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第60回 定期総会を終えて
－ 平成27年度事業計画について －

会　長　　松村俊也

　会員の皆様には日頃より当会の事業にご理解ご協力
いただき誠にありがとうございます。
　２連覇を狙ったなでしこ Japan の活躍に一喜一憂さ
れ結果を気にしつつ会員の皆様には業務にいそしまれ
た日々と思います。なでしこ Japan は前回に続き見事
に決勝に進みましたが、残念ながらアメリカの厚い壁
に阻まれました。しかし新たな力の活躍も見られ、次
回も期待が持てそうです。
　まず、最初のご報告といたしまして第60回定期総会
を５月�4日（木）に北海道放射線技師会研修センターに
て開催し、平成26年度事業及び収支決算報告並びに平
成27年度事業及び予算計画（案）につきまして厳正にご

審議をいただき、全会一致により承認を戴きました事
をご報告致します。
　現在、現役員は残りの任期を平成27年度諸事業の完
遂に向け、鋭意努力しているところですが、総会以降
の事業計画につきましてその概略を述べさせていただ
きます。
　さて、会員の皆様には昨年来会報等を通じて情報提
供してまいりました「診療放射線技師法」の改正に伴
う業務範囲変更（業務拡大）が平成27年４月１日より
施行されました。
　また、この業務拡大に際し厚労省から条件とされた
統一講習会が、今年度より開催されます。しかし、今
回われわれと同時に業務拡大を認められた臨床検査技
師は統一講習会の受講に関しては義務となっているに
もかかわらず、われわれ診療放射線技師は努力目標と
されています。だからといって講習を受講せずに業務
に携わることは安心・安全な医療を提供する事を目的
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とする当会の目的に反するものです。
　今回の業務拡大の以前に出され、業務拡大の元とな
った厚労省医政局長通知「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」の基本的な考え方
として、医療機関のみならず職能団体つまり放射線技
師会に対しても、チーム医療の実現の前提となる医療
スタッフの知識・技術の向上、複数の職種の連携に関す
る教育・啓発の推進等の取組が望まれるとされています。
　以上のことを踏まえて、平成27年度の事業計画として
１．学術・研修事業を中心に展開し、診療放射線技師

の業務としての「読影の補助」「検査の説明・相談」
を遂行するために、医療従事者として知識と技術を
習得しチーム医療推進のため、会員の資質向上に務
めること。

２．札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力を筆
頭に、専門職能団体及び公益的団体として地域に貢
献する技師会を目指すこと。

３．組織強化に向けて組織改革を実行し、技師会への
入会を促進すること。

以上３項目を挙げさせていただき、この項目を達成す
るための具体的内容を述べさせていただきます。
　まずは財務に関してですが、昨年度も予算は公益目
的支出計画書にそった事業計画をたて、公益目的支出
が50％を超えることが出来ました。今年度の予算案に
つきましては、公益目的財産額をもとに、公益目的支
出計画の実施期間の早期完了を目指し、公益目的支出
50％以上を目指した予算とさせていただきます。会費
は当会事業を行っていくうえで根幹となるものですの
で、引き続き会費納入率向上を目指し努力致しますが、
会員の皆様におかれましては早期納入をお願いします。
　次に庶務ですが一昨年行った会員動向調査に基づき、
会員データーベースの整備を行い運用上の問題点等を
洗い出し、会計情報とリンクした新たなデーターベー
スの構築を行ってまいります。
　学術研修事業ですが診療放射線技師の業務としての

「読影の補助」、「検査の説明・相談」に対応するべく
昨年から行っている読影講座を今年もイブニングレク
チャーとして開催いたします。本年度は６月�8日、８
月27日、来年２月�8日（予定）の３回開催いたします。
　９月�8日には学術研修会として、昨年に引き続きオ
ーディエンスシステムを使用した参加型の研修会を開
催します。また来年２月には会員勉強会を開催いたし
ます。その他、各種勉強会等を随時企画実施していく
予定ですので、日程及び詳細は会報の今後の予定並び

に会報同封のポスター、ホームページでご確認ください。
　札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力につき
ましては、当会の地域貢献事業として最も重要な事業
であります。本年度も市民に安心・安全な医療を提供
し地域医療に貢献するべく、協力体制を強化して万全
を期して行きます。また、撮影装置など機器管理も診
療放射線技師の重要な業務ですので、今後も装置の始
終業点検を継続強化して早期の不具合の検出、ならび
にメンテナンスを行い受診者に対して迷惑を掛けない
体制を整えます。
　今年度６月末には、当会からここ数年医師会に要望
を出していた CT 装置の更新が行われ北海道１号機と
なる東芝の最新型�6列 CT が導入されました。
これにより、診断能の向上が図られる素地が出来まし
たので、今後も出向者への技術講習会を開催し良好な
画像を提供できる環境を作っていきたいと思います。
　新しいCTの紹介を会報に掲載してありますのでご
覧ください。
　情報企画ですが、定期刊行物として年３回の会報を
発行しております。今年度も掲載内容として極力、報
告はホームページに掲載し会報の学術ページの充実を
図ってまいります。ホームページにつきましては、北
海道放射線技師会と共同でホームページサーバーを
運用しておりますが、基本ソフトの陳腐化によりホ
ームページの更新に支障をきたす様になったため新た
なサーバーを構築し、パソコンのみならずスマートフ
ォンやタブレット端末からもホームページのみならず
Facebook、Twitter 等ソーシャルネットサービスから
当会の最新情報を共有できる体制を構築しました。今
後も内容の更新を図り、各ブロックのホームページを
含めてさらなる内容充実を図っていきます。
　職能団体としての当会の事業として、学術と並ぶ大
きな柱の福利厚生においては、組織強化を図るため、会
員交流・親睦事業も例年通り展開していきたいと思います。
　好評であります札幌ドーム野球観戦はすでにご案内
の通り７月3�日に実施いたしました。
　また伝統の野球大会は、諸事情により本年度は中止
としそれに変わる会員交流・親睦事業を行う予定です
のでご期待ください。
　本年度も、「学術研修事業」を中心に「会員交流・親
睦事業」、「ブロック活動」などを通して組織の強化に
努めるとともに、一般社団法人とし地域に根ざした組
織作りに取り組みますので、会員の皆様には更なるご
支援、ご協力をお願い申し上げます。
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諸規程の変更について
　『会費負担金に関する規程』が第60回定期総会にて以下のように承認された。

