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平成27年　年頭所感
会　長　　松村俊也

　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様
におかれましては平成27年の新春をご家族ともに健や
かに迎えられたことを心からお慶び申し上げます。ま
た昨年は、当会の事業活動に際しまして、ご理解とご
協力を戴き厚くお礼申し上げます。
　昨年の総会にて新たなメンバーを加え会員皆様から
承認いただいた現執行体制での活動も半年を過ぎ、５
月の総会まで残された期間予定された諸事業完遂に向
け公益目的支出計画に沿って会務を執り行ってまいり
ますのでご協力お願いいたします。

　さて、昨年を振り返りますと年々厳しさを増す医療
界ですが、やはり大きなトピックスとしては診療報酬
の改定が上げられます。
　今回の改定率は＋0.�％でしたが、その中に消費税
補填の＋�.36％が含まれていたので実質マイナス�.26
％のマイナス改定でした。医科本体の財源にすれば、
前回の改定では4,700億円でしたが、今回は400億円で
医療経営にとってとても厳しい改定となりました。

　また、われわれ診療放射線技師にとってとても大き
な出来事がありました。長年の懸案であった診療放射
線技師法の改正が昨年６月25日に公布された「地域に
おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための
関係法律の整備に関する法律」の中に含まれ、業務範
囲変更（業務拡大）に関する内容が盛り込まれたのです。
　内容としては、日本診療放射線技師会雑誌等に記載
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されていますのでここでは省略させていただきますが、
しかしこれらを実現されるための教育内容については、
いまだに決定しておらず、現在検討会にて協議されて
います。
　現在検討されている内容としては、
１．養成課程における教育内容の見直しについて
２．免許取得者等に対する追加研修について
の２点です。
　養成機関では現在の93単位から95単位へ２単位の増
加が予定されておりますが、われわれ免許を取得して
いる診療放射線技師に関しては、新たに追加される業
務を行う際は、今後決定されるであろう追加講習カリ
キュラムの内容以上の研修を受講しなければならない
とされております。
　現在予定されている追加講習の一般目標として以下
があげられています。
１．診療放射線技師の責任及び業務の範囲を理解し、

感染管理及び医療安全に配慮して、造影剤の投与な
ど適切に検査に伴う行為ができる能力を身につける。

２．造影剤の投与に伴う危険因子を認識し、特にアナ
フィラキシーなど重篤な合併症の発生時に適切に対
処できる能力を身につける。

３．造影剤の投与などの検査に伴う行為は医師又は歯
科医師の指示の下で行われることを認識し、責任を
持って対応する。

となっており、これを達成するために�6時限の講習が
計画されています。
　ここ数年日本診療放射線技師会、北海道放射線技師
会では業務範囲拡大のための研修として①静脈路の抜
針及び止血、②下部消化管検査におけるカテーテルの
挿入及び造影剤の注入に関する研修を行ってきました。
当会では、今回の追加講習に予定されている一次救命
処置（ＢＳＬ）の研修を独自で開催してまいりました。
今後この追加講習は日本診療放射線技師会が中心とな
って開催されると思いますが、３万人弱の会員に対し
て研修を行っていくのは容易なことではなく、これま
でに研修を修了した方は、その項目に関して免除とな
る可能性が大きいです。
　今後開催される追加講習会に関して問題となるのが、
非会員の研修をどうするかという事です。
　国は職能団体である日本診療放射線技師会の責任で
行うべきと言うと思いますが、放射線技師会は会員の

会費で運営されています。今後、非会員が研修を受講
する際は、会員と比較してそれ相当の金額が必要とな
りますし、非会員が研修会の参加を希望しても会員の
研修が優先されますので、希望に添えない可能性があ
ります。
　今回の「地域における医療及び介護の総合的な確保
を推進するための関係法律の整備に関する法律」は今
年４月１日より施行されます。
　講習を受講し、所属施設において診療放射線技師と
して業務拡大をしなければ今後の仕事、ひいては生活
に大きく関わってくると思いますので、今までに放射
線技師会入会に対してメリットを感じないと思ってい
た方はメリットが生まれたと思われます。
　今後当会では研修事業として、２月５日（木）に会
員勉強会を開催いたします。本年のテーマとして救急
領域における読影セミナー「救急領域でおさえておき
たい画像診断Ｐｏｉｎｔ」として講師にJA北海道厚生連
帯広厚生病院 放射線技術科 栗田 浩二 先生より講演
をしていただきます。
　２月26日（木）には本年度３回目のイブニングレク
チャを開催します。今回のテーマは「血管から見る中
枢神経画像診断」として昨年好評でありました中村記
念病院 尾野 英俊 先生よりレクチャしていただきます。
　その他に、２月�8日（水）に本年度最後の普通救命
講習会を開催致します。
　今後のスケジュールに関しては会報並びに HP をご
覧ください。

　本年も会員の皆様のニーズに応えられるよう結束を
図りながら地域に根ざした活動を展開して行くととも
に、地域から信頼される専門職団体として活動してい
きたいと考えておりますので、会員の皆様には引き続
きご理解とご協力下さいますようお願い申し上げ、平
成27年年頭の挨拶とさせていただきます。本年もよろ
しくお願い致します。

■ 札幌市医師会　夜間急病センター特別出向会員募集
　平成27年度札幌市医師会 夜間急病センター技術協力において、緊急の事態等により出向会員が出向でき
ない時に備え、代わりに勤務する特別出向会員を若干名募集します。詳細については当会ホームページを
ご覧ください。尚、定員になり次第募集を締め切らせて頂きます。

　　【連絡先】　社会医療法人医仁会　中村記念病院　医療技術部　放射線診断科　関戸雄一

　　　　　　　E-mail（職場）：y.sekito@nmh.or.jp

－ 告　知 －

第60回 平成26年度定期総会
日　時：平成27年５月14日（木）　午後６時30分～
場　所：北海道放射線技師会研修センター

Information

◎　平成26年度　会員勉強会
日時：平成27年２月５日（木）午後７時～

会場：札幌医大記念ホール

講演：救急領域における読影セミナー「救急領

域でおさえておきたい画像診断Ｐｏｉｎｔ」

講師：JA北海道厚生連帯広厚生病院

放射線技術科　栗田 浩二 先生

◎　普通救命講習（第３回目）
日時：平成27年２月�8日（水）

午後６時30分～９時30分

会場：北海道放射線技師会研修センター

◎　急病センター出向責任者会議
日時：平成27年２月�9日（木）午後７時～

会場：北海道放射線技師会研修センター

◎　イブニングレクチャ　３週目
日程：平成27年２月26日（木）午後７時～

会場：札幌市教育文化会館 305研修室

講演：「血管から見る中枢神経画像診断」

講師：社会医療法人 医仁会 中村記念病院

放射線科　尾野 英俊 先生

◎　急病センター技術研修会
日時：平成27年３月�4日（土）午後３時～

会場：札幌市医師会夜間急病センター

◎　会報「START No.56」総会特集号
発行日：平成27年４月25日（土）

◎　第60回定期総会
日時：平成27年５月�4日（木）　午後６時30分～

会場：北海道放射線技師会研修センター
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開催日時　平成26年９月�8日（木）午後７時～８時30分
開催場所　札幌医科大学記念ホール
演 題 名：『消化管領域の画像診断』
講　　師：札幌医科大学附属病院　放射線部
　　　　　原田 耕平　先生
参 加 者：48 名

　昨年に引き続き、今年もオーディエンスシステムを
採用し、会場参加型の講演となりました。
　内容は単純XPやCTを中心とした消化管に関する画
像提示から始まり、そこから読み取れる所見や考えら
れる疾患名を選択する形で会場にアンサーを求めなが
ら進行しました。回答編では、その病態や押さえてお
くべき特徴所見などわかりやすく解説して頂きました。
比較的遭遇率の高い身近な疾患から、あまり見ること
のない稀な症例まで数多くの病態画像を供覧すること
ができました。単に拝聴するだけではなく、一緒に考
えながら参加することで、より身になる研修会になっ
たのではないかと思います。

　診療放射線技師の業務に読影補助という内容が加え
られたこともあり、こういった研修会を通して技師の
読影技術が少しでも向上していければと思います。な
お講演最後のアンケート結果では次年度もオーディエ
ンスシステムを活用した講演会を楽しみにしている方
が約８割という結果であり、参加型の形式は高評価で
した。

平成26年度 学術研修会 報告
理　事 　石 本 博 基

　平成26年８月28日（木）北海道
放射線技師会研修センターにおい
て、社会医療法人 恵佑会札幌病
院 放射線診断科部長 小野寺祐也
先生を講師にお招きし、「胸部疾
患の画像診断－Ｘ線写真とCTを
中心に－」と題して、ご講演頂き
ました。
　基礎的なＸ線学的解剖用語や
CT解剖用語から、診断医が画像
診断する際のポイントを丁寧にわ
かりやすく説明して頂きました。
質疑応答も活発に行われ、参加者
の関心の高さがうかがえました。

