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2021 年度 旭川放射線技師会 会員研究発表会 

― 抄録集 ― 

 

■Section.1 Ｘ線撮影 

座長 ： 市立旭川病院 中央放射線科 竹内顕宏 

 

1． FPD 導入に伴う基礎的検討 

旭川赤十字病院 医療技術部 放射線科 澤谷七星 

 

【背景・目的】当院では、一般撮影において従来の CR 装置に代わるシステムとして FPD 装置が導入さ

れた．FPD と CR それぞれの DQE を測定し装置間の性能の比較を行い，FPD は CR と比較してどれだ

け線量を低減できるか検討した．【方法】使用した FPD は間接変換方式，シンチレータは GOS と CsI の

2 種類である．管電圧を 60kV，80kV，120kV と変化させて，MTF を矩形波チャート法で，NNPS

を二次元フーリエ変換法で求めた．CR の DQE を基準として GOS と CsI の DQE の比を求めることで

各システムの性能の比較を行った．【結果】60kV，80kV，120kV の順に，空間周波数 1.0cycles/mm

における DQE は CR が 0.087，0.069，0.067，GOS は 0.177，0.188，0.207，CsI は 0.252，

0.257，0.287 であった．【考察・結語】FPD は CR よりも解像特性・ノイズ特性に優れており，また

CsI は柱状結晶構造により GOS よりも高い DQE を示していた．FPD で管電圧が高くなるとともに

DQE が大きくなったのは高い管電圧での実効エネルギーがシンチレータの K 吸収端と近い値となる為

であると考えられる．得られた DQE 比より，CR と比較して物理的評価においては GOS では 2～3 分

の 1，CsI では 3～4 分の 1 程度線量を低減できる可能性が示唆された． 

 

 

2. DRC 処理を用いた胸腰椎移行部側面像における胸椎の黒潰れ改善に関する検討 

旭川厚生病院 医療技術部 放射線技術科 藤田悠輔 

 

 単純 X 線撮影における胸腰椎移行部側面像について，ダイナミックレンジ圧縮処理（以下，「DRC 処

理」とする．）による胸椎の黒潰れ改善を目的とし，ファントムを用いて，コントラストの算出および視

覚評価を行った．DRC 処理パラメータの中で，濃度圧縮の対象濃度領域を設定する YDT および高濃度

側の圧縮強度を設定する YBE に着目し検討を行った．結果より，胸椎および腰椎を想定した検討のいず

れにおいても，YDT および YBE の処理前後における IQFinv 間に有意差を認めなかった．また，YDT

の i は j と比較して胸椎と腰椎間のコントラストが低値を示し，視認性が向上した．さらに，YBE の増加

は胸椎と肺野間のコントラストの低下をきたすものの，胸椎の濃度圧縮を強調し視認性を向上させた．

以上より，胸腰椎移行部側面像における DRC 処理の YDT および YBE の変更は胸椎の黒潰れ改善に対

して有用であると示唆された． 
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3. 胸部ポータブル撮影における撮影距離と Virtual Grid の設定距離の乖離による画質への影響 

旭川厚生病院 医療技術部 放射線技術科 佐藤颯 

 

散乱線補正処理を行う Virtual Grid は撮影終了後に設定した撮影距離（以下，設定距離とする．）の変

更が可能である．今回，胸部ポータブル撮影における撮影距離と設定距離の乖離による画質への影響を

検討した．コントラストの評価では撮影距離を基準条件から過度に延長せずに設定距離を変更すること

が望ましく，信号検出能評価では設定距離は視認限界への影響が少ないと考えられた．視覚評価では設

定距離を 120cm に固定した画像（以下，設定距離固定とする．）は撮影距離が 127cm 以内，撮影距離

に合わせて設定距離を変更した画像（以下，設定距離変更とする．）は撮影距離が 147cm 以内で有意差

を認めなかった．よって，設定距離固定は撮影距離が 107～127cm，設定距離変更は 107～147cm

で画質に影響が少ないと考えられた．以上より，撮影距離が基準条件と大きく乖離しなければ，撮影距離

と設定距離は正確に揃える必要はないと考えられた． 

 

 

4. 胸部ポータブル撮影における散乱線補正処理についての検討 

市立旭川病院 中央放射線科 須郷一代 

 

