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巻 頭 言

「わかりやすい技師会」を目指して
一般社団法人 栃木県診療放射線技師会

会 長

小 黒

清

６月の総会と理事会を経て、神山前会長から会

日本診療放射線技師会は、診療放射線技師のた

長職を引き継いでようやく半年が過ぎようとして

めの唯一無二の職能団体であり、診療放射線技師

いますが、なんとか会務が遂行できているのも、

の今、そして未来を真剣に考え、資質の向上、専

ひとえに会員のみなさまのご理解とご支援の賜物

門職としての待遇や利益を保持改善するための活

と思っております。

動を行っております。その１つが平成27年４月１

私自身、会長としてスタートしたばかりですの

日付で施行された診療放射線技師法の一部改正の

で、時間をかけ会員のみなさまのご意見を参考に

実現であり、さらに法改正により行うことになっ

腰を据えてじっくりと構えて成長していきたいと

た「業務拡大に伴う統一講習会」の開催がありま

思っております。

す。医療安全の確保の観点から診療放射線技師と

さて、私は会長に就任した際、「わかりやすい

して医療機関に従事している者は研修を受けるこ

技師会」を目指すことを目標に掲げました。その

とが望ましいとされ、本会では平成32年までの４

ためには今まで以上に会員のみなさまとの情報の

年間で、本会の会員約460名が受講できるように計

共有が重要と考え、ホームページの充実やメーリ

画を進めております。

ングリストによる最新情報の提供を強化してまい

本会は、一般社団法人として、これからも会員

りました。ホームページには情報誌「あすたー

のみなさまとともに更なる発展と診療放射線技師

と」、会誌、学術研究発表会抄録の掲載を開始し

の地位向上に貢献するため、会員による会員のた

ました。これは会員のみなさまに本会の歩みをわ

めの事業を中心に活動していく所存です。

かっていただきたいという思いから始めました
が、おかげさまで好評を得ております。しかし
メーリングリストには、まだ会員の1/4ほどしか登
録しておらず、最新情報の共有には程遠い状況で
す。是非メーリングリストに多くの会員のみなさ

栃木県診療放射線技師会ホームページ
http://www.tartnet.com/

まの参加をお願いします。
また、昨今、技師会への入会率が伸び悩む傾向
にあります。我々技師会を預かる者としては耳の
痛い話ではありますが、これも診療放射線技師に
とって「わかりやすい技師会」であればその必要
性をご理解いただき入会に結び付くことと思って
おります。
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検索

是非一度ご覧ください。

平成27年度 第２回卒後教育講座開催報告

平成27年度

第２回卒後教育講座

日

時：平成27年10月31日㈯

会

場：栃木県立がんセンター3階

開催報告

午後３時00分〜
講堂

参加人数：会員47名、非会員１名、計48名
講演内容：講演1：「ガドリニウム造影剤に関します最新の知見」
〈講師〉エーザイ株式会社 画像診断領域プロダクトマネージャー

村上

聡 先生

金子

操 先生

講演2：「こんな時どうする？」〜放射線検査時の移乗・移動〜
〈講師〉自治医科大学附属病院 リハビリテーションセンター室長

秋も深まり、曇天のためか少し肌寒く感じる10月

での変遷についてお話しいただきました。そして、

最後の土曜日、栃木県立がんセンター３階講堂にお

現在の理学療法士の職務内容、実際の放射線検査時

いて第２回卒後教育講座が開催されました。

における患者様の移乗・移動介助時の基本的なポイ

講演１はエーザイ株式会社

ントとして、個々の患者様の能力や環境（寝台の高

より講師の先生をお招きし

さやそこまでの距離など）によっても介助に影響す

て、ガドリニウム造影剤につ

るので、予め患者様本人や家族、Ns等から情報を

いての最新のトピックスとし

収集して介助量を予測し、最善の方法を選択するこ

て、ガドリニウム造影剤の分

とや、検査部位、疾患別に具体的な介助方法・禁忌

子構造と特性、遊離Gd³ + 量な

の姿勢など、検査における患者様の苦痛を少しでも

ど、各社MRI造影剤の比較や

少なくするための実践的な方法をわかりやすく説明

NSF（腎性全身性線維症）の

していただき、日常業務に大変参考になるものとな

世界各国・製品別の発生頻度の最新データ、Gd造

りました。最後になりますが、貴重なお時間を割い

影剤による脳内蓄積に関連する最新の論文を紹介し

て御講演いただきました先生方に厚く御礼申し上げ

ていただきました。マクロ環構造（ガドビスト）で

ます。ありがとうございました。

エーザイ株式会社
村上 聡先生

も使用回数によって脳内蓄積・沈着を起こしてしま
うため、今後も使用が考えられる小児等の患者には
使用回数に注意が必要である、とのことでした。
講演２は放射線検査時にお
ける患者移乗・移動・介助の
ポイント等について、自治医
科大学附属病院リハビリテー
ションセンター室長の金子先

移乗・移動の実演指導の様子

生、理学療法士の川合先生に

自治医科大学附属病院
御講演いただきました。はじ
金子 操先生
（左は理学療法士の めに「リハビリテーション」
川合先生）

という言葉の語源・意味や、

リハビリテーションは、18世紀の欧米において視力
障害・聴覚障害者の職業訓練、その後貧困の救済対
策として行われたのが始まりであったなど、これま
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平成27年度 第2地区

平成27年度

卒後教育講座開催報告

第2地区卒後教育講座（第１回）開催報告

開 催 日：平成27年11月７日㈯
会

場：獨協医科大学病院

教育医療棟６階シミュレーション講義室①

参加人数：33名
講演内容：1、会員発表
①『移動型フルデジタルＸ線撮影装置「Mobilett Mira Max」の使用経験』
獨協医科大学病院

大柿

勇人 先生

②『コニカAero DR散乱線補正処理「Intelligent Grid」の使用経験』
獨協医科大学病院

橋本

富寿 先生

室井

健三 先生

２、「Image Jを使いこなそう（概論）」
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

３、「DR長尺システムについて」
１）コニカミノルタヘルスケア㈱
２）キヤノン㈱
３）富士フイルムメディカル㈱
早いもので今年も残すところあと２ヶ月となり、

and Communication in Medicine）画像をパソコン

街路樹の落葉が歩道や車道に舞い散る季節になった

上で表示や解析ができることがわかりました。今回

11月７日、獨協医科大学病院において第２地区卒後

は、概論ということでしたので、次回の各論では、

教育講座（第１回）が開催されました。

今回の講演を踏まえた上でより詳しい講演が聴ける

はじめに、会員発表として、獨協医科大学病院に

ことを楽しみにしています。

おけるSIEMENS KONICAMINOLTA ２社製の
FPD（Flat Panel Detector）における使用経験の発

最後に「DR長尺システムについて」３社から紹
介がありました。

表がありました。

３社それぞれに特徴があり、それぞれの良さがわ

FPDを用いることで、撮影した画像をその場です

かりました。

ぐに検像ができるようになり撮影効率の向上に寄与
し、また、バーチャルグリッド（Virtual

長尺システムは、数多く撮影されるものではあり

Grid）を

ませんが、それでもなくてはならないものと考えて

用いることで画質の向上と被ばく線量の低減が図ら

いるので、これからもよりよい製品を作り続けてい

れることがわかりました。

ただきたいとおもいます。

次の講演では、「Image J」という新しい画像解
析ソフトの講演がありました。

最後になりましたが、今回の会場を提供していた
だいた獨協医科大学病院の方々、また講演をしてい

「Image J」を用いるとDICOM（Digital Imaging

ただいた方々に感謝を申し上げます。

第２地区連絡員
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平成27年度 第４地区卒後教育講座開催報告