（参加人数：72名）

平成26年度 第2回イブニングレクチャー 報告
理　事 　山 崎 理 衣

　�,840名。平成26年９月�9日（金）から2�日（日）の３日
間、別府国際コンベンションセンター B-Con Plazaにて
開催された第30回日本診療放射線技師学術大会の参加
者数である。九州東部で行われる大会で、こう言って
は失礼だが予想以上の多くの会員が参加し、大変盛会
であった。
　滞在期間中、近づく台風の影響からか天候に恵まれ
ず、最終日のみ晴天となったのは残念であった。自称
晴れ男の私と、同行していたさらに強力な晴れ男のＳ
員保険のＴ橋氏の二人の力をもってしてもかなわない
大分の底力を実感した。
　さて、肝心の大会内容について。演題数が非常に多
く、一般口述は309、示説発表が�3�、その他、特別講
演、市民公開講座、シンポジウム、分科会企画、委員
会報告、リフレッシュセミナー、映画の上映などなど、
非常に盛りだくさんの内容であった。その中でも私が
参加させていただいたのは、消化管DR関連や放射線安
全管理等の一般演題、放射線機器管理士分科会の分科
会企画、示説発表などであったが、メインは最終日の
消化器関連４団体合同学術集会で、ここで少し紹介さ
せていただく。
　この合同の企画は平成24年の名古屋大会から始まっ
ており、大分で３回目となる。消化管関連の４団体（日
本消化管画像研究会、日本消化器がん検診学会、NPO
日本消化器がん検診精度管理評価機構、日本消化器画
像診断情報研究会）が国民に貢献できる連携を強化し
た体制づくりを目的とし、学術集会を開催している。
今回のテーマは「消化器造影検査における技師読影」
であった。NPO精管構の胃がんＸ線検診読影検定の
紹介や、これからの読影補助の方向性についての講演
などがあった。中でも症例検討では、アンサーパッド
を用いて全員参加型の読影テストを実施した。Ｘ線画
像から異常部位を指摘する問題、胃癌の肉眼分類判定、
Ｘ線画像と病理画像の対比等、読影にかかわる広い範
囲からの出題で読影力に必要な基礎知識を問われるテ
ストであった。最後に成績発表があり、トップ３に北
海道勢が２名入っていたことに安堵した。消化管にか
かわる会員は今後も是非参加していただきたいと思う。
　最近は道外に出るとご当地の観光名所巡りと名産を

第30回日本診療放射線技師学術大会 参加報告
（公財）北海道労働保健管理協会 　小牟田  学

食することを自分に課している。別府温泉はもちろん、
名物の鳥天も堪能した。ただ、居酒屋に入ればどこに
もあると予想していたが、意外に見かけることが少な
かった関さばが最後まで食せなかったのが心残りとな
った。今後の検討課題とさせていただきたいと思う。
　最後に、このような機会を与えてくださいました札
幌放射線技師会、松村会長はじめ理事の皆様方に大変
感謝申し上げます。
　次年度、第3�回になる本大会は、京都で��月2�日か
ら23日に開催予定となっています。まさしく紅葉のピ
ークになる時期です。古都のもみじは鮮やかに映えま
す。参加される方は早めに切符の手配をお願いします。
北海道からも多くの診療放射線技師の方々が参加され
次回も実りある大会になることを期待しています。

▶このリモコンを
参加者全員に配置し、
オーディエンスシステムを
利用して会員参加型の
症例検討会として企画
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　平成26年�2月�5日（月）、当会より松村、関戸が
札幌市子ども未来局児童福祉総合センターを来訪
し、児童福祉向上・里親制度充実のために今年も
�0万円を寄付してきました。この事業も、会員皆
様のご理解により26回目となり席上、児童相談所
所長 藤田 慶一 様より札幌市上田市長からの感謝
状をいただくとともに感謝のお言葉を頂戴してき
ました。今後とも地域社会に貢献できるようこの
事業を継続していきたいと思います。会員各位の
ご協力に感謝申し上げ報告とします。

□ 第３回理事会
日　時：平成26年７月23日（水）午後７時～９時迄
場　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

　理事�9名中�4名、監事２名中１名

報告事項
１．札放技杯野球大会報告
２．第１回学術・編集会議報告
３．日放技総会及び臨時総会報告
４．通救命講習（１回目）報告
５．ブロック長会議報告
６．全道野球大会報告
７．イブニングレクチャ（１週目）報告
８．公益目的支出計画実施報告書提出について
９．日ハム野球観戦報告

�0．庶務会議報告
��．会費未納者に対する退会勧告経過報告
�2．学会派遣報告
�3．平成26・27年度役員連絡先一覧について
�4．各部報告
�5．その他

審議事項
１．入会・退会承認について
　　　提案通り承認
２．札放技会報 No54 発行について
　　　発行スケジュールについて提案され承認
３．イブニングレクチャ２週目について
　　　実施要領について提案され承認
４．学術研修会について

平成26年度　一般社団法人 札幌放射線技師会　理事会報告

　今回の市民公開講座は、健やかな老後生
活を過ごすための健康公開講座として認知
症に着目し、医療法人山の上病院院長 千葉
進先生を招いて「認知症を知ろう－治療可
能な認知症について」というテーマで講演
していただいた。
　講演の中では認知症の診断と治療、予防
に至るまで分かりやすく解説していただいた。
　講演の中で、予防できる認知症や治療可
能な認知症があること。特に日本人に多い
脳血管障害型認知症は、初期の脳梗塞を画
像診断（CT、MR）でいかに早期に見つけ
出すことが大切である。他に治療可能な認
知症には薬物によるもの、正常圧水頭症、
てんかん等がある。また高血圧や糖尿病を
持っている方は、その疾患の治療を優先す
ることが結果的に予防に繋がることなど、
それぞれについて分かりやすく説明してい
ただいた。
　講演の最後にはボケないための心と体の健康につい
て心掛けるポイントを教えていただいた。市民の皆さ

平成26年度市民公開講座報告
副 会 長　　関 戸 雄 一

んにとっても大変興味深い内容であった。
（参加人数：3� 名）

社会還元事業報告
会 長　　松 村 俊 也

開催日　平成26年９月�4日（日）・�5日（月）午前９時～
会　場　北海道対がん協会　札幌がん検診センター
受講者　50名
　これまで北海道では日本放射線技術学会北海道部会
が主催となり、２年に１度標記講習会を開催しており、
昨年度開催いたしましたので今年度は開催予定がなか
ったのですが、道内の乳がん検診を実施している各施
設から「今年マンモグラフィ技術講習会は開催しない
のですか？」という要望を多数いただきまして、北海
道部会と協議し今年度は札幌放射線技師会が主催とな
って開催する運びとなりました。急に開催が決まった
ことがありまして、皆様への開催告知が不十分であっ
たにも関わらず、最終的には65名の申し込みをいただ

平成26年度 精中機構認定マンモグラフィ技術講習会 報告
理 事　　寺 田 武 司

き50名の定員があるため事務局で選考させていただき
受講していただきました。
　“乳房”という女性特有な部位の撮影ということもあ
り、社会的にも撮影担当技師が女性であることが望ま
れており、受講者の大半が女性技師でした。
　本講習会は、１日目の午前中は座学でマンモグラフ
ィの基礎、カテゴリー分類や病理について学び、午後
からは撮影技術、読影技術、� 日目の最後に受講生に
持参していただいた臨床画像を講師とディスカッショ
ンをしながら良い点、改善すべき点を学習していただ
きます。２日目はマンモグラフィの画像管理などをグ
ループに分かれて学習していただき、午後から筆記試
験と読影試験を受験していただきます。このように２

日間朝から晩までハードなスケジュールでみ
っちり勉強していただく内容の濃い講習会で
す。
　最後に、本講習会を開催するにあたり、ご
尽力いただきました北海道対がん協会札幌が
ん検診センターの黒蕨先生ならびに講師を務
めていただきました日本放射線技術学会北海
道部会の乳房画像専門員会委員の諸先生に感
謝を申し上げます。
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　　　実施要領について提案され承認
５．学術事業非会員有料化について
　　　有料化の方向で準備を進める
６．急病センター出向者不祥事の対応について
　　　詳細について説明され承認
７．当会事務所環境整備に関して
　　　提案通り承認
８．その他

⑴　いいねキャンペーンについて
⑵　理事会提案事項の提出について
⑶　札放技規程の見直しについて
⑷　各種会議の出欠について

□ 第４回理事会
日　時：平成26年９月�0日（水）午後７時～８時35分迄
場　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

　理事�9名中�3名、監事２名中１名

報告事項
１．普通救命講習（２回目）報告
２．イブニングレクチャ（２週目）報告
３．札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会報告
４．北海道放射線技師会第１回理事会報告
５．精中機構認定マンモグラフィ技術講習会経過報告
６．各部報告
７．その他

審議事項
１．入会・退会承認について
　　　提案通り承認
２．イブニングレクチャ３週目について
　　　実施要領が提案され承認
３．会員勉強会について
　　　実施要領が提案され承認
４．女性診療放射線技師の会（案）について
　　　実施要領が提案され承認
５．規程改定委員会について
　　　提案通り承認
６．会費納入方法見直しについて

口座振替手数料及びコンビニ支払い代行手数料
を当会で負担すると高価となり、減収となるた
め棄却

７．札放技会報 No55 発行について
　　　発行スケジュールについて提案され承認
８．市民公開講座について
　　　実施要領が提案され承認
９．社会還元事業について
　　　提案通り承認
�0．札幌放射線技師会杯ボーリング大会（案）開催に

