
The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2016.7.31   No.60

（ 1 ）

第61回 定時総会を終えて
－ 平成28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。
　まず、最初のご報告といたしまして第61回定時総会
を５月12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27年度事業及び収支決算報告並びに平
成28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。
　また役員は改選を迎え、２期４年にわたり事業並び
に会計に関する監査を行っていただいた本波監事が退
任され、役員選挙の結果、監事として新たに（元）北海
道放射線技師会常務理事でありました、北海道労働保

健管理協会　小牟田 学 氏が就任。理事は江別市立病院
佐藤 博樹 氏、札幌医科大学 佐藤 香織 氏が退任され、
新たにJCHO札幌北辰病院　伴 伸次 氏、札幌医科大学
附属病院　柳田 美香 氏の両名が選任されました。他
の監事・理事に関しては引き続き留任されました。ま
た、総会後開催された第１回理事会にて私、松村が再
度会長の任を拝命し、副会長には関戸、大元両氏が選
任されました。私自身、平成22年から会長に就任し４
期目を迎えることとなりました。今後の２年間は今ま
での集大成とし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。
　現在、平成28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。
　会員の皆様はご存知と思いますが、平成26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
な確保の促進に関する法律（医療・介護制度改正の一

「別海町、ある牧場の放牧地にて」　撮影：柳田美香
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括法案）」が昨年４月１日より施行され、われわれ診療
放射線技師の業務範囲変更（業務拡大）が現実のもの
となりました。内容につきましては、今までに日本診
療放射線技師会や北海道放射線技師会並びに当会の会
報等で述べていますので割愛させていただきますが、
現在の診療放射線技師法は昭和26年に施行され、それ
以降一部の改正がありましたが、現実の医療現場や診
療放射線技師教育の場にそぐわない部分が多々ありま
す。（JART2016.7月号　巻頭言に詳細記載）
　それらを改正するには、国政並びに行政に訴えるの
が一番の早道と思われます。７月10日、われわれ診療
放射線技師にとって歴史が変わる日となるかもしれま
せんでした。第24回参議院議員通常選挙に、われわれ
診療放射線技師の仲間が前回に引き続き立候補したの
です。千載一遇のチャンスでしたが、残念な結果とな
ってしまいました。

　当会の目的は「診療放射線技術の向上発展に務め、
並びに会員の職業倫理及び技術水準の向上を図り、も
って地域住民の健康保持増強に寄与することを目的と
する」となっています。それらを達成するために、平
成28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、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、
本年度も公益目的支出50％以上を目指した予算とさせ
ていただきます。また昨年は会費納入率が80％に達し
ませんでした。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
指し努力いたしますが、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、昨年新たな会員データーベースの
構築を行い会計データーとのリンクをすすめてきまし

たが、本年度は新たなデーターベースを基に会の運営
及び財務強化に努めて参ります。
　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
く読影講座を今年も「イブニングレクチャー」として
３回開催いたします。
　本年度１回目は６月16日に実施し、２回目を８月25
日（木）に、昨年度好評であった胃バリウムに関して船
員保険健康管理センター 高橋さんより講演していただ
きます（詳細は同封のポスターもしくはHPをご覧くだ
さい）。３回目は来年３月に開催予定しています。
　９月５日には学術研修会として、好評のオーディエ
ンスシステムを使用した参加型の研修会を開催します。
今年はマンモグラフィをテーマとし、対がん協会　黒
蕨さんに講演していただきます。こちらも詳細は同封
のポスターもしくはHPをご覧ください。
　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、HPでご確認ください。
　情報企画ですが、昨年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
らもホームページや 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
を構築いたしました。今後は随時更新を図り、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
てまいります。
　本年度も研修会・勉強会の様子等を随時発信します
のでご利用お願いいたします。
　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ます。本
年度は野球同好会以来となるテニス同好会が正式発足
しました。会員皆様の登録参加をお待ちしています。
　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８日に実施いたしました。
　また伝統の野球大会は、６月５日に開催し、中村記
念病院が見事優勝し、同好会チームとともに６月26日
全道大会に参加しましたが、久々の全道制覇はなりま
せんでした。
　本年度も「学術研修」を中心に「地域医療への貢献」

「組織の強化」を目標に、公益性を重視した一般社団
法人として取り組んでまいりますので、会員の皆様に
はさらなるご支援ご協力をお願い申し上げます。

一般社団法人 札幌放射線技師会 硬式テニス同好会（tSTART）メンバー募集! 
 

札幌放射線技師会では同好会細則という規約に準じ硬式テニス同好会（tSTART）があります。硬式テニスを

楽しみたい、気軽にはじめてみたいと思っている会員とその家族の方、ご参加をお待ちしております！！ 
部長 井上正住（JR 札幌病院） 

活動内容 

練習などの開催日時は日曜祝日の不定期、月に 1 回程度を予定。 
札幌市内の小学校や屋外オムニコートなどで行っています。 
参加費はその都度の実費です。（ボール代含め１回あたり１人 300～1,000 円程度を予定） 
練習以外では、試合（大会）への参戦（希望者のみ）や親睦会も計画 
※メンバーへは毎月末、練習日などをメールでお知らせします！！ 
 

※申込先メール↓ 

<札幌放射線技師会 テニス同好会事務局  E-Mail :  sapporotennis@hok-art.or.jp> 
 

【今後の予定（研修会等）】

８月18日（木）札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会　　於：札幌市医師会館

８月25日（木）イブニングレクチャー（２週目）　　於：札幌市教育文化会館４階講堂

読影講座「知って得する胃バリウム検査」
講師：船員保険　北海道健康管理センター　診療検査部放射線科技師長　高橋 伸之 先生

９月５日（月）第22回学術研修会　　於：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

「乳癌スクリーニングの現状とこれから ～ MMGとUSの総合判定を中心に～」

講師：北海道対がん協会札幌がん検診センター　放射線技術部　黒蕨 邦夫 先生

※ ふらっと会“アンケート結果報告”

９月24日（土）〜25日（日）

精中機構認定マンモグラフィ技術講習会

於：対がん協会札幌がん検診センター

10月13日（木）普通救命講習

於：北海道放射線技師会研修センター

11月５日（土）市民公開講座（札放技・北放技合同主催）

於：札医大記念ホール
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札幌市放射線技師会会長就任にあたり副会長として役
員就任の依頼を受けたのが始まりでした。当時は、技
師会活動の内容を充分理解しないまま役員となりまし

たが、その温厚な性格で細やかな
指導を受け技師会役員として大変
勉強させて頂いた事を記憶してお
ります。
　特に印象に残っていることは、
中村先生が会長就任当初、各事業
に対してなかなか参加者が増えて
こない現状を鑑み、会員の交流促
進、情報交換の場・技術研鑽の場
の拡大ために組織の見直しと強化

を目的としてブロック性の導入に着手したことであり
ます。当時私は、中村会長の鞄持ちとして一緒に各職
場を回りブロック性の導入の必要性を説明に歩いたこ
とが思い出されます。中村先生のその温厚な人柄と目
的達成のための強い信念が実を結び、平成８年の総会
の承認を得て札幌を８つのブロックに区切るブロック
制が導入され、その後現在の松村会長へと引き継がれ、
組織の活性化が図られていることは、皆さんご存じの
事と思います。
　中村先生のこの長年にわたる地域医療への貢献と技

師会活動を通して診療放射線
技師職の発展と技師会組織強
化発展にご尽力頂き今日の技
師会活動の基礎を築いた功績
が高く評価されこの度の受章
につながったものと拝察致し
ます。
　これからもご健康に留意さ
れ、ますます活躍されますこ
とを御祈念申し上げます。誠
におめでとうございます。

  監事就任のごあいさつ
公益財団法人北海道労働保健管理協会　　小牟田　学

　この度、札幌放射線技師会の監事に就任いたしました（公財）北海道労働保健管理協
会の小牟田学です。若輩者で監事の大役が務まるかはなはだ疑問ですが、松村会長はじ
め、理事の皆様にご迷惑がかからないよう精いっぱい努力したいと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。
　札幌放射線技師会は過去に理事を２期務めさせていただきました。平成の初めの方（…すいません、忘れて
しまいました）の４年間でした。この当時は技師会が非常に不安定な時期で、当時の北海道技師会総会が夜遅
くまでかかった記憶があります。最近の放射線技師会はもめ事も少なく、安心しております。
　札幌放射線技師会は道内でも多くの会員が所属しています。全国でも珍しいブロック制を導入し、地域に根ざ
した活動を行っています。皆様もどこかのブロックに必ず所属していますので、そのブロックの活動にご参加い
ただき、私たちと一緒に本会の活動を盛り上げていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

  理事就任のごあいさつ
JCHO 札幌北辰病院　　伴　　伸次

　今年度より理事に就任いたしました JCHO札幌北辰病院の伴伸次です。技師会会報等
の編集と厚別・清田ブロックの担当理事になりました。
　松村会長とは以前一緒に働いていましたので、日頃から多忙な姿を見て「これは大変

だな！」と感じていました。まさか自分に札放技理事の話が来るとは思ってもいませんでした。しかし引き受
けた以上は、技師会の会員数減少が懸念されている昨今ですが、技師会の為に、他の先輩理事の方々と協力し
合って頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

  理事就任のごあいさつ
札幌医科大学附属病院　　柳 田 美 香

　この度札幌放射線技師会の理事をさせていただくこととなりました、札幌医科大学病
院の柳田美香と申します。技師会の理事という仕事についてまだわからない部分も多く
ありますが、勉強会の開催や技師会の運営などに携わることで少しでも皆様のお役に立