【目的】近年，グリッドを使用せずに画像処理によって散乱線による画質劣化を低減する散乱線補正処

理（Intelligent Grid: IG）が開発された．この方法は，グリッド使用時のミスアライメントによる濃度ム

ラが起こらないため，ポータブル撮影などで有用だとの報告がある．一方，同格子比で比較した場合は，

グリッド撮影と同等の結果を得ることができないという報告もある．当院では，従来から 3:1 グリッド

を使用しているが，FPD を軽量化し清掃も簡略化できるグリッドレス撮影に変更する事は，業務軽減に

繋がると期待できた．本研究では，胸部ポータブル撮影における従来のグリッド(RealGrid;RG)を使用し

た画像と，グリッドを使用せずに IG を使用した画像の比較を行い，グリッドレス撮影への変更が可能か

を検討した． 

【方法】①CNR 及び散乱線含有率の測定：RG と IG は共にグリッド比 3:1 と 6:1 を使用し，線量を変

化させ撮影した．散乱体として 10cm 及び 20cm 厚のアクリル板を使用し，コントラスト物質に 1cm

厚のアクリル板を使用して CNR を測定した．散乱線含有率の測定は鉛ディスク法を用いた．②胸部ファ

ントムによる評価：当院の胸部ポータブル撮影に使用されている RG3:1 と IG3:1 及び IG6:1 の胸部フ

ァントム画像を作成し，プロファイルカーブを比較した．さらに診療放射線技師 8 名により画質を視覚

評価した．【結果】①CNR はグリッド比に関わらず RG が IG より高くなった．散乱線含有率はアクリル

10cm では IG が RG よりも高くなり，アクリル 20cm では IG・RG 共に同じグリッド比で近い値を示

した．②胸部ファントム画像のプロファイルカーブは，IG3:1 よりも IG6:1 の方が RG3:1 に近い形状

となった．視覚評価では RG3:1 と IG6:1 の画像で同等の評価が得られ，IG3:1 は低い評価となった．

【結語】IG6:1 を用いることで，従来の RG3:1 と同程度の画質が得られるため，グリッドレス撮影での

運用が可能と考えられる． 
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■Section.2 

座長 ： 旭川赤十字病院 医療技術部 放射線科 瀬川千晴 

 

5. 99mTc-スズコロイドシンチグラフィで肺野集積を認めた 1 例 

旭川医科大学病院 診療技術部 放射線技術部門 上林駿斗 

 

【要旨】労作時低酸素血症の原因検索目的で，99mTc-スズコロイドシンチグラフィが施行され，肺野

に集積する症例を経験した．99mTc-スズコロイドは細網内皮系細胞の貪食能によって取り込まれ，通

常，肝 kupffer 細胞や脾臓，骨髄に集積する．99mTc-スズコロイドシンチグラフィは副脾等の診断で

有用であるが，本邦において微小肺血管病変の評価に用いられたという報告は少ない．文献によると肝

臓や脾臓，特に脾臓のマクロファージの増殖と併行して肺のマクロファージが増加し，99mTc-スズコ

ロイドが肺野へ集積することが示されている．本症例は骨髄線維症に伴う髄外造血によって異常集積を

呈した希少例であると考え，報告する． 

 

 

6. ステレオガイド下マンモトーム生検における穿刺プローブの最適なアプローチ方法の検討 

旭川医科大学病院 診療技術部 放射線技術部門 下原さくら 

 

【背景と目的】ステレオガイド下マンモトーム生検は，微細石灰化を伴う病変の組織診断に有用な検査

である．目的の石灰化を採取するためには，穿刺プローブと石灰化の位置関係が重要となる．距離が離れ

ている場合は，穿刺プローブ位置を mm 単位で調整し石灰化との距離を近づけることを試みるが，想定

より近づかず石灰化採取に難渋することがある．本研究では，石灰化の採取可否への影響が大きいと思

われる穿刺プローブの水平方向（X 軸方向）のずれに対して，最適な穿刺プローブのアプローチ方法を検

討した．【方法】自作ファントムを乳房撮影装置に固定し，穿刺プローブを石灰化に対して X 軸方向に任

意の距離 ΔX（2.5～6.3 mm）を離して穿刺した．穿刺プローブを異なる 2 つの方法，①そのまま ΔX

移動する方法（Z = 0.0 mm），②穿刺プローブを刺入部側に 10.0 mm 引いてから ΔX 移動し 10.0 

mm 戻す方法（Z = 10.0 mm）として，石灰化との距離が 0.0 mm になるように移動させた．移動後の

X 座標の値（X’ [mm]）を統計学的手法で比較した．【結果と考察】方法①②いずれも X’は移動前の

X 座標の値より小さくなったが 0.0 mm にはならなかった．また，方法間の統計的な差はなかった．回

帰分析を行ったところ，X≧4.5 mm では方法②のみ回帰性を示し，X < 4.5 mm においてはいずれの方

法も回帰性を示した．したがって，X≧4.5 mm においては方法②，X < 4.5 mm においては方法①を採

用し，回帰直線から予測した X’の値（補正値）を含めた距離を移動させることにより 0.0 mm に近づ

くと考える．【結論】X 軸方向のずれに対して，距離に応じ穿刺プローブのアプローチ方法を変更し補正

値を含めた距離を移動させることによって，マンモトーム生検の精度が向上する可能性を示唆した． 
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■Section.3 

座長 ： 旭川厚生病院 医療技術部 放射線技術科 小出友明 

 

7. 血管撮影装置更新による患者被ばく線量の比較 

市立旭川病院 中央放射線科 高坂優吾 

 

