．水分はお茶系を禁止、水だけとしている。
　３．ヘパリン前投与は行っていない。
　４．撮影は FDG投与後１時間に両手を拳上して心臓を含めた胸部（２bed）を撮影し、続けて両手を下

げて全身（頸部から膝まで 10 から 11bed）を撮影している。
　５．PET データの再構成は PET-CT 装置（Biograph16 SIEMENS 社）で行い、心筋の３方向（短軸像・垂直

長軸像・水平長軸像）の作成を AC-CT データを用いてシーメンス社製の Symbia-net で作成して
いる。

　６．Bull’ s Eye 表示は株式会社 AZE『隼』（提供：日本メジフィジックス株式会社）心臓解析パッケージ
（Heart Risk View）で作成している。

《結語》
　１．当院での心臓サルコイドーシスPETの検査数は 2015 年12月迄で100 件を超えたところである。
　２．全検査の約57％にFDGの心臓集積を確認した。
　３．当初は FDG 投与前の絶食時間を18 時間で水分もお茶を可能とし、FDG 投与15分前にヘパリン投与

を行っていたが、現在は 22時間絶食と前夜の低炭水化物食、水分は水だけで、ヘパリン投与は行って
いない。

　４．心臓３方向の再構成は肝臓を含めた撮影範囲のほうが作成しやすい。
　５．課題としては、撮影時間の短縮である。一般的なFDG-PET 撮影時間に比べ心臓サルコイドーシスPET 

の撮影時間は長く40 分ほどかかり、体格やデリバリーFDGの投与量によっては 50 分近くかかってし
まう。

○芦崎道太・江崎　徹・大和田亮・川嶋友彰
あしざきみちお



学　生8

《目的》
　骨シンチグラフィの製剤は尿で排泄されるため、骨腫瘍が膀胱付近にあった場合に膀胱内の尿量の影響
で陽性像検出が困難なことがある。そこで、骨腫瘍の大きさや濃度、膀胱内の尿量や膀胱と骨腫瘍との距離
と膀胱付近に存在する骨腫瘍検出の判断が可能な状態を明らかにした。

《実験方法》
　骨腫瘍の径は４,８,12mmφ、濃度は200,500,1000kBq/ml、膀胱から
の距離は０cm（密着）,1.1cm,2.2cm,3.3cmとなるようにファントムを
作成した。正常骨の容量は20mlで濃度は100kBq/ml、膀胱の尿量は
50,150mlで濃度は200kBq/mlとなるように調製した。これらを図１の
ように配置し、プリセットカウント1000kcounts一定で収集した。収集
画像の骨腫瘍、膀胱、正常骨にROIを取り、測定した総カウント（n=
３以上）で客観的評価を行った。主観的評価として、各条件の画像を
ランダムに並び替え、10人の方の協力を得て、LROC解析を行った。

《結果・考察》
　客観的や主観的な評価において50ml膀胱に隣接した腫瘍は、８mmφで
1000kBq/ml、12mmφで500kBq/mlと1000kBq/mlのみ検出可能であった。
距離を変えた場合は、客観的評価では変化が見られなかった。しかし、主
観的評価では膀胱から遠距離にある骨腫瘍ほど検出しやすくなることが分
かった。50ml膀胱では低濃度の骨腫瘍でも2.2cm以上離れた場合、150ml
膀胱では高濃度の骨腫瘍に限り2.2cm以上離れた場合で、検出可能になる
ことが分かった。
　大きくかつ濃度が高い骨腫瘍であるほど検出しやすかったのは、骨腫瘍/
膀胱カウント比が高かったためであり、膀胱に密着した骨腫瘍で検出可能
となった場合の骨腫瘍/膀胱カウント比は約1.58倍以上あった。膀胱の尿量
が少ない方が検出しやすかったのは、膀胱のカウントが減少し、骨腫瘍のカ
ウントが上昇したためであると考えた。小さい骨腫瘍や膀胱の尿量が多い
場合でも距離が2.2cm以上離れると診断可能になったのは、膀胱と骨腫瘍
が分離されたためであると考えられる。50ml膀胱に密着した骨腫瘍が検出
可能になる骨腫瘍/膀胱カウント比が約1.58倍以上であったが、2.2cm以上
離れた場合では約1.10倍以上と基準が下がった（図２）。150ml膀胱におい
ても2.2cm以上離れた場合では約0.99倍以上で検出可能になった。

《結論》
　膀胱内の尿が少量である場合は、膀胱から2.2cm以上分離させることで、骨腫瘍/膀胱カウント比が約
1.10倍以上の骨腫瘍は発見可能である。膀胱内の尿が多い場合は、膀胱から分離させなければ骨腫瘍の
検出は難しく、かつ骨腫瘍/膀胱カウント比が約0.99倍以上必要である。これ以下ではSPECT像の撮像や
画像処理、膀胱の尿量による影響を減らす方法等が必要になる。

