
栃木県放射線技師会第 6回学術研究発表会 

平成 22年度第 3回卒後教育講座開催中止に関する報告 

 

 今回平成 23年 3月 13日に予定しておりました上記開催は 3月 11日に起きま

した東日本大震災により中止となりました。11 日の時点で発表者より開催の有

無に関する問い合わせもあり、ご心配いただきましたがなかなか連絡もつかな

い状態が続きまして、12日の朝に会長が中止の判断を下しました。 

 発表者には出来る限り連絡を試みましたが電話が繋がらないため、全員に中

止の連絡をすることは出来ませんでした。発表者自ら理事に問い合わせて頂い

たり、大きな施設に連絡を取り中止を知った方もいたようです。 

 今回発表を予定してくださった方々には大変残念なことになりましたが、演

題自体は未発表の扱いですので 10月に山梨で行われる、関東甲信越放射線技師

学術大会にエントリーいただくか来年まで持ち越してもよい演題でしたらさら

に研究を重ねて頂き平成 24年 3月に開催予定の県学術研究発表会に是非とも出

していただきたいと思います。 

 卒後教育講座を依頼してありました樋口先生に別な機会にＡｉに関するお話

をしていただきたいと考えています。 

 13 日には開催予定の獨協医大関湊記念ホールにて都合のついた理事が参加し

技師会総会だけは行いましたが会員の混乱等も無く中止する事ができました。 

 会員の皆様には次回研究発表会が盛大に開催できるように、沢山の演題発表

を用意下さるようお願いします。 

 この時思っていた以上に甚大な被害が解ってきた今、会長判断で中止にした

事が最善策だったと思っています。中止に際しご協力いただきました皆様には

大変感謝しています。 

栃木県放射線技師会学術部長 柳沢 三二朗 

 

 

※平成 23年 3月 13日：幻となった横幕を第 83回総会の為に貼りました。 

 



平成22年度

第 6回 学術研究発表会

開催日時

開催場所
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獨協医科大学病院 関湊記念ホール

(下都賀郡壬生町北小林880)