ついて

　　　再度検討し提案してもらう
��．その他

□ 第５回理事会
日　時：平成26年��月28日（金）午後７時～８時迄
場　所：富士フイルム札幌ビル　３階会議室

　理事�9名中�5名、監事２名中２名

報告事項
１．精中機構認定マンモグラフィ技術講習会報告
２．第20回学術研修会報告
３．普通救命講習会報告
４．庶務会議報告
５．市民公開講座報告
６．社会還元事業経過報告
７．各部報告
８．その他

審議事項
１　入会・退会承認について
　　　提案通り承認
２　（仮称）女性技師の会について
　　　実施要領が提案され承認
３．平成27年度事業計画（案）について
　　　提案通り承認
４．ＨＰサーバー更新について
　　　提案通り承認
５．研修センター全館無線LAN化について
　　　提案通り承認
６．事業ポスター外部発注について
　　　提案通り承認
７．当会主催研修会参加時における託児所斡旋並びに

託児所費用補助について
　　　提案通り承認
８．北放技支部代表者会議について
　　　実施要領が提案され承認
９．北放技新年交礼会について
　　　実施要領が提案され承認
�0．平成26年度会員勉強会について
　　　実施要領が提案され承認
��．イブニングレクチャ３週目について
　　　実施要領が提案され承認
�2．規程改定委員会開催について
　　　実施要領が提案され承認
�3．今年度残りの事業について
　　　提案通り承認
�4．その他
　・各ブロック事業報告について

【はじめに】
　整形外科領域の単純撮影は撮影部位が多岐に亘り、
診療放射線技師にとって非常に面白い、やりがいのあ
る業務であると同時にすべての基礎となる撮影である
と考えています。整形外科が標榜されていない病院、
クリニックにおいては撮影する機会が少ないものの、
高齢者が多く来院する昨今では院内での転倒等による
外傷で骨折する事例に遭遇する事があり、その時に適
切な方法で撮影し、場合によっては読影の補助として
医師に助言する場面が発生する可能性があります。そ
んな時のために微力ではありますが、少しでもお役に
立てればと思い、撮影及び読影のポイントについて整
形外科領域の一部ではありますがまとめまてみました。

【撮影と読影のポイント：肩関節】
　整形外科領域の単純撮影においては正常像の理解が
必須です。これは様々な部位の正常Ｘ線画像を多数目
にする事が一番の近道ですが、教科書に載っている画
像の多くは正常像であり、これをきちんと理解する事
で補う事が可能です。ABCs を意識して撮影、読影を
進める事が提唱されていますが、このABCsとは次の
事を指します。

　Alignment（配列）の異常は正常像を理解していない
と気が付かない場合が多いです。例えば肩の正面XP
画像を比較してみましょう。
　正常像（右）では上腕骨と肩甲骨のラインがきれい
なアーチを描いていますが、異常像（左）ではアーチ
の連続性がありません。これは「Moloney's arch（モ

ロニーズアーチ）」と言われ、肩関節正面像において
は正常異常を区別する一つの指標となります。

　肩関節正面XPですが、肩の構造について理解が必要です。

Ｘ線単純撮影、整形外科領域の撮影と読影
医療法人社団　刀圭会　協立病院　放射線科　　後 藤 敏 文
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　30度斜位の根拠を図示します。肩関節正面像は肩甲
上腕関節と肩峰下関節を広く描出する事が求められま
す。この体位でＸ線入射方向を頭尾方向20度で入射す
る事で両方の関節が１枚の XP に明瞭に描出されます。
ただし角度については理解できたとしても実際の撮影
では様々な方に対応する事が求められます。中でも高
齢者に多い円背の方に対しては入射角の補正が必要に
なります。その際には目的部位を面として捉え、面の
角度を基準にすると理解しやすいと思います。

　肩関節のオーダには各施設において様々なパターン
があるかと思います。代表的なのは True A-P と呼ば
れる前述の撮影法に加えて３パターンがあり、それ
ぞれ① Axial　② Scapula Y　③ Routine A-P のどれ
かをプラスして２方向とするオーダが多いと思いま
す。その中で② Scapula Y の撮影を考えてみましょ
う。Scapula Y view は True A-P view の上腕骨と肩
甲上腕関節に対して 90°異なる方向から投影されるた
め、多くの施設がこの２方向を基準にしているのでは
ないでしょうか。この撮影の基本は肩峰下関節を広く
描出する事です。正しい体位を保持したうえで正面同
様、肩峰下関節のなす角度に合わせてＸ線を入射する
事が必要となります。

　その際に肩峰角と烏口突起を結ぶLineをイメージン
グプレートに対して平行にする必要がありますが、こ
れに際しては触診する事でLineを把握できますので、
患者への配慮を最大限に保ちつつ、ご協力を願うのが
良いと思います。

【撮影と読影のポイント：膝関節】
　次に膝の単純XPを考えてみましょう。膝関節は内
側と外側で関節面の形が異なる事が大きな特徴です。
　脛骨関節面の内側は凹（Concave）、外側は凸（Convex）、
しかも前後長が大きく異なります。この関節面をXP
上同時に描出する事は非常に困難であり、膝関節正面
XP を難しくしている要因です。ただし疾患が多いの
は内側なので、内側関節面を重視する撮影を心がける
べきだと考えます。さらに膝関節は慢性疾患である変

形性膝関節症の経過を追う事があり、それには再現性
が求められます。適切な角度を保持する補助具を使用
する事でいつ、誰が撮影しても同じ表現が出来るよう
工夫する必要があります。

　膝関節の側面については大腿骨遠位のAngleを考慮
する必要があります。Angleに合わせて図のようにＸ
線入射方向を調整するときれいに内外側が揃った側面
像を撮影する事が可能です。

　膝関節に関してもABCｓのＡ、すなわち Alignment
（配列）に着眼して読影を始める事が重要だと考えま
す。次の XP をご覧ください。

　臥位で撮影した場合（左）と荷重して撮影した場合

（右）でこのように違いが認められます。荷重関節に関
しては荷重状態で撮影する事が大切だという症例です
が、最近活発に行われている札幌 OS 勉強会でも腰椎
立位撮影についての論議が記憶に新しいところです。

【一般外傷の症例と読影】
　さて、整形外科領域の撮影といえば外傷の撮影を抜
きにしては語れません。いくつかの外傷症例を紹介し、
読影のポイントについて述べたいと思います。

症例１
　�9才男性、交通事故で運転していた車のエアバッグ
が作動したとの事で独歩にて来院し、頸椎４方向＋側
面前後屈のオーダが出ました。その後医師から連絡が
あり、次のXPについて意見を求められました。

　「左肺尖部に異常な陰影を認めるがどう思うか。」と
の問いに胸部 XP と肺単純 CT のオーダをお願いしま
したが、私は検像の時点で全く気が付きませんでした。
CT の結果、エアバッグによる胸部前後方向の圧排に
際して生じた続発性の気胸と診断されました。エピソ
ードから気胸や縦隔気腫が発生する可能性を念頭に入
れた読影が必要だと感じた症例でした。
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症例２
　45才男性、凍結した路面で足を滑らせて転倒し、他
院からの紹介で来院しました。当初のオーダは左足関
節正面、側面、両斜位でした。

　矢印に注目してください。ABCｓの A、脛腓関節
の離開が認められます。しかしこの場合、追加した方
が望ましいXPオーダがあります。それは何だと思い
ますか。

　医師から左下腿全長２方向の追加オーダがありまし
た。矢印の部分に骨折が認められます。足関節の内果
単独骨折あるいは遠位脛腓関節に離開が認められた場
合は腓骨近位部の骨折の有無を確認する必要がありま
す。

症例３
　63才男性、自家用車から降車時に凍った路面で足を
滑らせてドアに上半身をぶつけて来院しました。右肩
２方向のオーダが出ましたが、次のようなXPが撮影さ
れました。

　鎖骨骨折、肋骨骨折が認められますが、皮下気腫が
明瞭に描出されています。この XP から肋骨骨折に伴
う肺損傷が疑われ、医師付き添いの上３次救急機関へ
救急搬送されました。この方は独歩で来院した方でし
たが、撮影中に気分不良となり、容態が短時間で急速
に悪化しました。撮影室での容態の変化からこの方の
体内では何か大きな変化が起きていると予測する事も
重要だと感じた症例でした。

　今回は３症例をご紹介しましたが、どれも一度目に
すると忘れられない症例かと思います。症例検討会や
読影セミナーで印象に残った事例は鮮明に頭に残って
いる場合が多く、経験は共有できると考えて良いと思
います。

　昨今、日本診療放射線技師会、北海道放射線技師会
においては読影セミナーが数多く開催されております
ので、まずはこれらに参加して経験を共有することを
お勧めします。それは必ず日々の業務に反映され、自
身にとってプラスになる事、間違いありません。