平成27年度

第4地区卒後教育講座（第1回）開催報告

日

時：平成27年９月３日㈭

会

場：佐野市民病院

午後７時00分〜

５F研修室

参加人数：28名
講演内容：「DWI撮像の基本原理から、最新DWI撮像技術の紹介」
〈講師〉シーメンス・ジャパン株式会社
石川

MRビジネスマネージメント部

啓介 先生

今年度１回目となる第４地区卒後教育講座が、平成27年９月３日㈭、佐野市民病院５F研修室にて開催され
ました。夏期休暇中の方や、平日の業務終了後にも関わらず参加していただき、ありがとうございました。
今回は、シーメンス・ジャパン株式会社より講師の先生をお招きして、MRIにおけるDWI撮像の基本原理、
最新のDWI撮像技術などを紹介していただきました。まず始めに、MRIにおけるDWI撮像時の信号収集方法
と原理、またDWIの短所や脳梗塞における時間的信号変化などをわかりやすく説明していただき、DWI撮像の
基礎を復習することができました。次に最新技術により改善されつつあるものとして、頭部領域におけるDWI
では、小脳周辺は磁化率の影響を受けやすいために歪みが生じていましたが、今回の研修会で紹介された次世
代の撮像方法では、磁化率の影響を抑え、脳底部や聴神経周辺においても、より鮮明なDWI画像を得られるこ
と、また、横隔膜同期を使用することにより全身領域にも応用可能なこと、これまで不可能だった脊椎のDWI
や磁化率の影響により非常に困難だった乳腺のDWIも歪みの少ない高画質化を可能にすることができた等、今
後のMRIにおけるDWI撮像の最新技術を学ぶことができ、大変有意義なものとなりました。
次回（第２回目）の第４地区卒後教育講座は、一般演題発表形式としての開催を予定しております。会員の
皆様には、より多くの参加をお待ちしております。

シーメンス・ジャパン株式会社
石川 啓介先生
第４地区理事
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平成27年度 第5地区卒後教育講座開催報告

平成27年度

第5地区卒後教育講座（第1回）開催報告

開 催 日：平成27年11月11日㈬
会

場：自治医科大学附属病院
教育研究棟

３階

中教室３

参加人数：26名
内

容：「医療現場で出逢う子どもと親のこころ」
〈講師〉自治医科大学 とちぎ子ども医療センター
田所

まり子 先生（臨床心理士）

【講座内容】
①子どもの年齢の対応の仕方

②虐待について

子供の発達段階では乳児期（生後２か月ごろ）乳児期（２〜６,７歳）児童期（６,７〜11,12歳）青年期
（11,12〜）と分けられ、対応の仕方が説明された。
児童虐待では身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待に分類される。下記の表は小児虐待の年齢
構成である。
被虐待児

0歳〜3歳未満 ３歳〜学齢前
12,503

16,505

小学生

中学生

高校生等

23,488

9,404

4,801

総

数

66,701

死亡事例67人の６割が０歳児であった。
虐待を受けている子どもの特徴では低身長（−2ＳＤ以下）、痩せている、説明のできない新旧混在してい
る傷、皮膚や髪などが汚い、虫歯が極端に多い、不適正な衣服（季節外れ、性別不明）などがあげられる。
今回の講座内容で、虐待は年々増加傾向にあり虐待が疑われる家族に出会った際、虐待ではないと思いた
くなるが、子どもの命を預かる病院だからこそ命の危険につながる虐待には敏感になる必要があり、注意深
く観察することが大切なことと感じた。

第５地区理事
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乳房撮影基礎講習開催報告

乳 房 撮 影 基 礎 講習
■ 開 催 日：平成27年10月25日㈰ 晴れ

■ 参加人数：41名（予定参加人数43名）

開催当日は北風が強く吹き、近畿地方で木枯らし１号と寒い一日となってしまいました。
講師は埼玉県診療放射線技師会の会員の方と埼玉県の会長を含め４名で対応していただきました。わかり
やすい内容から複雑な内容までありましたが、受講生は熱心に講習を受けておりました。
乳がんの罹患率から治療までの流れを幅広くMMG、超音波、MRIに至る考え方から及んだ治療方針、Ｘ
線発生の基礎より装置の特性、ターゲットとフィルターの組み合わせ特性に至る内容、また品質管理でモニ
ターの管理まで。
ディジタル処理の方法をアナログと比較しながら、特性を含め撮影のための技術（撮影方向の特性、圧
迫、ブラインドエリア、乳房の性質、ポジショニング）、画像のチェックポイント、患者への説明、施設認
定について、超音波の画像の特徴とカテゴリー分類など幅広い内容。
マンモグラフィーの部位判定からカテゴリー分類でカテゴリー１・２をいかに排除できるかが鍵を握る、良
性の石灰化の判定。良悪性の鑑別が必要な石灰化の特徴、局所的非対称性陰影、粱柱の肥厚、構築の乱れ。
MRIの画像評価はダイナミック撮影にて得られるタイムデンシティカーブより良悪性の判断ができる。ロ
イの指定箇所に注意が必要。
時間が足らないくらいの内容でした。これからの技術向上に生かしていきたいと思います。

学術部長
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業務拡大に伴う統一講習会開催される

業務拡大に伴う統一講習会開催される
て意識の確認、胸骨圧迫、AEDの使用等について
４人１組で実習を行った。受講者の多くは診療放射
線技師基礎講習の救急医療学を受講したり、勤務施
設においてBLS講習を受講したりした経験があり、
難なく実習をこなしているようであった。
下部消化管やIGRT実習では、おしりファントム
９月19日、20日の２日間にわたり、本会での第１