社団法人 栃木県放射線技師会



第 6回学術研究発表会の開催にあたつて

社団法人 栃木県放射線技師会

会 長 神 山 辰 彦

平成22年度第6回学術研究発表会を獨協医科大学 関湊記念ホールで開催する運びとなりました。

この学術研究発表会に多数の会員 。学生のご参加をお待ち申し上げます。学術研究発表会も6回を数え、栃木

県放射線技師会の毎年の恒例事業として定着しており、日頃からの本会に対するご理解とご支援に感謝申し上げ

ます。

今年度も皆様のご協力により、11演題の研究発表が集まり、会員から8演題、国際医療福祉大学の学生から3演

題となりました。医療現場等で勤務する放射線技師と技師会の将来を担つている学生が一堂に会し、学術研究発

表会を開催することは大きな意味を持つていると思います。本会員にとつては、学生が真摯に発表している姿は

大きな刺激でもあり、学術研究に対する情熱を再び高めることになります。学生にとつては、医療現場からの生

の講評 (質問、意見等)を収集することができるし、大学で学んでいる意味を感じることができると思います。

特別講演は、国際医療福祉大学の樋口清孝先生が『AIと は一AIを始めるにあたつての留意点―』をご講演され

ます。先生は、本会の会員であり理事でもあり、大学の講師そしてAIに関する第一人者であります。Ai(オー ト

プシー・イメージング=死亡時画像診断)は、医療安全の観点からも必要であり、死因推定の確度を高め、医療

の質の向上に寄与する、メディエーション (調停)機能を有し職員をコンフリクト (紛争)から守る、剖検直前

の情報を提供し安全な解剖に寄与するなどの利点があり、ますます普及していくと思います。AI撮影 (⊂丁。M剛・

X線)の当事者は、診療放射線技師となりますので、有意義な講演になるものと期待しております。この機会に

多くの会員、学生よりご聴講いただきたいと思います。

栃木県放射線技師会の定款には、『この法人は、医療放射線に関する技術及び知識の向上を図るとともに医療

放射線の適正利用を推進し、もって県民の医療と保健の維持発展に寄与することを目的とする。』とあります。

簡単に言えば、「放射線技師は、放射線に関することを勉強して、放射線が正しく使われるように努め、県民の

役に立つことを誓います。」ということで、技師は勉強をしなければいけません。ここで、栃木県放射線技師会

が研究発表する場を提供する意義を考えてみると、『情報の共有を図る』ということです。自分の施設で研究 。

工夫していること、患者にやさしく安全で安心な検査の方法などを研究発表会で報告し、抄録として記録に残

す。このことは、発表者自身だけでなく、会に参加された方、抄録を読んだ方が情報の共有を図り、そして活用

することで、これから得た知識と成果を技師個人及び職場に還元することで患者さんの治療促進に安全に役立た

せ、結果として医療と保健の維持発展に寄与することができるということです。これが社団法人 (ブランド)と

しての存在価値であり、事業目的となります。自分の研究 (勉強)が自分のためだけでなく、他の技師や職場、

そして県民のために役立っているという意識を持つことが医療人として原点 (プライ ド)だと思います。

夢のような考えでありますが、この獨協医科大学「関湊記念ホール」は、会場 。設備・立地 。交通など学術研

究発表会の会場として申し分ない理想の場所といえます。高校球児の「甲子園球場」、サッカーの「国立」、ラ

グビーの「花園」のように『聖地 。あこがれの場所』がそれぞれにあります。そこで、栃木県放射線技師会の学

術研究発表会の会場として「関湊記念ホール」が『聖地 。あこがれの場所』であり、「関湊記念ホールで研究発

表しよう」が合言葉となり、学術 (勉強)の気運が高まつていけたら楽しいし、会員や学生の大きな目標となる

のではと思つております。

最後に、学術研究発表会の企画 。運営に携わつた学術部を始めとする運営委員の方々に、誌上をお借りして感

謝申し上げます。



（社）栃木県放射線技師会 

第６回学術研究発表会、第８３回総会、卒後教育講座 
 

09:30～  受 付  

 

10:00～  開会式 

 

10:10～11:10 研究発表Ⅰ 演題番号１～６ 

座長：佐野厚生総合病院 髙杉 佳伸 

 

１.「皮膚表面線量の簡易測定式の算出の検討」 

自治医科大学附属病院 吉原 勇人 

 

２.「画像診断における 3D表示対応ディスプレイの利用に関する検討」 

  ～ 回転 DSA のステレオ表示を中心に ～ 

獨協医科大学病院 笹沼 幸則 

 

３.「超音波乳がん検診装置におけるアーチファクトの研究」 

国際医療福祉大学 山本 陽介 

 

４.「Zeego（多軸血管撮影装置）を用いたガイド下生検」 

済生会宇都宮病院 佐久間 貴志 

 

５．「胸部(肺)SRTにおける当院の PTV-marginの評価」 

獨協医科大学病院 儘田 智仁 

 

６．「胃がん検診専門技師認定資格試験に向けた画質向上の考察」 

福田記念病院付属 鬼怒ヶ丘クリニック 青山 良英 

 

11:10～11:30 休憩 （第８３回定期総会受付） 

 

11:30～12:00 社団法人 栃木県放射線技師会 

 

   第８３回定期総会 
 

  



日時：平成 23年 3月 13 日（日） 

 会場：獨協医科大学 関湊記念ホール 
 

12:00～13:00 昼休憩 

 

13:00～14:20 平成２２年度第３回卒後教育講座 《特別講演》 

 

『Ai（ｵｰﾄﾌﾟｼｰ･ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ=死亡時画像診断）とは 

      －Ai を始めるにあたっての留意点－』 
 
 

14:20～14:30 休憩 

 

14:30～15:20 研究発表Ⅱ 演題番号 7～11 

    座長：芳賀赤十字病院 黒川 元晴 

 

7.「CT値-電子密度変換ファントムについての検討」 

国際医療福祉大学 石田 奨 

 

8.「bolus tracking 法の基礎的検討」 

宇都宮社会保険病院 舘野 裕介 

 

9.「頚動脈プラーク検査における BLADE 法の有用性」 

大田原赤十字病院 大谷津 崇 

 

10.「QSI（q-space imaging）によるナイロン繊維内水分子拡散の評価」 

国際医療福祉大学 佐々木康太 

 

11.「functional MRI による賦活領域描出の試み」 

獨協医科大学病院 今井 弘明 

 

 

 

 

 

 



《特別公演》  

 

平成２２年度第３回卒後教育講座 

「Ai（ｵｰﾄﾌﾟｼｰ･ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ=死亡時画像診断）とは 

   －Aiを始めるにあたっての留意点－」 

 
      

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

 
平成 08年 4月 鈴鹿医療科学技術大学大学院 医療画像情報学研究科 入学（特待生） 

平成 10年 3月 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 4月 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 18年 3月 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 修了（医学博士） 

