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平成29年 新春を迎えて

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29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、当会の事業及び活動に際しま

して、ご理解とご協力を戴き厚くお礼申し上げます。

　昨年の総会にて会員皆様から承認いただいた新理事

を迎え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
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益目的支出計画に沿って会務を執り行ってまいります

のでなにとぞご協力の程お願いいたします。

　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。

　今回の改定ではわれわれ放射線分野への影響はそれ

ほど大きくはありませんでした。しかし、「放射線撮影

等の適正な評価」や「診療情報提供書などの電子的な

送受に関する評価」については施設によっては費用面

で影響が出ました。

　特に画像診断機器の共同利用については施設共同利

用率が10％を超えていれば検査１件につき通常より20

点多く算定できる様になり、病院経営に貢献できるよ
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うになりました。

　それとは対照的にPETを行っている施設では共同利

用率の要件が厳しくなり影響が出ました。

　平成30年に予定されている診療報酬改定は、６年に

１度の診療・介護の同時改定でどの様になるかわかり

ませんが、大きな変化があるかもしれません。

　昨年12月に皆様の手元に日本診療放射線技師会より

次期診療報酬改定に向けたアンケートが届いたと思わ

れますが、アンケート結果は貴重な基礎データーとな

り、日本診療放射線技師会から厚生労働省への診療報

酬改定に向けての要望事項となりますので、ご協力の

ほどよろしくお願いします。

　本会では定款に記載してある「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

して行く」を実践する為、従来より安全かつ安心な医

療を提供することを目標として各種研修会等を開催し、

診療放射線技師の資質向上に努めてまいりました。

　しかし最近、安全・安心の４文字を目にする機
会が多くなっています。

　なぜかと考え思い浮かぶのは、原発事故や豊洲市場

に対する行政の対応のまずさがあると思います。そう

思っていた矢先、面白い文章を見つけました。それは

札幌市医師会会報に理事の先生が執筆した文章です。

その文中で、文部科学省のホームページに安心につい

て記載があるとし紹介しています。

　「安心は個人の主観的な判断に大きく依存するもので

ある。人が知識・経験を通じて予測している状況と大

きく異なる状況にならないと信じていること、自分が

予想していないことは起きないと信じ何かあったとし

ても受容できると信じていること。人々の安心を得る

ための前提として、安全の確保に関わる組織と人々の

間に信頼を醸成することが必要である。互いの信頼が

なければ、安全を確保し、さらにそのことをいくら伝

えたとしても相手が安心することは困難だからである。

よって、安心とは、安全・安心に関係する者の間で、

社会的に合意されるレベルの安全を確保しつつ、信頼

が築かれる状態である」とされています。

　われわれ医療従事者が求められるのは安全な医療の

提供だが、受け手の患者に信頼されなければ安心を提

供できない。

　信頼されるにはすべきことは態度か信仰か。

　仏教で大切にされている境地の安心（あんじん）は

信仰により心を一所にとどめ不動であることとされて

いるようだ。と先生はしめています。

　つまり、何事も信頼関係がすべてであると理解しま

した。

　そのためには何をすべきか？
　やはり日頃より医療人として資質向上に努めるため

当会は、研修の場を提供するのが近道と思っています。

　本年９月には北海道で９年ぶりとなる日本診療放射

線技師学術大会が函館市において開催されます。

　今回のテーマは「国民と共にチーム医療を推進しよ

う」でサブテーマとして「未来への開港－技の継承と

飛躍－」です。

　昨年３月には北海道新幹線が開業し、今北海道で一

番ホットな地での大会ですので多くの皆様の参加をお

願いします。

　今後の当会の研修事業としましては、２月２日（木）

に本年度３回目のイブニングレクチャーを開催いたし

ます。今回のテーマは循環器領域における CT の撮像

方法並びに画像処理につきまして、札幌医科大学附属

病院　放射線部　小倉 圭史 先生よりレクチャーして

いただきます。

　３月２日（木）には本年度最後の研修会として会員

勉強会を開催します。

　テーマは「脳神経領域」で、講師には札幌医科大学

附属病院 放射線部　平野 透 先生よりご講演していた

だきます。

　今後のスケジュールに関しては本会報並びに HP を

ご覧ください。

　本年も会員皆様のニーズに応えられるよう役員一同

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29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。