　拙い寄稿ではありますが、少しでも皆さんのお役に
立てれば幸いです。

１．はじめに
　骨・関節に於けるＸ線撮影の歴史は長く、レントゲ
ン博士がＸ線を発見依頼、すぐさま応用された分野で
ある事は皆さんもよく知るところでしょう。
　実際、骨・関節に関する撮影法は例えば肩関節とい
う一部位においても、数種類の方法が一般的に知られ、
またそれに関する書籍も多数出版されています。それ
だけ歴史も長く、様々な撮影法が存在する中で、実際
我々が普段の臨床業務の中でよく行う撮影は、医師ご
とに若干の違いはあっても、ある程度決まったシリー
ズが存在するのではないでしょうか。
　本稿では頭から足の先まで、多数の部位・方法が存
在する骨・関節に関する撮影法の中から、上肢では肩関
節について示現されるポイントと撮影のコツ、そして
下肢では膝関節・足関節について、失敗しやすい撮影
法と再撮影の際に考えるべきポイントについて限られ
た時間のなかで私見も含めてお話させていただきます。

２．それぞれの部位におけるポイント
２−１−１　肩関節正面撮影
　肩関節の撮影についてです。私の考えですが、肩関
節にはとりわけ多数の撮影法が存在するのではないで
しょうか。正面・スカプラ Y・軸写・機能撮影（内旋・
外旋・挙上位）・ストライカー撮影・ウエストポイント
撮影・結節間溝撮影・・・etc。この中でも正面・スカ
プラ Y・軸位の一連はトラウマシリーズとよばれ日常
よく使用される撮影法です。

　肩関節正面には概観撮影routineAP（Fig.�）とtrueAP
撮影（Fig.2）があります。概観撮影は、いわゆる「自
然体」の状態でＸ線束は肩関節に向かって地面に水平
かつ受像系に垂直に入射する撮影法です。これはほと
んど失敗しない撮影法でしょう！上肢位はそれぞれの
施設によって取り決めがなされるべきですね。描出
される部位は図の通りです。もう一つの正面撮影が、
trueA-P です。これは肩甲上腕関節と肩峰下関節（第
二肩関節）を同時に描出する撮影法です。
　第二肩関節で必要なポイントは肩峰と鎖骨遠端が重

読影講座「整形外科領域の基礎」～一般撮影を中心に～

整形外科北新病院　　岩 㟢 英 樹

Fig.3　肩峰下腔の描出

Fig.2　true AP

Fig.1　routine AP
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なって描出される事です。これにより肩峰下関節が一
番広く描出され、肩峰下に存在する骨棘や腱板内の石
灰沈着が非常に良く観察出来ます。また、肩峰骨頭間
距離（AHI=AcromioHumeralInterval）を正確に把握
することが可能となります。AHI は６㎜以下で、その
88%に腱板断裂を認め、４㎜以下では広範囲断裂が示
唆されるという報告があります（Fig.3）。
　肩甲上腕関節で必要なポイントは関節窩がある程度
の接線として描出されることです。正常な肩関節では、
骨頭と関節窩の曲線は平行です。変形性関節症ではこ
こが乱れます。また前方脱臼に伴った関節窩前下縁部
の骨性変化を観察出来ますが、関節窩が接線に描出さ
れていない場合この変化を見づらくしてしまう可能性
があります（Fig.4）。きちんと関節面が描出されるよ
うな写真においては、動揺性肩関節や腱板の広範囲断
裂等、何らかの病態が存在する肩関節では肩甲上腕弓

（モロニー弓）が一致しなくなります（Fig.5）。
　両関節を同時に描出する為、Ｘ線束は肩峰と鎖骨遠
位端が重なるように頭尾方向の入射で撮影する事によ
り第二肩関節を描出し、体を関節窩の前縁と後縁が受
像面に対して垂直に重なるような角度とするため検側
へ（一般的には約 30°）前額面を向けることにより肩

甲上腕関節を描出します。
　一般撮影を行ううえで我々に見える（示される）の
は、体の皮膚面（体表）から観察もしくは触れる事の
出来る決まった部分でしかありません。以上のポイン
トを網羅し撮影をなるべく簡単にわかりやすく行うた
めには、普段から皆さんが行っている「コツ」なるも
のがあると思います。ここで私たちが行っている（と
言うか見ている）撮影のポイントを示します。
　まず、肩甲上腕関節を描出するためのコツです。体
は検側へと向いてもらいますが、そのとき見るのは鎖
骨です。鎖骨のちょうど骨幹部に触れます、ここが受
像面に対して 90°にならない程度・・・、ちょっとア
バウトかもしれませんがこれが「コツ」です。教科書
を読んでいる訳ではないので今はこのような表現をす
る事をお許し下さい。ただ経験上、個人差があるとは
思うものの、触れた鎖骨骨幹部辺りが受像面に 90°を
成す様に整位した場合、関節面に鎖骨が重なって投影
されることが多々あります。すなわち関節面がきちん
と見えない写真となることがほとんどですので、あま
りはっきりとした数字をここで言う事は難しいのです
が、図の様な状態を想像してもらいたいです（Fig.6）。
その他にも骨頭と関節部自体をスライドのように触る
事で整位することもできます（Fig.7）。

Fig.5　moloney Arch（肩甲上腕弓）

Fig.4　関節窩前縁部の骨性変化

Fig.7　関節窩を指標にした体軸の調整

Fig.6　鎖骨骨幹部を指標にした体軸の調整

　次は頭尾入射角についてです。ここでは肩峰上部を
横から観察します。（参考書等では約 20°ですがCTで３
Ｄ作成をしているとかなり個人差があると思います。）
ここに自分の指を当てさせてもらえればよりわかりやす
いでしょう。その角度と同じ角度にて入射することで
第二肩関節はきちんと描出されやすくなります（Fig.8）。
猫背や反り返りぎみ（おなかが出ている？）の方など
もここを見ておけば失敗は減らせると思います。

Fig.8　肩峰上部を利用したＸ線入射角の指標

２−１—２　スカプラ Y 撮影
　続いてスカプラＹ撮影です。とにかく再撮影が多い
と言われている撮影法ですが、これも見るべきポイン
トと撮影のポイントを押さえればそれほど難しい撮影
ではないと思います。この写真では肩峰の形態・肩峰
下の三角部分・肩峰窩部・烏口突起・肩甲骨体部等が
見られますが（Fig.9）、これらの部分から肩峰の骨棘
や石灰沈着部、肩関節脱臼時にはその方向や窩部の骨
折等も観察されます。肩関節脱臼は四肢関節の中で最
も脱臼の頻度が高い関節ですので、自ずとこれらの撮
影を行う事が多くなると思います。正面ではわかりづ
らい脱臼の方向をこのスカプラＹ撮影でより明確に示
す事が出来ます（Fig.�0,��,�2）。肩関節脱臼では前方

脱臼が高確率で発生しますが、後方脱臼では軽微な外
傷により発生し見過ごされた結果、陳旧例となり治療
に難渋するといった例もあるようですので、この撮影
法はとても重要度の高い撮影法なのではないでしょうか。

　また肩峰の形態はいくつかのタイプに分類されてい
ます。平坦型、カーブ型、くちばし型の３タイプがあFig.9　スカプラＹ

Fig.10　前方脱臼

Fig.11　後方脱臼

Fig.12　窩部骨折
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折などなどたくさんの病態を観察する事が出来ます。
ちょっとおまけですが、烏口突起骨折は肩鎖関節脱臼
や肩甲棘骨折に合併する事が多く見逃されやすいのだ
そうです（Fig.�4,�5,�6）。

　それではスカプラＹ撮影のコツです。ここでもtrueAP
同様、体軸の向きとＸ線入射角についてそれぞれお話
します。まず体軸の向きを合わせるコツですが、烏口
突起と肩峰角を結ぶ線の中点と肩甲骨内側縁を受像面
に対して垂直に合わせます。これは私の大好きな参考
書に記載されているものです（最後に参考文献で表記
しますね）。ただ烏口突起と肩峰角の中点を毎回探す
のはすこし煩雑かな・・・？ということで、私は鎖骨
遠位端の一番触れやすい部分と肩甲骨内側縁を真っ直
ぐに結びます。これで十分です。もう一つは肩甲棘ラ
インそのものを受像面に対し約 20°程外側へ向くよう
な角度で体軸を整えます（Fig.�7,�8）。

　次はＸ線入射角です。3DCT を回転させてきちんと
したスカプラＹが示されるようにしたとき、図ではス

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16　烏口突起骨折

りますがこのうちカーブとくちばしの二種類では、上
肢の挙上に伴って腱板が肩峰および烏口肩峰靭帯に衝
突しておこる障害であるインピンジメント症候群の発
生率が高いと言われています。これと併せて肩峰下骨
棘の有無や形態も同時に評価し、症状と併せて腱板断
裂を疑う所見となります（Fig.�3）。この他にも、鎖骨
骨折・肩鎖関節脱臼・肩甲骨体部骨折・上腕骨頸部骨 Fig.17　体軸体表指標１

カプラＹに見えている自分の視線がＸ線束と同じです
ので、このときの肩甲棘ラインを計測してみると約�5°
でした。これから考えて入射Ｘ線は肩甲棘に対して�5°
を成すよう入射することによって失敗を少なく出来る
と思います。常に肩甲棘を基準にしますのである程度
の体型の差を補正しやすくなります（Fig.�9,20）。スカ
プラＹ撮影において、上肢は反対側の肩をつかむよう
にするのか、もしくは下垂するのかという質問をよく
受けますが、当院ではドクターとの取り決めにより自
然下垂位で撮影しています。脱臼時などでは上肢を動
かすこと自体が困難ですし、また先程説明した骨頭と
関節窩の位置関係を観察する事が出来ます。ただし撮
影時の肢位はそれぞれの施設で統一していただければ
良いものだと思います。これら整位は、まずはじめに
行われますが写真濃度も大切です。先程も記載しまし
たが、肩甲窩部の骨折等も観察出来るような濃度で出
力することも忘れないでください。
　失敗例の中には上腕骨頭が肩峰と重なってしまうこ
とがあります。肩甲三角の広さはＸ線入射角で違いが
出ますので、上腕骨頭の上方化はスカプラＹで評価す
ることは難しいですが肩峰下の骨棘が観察しづらくな
ってしまうのでこれらが重ならないように撮影するこ