平成 18年 4月 (社)栃木県放射線技師会 理事 

平成 19年 4月 日本医用画像管理学会 理事 

平成 20年 11 月 日本放射線技師会 Ai活用検討委員会 委員 

 

Ai 関係の主な活動 

 

『第 1回 Ai（Autopsy imaging）に関する講演会』…パネリストとして参加 

『Autopsy imaging ガイドライン』…日本放射線技師会 Ai活用検討委員会…出版協力 

『Ai における診療放射線技師の役割―X 線 CT 撮像等のガイドライン―（院内 Ai 実施編）』 

  …委員としてガイドライン策定（日本放射線技師会雑誌 2009. Vol.56 No.686 に案掲載） 

『Aiに従事する医師・診療放射線技師の教育・研修会』…講師として参加 

『これで安心！診療放射線技師のための よくわかるオートプシー・イメージング（Ai）検査マニュアル』…編著者として出版 

 

   その他多数ご講演が有ります。 

 

    

 

 



１   皮膚表面線量の簡易測定式の算出の検討 
自治医科大学附属病院 中央放射線部          栃木県 

○吉原
よしはら

 勇人
は や と

  谷沢
や ざ わ

 裕之
ひろゆき

  

 

『目的』 

皮膚表面線量の推定には、茨城県放射線技師会の NDD-M法が有名であり、エクセルのアドインと

して配布されている。その中で装置毎の補正係数を求める事が推奨されている。そこで、当施設で

検討するにあたり、NDD-M法により皮膚表面線量を求める近似式が作成できる事が実証されている

ため、その考え方を参考にし、測定をできるだけ簡素化する事も合わせて目的とした。 

 

『方法』  

50kv、80Kv の２種類の管電圧において、アクリルの厚さ（FSD）を変化させ、吸収線量の測定

を行った。 

        

2 種類の管電圧より求めた値よりグラフを作成し、近似式を算出した。求めた近似式からの計算

値と実測値とを比較して、相関関係を求めた。 

        
 

『結果・考察』  

求めた近似式からの計算値と実測値との比較より、誤差が最大でも 10％以内で値を求めること

ができた。簡易的な測定による近似式を用いても実用的な範囲内で皮膚表面線量を求めることがで

きた。また、測定自体にそれほど時間がかからないため、システム構成に変更が生じてもすぐに対

応する事が可能である。 

 使用装置 ・X線制御装置（KXO-80G） 

      ・X線管球（東芝電子管デバイス株式会社：DRX-3724HD  

 Focal Spot1.2/0.6 固有ろ過 1.1mmAl フィルター1.2mmAl） 

          ・面積線量計(TORECK：PD-4220) 

      ・線量計（東洋メディック：RAMTEC1500B） 

      ・電離箱（96035B15cc イオンチェンバ） 

      ・アクリル 

 撮影において適切な線量を決定するには、経験に応じた線量決定が大きな要因を占めると考え 

 れる。経験に応じた線量決定ではなく、誰もが同様にと線量を決定できることが望ましい。 



２  画像診断における 3D表示対応ディスプレイの 

利用に関する検討 

 ～ 回転 DSA のステレオ表示を中心に ～ 
獨協医科大学病院 放射線部 
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《背景》 

最近、民生用 3D 表示機器およびコンテンツ等の 3D 市場の活性化に伴い、パーソナルコンピューター

(PC)用 3D表示機器の低価格化が進み、少ない追加投資で PCによる 3D表示の環境を整える事が可能

となった。 

一方、Ｘ線撮影の分野では、古くからステレオ管球を用いた立体撮影が行われてきたが、現在では、

CT,MRI等の普及により、その利用は限られていると言える。 

 

《目的》 

PC用 3D表示機器を利用し、既存の装置にて撮影された回転DSA画像をステレオ回転表示する事で、

より直感的に血管の走行を把握する。 

また、CT,MRIによる VR画像をステレオ回転表示する事で、より直感的に画像の内容を把握する。 

 

《方法》 

・既存の回転 DSA装置及び、CT,MRIの画像を DICOM又は AVI形式にて CD-Rに書き出す。 

・PCにて、左右の眼用に画像のコマ数を視差角分シフトしたステレオ画像を作成する。 

・PC用 3D表示対応ディスプレイと液晶シャッター方式のメガネを利用して、フレームシーケンシャル 

方式にてステレオ表示を行う。 

・これらの画像を通常表示と比較し、その有用性を評価する。 

 