小野敏秋 氏（元副会長）瑞宝双光章受章される
　当会元副会長 小 野 敏 秋 氏が、平成27年春の叙勲にて瑞宝双光章を受章されました。７月�8日に受章
をお祝いする祝賀会が開催され、多くの出席者よりお祝いされました。おめでとうございます。
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　創立60周年記念式典　開催のお知らせ
日　時：平成27年��月�4日（土）�4 時～ �8 時
会　場：ホテルポールスター札幌（札幌市中央区北４条西６丁目）
記念講演会：�4 時～　　　２階「コンチェルト」

講　師：岩本　勉　氏（野球解説者）（仮）
講演テーマ：『人生の壁を乗り越える、人との出会いと救いの言葉』（仮）
記念祝賀会：�6 時～　　　２階「セレナード」

　平成27年度　第２回イブニングレクチャー
『 冠動脈CTA ～ハイボリュームセンターのあれこれ～ 』

講　師：医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 放射線部　佐々木康二 先生
日　時：平成27年８月27日（木）　�9：00 ～
場　所：札幌市教育文化会館　４階　講堂（札幌市中央区北１条西�3丁目）
参加費：会員＝無料　非会員＝ 500 円

　平成27年度　学術研修会　『 急性腹症のCT“Q＆A” 』
講　師：勤医協中央病院　放射線２科　舩山 和光　先生
日　時：平成27年９月�7日（木）　�9：00 ～
場　所：札幌医科大学記念ホール（札幌市中央区南１条西�8丁目）
参加費：会員＝無料　非会員＝ 500 円

　平成27年度　普通救命講習開催のお知らせ
　今年度も普通救命講習会を企画いたしました。講習会終了後には、札幌市消防局発
行の普通救命講習修了証をお渡しいたします。

【開催日時】 平成27年９月９日（水）　午後６時30分から午後９時30分
 平成27年�2月３日（木）　午後６時30分から午後９時30分
 平成28年３月９日（水）　午後６時30分から午後９時30分
※　お申込み及び上記以外の日程を希望の方は下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

札幌放射線技師会代表　sapporo@hok-art.or.jp

Information
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技師会ホームページがリニューアル
情報企画部 　井 上 正 住

　北海道放射線技師会およびその各地方会ホームペー
ジが６月にリニューアルしました。
　技師会ホームページが従来まで使用してきました
Movable Type（ムーバブルタイプ）システムを破棄し、
WordPress（ワードプレス）にて新しく構築し直して
います。
　今回の目玉として、スマートフォンやタブレットユ
ーザーを見据え、960 グリットシステムを組み込んだ

「レスポンシブウェブデザイン」を採用しております。
それは閲覧する際のブラウザを問わず技師会ホームペ

ージを表示させるウィンド枠の大きさに自動連動させ
ておりますので、その各ページが書式崩れなくスマー
トに表示させることが可能となりました。
　また、従来通り各地方会の最新情報（更新情報）は、
北海道放射線技師会トップページよりニュースとして
リンクされるシステムとしていますので、道技師会ト
ップページを閲覧いただくと、北海道における技師会
の動きを見ることができます。そしてさらに札幌技師
会では各ブロックとともに Facebook など SNS をさ
らに強化し、会員へ向け発信していきます。

▼札幌放射線技師会ページ　パソコン画面枠表示イメージ ▼札幌放射線技師会ページ　スマホ画面枠表示イメージ

札幌放射線技師会ホームページ　http://www.hok-art.or.jp/sapporo
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　平成�6年、札幌市医師会夜間急
病センターが新築されたと同時に
導入されたＸ線CT装置も稼働開
始から�0年以上経過しました。当
会からも札幌市医師会に装置入れ
替えの要望を出しておりましたが、
６月中旬に急病センター側から装
置入れ替えの連絡が入りました。
　あまりの急な話に担当の私も正
直驚きましたが、更に驚いたのは
工事の日程が早く、６月22日に旧
装置の撤去搬出が始まり６月25日
までには新規装置の搬入、据え付
けおよび調整が完了するという工
程でした。
　今回導入されたＸ線CT装置は
東芝社製�6列装置です。これは旧
装置より、より早く広い範囲のスキャンが可能となり、
現在、装置は順調に稼働しております。
　急な事態にもかかわらず、「新規CT説明会」に参加、

調整のご協力を頂いた出向会員および各施設の出向責
任者の皆様には心より感謝申し上げます。

　今回、急病センターのCT装置機器更新があり、６月
27日に装置説明会が行われました。
　私も新装置に興味と不安がある中、装置説明会に参
加させて頂きました。説明会は技師会役員の方の配慮
がありまして、一度で行われる人数が�0名程度の少人
数で構成されていることや、参加の時間を予め希望出
来るなど、受講しやすい環境を整えて頂きました。
　説明会を受講するまでは、操作方法や検査画面など
が大きく変更されていたらと不安がありましたが、説
明会で感じた印象は、検査画面及び操作方法など以前
の装置とは大きく変更されていないように感じました。
　技師会で用意して頂いた簡易マニュアルは、依頼頻
度が多いと思われる検査ごとにわかりやすく作成され

ており、以前の装置を使用していれば問題なく検査出
来ると思います。
　今回の新しい装置は検査時間が大幅に短縮され、被
検者にとっての負担が軽減されています。また撮影さ
れた画像も以前と比較すると得られる情報量が増加す
ると予想されます。このような利用価値の高い装置を、
上手に使いこなせるよう努力すると共に、私の職場で
出向する方々にも新装置の概要を伝達出来たらと思い
ました。
　最後になりますが、今回の講習を開いてくださった
技師会役員の方、装置の説明をしてくださったメーカ
ーの方に厚く御礼すると共に結びの言葉としたいと思
います。本当に有難うございました。

夜間急病センター新CT装置説明会を受講して
JR 札幌病院 　秋 林 毅 幸

夜間急病センターＸ線ＣＴ装置、新規導入報告
副会長 　関 戸 雄 一
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平成27年度　理事会報告
□ 第１回理事会
日時：平成27年４月30日（木）午後７時～８時迄
場所：北海道放射線技師会研修センター　１階会議室
　　　　　理事�8名中�5名、監事２名中 2 名
報告事項
１．会報 No.56 発行報告
２．平成26年度監査報告
３．一般社団法人北海道放射線技師会定期総会関連報告
４．各部報告
５．会員 小野 敏秋氏（元 札幌市保健所）叙勲（瑞宝双光章）受章
審議事項
１．入会・退会承認について → 提案通り承認
２．第60回定期総会について → 役割分担、進行について決定
３．会費未納退会者について → 提案通り承認
４．平成27年度事業について → 事業スケジュールについて提案され、承認
５．ブロック長会議について → 開催スケジュール、議題について提案され、承認
６．イブニングレクチャー１週目について
 → 開催スケジュールについて提案され、承認
７．日ハム野球観戦について
 → 開催スケジュールについて提案され、承認
８．第１回学術会議について → 各勉強会の概要が提案され承認