－ 告知 －

第 62 回  平 成 28 年 度 定 時 総 会
日時：平成29年５月18日（木）18：30より　　場所：北海道放射線技師会研修センター

◎新年交礼会
日時：平成29年１月14日（土）午後３時～午後５時

場所：ホテルライフォート札幌　２階「ライフォートホール」

　　　札幌市中央区南10条西１丁目

◎中央北ブロック講演会
タイトル：「オーロラが私たちに語りかける　すてきなメッセージ」

講師：オーロラメッセンジャ　中垣 哲也 先生

日時：平成29年１月19日（木）　開場：午後６時　開演：午後７時～

場所：札幌医科大学記念ホール

◎イブニングレクチャー（３週目）
日時：平成29年２月２日（木）午後７時～８時 30 分

場所：札幌医科大学記念ホール

講演：「循環器領域における基本的な CT 撮影法と３D 画像」

講師：北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院放射線部　小倉 圭史 先生

◎急病センター出向責任者会議
日時：平成29年２月23日（木）　午後７時～

場所：北海道放射線技師会研修センター

◎平成28年度会員勉強会
日時：平成29年３月２日（木）午後７時～９時

場所：札幌市教育文化会館　4 階講堂

講演：「ワンランク上を目指す脳神経領域の三次元画像」

講師：北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院放射線部　　平野　透 先生

◎豊平・南ブロック　施設見学会
日時：平成29年３月10日（金）　午後６時30分から１時間程度

場所：KKR斗南病院　放射線科

※　詳細は13ｐ

◎急病センター技術研修会
日時：平成29年３月11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 № 62」総会特集号 発行
発行日：平成29年５月１日（月）

Information
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　研修会案内

■ 第42回 日本消化器がん検診学会北海道支部放射線研修委員会研修会
　　（平成28年度 生活習慣病検診従事者指導講習会）

日時：平成29年３月11日（土）　12：30 ～17：30（受付 12：00）

場所：札幌市社会福祉総合センター　大研修室（札幌市中央区大通西19丁目１－１）

主催：日本消化器がん検診学会北海道支部放射線研修委員会　　共催：北海道

プログラム（予定） １．一般演題 12：30 ～ 13：50 

 ２．放射線研修委員会報告 13：50 ～ 14：10 

 ３．ワークショップ 14：20 ～ 17：30

　　　　　　　　　　　　　「これからの胃がんＸ線検診を担う人材育成を考える（仮）」

■ 第12回  北海道胃がん検診専門技師技術研修会
日時：平成29年３月12日（日） ９：00 ～ 13：00（受付８：45）

場所：JA 北海道厚生連札幌厚生病院　新棟３階大会議室（札幌市中央区北３条東８丁目）

主催：日本消化器がん検診学会北海道支部放射線研修委員会

対象：日本消化器がん検診学会会員であり、胃がん検診専門技師（平成28年度申請中の方も含む）の方、

　　　または NPO 精管講技術Ｂ検定合格者であること

参加費：1,000 円（昼食なし）　※ 事前申し込みが必要です

プログラム（予定）

テーマ「はじまるよ！　カテゴリー分類　～カテゴリー分類を導入する前の予備知識～」

１．基調講演 ９：05 ～ 10：35　「カテゴリー分類を導入する前の予備知識（仮）」

２．会員施設報告 10：35 ～ 11：25

３．症例検討会

　問合せ先　事務局：公益財団法人北海道対がん協会札幌がん検診センター放射線技術部内

　TEL　011-748-5546　e-mail：hosyasen@hokkaido-taigan.jp

■ 日本消化器がん検診学会 北海道支部 第15回超音波研修会
日時：平成29年４月１日（土）13：30 ～ 17：30

場所：札幌医科大学臨床研究棟　大講堂

腹部超音波検診　判定マニュアル「腎臓・脾・大血管・その他編」～知っておこう、やってみよう、カテゴリー分類～

内容　Ⅰ．特別講演　13：35 ～ 14：25　「腎臓のカテゴリー分類のポイント」（仮題）

　　　Ⅱ．カテゴリー導入に向けての取組み　14：40 ～ 15：00

　　　Ⅲ．症例検討　15：00 ～ 17：30

参加費：2,000 円（事前登録不要　学生無料）

問合せ先　事務局：（公財）北海道労働保健管理協会 臨床検査部　千葉 祐子　e-mail：y-chiba@roudouhoken.or.jp
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 下記の日程にて、札幌放射線技師会として７年ぶりの新年交礼会を開催いた