を用いて肛門へのカテーテル挿入から、バルーンの

回目の業務拡大に伴う統一講習会が獨協医科大学を

拡張、直腸内の空気を抜く操作、カテーテルの抜去

会場に開催された。

などを行った。注腸検査の経験のない受講者にとっ

今年度は過去に静脈注射（針刺しを除く）に関す

ては、おしりにカテーテルを入れるのは初めての経

る講習会を受講した方を優先に開催することになっ

験だけにファントムが相手とはいえ緊張した様子

ており、今回は栃木県診療放射線技師会の会員を中

だった。特に実際に患者さんに行う場合には接遇

心に43名が受講した。

（声かけ）が大切になるが、カテーテルの挿入に集

１日目は下部消化管のDVD講義が行われ、下部消

中するあまり声かけをせずに肛門にカテーテルを挿

化管に関する業務に必要な知識と技能等について学

入してしまったり、声かけと動作が一致しなかった

習した。２日目は午前中にIGRTと法改正のDVD講義

りなど、経験して初めて気づくこともあり有意義な

が、午後からはBLS（一次救命処置）、下部消化管、

実習となったようである。

IGRTの実習を行い、最後に確認試験が行われた。

最後に行われた確認試験の結果、受講者全員が合

BLS実習では、造影CT検査時に患者さんが気分

格し、後日、修了証とバッジを手にした。

不良を訴えた場面を想定し、訓練用マネキンを使っ

理事
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金

田

幹

雄

平成27年度全国会長会議報告

平 成 2 7年 度 全 国 会 長 会 議 報 告
（一社）栃木県診療放射線技師会

会 長

平成27年度全国会長会議が11月22日㈰、17時40分
から京都国際会館において開催された。

小

黒

清

うまくいけば次の業務拡大につながっていくという
ことで、受講者へのアンケート調査を行い、講習会

まず会議の冒頭、中澤会長から国家試験構成につ

後業務拡大された内容を勤務施設に戻って診療放射

いて厚労省と折衝してきた結果７月１日付けで福岡

線技師が行っているのか、医師や看護師と共同で

県診療放射線技師会の中村会長が診療放射線技師と

行っているのか、検討もしていないのかを調査し、

して初めて国家試験副委員長に就任したことが報告

来年２月８日にシンポジウムを開催しその結果を検

された。また、現在24名の試験委員を50名にしたい

証することになっている。全国にいる約５万２千人

と厚労省に要望書を出したことが報告され、診療放

の診療放射線技師に対し、平成32年に新しい教育を

射線技師の教育は診療放射線技師が行う、診療放射

受けた学生が医療現場に入ってくる前に、年間１万

線技師の国家試験は診療放射線技師が作るという意

人ほどの受講者がいないと、技師会の本気度が疑わ

気込みでやっていきたい、そのためには全国の教育

れてしまう。そのためには指導者が足りないので、

機関の教授には博士を取っていただきたいとの要請

指導者講習会の開催も考えているそうである。

があった。

編集担当理事からは、平成28年度４月より

７月１日にスタートした業務拡大に伴う統一講習

Network Nowの電子化を進めていくことが報告さ

会は、11月10日現在、20回開催され860名が受講し

れ、３ヶ月遅れでホームページ上に閲覧可能として

ている。今年度残り52回の開催が順調に行われれ

いくそうである。

ば、約3,000名の受講者になる。また、今後JARTの

来年度、第32回全国診療放射線技師学術大会は岐

委員がオブザーバーとして参加して、実施状況を確

阜県において、９月16、17、18日に開催されること

認していくそうである。さらに、チーム医療の推進

が報告された。

の一環として業務拡大が行われたが、今回のこの業

会長会議終了後に日本診療放射線技師連盟から、

務拡大が日本の医療に役立っているのか、診療放射

畦元将吾氏が自民党の公認をいただいたので、なん

線技師が業務を拡大することによって医療安全が保

とか国政に送り出すよう協力をお願いしたいとの要

たれているのか等を検証することになった。検証が

請があった。
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平成27年度
第2回日本診療放射線技師会北関東地域拡大会長・
教育委員合同会議報告
日

時：平成27年11月28日㈯

会

場：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‑7‑5

出 席 者：横田

浩

13：30〜16：00
大宮ソニックシティ

903会議室

日放技北関東地域理事

埼玉県（3名）

田中

宏会長

堀江好一副会長

城處洋輔教育委員

栃木県（4名）

小黒

清会長

柳沢三二朗副会長

福田敏幸副会長

吉成亀蔵教育委員

茨城県（4名）

長谷川光昭会長

鈴木達也副会長

川又

誠副会長

細越光夫教育委員

群馬県（4名）

町田利彦会長

後閑隆之副会長

川上

裕副会長

星野修平教育委員

新潟県（2名）

橋本

山崎芳裕教育委員

薫副会長

合計

１．議長
書記

北関東理事
茨城県

横田
川又

浩
誠

２．議事
Ａ）報告事項
平成27年度第１回役員会議事録について
平成27年度関東甲信越診療放射線技師学術大
会拡大委員会議事録について
日放技理事会報告
（鈴鹿理事会および京都会長会議報告）
１．会長報告（中澤靖夫会長）
統一講習会の受講をお願いしたい。厚労
省は既卒者全員の受講を考えている。
統一講習会だけでなく、基礎講習も進め
ていただきたい。
国家試験委員の副委員長に九州大学の中
村氏が追加された。
京都大会は520題と過去最大の演題数と
なった、参加者2,500名を達成した。
診療放射線技師会は、医学物理士の国家
資格には反対しているが、技師の上位資
格としたい動きが見える。
診療放射線技師法改正に伴い技師学校を
訪問している。
専門学校に行って指定規則の変更を説明
し、４年制への移行をお願いしている。
養成校（３年制）の開校の話があったら
連絡してほしい。
県庁が受けたら決まってしまうので、技
師会としては４年制大学でなければ阻止
するよう働きかける。
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18名

２．ネットワークナウの電子化に関するアン
ケートについて
紙と電子版の両方で実施していくことと
し、電子版はＨＰに掲載する。
会員でなくても電子版は見られるので、
掲載は３ヶ月遅れくらいを考えてい
る。
１年間様子を見て、紙媒体をなくすかど
うかを検討していく。
３．レントゲン週間について
今年は、高知、岐阜、岡山の3県と共催す
る。これまでの状況を考慮して、毎年3県ず
つ共催する。
４．技師会事務の移転について
世界貿易センタービルは東京オリンピック
終了まで解体しないこととなった（建設費の
高騰と人手不足）ので、契約を坪単価で
1,000円減額し、平成27年11月から平成32年
８月まで結ぶこととした。
５．2021年ＡＡＣＲＴ（アジア・オーストラ
レーシア地域放射線技師学術交流大会）の
日本開催が決定
2019年大会はオーストラリアと同点とな
り、くじ引きで負けた。
６．社会奉仕活動カウントについて
学術と分離して、ルール化して都道府県決
済方式としたい。
イベント申請は今までどおりだが、日放技
で精査はせずに、各県会長から参加者名簿が
送られた時点でポイントを付与することにな
る。