てるよう、会長ならびに理事の方々にご助言をいただきながら活動していきたいと考えて居ります。早く理事
の業務に慣れるよう頑張りますので、皆様のご指導及びご協力を宜しくお願い致します。

退任理事あいさつ

佐藤博樹（江別市立病院診療技術部放射線科）

　江別市立病院の佐藤です。任期中は理事の方々や会
員の皆様よりご指導頂き、大変お世話になりました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
　ここ数年は職場の都合で参加がままならず、会長、

副会長ならびに理事の方々には大変ご迷惑をおかけし
ました。これからは会員の立場で参加させて頂きます。
ありがとうございました。 

佐藤 香織（札幌医科大学 医学部教育研究機器センター ラジオアイソトープ部門）

　札幌医科大学の佐藤です。３期６年、学術と庶務を
担当していました。この間、会長・副会長・役員の方々

お疲れさまでした

　この度、平成28年春の叙勲（平成28年４月29日）に
おいて、元  札幌市放射線技師会 会長 中村 孝行 先生
が旭日雙光章を授与されました。心からお祝いを申し
上げますとともに、私共北海道
の診療放射線技師にとりまして
も大変名誉なことであります。
　先生は、昭和40年に国家公務
員共済組合連合会斗南病院に診
療エックス線技師として採用さ
れて以来、定年退職するまで40
年の長きにわたり奉職し、その
後も診療放射線技師として医療
法人野村内科循環器科にて現役
でご活躍中でございます。
　この勤務の傍ら札幌市放射線技師会理事・副会長・
会長を務め、更に社団法人北海道放射線技師会監事を
歴任後、平成14年５月北海道放射線技師会会長に就任
し、北海道における放射線技師会の組織改革と会員の
生涯学習実践等、会の発展向上に大きく貢献されまし
た。
　この間、技師会役員を延べ39年の長きに亘り務めた
のは過去歴代役員の中では中村先生しかいません。
　私と中村先生との出会いは、平成６年に中村先生が

中村 孝行 先生
（元 札幌市放射線技師会 会長）

旭日雙光章を受章、
誠におめでとうございます
石 岡 　 亮（前 札幌市放射線技師会会長） 　
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　平成28年７月８日に毎年恒例の日本ハムファイター
ズ観戦ツアーを開催致しました。今回の試合は札放技
の観戦ツアーとしては３連敗中、日本ハムファイター
ズとしては11連勝中という連敗記録、連勝記録が係る
中での試合となりました。
　試合は初回から動き、先発の高梨投手が１点を失い
ましたが、その裏にファイターズ打線が爆発。打者一
巡の猛攻で７点を奪い逆転、試合を優位に進めました。
　その後も大野選手の２打席連続ホームランなどで得
点を重ね、１２－３の大勝。札放技観戦ツアーの連敗記
録はストップ。日本ハムファイターズは12連勝と記録
を伸ばしました。

　試合当日は２年連続ビール半額デーということもあ
り、試合の熱気に煽られビールが進みました。そして

今年は家族連れでの参加者が多く、札幌ドームで
家族団欒を楽しまれた方が多かったようです。
　お弁当の配布は周囲の観戦者に迷惑が掛かるこ
とが多く、今回より中止して値段を下げることに
しました。また、応募方法をＦＡＸのみではなく
メールによる応募も受け付けました。何かと不手
際があったかと思われますが、ご意見ご要望など
ございましたらご連絡いただけると有難いです。
　また来年も継続して観戦ツアーを行っていきた
いと考えていますので、たくさんの参加をお待ち
しております。

日本ハムファイターズ観戦ツアー報告
福利厚生部 　酒 谷 　 隆

や会員の方にたくさんのサポートを頂き、無事に事業
を終えることができ感謝しております。今後は道技師
会のふらっと会（女性技師の会）の世話人として微力
ながら技師会の発展に努力いたす所存でございますの
でこれからもご指導、ご鞭撻どうぞよろしくお願いい
たします。６年間ありがとうございました。

退任監事あいさつ

本波 秀嗣（公益財団法人北海道労働保健管理協会）

　４年間の任期を終えましたが、役員各位の絶え間な
い努力により、継続事業のみならず昨年11月14日には、
創立60周年記念式典も成功裡に終了させることができ
ました。松村会長を中心とした理事各位の献身的な会
務遂行に感謝いたします。

　平成24年７月３日に行政庁より、公益目的財産額
16,234,386円、公益目的支出計画の実施期間が８年間
という通知を頂き、「移行法人」脱却に向けて事業遂
行中であります。
　一般社団法人のデメリットは先ず、税制優遇措置が
受けられないことですが、当法人は収益目的事業が殆
どないためこの点はマイナスになりません。しかしな
がら「社会的信用」が公益法人に比べ見劣りする点が
問題です。
　平成24年度から27年度までの当法人の公益目的事業
比率は 54.4、63.6、57.0、52.2％と推移し、何れも総費
用の50％以上でありますので、次のステップとして公
益法人への移行を検討することが肝要だと思います。
　末筆となりますが札幌放射線技師会の今後益々の発
展をご祈念いたします。

　６月５日（日）に花川南公園野球場にて第40回札幌
放射線技師会杯野球大会が行なわれました。当日は晴
天の中、イチャモンズ、札幌医大病院、札幌厚生病院、
手稲渓仁会病院、中村記念病院の５チームによって戦
いが繰り広げられました。
　第１試合は中村記念病院 vs 札幌厚生病院。両チーム
ノーガードの激しい打撃戦を制したのは中村記念病院。
　第２試合は札幌医大病院 vs イチャモンズ。札幌医大
病院は先制された後、原田・佐藤両投手を中心にイチ
ャモンズの攻撃に耐えていたが、最後は力尽きイチャ
モンズが勝利。
　第３試合は手稲渓仁会病院 vs 中村記念病院。手稲渓
仁会病院は中村記念・上村投手の前に打線が沈黙。大
川選手のホームランもあり、中村記念病院が決勝戦へ
と駒を進めました。
　決勝戦はイチャモンズ vs 中村記念病院。中盤まで
両チーム点を取り合うシーソーゲーム。終盤疲れの見
えたイチャモンズ田中投手に中村打線が襲いかかり試
合を決定付け、中村記念病院が見事14回目の優勝を飾
りました。
　この結果より、６月25・26日に旭川にて行われる第
24回北海道放射線技師会杯野球大会に札幌代表として、
イチャモンズと中村記念病院チームが出場することに
なりました。
　１人も怪我なく大会を終えることができ本当に良か
ったです。また、普段仕事では味わえないチームメイ
トとのやりとりや、他チームの会員とも野球を通じて
交流、親睦をはかることができ有意義な大会となりま
した。選手、スタッフの皆様本当にお疲れ様でした。

第40回　札幌放射線技師会杯野球大会
福利厚生部 　井 上 　 剛
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【個人賞】
最優秀選手賞　　上村　佑介　（中村記念病院）
優秀選手賞　　　田中　圭介　（イチャモンズ）
敢　闘　賞　　　大美　義隆　（手稲渓仁会病院）
　　　　　　　　大森　　剛　（札幌医大病院）
　　　　　　　　西谷内 琢也　（札幌厚生病院）
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　平成28年６月16日（木）教育文化会館４Ｆ講堂におい
て、平成28年度第１回イブニングレクチャーを開催い
たしました。
　今回は、特定医療法人朋仁会 整形外科北新病院 放
射線科の酒谷　隆 先生をお招きして「整形外科のＸ
線単純撮影〜腰椎撮影を考える〜」と題してご講演を
いただきました。
　はじめに、腰椎によくみられる疾患とその病態、「脊
椎ドックガイドライン」で立位Ｐ－Ａによる腰椎Ｘ線
単純撮影が推奨されていることなどをお話しいただき
ました。
　さらに、実際に撮影した画像を提示しながら腰椎Ｐ
－Ａ撮影ならびに立位撮影の有用性について解説いた
だき、最後に実際の撮影方法について詳しく、わかり
やすく教えていただきました。

平成28年度　第１回 イブニングレクチャー報告
学術担当理事　　黒 下 裕 次

　今回は、会員のみならず、非会員の方や放射線技師
を目指す大学生の方々の参加もあり、総勢 115名にの
ぼりました。
　業務終了後のお疲れのところ、また、あいにくの雨
の中にもかかわらずたくさんの方々に参加していただ
きありがとうございました。

理 事 会 報 告
□ 第７回理事会（平成27年度）
日時：平成28年４月28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　会議室
　　　　　理事19名中14名、監事２名中１名
報告事項
１．平成27年度監査報告
２．会報 No.59 総会特集号発行報告
３．次年度役員報告
４．各部報告
５．今後の日程について
審議事項
１．入会・退会承認について
　　提案通り承認
２．総会議事　提案事項「熊本地震義援金拠出について」
　　詳細について提案され承認
３．平成27年度定時総会について
　　詳細について説明され承認
４．平成28年度札放技杯野球大会並びに全道野球大会について
　　計画について提案され承認
５．平成28年度北放技第72回総会について
　　詳細について説明され承認
６．その他

⑴　平成28年度札放技理事立候補届について
⑵　平成27年度事業参加名簿について

□ 第１回理事会（平成28年度）

日時：平成28年５月12日（木）午後８時〜８時10分
場所：北海道放射線技師会研修センター　会議室
　　　　　理事19名中16名、監事２名中２名
審議事項
１．代表理事（会長）・副会長選定について