　今年度より当会主催の勉強会において非会員からは参加
費を徴収することに決定

９．第１回庶務会議について
 → 開催日時決定後、具体的検討に入ることで承認
�0．会報No.57発行について → 発行スケジュールについて提案され、承認
��．その他

⑴　日本放射線技師会総会について
⑵　ホームページについて

平成27年度 第1回ブロック長連絡会議報告

日時：平成 27 年６月�� 日（木）午後７時

１．審議事項
１）各ブロック担当役員変更について → ホームページ参照
２）各ブロック活動状況報告及び年度内計画等について
◦中央南

【今後の活動計画】
５/27　 第１回目の役員会議を開催し新役員を決定。その後、懇
　　　親会を開催。
９～ �0月　勉強会（シーメンス）の予定

◦中央北
【前年度の活動報告】
20�4/��/27　勉強会（胃部バリウム検査「基準撮影法の重要ポイ
　　　　　ントと追加撮影法の実際」）　　�7名

【今後の活動計画】
　勉強会、親睦的な行事（ボウリング大会）を各１回開催予定。

◦西・手稲
【前年度の活動報告】20�4/4/7、6/2� に今後の計画について会議
を開催

【今後の活動計画】懇親会を開催予定

◦厚別・清田
【前年度の活動報告】
20�4/６/25　ブロック役員会　　７名
20�4/９/24　第�4回ＡＫミーティング（３演題・島津 PET）24名
20�5/１/28　第�3回ボウリング大会　3�名
20�5/２/25　勉強会（富士バーチャルグリット）28名
20�5/３/�9　勉強会（３T使用経験・富士製薬）32名
20�5/６/９　幹事会を開催

【今後の活動計画】
９月に第�5回AKミーティング予定。施設紹介もお願いする。
�0月に勉強会を開催予定。内容未定。
��月に第�4回ボウリング大会予定
１～３月にAKミーティングと勉強会を予定。

◦白石
【前年度の活動報告】２月にシーメンスの勉強会と懇親会を開催。
【今後の活動計画】８月７日＝ビアパーティ、９月＝役員会、�0月
＝ボウリング大会予定、２月＝勉強会・新年会。

◦豊平・南　　時期・内容は、現時点では未定。今後、勉強会の
　　　　　　開催を予定。
◦東

【前年度の活動報告】
20�4年度　サードファイアーカンファレンスを�0回開催。
20�5年１月にはカンファレンスに合わせて新年会も開催。
 参加人数23名
20�5年度　サードファイアーカンファレンスを２回開催。
20�5/4/2�　第１回サードファイアーカンファレンス  参加人数９名
　演題「新病院移転に伴うカテ室業務の変化～当院カテ室にお
　　　ける連携、協働～」（勤医協中央病院）
20�5/5/�9　第２回サードファイアーカンファレンス　参加人数７名
　演題「crown dens syndrome」（勤医協中央病院）

【今後の活動計画】
　今後も８月、�2月を除くサードファイアーカンファレンス
を継続して行う。来年度も１月のサードファイアーカンファ
レンス後に新年会を行う予定。

◦北　内容等、現時点では未定。

３）活動の問題点・要望事項等について
　予算や講師等で困っていることがあれば、相談してほしい。

４）HPの運用について
　HP 担当の井上理事、株式会社Ｋ２の中山様から運用につ
いての説明があった。

５）その他
　８月以降に開催される日放技の統一講習会についての説明
が、松村会長からあった。
　ブロック内で統一講習会をできないのかとの質問があった
が、現状は問題がある。
　各ブロック長に事業を終了した際には、事業報告書を出し
てもらうことをお願いした。

２．連絡事項
　　今後の札放技事業等についての参加をお願いした。
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　６月�8日、札幌市教育文化会館30�研修室にて、今
年度最初のイブニングレクチャーが開催されました。
今回座長を務めさせていただきましたのでご報告いた
します。
　講師に特定医療法人朋仁会整形外科北新病院の酒谷
隆先生をお招きし、「整形外科の単純Ｘ線撮影～上肢
領域を中心に～」と題し、お話をしていただきました。
参加者はイブニングレクチャー開始以降初めて�00名
を超え、盛況のうちに終了することができました。
　講演内容は、普段実際に撮影している上肢撮影につ
いて、一般的な撮影法から特殊な撮影法まで、撮影時
のポイントや注意点、ピットフォールなど臨床画像を
多く交えながら、わかりやすくお話をしていただきま
した。講演スライドの中には、実際に先生がお書きに
なった骨の解剖図や、質問形式で答える注意点の説明
など工夫をこらしたものでした。特に印象深いものと
しては上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（OCD）の撮影法が
挙げられます。撮影時のポイントなど、あまり見るこ
とがなかった筆者にとっては非常に興味深く聞くこと
ができました。その他に手関節の側面像や、True手関
節側面などがありましたが、「目からうろこ」の内容
でした。参加された方々も非常に有意義な講演であっ
たと思われます。
　次に今回参加いただきました方々の、アンケート集
計結果を報告したいと思います。アンケート回収率は
72%、図１は所属エリア（年齢別）、図２は今後企画し
てほしいテーマ（年齢別）となっております。また図
３は今回の講演についてどのように知ったかをまとめ
たものになります。
　図１参加者の内訳については、20歳代と30歳代で半
数以上を占めており、若い方の興味が高いことがうか
がえます。またエリアでは中央北、中央南エリアの方
が多く来られていました。今回の会場が中央区にある
教育文化会館ということも要因かと思います。今後企
画してほしいテーマは、一般撮影・健診・CT の順番
となっており、特に一般撮影は多くの方が今後も企
画してほしいとのことでした。講演内容を知った媒体
については案内文章がかなり多く、会報・上司の勧め、
がそれに続きました。

第１回　イブニングレクチャー報告
学術担当理事　　菊 池 明 泰

　講演では熱心にメモを取られる方も多く見られ、講
演自体の満足度も高かったと思います。今回報告いた
しましたアンケート結果につきましては、今後の企画
立案時の参考にさせていただきます。