《結果》 

PC 用 3D 表示機器を利用し、安価にて、ステレオ表示の環境を構築出来た。回転 DSA 画像及び、

CT,MRIによる VR画像共に良好にステレオ表示を行う事が可能であり、複数の放射線科医師による評価

にて、通常表示と比較し、より直感的に血管の走行を把握出来る事を確認した。 

 

《考察》 

今後、ステレオ管球を用いたステレオ透視装置の普及や、ディスプレイ診断における 3D 表示機器を利

用したステレオ X線写真の利用も期待される。 

これらの機能が標準で利用可能な装置が広く普及する事を期待する。 

 

※発表当日、会場前にてステレオ表示のデモンストレーションを行います。 



図 1 開発中の乳がん検診装置の構成 
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図 4 蒟蒻ファントム画像 

（カプラ材：40%砂糖水溶液） 

図 2 試作装置での乳頭部を含む画像 

（乳頭部両側に縞状の低エコー部あり） 
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図 3 蒟蒻による乳房・乳頭ファントム 
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３超音波乳がん検診装置におけるアーチファクトの研究                
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【背景】本学では超音波乳がん検診装置の開発研究が行われている（1）。こ

の試作装置では図 1 に示すように膜(ラテックスシート)で乳房を固定

し乳房に添って超音波プローブを機械的に回転させて乳房画像を取得

する。この方法で得られた画像では図 2に示すように、乳頭部の両側か

ら下方に伸びるアーチファクトと考えられる低エコーの縞状パターン

が発生することがある(1)が、その理由は明らかでない。 

【目的】本研究では乳頭部の両側に発生する低エコーの縞状パターン発生

の原因究明を目的に研究を行った。 

【方法】膜と乳房の間に介在するカップラ材の音響的性質の影響を検討す

るため図 3に示すように乳頭部断面を模擬した構造を蒟蒻で作成し、サ

ランラップで固定したファントムを作成した。カプラ材としては種々の

濃度のメチルアルコール水溶液及び砂糖水溶液を用いることとした。音

速の測定はこれらの材料で満たされた一定間隔のギャップが超音波診

断装置で表示される距離から求めた。また、体積と重量から密度を求め、

この密度と音速から音響インピーダンスを求めた。なお、測定温度は

40℃一定とした。同様の方法でファントム材の蒟蒻の音速と音響インピ

ーダンスも求めた。次に、種々の濃度のアルコール水溶液、および砂糖

水溶液をカプラ材として高周波リニアプローブ(7.5MHz)でファントム

の画像を収集した。 

【結果】アルコール水溶液の音速および音響インピーダンスは水よりも小

さく、アルコール濃度が高くなるほどその差は大きくなった。一方、砂

糖水溶液は音速、音響インピーダンス共に水より大きく、砂糖濃度が高

くなるほど差が大きくなった。これらの材料をカプラ材とした乳房ファ

ントム画像を検討したところカプラ材の音速、音響インピーダンスが蒟

蒻に近い場合は縞状の低エコー部は出現しないが、音速および音響イン

ピーダンスが大きく異なる場合は乳頭部を模擬した円柱状蒟蒻の両側

から下方に伸びる縞状の低エコー部が表れた。その例を図４に示す。 

【考察】乳頭部が膜で圧迫される結果、乳頭部周囲には膜と乳房・乳頭組

織の間に凸型のカプラ材部分が現れる。カプラ材の音速、音響インピー

ダンスが乳房・乳頭のそれらと異なると、境界で反射および屈折が起き

るためその後方の音場が乱れると考えられ、これが乳頭部の両側に現れ

る縞状低エコーアーチファクトの原因と考えられる。音場の乱れという

意味では外側陰影の原因と同様と言える。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

(1)今村陽子:国際医療福祉大学修士論文(平成 21 年度)「水浸法による超音波乳がん検診装置における問題点に関する考察」 



４ Zeego（多軸血管撮影装置）を用いたガイド下生検 
済生会宇都宮病院 診療放射線技術科 特殊造影課 

 

○佐久間貴志 栗田聡文 小島和博 大築慎一 小林桂 福田敏幸 

 

 

【目的】 

当院では、2010 年２月より SIEMENS 社製多軸血管撮影装置、AXIOM Artis Zeego を導入し、循

環器、頭部、体幹部をはじめとする IVR を行っている。Zeego は直接変換方式ＦＰＤを搭載し、

有効視野が 30×38 インチと広いため全領域において、対象を歪なく高い分解能で描出することが

可能である。また、高速回転可能なＣアームや高性能ＦＰＤなどの技術革新により可能となった、

３D アンギオグラフィ・CT-like imaging（コーンビームＣＴ）を用いて治療にあたっている。ま

た、特徴的なソフトウェアとして透視下で生検が行える「i Guide」が搭載されている。これまで

ＣＴガイド下生検が主流であったが、このソフトを利用した Zeego という多軸血管撮影装置がガイ

ド下生検を行う新しいモダリティとして普及しつつある。今回、当院においてこれまで使用した経

験と有用性、ＣＴとの比較検討を行ったので報告する。 

 