　提案通り承認

□ 第２回理事会
日時：平成28年６月２日（木）午後７時〜８時30分迄
場所：北海道放射線技師会研修センター　会議室
　　　　　理事19名中13名、監事２名中２名
報告事項
１．第61回定時総会報告
２．第 1 回理事会報告
３．北放技第72回総会報告
４．北放技第１回理事会報告
５．普通救命講習について
６．日ハム野球観戦について
７．各部報告
審議事項
１．入会・退会承認について
　　提案通り承認
２．平成28・29年度事業任務分担について
　　計画について提案され承認
３．理事会運営について
　　詳細について説明され承認
４．平成28年度事業計画について
　　計画について提案され承認

５．札放技杯野球大会について
　　実施要領について提案され承認
６．ブロック長会議について
　　実施要領について提案され承認
７．イブニングレクチャ１週目について
　　実施要領について提案され承認
８．第１回学術連絡会議について
　　実施要領について提案され承認
９．第１回庶務会議について
　　実施要領について提案され承認
10．札放技会報№ 60（H28.7.31 発行）について
　　提案通り承認
11．学会（総合学術大会 ･ 岐阜）派遣（札医師会）について
　　提案通り承認
12．その他
　　日放技総会について

札幌放射線技師会 ブロック長会議報告

日時：平成28年６月 30 日（木）
１．各ブロック担当役員変更について
　　〜後述
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】
昨年度：10/4 シーメンス主催で勉強会を開催。
今年度：10 月末ボーリング大会開催予定。

【西・手稲】
アンケートを事前に実施。２〜３回程度開催予定。
昨年度：懇親会を開催。
今年度：７月、８月懇親会を開催予定。

CT関連の勉強会、施設紹介。富士フイルムとFPDに関
する情報、院内Wifiについて北海道科学大学の施設を
使って検討中。

【厚別・清田】
昨年度：ＡＫミーティング（発表形式）を２回開催。11月ボーリング

大会開催。勉強会を１回開催。ブロック幹事会を２回開催。
今年度：ＡＫミーティング年２回開催予定（7/21 ㈭ AKミーティング）

11 月ボーリング大会。ブロック幹事会（春、秋）年２回（6
月に幹事会を開催）。秋もしくは 2.3 月どちらかで勉強会
開催予定。

【白石】
昨年度：８月にビアガーデン。３月にボーリング大会を開催。
今年度：7/22 MRI の最新情報についての勉強会（シーメンス）、

10月ボーリング大会予定。２月に勉強会と新年会開催予定。
【豊平・南】
昨年度：ブロック役員を中心に４月にホームページに関する勉強会

を開催。
今年度：10月以降に斗南病院の施設見学（全ブロック対象：ホー

ムページで連絡）。KKRの読影医による勉強会を開催予定。
【東】
昨年度：サードファイアーカンファレンス（年10回）

サードファイアーカンファレンス勉強会の一回で、２
月に新築移転となった札幌禎心会病院で施設見学、シ
ーメンスを招いて学習会を開催（30名参加）。１月に
新年会開催。

今年度：サードファイアーカンファレンスを年10回。
6/21 １回目としてGEを招いて CT/MR学習会を開催

（25名参加）。メーカーを招いた学習会開催予定（年２、
３回）。新年会も開催予定。

■ ブロック役員一覧（平成28年度）
中央南
ブロック長 山下　幸孝 中村記念病院
副ブロック長 大橋　芳也 札幌医科大学附属病院
副ブロック長 須川　孝一 札幌中央病院
監　　　査 鈴木　信昭 ＮＴＴ東日本札幌病院
会　　　計 高橋　正樹 中村記念病院
幹　　　事 清野　和絵 ＮＴＴ東日本札幌病院
担 当 理 事 井上　　剛 中村記念病院
中央北
ブロック長 井上　正住 JR札幌病院
副ブロック長 伊藤　睦之 札幌循環器病院
副ブロック長 中原　雅志 北海道健康管理センター
監　　　査 及川　貴光 宮の森記念病院
会　　　計 平井　寛能 KKR札幌医療センター斗南病院
幹　　　事 秋林　毅幸 JR札幌病院
担 当 理 事 石本　博基 札幌厚生病院
厚別・清田
ブロック長 星野　広史 JCHO 札幌北辰病院
副ブロック長 小松　　学 江別市立病院
副ブロック長 伊藤　善行 札幌里塚病院
監　　　査 長尾　崇志 渓和会江別病院
会　　　計 川上　　亮 JCHO 札幌北辰病院
幹　　　事 木村　　学 渓和会江別病院
幹　　　事 秋庭貢太郎 札幌清田整形外科病院
幹　　　事 田巻　茂和 札幌整形循環器病院
幹　　　事 井上　園香 JCHO 札幌北辰病院
幹　　　事 佐藤　博樹 江別市立病院
担 当 理 事 伴　　伸次 JCHO 札幌北辰病院
豊平・南
ブロック長 石田　　亨 愛全病院
副ブロック長 石田　健二 KKR札幌医療センター
副ブロック長 鯵岡　リサ JCHO 北海道病院
幹　　　事 阿部　　信 札幌逓信病院
担 当 理 事 浅野　英章 KKR札幌医療センター
北 
ブロック長 山下　道明 北海道大学病院
副ブロック長 武田　　弘 北腎会 脳神経 放射線科クリニック
監　　　査 成毛　亨実 麻生整形外科病院
会　　　計 上田　敏行 北成病院
担 当 理 事 山崎　理衣 北海道大学病院
西・手稲
ブロック長 秋吉　和也 手稲渓仁会病院
副ブロック長 池野　邦弘 札幌山の上病院
副ブロック長 菊池　明泰 北海道科学大学
会　　　計 楠野　智則 ていね泌尿器科
担 当 理 事 西原　　徹 手稲渓仁会病院

東
ブロック長 堀　　武文 勤医協中央病院
副ブロック長 土田　　修 禎心会病院
監　　　査 細川　雅弥 禎心会病院
会　　　計 阿部　春郎 北海道対がん協会
幹　　　事 今野　大輔 勤医協中央病院
担 当 理 事 黒下　裕次 勤医協中央病院
白石
ブロック長 中山　大志 札幌北楡病院
副ブロック長 西川　謙一　 札幌北楡病院
副ブロック長 向中野　順 恵佑会札幌病院
監　　　査 佐藤　滋人 石橋胃腸科病院
監　　　査 舘本　哲史 勤医協札幌病院
会　　　計 目黒　靖浩 北海道労働保健管理協会
幹　　　事 高橋健太郎 札幌徳洲会病院
幹　　　事 星野　広大 北海道がんセンター
担 当 理 事 酒谷　　隆 整形外科北新病院
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はじめに
　近年、診療の場において、胃バリウム検査はほとん
ど実施されていない。唯一頻繁に行われているのは検
診だけであると言っても過言ではない。（私のよく知る
医師たちは、一所懸命精密検査をされているが、全体
から見れば、それはほんの一握りの医師と言ってよい）
　このような現状において、胃バリウム検査に求めら
れるものとは、いったい何か。
　私が考える「求められるもの」とは、日本がメイド
インジャパンとして、世界に高く評価されているすべ
てのものに共通している「精度」と「安全・安心」に
ほかならない。その「精度」と「安全・安心」を提供
するための方法として、以下に思うところを述べさせ
ていただく。

１．基準撮影法の重要ポイント（抜粋）
　検査においては、「最低限の精度」を担保するために、
基本となる撮影法をマスターすること、これがまず第
一歩となる。（尚、ここでいう「最低限の精度」とは、
逐年検診における救命可能癌の拾い上げと理解してい
ただきたい）
　だが、その前にもっと大切なことがある。胃バリウ
ム検査は、受診者の協力無くしては何も始まらないと
いうことである。撮影者は、受診者の協力を得ること
も重要な撮影技術の一部であるということを、とくと
肝に銘じていただきたい。
　「バリウム・発泡剤を飲むこと（追加も含めて）」「げ
っぷを我慢すること」「頻
繁な体位変換」「圧迫」「検
査後の排泄の心配」どれを
とっても、受診者が嫌がる
ことばかりである。それら
を受け入れていただくため
には、こちらが誠意を示す
しかない。「笑顔」「挨拶」「返
事」「明るい声」など、人
とのふれあいの基本的な事
柄をないがしろにしては、

今、胃バリウム検査に求められること
船員保険北海道健康管理センター 放射線科技師長　　高 橋 伸 之

当然、良い検査など望めるわけがない。
　加えて、早口はタブーである。高齢者になるほど、
早口は聞き取りづらくなる。たとえ聞き取れたとして
も、早口で指示されることが、テキパキ動くことを要
求されていると感じてしまう。当然、緊張を生む結果
となる。それにより、「胃形」「空気量」「時間延長」「描
出範囲」「造影効果」の面で、検査に悪影響を及ぼす。
撮影者自らが、わざわざ「撮りにくい胃」を作ってし
まうことになるのだ。「撮りにくい胃」は、「読みにく
い胃」に繋がる。これは、大変な減点である。
　以上のように、撮影前からすでに勝負が始まってい
ることを理解していただきたい。
　さて、そろそろ撮影の話をしよう。

１）背臥位二重造影正面位
　バリウムを飲んで、水平右回り３回転後に行う最初
の撮影体位である。いわゆる「あおむけ」の状態であ
るが、その利点は、多い。
◦「あおむけ」は、撮影者が説明しやすく、受診者が、

理解しやすい。
◦よって、戸惑うことなく、円滑に指示に従っていた

だくことが、期待できる。
◦受診者が、全身の力を抜いて、リラックスできる体

位でもある。
◦以上により、蠕動や十二指腸への空気・バリウムの

流出による障害陰影が、比較的抑えられた状態を撮
影し、チェックもできる。

▲ Fig.1 ▲ Fig.2

　以前、当施設の澤田千恵（最近結婚し、田形姓にな
った）が、「背臥位二重造影正面位における癌発見の
きっかけ所見の検討」と題して、演題発表した。早い
話が、この利点多い「あおむけ」撮影時に、どれくら
い癌の異常に、気付くか？というものだが、当施設で
発見した癌のうち、じつに、73％にまで達していた。
　ここで、「背臥位正面位撮影時期」の利点を説明し
よう。