図１　年齢および所属エリア

図 2　企画テーマと年代

図 3　情報媒体

その他

白石区
東区
西/手稲区

北区

豊平・南区

厚別/清田区

中央北

中央南

20
歳

代
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歳

代

40
歳

代

50
歳

代
60
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日放技フレッシャーズセミナーを受講して
JR 札幌病院　　菊 田 　 俊

　この度は「診療放射線技師のためのフレッシャーズ
セミナー」を開いてくださり、ありがとうございまし
た。５時間という短い時間でしたが、非常にためにな
る話をたくさん聞かせていただき、心から感謝してい
ます。社会人としても、放射線技師としても未熟な私
にとっては、どれも勉強になるお話でした。
　最初の「エチケットマナー講座」の内容は、知って
いることが当然である社会人の常識であったかもしれ
ませんが、新社会人の私にとっては非常にためになる
ありがたいお話でした。患者様・同僚、そしてその他
関係者の方々との良好な関係を築き、気持ちよく仕事
をするためにエチケットには日々気を付けていきたい
と思います。
　次の「医療安全講座」では、患者様の安全を守るた
めに医療人として知っておかなければならない話と、
放射線科領域で起こりうる医療事故に対する対策を学
ばせてもらいました。私はまだ医療事故を起こしたこ
とがないので、もし起こしてしまった時の対応を学べ
てよかったです。もちろん医療事故を起こさないこと
が一番大事なので、そこに一番気を付けていきたいで
す。最近は仕事にも慣れてきて作業効率を求めてきて
いたので、ここでもう一度考えを改めて、患者様の安
全を第一に考えて仕事に取り組んでいきます。
　次の「感染対策講座」も、医療人として知っておく

べき知識であり、とても簡潔明瞭に説明していただき
ました。病院内には免疫力の弱っている患者様も多く
いらっしゃるので、感染力の弱い病原体でも日和見感
染症も発症してしまう恐れがあるため、感染対策には
十分に気を使う必要があります。なので、感染予防策
をしっかり学び、実践していきたいと思います。
　次の「気管支解剖講座」は、非常にわかりやすくて
面白い講座でした。気管支の区域を体操で教わり、複
雑な気管支の立体的解剖を理解することができました。
　この講演が終わってから少しして CT に入ることに
なりましたが、オーダーには腫瘤疑いがどこどこの区
域にあると書かれていたりするので、とても役立って
います。
　最後の講演である「技師会について」では、技師会
とはどういうものなのか話をしていただきました。診
療放射線技師の関わる業務は目覚ましい進歩を遂げて
おり、診療放射線技師全体の資質向上のため活動して
いると知りました。これからは私も日本診療放射線技
師会の一員としてさらなる発展のため貢献していけれ
ばと思います。
　最後になりますが、講演をしていただいた先生方、
並びにその他技師会の関係者の皆様に深く感謝申し上
げます。

　最後にご協力いた
だきました参加者の
方々にこの場をお借
りし御礼申し上げま
す。今後とも皆様の
要望に沿った企画を
立案できればと思っ
ておりますので、何
卒よろしくお願いい
たします。
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＜はじめに＞
　短い夏を迎え、最高気温や雨雲の行方が気
になるようになってきました。なかなか気温
が上がらない７月なのに、寒い２月に行われ
たイブニングレクチャーなんてみなさんも振
り返りたくはないかもしれませんが（私が振
り返りたくない？）、貴重な誌面を割かせてい
ただきたいと思います。

　脳卒中、いわゆる脳血管障害の診断の遅れ
は生命予後に直結します。従って、画像診断
の役割は重要で、最低限の検査で可能な限り
多くの情報を提供することが必要となります。
　そこで、今回は“血管”に注目して、どのよ
うに画像診断が行われているのか、また、どのような
画像提供が必要とされているのかお話したいと思いま
す。

　血管を見る検査方法は多数ありますが、非侵襲的に
色々な部位の血管を見ることのできる検査法として一
般的なものはMRAが第一に挙げられると思われます。
　ただし、MRAで血管が見えない場合は必ずしも閉塞
しているとは限らないことに注意が必要です。
　また、脳動脈解離のように狭窄しているように見
えても外観は膨らんでいることもあります。従って、内
腔の流れを反映するMRAだけではなく、BPASやCISS
のように外観を観察する撮影方法が必要になる場合
もしばしばあります。基本的なことではありますが、
T2WIやPDWIによるflow voidの確認も血管評価には
重要となります。

＜椎骨動脈解離＞
　脳動脈は内弾性板、中膜、外膜の３層構造からなり
ます。脳動脈解離ではその内弾性板に亀裂が生じ、中
膜に血腫を形成します（図１）。中膜の内側よりに血腫
が形成された場合、血管が紡錘状に拡張し狭小化をき
たす動脈解離に、中膜の外側よりに血腫が形成された
場合、血管が嚢状に拡張する解離性動脈瘤になりやす

血管から見る中枢神経画像診断
社会医療法人 中村記念病院　放射線科　　尾 野 英 俊

いとされています。
　MRAで椎骨脳底動脈が描出されていない、管径不
同を呈しているような場合には、BPASによる血管の
外観観察も必要となります。解離をきたしている場合
には紡錘状もしくは嚢状に拡張しています（図１）。
　また、T� 強調画像でその部分を撮影すると、血栓
は高信号を呈します。

＜脳動脈瘤＞
　分岐部に生じる嚢状動脈瘤、非分岐部に生じる紡錘
状動脈瘤、血豆状動脈瘤があります。
　国内の未破裂動脈瘤の自然歴、治療に関する多施設
共同調査、UCAS Japan より発表された動脈瘤破裂危
険因子を図にまとめました（図２）。サイズの大きなも
のほど破裂率は上昇し、前交通動脈、後交通動脈にで
きた動脈瘤は中大脳動脈瘤の２倍、ブレブがあるなど
不整な形状を呈する動脈瘤はないものより破裂しやす
いなどの結果が示されています。画像的計測では、動
脈瘤の最大径、高さとneckの比、あるいは母血管との
比が大きいものほど破裂しやすいという結果も出てお
り、動脈瘤の計測は臨床現場でも重要な情報となりま
す。
　画像診断でしばしば動脈瘤の存在部位の診断が重要
となる場合があります。