 

【方法】 

CT でのガイド下生検と Zeego でのガイド下生検において、手技の容易さ、手技時間、被曝、長所

など様々な観点から比較検討した。 

 

 

【結果】 

Zeego（多軸血管撮影装置）を使用してガイド下生検を行う長所として、ガントリがないため、患

者にとって圧迫感がなく、手技者にとってもスペースが広い。大視野 FPD でコーンビームを使用

するため、3 軸（X,Y,Z）等方向性の空間分解能をもつ CT-like imaging が一回の撮影で描出でき、

Ax,Sag,Cor が自動で作成される。これらの画像を使用することで３次元を用いた的確な穿刺計画

が立てられ、確実な生検・ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞを行うことができた。 

 

 

【結論】 

従来の CT に比べて、CT-like imaging（コーンビーム CT）の濃度分解能は劣るものの陽性的中率

は９割以上との報告があり、病変部に対して的確に生検・ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞを行えた。大視野 FPD で撮影す

るために Z 軸の情報が付加され、頭尾、尾頭方向への穿刺も可能となり、汎用性が高い。Zeego（多

軸血管撮影装置）を用いたガイド下生検は有効な検査法であることが示唆された。 

 

 

 



５ 

胸部(肺)SRTにおける 

当院の PTV－marginの評価 
獨協医科大学病院放射線治療部 放射線治療 

○儘田智仁 野村利治 後藤和則 堀畑大輔 石井純子 諏訪一馬 坂本知志 

 

【背景・目的】 

近年がん治療における放射線治療の評価は高く、その中でも 2004年 4月に保険収載され

た定位放射線治療(SRT)は特に早期肺がんを対象にして目覚しい治療結果を示している。当

院でも 2006年から肺癌の SRT を施行してきた。SRT は自然呼吸下と呼吸同期下と 2通りの

治療方法があるが当院では自然呼吸下でのみ施行して来た。この治療法は１回に 10～20Gy

という大線量を照射するために一歩間違えれば大きな有害事象に結びつくのは明白である。

そのため固定や set-upによる位置精度の確保か重要事項となる。 

そこで位置精度に対するデータを集計し、PTV－margin 算出し位置精度の担保と治療計画

の設定に反映させることを目的とする。 

 

【使用機器】 

ライナック（東芝 MEVATRON MD2/40） 

CT（シーメンス社製 エモーション Duo） 

固定具(Vac-Lok)：medtec社製 

FCR3500 

 

【方法】 

SRT開始時と終了時に A-P、L-Rで照射野サイズ 10㎝×10㎝のライナックグラフィー(LG)

を撮影し医師が基準と決定した画像で Manual Match Adjustment 法にて誤差量とずれ量を

測定し set-up errorを解析し PTV-marginを算出した。 

 

【結果・考察】 

当院の SRTにおける PTV-marginはガイドラインで提唱されている 5mm以内であった。し

かし、今回の解析は複数人の解析でないため、set-up errorを読み取るとき、個人の主観

により評価に差が出ることが予想され、また set-up 時に位置の確認を行っている医師が複

数人いることなども誤差量を大きくしている原因と考えられる。また Manual Match 

Adjustment 法はあくまで目視による誤差の読み取りであるが、今後デジタル画像を用いて

評価すればさらに簡易的に精度の高い解析が行えるため引き続き発展させていきたい。 

 

 



６   胃がん検診専門技師認定資格試験に向けた 

画質向上の考察 
福田記念病院付属鬼怒ヶ丘クリニック 

栃木県 
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はじめに：胃がん検診の目的として、胃がん死亡率の減少を図ることにある。撮影法を標準化・統

一化し、受診者がどこで検診しても安心し納得できる検診を提供する。基準撮影法のコンセプトと

して手技が簡明で、診断に必要な最低限の画質が得られる。精度管理の基盤となり、成果を期待で

きる。胃がん検診専門技師認定資格が平成 23 年 9 月 4 日に開催決定。資格試験の内容が筆記試験

のみから、Ｘ線所見の読影力テストを加え、技能検定として各自持参フィルムを３名の審査員によ

って画質評価を行い、総合的に合否を判定となった。資格試験に向けた胃Ｘ線検査の画質向上に向

けて考察した。 

 