≪辺縁チェック≫
　この２つの正面位（Fig.３ａ、４ａ）を見ると、蠕動
や十二指腸に空気・バリウムの流出が、ほとんどない
状態を撮影できている。辺縁チェックは、障害陰影
があると、辺縁をなぞりづらい。また、蠕動があると、
その波のような歪みで、異常を認識しづらい。上の２
症例は、辺縁チェックがしやすく、検査序盤に、異常
に気付くことができた。早い段階で気付いたことで、
この後の撮影の組み立ては、容易となる。よって、２
症例とも、有効な追加撮影を行い、カテゴリー５（＝
悪性と認識する）として、要精密検査判定となった。

（Fig.３ｂ、４ｂ）

≪十二指腸に重なりやすい場所のチェック≫
　十二指腸に流出した空気・バリウムが、重なりやす
い場所は、Ｌ領域および胃角部と体下部の大彎である。

▲ Fig.3ａ ▲ Fig.4ａ

▲ Fig.3b ▲ Fig.4b

　Fig.５は、水平右回り1回転あおむけ時に、矢印に
示す所見に気付いた。受診者の体調から、３回転を断

▲ Fig.5
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念したためであるが、この時点で、正面位を撮影した。
　Fig.６は、その後、左右交互変換を加えた第一斜位

（結果的に「正面像」と同じ体位になったが）の画像
である。癌病変が、十二指腸に流出したバリウムと重
なり、描出されていない。同部位が、いずれ障害陰影
により描出できなくなることを想定し、十二指腸にバ
リウムが流出する前に撮影したことで、カテゴリー４

（＝癌を強く疑う）で、チェックできた症例である。

▲ Fig.6

▲ Fig.7

▲ Fig.8

　以上、「辺縁チェック」「十二指腸に重なりやすい場
所のチェック」を背臥位二重造影正面位撮影時期に行
うことは、理に適っているし、推奨する。
　「正面位＝あおむけ」には利点が多いことを紹介し
たが、一方、従来撮影されていた「正面像」（いわゆる
胃角Ｕの字）であるが、胃角部病変をチェックするの
に最適として、今でもこの画像を好む医師が多い。し
かしこの症例（Fig.７〜10）のように、真小彎にある
病変は、「正面像」（Fig.８）の場合、接線像となるため、
微細な病変（粘膜内病変）では、描出困難な例も少な
くない。その点、斜位（この症例は胃角よりやや口側
に病変があるため、第二斜位）の方が、病変を面として
捉えることができるため、粘膜内の微細な病変などは
描出している症例も少なくない。（Fig.９矢印）（Fig.10
矢印＝拡大）（病理結果は 22×15㎜なので、実際には
この画像で認識できる範囲より大きいようだが）
　ということで、粘膜内癌も標的としている現在、胃
角部病変の拾い上げに関し、「正面像」が、有利とは、
考えていない。以上を踏まえ、基準撮影法では、利点
の多い「あおむけ＝正面位」を最初に撮る撮影体位と
して採用している。

▲ Fig.9

▲ Fig.10

２）右回り３回転は、水平位で
　最初に撮る背臥位二重造影正面位撮影の前に行う右
回り３回転だが、目的は胃の全域を洗うためである。
受診者が回りやすいだろうという理由で、台を起こし
た状態で回転を行うと、Ｕ領域や小彎にバリウムが行
き渡らないので、同部位の洗浄効果が十分ではなく、
検査後半撮影することになっている同部位を狙った画
像に影響が出る。
　上の画像（Fig.11、12）で、造影効果の違いを確認
していただきたい。

３）頭低位腹臥位二重造影
　撮影法に関する質問で一番多いのは、俗に言う「前
壁撮影のコツ」である。これは全国共通であるが、は
っきり言って「これだけでマスターできる」というも
のはない。なぜなら体型・胃形・体調・その時の空気
量やバリウム量・年齢性別・透視台の形状・圧迫フト
ンの形状や厚さや硬さ・肩当ての仕様・受診者の理解
度と動き方のクセなど、茶の世界の「一期一会」を例
えに持ち出したいくらい、影響を及ぼす要因が多種多
様である。また、それぞれの講師が自身の撮り方を話
すが、伝達の達人が話してもせいぜい 90％までであ
ろう。感覚的な表現は正確には伝わらない。そこは聞
き手も技術屋・職人なのだから、残りの 10％は自ら
の力で会得していただ
きたい。講釈はこれく
らいで具体的な話に入
る。
　基準撮影法の基本は、
誰でも簡便に行える検
査法。ということで 100
％を目指している職人
気質の方向けではない。

　通常（平均体型・釣状胃）の場合、“みぞおち“に
入れる。これは、何度も話してきたことだが、なかな
か理解されない。肋骨の中で、守られている場所には、
効かないと思われているのかもしれないが、実際試し
てみればわかることなので、ここは、素直に聞き入れ
てほしい。それより重要なことは、入れるべきポイン
トより、下に圧迫フトンが入ると逆効果になることが
想定される点である。

　Fig.14 のように、肋骨にあまりかからないように当
てると、逆傾斜した場合（Fig.15）、胃の下に圧迫効
果が表れて、胃を下から上に押し上げるようになる。
これでは釣状胃が牛角胃のような形状になり逆効果で
ある。圧迫フトンは逆傾斜角度が大きいほど、圧迫効
果が下にズレることを肝に銘じてほしい。

　逆に圧迫フトンを“みぞおち”より若干高めに入れ
ても（Fig.16）、逆傾斜をかけていくと（Fig.17）、胃上
部に効果が表れ、胃形の矯正・二重造影描出範囲の拡
大がそれなりに見られる。ジャストポイントより下に
入れるよりはるかに良いことを理解していただきたい。

▲ Fig.11 ▲ Fig.12

▲ Fig.13

▲ Fig.15▲ Fig.14

▲ Fig.17▲ Fig.16
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　尚、圧迫フトン
の硬さは、（Fig.18）
のような柔らかい
ものを推奨する。
圧迫フトンの効果
は、硬さではなく、
お腹で押しつぶし
た時に残る厚さで

ある。（厚さが足りない場合は２個以上を重ねる）苦
痛を感じるほどの硬さは、バリウム検査離れに繋がる
ばかりではなく、受診者の体調不良、胃の状態を変化
させるなど、思うような画像が得られなくなる要因と
なる。不要な受診者負担は極力避けなければならない。

　次に、良好な頭低位腹臥位二重造影正面位像の目安
についてだが、釣状胃の場合は、背臥位二重造影正面
位の画像を反転させた像（Fig.19 ㊧）との比較が良い。
　Fig.19 ㊨を見ると、反転像（Fig.19 ㊧）と比べて、
胃形・二重造影描出範囲ともほぼ同等であるというこ
とで、圧迫フトンの効果は十分という評価になる。
　一方、Fig.20 の画像を見ると、自身の評価が甘い方
が見れば及第点の評価にしてしまうかもしれないが、

この受診者の背臥位二重造影正面位像（Fig.21）の反
転画像（Fig.22 ㊧）と対比してみると、胃形の矯正・
二重造影描出範囲ともに、まだまだ不足していること
が一目瞭然である。このように目安がはっきり示され
ていることは、自分に甘えることなく高い目標に向か
うことができ、自己研さんを重ねる努力を惜しまなけ
れば、大いなる技術向上に繋がることは間違いない。
　前壁撮影体位、正面位の次は第二斜位について。
Fig.23 をご覧いただこう。よく見受けられる頭低位腹
臥位二重造影第二斜位だが、私は右腰を上げ過ぎてい
ると判断する。第二斜位と言っても、標的部位は下部
前壁である。この画像では、体部大彎が中心となって
おり、前壁撮影とは呼べない。しかも右腰を上げ過ぎ
ているので、胃角部が黒つぶれになりつつある。また、
この撮影では圧迫フトンを使用し、お腹が押されてお
り、且つ、右腰を上げ過ぎたため、幽門部は圧迫フトン
から解放され、圧力がかかっていない。十二指腸に空
気を押し出す条件がすべて揃ってしまった。時間とと
もにどんどん流出するのだが、多量に流出してしまう
ことは胃内の空気不足と障害陰影の大量発生に直結し、
これで質の高い検査を目指すのは極めて困難である。

▲ Fig.18

▲ Fig.19

▲ Fig.20

▲ Fig.21

▲ Fig.22

　右腰を上げ過ぎると
◦体部大彎が、中心になる（標的部位から外れる）
◦十二指腸に空気が多量に流出する（障害陰影・

胃内空気量不足を招く）
◦適正濃度の範囲が狭くなる（白とび、黒つぶれ

したところは、読影できない）

　上記を肝に銘じ、右腰を上げることで二重造影描出
範囲を広げ、誤魔化すことは控えていただきたい。で
は、どうするか？ということになるが、これも背臥位
二重造影第二斜位の反転像を参考にするとよいと思う。

　基準撮影法２は、Fig.24 のごとく、頭低位腹臥位二
重造影正面位と第二斜位の２画像で、下部前壁を網羅
するという考え方をしていただきたい。この正面位

（Fig.24 ㊧）であれば、１画像で十分網羅できている
と思われるかもしれないが、辛口で評価すると、病変
があってもチェックが難しい箇所がある。具体的には、
椎体と重なっている個所。十二指腸に流出した空気と
重なった個所。バリウムが厚く漂っている個所が、そ