平成27年度第2回日本診療放射線技師会北関東地域拡大会長・教育委員合同会議報告

７．ラダー方式を取り入れた新生涯教育システ
ム案を作成
今後意見を求めて検討していく。総会の審
議にかける。
８．業務拡大による統一講習会について
11月現在、17都道府県で20回実施され860
名の受講者がいるが、大きな問題はないよう
だ。今後、オブザーバーとして２〜３名の講
師を参加させたいと考えている。受講料につ
いては、今までの静脈注射が2,000円、注腸
検査が10,000円であったので、今回の講習と
合わせて15,000円とした。非会員の参加費は
会員の３〜４倍であることと、ファントム購
入やシステム構築にかかった会員の経費を試
算し、非会員は60,000円とした。
９．平成27年度の環境省委託事業について
提案書審査の結果、不合格となった。放医
研が落札して現在実施中。
10．第31回岐阜大会について
平成28年９月16日㈮〜18日㈰に長良川国際
会議場と岐阜都ホテルで開催する。
全国大会開催について
第27回 2011年 青森県 東北
第28回 2012年 愛知県 中日本
第29回 2013年 島根県 中四国
第30回 2014年 大分県 九州
第31回 2015年 京都府 近畿
第32回 2016年 岐阜県 中日本
第33回 2017年 函 館 北海道
第34回 2018年 山口県が立候補予定
第35回 2019年 東京でのAACRTが延期な
ので北関東で開催してほしいとの要請あり
第36回 2020年 東北
第37回 2021年 東京でAACRT
各県診療放射線技師会報告及び基礎講習につ
いて
各県より基礎講習の開催、技師会活動や行
事の開催報告、公益法人の監査報告などがな
された。
新潟県では技師長サミットと題して、施設
の技師長、主任クラスの会議を設けて、技師
会への協力要請などを行っているとのこと。
平成28年度関東甲信越学術大会について
開催日：平成28年５月14日㈯・15日㈰
場 所：さいたま市大宮区 大宮ソニックシティ
参加費：会員事前登録 3,000円
当日登録 5,000円
非会員当日登録 7,000円
学生 無料（抄録集1,000円）
情報交換会は鉄道博物館内で開催する

Ｂ）審議事項
業務拡大に伴う統一講習会について
来年度は、新潟４回/年、茨城３回/年、栃
木、群馬、埼玉２回/年 開催予定。
実習資材の配送と消耗品の補充について北
関東地域の規程を制定し、手順に従い実施す
ることとする。
開催は資材輸送の関係で原則２週間開ける
ようにする。日放技より3月は予算締めの関
係で開催しないようにしてほしいとの要請。
指導者と指導補助者のほかに手伝いを付ける
のは問題ないが、日放技から日当は出せない
ので各県持ちで。ただし、開催スタッフには
20万円の予算内で費用を出してもよい。
開催日が重ならないようにするため、各県
の開催日が把握できるように、各県がネット
上で閲覧できる共通の日程表を作ってアップ
する。
今年度中の開催予定としては、12/19・20
（群馬）、1/10・11（栃木）、1/30・31（新
潟）、2/6・7（茨城）、2/20・21（埼玉）と
なっている。
来年度基礎講習の計画について
現在のところ、栃木県、群馬県が血管造
影、新潟県が消化管、埼玉県が乳房を開催予
定。ほかは検討中。
次回役員会開催地について
来年６月11月の会議は、本日と同じ大宮ソ
ニックシティで開催する。日程は、後日決定
する。
その他
フレッシャーズセミナーは、毎年開催して
ほしい。
2018年の関東地域放射線技師学術大会（新
潟）は、6/30・7/1に朱鷺メッセを会場に開
催する計画である。
３．その他
来年度から教育委員の北関東地域幹事を星野委
員（群馬）から吉成委員（栃木）に交代。
教育委員が各県１名しかいないために委員の負
担が大きいことから、日放技に検討を要請する。
統一講習会の指導者を増やすように、日放技に
検討を要請する。

副会長
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富士フイルムにおけるFPDの最新動向
〜Virtual Grid〜
富士フイルムメディカル株式会社

石

井

伸

英 先生

１．はじめに
X 線撮影では、画像の画質低下につながる散乱線を除去し、画像のコントラストを高めるため、一般的に
グリッドを使用する。ポータブル撮影検査では、撮影環境や患者状態によりＸ線の斜入による濃度ムラが生
じやすく、また撮影条件に応じて種類を変える必要がある。そのため、病棟内での撮影においては、グリッ
ドを使用せず画像のコントラストが低くなることがあり、グリッドレスで高コントラストが得られる画像処
理技術が求められていた。
この課題を解決するために、グリッドを使用せずに撮影された胸部・腹部 X 線画像から散乱線成分を除去
する新しい画像処理ソフトウェア「Virtual Grid」を開発した。ここでは、Virtual Grid 技術の原理と効果につ
いて紹介する。

２．Virtual Grid の原理
散乱線は、撮影条件や被写体などによって変化するが、X 線照射条件と被写体厚が決まれば散乱線量はお
およそ推定することができる。Virtual Grid を使用するには、撮影条件（管電圧、照射線量、撮影距離）とグ
リッド条件（格子比、グリッド密度、中間材素材）をあらかじめ検査メニューに登録しておく。
図１(a) に示すように、撮影条件が決定されると、被
写体が存在しないと仮定した際の任意の距離における入
射線量を計算することができる。また、図１(b) で示す
ように、実際に撮影された画像の画素値からも線量を推
定することができるが、こちらは被写体透過後の線量と
して理解することができる。撮影条件より計算で求めた
線量値と画素値から線量値の差は、被写体厚に相関した
指標として取り扱うことができる。Virtual Grid 技術では、
これらの方法を用いて推定された被写体厚と撮影条件を
用いて、散乱線量を推定している。

図１

Virtual Grid 技術の基本原理
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一方、グリッド効果を得るためには、メニューに登録したグリッド情報を用いて決定している。Virtual
Grid では、推定された散乱線と一次線に対して、メニューに設定されているグリッド情報から求められた散
乱線除去率と一次線透過率を掛けることでグリッド透過後画像を取得している。

３．Virtual Grid の例
Virtual Grid を使用した例を以下に示す。(a) はグリッドを使用せずに撮影された胸部画像である。散乱線
が多く含まれているため、画像コントラストが低下している。(b) は Virtual Grid 処理によりコントラスト改
善した画像、(c) は同じグリッドの格子比の画像である。Virtual Grid 画像は実際のグリッド画像に近いコン
トラストを実現している。