方  法：当施設における成人病・ドックの胃Ｘ線検査（基準撮影法２二重造影 10体位に食道 

圧迫を加えた撮影法）約１時間６名を撮影した。 

使用物品－バリウム濃度 220W/N%、量約 150ml、発泡剤 5.0g、消泡剤 5.0g、鎮痙剤なし 

撮影手技－①造影効果向上の体位変換 

②バリウム流出防ぐ法 

③障害陰影避ける呼吸法 

④前壁撮影用圧迫フトン使用法 

撮影順番－①食道 

②胃部背臥位 

③前壁下部 

④胃部前壁上部 

⑤胃部中上部 

⑥圧迫 順番に撮影 

 基準撮影法２に準じて撮影手技・撮影順番を考慮して検査を試行した 

 

結  果：撮影された画像から基準撮影法２に決められる体角度・標的部位と大きな違いがないこ

とが確認できた 

 

おわりに：直接胃Ｘ線検査の撮影は、基準撮影法がなく各施設・個人により撮影法の一定基準がな

い状態で検査を試行していた。今回、胃Ｘ線検査の精度向上と読影補助に向けて前進できた。今後、

更なる向上を目指して活動する。 

 

 



CT値から

算出した 既知の
誤差

電子密度 電子密度

[el/cm
3
] [el/cm

3
]

No.1 -21.2 3.36 3.44 2.4

No.2 -1.6 3.42 3.46 1.1

No.3 17.6 3.43 3.49 1.6

No.4 38.9 3.48 3.51 1.0

No.5 57.6 3.51 3.53 0.5

No.6 78.6 3.56 3.56 0.0

No.7 96.8 3.6 3.58 0.3

No.8 119.2 3.64 3.61 0.8
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７   CT 値-電子密度変換ファントムについての検討 
国際医療福祉大学 保健医療学部 放射線・情報科学科           栃木県 
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【目的】 

X 線 CT を用いた治療計画では CT 値を電子密度に変換するため専用のファントムが必要であ

る。本研究では CT 値-電子密度変換ファントム(CT-ED 変換ファントム)を身近な物質を用いて

作成しその実用性を検討する。 
 

【方法】 

CT-ED 変換 table(変換 table)を作成するため、水より電子密度が高い４つの物質と電子密度

が水以下の 3 つの物質を選択した(電子密度は化学式より算出)。選択した物質をフィルムケー

スに入れ、それぞれ CT撮影を行い、変換 tableの作成を行なった。 

変換 table の妥当性を確認するため、電子密度が既知の 200A-ロッドファントム(京都科学

製：ロッド毎に構成物質の割合が異なる)を用いて撮影を行い、得られた CT 値から変換 table

を用いて電子密度に変換した。変換 table から得られた電子密度と既知の電子密度との比較を

行った。 
 

【結果】 

 図 1 に作成した変換 table を示す。また、200A ロッドファントムを用いて変換 table から算

出した電子密度と既知の電子密度との誤差を表 1 に示す。表 1 より自作ファントムの誤差は最

大で 2.4%であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【考察】 

図 1より NaCl水溶液の濃度を変えると直線性の良いグラフになり、このことは同物質では電

子密度と CT値の比例性は良いためと考えられる。また、イソプロピルアルコール及びジエチル

エーテルの二つも原子構造が似ているため直線性の良いグラフになったと考えられる。 

表 1 より自作ファントムの誤差は電子密度で最大±2.4%であり、この誤差が治療計画でどう

影響するのか検証を行った。その結果、線量の誤差は最大で 2.2%であった。相対線量の誤差は

3～4％以内なら許容範囲であるため、今回のファントムは実用可能であると考えられる。 
 

【結論】 

今回の実験では、専用ファントムを用いなくても線量計算に支障をきたさない程度のファン

トムを作成することができた。検証に用いた治療計画装置は線量計算の一つの手法であるため

検証の精度を高めるには複数の手法を用いるのが望ましいと考えられる。 

図 1 変換 table 

表 1 変換ファントムの誤差 



８    bolus-tracking 法の基礎的検討 
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【背景・目的】 