うである。第二斜位では、正面位の補足という意味合
いで、撮影していただきたい。（Fig.24 ㊨）を見てみ
ると、チェックが難しいと指摘した箇所が、障害陰影
と重なっておらず、チェックしやすい状態である。こ
の２画像のセットであれば、読影しやすく、精度の高
い検査が望めるであろう。

２．検査中のチェックポイント
　胃バリウム検査の目的、それは、昔から「がんを見
つける！」ということに変わりはない。だが、期待さ
れているものが変わってきている。救命可能癌の拾い
上げは当たり前。逐年検診であれば、内視鏡的治療で
完治できる粘膜内癌のうちに拾い上げてほしいという
のが本音であり、内視鏡検診と比較されている今日で
あれば当然であろう。（ただ愚痴になるかもしれない
が、内視鏡検査が得意なエリアは分化型癌が多く発生
し、胃バリウム検査が得意としているエリアには、未
分化型癌の割合が多い。内視鏡的治療条件でいうと圧
倒的に不利と感ずる）目的が、がん（悪性）であるな
ら、当然、検査中のチェックポイントは、良悪性の鑑
別が最大のポイントである。

　見逃してはいけない所見
◦辺縁不整
◦バリウムはじき像とバリウム溜まり像
◦線の異常
◦伸展不良像

　この 4 項目について、説明する。
1）辺縁不整
　背臥位正面位の項で、説明済みなので、省略する。
2）バリウムはじき像とバリウム溜まり像

　バリウムはじき像というと、Fig.25〜27 のような所
見を思い浮かべるかもしれないが、ポリープ型の癌を
チェックすることは比較的易しい。気をつけなければ
ならないのは、陥凹型早期癌に伴うはじき像である。
　Fig.28 は、検査中、胃角部後壁を流れるバリウムの
中に、はじき像（（Fig.28 矢印）に気付き、同部位を
中心に造影効果を高めた結果、陥凹型粘膜内癌（Fig.29
矢印）を描出できた症例である。発見契機となったこ

▲ Fig.23

▲ Fig.24 ▲ Fig.27▲ Fig.26▲ Fig.25
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のはじき像は、陥凹型癌の周辺にできた反応性隆起で
ある。
　もう１例紹介する。Fig.30 も、同様に体部後壁にバ
リウムはじき像（この場合は、顆粒状の小さなものだ
が）に気付き、同部位を中心に造影効果を高めた結果、
陥凹型粘膜内癌（Fig.31 矢印）を描出できた症例であ
ったが、前症例と違うのは、発見契機となったはじき
像が、陥凹内に存在する再生上皮（非癌）だった点で
ある。このように、陥凹型早期癌には、「陥凹の周囲
にできた隆起」と「陥凹の中にある隆起部」の２つの
タイプがバリウムはじき像として
現れ、発見契機になることが多い。
しかも、この２症例ともご覧のよ
うに、バリウムはじき像を認識し
たのは、まだ比較的造影効果が低
い段階であることにも、着目すべ
きである。陥凹型病変である以上、
主たる所見は、陥凹つまりはバリ
ウムの溜まり像のはずだが、粘膜
内癌の場合、それはごく浅いため、

溜まり像を認識するには造影効果が高い画像が要求さ
れる。となれば、造影効果が低い時期にも出現し、か
つ、認識しやすいバリウムはじき像のほうが発見契機
になりやすいのはおわかりいただけるであろう。陥凹
型早期癌に隆起所見が必ず伴うというものでは決して
ないが、見逃してはいけない所見として特に強調した
い。このバリウムはじき像を認識しやすくするコツと
して、バリウムを薄く（はじき所見が、認識できる程
度）漂わせたり、流したりすることで、胃壁表面の凹
凸を浮き彫りにさせるのが、一つの方法である。

▲ Fig.28 ▲ Fig.29

▲ Fig.30 ▲ Fig.31

▲ Fig.32 ▲ Fig.33

　ここで、小さなバリウム溜まり像に関し、怖い症例
を紹介する。Fig.32、33 には、点状と言ってもいいよ
うな小さなバリウムの溜まり所見が認識できる程度だ
が、じつは広範囲に分布する進行癌（深達度ｓｓ）で
あった。所謂スキルス癌という極めて悪性度の高い
癌であるが、癌浸潤度合に比べて微細な所見しかな
い。結果stageⅡＡとのことだが、この小さなバリウム
溜まり像を見逃したとなれば、次回の検診ではどのよ
うな状態になっていたのか、想像するだけで寒気がす
る。癌浸潤が表現されにくいケースもあることを忘れ
てはいけないと肝に銘じた症例である。

３）線の異常
　線の異常として捉えられるものには主に「ヒダの走
行異常」と「隆起の縁」の２種類がある。具体的な症
例を交えて説明する。次の画像では、既存のヒダが走
行する向きと全く別な方向にヒダが存在する。そのヒ
ダの先（Fig.37 矢印）が、明瞭に描出されるように追
加撮影をすると、バリウムの溜まり像とヒダ中断像が、
はっきり認識できた（Fig.38）。悪性の根拠とするに
十分な所見である。一方、Fig.39 には、体下部小彎に
通常見られない線が見える（Fig.39 矢印）。ここに注
目し、懸命に造影効果を高め、撮影した。Fig.40 の矢

▲ Fig.36▲ Fig.35▲ Fig.34

▲ Fig.37 ▲ Fig.38

▲ Fig.39 ▲ Fig.40
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印に囲まれたところに、顆粒状に取り巻く辺縁とその
内部は、周辺の粘膜模様と異なる平滑な表面模様が確
認できる。病変そのものが明瞭さに欠けるが、その理
由は、癌と周囲の高さの差がほとんどなかったことや
癌の表面に凹凸が乏しかったことによるようだ。ただ、
発見契機となった場所のところだけは、段差（Fig.41
矢印）が、存在し、辛うじて線の異常を捉えることが
でき、見逃さずに済むことができた。結果が、スキル
スタイプで深達度 se だったことを考えると、辛うじ
て拾い上げられたことに、薄氷を踏む思いだが、隆起
の縁が表現されている「線の異常」には気を付けてい
ただきたい。

4）伸展不良像
　Fig.43 を見ると、周囲は割となだらかな模様をして
いるが、矢印に囲まれた部位だけは“クチャクチャ”
とした細かく乱れた模様が見える。これは、周囲は空
気が入っていることで、ある程度引き伸ばされている
が、矢印の部位だけ縮んだ状態のままであることが表
現されている。この年、内視鏡による精密検査が行わ

れたが指摘されず、異常なしの判定であった。翌年の
画像が Fig.44 である。中心部は比較的空気少量時に
見られるような所見（ヒダがくっきり出現している）
が、確認できるが、その周囲（小彎側、大彎側、上極
部など）には見られない。伸展不良所見であるが、前
年よりも同所見の範囲が広がっているように思える。
深達度 se であった。内視鏡は、視野が狭く、広範囲
に広がる病変は不得意としている。伸展不良所見のチ
ェックは、胃バリウム検査の長所を生かせる大きなポ
イントの一つとして、是非、見逃さないでいただきた
い。そのためには、適正空気量を意識していただき、
空気不足のために、伸展不良所見に気が付かなかった
などというミスを犯さぬように注意が必要である。特
に胃上部の撮影は、検査終盤という位置づけであり、
空気量が不足する傾向にある。不足した場合はもちろ
ん追加し、造影効果を高めて撮影する。基本を守るこ
とが最も肝要である。

３．追加撮影のポイント
　目的は、主に存在診断と質的診断である。存在診断

▲ Fig.41 ▲ Fig.42

▲ Fig.43 ▲ Fig.44

とは気になる所見に気付いた際、その所見が本当にあ
るのか、ないのかをハッキリさせることである。一方、
質的診断とは、検診の場合、存在する所見に対し、良
性か悪性か、判断しやすい画像を提供することである。

１）存在診断
　存在の有無をはっきりすることで、必要のない精検
判定件数を減らすことができる。当施設の要精検率
は現在３％以下であるが、追加撮影の効果が表れてい
ることは明らかである。推奨する追加撮影法の第一段
階は、気になる所見を目にしたときと全く同じ撮影を
行うことである。但し、一度（以上）体位変換を行い、
造影効果を高めてからである（ここが重要！）。同じ
撮影をするのであれば初級者にも難しいことではない。
読影の立場から言っても「再現性」の判断がしやすい。
具体例（Fig.45 〜 47）を提示したが、Fig.47 の如く、
所見部位に淡くバリウムを流すことで、より説得力が
増す。撮影者の腕の見せどころである（撮影者：杉本
芳則氏＝当時、当施設職員。現在、日本医療大学所属）。
　「再現性」があると判断できれば、病変を強く疑う
ことができ、「質的診断」へと進むことになる。

２）質的診断
　追加撮影の基本的なポイントは、

１．異常を疑った所見は、曖昧なままにしない
２．バリウムを流してみる＆バリウムの厚さを変える
３．正面視する
４．できれば椎体を外す
５．圧迫可能な部位は圧迫してみる

　以上５点だが、1 は説明済みである。Fig.48 〜 51
をご覧いただきたい。陥凹型早期癌症例だが、Fig.48

（矢印）では、かなり認識しづらい。ところが、病変
部位にバリウムを流すと、バリウム溜まり像（Fig.49
矢印）がはっきり認識することができる。ただ椎体に

重なり、全体を把握するには少し不満が残る。そこで
椎体を外す（Fig.50）。邪魔な重なりは消えたが、病
変が正面視されていない分、小彎前壁側が見えにくい。
強い第二斜位（Fig.51）で正面視された画像となった
が、陥凹全体の形や周辺隆起の形などの不均一さがし
っかり捉えることができる画像となっている。
　次に応用編となるところだが、これは、胃形・存在
部位・年齢・標的となる病変の形状など、状況に応じ
て適切な追加撮影の方法が変わる。方法は多種多様で
あるので、マスターしたい方は、私と長く付き合うこ
とを覚悟で連絡をしていただきたい。心よりお待ちし
ている。