とも大切なポイントです。

２−２−１　膝関節側面撮影
　ここからは下肢について、その中からまずは膝関節
側面についてお話します。膝関節の側面像はこれもま
た失敗が多い撮影ではないでしょうか。基本的に大き
さの異なる大腿骨内側顆と外側顆がきちんと重なるよ
うに撮影される事で、脛腿関節間隙と膝蓋大腿関節を
明瞭に現す撮影方法です。大きさの異なるものを重ね
るのって普通に考えて難しいですよね？これを実現す
る為には下肢の外転および外旋の２軸を調整しなけれ
ばなりません。撮影のコツは色々あると思います。例
えば、頭尾方向５～７°で入射とか非検側肢は体の前に
出す・後ろに引く、骨盤は真側面にする・前側に倒す・
後ろ側に倒すなどなど、それぞれに理由があってなさ
れることでしょう。関節間隙を広く描出するため屈曲
角は膝関節が弛緩した状態、一般的には �30°で撮影
されることが多いと思います。
　膝関節についてここでは失敗後の再撮影についてお
話させてもらおうとおもいます。日本放射線技術学会
の QC プログラムでは大腿骨後顆のズレで７㎜以内が
合格基準とされています。もし失敗した場合にはどこ
を・どう修正して撮影すれば良いのかをしっかり考え
る必要があります。これはどの部位の撮影についても
当然のことではありますが、膝関節は内側顆と外側顆
がとてもよく似ているためそれらの違いを見分けるこ
とが出来なければ、再撮影のポイントを押さえること
も出来ません。
　まず内外側顆の特徴を整理してみます（Fig.2�）。内
側顆は外側顆に比べてやや大きく、かつ丸みがありま
す。私が入職したてのとき MCLO（Medial：内側はＣ
型、Lateral：外側はＯ型）と覚えなさい！と医師に教
わりました。内側顆は外側顆に比べて縦に長く、少し

Fig.18　体軸体表指標２

Fig.19　3DCT からのスカプラＹ

Fig.20　X 線入射角の体表指標＠スカプラＹ
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大きく出来ています。また内側顆の後縁には内転筋結
節があります、不規則に隆起して見える方が内側顆の
後面です。一方外側顆は辺縁中央部に凹状の切痕像

（Lateral notch sign）が見られます。

　また、脛骨にもそれぞれ特徴があります（Fig.22）。
内側顆関節面は凹状となっており、その後縁は角ばっ
た隆起状になっています。それに対して外側顆関節面
は凸状になっておりその後縁は丸い局面となっていま
す。これらの特徴から内外側顆を見分けることが可能
ですから、どこをどう直すのかということを容易に知
ることができます。
　QCプログラム上、側面の撮影では後顆で７㎜以内
にズレを抑えるよういわれていますが、人工関節置
換（TKA）された関節ではその炎症や骨性変化に加
え、人工関節特有の合併症である「ゆるみ（loosening）」
を観察するため、内外側顆をきちんと揃えて投影され
た写真が求められます。ズレが無く投影された写真で
は、人工関節コンポーネントと大腿骨の間を接線とし
て見ることができ、そこに弛みが無いかを明瞭に観察
することができます。これは正面での脛骨側コンポー

ネントにも言えることで、きちんとした脛骨関節面
を描出することで、脛骨とコンポーネントの間の弛
みを容易に観察可能とします。人工膝関節の撮影で
は、許容される誤差の範囲が非常に狭いと言えますね

（Fig.23,24）。

２−２−２　足関節撮影
　最後は足関節についてです。ここでは撮影のポイン
トというよりは、２つある正面撮影において、画像上
示される特徴と失敗しやすい点についてお話します。
足関節撮影にはストレス撮影等もありますが基本的に
は正面・側面の２方向、もしくは両斜位を加えた４方
向撮影が一般的に行われていると思います。正面には
true AP viewと Mortise AP viewの２種類があり、第
２足指と踵骨尖端を結ぶ足基準線をカセッテに垂直と
する true APは脛骨遠位関節の解剖学的な正面を投影
するので外傷等の初期診断に有用とされます。また足
基準線を�0～�5°内旋する Mortise AP view では３つ
の関節裂隙を投影するため果部骨折や変形性関節症な
どを観察しています。どちらを採用するかは、症状や

Fig.21　大腿骨顆部の特徴

Fig.22　脛骨顆部の特徴

Fig.23　人工膝関節の撮影

Fig.24　膝人工関節に生じる「ゆるみ像」

受傷機転によって、また施設によって統一することが
必要だと思います（Fig.25）。

 
Fig.25　Mortise view と true AP view

Fig.26　Mortise AP view の特徴

　一般的に臥位にて撮影されますが、調整する軸は下
腿の内外旋がメインになると思います。足関節は膝を
伸展した状態で 90°屈曲位を維持することが辛いため、
どうしても低屈になりがちです。痛くて出来ない人は
無理をしてはいけませんが、低屈になった場合、踵骨
が腓骨遠位端に重なってしまうため注意が必要です。
　Mortise AP view は３つの関節裂隙を明瞭に投影す
る撮影法です。正常な足関節の３つの間隙は均等で、
脛腓間距離は約 6mm 程度です（Fig.26）。この撮影で
は足基準線を垂直から �0~�5°内旋させます。内旋する
ように指示した場合、下腿自体を内旋させず足部が内
反する動きをしてしまう場合が多々あります。この場
合も踵骨が反対に外側に動き腓骨と重複することで３
果関節面を不明瞭にしてしまう原因となります。コツ
としては足部ではなく下腿に触れて下腿そのものを内
旋してもらうような指示をすると良いでしょう。true 
AP viewに比べて外側果関節面を距骨との重なりが無
いように撮影するために内旋を行いますが、内旋しす

ぎると今度は内果関節面が投影されません、まるでた
だの内旋斜位像となってしまいますね。正面を失敗し
て内旋のような写真となってしまった場合、残りの３
方向のどれにおいても内果関節面を観察することは出
来ません（Fig.27.28）。内果関節は図にも記載されて
いますが、外果より三角靭帯が強固なため、剥離骨折
が多く、骨片の転移などを確認する必要があります。

Fig.27　Mortise view の失敗例

Fig.28　４方向での Mortise view 失敗例
　　　　※ どの写真でも内果関節面が観察出来ない

Fig.29　true AP view の特徴
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Fig.30　mortise と tenon

　　true AP viewでは解剖学的な正面として関節をみ
るため距骨と腓骨が若干重なります。しかし内果関節
面は真っ直ぐに投影されるため４方向撮影のうち、こ
の撮影方法でしっかり内果関節面を観察することが出
来ます。更に、true AP view では Mortise view ほど
内旋を強く行わないため、足部の内反が起きにくい様
に感じます（Fig.29）、きちんとした内旋位の写真が
あれば外果関節面を観察することが出来ます。立位撮
影を行い臥位との比較をしたりする場合や、変形性関
節症の評価をしたりするのであれば Mortise AP view
はとても有用ですが、上記した外傷時等には Mortise 
AP view を含めた４方向を選択することも一つの方
法に出来ると思います。ちなみに Mortise：ほぞ穴、
tenon：ほぞ、という意味だそうです（Fig.30）。

３　まとめ
　今回の副題としました「再撮影についても考えてみ
ませんか？」についてです。教科書や様々な書籍にあ
る、見本の様な写真（というか掲載されているのは見
本ですね）を、毎回一発で撮影出来るような技術を習
得する事は確かに大切だと思います。（参考書によって
も撮影法がまちまちなことはよくある事ですが・・・。）
しかし！私たちは人間です。そして、人体の見えない
部分を見える様にするための撮影を行っています。撮
影法やその部位にもよりますが「失敗は絶対にない」
と言い切ることは難しいですよね。
　それぞれの写真・撮影法において、見たい・見なけ
ればならない・見せなければならないポイントがある
と思います。そのポイントを知ることこそが良い写真
を撮ることであり、かつ無駄な再撮影を減らす一助に
なるのではないでしょうか。見本のような写真ではな
くても、みたいところが見えている・診断に耐え得る
画像と判断出来れば無駄に再撮影をすることも無いで

しょう。見たいところが見えていない・必要なところ
が描出しきれていない・・・、どうしても再撮影が必
要ならば、どこをどう修正すれば良いのかということ
をしっかり考えて、気軽に何度も再撮影をする事の無
いようにしなければならないと思います。もちろん医
師とはきちんと疎通をとり、信頼関係を築くことでど
の様な写真が必要とされているのかをよりしっかり把
握することが出来るでしょう。
　最後に今回このような機会を与えてくださいました
札幌放射線技師会松村会長をはじめ、役員の皆さんに
心より感謝申し上げます。