○木村一葉・横塚記代
きむらかずは よこつかのりよ

骨シンチグラフィにおける
陽性像検出に関する基礎研究

国際医療福祉大学　保健医療学部　放射線・情報科学科

¬ V¶�j
¬図１．配置図

図２．膀胱からの距離とカウント比
　　（上は50ml、下は150ml尿量時）



５地区9
心筋ファントムを用いたテクネ投与量の検討

自治医科大学附属病院　中央放射線部

《目的》

　当院では安静先行テクネ一日法を用いて負荷心筋シンチ検査を施行している。投与量は安静時200 

MBｑ、負荷時740 MBｑと差を設け安静時の影響を小さくし負荷時撮影でのコントラストを維持してい

る。しかしこれにより、安静時の画像は低投与量になり画質が劣化している。

　本研究の目的は、心筋静態ファントムを用いて安静時の投与量で得られる画像の妥当性を検討する

ことである。

《方法》

　前壁と中隔に10mmの欠損部を作成した心筋静態ファントム（京都科学社製：RH-Ⅱ型）に15MBｑ

（投与量1000MBq相当）の99mTc0₄-溶液を封入した。放射能量による画像の違いを把握するために、

15MBｑ（投与量1000MBq相当）～0.09375MBq（投与量6.25MBq相当）を減衰により変化させ、

SPECT収集と減弱補正用X線CT（Attenuation Corrected Computed Tomography; AC-CT）を撮影した。

使用機器はSymbiaＴ2（SIEMENS社製）、SPECT条件はMaｔrix size64×64、Zoom：1.45倍、対向180°

収集、30 view、30 sec/view、近接楕円軌道、Step＆Shoot、コリメータLEHRである。評価は8.5MBq

（投与量566.7 MBｑ相当）のもの120 sec/viewで撮影したものを基準とし、放射能量毎の短軸像で欠

損部の描出されたスライスに対し円形のプロファイルカーブを作成し比較を行った。

《結果》

　2.25MBｑ（投与量150 MBｑ相当）以上の投与量で欠損の描出を確認。

《考察・結論》

　投与量の低下により統計ノイズが増加し、欠損部の再現性が低下した。３MBｑ（投与 200 MBｑ相当）

以下の投与量においても欠損の描出を確認することができたが、心筋への取り込みに個人差があること

を考慮すると現在の投与量 200 MBｑを支持する結果が得られたといえる。

《課題》

　今回の実験で心筋静態ファントムを用いているため、臨床で起こる体動や拍動などにより画質の低下

を考慮していない。これらは今後の課題とする。

○川嶋友彰・江崎　徹・大和田亮・芦崎道太
かわしまともあき えさきとおる おおわだりょう あしざきみちお



２地区10
３検出器型SPECT装置更新とその使用経験

《はじめに》
　３検出器型SPECT装置は、一つの検出器が120°回転するだけで360°に相当するデータが収集できる。
よって、２検出器型SPECT装置と比較して、同等の画質では検査時間を短縮することが可能であり、同
等の検査時間なら画質を向上することが可能である。
　当施設では、1993年に導入された３検出器型SPECT装置GCA-9300Aで脳及び心筋のSPECT検査を
行ってきた。設置から20年を超過して装置も老朽化していたが、全身用の２検出器型SPECT装置では
同等の画質を得ることが難しいため、機器更新が出来ずにいた。
　しかし、待望の後継機種である３検出器型SPECT装置GCA-9300Rが発売され、2015年10月に更新と
なった。ハード面での大きな変更点は無いが、画像解析及び出力システムが一新されたため、使用経
験を報告する。

《新装置の構成》
　SPECT装置：東芝社製GCA-9300R　　 画像解析装置：Vitrea　出力装置：GMS7700A

《新装置への移行について》
　当施設では、２検出器型SPECT装置SymbiaEが既に稼働していたため、GCA-9300Rの導入の際に画像
解析装置の他に２検出器と同形の出力装置GMS7700Aを追加して、２検出器型と同じ出力フォーマッ
トを作成することで、出力形態を統一した。

《更新に伴う変更点》
　•新装置の画像解析では、出力装置を追加したことで作業工程は増えたが、実際の作業時間が短縮
して業務効率が改善した。

　•出力フォーマットを統一することで、各検査をどの装置で行っても比較が容易となり、再現性が
向上した。

　•脳及び心筋のSPECT検査は問題なく移行できたが、Dynamic収集の設定がないため、旧装置で行っ
ていた小児の腎臓や肝胆道などの検査は他装置で行うこととなった。

《まとめ》
　旧装置で可能であったDynamic収集が行えない問題については、今後のメーカー対応が期待され
る。
　装置導入に伴う様々な変更点の対応に苦労したが、３検出器型SPECT装置を更新することができた。
今後は、装置の能力を最大限に引き出すために、メーカーと共同で検討していくことが必要だと考え
られる。

獨協医科大学病院　放射線部
○大塚弘晃・今井香月・山崎伸哉・今野智司・笹沼幸則・新井和浩
おおつかひろあき いまいかづき やまざきしんや こん のさとし ささぬまゆきのり あらいかずひろ



２地区11

《背景及び目的》
　当施設における123I-IMP脳血流SPECT検査では、全症例、IMP-Graph Plot法による定量を行っている
が、定期的なフォローアップを要する被検者が多いため、再現性の高い検査データを提供することが
重要である。
　当施設では2015年10月に３検出器型SPECT装置を更新した。画像再構成に用いる減弱補正法は、旧
装置9300AではSorenson法を採用し、減弱補正係数：0.146、自動輪郭抽出閾値：７％を使用していた
が、新装置9300RではSorenson法の設定がなく、Chang法のみとなっている。そこで今回、新装置に
おける減弱補正法の至適条件を求めることを目的とし、減弱補正法の変化が検査結果に与える影響を
検討したので報告する。

《使用装置》
　SPECT装置：東芝社製GCA-9300R　　　　　使用コリメータ：LMEHR-FAN
　画像解析装置：Vitrea　　　　　　 　　　　Φ16cm円柱プールファントム