検査終了後の配慮
　検査精度向上のため、追加撮影を推奨しているが、
受診者への配慮を怠ってはいけない。ご自身のことな
ので、「いつもと違う」ことには敏感であり、不安を
抱くのは当然である。私は具体的な説明をすることに
している。上記症例のケースであれば「胃の真ん中辺
りに、わずかにバリウムの溜まるところがあるように
見えました。その部分がハッキリわかるように、少し
写真を追加させていただきます」というような説明で
ある。そして撮影終了後に、デジタルの長所を生かし、
受診者に撮影したばかりの画像を見ていただきながら、

「この部分に、バリウムが溜まっているように見えて
います。（巡回検診であれば）帰ってから読影医と一
緒に立ち会って、（逐年であれば）前回画像と比較な
どもして、しっかり見て、後日ご報告いたしますので、
結果通知までお待ちください」というような話をし、
受診者に結果を注目していただくよう誘導している。

４．医療安全対策
　この項は、現在、当施設において、田形（旧姓：澤
田）が、取りまとめているところであるので、彼女に
託したい。

▲ Fig.47▲ Fig.46▲ Fig.45
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最後に
　言うまでもないが、バリウム検査は、特に負担のか
かる検査である。それでも大変多くの方が、毎年検査
を受診されている。理由は一様ではないようだ。もち
ろんご自身のお体を大切にされて受診される方も多く
含んでいるが、一方で、職場の規則として、不本意な
がら受診されている方の割合も多くを占めているよう
に思う。そのような方は、「なるべく楽な検査」を求
めている傾向が強いように感じる。具体的には、「検
査時間を短くしてほしい」「発泡剤の追加は勘弁して
ほしい」「バリウムはなるべく少ないほうがいい」な
どだが、この要望はあくまでも「自分が胃癌にならな
いことが前提」であり、「胃癌に罹っているかもしれ
ない」と心配されている方なら、自分のため・家族の
ために、完治できる段階で見つけてほしい。いや、そ
れ以上に、できたら、内視鏡切除で済むようにしてほ
しいという願いが、優先されることであろう。
　「受診者の求める検査」とは何か。その真実は「受
診者のご家族の願いを叶える検査」であると私は考え

る。医療は、愛こそが基本。“愛”をもって、取り組
んでいただければ、どの分野であっても、「求められ
る検査」に繋がると確信している。
　最後に、私のために、貴重な紙面を割いていただい
た会長を始めとする札放技理事の方々、そして拙い文
章を最後まで読んで下さった会員の皆さまに、この場
をお借りして深く感謝申し上げるとともに、本内容が
皆さまにとって撮影の参考となれば、誠に幸いである。

執筆協力：杉沢　猛（品川シーズンテラス健診クリニック）

▲ Fig.48 ▲ Fig.49

▲ Fig.50 ▲ Fig.51

　昨年の５月、群馬県で大変痛ましい事故が起きてし
まいました。

　このような事故は、もう二度と起こしたくありませ
ん。「事故を防ぐにはどうしたら良いのか？」考えま
した。当施設で行っている対策も交え、報告したいと
思います。また「事故が起きてしまった時の対応」に
ついても、一緒に考えていきたいと思います。

　バリウム検査において、「安全対策を必要とする事
ってなんだろう？」と考えますと、図１のようなもの
が挙げられると思います。これらの対策について説明
していきたいと思います。

１．「事故・怪我」について
　「事故・怪我」については図２に挙げた４点につい
て当施設での対策を説明します。
　「透視台からの転落事故（主に逆傾斜の時）」
　当施設では検査内容を事前に理解して頂くため、検

バリウム検査を安全に行うために
船員保険北海道健康管理センター 放射線科　　田 形（澤田）千 恵

査説明のＤＶＤを待合室（施設および健診車）で放映
しています。また初回受診の方には、ラミネート加工
したリーフレットを検査直前に読んでいただいていま
す。検査前に「頭が下がった状態で写真を撮ること」
を知っておいていただくことで、パニックに陥り落ち
てしまうことを防ぎます（図３）。また、「頭が下がっ
た状態での撮影では、『肩当て』が体を支えてくれます」
という旨のポスターも掲示しています（図４）。さら
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▲ 図１
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に視界の狭い健診車内には、逆傾斜用の監視モニター
を付けており（図５）逆傾斜をかける時は、透視モニ
ターと監視モニターを交互に見て、受診者の動向に十
分注意をしつつ写真を撮ります。体重制限は取説に記
載されているとおり 135㎏に設定し、それを超えた場
合は安全性および撮影精度を重視し中止します。高齢
者や障害者に対しては、安全性を考慮し近接装置で撮
影する場合が多い状況です。このような事故防止対策
をしています。
　

「血圧の急低下」による意識障害→二次的な怪我
　この事態が考えられるのは、発泡剤を飲ませる時で
す。一気に胃を膨らませると、周りの神経を圧排し
一過性血圧低下が起きる場合があります。当施設では、
発泡剤をお水ではなく薄めたバリウム懸濁液で飲ませ

ています。バリウムを混ぜる事で、発泡スピードが緩
やかになり（図６）一過性血圧低下は起きにくくなり
ます。当施設では、同方法にしてから一過性血圧低下
は起きていません。もし起きてしまった場合は、気を
失って倒れてしまうと怪我をする可能性があるので危
険です。兆候があったらすぐに透視台を倒し、横にな
って少しだけ休んでもらいます。一過性のものですの
で比較的短時間で回復します。

「圧迫筒による骨折」「天板に指を挟むなどの怪我」
　基準撮影法２にも盛り込まれているように圧迫撮影
は有用ですが、他の撮影法に比べ怪我を起こしやすい
撮影法です。当施設では「太った人」「骨の脆そうな人」
には圧迫枕を多用し、無理して圧迫筒で圧迫しません。
基準撮影法においても「痛みを伴うような無理な圧迫

▲ 図４

▲ 図５

▲ 図６

▲ 図７

▲ 図８

▲ 図９

はしない」の一文があるように、無理は禁物です。巡
回装置の天板横にはビニールのカバーがついています
が、施設内の装置にはついていない為、手を出さない
よう促しています。

２．「妊娠」「アナフィラキシーショック」について
　施設内ではバリウム検査の前に診察を行うので、「バ
リウムアレルギー」「妊娠」に問題の無い方のみバリ
ウム検査に回ってきます。ですが、診察を通り抜けて
バリウム検査にまわって来てしまう場合も稀にありま
すので、検査前に技師が再度「バリウムアレルギー」

「妊娠」の欄を問診票で確認しています（図７）。また
不測の事態に備え、マニュアルを準備しています。（医
療事故防止マニュアル、受診者急変時の対応マニュア
ル）

　きちんと確認し気を付けていても、妊娠中の方を撮
影してしまう可能性があります。図８、図９は北海
道労働保健管理協会の目黒靖浩さんからお借りしたデ
ータですが、誤ってバリウム検査を行ってしまっても、
胎児への影響はほんの僅かのようです。誤って撮影し
てしまっても、堕胎を勧めたりしないよう知識を持っ
ておく必要はあるかなと思います。ちなみに当施設の
被ばく線量は図10のとおりです。

３．誤嚥について
　当施設では、食道撮影の際「気管に入らないように
気を付けて、バリウムを飲んでください」と繰り返し
説明しながらバリウムを飲んでいただいています。「最
初の一口」が特に気管に入りやすいので、注意を促す
ことで入る確率が減ります。ちょっとでも気管に入っ

▲ 図10

▲ 図11

▲ 図12

▲ 図13

▲ 図14

▲ 図15
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てしまった場合は、一旦飲むのを中断し（図 11）、咳
やハッフイングをしてもらって、ある程度バリウムを
出してから飲むのを再開します。もし中断せず飲むの
を続行してしまうと、（図 12）の様に深部までバリウ
ムが入ってしまいます。一旦中断するのが大事です！
止むを得ずバリウムが気管深部まで入ってしまった場
合は、レポートに記入し、当日中に医師から説明して
もらっています（図 13）。バリウムメーカーの話では、
誤嚥トラブルは「誤嚥の事実」を受診者本人に通知せ
ず、（後日何らかの理由で他の医療機関に受診した際
に）他の医療機関から「誤嚥の事実」を知らされたケ
ースが最も多いと聞いています。受診者の信頼を損な
わないためにも、適切な対処を怠らないようにしたい
と思います。

４．排泄について（図 14）
　当施設では、待合室内で放映している DVD にて、
排泄についても注意を促しています。また検査後下剤
を渡す時に、（口頭での説明の他に）説明文も一緒に
お渡ししています。
　DVD では、
①　水分はこまめに沢山取ること。
②　食事を取ると腸が動いて「もよおしやすく」なる

ので、早い時間に多めに食事を取ること。
③「もよおした際に排泄を我慢すること」が便秘の要

因になるので、当日は（我慢せず）定期的にトイレ
に通うこと。

④　一日以上排泄が無ければ、当施設に連絡すること。
などを説明しています。
　固まってしまうと、腸管が破裂し重篤な事態になる
恐れがあるので、特に腸が破れやすいと言われる高齢
者などには、念入りなフォローが求められます。