参考文献
１）角丸眞嗣：CT・MRI 時代の骨単純Ｘ線撮影をみ

んなで考えよう
　日本放射線技術学会近畿部会雑誌　第�4巻３号

２）細貝　実：教科書に載っていない実践単純撮影法
　日本放射線技術学会近畿部会雑誌　第�4巻３号

３）安藤英次：図解 上肢撮影法　㈱オーム社（20��）
４）安藤英次：図解 下肢撮影法　㈱オーム社（20��）
５）福田国彦、丸毛啓史：骨折の画像診断　羊土者　
（20��）

６）堀尾重治：骨・関節Ｘ線写真の撮り方と見かた　
第８版　医学書院（20�0）

７）大泉尚美：肩関節疾患の診断～臨床所見の取り方
および画像所見の読み方～

８）金子和夫、佐志隆士（編集）：達人はこうみる四
肢関節画像診断（20�3）

　今回の講演はオーディエンス方式を採用した症例検
討方式であったため、通常の教科書的内容に沿わない
ことを予めご容赦ください。

１．はじめに
　昨年より採用されたオーディエンス方式は、学術研
修会参加者が実際にボタンを持ち、出題した画像を見
て回答を選択する参加型の研修会である。昨年も好評
であったことから、引き続きこの方式で開催された。
今年の参加者はおよそ 40%が臨床経験４年以下であっ
た。また、70%以上の参加者が普段臨床で消化管領域
における検査を行っており、CT 検査もルーチンで行
っているという回答が得られた。
　今回は「消化管領域」というテーマに基づいて、普
段よく遭遇する疾患を中心に出題し、その特徴的所見
と鑑別方法について簡単にお話しさせていただいた。

２．検査の種類と読影
　消化管領域において重要な画像検査は腹部単純写真、
超音波、CT、内視鏡、Ｘ線透視が挙げられるが、主に
腹痛を主訴とする検査において、第一選択となるのは
腹部単純写真、続いて CT である。両者の特徴は客観
的に評価可能であること、どの施設においても配備さ
れており、容易かつ迅速に検査を施行できることであ
る。消化管において読影のために知っておくべきポイ
ントは、①消化管解剖、②空気（ガス）の状態、③壁
の状態である。主にこれらの正常画像を把握していれ
ば、異常所見に自ずと目が止まるようになる。

３．各疾患別所見

３．１　腸閉塞（イレウス ; Ireus）

　Fig.� に腸閉塞（イレウス）の腹部単純写真画像示す。
腹部単純写真における特徴的な所見として、立位にお
ける気体鏡面像（niveau）の形成（矢印）、臥位におけ
る小腸の拡張像を認める。小腸はケルクリングひだを
有し、拡張することによって目視できるようになるた
め、結腸との区別は容易である。一方、造影 CT 画像

消 化 管 領 域 の 画 像 診 断
札幌医科大学附属病院　放射線部　　原 田 耕 平

Fig.1　腹部単純写真（60歳代、女性）
気体鏡面像（neveau）の形成（矢印）と小腸の拡張所見を認める（右）

Fig.2　腹部造影 CT（60歳代、女性）
小腸の著明な拡張を認める。腹水や腹腔内遊離ガス（free air）は認めない。

では小腸の著明な拡張を認め、イレウスは明らかであ
るが、CT ではさらに遊離ガス（free air）の有無、腸
管壁の造影効果、閉塞部位の検索を行う。
　イレウスは、１）麻痺性イレウス、２）癒着性イレ
ウス、３）絞扼性イレウスに大別され、麻痺性、癒着
性はイレウス管挿入および保存的治療法が選択され、
絞扼性は緊急手術が行われる。これらの治療方針を迅
速に決定するために、穿孔の有無や虚血に陥っている
腸管、閉塞部位を確認することが重要であり、最近
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の MDCT は薄いスライス厚にて多断面再構成（Multi 
planner reconstruction: MPR）を作成・観察が可能な
ため、比較的容易に前述した所見を拾い上げることが
できる。また、腹部単純写真においても絞扼性か否か
を推定する方法はある。niveauのパターンを観察する
ことにより、ある程度の予測は可能である（Fig.3）。

　Fig.4 に穿孔を伴った絞扼性イレウスの画像を示す。
腹部単純写真ではアーチ型ループのniveauを認め、腹
部造影 CT では著名な小腸の拡張のほか、穿孔による
free air と腹水も確認できる。Coronal像をページング
することにより、閉塞部位の指摘も可能である。

３．２　潰瘍性大腸炎（Ulcerative colitis；UC）、ク
ローン病（Crhon's Desease；CD）

　炎症性腸症候群の中でも特徴的な所見を呈する潰瘍
性大腸炎とクローン病は、腹部造影 CT にて腸管壁の
肥厚を確認することが出来る。この２つの疾患は比較
的若年層に多いことに加え、症状も腹痛や下痢、発熱、
下血など非常に類似している。しかし、潰瘍性大腸炎
は直腸を起点とし、大腸に限局して病変が連続的に存

在するのに対し、クローン病は口腔から肛門に至るま
での消化管のあらゆる場所（主に小腸や大腸）に炎症
や潰瘍を引き起こすため、CTでも鑑別することができ
る。Fig.5 に両疾患のCT画像を示す。クローン病では
炎症が起きている腸管に狭窄部位を認めることもある。

３．３　大腸憩室炎（diverticulitis）、急性虫垂炎（acute 
appendicitis）

　MDCTの普及によってMPRが容易に作成できるよ
うになったため、大腸憩室炎と急性虫垂炎の鑑別も容
易になった。症状は右下腹部痛、どちらも炎症疾患
ゆえに生化学データも類似することから、CT におけ
る鑑別診断は最も重要となる。憩室炎は憩室を有する
場合に起こるため、好発部位は上行結腸およびＳ状結
腸となる。腸管軸に長く炎症所見を認めることが多く、
とくに Coronal 像での観察は有用である（Fig.6）。一方、
急性虫垂炎は虫垂の壁肥厚の程度を観察することで診
断できる（Fig.7）。虫垂は盲腸から突出するように走
行し、その解剖学的位置、長さは様々であるが、太さ
は通常で５㎜以下であるため、短径を計測することに
よって、虫垂炎の程度を評価することができる。虫垂
炎は炎症の程度によってカタル性、蜂窩織炎症、壊疽
性に大別され、それぞれ短径が６－８㎜、８－�0㎜、
�0－�2㎜程度となる。一般的にカタル性は保存的治療、
壊疽性は緊急手術、蜂窩織炎症は case by case となる。
また、糞石を有する虫垂炎は炎症の程度に関係なく手
術適応となる。大腸憩室炎、急性虫垂炎はどちらも穿
孔すると腹膜炎を合併し緊急手術になることもあるた
め、CT 画像で腹水や free air の有無、腹膜の炎症所
見がないかを見極めることが重要となる。

Fig.3　気体鏡面像（niveau）のパターン

Fig.4　絞扼性イレウスの腹部単純写真㊧と腹部造影CT Coronal像㊨
アーチ型ループのniveauを認め（黒矢印）、腹水およびfree airを認める（白
矢印）。閉塞部位は Coronal 像をページングすることで確認できる（中央
白矢印）。

Fig.5　潰瘍性大腸炎（UC）の腹部造影CT Axial画像（左、30歳代、男
性）とクローン病（CD）の腹部造影CT Coronal画像（右、40歳代、男性）
　直腸から横行結腸まで連続する壁肥厚像を認める（左矢印）。回腸に
限局した壁肥厚像と狭窄を認める（右矢印）。

３．４　結腸軸捻転症（volvulus）

　結腸軸捻転症は腸間膜を軸として結腸が捻じれる
疾患であり、腸管虚血に至るため迅速に次の治療方
針を決定する必要がある。特徴的な所見として coffee 
beans sign を呈する。捻転部結腸の著明な拡張によっ
てガス像がコーヒー豆状に観察される。Fig.8 に画像
を示すが、これは腹部単純写真でも視認できる。結腸
軸捻転症を認めた場合、穿孔や絞扼所見があれば緊急
手術になるが、なければ内視鏡による整復を試みる。
整復が成功すれば待機的手術となり、整復不能であれ
ば緊急手術を行う。いずれにおいても発見した場合は
迅速に対応しなければならない。

３．５　上腸間膜動脈塞栓症（superior mesenteric 
artery occlusion; SMAO）

　血栓が上腸間膜動脈に流れ、閉塞することで発症し、
激痛を伴う疾患である。通常は検査中、息も満足に止
められないため、鮮明な画像を得られないことも多い。
Fig.9 に画像を示す。虚血性の消化管は激痛を伴うこ
とが多く、絞扼性イレウスや、消化管穿孔を認めない
場合は、この疾患を疑っても良い。Fig.9 の Axial 像
では左腎にも梗塞病変を認めるため、血管系に注目し