します。 
北海道放射線技師会との合同開催となりますので、多くの会員皆さんの出席を

得て新たな年を祝いましょう。 
 
日 時：平成２９年 1 月１４日（土）１５：００〜１７：００ 
会 場：ホテルライフォート札幌 ２階「ライフォートホール」 
     札幌市中央区南１０条西 1 丁目 （011）512–1632 
会 費：５０００円 
※ ご出席は、下記の FAX 用紙にて申し込みください 

尚、準備の都合上 1 月７日（土）までに連絡いただけます様お願いします 
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平成28年度　理事会報告
□ 第３回理事会
日時：平成28年８月４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13名、監事２名中２名
報告　１　札放技杯野球大会について

２　イブニングレクチャー１週目について
３　普通救命講習について
４　北放技杯全道野球大会について
５　ブロック長会議について
６　日ハム野球観戦について
７　中村孝行 元会長 叙勲記念祝賀会報告
８　会報No.60について
９　各部報告
10　その他
　・日本診療放射線技師会定時総会報告

審議　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ー２週目について
　　実施要領について提案され承認
３　平成28年度学術研修会について
　　実施要領について提案され承認
４　平成28年度地域学術大会演題発表について
　　詳細について提案され承認
５　第１回学術会議について
　　日程調整後開催予定
６　第１回庶務会議について
　　日程調整後開催予定
７　 その他
　・札幌市医師会マンモグラフィ研修会
　　実施要領について提案され承認
　・精中機構認定マンモグラフィ技術研修会
　　実施要領について提案され承認

□ 第４回理事会
日時：平成28年10月８日（木）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19名中15名、監事２名中２名
報告　１　札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会報告

２　イブニングレクチャー２週目について
３　北海道放射線技師会第２回理事会報告
４　平成28年度学術研修会について
５　精中機構認定マンモグラフィ技術研修会報告
６　第３回学術連絡会議報告
７　第１回庶務会議について
８　各部報告
９　その他
　・役員連絡一覧表に関して
　・日本診療放射線技師会　熊本地震義援金報告及びお礼

審議　１　入会・退会承認について
　　提案通り承認

２　平成28年度地域学術大会演題発表について
　　詳細について説明され承認
３　市民公開講座について
　　実施要領について提案され承認
４　平成29年新年交礼会について
　　詳細について説明され承認
５　イブニングレクチャー３週目について
　　実施要領について提案され承認
６　会員勉強会について
　　実施要領について提案され承認
７　会報No.61発行について
　　実施要領について提案され承認
８　社会還元事業について
　　詳細について提案され承認
９　診療放射線技師勤務実態調査の実施について
　　実施要領について提案され承認
10　その他
　・来年度の日本診療放射線技師学術大会（函館）にお
　　ける、札放技理事の応援要請について
　　協力をお願いしたい
　・30周年表彰に関して
　　対象者がいる方に声掛けをお願いしたい

□ 第５回理事会
日時：平成28年11月25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19名中12名、監事２名中２名
報告　１　平成28年度日本診療放射線技師会北海道地域学術大
　　　　会演題発表報告

２　市民公開講座報告
３　社会還元事業経過報告
４　会報No.61編集経過報告
５　各部報告

審議　１　入会・退会承認について
　　提案通り承認
２　平成29年新年交礼会について
　　実施要領について提案され承認
３　イブニングレクチャー３週目について
　　実施要領について提案され承認
４　会員勉強会について
　　実施要領について提案され承認
５　会報No.61発行について
　　実施要領について提案され承認
６　診療放射線技師勤務実態調査の準備について
　　実施要領について提案され承認
７　今年度残り事業について
　　詳細について提案され承認
８　その他
　・東ブロック、中央北ブロック、厚別・清田ブロック
　　研修費補助について
　　詳細について提案され承認