５．不要な被ばくについて
　不要な被ばくで一番問題なのは、意味のない再撮で
す。当施設では再撮するような事態が起きないよう、
以下のような対策を取っています。毎朝始業点検を行
い、検査が途中で中断することの無いよう不調があれ
ば検査前に対応します。また、始業点検はレポートに
記載し、技師間で情報を共有しています。巡回健診で
装置に不具合があった場合には、現地から直接メンテ
サービスに連絡し、サービスマンの指示のもと、調整・
対処します。装置は日常的に管理し、何かあった場合
に備えサービスマンとは常に密な連絡を取れるように
しています。今現在、当施設はすべてデジタル装置に
置き換わり、現像の失敗による再撮が無くなりました。

また装置はすべてフルメンテにしており、管球などは
（ちょっとした不具合でも）様子見することなく交換
できる環境になり、再撮のリスクが少なくなりました。
お金はかかりますが、受診者の信頼を損なわない為の
必要経費と考えます。

事故が起きてしまったらどうするか？（図 15）
　起こってしまった事は、もう元に戻すことはできま
せん。事故の再発を防止し、起こる確率を低くするし
か無いと思います。不測の事態に備え、事故・緊急マ
ニュアルを準備しておき、マニュアルに沿って対応す
る。万が一事故が起きてしまったら隠さず公表し、情
報を共有する。マニュアルは、新たな問題に対応す
べく常に更新し、更新のたび使用者全員に周知させる。
当施設ではこれらの事を行っています。
　当施設のマニュアルの一部です（図 16）。何かあっ
た場合はアクシデントレポートに記載、回覧・ファイ
ルし情報を共有しています（図 17）。受診者に対して
は、定期的にアンケートを実施し（さらにロッカール
ーム内には御意見箱を設置）、普段気づかない問題点
が無いか常に確認し、フィードバックして改善をはか
っています（図18〜21）
　最初に載せた朝日新聞の記事によると、2008年〜
2012年の間に、バリウム検査における滑落事故は、な
んと全国でほぼ毎年起きていたということです。滑落

▲ 図16

▲ 図17

▲ 図18

の情報を共有し、落ちない為の対策は取れなかったの
でしょうか？他の施設では起こっていても、自分の施
設は大丈夫だと思っていたとしたら危機管理が無さす
ぎます。技師一人で取れる対策には限りがありますか
ら、今後このような事が起きないよう施設全体で安全
管理の対策を取ってほしいです。

　私の報告は以上です。拙い文章を最後まで読んでい
ただきまして、ありがとうございました！
　悲しい事故がもう二度と起きませんように、心から
願っております。

▲ 図19

▲ 図20

▲ 図21
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はじめに
　2016年４月、フィリップスエレクトロニクスジャパ
ンは世界初となる二層検出器を搭載した「IQon スペ
クトラル CT」の販売を開始した（図１）。このCTは、

“Spectral is Always On”というコンセプトの元、全
ての検査においてスペクトラルイメージングの取得が
可能になる、世界初のマルチスライス CT である。
　近年Dual Energy検査は新たなCT検査の可能性と
して期待が高まっており、各メーカーからDual Energy
検査に対応したCT装置が発売され、その有用性に
ついて様々な報告がされている。一方で従来のDual 
Energy検査はＸ線管球で高低２つの管電圧エネルギ
ー ( 例：80kVp と 140kVp) を用いて撮影する方式であ
るため、臨床現場で使用するにあたりいくつかの問題
点が浮き彫りになってきている。それらは、① Dual 
Energy 撮影専用のプロトコルを事前に設定する必要
がある。②従来の 120kVp 画像が取得できない。③２
つのエネルギーデータにズレが生じる、というもので
ある。

　これらの問題を IQon スペクトラル CT では全て解
決している。今回は、IQon スペクトラル CT のため
に開発された新技術「NanoPanel Prism」、「Spectral 
WorkFlow」、「Spectral Based Image（SBI）」、 そ し
て「Spectral Diagnostic Suite（SpDS）」を紹介する。

１．NanoPanel Prism ～二層検出器～
　全ての検査においてスペクトラルイメージングを
可能とする本CT装置において、最も重要となる技
術が二層検出器「NanoPanel Prism」である（図２）。
NanoPanel Prism は異なる２つの素材のシンチレータ
と極薄フォトダイオードを採用することで、連続Ｘ線
を高低２つのエネルギーとして分光収集するスペク
トラル検出器である。上層のシンチレータは Yttrium
をベースとした素材を使用し低エネルギーを収集する。
下層には GOS+ 素材を使用し高エネルギーを収集す
る。二層のシンチレータでそれぞれ異なるエネルギー
を取得するため、極薄のフォトダイオードをシンチレ
ータの側面に配置した（図３）。また、電気的なノイ

IQonスペクトラルCTが実現する新たな画像診断の世界
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスマーケティンググループ　 CTモダリティスペシャリスト　　草 山 裕 介

Pickup  Lecture

ズの発生を抑えるためにアナログ回線を使用しないデ
ジタル検出器構造となっている。発光効率は従来の検
出器に比べ 25% 向上し、フォトダイオードを囲うタ
ングステングリッドによりクロストークは 30% 低減
している。
　１つの検出器で２つの高低エネルギーを取得してい
るため、従来のDual Energy撮影において問題であっ
た２つのエネルギーデータ間での位置や時間のズレ
は IQon スペクトラルCTでは存在しない。また、撮影
には通常の120kVpの管電圧を使用するため、事前に
Dual Energy撮影用の設定は不要である。全ての検査
においてスペクトラルイメージングに必要なデータを収
集しているため、撮影後に必要に応じて、いつでもス
ペクトラルイメージングを参照することが可能となる。

２．Spectral WorkFlow
　IQonスペクトラルCTの撮影条件は従来のCTと変わ
らないのが特長である。今まで使用されてきた 120kVp
で撮影するシステムであるため、撮影前の特別な設定
は不要である。操作環境は「iPatient」というユーザー
インターフェースを搭載しており、既に販売している
Ingenuityシリーズ、Brilliance iCTシリーズと共通で
ある。IQon スペクトラルCTでは今まで使用されてき

た iPatient の機能を全て使用可能である（図４）。被
写体型に合わせた線量最適化機構（Auto Exposure 
Control）、Full FOV、心電図同期撮影、逐次近似再
構成の使用など、スペクトラルイメージングを取得す
るために従来の機能が制限されることは無い。画像
再構成の設定や修正もスムーズに行うことが可能であ
り、通常の 120kVp の画像のみで診断する場合は今ま
でと同じWorkflowで完結する。スペクトラルイメー
ジングを追加で参照するには、画像再構成に Spectral 
Based Image（SBI）を一つ追加するだけである（図５）。

３．Spectral Based Image（SBI）
　IQonスペクトラルCTには逐次近似応用画像再構成
法であるiDose４、システムモデル逐次近似画像再構成
法であるIMR Platinumの他に、スペクトラルイメージ
ング専用の画像再構成法であるSpectral Reconstruction
が搭載されている。Spectral Reconstructionで作成さ
れたデータセットを Spectral Based Image（以下 SBI）
と呼び、１つの SBI から MonoE（仮想単色Ｘ線画像）、
EffectiveＺ（実効原子番号）、Material Decomposition

（物質弁別）等のスペクトラルイメージングの使用が
可能となる（図６）。
　Spectral Reconstruction は８段階のノイズ低減レベ図１．IQonスペクトラルCT

図２．NanoPanel Prism 図３．分光方式のエネルギーデータ収集

図４．iPatientの機能 図５．胸部撮影での再構成プロトコル例
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おわりに
　IQon ス ペ ク ト ラルCTはDual Energy装 置 の 更 に
先行く次世代型スペクトラルCTとして期待されてい
る。全ての検査において後からスペクトラルイメージ
ングを追加できるという簡便性は、研究の分野だけで
はなく実臨床においても大きなアドバンテージである。
IQonスペクトラルCTの普及は今後のCT検査の発展に
大いに貢献すると考える。

参考文献
１．Z. Romman, I. Uman, et al; Detector technology 

in simultaneous spectral imaging, Philips Healthcare, 
2014

２．Z. Romman, I. Uman, et al; Assessing retrospective 

spectral analysis workflow considerations and dose 
management, Philips Healthcare, 2014

ルを有しており、条件に応じたノイズ低減が可能であ
る。また、従来のDual Energy検査で問題とされてい
たMonoＥ画像におけるノイズ増加を解決する特殊な
プログラムが組まれており、40keVから 200keVまで
一定のノイズレベルを保つことが可能となっている

（図７）。
　これにより造影効果の増強を目的とした低keV画像、
金属や骨からのビームハードニングの影響を抑制した
高keV画像での画質の向上が図られており、臨床現場
において躊躇することなくスペクトラルイメージング
を使用できると考えている。

４．Spectral Diagnostic Suite（SpDS）
　Spectral Reconstruction により作成されたSBIはサ
ーバークライアント型ワークステーション Spectral 

Diagnosutic Suite（以下 SpDS）で、いつでも、どこ
でもスペクトラルイメージングの参照が可能とな
る。SpDS のクライアントPCには接続台数に制限はな
く、院内のニーズに合わせて複数台配置することが可
能である（図８）。また既存のPACS端末へのプラグ
インが可能であれば、読影端末上でスペクトラルイメ
ージングを参照することも可能になる。SpDSではSBI
を解析アプリケーションにより起動させることで様々
なスペクトラルイメージングを使用した読影や解析が
可能になる。MonoE 画像を表示した際、keV を自由
に変えて画像コントラストを変化させたり、従来画像

（120kVp 画像）に Iodine Density のカラーマップを
重ね合わせたり等、スペクトラルイメージングを直感
的に操作し観察することが可能となる（図９）。