現在、dynamic検査において test-injection法や bolus-tracking法などの撮影法は欠かせな

いものになっている。実際に当院でも bolus-tracking 法により撮影を行っているが、日常、何

気なく使用している bolus-tracking 法に関しての被曝量を見直し、可能な限り少なくしていき

たいと思い、bolus-tracking 法の被曝量について検討する。 

【使用機器】 

・CT 装置      TOSHIBA メディカル株式会社  Aquilion64 super-hart edition 

・Dual injecter  根本杏林堂株式会社       DUAL SHOT GX 

・装置標準水ファントム 

【方法】 

装置標準水ファントムの中心をアイソセンターに合わせて通常の検査で行っている

bolus-tracking 法と同様に管電流を 10mA～50mA まで 10mA ごとに変化させて同一スライスを約

30秒間スキャンする。スキャン中の CT値変動をグラフ化し、臨床上影響の出ない範囲でどの程

度線量を減少させられるかを検討する。また、日常の検査で行っている bolus-tracking 法から

TDCを作成して間欠スキャン時の間欠時間と間欠スキャンから連続曝射に移行する際の閾値を検

討する。 

【結果】 

装置標準水ファントムを撮影して得られたデータから見当をつけ、変化させた管電流により

scan 開始時間に変化がないか確認するために今回は肝臓のダイナミック検査に関して

bolus-tracking を 50mA で撮影したグループと 30mA で撮影したグループに分けてそれぞれの

scan 開始時間の平均値で有意性検定を行った結果、有意差が有るとは言えない。また、

bolus-trackingでの被曝量を装置上 DLPで約 42％減少させることができた。 

【考察】 

bolus-tracking 時に線量不足によるノイズが原因で設定上影響がないように装置標準水ファ

ントムより求めた CT値の変動を参考にして bolus-tracking時の管電流を 50mAから 30mAへ減少

させることができたが、今回使用したファントムは人体とは構成が異なるために実際の CT 値の

変動とは異なることが考えられる。通常は 2mmのスライス厚を 4mmなどに変化させれば管電流を

減少させても 2mm 厚の画像よりも画像 SD が改善されストレスなく線量を減少させられるが、当

装置は本スキャン時と bolus-tracking 時のスライス厚を一致させなければ機械的な delay が発

生してしまう。ファントムを検討して更なる線量の減少を目指したいが、少なくとも体格によっ

て変化させなければならないであろう。 

【結論】 

今回の検討で間欠スキャンの設定やスキャン時の管電流を下げることにより被曝量の減少が

可能であることが示唆された。今回の検討は身近にあったファントム使用して行ったためにファ

ントム等を検討してまだ改善のよちがある。今後、さらなる被曝量の減少に関して検討したい。  



９   頚動脈プラーク検査における BLADE法の有用性 
大田原赤十字病院 放射線科 
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[目的] 

 頚動脈プラークの好発部位である内頚動脈分岐部の画像診断において、double-IR 法を用いた

black blood 法が血管壁や内腔の描出に有用であることが報告されている。当院でも頚動脈プラー

ク検査において black-blood法を用いて画像診断を行っているが、長時間にわたる撮像やスライス

枚数の限定・また体動（血液の拍動）による画質低下をきたすことが少なくない。そこで今回、

Multi-Slice による非心電図同期 BLADE法を用いて、短時間で簡易的な撮像や体動補正・画像向上

を目的とし BLADE法の有用性を報告する。 

 

[方法] 

使用装置は 1.5T超伝導 MRI装置 MAGNETOM AVANTO B15(シーメンス社)。 

基礎実験を行い、BLADE 法の脂肪抑制 T2 強調画像の基本撮影条件を検討した。検討内容は、TR

（2800～3500ms）や BLADE範囲(100～200%)・Restore magn の有無である。基本条件決定後、健常

ボランティア者（研究内容承諾者）に対し、脂肪抑制 T2 強調画像を撮像し、MRI 担当技師により

視覚的評価した。また、頚動脈プラーク患者による臨床実験を行い、black-blood 法と非心電図同

期 BLADE 法を撮像し、視覚的評価し有用性を検討した。 

 

[結果・考察] 

TR を長くしていくことで、多くの信号を得ることができる。BLADE

範囲を広くすることで、信号の大きさは変化しないが、脂肪抑制もよ

り効くことがわかった。 

 また、臨床実験より、black-blood 法に比べ非心電図同期 BLADE 法

は、血管壁や血管内腔のコントラストに劣るが、頚動脈プラークの信

号は black-blood 法とほぼ同等の情報が得られた。また、プラーク内

の形状の診断は BLADE 法の方が視覚的に優れ、血液の拍動のアーチフ

ァクトの補正もできた。 

 

[結論] 