《方法》
　１．123I-IMP（74MBq前日検定）を封入した均一なプールファントムを作成しSPECT収集を行う。
　　　同一のプロジェクションデータを使用し、減弱補正の条件（減弱補正係数μ値）のみを変えて

画像再構成を行い、それぞれについてプロファイルカーブおよび視覚評価にて検証する。
　２．123I-IMP脳血流SPECT検査に加えて頭部CT検査も実施している症例を20例ピックアップしCTAC

処理を行う。
　　　CTACによる輪郭抽出画像のX-Y軸長と比較し、視覚的にも最も近似する自動輪郭抽出の閾値を

検証する。

《結果》
　１．プロファイルカーブの平坦度およびSPECT画像の同一面内中の均一性を視覚評価した結果、最適

μ値は0.11であった。
　２．20症例を検証した結果、最適な自動輪郭抽出の閾値は12%であった。

《考察》
　Chang法はSorenson法より中心付近のカウントが過補正になる傾向があることが知られてはいたが、
メーカー推奨の線減弱係数μ値は両法とも123Iの理論値0.146であった。しかし実際には中心部に過補
正傾向が見られ、新装置においてはμ値0.11が最適であった。また、自動輪郭抽出に用いるデータや
フィルタ処理の変更に伴い、閾値も検討する必要があり、CTACから導きだした閾値12％を採用するこ
とにより安定した輪郭抽出が可能と考えられる。

《結語》
　装置更新の際は、メーカー推奨のみに頼らず、自施設にて実験し検証を行うことが重要である。

○今井香月・大塚弘晃・山崎伸哉・今野智司・笹沼幸則・新井和浩
おおつかひろあきいまいかづき やまざきしんや こん のさとし ささぬまゆきのり あらいかずひろ

３検出器型SPECT装置の更新に伴った
123I-IMP脳血流SPECTにおける減弱補正の検討

獨協医科大学病院　放射線部



２地区12

《背景及び目的》
　線条体におけるドパミントランスポーター（DAT）の分布を可視化するDAT-SPECT検査は、脳血流
SPECT検査と同様に定期的なフォローアップを要する患者が多く、データには再現性が要求される。当
施設では2015年10月に３検出器型SPECT装置を更新した。新旧両装置の検出器は同等の性能である
が、変更点として、DAT-SPECT検査に使用するコリメータをLMEHR-FANとしたことと、画像解析及び
出力装置も更新したことが挙げられる。
　今回、新装置におけるDAT-SPECT検査の最適条件を求めることを目的とし、装置更新がDAT-SPECT
画像とQSPECT-DATSCANによるSBR値（Specific Binding Ratio）にどのような影響を与えるかについて
検討したので報告する。

《使用装置》
　旧SPECT装置：東芝社製GCA-9300A
　　　　　　　　コリメータ：LMESHR-FAN　画像解析及び出力：GMS5500PI
　新SPECT装置：東芝社製GCA-9300R
　　　　　　　　コリメータ：LMEHR-FAN　  画像解析：Vitrea　出力：GMS7700A
　ファントム：線条体ファントム（製造：エム･エヌ･ピイビジネスサポート株式会社/NBS）

《方法》
　１．線条体ファントムを新旧両装置にて収集し、臨床の処理条件（FBP，減弱補正無し，散乱線補正

無し）を用いて、それぞれ処理を行い画像評価する。また、QSPECT-DATSCANを使用して、そ
れぞれのSBR値を算出し比較する。

　２．新装置にて画像処理条件をFBP、OSEM、３D-OSEMの３種類を用い、それぞれ減弱補正と散乱
線補正の有り無しで条件を変え、画像を再構成し比較する。

《結果》
　１．分解能は旧装置が優れており、新装置は感度が高い、という結果となった。SBR値は、

QSPECT-DATSCANを使用することで同等の結果が得られることが期待されたが、実際にはROIの
位置により異なる数値を含む結果となった。

　２．従来の処理条件では、コリメータ性能に応じて旧装置よりも分解能の低下がみられたが、３
D-OSEM法を使用することにより分解能、コントラストとも良好な画像となった。

《考察》
　新旧装置は基本性能が同等であるため、分解能と感度の違いは使用するコリメータ性能を反映した
ものだと考えられる。３D-OSEM法によって位置分解能が飛躍的に向上し、結果として高い分解能とコ
ントラストが得られたと考えられる。

《結語》
　新装置では、LMEHR-FANコリメータと３D-OSEMとの組み合わせによって、感度ならびに分解能を
高くすることができるため、検査時間短縮あるいは投与量低減の可能性が示唆された。装置更新の際
は、これまでの画質を担保しつつ、最適条件を模索して適用していくことが検査の質の向上につなが
る。

○今野智司・大塚弘晃・今井香月・山崎伸哉・笹沼幸則・新井和浩
おおつかひろあき いまいかづき やまざきしんやこん のさとし ささぬまゆきのり あらいかずひろ

新旧３検出器型SPECT装置における
DAT-SPECT画像及びSBR値の比較検討

獨協医科大学病院　放射線部



３地区13
vHPを用いた被曝低減の基礎的検討

社会医療法人　宇都宮記念病院　放射線科

《目的》
　vHP（バリアブルヘリカルピッチ）は、スキャン中に天板を停止することなく SD値と HPを変更できる
機能で、一般的には外傷 Panscan 等で用いられている。しかし、当院では使用していなかった為、まずは
日常多く撮影が行われている胸部 ~ 骨盤腔までの撮影で、被曝低減を目的として vHP を用いた検討を
行った。