(a)グリッド未使用

(b)Virtual Grid処理

図２

(c)グリッド使用

Virtual Gridを使用した例

４．まとめ
今回、Virtual Grid の開発により、グリッドを使用しない撮影でも、画像のコントラストを高めることが可
能となった。特に回診時の X 線撮影においてグリッドを使用しないことで、回診撮影の作業の効率化が可能
となる。
今後も、さまざまな医療現場のニーズに先進・独自の技術をもってお応えし、さらなる画像診断の効率化
と医療の質の向上に貢献していく。
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医 療 被 ばく低減施設認 定
〜訪問審査を受けるまで〜
獨協医科大学病院 放射線部

福

住

徹 先生

■医療被ばく低減施設認定を取るといいことがあるの？
「医療被ばく低減施設認定を取るとどのようないいことがあるの」と内外からよく聞かれます。以前は
「自施設の線量データを揃えられる、対外的に技師が放射線を管理していることがアピールできる」など答
えていました。でも実際はそれが技師にとって「いいこと」なのか少し迷いがありました。お金と時間がか
かるしそこまで必要なのかと。しかし京都医療科学技術大学の大野教授の著書を読んで迷いがなくなりまし
た。そこには「（きちんと線量と画質の検討、最適化はできていますか？）そういうことをやっていただけ
ているのであれば大いに自信を持って、目の前の患者に対して、「この線量を当てなければ、あなたの医療
情報は得られなかった」と返答することができるはずです。」（放射線リスクコミュニケーション : 健康影
響を正しく理解するために

より抜粋）と書かれておりました。

これを読んだときこの施設認定でおこなっていることは任意ではなくもはや必須ではないかと感じまし
た。「どのようないいことがあるか」ではなく「放射線技師としてやらなくてはいけないこと」だと思いま
す。自施設の線量の最適化をおこない、外部機関にチェックをいれてもらう。それを公表してもらう。結果
として放射線技師全体が医療放射線の扱いを十分理解し適切に使っていると世の中に判断してもらえ評価も
上がっていくのではないでしょうか。「どのようないいことがあるか」は今すぐに実現しないかもしれませ
ん。しかしこの活動が続いていけば必ず自施設のひいては技師全体の自信につながり「いいこと」があるは
ずです。正直、活動グループづくりや事務への説得など線量最適化以外の作業もあり時間はかかります。お
金も少しかかります。しかし全体の数％の施設だけではできないことです。一丸となっておこなう必要があ
ります。栃木のみなさま是非一緒にやっていきましょう。以下に当院での認定の流れをまとめます。参考に
してください。
❶「職場への許可、グループ結成」…各部門より１名以上参加を依頼、副技師長にも入って頂き上層部への連絡、
交渉役になっていただきました。グループ結成後はまず技師会HP上にある「更新時の自己評価表」を使って事前
評価をして作業の時間を考えました。この時点で事務、院長への打診もしました。
❷「認定申し込み」…用紙はHP上にPDFであります。院長の署名が必要になります。
❸「書類審査」…ほぼ通ります。評価表で疑問があったところを聞かれるくらいです。
ただここに書かれていることをあとの訪問審査でチェックされます。特に測定はもれのないよう気を付けてくだ
さい。線量測定は自施設で撮る全ての部位です。
❹「書類審査の合格通知、訪問審査日の通知」…訪問審査の希望日、審査料金の納付書が送られてきます。混み方
にもよりますが審査書類を送ってから３か月くらいで訪問審査になります。
❺「訪問審査」…書類チェック、施設チェックを合わせて約３時間ほどです。用意する書類は指定されます。ただ
審査の進み具合で指定されていない書類が要求されることがあります。
❻合否通知…結果が送られてきます。仮に合格しなくても提示された条件をクリアすれば合格できます。認定は落
とすための試験ではありません。頑張りましょう。
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こ ん な時どうする？
放 射 線 検 査時の移乗・移動
自治医科大学附属病院

リハビリテーションセンター

室長
主任理学療法士

金
川

子
合

直

操 先生
美 先生

放射線検査において技師の皆さんは患者さんの能力がわからないまま、制限された環境での移乗・移動を
強いられることが多いのが現状です。限られた情報や環境の中でいかに①患者さんの能力情報を収集し②環
境を整え③技師さんの能力を発揮していくかという点を中心に考えたいと思います。今回、当院の技師の皆
さんから寄せられた疑問をもとにまとめました。
患者さんを介助する際の重要なポイントは３つあります。①患者の能力②環境③介助者の能力です。これ
らのポイントを適切に判断することが、患者さんと介助者双方の安全を守ることになります。
移乗方法は大きく分けて３つあります。
①立位移乗：立ち上がって行います
②座位移乗：座ったままの姿勢で行います
③臥位移乗：寝たままの姿勢で行います
放射線撮影時の移乗はほとんどが車いすからの立位移乗かストレッチャーからの臥位移乗になると思われ
ます。
移乗動作についての質問では
Ｑ１

車椅子と寝台との移動はどんな方法が一番楽なのか？

Ｑ２

技師が腰を痛めない方法（重い患者の移動など…）

Ａ１、Ａ２

移乗・移動介助で『この方法が一番です』というオールマイティーな方法はありません。前述
したとおり①患者さんの能力、②環境、③介助者の能力によって介助方法が変わるからです。

そんな中で車いすと寝台での主な移乗方法である、立位移乗と座位移乗について考えていきます。

【１．移乗方法の選択（立位移乗または座位移乗）】
「患者の能力」つまりはつかまり立ちができるかどうかで判断
つかまり立ちができる
YES：自立または軽介助で可能

患側（検側）から介助

用

語
『検側（けんそく）』：検査する側
『健側（けんそく）』：健康な側
『患側（かんそく）』：患っている側

※ただし中等度〜重度介助での立ち上がりは健側から介助する
No：座位移乗を選択。⇒環境が整っていない場合には全介助にて立位移乗
⇒前方から介助して健側または両側の膝をロックする
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【２．『環境設定』立ち上がりやすい高さに寝台を設定する。（※座位移乗するときは車椅子と
ほぼ同じ高さに寝台を設定する）】
車いすの高さは変えようがありませんが、寝台の高さは調整
が可能であれば、患者さんの体格に合わせて調整します。患者
さんの立ち上がりやすい高さに設定する事で介助者の負担は軽
くなり、患者さんの協力も得る事ができるので安全性が上がり
ます。
立ち上がりやすい高さ＝患者さんの膝より高い位置
＝膝が直角にまがっているよりやや伸びた状態
＝膝の屈曲角が70〜80°
程度（図１）
※ただし足に力が入りにくい患者さんの場合は滑り落ちる危険

図１

があるので注意が必要です。
患者さんが車いすで入ってきてフットレストから足をおろした時に膝が90°
以上屈曲しているかどうかを
確認することで立ち上がりやすいかどうかを大まかに判断することが
できます。