【目的】近年，医療従事者，患者共に被ばくの様々なリスクが叫ばれており，種々の被ばく低減を目指し

たシステムが開発され，臨床に応用されている．Interventional Radiology(IVR)においても，ノイズリ

ダクション処理用アルゴリズムによる雑音低減技術 Clarity IQ(Clarity)などの被ばく低減を目的とした

ソフトウェアを搭載した血管撮影装置が普及してきている．本年 9 月に当院の血管撮影装置が更新され，

被ばく線量の低減が見込まれている．そこで今回我々は新旧装置の被ばく線量の変化を明らかにするこ

とを目的とした．【対象及び方法】対象：対象は 2020 年 6 月～2021 年 10 月までに当院で血管撮影

装置を用いて検査を行った患者 124 名とした．その内 2020 年 6 月～2021 年 9 月までに検査を行

った平均年齢 68.7 歳，87 名の患者を機器更新前群(以下前群)，2021 年 9 月～2021 年 10 月まで

に検査を行った平均年齢 68.8 歳，37 名の患者を機器更新後群(以下後群)とした．方法：収集したデー

タは照射時間，透視面積線量，撮影面積線量，正面，側面管球それぞれの Air Kerma であり，すべて装

置に組みこまれた計算式を用いて求められた値を使用した．２つの群を検査手技ごとにいくつかのグル

ープに分け，それぞれのグループごとに 2 つの群間のデータを比較した．【結果】それぞれのグループに

おいて前後群を比較すると，全体的に前群に比べ後群の値が低下している傾向にあったが，有意差がな

いものも存在した．機器更新によって，ソフトウェア面における被ばく線量の低減が期待できることが

確認できたが，今後更なる被ばく線量の低減を目指し種々のパラメータの調整などを行っていきたい． 

 

 

8. 当院における放射線技師一次読影の取り組み 

医療法人仁友会北彩都病院 診療技術部 放射線課 前田駿兵 

 

【背景】放射線科専門医が常在していない中小規模の民間病院では，診断の補助として遠隔画像診断支

援サービス(以下，遠隔読影)を利用している場合がある．当院でも，CT，MRI 検査において遠隔読影を

利用しているが，平成 22 年，厚生労働省医政局長からの｢医療スタッフの協働・連携によるチーム医療

の推進について｣(医政発 0430 第 1 号)に，診療放射線技師の業務として読影の補助が明記されたこと

を受け，CT 検査において技師による一次読影レポート化を開始した．【概要】当院では CT 業務経験年

数 1 年以上 5 年未満 2 名，5 年以上 10 年未満 2 名，10 年以上 2 名の計 6 名が日替わりで一次読影

業務を行っており，1 ヶ月で約 80 件の読影レポートを作成している．また，当院ではほぼ全ての CT，

MRI 検査について遠隔読影を依頼しており，この取り組みは技師による一次読影と遠隔読影，主治医に

よる読影の 3 重のチェックで初見の見逃しを防ぎ，質の高い検査を行うことを目的として行っている．

この照らし合わせにより遠隔読影に再読影を依頼した件数は 2021 年 4 月から 8 月の間で 44 件であ

った(医師による指摘，一次読影レポートを作成していない検査での技師による指摘を含む)．【利点及び

課題】技師による一次読影の利点として，遠隔読影の結果が届くのは通常検査翌日になるのに対して，技
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師による一次読影はその場で直ぐに行えるため救急などの急を要する検査の初見を Dr.にいち早く伝え

ることが可能である，撮影する技師が読影する側の目線に立つことで診断しやすい画像を提供する能力

を身に付けられる，画像再構成や MPR 等の処理により画像について深く追求できるなどといったこと

が挙げられる．一方で問題点として，専門医の読影能力及び知識量には及ばず，技師間においても経験年

数により初見内容に相違が生じることがある，レポートチェックシステムが整備されておらず，遠隔読

影を含め読影レポートに目を通さない Dr.もいるためトリプルチェックが成り立たない検査も存在する

場合がある，日常業務と併せて行っているため 1 日 4，5 件しかレポートを作成できないなどといった

ことが挙げられる．【結語】診療放射線技師による読影補助業務の利点をより活かすためには，種々の問

題を解決するための読影業務及び閲覧状況確認等のシステムの構築，技師の更なる能力開発が必要不可

欠である． 

 

 

9. 当院における COVID-19 感染症の傾向 

富良野協会病院 放射線科 村岡佳太 

 

初めて当院で COVID-19 感染者が確認されたのは昨年の２月中旬であった．当院ではそれを機に発

熱外来での PCR 検査の実施と中等症までの感染者の受け入れを行ってきた．これまでの陽性者数と入院

患者数を調べたところ，道の発表している全道の感染者数と相関するように増減を繰り返していたこと

が判った．この増減は，緊急事態宣言が発令され道内外から人の往来が制限されたことが関係している

と考えた．また，当院では入院時には一般撮影と CT，退院前には CT のみ撮影している．入院時に撮影

した CT 画像と退院時の CT 画像の比較をし，1 週間程度で肺野像に変化が見られるのか，症状として

どの程度の症状があるのかを調べ報告する． 

 