《方法》
　vHP で撮影条件の SD値・HPを変更し、ファントムを撮影して、画像への影響を確認した。その後、臨
床でどのくらい被曝低減できるか調査した。なお、今回心電図同期は用いず、胸腹部撮影の被曝低減のみ
を目的とした。臨床での撮影条件は、当院で用いている胸部のみの撮影 SD10.0、HP111.0、腹骨盤部のみ
の撮影 SD9.0、HP65.0 を vHP で切り替えるようにした。被曝量はDLP で比較した。単純を vHP なしで撮
影し、FOV 等引き継いだままの状態で vHP のプロトコルを入力しDLP の値を確認。その後、造影でも同
様に vHP ありなしでDLP の値を確認した。

《結果》
　ファントム撮影では、撮影中のHP変更による画像への影響は確認できなかった。
　また、臨床で用いた結果、平均で約 10%~20%被曝を低減することができた。

《結論》
　vHP は被曝低減に有用であるため、積極的に使用していくべきである。今回は胸腹部の撮影のみを考
慮したが、今後その他の撮影でも使用できるよう検討していく。

○黒澤孝史・柏崎克彦・高瀬　博・飯坂　正・三品祐樹・櫻澤佑介・齋藤博文・小笹達也・馬場大介
くろさわたかふみ



２地区14

《はじめに》
　大動脈弁狭窄症に対する治療の gold standard は外科的な大動脈弁置換術（aortic value replacement,AVR）
である．しかしながら大動脈弁狭窄症は高齢者に発症が多く，手術に対するリスクだけでなく合併症の
頻度からも手術を断念することも少なくない．そのような患者に対し近年では低侵襲的な経カテーテル
的大動脈弁植え込み術（TAVI）が行われている．
　当院では2015年８月に栃木県で初めてTAVI施設認定を受け，2015年12月末までに５件の治療を行っ
た．今回，当院での TAVI における CT の役割について報告する．

《TAVI 術前の CT の検査》
　当院では TAVI 術前の CT 検査として，脳単純，冠動脈 CTA，胸腹部 CTA を行っている．撮影したデータ
から，ワークステーションで冠動脈，大動脈基部，胸腹部大動脈の VR画像やMIP 画像の作成を行い，専
用の画像処理ソフトウェアで弁輪径の計測や血管アクセスの評価を行っている．造影 CT と心エコーや
血管造影の結果を基に，経カテーテル生体弁のサイズおよびデリバリー法を決定する．

《使用機器》
　•CT装置：Aquilion ONE/Vision Edition（TOSHIBA 社製）
　•ワークステーション：Ziostation２（ザイオソフト株式会社製）
　•専用画像処理ソフトウェア：３mensio ワークステーション
　　　　　　　　　　　　　　　　（ヴォーパル・テクノロジーズ株式会社製）

《まとめ》
　適切な生体弁のサイズを決定することで弁輪破裂，弁周囲逆流，冠動脈の閉塞などの合併症を減少させ
ることができるため，CT画像で弁輪径の正確な計測を行うことは必須である．また，CT画像で腸骨動脈や
大腿動脈の径，石灰化の形状，プラークの有無を評価し，適切なデリバリー法を決定することで動脈破裂
のような合併症を減少させることができる．これらのことから，TAVI においてCT検査は，弁輪経の計測と
血管アクセスの評価において特に重要な役割を担っている．

○手塚昭伍・松本　清・浅野浩一・福住　徹・加藤人司・白坂英郎・須藤隼佑
てづかしょうご まつもときよし あさのこういち ふくずみとおる かとうひとし しらさかひでろう すとうしゅんすけ

経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）
における CTの役割

獨協医科大学病院　放射線部



２地区15
大動脈STENT内挿術における
ハイブリッド手術室の使用経験

獨協医科大学病院　放射線部

《背景》
　当院では大動脈STENT内挿術を行う際、手術室にて外科用イメージ透視装置を使用している。外科用
イメージ透視装置は、管球熱容量が小さく長時間の使用には不向きであり、透視時間が長くなると手
術途中で透視が出なくなる等、手術が円滑に行えないケースがあった。
　平成27年３月より、新たにハイブリッド手術室が稼働を始め、大動脈STENT内挿術等の手術をハイ
ブリッド手術室で行えるようになった。

《目的》
　ハイブリッド手術室での大動脈STENT内挿術の経験報告及び、手術室での外科用イメージ透視とハイブ
リッド手術室の手術台対応型血管撮影装置における透視の散乱線量を測定し、術者及び手術室スタッフの被
ばく線量が低減可能か検討した。

《方法》
　人体ファントムの中心が100cmとなるように手術台の高さを調節し、手術室、ハイブリッド手術室
それぞれにおいて使用する透視条件で散乱線量を測定した。散乱線量はファントム中心からの距離
50cm刻みでの位置にて、床から高さ100cmで電離箱式線量計を使用し測定した。入射方向は正面、
LAO60°、側面としそれぞれ散乱線量を測定した。

《使用装置》
　　　　　　　　　　　　使用装置　　　　　　　　　　透視モード　　　I.I サイズ　　使用年数
　ハイブリッド手術室　Artis Q TA（SIEMENS）　　　　　　パルス（10ｐ/s）　　48cm　　　1年目
　手術室　　　　　　　ARCADIS Avantic（SIEMENS）　　　　　連続　　　　   33cm　　　7年目
　線量計　　　　　　　電離箱式線量計 ICS-311（Aloka）