【３．立ち上がり方法の選択】
立位移乗を選択した際の立ち上がる方法は、①つかまり立ちが自立
または軽介助でできる時は健側で手すりを持ち患側から介助。※中等
度〜重度介助での立ち上がりは健側から介助。②つかまり立ちができ
ない時は全介助で立ち上がる。

図２

〈安全に効率よく全介助で立ち上がらせるポイント〉
前方から介助
健側又は両方の膝をロックする
膝をロックしないで立位をと
ると、上半身を引き上げなけれ
ばなりません（図３）が、膝を
ロックして臀部を押さえると、
引き上げる力が少なく立ち上が
りが可能になります。
（図４）
膝をロックせずに立ち上がら
せるためには体幹をしっかりと
抱えなければならないため、力
任せになりがちで患者さんの脊

図3

図4

柱を傷める危険性があります。
また介助者にとっても負担が大きくなり腰痛を来す原因にもなります。
患者さんに合った高さで膝をロックして立ち上がらせる事で、患者さん、介助者双方の安全の確保と負担
の軽減が可能になります。この方法は人工関節以外のすべての患者さんに適応します。
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【４．移乗方向の選択】
立ち上がった後にどちらの方向に回転して移乗すると安全でしょうか？
立位移乗において車いすと寝台の位置関係ですが基本的には健側方向
に移乗する形をとります。つかまり立ちが自立または軽介助でできる場
合は、健側で手すりを持ち患側から介助します。患者さんの力の入りや
すい方向へ移動することで患者さんの能力も引き出しやすくなります。
しかし、実際の撮影室の寝台には手すりがないことが多いので、寝台に
移乗するときは寝台の端や介助者の肩や腕につかまる。または可能であ
れば可動式の手すりを設置します。寝台から車いすに移るときは車いす
の遠位側のアームレストを把持して立ち上がります。

図５

左右どちらも同じような状態で、全介助の場合は、最短距離で動ける
位置なら左右は関係ないため、立ち上がる時にロックをした膝の方向に
移動します。
環境設定や基本的な動きに変わりはありませんが、介助量については
患者さんの能力によって大きく異なります。

【５．移乗距離】
移乗距離が長くなるとお尻が浮いている時間が長くなり、患者さんが
体勢を崩しやすくなります。その上、介助者も一気に動かそうとするこ
とで余分な力が必要となります。

図６

立ち上がる前になるべくベッドの端に浅く座り、移乗距離を短くする
ことが大切です。（図５）

【６．介助者と患者さんとの距離】
力がいれやすいよう、寝台に乗るなど患者さんと介助者の距離を短く
する。（図６）

【７．移乗動作パターン】
ほぼ初対面で放射線撮影を行うため、患者さんの能力をすぐに見極め

図７

ることは難しいと考えます。双方の負担を少なく安全に移乗することを
一番に考えた場合は、全症例において安全に行える方法は前方と後方か
らの二人介助です。
全介助立位での立位移乗二人介助（膝ロックあり）（図７）
適

応

ポイント

人工関節以外のすべての患者
前方と後方より介助

全介助立位での立位移乗二人介助（膝ロックなし）（図８）
適

応

ポイント

図８

人工関節など下肢の疾患で立ち上がらせてしまえばある程度は下肢で支える力がある人
人工関節は回旋がダメなので足踏みすること

二人介助を基本にしての応用編でしっかりと膝がロックできるようになれば一人介助でも全介助立位での
移乗が可能です。
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移乗の基本（図９）

①臀部を前に出す

③臀部を軽く移動する側に向ける

②片手は車いす、片手は移動する方向に手を置く

④両手に力を入れて臀部を浮かして移動する

図９

手すりなしの介助の仕方
撮影室は手すりがないので前方から腋窩、側方から腰部介
助します。（図10）
移乗の基本に従って動きます。
寝台に近い手は寝台へ対側の手は車いすのアームレストを
つかみます。アームレストを把持した手に力を入れてもらう
ことで立ち上がりが容易になります。また寝台に手を置くこ
とで手の位置を変えることなく移乗することができます。
臀部を挙上する際には真上ではなく、斜め前方向に動作を

図 10

促し臀部を上げる介助を行います。
※介助量の多い場合、この位置では介助者が腰痛を引き起こす可能性があります。初対面の場合はあきら
かに介助量が少ないと考えられるとき以外は、前方から首に手を回してもらい腰部介助で実施します。明ら
かに体格が良い時は前述したとおり二人介助で行うほうがよいでしょう。
つかまり立ちでの立位移乗の介助（手すりあり）（図11）
つかまり立ちが自立または軽介助でできる場合は手すりがあるとよ
り容易に移乗が可能です。
検査にて初対面の場合はあきらかに介助量が少ないと考えられると
き以外は、健側（寝台側）より介助します。介助量が分からないた
め、立ち上がった後寝台にタイミングよく座れないと腰痛や転倒につ
ながる恐れがあるからです。図11では持ち運び可能な簡易手すりを使
用しました。環境がゆるせばこのような福祉用具が一つあると介助量
図 11

は軽減します。
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座位移乗
全介助での立位になる場合は環境が整っていれば座位移乗の
方が患者さん、介助者双方が楽に移乗できます。
〈環境条件〉
①肘掛けが取れるタイプの車いすに乗っている（図12）
②寝台の高さが調整できるまたは車いす座面と寝台がほぼ同
じ高さである。
移乗動作の基本として高い場所から低い場所への移動の方が
容易なため、移乗先が少し低くなるように寝台の高さを調整し
ます。
また、車いすの配置はベッドとのすき間を少なく、移乗距離を短くするようにします。移乗方向や移乗距
離のポイントは立位移乗と同様です。

【８．上手な情報の引き出し方】
ご本人または付き添いへの質問は『立てますか？』と聞くと『立てません』や『看護師さんに手伝っても
らう』と答えが返ってくることがあります。それは立てますか？と聞かれると何もつかまらずに立つことを
イメージすることが多いからのようです。更に以下の質問をしてみましょう。
『病棟（家）ではどうやって移りますか?』『手伝えば立てますか？』『普段はどこを持ってもらいます
か？』『右足と左足どちらに力が入りますか？』などの質問で、立てる・立てない、腰を持ってもらう、左
右の力などの返答から移乗方向と介助量の予測が立ちます
またつかまり立ちができない場合にはリハビリでは座位移乗を選択するのがほとんどですが、環境が整っ
ていない場合には全介助にて立位移乗を行います。

《移乗のポイント》
寝台の高さを調節する
介助者と患者の距離は近くする
移動距離を短くする（浅く腰掛け直す）
動き方を具体的に説明する（手すりをつかんでください、足に力を入れて立ってください等）
掛け声をかける（動き出す前に）