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

脳動脈解離

内弾性板 中膜 外膜
血圧600mmHgに耐える

動脈解離 解離性動脈瘤内側に血腫　：動脈解離
外側に血腫　：解離性動脈瘤

紡錘状拡張／狭小化

BPAS

嚢状拡張

図１
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Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

動脈瘤破裂危険因子

後方循環＞前方循環：２倍

ACom, PCom＞MCA：２倍

dome

neck

dome

neck

dome/neck比：大 dome/neck比：小

大きさ

部位

形状

複数

家族歴

合併疾患・習慣

• 5-7mm以上。10mm以上は特に注意。

• 脳底動脈先端部

• 前交通動脈
• 内頸動脈ー後交通動脈分岐部

• 不整形、bleb

• 高さ（dome/neck比=1.6以上）

• 高血圧
• 喫煙
• 多発性嚢胞腎

3mm以上:年間0.95%(*UCAS Japan)

*unruptured cerebral aneurysm study of Japan 

瘤サイズ 3-4mm 5-6mm 7-9mm 10-24m ≧25mm
年間破裂率 0.36% 0.50% 1.69% 4.37% 33.40%

SAHHH既往

図２

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

Al-Rodhan’s classication(1993)
Group a：superior hypophyseal
Group b：ventral paraclinoid
Group ：ophthalmic
Group ：carotid cave
Group ：transitional
Group ：cavernous

(neck:海綿静脈洞内、dome:硬膜内)
(neck:海綿静脈洞内、dome:海綿静脈洞内)

（硬膜外）

Group を除き硬膜内→SAHのリスクと直結

傍前床突起動脈瘤

a

内頸動脈

眼動脈
後交通動脈

前脈絡動脈

遠位硬膜輪

硬膜内／硬膜外の区別が重要

硬膜輪
近位硬膜輪

遠位硬膜輪
• 海綿静脈洞の上壁
• 遠位硬膜輪の内側に陥凹（60%）

carotid cave
くも膜下腔b

図３

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

硬膜内？　硬膜外？ CISS図４

内頸動脈

硬膜外動脈瘤

carotid cave

TOF + CISS
coronal再構成

動脈瘤

動脈瘤

　傍前床突起動脈瘤では動脈瘤が硬膜内にある場合、
動脈瘤破裂によりくも膜下出血をきたすので、硬膜内
なのか硬膜外に存在しているのかで、治療方針が変わ
ってきます（図３）。硬膜内外の境界は遠位硬膜輪でな
され、海綿静脈洞の上壁で、その内側にはcarotid cave
という陥凹が存在しています。MRA TOF source image
とCISSからfusion imageを作成し、動脈瘤の位置が硬
膜内か硬膜外か判断します（図４）。動脈瘤が完全に
海綿静脈洞内存在している場合は硬膜外、動脈瘤の一
部もしくは全部が海綿静脈洞から突出し、脳脊髄液に
接しているような場合には硬膜内と判断します。

＜脳動静脈奇形＞
　通常、脳の血管は動脈と静脈の間に毛細血管が存
在していますが、AVMでは毛細血管が存在せず、動
脈からnidusという血管の塊を介して静脈へ流出しま
す。AVMの治療方針決定にも画像は重要な役割を果
たし、Spetzler-Martin分類（図５）が用いられます。
nidusの大きさ、周囲に eloquent area（運動野、感覚野、
言語野、視覚野など）の有無、深在性の流出静脈の有
無が外科的切除の決め手になります。
　最近では外科的治療困難群に対する定位放射線治療
やガンマナイフによる治療が好成績です。
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脳動静脈奇形
Spetzler-Martin分類(1986)

特徴 点数

大きさ

小（＜3cm） 1

中（３～６cm） 2

大（６cm） 3

周囲脳の機能的重要性

重要でない 
non-eloquent

0

重要 
eloquent

1

流出静脈
表在性のみ 0

深在性 1

+

+

+
grade1(1+0+0)~5(3+1+1)

• 画像診断は治療方針決定に重要

grade1-2：外科的切除
grade3 ：外科的切除
　　　 血管内 + 外科的切除
grade4-5：保存療法

大きさ3cm、10ml以下
定位放射線治療・ガンマナイフ

図５

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

nidus　＜3cm　：1点
non-eloquent area　：0点
流出静脈表在　：0点

Spetzler-Martin  : grade1

脳動静脈奇形図６
T2WI

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

硬膜動静脈瘻

AVM dural AVF

nidusある nidusない

脳実質内 硬膜

先天性？ 後天性

• 後天性？：外傷、静脈洞血栓症などにより静脈洞に狭窄／閉塞が生じるこ
とで、硬膜動脈と静脈洞の間に瘻孔が形成される

• 横静脈洞ーS状静脈洞：60%、海綿静脈洞：20~30%

• 年間出血率：1.8%

• 皮質静脈へのshuntの有無：出血、痙攣などのリスクが上昇
脳表／脳溝に拡張したow void 

• IVRが第一選択

図７

T2WI

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

頸動脈海綿静脈洞瘻

内頸動脈のそばにボヤッ
とした信号が

“ゴミ”ではない!

図８

＜硬膜動静脈瘻＞
　後天性と言われており、外傷や静脈洞血栓症などに
より静脈洞に狭窄、閉塞が生じることで、硬膜動脈と
静脈洞の間に瘻孔が形成される疾患です。AVM と異
なり、nidus は存在せず、脳実質ではなく硬膜を栄養
する動脈が関与します。瘻孔の形成により静脈洞や静
脈洞周囲の静脈に動脈からの逆流が生じます。その結
果、MRA では通常描出されない、静脈洞やその周囲
の静脈が描出されてきます。治療は IVR が第一選択
になりますが、皮質静脈への shunt の有無が重要な情
報となるので、MRA の source image や T2WI で脳
表や脳溝に拡張した血管がないか注意します（図７）。

＜頸動脈海綿静脈洞瘻＞
　内頸動脈が直接あるいはその硬膜枝や外頸動脈硬膜
枝が海綿静脈洞との間に瘻孔が形成されるもので、海
綿静脈洞の拡大や上眼静脈の拡張を伴います。MRA
では内頸動脈海綿静脈洞部周囲に高信号が見られます

（図８）。MRA の画像を作るときには“ゴミ”かな？
とは決して思わないで、間違っても削ってしまうこと
がないようにして下さい。むしろ source image を提
供していただきたいと思います（図９）。