《結果及び考察》
　当院の大動脈 STENT 内挿術は外科用イメージを使用し、透視画像のみでステントを挿入していた。そ
のため大動脈の走行によりカテーテル操作に苦労する場面もあった。しかし今回、ハイブリッド手術室
が稼働することで、CT データを基にした大動脈３D 画像を透視画像に Fusion することが可能となり、
リアルタイムに血管走行を把握できるようになった。さらに、ステント留置後に造影コーンビーム CTを
撮影することによって、エンドリークや血管内のステントの広がり方を確認することができ手術に非常
に有用であると考える。それぞれの手術室の散乱線量分布を比較すると、第一術者の位置において、手術
室では 2.61mSv/h、ハイブリッド手術室では 0.89mSv/h と 34% の散乱線量となり、術者及び手術室ス
タッフの被ばく線量を低減できる。

《結語》
　ハイブリッド手術室を使用することで、手術をより安全で円滑に行うことができる。さらに測定した
散乱線量は手術室より少なく、術者及び手術室スタッフの被ばく線量を低減できることが判明した。

○押久保光司・鈴木耕平・木村友昭・大毛史恵・布施照元・杉岡芳明・中村克己・小黒　清
おしくぼ こうじ すずきこうへい きむらともあき おおけふみえ ふせしょうげん すぎおかよしあき なかむらかつみ おぐろきよし



１地区16
管電圧変化による防護用プロテクターの

遮蔽能力の検討

《目的、背景》
　IVR室で使用している防護用プロテクターは参考値では0.25mmPbのもので約97％の遮蔽能力がある
１）とされている。先の検討において、人体を模したファントム（以下、自作ファントム）を作成
し、臨床と同様の透視条件で測定したところ、約92％の散乱線を遮蔽できていることがわかった。
　今回は、自作ファントムを用いて臨床で使用されている撮影条件、特に管電圧に着目して測定を行
い、防護用プロテクターがどれほどの遮蔽能力をもつのか比較した。また、撮影は透視よりも被ばく
が多いとされているが、管電圧の違いによる散乱線量や遮蔽率の差も合わせて比較したので報告す
る。

《使用機器》
　•Artis Zee BA Twin  SIEMENS
　•防護用プロテクター（0.25mmPb ）HAGOROMO
　•電離箱線量計  富士電機
　•Mix DP  10 cm
　•自作ファントム　脂肪成分（水、洗剤、寒天の混合物）  
　　　　　　　　　　骨成分（石膏） 

《実験方法》
　①カテーテルテーブルの上に自作ファントムを置き、カテーテルテーブル表面がアームのアイソセ
ンターからX線管側に15cmの距離になるようにした。

　②臨床データを参考にし、出力されている管電圧帯（60～100kV）で10kVごとに管電圧を変化させ
て透視と撮影を行った。術者の立ち位置を想定し、寝台に対して垂直方向、ファントム中心から
60cm、高さ100cmの位置に電離箱を設置した（図を参照）。

　③管電圧を変化させた時の遮蔽率を透視、撮影それぞれ測定により導き出した。

《結果・考察》
　今回の測定位置において、透視、撮影ともに管電圧を高くするほど、プロテクター無しのときには
散乱線量が減少し、プロテクター有りのときには増加していた。つまり管電圧の増加に伴い、遮蔽率
は低下するという結果になった。
　プロテクター無しの状態では、管電圧が高いことで入射X線の透過力は増し、側方、および後方散乱
が減少するため、測定値は減少傾向にあった。しかし、プロテクター有りの状態で測定値の増加が見
られた原因として、測定された散乱線のビームハードニングが生じたことが考えられる。透過力が増
したことでプロテクターを透過して、その結果、遮蔽率の低下を招いたのではないかと考えられる。

《参考文献》
　１）www.kk-maeda.com/products/　株式会社マエダ/製品紹介

那須赤十字病院　放射線科
○阿部直央・山下　明・増渕裕介

図：実験配置



２地区17

《はじめに》
　当院では、2015年４月にエレクタ社製リニアックVersaHDを導入し、2015年９月から前立腺癌に対
して、回転型強度変調放射線治療（VMAT）の臨床使用を開始した。前立腺は、膀胱の充満度や、直腸
内の便やガスの貯留の状態で位置が移動してしまうので、治療計画時と同様な状態での治療を実施す
るために、排尿・排便をした後に200ml飲水させ、30分から１時間待機させた後に治療を行ってい
る。直腸は、排便・排ガスや下剤の処方などで再現性を保つことが比較的容易だが、膀胱の蓄尿量に
ついては、コントロールが困難である。そこで、Verathon Inc.製膀胱用超音波画像診断装置（以下、ブ
ラッダースキャン）を用いて蓄尿量を確認し、再現性を保つようにしている。ブラッダースキャンの
使用経験を基に、有用性について報告する。

《ブラッダースキャンの仕様》
　動作モード　　　　　：Bモード　連続超音波断層撮影法
　走査方法　　　　　　：メカニカルセクタ走査3.7MHz　
　　　　　　　　　　　　スキャンアングル120°
　膀胱内尿量測定の精度：0～999ml±15％　±15ml
　電源　　　　　　　　：リチウムイオンバッテリー（フル充電で6時間約100回使用可）
　重量　　　　　　　　：309ｇ
　測定時間　　　　　　：約5秒

《ブラッダースキャン使用のメリットとデメリット》
　メリット
　　•膀胱内尿量をワンタッチで簡単に測定できる。
　　•軽量でポケットに入るサイズなので、持ち運びが楽である。
　　•事前に別室において膀胱容量を把握しておくことで、蓄尿量の過不足によるセットアップのや