ここからは撮影姿勢についてのＱ＆Ａです。
Ｑ３

THA後の患者さんのラウエン撮影で、傷口を下にして寝台につけるとき痛がる

Ａ３

この姿勢は股関節の屈曲、外転、外旋の複合動作です。

〈HTAの禁忌姿勢〉
後方アプローチ

屈曲＋内転＋内旋の複合動作、単独では股関節過屈曲

前方アプローチ

伸展＋内転＋外旋の複合動作、単独では股関節過伸

姿勢的には問題ありませんが、①THAの患者は術前より股関節伸展、外転、外旋に制限があることが多
く、撮影姿勢がもともと苦手です。②術後の管理では術側への側臥位は行なっていない（下にしてはいけな
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いと指導されている）③術創部が腫れて痛みがある。以上のことより痛がったり嫌がったりすることが考え
られます。
〈介助する上での注意点〉
膝窩と足首を持って患者の動きに合わせること
下肢を持つとき、動かすときに膝を捻らないように気をつけること
〈撮影姿勢になる順序〉
①寝台に移乗したら体を検側方向にむけて、検側より寝台に足をあげる（介助ポイント参照）
②後から非検側を持ち上げる
③検側方向に移動するときは検側を外転させてから臀部を移動する
④長坐位で手を後方について仰臥位に寝ていく⇒この時に非検側の膝を軽く立てた状態で行うと動きやす
い。※動きにくい人は背中に手を添えてあげると楽に仰臥位になれます
⑤検側にクッションを入れて撮影姿勢になる
⑥背中にクッションを入れる
⑦非検側の下肢をゆっくりと外旋していく
⑧最大外旋位になったら再度検側の外転・外旋位をクッションで調整する
Ｑ４

THA後の患者さんの軸位撮影・前後位撮影で股関節内旋をどこまでしてよいのか？

Ａ４

軸位撮影、前後撮影ともに伸展＋内旋の姿勢であり直接的な脱臼肢位ではありません。
しかし前述したとおりTHAの患者さんは①術前より股関節伸展、外転、外旋に制限があることが多
く、撮影姿勢がもともと苦手②術後の管理では内旋は脱臼肢位であるため姿勢をとらないようにと強
く指導されている。③硬くて動かない、伸張痛がある。以上のことより痛がったり嫌がったりするこ
とが考えられます。

〈介助する上での注意点〉
膝窩と足首を持って患者の動きに合わせること
下肢を持つとき、動かすときに膝を捻らないように気をつけること
軸位撮影では最初に背中に入れるクッションを敷いた上に座ってもらう
〈撮影姿勢になる順序〉
①寝台に移乗したらクッションの上に座り検側より寝台に足をあげる
②後から非検側を持ち上げる
③検側を外転させてから臀部を移動することを繰り返し撮影台の中央に移動する
④長坐位で手を後方について仰臥位に寝ていく⇒この時に非検側の膝を軽く立てた状態で行うと動きやすい
⑤非検側にクッションを入れて撮影姿勢になる
⑥内旋は本人に親指が内側に向くようにと促して本人が動かせるところまでとする。
では股関節の撮影の順番はどのようにしたら負担が少ないか？
特に撮影の順番に決まりがないのなら…
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①ラウエン撮影⇒②前後位または軸位撮影
理由は車いす座位で来ているため、最初は股関節が伸びにくく、股関節屈曲位で撮れる姿勢から撮影し
たほうが姿勢変換時の患者さんの負担が軽減される
①軸位撮影⇒②前後位撮影
理由は臥位になってから背中にクッション入れる方が抜くより大変なため
①軸位撮影⇒②前後位撮影⇒③ラウエン撮影
理由は臥位になってから背中にクッション入れる方が、足を延ばすより大変なため
Ｑ５

TKA後の患者のスカイライン撮影で、膝を曲げるときに痛がる

Ａ５

TKA術直後の患者さんは①膝に力が入らず自分の力で膝を屈伸することが困難（膝を立てる動作が難
しい）②柔軟性がないため、動かし始めなどに痛みが出やすい。以上のことより痛がり、姿勢保持が
できないと考えられます。

〈介助する上での注意点〉
膝窩と足首を持って患者の動きに合わせること
下肢を持つとき、動かすときに膝を捻らないように気をつけること
膝下に入れるクッションを用意する
車椅子座位で入ってきたときの膝の曲がりを見る（最低でも座っている状態に近い角度までの屈曲は可
能と判断できる）
緊張が入って曲がらない患者は臥位になったほうがリラックスできる
術後２〜３週の膝の曲がりが悪い時期は、床から浮いた状態でいると重力で膝が曲がる方向にストレス
がかかるため膝に痛みが生じるため、床に踵がつく程度の高さに寝台を調整する
〈撮影姿勢になる順序〉
①寝台に移乗したら検側より寝台に足をあげる
②後から非検側を曲げたまま持ち上げてすぐに膝下にクッションを入れる
③膝の力を抜くように指示してクッションに足を乗せるように指示する⇒膝を曲げるではなく、力を抜い
て足を預けるように指示する
④長座位保持が可能であればそのまま板を持って撮影
Ｑ６

膝OPE後の「経過日数と屈曲の可能範囲」を教えて欲しい

Ａ６

術後２〜３日で90°
以上獲得する場合もあれば２〜３週間経っても90°
以下しか屈曲しないなど、ケー
スバイケースで特に決まりはありません

Ｑ７

腹部OPE後の患者の臥位撮影で、寝たり起きたりするとき痛がる

Ｑ８

腰痛症の患者の臥位撮影で仰向けになる過程が困難なとき

Ａ７

、Ａ８

①腹部のOPE後では腹筋の収縮、伸張で創部痛が出現します。また起居動作にて腹筋を使用
することでも疼痛が出現します。②腰痛症では腰椎が動くストレスで症状が増悪する。また
仰臥位になる過程での腰椎の動きで疼痛が出現します。そのため臥位姿勢やそれまでの姿勢
変換は患者さんにとって非常につらい状態です。
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〈撮影姿勢になる順序〉
寝台に移乗後、仰臥位ではなく側臥位に誘導する
①横向きのまま寝るように指示して両下肢を曲げたま
ま寝台に上げる（図13）
②両膝は曲げたまま側臥位から仰臥位に姿勢を変えて
いく（図14）
③膝を立てたまま仰臥位になれたら片足ずつゆっくり
と膝を伸ばしていく（図15）

図13

⇒撮影後はゆっくりと両膝を立てて側臥位になって
から足を寝台から下ろしながら起き上がる
※もし、長座位から仰臥位に動き始めたら！
①両膝を立てておくように指示する
②背中に手を添えてゆっくりと仰臥位になれるように
介助する
③背中が寝台についてから両膝を伸ばすように指示す