　学術部で平成28年６月16日に実施しました一般撮影に
関するイブニングレクチャーでのアンケート結果をご報
告いたします。アンケート項目は、年齢、所属エリア、
講演会内容の理解度、読影レポート作成の有無などが主
な内容となっております。アンケートは71枚の回収数で
した。以下は男女別の内訳表とグラフになります。

　表　年齢群と男女別人数

　今回も多くの方にご参加いただきました。特に表から
もわかる様に 20 歳代の参加者が非常に多く全体の半分
以上を占めており、レクチャーの技術テーマである一般
撮影への感心が、若い方はとても高いことが伺えます。
図１は参加者の男女比に関する円グラフですが、男性が
75％を占める結果となっています。
　次に参加された方々の所属エリアになります（図２）。
中央南・豊平／南区・中央北と続く形となっています。
今回の会場が札幌教育文化会館ということもありますが、
札幌市中心エリアの方々の参加者が多い結果となりまし
た。
　講演内容については「大変わかりやすかった」・「わか
りやすかった」を合計すると９割近くとなりました。今
回は腰椎の撮影法を中心とした内容でしたが、多くの施
設が撮影する部位でもあり、会員の皆様も興味があった
かと思われます。撮影体位の紹介では従来の仰臥位では
なく立位での撮影方法について詳細に紹介されており、

「興味深い内容でした」という会員のコメントが複数み
られました。また講演自体も「非常にわかりやすい講演

学術研修会アンケート報告
学 術 部 　菊 池 明 泰

内容でした」、「とても勉強になりました」など満足度の
高いコメントが多くみられました。
　「診断補助として読影レポートを書いているか」に関
する質問では、図３の円グラフにもお示ししたように、
書いている施設は２割程度という結果となりました。分
野としてはマンモグラフィや胃バリウム、エコー、心臓
CT などが上げられていました。「CT で気になる所見は
すべて記入している」、という施設もありました。
　今後企画してほしいテーマについての項目では、「一
般撮影」が最も多く39件、次にCT19件、検診９件と続
きました（主なものを抜粋）。具体的な意見としては「診
断・読影の仕方・知識」、「胸郭領域の撮影」、「トモシン
セシスなど。整形領域のMRIの読影などの勉強会も」、「特
に救急などで正常なポジショニングが難しい場合につい
て」などがあげられていました。読影に関するテーマへ
の希望もいくつかあり、今後テーマを企画する上での参
考とさせていただきたいと思います。
　全体を通してですが非常に熱心に講演を聴いている方
が多く、今回の内容が日々の業務にすぐに役立つ内容で
あったからだと思われます。また参加者のうち若い方の
比率が多かったのですが、テーマが一般撮影ということ
で日々の業務においても撮影頻度が高く、どの施設でも
必要となるテーマ内容であったからだと想定されます。
　最後に、研修会のアンケートにご協力いただきました
会員の皆様、また研修会開催のためご協力をいただきま
した方々にこの書面をお借りし、厚く御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。今後も皆様からのご意見
を反映し、実践でも使える内容を目指しながら実りのあ
る研修会を企画することができればと考えております。
これからの研修会にもぜひご参加いただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。
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図 1　参加者の男女比 図 2　参加者の所属エリア
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中央北ブロック
◎ 講演会のご案内
タイトル　「オーロラが私たちに語りかけるすてきな
メッセージ」
講  師　オーロラメッセンジャ　中垣 哲也 先生
　　　
日  時　平成29年１月19日（木）　19：00 ～
場  所　札幌医科大学記念ホール　　
　　　  札幌市中央区南１条西18丁目
参加費　無料（どなたでも OK、但し中学生以下は保
護者同伴です！）
＊駐車場はありませんので公共交通機関でお越し下さい。

お問い合わせ先　start@hok-art.or.jp

豊平・南ブロック
　豊平・南ブロックでは、今年度の事業計画として10
月に移転オープンしたKKR斗南病院の施設見学会を企
画しています。現時点においてはまだ調整段階ですが、
２月上旬を目途に詳細が決まりしだい豊平・南ブロッ
ク会員の施設等に案内を郵送します。更にホームペー