り直しが減った。
　デメリット
　　•数値のみの表示になるため、超音波エコーのように、画像による観察ができない。
　　•測定手技による誤差を生じやすく、膀胱容量が小さい場合には、測定者によるバラツキが目立

つ。

《結語》
　前立腺癌のVMAT実施において、膀胱容量を事前に把握することで、蓄尿量の過不足によるCBCTの
再撮影やセットアップのやり直しを防ぐことができるため、スループットの向上が期待でき有用であ
る。しかし、測定値にバラツキを生じやすいため、CBCTによる画像照合を行い、膀胱の形態、尿量や
前立腺と膀胱との位置関係を把握し、測定値との相関を確認しておく必要があると考えられる。

○今井弘明・野村利治・後藤和則・石井純子・堀畑大輔・儘田智仁
のむらとしはるいまいひろあき ごとうかずのり いしいじゅんこ ほりはただいすけ ままだともひと

回転型強度変調放射線治療（VMAT）における
膀胱用超音波画像診断装置による膀胱容量測定の有用性

獨協医科大学病院　放射線部



２地区18

《目的》
　当院泌尿器科外来には排泄性尿路造影（IVP・DIP）､逆行性腎盂造影（RP）､膀胱造影（CG）､尿道
造影（UG）、ビデオ排尿機能検査（VUDS）などの泌尿器科系検査を専門に行っているエックス線透
視撮影検査室があり、平成27年８月にＸ線透視診断装置が更新され、シーメンス社製LUMINOS 
Sessionが導入された。
　従来の装置はフォトタイマが１個のため膀胱造影検査においてその都度撮影条件を固定する必要が
あったが、新装置はフォトタイマが３個設置されていることから、撮影条件を固定せずに撮影するこ
とが可能となった。
　そこで、フォトタイマの使用個数と使用位置の選択により撮影条件がどのように変化するかを検討
し、膀胱造影において低線量で診断可能な撮影条件の最適化を図ったので報告する。

《使用機器及び器材》
　•LUMINOS Session（ Siemens社製 ）
　•人体ファントム
　•造影剤：ウログラフィン®注60％

《方法》
　人体ファントムの骨盤部に造影剤を封入した模擬膀胱（風船）を張り付け、撮影管電圧を固定し、
フォトタイマの使用個数と使用位置を変え８通りの組み合わせで撮影し撮影線量を比較検討した。

《結果》
　３個のフォトタイマのうち中央のフォトタイマのみを選択した時に撮影線量が高くなり、中央の
フォトタイマを選択しない時に撮影線量が低くなった。

《考察》
　膀胱造影では造影剤で満たされた膀胱が照射野の中央に位置することから、左右のフォトタイマを
使用することにより低線量で最適な撮影条件が得られることが判明した。従って、臨床においても左
右のフォトタイマを使用することで撮影条件を固定せずに低線量での撮影が可能となり非常に有用で
あると思われる。

○金田幹雄・猪瀬智哉
かねだみきお いのせともちか

膀胱造影における撮影条件の最適化

獨協医科大学病院　放射線部



４地区19
DWIBS検査、導入から現状まで

足利赤十字病院

《背景》

　DWIBS（Diffusion Weighted whole body Imaging with Background body Suppression）日本語に変換

すると "全身の脂肪抑制を付加した拡散強調画（以後DWIBS）”ということになるのでしょうか？日常的

な MRI 検査の中で、近い検査は頸部 MRI 検査の中でおこなわれる DWI でしょうか。DWI の撮像範囲を

全身までに広げ、全身の病変の拾い上げに特化した MRI 検査となります。PET の無い病院には非常に有

り難い検査になります。

《目的》

　当院は、11 月中旬よりDWIBS 検査を全科で通常予約開始いたしました。今回はDWIBS 検査の紹介、検

査導入過程から現状についての報告をおこないます。

《撮像装置》

　Simens 1.5T Avanto Dot

　DWIBS 検査の主な適応となる疾患は・・・

　　•骨転移、リンパ節転移の検索（要骨性病変でも可能）

　　•悪性リンパ腫などの全身性の悪性疾患の評価、治療効果判定

　　•原発巣検索

　　•進行癌の治療効果判定

　　　（無気肺を伴う肺癌、肝転移のある膵癌、骨転移のある乳癌・前立腺癌）

　　•熱源検索（椎間板膿瘍など CTで評価困難な病変の検出）

　依頼科の傾向：（現在集計中、学術研究会発表時に発表予定）

《導入までのスケジュール》

　2015 年 7 月より撮像シーケンス検討開始、2015 年 11 月中旬、当院医局会において検査内容を紹介同

時に通常予約開始しました。

《考察》

　ステーションとステーションの間で信号が無くなる場合には、撮像枚数の変更、撮像開始する位置を

変更することにより、歪みが無いDWIBS 画像が撮像できると考えます。

○中室智之・角田文哉
なかむろともゆき



４地区20

《背景》
　当院では経口陰性造影剤の採用はなく,検査３時間前より禁飲食後検査を行っているが,水成分が総胆
管などに重なり良質な画像が得られない場合が多々ある.

《目的》
　MRCPで陰性造影効果を期待できる市販飲料を探し,ボースデル,フェリセルツの代用となるかを検討
したので報告する.