図14

る
※起き上がる時は肩と骨盤から介助する（図16）
Ｑ９

円背の患者の臥位撮影で、固い寝台に仰向けに寝
ると、骨があたって痛がる

Ａ９

痛がる理由として①物理的な問題があります。脊
柱が彎曲して棘突起が突出している部位に集中し
て圧力がかかるために痛みます。

図15

物理的な痛みなので直接的な解決方法はありませ
んが、可能な範囲で背中と寝台の間にスポンジを
挟む、また、起居動作は前記した通り腰痛の患者
同様に側臥位を経由して行なっていくのが良いで
しょう。
Ｑ10

ポータブル撮影で板を背中に入れる際に、どうす
れば最低限の痛みで済むのか？

Ａ10

ポータブル撮影の場合は重症患者が多くエアマッ

図16

トを使用している、人工呼吸器などチューブ類が多く姿勢変換が十分にできないなどの背景がありま
す。そのためマルチグローブを使用して仰臥位のまま背中に板を滑り込ませる方法を提案します。
〈撮影姿勢になる順序〉（図17）
二人介助にて実施。技師と看護師の場合は技師がマルチグローブを使用します。
①マルチグローブを装着して両手のひらを下に向けた状態で肩甲骨の下と板の下の位置に合わせて腕を滑
り込ませる
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②両手を対側まで入れたら手首を背屈して手のひらの下に板を滑り込ませてもらう
③板を滑り込ませている間、両腕で軽く患者を持ち上げているような状態で板の滑り込みを待つ
④板が背中の真ん中に入ったら両手をゆっくり引き出す

図17

撮影が終わったら（図18）
〈介助する上での注意点〉
①マルチグローブを装着して両手のひら
を下に向けた状態で、板と背中の間に肩甲
骨の下と板の下の位置に合わせて腕を滑り
込ませる
②反対側より板を引き抜いてもらう
〈動作時の注意点〉

図18

環境：電動ベッドで高さが調節できる場
合は腕を入れやすい高さに変更する
看護師等介助者への指示：板を差し込んでもらうときは技師の手の平の下に滑り込ませるように
少し傾けて入れたあとは水平に押し込んでもらう
マルチグローブがない場合：ビニール袋で代用する（滑りは悪いが手を入れることは可能）
Ｑ11

肩を脱臼した患者の内旋、外旋、Y viewはどこまで回転可能か?

Ａ11

肩関節の脱臼は約97〜98%は前方脱臼であり伸展＋外転＋外旋を強制されたときに発生し、整復後
（術後）は屈曲＋内転＋内旋で３週間程度固定している。外旋運動はしない状態。
腱板損傷は損傷した部位を修復するため、術後は筋が伸張されないように屈曲＋外転＋軽度内旋で３
週程度固定している。
腱板筋の主動作筋としての働きは棘上筋：肩関節外転、棘下筋・小円筋：肩関節外旋、肩甲下筋：肩
関節内旋・内転・伸展である。

①肩の脱臼整復や腱板損傷の術後の患者は少なくとも術後３週は自動運動をしてはいけないと強く指導さ
れていることが多い。②屈曲＋内転＋内旋位、または屈曲＋外転＋軽度内旋位で固定されているため、
撮影姿勢が苦手である。③常時固定されているため硬くて動かない、急に動かされるので伸張痛が出現
する。以上のことより可動範囲は縮小しています。
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〈撮影時の注意点〉
リハビリでも日常生活でもほとんど動かしていないため筋力低下や可動域制限がおきていると考えられま
す。また恐怖心から無意識に体を固くして動かないようにしている場合もあります。
①撮影肢位を実際に技師さんが見本となって見せてください。
②患者さんが自分で動かせないときは前腕を把持してゆっくりと動かしてください。
③どちらの方向に動かしていくのかを声かけして一緒に動かすように指示してください。
④痛みがでるようでしたらそれ以上動かす事はやめてください。
Ｑ12

放射線技師に対して言いたいことはありますか（知っておいて欲しいことなど…）

痛い時は無理に動かさないでください
検側を介助するときはゆっくり動かしてください
必要なものを準備してから動作に入ってください
一手間が患者さんの不安と痛みを大きく和らげます

放射線検査時の移乗・移動に少しでもお役に立てれば幸いです。
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会員報告

第31回日本診療放射線技師学術大会（京都）
に参加して
足利赤十字病院

中

室

智

之

11／21〜23の３日間、京都にて開催された。第31回日本診療放射線技師学術大会に参加してまいりまし
た。
無事に発表/座長/観光？の３日間予定業務が終了し、昼食と休憩を兼ねて帰りの新幹線を待つ間に、京都
駅の某コーヒーショップにてこの原稿を書いております。
今回の学会は、研究発表だけでなく座長の仕事もあるので、数多くのセッションを
見聞きすることが出来ず、ある程度制約された学会参加となりましたが、非常に内容
の濃い３日間を過ごすことが出来ました。
今回の学会での発表は、第２回栃木MRI技術研究会で行ったアンケート結果を、学会
発表用に内容を短く編集した物を発表させていただきました。
座長から
１、“また、何年後かに同じようなヒヤリハットのアンケートをおこなうと結果が変
わって来ると思うので第２報を期待している。”とのコメントを頂きました。
２、磁場強度の違いにより、症例の使いわけをどのようにおこなっているのか。“アンケートをとってみて
はいかがですか？”とアドバイスをいだきました。
３、“アンケートで得られた情報はどの様に発信する予定がありますか？”と質問がありました。MRI検査の
安全情報、研究会や勉強会の告知を、技術研究会専用のホームページを通じて発信していきたいと返答し
ました。
あたたかい３点のコメントをいただきました。
また今回の学術大会では、全国という大きな舞台で座長をやらせていただきました。（汗）
200人以上が入る会場で演者の表情や発表を聞いている方の表情などが、良く分からずセッションの進行
具合に苦慮いたしました。（笑）
私が担当したセッションの演者の方々に共通して言えることは、新しい撮
像法に取り組んでいる点が、非常に素晴らしいと思いました。
各演者とも、研究に取り組むきっかけは、"医師に言われてから、上手くい
かなかった撮像方法を改善するため"など、さまざまでありますが"一人の技術
者"として非常に立派な志を持ち、日夜研鑽を積んでいる事が伝わって来る熱
いセッションを担当させていただきました。
このようなセッションを受け持つ事ができ、私に良い刺激を与えて頂いた
演者の方々に、この場をかりて感謝いたします。
文章では書きあらわせないほど、今回の京都で行われた学術大会に参加した3日間は、非常に充実した経
験になりました。
最後に、研究発表の原稿作成に協力していただいた栃木MRI技術研究会の世話人の方々、全国大会での座
長を行うチャンスを与えていただいた小黒会長並びに栃木県技師会会員の皆さまに感謝し、第31回日本診療
放射線技師学術大会の体験報告を終わります。
次回は、岐阜県診療放射線技師会主催で2016年９月16〜18日、長良川国際会議場で開催されます。
その時、現地でお会いしましょう。
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