ジ上にも掲載しますのでそちらの方でも確認できます。
　また見学者多数の場合は施設の都合上、人数制限を
かけますことをご了承願います。

今後の予定
日時：平成28年３月10日（金）  18：30 から１時間程度
場所：KKR 斗南病院　放射線科

　尚、施設見学後に平成28年度のブロック総会を兼ね
た懇親会を予定します。こちらの方だけの参加も合わ
せてご応募お願いします。

東ブロック
◎ 活動報告
　東ブロックでは、2016年11月までに定例の学習会（サ
ードファイヤーカンファレンス）を５回、特別企画を
２回行いました。計７回の延べ参加人数は88名でした。
今後も引き続きサードファイヤーカンファレンス（月
１回）を開催します。また、2017年１月はカンファレ
ンス終了後、恒例の「東ブロック新年会」を開催する
予定です。活動内容の詳細は以下のとおりです。

【活動内容】
＊４月19日　第１回サードファイヤーカンファレンス
演題：「悪性リンパ腫と放射線治療」「PACS 導入10年
を経過して」　参加者数：３施設９名
＊５月17日　第２回サードファイヤーカンファレンス
演題：「関節リウマチについて」参加者数：２施設９名
＊６月21日　サードファイヤーカンファレンス第１回
特別企画
演題：「CT被ばくを再考～被ばくの基礎と逐次近似法
について～」
　　　「低侵襲における最新アプリケーションの紹介」
 （GE ヘルスケア社）参加者数：７施設26名
＊７月19日　第３回サードファイヤーカンファレンス
演題：「臨機応変が苦手なマニュアル技師による胃基
　　準撮影法マニュアル」参加者数：４施設12名
＊９月20日　第４回サードファイヤーカンファレンス
演題：「造影剤の血管外漏出について」参加者数：４
施設８名
＊10月18日　サードファイヤーカンファレンス第２回
特別企画
演題：「画像再構成法の進化とフィリップスCT最新技術」

「ASLの基礎知識とフィリップスMRI最新技術」（フィ

ブロック通信 リップス社）参加者数：８施設16名
＊11月15日　第５回サードファイヤーカンファレンス
演題：「めまい」参加者数：４施設８名

厚別・清田ブロック
◎ 活動報告
Ⅰ．第１回ブロック幹事会
　日時　2016年５月31日（火）18：30 ～ 20：00
　場所　JCHO 札幌北辰病院　放射線技師室
Ⅱ．第17回AK ミーティング
　日時　2016年７月21日（木）18：30 ～ 20：00
　場所　JCHO 札幌北辰病院　2F 講義室
　参加者数　43名
Ⅲ．厚別・清田ブロック勉強会
　日時　2016年10月18日（火）18：30 ～ 20：00
　場所　JCHO 札幌北辰病院　2F 講義室
　参加者数　27名
Ⅳ．第２回ブロック幹事会
　日時　2016年10月27日（木）18：30 ～ 20：00
　場所　JCHO 札幌北辰病院　放射線技師室
Ⅴ．第15回厚別・清田ブロックボウリング大会、会員
　懇親会
　日時　2016年11月15日（火）18：30 ～ 22：00
　場所　厚別パークボウル
　参加者数　25名

Ⅵ．今後の予定
　2017年２月頃、第18回AKミーティングを開催予定

白石ブロック
◎ 活動報告
７月22日　勉強会　MRI 装置　最新情報について
　　シーメンスヘルスケア株式会社　ＭＲ事業部
　　札幌北楡病院にて
〇 今後の予定
２月17日　勉強会　ネイティブの講師による『医療現
　場に役立つ簡単な英会話』
　　　　　新年会　地下鉄白石駅付近にて

中央南ブロック
◎ 活動報告
中央南ブロックボウリング大会
　平成28年10月28日（金）19時より中央南ブロック主催
のボウリング大会を行った。場所は中央区南３条西５
丁目ノルベサ６F にあるスガイディノス。参加人数は
11名となり幹事以外の参加は５名であった。
　ボウリングを２ゲーム行い、合計スコアにて順位を
決め景品を贈る形で行った。
　景品は１，２，３位及びブービー賞を用意した。また
参加費の一部を活動費にて補助した。
　ボウリング後、ノルベサ３F バールグラニタにて懇
親会を行った。参加人数は10名であった。20時30分よ
り懇親会を行い、23時に終了となった。
　人数は少なかったが、ボウリング・懇親会ともに非
常に盛り上がり、またやってほしいとの声を頂いた。
昨年の勉強会を含め、なかなか参加人数が増えないが、
毎年活動を行っていきたい。
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講演　『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　
　　　放射線科　高橋 伸之 先生