《比較対象》
　ボースデル内用液10,フェリセルツ散20%,パイナップルジュース100%,
　アサイー,玉露茶,抹茶,ココア,豆乳,マテ茶,水

《方法》
　１．２D FASE（TR3000ms）でTEを100msから1000msまで100ms刻みで対象を撮影する.
　２．水を１として対象の相対信号強度を比較する.
　３．被験者が飲水し撮影した画像を検討する.

《結果》
　１．文献より,水に対する相対信号強度が0.1以下を陰性造影効果ありと定義すると,マテ茶以外陰性造

影効果が得られた.
　２．撮影条件は,マテ茶以外TE403ms以上で水との相対性信号強度が0.1以下であった.
　３．被験者画像では,ココア,豆乳は十分な陰性造影効果が得られなかった.

《考察》
　１．陰性造影効果が得られた理由は,対象含有の鉄,マンガンのT2値短縮効果と思われる.
　２．陰性造影効果が得られる含有量の閾値は今回の実験では得られなかった.（対象に記載なし）
　３．当院撮影条件TE507msで十分な陰性造影効果が得られた.
　４．実験で陰性造影効果があったココア,豆乳は被験者撮影では十二指腸部分に十分な陰性造影効果

が得られなかった.理由として,飲料充満不足,消化液により濃度減少などが挙げられる.
　５．飲料充満不足は飲水後体位変換することで陰性造影効果が得られた.
　６．濃度減少については,ココア＋豆乳,抹茶＋豆乳と組み合わせることにより単体以上の陰性造影効

果が得られた.

○江原信隆
えはらのぶたか

MRCP における市販飲料の陰性造影効果と
撮影条件の検討

佐野厚生総合病院　放射線科



学　生21
飲料水の種類がMRI画像の信号強度に与える

影響について
国際医療福祉大学　保健医療学部　放射線・情報科学科

《目的》
　腹部MRI検査前に食事制限や飲水制限が行われる場合がある。しかし、飲水可能な飲料水の種類につ
いては明確な決まりは無く、各施設の判断に任されている。本研究では代表的な飲料水のT1値・T2値を
測定し、飲料水の種類によって画像の信号強度に違いが現れるかの検討を行った。

《実験方法》
　６種類の飲料水（水、緑茶、牛乳、ブラックコーヒー、カフェオレ、果汁100%パインジュース）を
同じ形状のペットボトルに入れて常温にした後、1.0TのMRI装置（GE社製）を用いて表１に示す条件で
T1値・T２値測定を行った。T1値測定はIR法でTIを変化させて撮像し、信号値のグラフのnull pointより算
出した。T２値測定はSE法でTEを変化させ撮像し、信号値のグラフの傾きより算出した。また、一般的
な腹部検査の撮像条件（表２）を用いてT1強調画像およびT２強調画像を撮像した。

《結果》
　表３に６種類の飲料水のT1値・T２値の測定結果を示す。パインジュースはT1値・T２値共に最も短
く、水はT1値・T２値共に最も長くなった。図１に腹部条件で撮像した画像を示す。飲料水の種類に
よってT1強調画像、T２強調画像での信号強度に差が現れた。

《考察》
　パインジュースにはT1短縮、T２短縮効果をもつマンガンが多く含まれている。このため、T1値・T２
値共に最も短くなったと考えられる。また、お茶にはマンガンなどの金属が微量に含まれているた
め、水よりもT1値・T２値が短くなったと考えられる。牛乳には水よりT1値・T２値が短い脂肪成分が多
く含まれているため水と比較してT1値・T２値が短くなったと考えられる。一方、ブラックコーヒーに
は鉄や脂肪が極微量しか含まれていないため、水のT1値・T２値に最も近くなったと考えられる。カ
フェオレはブラックコーヒーと牛乳の特徴の中間の性質を持つため、ブラックコーヒーよりもT1値・T
２値が短くなったと考えられる。

《結語》
　飲料水の種類によってはT1強調画像やT2強調画像の信号強度に影響を与え、診断に影響する可能性が
あることが確認できた。

《参考文献》
　•宮地 利明「標準MRIの評価と解析」オーム社

○峯岸優太・丸山純人
みねぎしゆうた まるやますみと
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学　生22
Aiにおける死後MR画像の温度による特徴

― 肝臓と腎臓の信号変化 ―

《目的》
　死亡時画像診断（Ai）における死後MR画像の組織コントラストは生体と異なる変化をみせ、特に体
温変化はT１値、T2値へ影響するとの報告がある。そこで、肝臓及び腎臓での温度とMR画像信号の関係
を検討することを目的とした。

《方法》
　材料は冷凍ラットを撮像前日に水温50℃一定で解凍し、その後冷蔵保存（５℃）したものを用い
た。撮像当日はラットの直腸に温度計を挿入し、体温を5～40℃まで変化させ、T１強調画像（GRE
法）、T2強調画像（FSE法）を撮像した。解析はimageJを用いて肝臓に５点、腎臓に３点のROIを設定
し、各臓器のROI内の信号値と標準偏差を測定し、温度変化との関係をグラフ化した。なお、統計解析
はSPSSを用いて一元配置分散分析で有意差検定を行った。

《結果》
　肝臓のT１強調画像では、温度低下に伴い信号値は上昇し、15℃付近を境に有意に低下した
（p<0.05）（図１）。T2強調画像では40～15℃までは信号値に統計的有意な差はなく、15℃以下で有
意に低下した（p<0.001）（図２）。
　腎臓のT１強調画像では、温度低下に伴い有意に信号値は上昇した（p<0.001）（図１）。T2強調画像
では温度変化に伴う信号値の統計的有意な差はみられなかった（図２）。