やすいが、通常は腹痛精査では消化管やガス像を中心
に観察することが多いため、このような疾患に気がつ
かないことも少なくない。

３．６　胃粘膜下腫瘍（submucosal tumor; SMT）

　粘膜より深い粘膜下層や筋層から発生する非上皮性
腫瘍の総称であり、神経性腫瘍やカルチノイド腫瘍、悪
性リンパ腫、脂肪腫などが含まれ、その中でも消化管
間葉系腫瘍（gastrointestinal stromal tumor：GIST）
も、よく遭遇する疾患である。本来 GIST は間葉系腫
瘍の中の一つの呼び名であるが、最近も議論されてお
り、扱い方が変わるかもしれない。GIST は間葉系腫
瘍の中でも多く、中には転移をきたすこともあるため、
重要な疾患である。Fig.�0 に画像を示すが、胃の検査
は通常の造影 CT 前に発泡剤を服用し、鎮痙剤も静注
している。SMT は胃粘膜が正常なため、内視鏡・仮
想内視鏡像（virtual endoscopy; VE）にて表面は平滑
で単に下から押し上げられたような像を呈する。造影
CT 画像では一般的に血流豊富かつ均一に濃染される
腫瘍として描出される。腫瘍全体は辺縁明瞭である場
合が多い。

３. ７　胃癌（gastric cancer）

　胃癌は粘膜から発生する上皮性腫瘍で、肉眼所見も
様々な像を呈するが、ここでは SMT との鑑別に主眼

Fig.6　大腸憩室炎（diverticulitis）の腹部造影CT画像（50歳代、男性）
　上行結腸に腸管軸に沿った炎症による壁肥厚像を認める（左上矢印、
右矢印）。憩室を認め（左下、左矢印）、炎症反応により腫大した 201 番
リンパ節が確認できる（左下、右矢印）

Fig.7 壊疽性急性虫垂炎（acute appendicitis）の腹部造影CT画
像（30歳代、女性）。左Axial像、中央Coronak像、右Sagittal像
　虫垂は肥厚し（左、中央矢印）、周囲の脂肪識濃度上昇を認め、炎症
の波及を強く疑う。腹膜の肥厚も認め（右）、腹膜炎を示唆する所見である。

Fig.8　結腸軸捻転症（volvulus）の腹部造影CT画像（60歳代、
　男性）。左Scout像、中央Coronal像、右Axial像
　Ｓ状結腸の軸捻転。著明なガス像がコーヒー豆様に観察される。Axial
像では、捻転部が beak sign として確認できる。

Fig.9　上腸間膜動脈閉塞症（SMAO）の腹部造影CT動脈相（60
　歳代、男性）。左Axial像、中央Coronal像、右Sagittal像
　SMA に血栓による狭窄部を認める。僅かに血流はあるため完全閉塞
には至っていない。Axial 像では左腎にも梗塞性病変を認める。
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を置くため、Ⅰ型の例を紹介する。Fig.�� に画像を示
すが、腫瘍は胃粘膜に露出しており、VE 画像におい
ても表面がやや凹凸不正な像として描出される。I 型
では深達度も比較的軽微な場合が多いが、II 型、III
型では脂肪識の境界が不明瞭となり、深達度が深いこ
とも少なくない。深達度評価は CT でも高率に予測可
能である。また、リンパ節腫大の有無と個数を確認す
ることも重要である。

３．８　大腸癌（colon carcinoma）

　大腸のCTも�6列以上のMDCTと炭酸ガス注入器の
普及により、多数の施設で施行されるようになった。
大腸における隆起性病変の検索は通常の CT 検査で発
見することが困難である。したがって、適切な前処置
を行ったうえで炭酸ガス等により結腸全体を膨張させ
て撮影することが望ましい。Fig.�2 は大腸癌の症例で
あるが、これまでも注腸造影検査でこのような症例は
描出可能であった。しかし、注腸造影の造影剤は病変
部の狭窄が強い場合には使用が危ぶまれること、病変
部より口側の描出が困難になることが挙げられ、内視
鏡検査においても病変部より口側のファイバー挿入が
困難な場合は観察不能となる。大腸CTは炭酸ガスを
用いることにより、病変部の狭窄が強い場合でも、口
側の観察が可能であり、吸収が速いため検査終了後20
分程度で腹満感も解除される。また、造影検査を併用
することにより病変部の浸潤程度、リンパ節腫大の有
無、他臓器転移の有無など収集できる情報が広がる。

３．９　家族性大腸ポリポーシス（Familial Adeno-
　matous Polyposis: FAP）

　家族性大腸ポリポーシスは遺伝的要素が強く、大腸
全域に�00個以上存在する特徴的な疾患である。Fig.�3
に画像を示すが、Axial、Coronal、Sagittal像では想像
できないほどの隆起性病変がAir image、VEにて観察
可能である。このように３DCT はさらに客観的に病
変の存在と個数まで診断可能となるため、MPR によ
る観察を凌駕することも少なくない。

Fig.10　胃粘膜下腫瘍（SMT）の腹部造影CT画像（70歳代、女性）
左上Axial像、右上Coronal像、左下3DCT air image、右下VE画像
　胃角部小彎に辺縁平滑な隆起性病変を認める。比較的均一な造影効
果を呈し、脂肪識との境界も明瞭である。

Fig.11　胃癌（Type I）の腹部造影CT画像（60歳代、男性）
左上Axial像、右上Coronal像、左下3DCT air image、右下VE画像
　胃食道接合部～胃体上部小彎に辺縁がやや凹凸不正な隆起性病変を
認める。腫瘍は強く濃染され境界が一部不明瞭である。

Fig.12　大腸癌（S状結腸）癌の腹部造影CT画像（60歳代、男性）
左上Axial像、左下Coronal像、中央3DCT air image、右上 VE画
像、右下VE+MPR像
　Ｓ状結腸に壁肥厚像および全周性の狭窄病変を認める。脂肪識との境
界は不明瞭でSS以深を示唆する。病変より口側の腸管にも Air が入って
いるため、評価可能である。

Fig.13　家族性大腸ポリポーシス（FAP）の腹部造影CT画像（50歳代、男性）
　　　　左上Coronal像、中央上Sagittal像、右上 3DCT air image 、左下Axial像右下 VE画像
　大腸全域に無数の隆起性病変を認める。MPR 像よりも、Air image、VE にてより詳細に評価できる。

４．おわりに
　腹部消化管領域において、日常よく遭遇する疾患と
類似する疾患を中心に、疾患の特徴的な所見を呈する
画像とともに非常に簡単ではあるが解説させていただ
いた。技師は医師よりも早く画像を見る立場にいるた
め、画像に対する読解力を身につけることで次の治療
方針の決定にいち早く対応できる。最後にこのような
機会を与えてくれた札幌放射線技師会役員の皆様に深
く感謝申し上げます。
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　今年度に入り、第１回イブニングレクチャー（６月
26日）整形領域における画像診断、第２回イブニング
レクチャー（８月28日）胸部疾患の画像診断－Ｘ線
写真とCTを中心に－、札放技学術研修会（９月�8日）
消化管領域の画像診断の３回の研修会を実施してきま
した。その際会員の皆様に研修会に対するアンケート
を実施しており前回号では第１回の研修会についての
アンケートについてご報告いたしましたが、今回は第
２回、第３回のアンケート結果をふまえつつ、全体の
傾向を踏まえご報告したいと思います。

図１　開催回別　アンケート回収数

　図１は第１回から第３回までのアンケート回収数に
なります。あくまでもアンケート回収数のためなんと
も言えませんが、回数を追うごとに人数の減少がみら
れます。特に３回目が低い値となっていますが、同日
に別の勉強会などが重なったためではないかと考えら
れます。

図2　開催回別　参加年齢分布

　次に各回別の参加者年代をモザイク図で表示いたし

ます（図２）。このモザイク図は分割表をグラフ化し
たもので、それぞれの１辺が、変数に対する割合を表
しています。下記の分割表であれば、開催回数に対応
する第１回目、第２回目、第３回目の幅がそれぞれの
参加人数の比を表しています。右側に表示されている
細長い棒の部分は、第１回目から第３回目までを全て
合算した人数のうち、それぞれの年代に該当する項目
の割合を表しています。
　第１回目では整形外科領域の診断に対するセミナー
だったこともあり、幅広い年齢層から参加されていま
す。第２回、第３回と進むごとに最初は少なかった
30代が徐々に増えている傾向にあります。20代の参加
割合は変わりませんので、比較的若い世代に好まれる
テーマであると考えられます。
　次の図３は参加された方々の地域別のモザイク図に
なります。参加エリアに対する特定の傾向は見られま
せん。中央北及び南の参加者が若干多い傾向がありま
すが、回数によっては、厚別 / 清田区や豊平区も多い
傾向にあります。
　図４は参加者理解度についてですが、全般的に理解
度の高いセミナーと評価されています。なお、「半分
くらいわかった」以下の回答をしている約25％の参加
者に対しては、今後補助資料を用いるなどの対策が必
要ではないかと考えております。
　最後（図５）に今後要望する企画テーマですが、一
般撮影、MRI、CT がやはり根強いです。セミナーの
テーマは診断系であるため、参加者は若い世代が多く、
明日からの実践に役立つテーマを希望しているものと
考えられます。
　第２回、３回と企画によってテーマが異なるため、
バイアスがかかってしまいますが MRI、CT、一般撮
影の診断系がやはり会員の皆様のニーズが高い企画テ
ーマであることがわかりました。参加者の背景（病院
や検診センターなどの所属先種別）によって、大きく
変動する項目であると考えられますが、若い診療放射
線技師の方々を対象とする場合には、このようなテー
マが今後も求められると考察されます。これらアンケ
ートを踏まえ、次年度以降より充実した研修会を企画
したいと考えております。最後に第１回目から３回目
までのアンケートにご協力いただきました会員の皆様、
またこの結果を解析いただいた北海道科学大診療放射
線学科　西本先生に深謝いたします。
 （文責　菊池明泰）