　昨年度のイブニングレクチャーでの会員ア
ンケートで非常に好評であり、第２弾の要望
が非常に多かったため今年度も「胃バリウム
検査」をテーマに開催しました。
　前回は、バリウム検査における基準的な撮
影法を中心とした内容でしたが、今回、読影
における所見の捉え方を中心とした内容で非
常に分かりやすく説明して頂きました。現在、
精検施設においてバリウム検査から内視鏡検
査に移行していますが、検診においてバリウム検査で
見つかったがんが、内視鏡検査で見落とされる可能性
があるとの説明があり、バリウム検査の重要性につい
て再認識させられました。講師の高橋先生は、バリウ
ム検査を撮影し、怪しいと思った症例について迅速に

追加撮影を行うことや内視鏡画像、病理結果も必ず確
認して知識を習得し、今後の撮影に生かしていくこと
が重要であると再認識できる内容でした。
参加者 75名（内訳：会員50名　非会員24名　学生１名）

平成28年度　第2回イブニングレクチャー報告
副会長 　大 元 秀 近

　平成28年９月５日（月）札幌医大記念ホールにおいて、平成28年
度学術研修会を開催致しました。
　今回は、北海道対がん協会 札幌がん検診センター 黒蕨邦夫先
生をお招きして「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～」と題して、ご講演頂きました。マ
ンモグラフィとエコーに関して、読影の基礎からカテゴリー分類
まで、多くの臨床画像を用いて大変わかりやすくお話し頂きまし
た。本研修会もオーディエンスシステムを用いて会場参加型の問
題形式で行い、カテゴリー分類や所見の有無を回答し、その詳細
をわかりやすく解説して頂きました。
　また、北海道放射線技師会が立ち上げた「ふらっと会」から、
活動の一環として行ったアンケート調査結果より北海道の女性技
師の働く環境の現状と問題点から「女性技師がやめない職場づく
りに向けて」の活動報告がありました。
　週初めの月曜日にも関わらず63名の参加を頂き、ありがとうご
ざいました。

平成28年度学術研修会報告
情報企画部 　寺 田 武 司

　今年度も９月24日（土）、25日（日）の２日間、NPO
法人日本乳がん検診精度管理中央機構認定のマンモグ
ラフィ技術講習会を開催いたしました。
　今年で３年連続の開催ということで申し込みが減り、
募集定員を下回るのではないかと心配しましたが、定
員を超える多数の申し込みがあり、残念ながら選に漏
れ受講することがかなわなかった方々にはお詫び申し
上げます。８月の台風被害によりオホーツク圏、十勝・
釧根から札幌への交通網が寸断され心配いたしました
が受講キャンセルは出ず、50名全員が受講いたしまし
た。受講者の８割が女性技師であり、半数以上がマン

モグラフィ撮影に従事するようになってから１年未満
の方で、従事するにあたりほぼ必須となっている大切
な認定講習会であると同時に女性技師の需要が高いこ
とを再認識いたしました。
　講習会２日目の午後から行われた認定試験の結果は、
50名中44名がＢ２評価以上で、うち27名がＡ評価を受
けました。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支部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。

第3回札放技マンモグラフィ講習会報告
情報企画部 　寺 田 武 司



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2016.12.31  No.61 The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2016.12.31  No.61

（ 12 ） （ 13 ）

　平成28年12月15日（木）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、今年度の社会還元
事業として10万円を寄付してきました。
　この事業も平成元
年から始まり、会員
皆様のご理解により
28回目となり、席上、
児童相談所所長 天
田　孝様より札幌市 
秋元市長からの感謝
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。
　今後とも地域に根
ざした札幌放射線技
師会として社会に貢
献できるようこの事