《考察》
　肝臓では脂質代謝の機能があるために脂肪を多く含み、腎臓では尿生成の機能があるために水分を
多く含んでいる。そのため、肝臓と腎臓では脂肪と水の相対量の違いが信号変化に影響していると考
えられる。また、温度低下により相関時間は延長するため、脂肪と水それぞれのT１値、T2値の変化が
肝臓と腎臓の信号変化として現れたと考える。
　しかし、腎臓のT2強調画像では温度低下と相関時間の関係に一致しなかった。これは、MR画像信号
がT１値、T2値以外の因子でも変化することから、H原子核密度や拡散係数などが影響したのではないか
と考える。

《結論》
　今回の実験において、温度とMR画像信号の関係は相関時間の変化による影響が大きく、さらに肝臓
は脂肪分、腎臓は水分の相対量が信号変化に関与している。

国際医療福祉大学　保健医療学部　放射線・情報科学科
○渡部香純・仲村千洋・樋口清孝

ひぐちきよたかわたなべかすみ なかむらちひろ

図１　T１強調画像 図２　T２強調画像



２地区23

《背景》
　平成27年５月、当院新棟がオープンしMRI検査室が移設となった。それに伴い新規にSIEMENS社製の
装置へ更新されたことによって新たに撮像可能となったシーケンスが増え、当院前立腺検査における
拡散強調画像ではRESOLVE（Readout Segmentation of Long Variable Echo-trains），ZOOMitが選択肢
に加わった。
　メーカー推奨であることや本格稼働前の健常ボランティア撮像での比較の結果、前立腺の検査にお
いて拡散強調画像がSSEPI（Single Shot Echo Planar Image）から画像歪みに強いと言われるRESOLVEに
代わり、ルーチン検査に採用となった。

《目的》
　従来の撮像法であるSSEPIと、新たに撮像可能となったRESOLVE，ZOOMitのシーケンスにて自作
ファントムを撮像、画像歪みについて比較検討し、前立腺検査において最も有用なシーケンスを選択
する。
　また、選択されたシーケンスを臨床に用いるために、撮像パラメータを検討する。

《方法》
　１．シーケンス別画像歪み実験
　　自作ファントム（円柱容器にピンポン玉（模擬直腸ガス）を固定し中性洗剤で満たしたもの）を

SSEPI，RESOLVE，ZOOMitで撮像し、Image Jにてプロファイルを測定。
　　撮像した画像やプロファイルの結果をもとに、有用であると思われるシーケンスを選択した。
　２．撮像パラメータ検討実験
　　選択したシーケンスで自作ファントム（製氷皿に寒天で固めた水を封入）を、パラメータを変更

しながら撮像。今回はSegment数を変更し比較を行い、画像歪みの割合や撮像時間などを考慮し
てパラメータを選択した。

《結果・考察》
　シーケンス別に撮像を行い、RESOLVEが最も画像歪みが少ない画像が得られることが分かった。
　これは、RESOLVEの撮像原理からくる恩恵が反映された結果だと思われる。
　今回ZOOMitがSSEPIとほぼ変わらない結果となった。これは、本来のZOOMitの利点である局所励起
でAir部分を避ける事が出来た所を、他シーケンスとの比較のために同スライスでの撮像となりAir部を
含んでしまった為であると思われる。今後は、有効FOVの変化に伴う画質の比較やFOV内のAir含有率
による画像歪みの比較など、ZOOMitのみでの比較を検討する。
　Segment数を変化させていった所、Segmentの増加に伴い画像歪みに多少の改善があったが大きな
差は見られなかった。しかしSegment３と５では画像ノイズに差が見られ、Segment５は撮像時間も
５分未満と臨床に実用的である事から、Segment５が選択された。また、Segment数の変化によって
S/Nに変化がある事が示唆され、今後の検討課題とした。

おぐろきよしえんどうたかふみ かとうきよたか ひしぬまゆうじ こばやしけんいちあくつ と も ゆ き

自作ファントムを用いた前立腺検査における
DWIシーケンスの比較

獨協医科大学病院　放射線部
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頭頸部領域における
乳幼児専用Pediatric 16ch Coilの有用性

２地区24

獨協医科大学病院　放射線部

《背景・目的》
　当院では新棟の設立により、2015年５月18日からMRI検査室が移動した。SIMENS社製の
MAGNETOM Skyra３Tを２台、MAGNETOM Prisma３Tを１台、MAGNETOM Aera 1.5Tを２台の計５台
での運用が開始された。頭頸部領域の乳幼児専用Pediatric 16ch Coilが導入され、今回その有用性につ
いて報告する。

《概要》
　•Pediatric 16ch Coilの基本性能について
　　本製品は、Head:13ch，Neck:３chのCoilと付属品として一体型の搬送用クレードルがある。
　•対象となる乳幼児について
　　Coilの寸法は 371×318×269（L×W×H）、内周約50cmである。約生後18か月くらいまでが対象
となる。

　　付属品の搬送用クレードルは、耐荷重10kg以下。
　•Pediatric 16ch Coilの利点について
　　一体型の搬送用クレードルがあるため、移し替えがなく、安全にそして効率的に乳幼児の運搬と
ポジショニングが可能となった。

　　Coil径が小さくなった為固定が安易になった。

おぐろきよし かとうきよたか ひしぬまゆうじ
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Fig.1 Pediatric 16ch Coilとクレードル Fig.2 Coil 装着時の検査室