図６．Spectral Reconstructionにより生成されるSBI

図７．MonoE画像

図８． Spectral Diagnostic Suite

図９．直観的に操作が可能なスペクトラルイメージング
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「北へ、もっと北へ、北の果てまで行ってみたい」
　何度かアラスカを訪れるうちに、私はまだ見ぬ未体
験ゾーンに強い憧れを持った。そこまでたどり着くに
は道のりが険しく手ごわいが、人の営みから 500㎞も
隔て、360度見渡しても人工の明かりが皆無という究
極の辺境で宇宙劇場を体験する。想像しただけで鳥肌
が立つが、夢では何度もその情景を味わっていた。

「大陸の果てにつながる道」
　合衆国アラスカ州、そこは北米大陸の北西の果て、
米国本土に暮らすアメリカ人でさえ、そこが自分の国
であることを知らない国民がけっして少なくないとい
う、悠遠な辺境。日本の 4 倍もの広大な土地のほとん
どが未開の地で、大地の下は氷河期から凍ったままの
永久凍土が存在する。人を寄せ付けようともしない途
方もない極北の荒野に、アラスカで唯一、北極海まで
つながるダルトンハイウェイが延々と伸びている。

　70年代に北極海の油田開発とパイプライン建設の
ためにつくられた歴史的大事業の副産物だ。厳冬期
にはマイナス 40℃を下回ることもあるが通年通行可
能、道中は電話もネットも通信できず応援も呼べない、
800㎞の行程でサービスが中間に一カ所だけという地
球上で最もスリリングなドライブコースである。

　くれぐれも運転が得
意でも、アウトドアが
好きでも絶対にまねを
しないでいただきたい。
最初の頃はビクビクし
ていた私も、結局13年

〜 オーロラと共に生きる 〜
第２回　大陸の果て北極圏に憧れて

オーロラメッセンジャー　　中 垣 哲 也　（元 札幌医科大学附属病院・放射線部）

間で50往復もしてしまったが、ブリザードに数回遭遇
し、生きて帰れないかもしれないというピンチを何度
も経験できた。

「星野道夫が魅せられた世界に」
　オーロラツアーの鑑賞地として知られるフェアバン
クスを基点として、いざ北へ向かう。針葉樹林の海原
を数百 km も走りきると、気持ちが切り替わるポイン
トある。急に景色が変わるわけではないが、世界地図
にも載っている特別なラインが存在する。北緯66度33
分線。ここから北は北極圏。まだまだ道のりは長いが、
北極海にたどり着くまでに壮大なハードルがはばかる。

　南極同様の気候とも言われる、北米最北にそびえる
ブルックス山脈は、今や伝説となってしまった写真家・
星野道夫が、カリブーの大移動との出逢いを求めて、
山脈の奥地に数週間テントを張った。星野は自らの命
をアラスカの野生につなげるのが本望だったが、不幸
にも、どうぶつ奇想天外（TBS）の取材中にカムチャ
ツカで、心ない無知な人間に餌付けされ、人間すらも
狙うようになったヒグマに命を奪われた。不本意なこ
とにそこはアラスカではないし、人により狂わされた
クマは野生ではない。オーロラに魅せられていた星野
は、自分がこの世を去るときはオーロラの光景を浮か
べるだろうと著書に残していたが、それは叶わなかっ
ただろう。・・・私にとっては感慨深いが、そこはあ
まりに遠かった最果ての山々。まさか自分がそこへ毎
年通い詰めてオーロラを待ち受けることになるとは夢
にも思わなかった。

ダルトンハイウェイ、それは自己責任を覚悟した無謀者だけが挑戦できる究極のアド
ベンチャーロードだ。タイガ気候、氷雪気候、ツンドラ気候を体験できる。

スペアはたった1本しかない。パンクしたタ
イヤはその場で自分で修理する。

北米最北の峠付近はきまって強風
が抜ける。心拍数が上がり、ハン
ドルを持つ手は汗ばむ。２月、外
気温はマイナス30℃だが、体感温
度はマイナス45℃付近か。タイヤ
の空気圧が下がり警告が出る。

「ツンドラの大地で感じる季節感」
　険しい北米最北の壁を超えると緊張感からも解き放
たれ、やがて海のような広大な光景に歓喜する。その
瞬間に気候帯が変わった、と実感できるのだ。この先
北極海までは、山もなくなだらかで、木が一本も生え
ていないツンドラが延々と続く。ここまで来ると日本
の気候とずいぶん違っている。北極圏では半年間も業
務用冷凍庫並の寒冷となるが、夏は意外にもしっかり
と夏らしくなる。夏と冬とが極端な振幅を持って訪れ
るが、私が一番わくわくする秋は一瞬で通り過ぎてし
まう。我らが北海道では「春夏秋冬」がちょうど良く
均等に、しかも豊かに優しく訪れてくれることを再認
識出来るし、感謝の念が湧いてくる。

「太陽に一辺倒だった夏の北極圏」

　頭の中ではなんとなく理解しているつも
りだが・・・地球は自転していて、その回
転軸はずいぶん傾いているらしい。日本で
は四季通して考えてみると、そう理解でき
るかもしれない。ところが北極圏（北緯66
度33分以北）まで北上すると、夏は太陽が
沈まなくなる。24時間太陽の動きを観察す
るだけで、地球の自転軸が太陽の方に傾き、

１日に 1 回転していることを確認できるのだ。

「夏、躍動する極北のいのち」
　冬の間、過酷な環境の中
で命を繋いだすべての野生
は、夏になれば、昼も夜も
一日中届けられる太陽から
のまばゆい光を受け躍動す

る。湿地の多いツン
ドラは蚊の繁殖が爆
発的、ターゲットの
カリブー（野生のトナカイ）も苦戦していた
ようだ。一晩中、白夜を撮影した私には、冬
の寒さの方が快適に思えた。それにしても白
夜の季節は暗くならず、オーロラにも逢えな

いから、蚊の大群に突入する理由はもう見当たらない。

【中垣哲也 氏 プロフィール】診療放射線技師として札幌医大病院に勤務しながら、趣味として星空の撮
影を続けていたが、2007年春に転身、以後はオーロラや極北の自然を通して『奇跡とも言える地球の素晴
らしさ』 のメッセンジャーとして活動。撮影、映像及び BGM 制作、上映会や講演、展示などのイベント
企画と、現地取材から全国各地へのお届けまで全てを自身で手がける。オーロラダンス出版を設立し、作
品集の制作出版も行っている。2016年8月21日（日）は札幌モエレ沼公園ガラスのピラミッドでお気に入
りのピアニストとの即興コラボレーションイベントを行う。詳しくは www.aurora-dance.com または
facebook で（お友達申請歓迎）

氷河は巨大な岩山を削り取って谷を掘った。気が遠くなる程の悠久の時を経て、生きている地球が創りだしたこの壮大な作品の光景に、いま私は確実に存在していてる。なぜ私は今ここにいるのだろうか。

大陸の果てはなだらかで穏やかに見える。しかし障害物がないので厳冬期はブリザードに襲われることも。

生まれて数ヶ月の子ども見えるカリブーの群れ。常に移動し食料を求め、オオカミを
逃れ、厳しい極北の自然を生き抜いていく。

真夜中の太陽。ツンドラの大地に野生の花が咲き乱れる夏至の頃、暗くならないのでオーロラを見ることは
出来ない。北緯69度付近、あと100㎞で北極海。

マイナス30℃に風速30ｍのブリザード、
体感温度マイナス60℃、地球上で最も
過酷な極寒で生きるじゃこううし。夏は
暑くないのか？
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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24文字をうまく組み合わせることにより、
あるイタリア語の名言になります。そのイタリア語を日本語に訳
し、当会ホームページ所定の解答フォームに必要事項を入力して
送信ください。この STARTクイズに見事当選された方の中から
抽選で15名様の会員に準備でき次第、当会オリジナルQUOカー
ドをお送りします。締め切りは、本年 8月末日まで。

■ タテのカギ
２　救命ボート、助け舟。
３　証拠、証言、形跡。
４　生き物、人、やつ。
５　manの複数形。
６　ニューヨーク。
８　（電気の）交流。
９　テニス、庭球。
13　アメリカ兵。
16　承認、許可、同意、オーケー。
18　12月。
19　アメリカ陸軍の憲兵。
20　アルゴンの元素記号。

■ ヨコのカギ
１　にかわ、接着剤。
７　多様性、（さまざまな）種類、変種、バラエティー。
10　事務所、営業所、執務室、地位、職務。
11　ネオンの元素記号。
12　銀の元素記号。
14　ニッケルの元素記号。
15　反対、異議。
17　子ども、若者、子ヤギ。
19　マスカラ。
21　南東。
22　プラチナの元素記号。
23　時代、次期、年号、紀元。

〈START59号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉

Evryone has his taste.
STARTクイズ59号の正解者は12名でした。
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札幌放射線技師会
ホームページアドレス

START60クイズ
解答フォーム
ホームページ

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　寺田克広　酒谷　隆
 浅野英章　寺田武司　菊池明泰　石本博基　柳田美香　伴　伸次

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
　近年日本ではマラソンがブームですね。道内でも各地でマラソ
ン大会が開催されています。今年初めて友人と10㎞のマラソンと、
毎年恒例の職場のメンバーとのリレーマラソンに参加してきまし
た。走っている最中はとても辛いのですが、周りで一緒に走って
いる人たちの頑張っている姿や、沿道で応援してくださる方々の
声援は本当に「最後まで頑張ろう！」という気持ちにさせてくれ
ます。多趣味な私に今年も一つ、新しい趣味が増えました。（M・Ｙ）

START Quiz
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