＜もやもや病＞
　両側内頸動脈終末部から、前大脳動脈、中大脳動脈
近位の狭窄、閉塞をきたす疾患で、遺伝学的因子の関
与が言われていますが、原因は不明です。側副血行路
の発達や循環予備能の評価が必要となります。診断
には MRA, CTA, 血管造影が有用ですが、脳表の軟膜
吻合を介する側副路の slow flow を反映して、FLAIR
で高信号を呈する “ivy sign” も所見の一つになりま
す。もやもや病では血管の退縮が生じると言われてお
り、CISS などによる血管の外観評価も行われていま
す（図 ��）。

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

左海綿静脈洞に高信号
左上眼静脈の拡張 頸動脈海綿静脈洞瘻

TOF MRA source image

頸動脈海綿静脈洞瘻

上眼静脈

図９
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Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

もやもや病

• 両側内頸動脈終末部から中大脳動脈／前大脳動脈近位にかけての狭窄／閉塞
• 拡張した穿通枝：脳底槽、基底核に多数のow void

• ivy sign：脳表の軟髄膜吻合を介する側副路がslow owを反映して、FLAIRで高信号
• 後大脳動脈にも狭窄／閉塞が生じる：虚血リスクが高まる
• 循環予備能の評価　：EC-IC bypassの適応

両側内頸動脈終末部から前大脳動脈、中大脳動脈近位の狭窄／閉塞
原則両側性　：一側性は疑い例
血管の退縮、RNF213遺伝子など遺伝学的因子の関与とされているが、原因は不明
東アジアに多い
側副血行路の発達：穿通枝が拡張→もやもや血管
小児：虚血、成人：出血

図１０

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

もやもや病 片側型

• 左内頸動脈終末部から前大脳動脈、中大脳動脈に狭窄
• 左中大脳動脈からは拡張した穿通枝
• 前交通動脈に動脈瘤疑い

MRA VR

CISS

MRA

CISS
• 左中大脳動脈M1は対側に比べ血管径が細い　→退縮
• 左中大脳動脈周囲に拡張した穿通枝

図１１

＜脳梗塞＞
　t-PA 治療のガイドラインには閉塞血管の情報は必
要とされていませんが、機械的血栓回収療法では動脈
閉塞部位の情報が重要です。塞栓性脳梗塞では MRA
で容易に閉塞部位を評価できますが、高度狭窄をき
たしたアテローム血栓性梗塞の場合でも、MRAで血
管が途絶して見えることがしばしばあります。その場
合、T2*WI で susceptibility vessel sign と呼ばれてい
る血栓（red thrombi）の確認が有効です。血栓（red 
thrombi）には常磁性体である deoxy-Hb が多く存在
しているため、T2*WI では血栓に一致して信号が低
下します。このとき、T2WI や PDWI で flow void が
消失していることもあわせて確認されるのが良いでし
ょう（図 �2）。
　当院では t-PA治療、機械的血栓回収療法が予想され
る患者さんが搬入され、MRI、MRAで閉塞が確認され
ると、血管造影室へ移動し、t-PA治療に先行して鼠径
部穿刺を行い、シースを大腿動脈に留置します。t-PA
静注後、血管造影で再開通が得られていないのを確認
した場合には、引き続いて機械的血栓回収療法が行わ

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

塞栓性脳梗塞

DWI :右側頭葉内側に淡い高信号疑い
MRA :右内頸動脈起始部から右中大脳動脈の描出が見られない
T2*WI :右中大脳動脈M1に一致してsusceptibility vessel sign

髄質静脈の顕在化
FLAIR :右中大脳動脈が高信号

右MCA閉塞を確信

図１２
DWI T2*WI FLAIR

Nakamura Memorial HospitalNakamura Memorial Hospital

塞栓性脳梗塞
21:05　自宅台所で突然倒れる。左片麻痺、構音障害あり。
22:06　当院へ救急車で搬入
22:45　MRI撮影
23:20　AG室で穿刺
23:25　t-PA静注
0:19　ICA起始部の血栓回収
0:40   MCAの血栓回収し、再開通

発症から3:35
搬入から2:34

1:01
1:40
2:15
2:20
3:14

3:35

回収した血栓

発症から

発症から4日後に
障害を残さず、歩いて退院

内頸動脈閉塞

内頸動脈再開通

中大脳動脈再開通

図１３

れます（図 �3）。
　機械的血栓回収療法の適応時間は発症から８時間以
内となっていますが、発症から時間経過するほど再開
通による出血リスクが高くなってくるので、発症から
治療が開始されるまでの時間は可能な限り短くする必
要があります。当院では以前は行っていた perfusion 
studyを時間短縮の点から廃止し、さらにはCTをも省
きMRI baseへの移行も検討しているところです。

　今回は脳血管からみた画像診断について述べさせて
いただきました。
　MRAは脳血管を評価する最も簡便で有用な方法で
すが、T2WI, PDWI による flow void の確認、BPAS
やCISSなどによる外観評価、FLAIRによるslow flow
の検出、T2*WI による血栓の同定など疾患の病態解
析に必要な情報を多角的に提供することも重要となっ
てきます。救急の現場では必要最低限の検査からより
多くの情報をいかに得られるかがポイントになってく
ると思います。みなさまのお役に立てる情報が一つで
もあれば幸いと思います。
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　GE Healthcareから最新CT技術紹介としてRevolution
CT の特長について紹介する。
　GE社製CT装置の最上位機種である Revolution CT
は『妥協のない－ Uncompromised』をテーマに開発
され、昨今の最新 CT 装置がそれぞれ追及する『高分
解能化』、『ワイドカバレッジ化』、『高速化』の三大要
素を全て１台のCT装置で網羅している。
　高分解能化については、Discovery CT750HD開発時
に実現した優れた光応答特性を持つ Gemstone シンチ
レータを使用し、秒間 8,9�4 ビューのデータサンプリ
ングを行う新開発高性能ダスチックレット（Gemstone 
Clarity Data Acquisition Subsystem）との組み合わせ
により 0.23㎜の空間分解能を実現する。
　しかし、0.23㎜の空間分解能を維持したうえでワイ
ドカバレッジ化を実現するには様々な課題を解決する
必要がある。特にワイドカバレッジ化に伴い発生する
Ｘ線の斜入による影響や散乱線、Ｘ線発生原理上で生
じるＸ線管ターゲットでのヒール効果の対策は、ワイ
ドカバレッジ CT において空間分解能維持、画像の均
一性、CT 値精度などにおいて最も重要な項目である