今回の実験により、非心電図同期 BLADE 法を用いて、black-blood

法とほぼ同等の情報を得られ、短時間で簡易的な撮像条件を設定する

ことができた。しかし、血管内腔の信号の落ち具合(null)や血管壁コ

ントラストが black-blood 法より劣るので撮像条件の更なる検討が必

要である。 

 

  

black-blood法 

BLADE法 
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【目的】 

MRI 装置で水分子の拡散現象を観察すると、周囲の構造物の影響からその変位確率分布は正規分布から逸

脱すると言われている。そこで試験管内にゼラチンとナイロン繊維を用いて水分子拡散が制限される微細構

造を再現し、変位に対する実際の水分子変位確率分布を算出する方法の一つである QSI(q-space imaging)

を用いて水分子変位確率分布を求め、スライス方向の変化(実験 a)・ナイロン繊維の密度の変化(実験 b)に

ついて比較検討を行う。 

【内容と結果】 

実験 a ではナイロン繊維に直交する 2 方向(①,③)とナイロン繊維方向(②)の 3 方向、実験 b ではナイロ

ン繊維上部を縛り、広がりを持たせ①方向に 9 スライス(測定画像は 6 断面のみ使用し、ナイロン繊維密か

ら①,②,③,④,⑤,⑥とする)撮像し、拡散強調画像を得た。撮像シーケンスは SE系 EPI、TR=8000msを使用

し、FOV24cm,スライス厚 6mm,加算回数 4とした。得られた画像に対し QSIを行い、算出した結果を下記に示

す。 

         

図 1  b値と信号強度の関係 (実験 a )        図 2  変位と変位確率分布の関係 (実験 a ) 

         

図 3  b値と信号強度の関係 (実験 b )        図 4  変位と変位確率分布の関係 (実験 b ) 

【考察】 

実験 a ではスライス方向②は、ナイロン繊維に平行しているの

で拡散の制限が小さくなり、水分子の変位は大きくなったと考え

られる。実験 b では、密度が密から疎になることにより、拡散の

制限は小さくなり水分子の変位は大きくなるはずであるが、理論

通りにならなかった。これは、今回使用した MRI 装置の磁場強度

が 1Tであり、信号強度自体が低く差が出にくかったため、雑音や

誤差の範囲でズレが生じたと考えられる。 

【結論】 

QSI を用いることで撮像対象やスライス方向の違いによる水分

子拡散を把握することができた。 

実験 スライス 0変位確率密度 平均変位[mm/√s] 

a 

① 1245.7 0.47 

② 825.1 0.49 

③ 1306.8 0.47 

b 

① 1395.1 0.48 

② 1497.2 0.47 

③ 1556.9 0.47 

④ 1585.2 0.47 

⑤ 1426.6 0.47 

⑥ 1089.2 0.47 

表 1 各データのパラメータ 
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目的 

神経膠腫は成人の腫瘍の中で最も頻度の高いものである．良性であれ悪性であれ，手術

摘出度と生命予後及び QOL に強い相関性がある．しかし，言語野や運動野または，その近

傍に発生した場合には治療が困難とされてきた． 

そこで，術前の情報として，賦活領域の描出が可能か検討したので報告する． 

 

方法 

説明と同意が得られたボランティア 5名(男性:26～38歳)に対し，3T-MRI装置(MAGNETOM 

Trio A Tim system)を用いて，解析を次のように行う． 

① 活性領域の脳表合成用 3D-TSE(3D-FLAIR)を撮像する． 

② 運動野の撮像は，安静-10Scan賦活-10Scanを 1セットとし 3セット繰り返し行い，左

右の指によるタッピングを行う． 

③ 言語野の撮像は，安静-10Scan賦活-10Scanを 1セットとし 3セット繰り返し行い，口

は動かさずに頭の中でしりとりを行う． 

④ MRI装置のアプリケーションで，①②③にて得られた画像を合成し，解析結果から得

られた賦活領域を視覚的に評価する． 

 

結果 

ボランティア 5名による運動野の解析では，タッピングを行なった画像において右の手

指で左の中心前回に，左の手指で右の中心前回に賦活が多く見られた．  

言語野の解析では， 5名とも左半球のウェルニッケ野(感覚性言語野)に賦活が多く見られ

たが，ブローカ野(運動性言語野)には賦活があまり見られなかった．なお，賦活の量に個

人差が見られた． 

 

考察 

運動野(中心前回)を描出するには，現在の賦活方法で問題ないと考えられる．今後は，

手指だけではなく足による賦活方法も考え，様々なケースに対応する必要があると思われ

る．言語野の描出においては，言語野を確実に同定できる賦活方法の単純化などが必要と

考えられる．  