研修会アンケート調査報告

図5　開催回別　参加者理解度　（左図：第２回　右図：第３回）

図４　開催回別　参加者理解度

図３　開催回別　参加エリア
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　日本福祉看護・診療放射線学院の紹介をさせて頂き
ます。本学科は厚生労働省認可の４年制の診療放射線
技師養成専門学校です。学校は平成元年に開校した学
校法人つしま記念学園の中の専門学校日本福祉リハビ
リテーション学院に平成�6年に診療放射線学科が開設
されました。今年度の入学生が��期生になります。

　大学設立に伴い法人名が変更になり学校法人つしま
記念学園が学校法人日本医療大学になりました。
学校法人日本医療大学は現在以下の学校があります。
・日本医療大学　保健医療学部　看護学科
　　　　　　　　リハビリテーション学科
　　　　　　　　理学療法学専攻、作業療法学専攻
・専門学校　日本福祉学院　介護福祉学科
・専門学校　日本福祉リハビリテーション学院
　　　　　　（H27.04 から募集停止）
　　　　理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科
・専門学校　日本福祉看護・診療放射線学院
　　　診療放射線学科、看護学科は H26.04 募集停止
・日本福祉学院通信科　社会福祉士、精神保健福祉士

　本学は開校して日が浅いですが、既に約250人の診

療放射線技師が育っており北海道内を初め多くの臨床
現場で働いております。
　診療放射線技師教育施設は、大学も含めて、指定規
則で習得する教科と93単位以上の取得が定められてい
ます。本学は４年制で83教科�62単位のシラバスとな
っています。本学は、通信制の大学を併修しており、
本学で取得する60単位を大学の単位として認定してい
ただき（大学卒業には４年間最低�24単位以上の取得
が必要）、本学卒業時に大学も卒業しています。本学

学校法人　日本医療大学

専門学校 日本福祉看護・診療放射線学院のご紹介
診療放射線学科学科長　　渡 邊 良 晴

　前号に引き続き、今回は専門学校 日本福祉看護・診療放射線学院を紹介いたします。 
の専任教官は、医師１、技師６、物理系３、非常勤講
師は医師９、技師４、物理系他25で担当しています。
詳細はホームページをご覧ください。
　技師教育では臨床実習が義務付けられており、本学
では２～４学年に分けて臨床実習を各病院にお願いし
ております。今年度も６月から９月にかけて50施設に
実習をお願いし、終了しております。臨床現場でお忙
しい中、また、感染対策やリスクマネージメントなど
厳しい状況の中で学生実習を行うことは大変な負担を
お願いしていると思います。看護師・PT・OT 等も同
じく臨床実習が必須ですが、座学での教育とは異なり
実際の臨床現場で学ぶことは学生の仕事に対する認識
や勉強に大きく影響しています。その分実習現場の技
師の方々にご迷惑をかけていることと思いますがよろ
しくお願いいたします。

　学校紹介とは関係ないですが、平成26年６月に診療
放射線技師法が改正になり施行されました。また、法
律改正に伴い関連する施行規則の改正（�0月30日～��
月28日の間でパブリックコメントの招請中）や業務内
容の変更に伴う診療放射線技師教育施設の教科・単位
数を指定している指定規則や指導要領の変更が予定さ
れ、これらは平成27年４月施行予定です。現在の指定
規則では技師教育の具体的な教科と93単位の習得が指
定されていますが、これが医療安全管理学等の教科の

追加と95単位に増える予定です。
　技師法の改正内容は皆さんご存知のように、法第24
条の２で、放射線以外のその他の業務の中に、MRI、
眼底写真、超音波検査に加えて核医学診断装置が加わ
りました。同じ第24条の２二で放射線業務と放射線を
使用しない検査業務に関連する行為として省令で定め
るもの、との条文が入りました。これにより今回改正
予定の施行規則で、造影剤の血管内投与に関する業務、
下部消化管検査における業務、画像誘導放射線治療に
関する業務が指定される予定です。また、法第26条の
改正で検診の胸部エックス線検査は医師の立会いの必
要がなくなりました。

　今回の改正は、チーム医療推進の中で業務拡大の一
環として進んだ部分が大きいですが、新たに追加され
た核医学診断装置を使用した検査は、法律改正で診療
放射線技師の占有業務に成ったことになります。一方、
造影剤等の業務は検査に伴う感染管理や医療安全、救
命処置等の義務も発生することになります。診療放射
線技師教育施設では、これに対応したカリキュラムを
求められますが、既に診療放射線技師の資格取得者は、
上記の業務を行う場合は教育・研修を受けることが必
要になると思われます。

　学校紹介とは話が脱線しましたが、当学院の紹介を
させて頂きました。今後とも何卒よろしくお願いいた
します。



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.12.31   No.55

（ 30 ）

★印の文字をうまく組み合わせることにより、あることわざに
なります。そのことわざと意味を所定の解答フォームに列記し
てください

■ ヨコのカギ
１　自分の考えや計画。
４　美しい羽と、太く曲がったくちばしを持ち、人の言葉をまねる鳥。
６　音を記憶すること。
７　片方のひじ。
10　人間の性別で、男でない方。
11　罪を犯した人。また、有罪と決定された人。つみびと。
13　ちょうど横。まっすぐ横。
15　家の中で地面や土間よりも高く、板を平らにはりつめた所。
16　かざりけのないこと。つつましいこと。
17　行い。または、行ったこと。
18　心の働き。意識のありさま。「○○○学」
19　物事を軽くあつかったり、あなどったりすること。
20　一月一日から十二月三十一日までの期間。年齢。高齢。
21　順に長く並んだもの。並び。
22　光がなくて、真っ暗な状態。
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11　
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　この問題を解答できましたら、当会ホームページの
STARTクイズ応募申込フォームより、会員名、会員番号、
送付先郵便番号と住所、解答および当会へのご意見・ご要
望などを明記の上、送信して下さい。
　正解された会員の方から抽選で15名様に札放技オリジ
ナル図書カードをプレゼントいたします。締め切りは本年
１月末日まで。（※ 図書カードは現在作成中。仕上がり次
第発送いたします）

〈START54号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉ウグイスノコエ
※ 賞品の発送をもって当選発表にかえさせていただきます。

★ ★

★

★

★

★

★

当会へのご意見・ご要望、本会報表紙写真のご投稿、
および放射線関連情報などのご案内（ホームページ
掲載も含む）は、編集委員会へご連絡ください。
〔連絡先・編集委員長〕  井上正住
〒060-0033  札幌市中央区北３条東１丁目  JR 札幌病院・放射線科
ＴＥＬ：011-208-7150（内線 3209）FAX：011-208-7168（放射線科直通）
電子メールアドレス：start@hok-art.or.jp
〔編集委員〕大元秀近　小川豊輝　西原　徹　佐藤香織　寺田克広
 酒谷　隆　佐藤博樹　菊池明泰　浅野英章　寺田武司

入会、退会、会費の減免についてのご連絡先
イ）入会希望者は入会申込書に必要事項を記入し、年会費2,000円
を添え、下記へ提出して下さい。なお申込書は（一社）北海道放
射線技師会事務所（TEL 011-643-2713）へ請求して下さい。

ロ）退会、会費の免除は議案集の申請書により、事務所へ提出して
下さい。なお、詳細はお問い合わせ下さい。

会費納入のお願い
　年会費の納期は毎年度９月末となっています。会費は当会事業の
根幹となるものですので、早期納入をお願いします。
会　　費 ： 2,000 円 / 年
納入方法 ： 札放技会報START（議案集）差し込みの振替用紙をご利用
ください。
担当理事 ： 伊藤 咲紀江 TEL011-612-0333 FAX 011-612-0459  
　　　　※ 電話でのお問い合わせは、午後からお願いします。

結婚、入院等共済給付の連絡先
　一般社団法人札幌放射線技師会の互助規定をご確認の上、下記
へご連絡下さい。

社会医療法人医仁会中村記念病院　放射線部　井上　剛
〒060-8570　札幌市中央区南１条西１４丁目
TEL ０１１－２３１－８５５５（内線２３３）

編集後記
　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
致します。先日、出張で函館に宿泊していた際、赤レンガ倉庫群
で行われていたクリスマスファンタジーの時期と重なっており、
綺麗なイルミネーションや様々なスープバーを堪能することが出
来ました。2015年も機会があれば、また行って見たいですね。
（O・T）

START Quiz

発　行　　一般社団法人 札幌放射線技師会
 〒064-0823  札幌市中央区北３条西29丁目３番２号
 北海道放射線技師会研修センター内
 ＴＥＬ （011）643－2713　ＦＡＸ （011）643－2734
発行人　　松村俊也
ホームページ ：http://www.hok-art.or.jp/sapporo
電子メール ：sapporo@hok-art.or.jp
Facebookページ ：http://www.facebook.com/hoksapporo
Twitterページ ：http://twitter.com/HokArtSapporo

 　　　印刷　　株式会社フロンティア企画印刷