（図１）。

　Revolution CT は、ハードウエアとソフトウエアの
両面でワイドカバレッジ化の課題を解決した。
　ハードウエア面では散乱線対策として代表的な新開
発 Gemstone Clarity Detector を紹介する。Gemstone 

Clarity Detector はフルデジタル検出器、焦点指向配
列型 �60㎜検出器、�60㎜ ３Ｄコリメータなど新しい
技術で構成されている。フルデジタル検出器は、優れ
た光応答特性を持つGemstoneシンチレータの背面に
シンチレーション光をアナログ電気信号に変換する
フォトダイオード、さらにその直下にアナログ電気信
号をデジタル信号に変換するAD変換チップを内蔵し
ている。新たに開発された『Integrated Module』は、
Ｘ線→光→アナログ電気信号→デジタル信号化までを
１ユニットで行うことが可能であり、大幅なコンパク
ト化と同時に従来に比べ 25%の電気ノイズの低減を実
現した。（図２）

　焦点指向配列型 �60㎜検出器は、Integrated Module
を体軸方向に８個並べる事で �60㎜をカバーする。ま
た、ワイドカバレッジ化に伴い発生するＸ線の斜入対
策として、全ての Integrated Module がＸ線焦点の方
角に指向させた配列となっている。これは大幅にコン
パクト化された Integrated Module だからこそ可能な

Revolution CT の紹介
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

Pickup  Lecture

図１　ワイドカバレッジによる斜入、散乱線、ヒール効果の影響

図２　Integrated Moduleと電気ノイズ低減率

図３　焦点指向配列型160㎜検出器
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配列であり、Ｘ線の斜入を大幅に避け理想的なＸ線受
光が可能となった（図３）。

　散乱線の量は �60㎜カバーレッジになる事で大きく
増加し、40㎜カバーレッジと比較して何倍もの散乱線
が被写体から発生しＸ線検出器まで到達してくる。そ
の際、散乱線の除去が不足すると、各ビューのプロジ
ェクションデータに散乱線の信号が反映してしまい不
必要なノイズとして影響する。そのため、骨などCT
値の高い高吸収体からの散乱線の影響で図４に示すよ
うなアーチファクトが発生してしまう。

　それらの対策のために開発された �60㎜３Ｄコリメ
ータは、面内および体軸方向の散乱線を効率よく除
去するために、従来のＸ方向の散乱線除去プレート
に加え体軸方向にも散乱線除去プレートを有してい
る。また、全てのプレートがＸ線焦点の方角に指向さ
れた設計にする事で、画像再構成上必要とされている
Primary－Ｘ線の情報をコリメータにより減少するこ
となくＸ線シンチレータに到達させた。不必要な散乱
線のみを効率よくコリメータで除去し、ピュアなＸ線
での高画質を構築することが可能とした。この散乱線
除去プレートの３つの要素（Ｘ方向・体軸方向・焦点
指向型）から３Ｄコリメータと名付けられた（図５）。

　図６に、縦軸に直径35㎝の水ファントムを用いた
SPR（Scatter Primary Ratio：Primary－Ｘ線に対する
散乱線の割合）のそれぞれのコリメータにおける改善
率（SPR 3D/SPR �D）を示し、横軸にＸ線管電圧（kVp）
を示す。この３Ｄコリメータによって従来型の１Ｄコ
リメータと比較して全てのＸ線管電圧（kVp）で 50%
以上の散乱線低減率が実現できる。また、３Ｄコリメ

ータの開発や製造については、日本の技術部が担って
おり、コリメータの設計コンセプトから製造プロセス
までの全てを見直すことで前述した効果を実現してい
る。

　ソフトウエアではワイドカバレッジ化に伴い発生す
るＸ線の斜入による影響や、Ｘ線発生原理上で生じる
Ｘ線管ターゲットでのヒール効果（図７）などに対し
て、Ｘ線物理挙動を考慮したコーンビーム画像再構成
アルゴリズムである VHD（Volume High Definition 
Reconstruction）を新たに開発した。VHD によるヒ
ール効果を大幅に低減し、均一性が高くミッシングコ
ーンと言われるコンベンショナル撮影時に生じるデー
タ欠損やワイドカバレッジの課題であるルーフエフェ
クトを大幅に軽減する事が可能となる。さらにはワイ
ドカバレッジ化によるコーン角の広がりで増大するコ
ーンビームアーチファクトを大幅に軽減する（図８）。

図４　散乱線の影響によるアーチファクト

図５　焦点指向型３Ｄコリメータ

図６　50% 散乱線削減比 in SPR

図７　ヒール効果を抑え高い均一性



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2015.7.31   No.57

（ �7 ）

図11　頭部160㎜１回転撮影画像

　また、新たに開発し
たビームハードニング
効果の影響を大幅に抑
える画像再構成アルゴ
リズムMMAR（Multi 
Ma te r i a l  Ar t i f a c t 
Reduction）は、Ｘ線吸
収帯域別に生データ上
で分割し、それぞれの
Ｘ線吸収帯域でスペク
トラルモデルの逐次近
似演算を行うことでビ
ームハードニング効果
を大きく軽減する。そ
の事で、従来ビームハ
ードニングアーチファ
クトにより低吸収を
呈していた領域のCT

図８　ルーフエフェクト、コーンビームアーチファクトの大幅に軽減

図９　MMAR（Multi Material Artifact Reduction）

図10　非接触給電静音型スリップリング採用

値の精度が大幅に向上し、
Perfusionなどを含めCT
値での診断能向上が期待
される（図９）。
　回転速度の高速化にお
いては、0.2秒回転に対応
できるよう、様々なシミ
ュレーションを行いガン
トリーなどのメカニカル
機構の設計を一新し、電
力供給も非接触で行う完

全非接触スリップリングを実現した。現在は0.28秒回
転が可能であり0.2秒回転の実現に向け開発を進めて
いる（図�0）。

　また、回転速度の高速化に追従し前述した Gemstone 
Clarity Data Acquisition Subsystem により0.28秒回転
においても１回転あたり2,496ビューのデータサンプリ
ングが可能である。
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　このようにRevolution CTはワイドカバレッジの課題
をハードウエアとソフトウエアの両面で解決すること
で、�60㎜コンベンショナル撮影において均一性の高
い高分解能画像を得ることが可能となる。

　頭部の単純ルーチン検査では �60㎜ワイドビームコ
ンベンショナル撮影により１回転で均一性の高い画像

が短時間で撮影可能と
なり、特に救急撮影や小
児撮影に有用である（図
��）。また、造影 3DCT-
Angioでは１回転撮影と
高分解能撮影の併用によ
り末梢血管の描出に優れ
た造影ムラの無い高分解
能画像が得られる。

　また、胸部撮影などで
息止めが厳しい患者様の
場合は、秒間 283.4㎜を
撮影する 80㎜ビームの
高速ヘリカル撮影の選択
も可能となる（図�2）。

　心臓の冠動脈CT検査では�60㎜ワイドビーム撮影に
て心臓全域をカバーすることが可能となり、つなぎ目
の無い均一性の高い高分解能画像が得られる（図�4）。

　また、心臓領域では、従来特定の最適心位相のみ静
止した画像が得られていたが、GE 独自の動態解析を
用いた冠動脈静止アルゴリズム SnapShot Freeze（図
�3）により各心位相の冠動脈の静止画像が得られる。
そのため SnapShot Freeze の併用により低心拍症例に
対しては１心拍１回転撮影、不整脈や高心拍症例など
に対しては１心拍２～３回転撮影にて静止した冠動脈
画像を得ることが可能になった（図�4）。

　さらに１心拍心臓全域撮影と SnapShot Freeze を
併用することで、従来では得られなかった拍動の要素
を加えた Beating 4D-CTAngio が可能となる。これに
より解剖学的走行の把握、狭窄率診断、プラークの性
状などの形態診断に加えて、拍動による血管の屈曲情
報や捻じれの情報、血管の動き方に関する情報がPCI
治療前に得られ、PCI 治療のナビゲーションとして期
待される。また、従来では PCI 治療前のカテーテル
造影で確認していた PCI 治療時のワーキングアング
ルを事前に把握しておくことで、不要な造影や被ばく
の低減が可能になる。更には、従来は核医学検査や
MRI、超音波検査で得ていた心筋や弁の情報も得られ、
簡易的な心筋の壁運動情報や弁の動態情報も含めた評
価も期待される。

図12　撮影時間1 秒、80㎜ビーム高速ヘリカル撮影

図13　SnapShot Freeze

図14 　1心拍内 Multi Phase Scan
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【今後の予定（研修会等）】

８月27日（木）イブニングレクチャー（２週目）　　札幌市教育文化会館４階講堂

 読影講座「冠動脈 CTA ～ハイボリュームセンターのあれこれ～」

 講師：医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック　放射線部　佐々木康二 先生

９月９日（水）普通救命講習　　北海道放射線技師会研修センター

９月�7日（木）第2�回学術研修会　　札医大記念ホール

 聴衆参加型読影講座  オーディエンスシステム使用　「急性腹症のＣＴ　Ｑ＆Ａ」

 講師：勤医協中央病院　放射線２科　舩山和光 先生

９月26日（土）～27日（日）精中機構認定マンモグラフィ技術講習会　　対がん協会札幌がん検診センター

９月29日（火）札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会　　札幌市医師会館

��月８日（日）市民公開講座（札放技・北放技合同主催）　　札医大記念ホール

��月�4日（土）札幌放射線技師会創立60周年記念式典　　ホテルポールスター札幌

�2月３日（木）普通救命講習　　北海道放射線技師会研修センター

入会・退会・変更手続きのお願い
　現在、法人法改正により当会一般社団法人札幌放射線技師会（以下、

札放技）と一般社団法人北海道放射線技師会（以下、北放技）は別法

人となっております。

　従いまして、入会、退会、変更の際は必ず札放技、北放技それぞれ
4 4 4 4

個別に
4 4 4

届出を行っていただきますよう宜しくお願い致します。
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【問題】　英字クロスワード問題
★印のアルファベット13文字（６＋４＋３＝３つの単語）をうま
く組み合わせることにより、ある著名な哲学者の名言をラテン語
で示した言葉になります。そのラテン語を日本語に訳してから、
当会ホームページ所定の解答フォームに記し送信してください。
見事正解された方の中から抽選で15名の会員の方に、当会オリジ
ナル図書カードを進呈いたします。締め切りは本年８月末日まで。

■ タテのカギ
２　アコーディオン。
３　集まり。収穫。収集。
４　雄牛。
５　アメリカ合衆国。
６　承認。許可。同意。オーケー。
８　意図。意向。目的。意味。
11　パソコン。
13　広告。
15　強固な木。オーク。オーク材。
17　（糸・テープなどを巻く）リール。一巻き。よろめき。
19　カニ。カニの肉。かに座。
21　ニッケルの元素記号。
22　大空。上空。天。天国。
25　広報。宣伝活動。public relations の略。

■ ヨコのカギ
１　積み荷。
５　未確認飛行物体。
７　軸。枢軸。
９　スコットランド人。
10　うたた寝。昼寝。
12　（ふちのある）帽子。
14　コバルトの元素記号。
16　家畜・植物を繁殖させる人。
18　首。えり。
20　大臣。公使。牧師。「総理大臣」＝“the Prime ～”
23　豚の鳴き声。
24　ひざ。ひざの部分。一周。一往復。
26　国際連合。国連。
27　体育館。体操場。ジム。体操。体育。
28　臭素の元素記号。

〈START56号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉

「金は天下の回りもの」(Money comes and goes.)
正解者の中から抽選で15名の会員に当会オリジナル図書カードを
進呈いたします。（55号までの当選者の方には既に発送済みです）

1 2 3 4 5 6★ ★

7 8 ★ ★

9 10 11★

12 13 14 15 ★

16 17★

18 19

20 21 22★

★

★

★

23 24 25★

26 27 28★

入会、退会、会費の減免についての連絡先
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。当会への意見・要望、本会報表紙写真の投稿、およ

び放射線関連情報などの案内（ホームページ掲載も
含む）は、編集委員会へ連絡ください。
〔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：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

共済給付の連絡先
互助規程をご確認の上、下記へご連絡下さい。

社会医療法人医仁会中村記念病院　放射線診断科　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
　５月29日に北海道・札幌技師会のホームページをリニューアル
しました。新しいＨＰではスマートフォンやタブレット端末での
表示にも対応していますが、会員の皆さま、閲覧して頂けたでし
ょうか？勉強会の案内や参加申し込みなどの情報を随時発信して
いきますのでご活用頂けると幸いです。
　また、急病センターのCT装置も６月末に更新されました。シン
グルCTでは限界があり、当技師会でも要望を出していたところで
したが16列マルチCTが導入されました。これでやっと１回の息
止めで腹部撮影ができます。（Ｋ・Ｓ）

START Quiz
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