社 会 還 元 事 業 報 告
会　長 　松 村 俊 也

　平成28年10月22日（土）に室蘭市高砂テニスコートに
て、製鐵記念病院赤谷さんのご厚意により室蘭放射線
技師会主催イベント「テニス交流会」に札幌放射線技
師会テニス同好会代表として参加させていただきまし
た。
　参加者は総勢９名と昨年よりも少なかったとのこと
ですが、若い方が多く、その中には腕前（テニスレベ
ル）がプロ級の方も何人かいまして、わたくし自身も
大変勉強になりました。
　次年度は札幌テニス同好会も創部２年目となります。
そこで当会テニス同好会次年度目標として、札幌テニ
ス協会主催加盟団体テニス大会へ参戦していければと
思っておりますが、室蘭放射線技師会テニス交流会の
方々からもご協力を頂けるとのことでしたので大変心
強く思っている次第です。
　これからテニスを始めてみたいと思っている会員の

方がいらっしゃいましたら是非、ご連絡お待ちしてお
ります。

連絡先電子メール → sapporotennis@hok-art.or.jp

テ ニ ス 同 好 会 報 告
情報企画部　　井 上 正 住

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32回 日本診療放射線技師学術大会参加報告
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　　佐 藤 香 織

　台風の影響が心配されるなか2016年９月16日（金）～
18（日）の３日間の日程で岐阜県の長良川国際会議場・
岐阜都ホテルにおいて開催された第32回日本診療放射
線技師学術大会に参加しましたので報告いたします。
　本大会は「国民と共にチーム医療を推進しよう」を
テーマとして2,617名の診療放射線技師や関係者が参
加し、534演題の発表、その他にシンポジウムなども
数多く行われておりたいへん盛り上がっていました。
北海道からも2017年函館大会の実行委員をはじめ多く
の技師が参加していてこの大会への関心の高さが伺わ
れました。
　今回の私の主な目的は２つありました。
①　函館大会へ向けて女性の会関係のシンポジウムの

視察
　岐阜の女性技師会主催のシンポジウムでは東北と
関西の女性技師会の活動の紹介がありました。特に
東北は力を入れていて、ピンクリボン運動への協力、
勉強会を開催し（参加者が約220名�）、その活動に
対して各県の技師会が予算の面などで手厚いバック
アップをしているという報告がありました。
　JART主催のシンポジウムはJART主催のワーク
ライフバランスアンケートの中間報告、妊娠中の働
き方のガイドラインの作成に向けてという内容で、

函館支部の狩野さんがシンポジストとして北海道で
行ったアンケートの一部を報告しました。限られた
時間の中でしたがガイドライン作成へ向けてディス
カッションが熱く繰り広げられていました。

②　ふらっと会アンケートのポスター発表
　2015年に行った「女性技師の働く環境について」
のアンケート結果から、統計ソフトを使って仕事満
足度などに影響を与えている質問を明らかにすると
いう内容を医療基礎のセッションでポスター発表し
ました。ふらっと会の活動を全国にPRできたと思
います。

　また、現在私は臨床から少し離れた所で仕事をして
おりますが、関連する原子力防災や放射線管理関係の
シンポジウムも聴講して今後の業務に大いに役立つ知
見を得ることができました。
　最後にこのような機会を与えてくださいました札幌
放射線技師会の松村会長はじめ理事の皆様に感謝申し
上げます。次回は2017年9月22日～24日に函館市民会
館・函館アリーナで開催されます。すでにたくさんの
実行委員の方が準備にあたっており、ふらっと会もシ
ンポジウム企画を着々と進めています。札幌からも多
くの会員が参加して活気ある大会になることを願って
おります。

◀
　
左
よ
り
２
番
目
、
佐
藤
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　平成28年11月５日（土）札幌医科大学記念ホールにて
『画像診断によるがん検診の最前線』をテーマに市民
公開講座が開催されました。
　基調講演としてJA北海道厚生連札幌厚生病院  健康
管理科の赤池 淳 先生より「受けましょう！がん検診」
と題して「日本人の２人に１人はがんになり、３人に
１人ががんで死亡する」時代を迎え、がんの基礎的な
知識や予防法、統計的データや国を挙げてのがん対策、
そして検診の重要性・必要性、問題点、そしてそのが
ん治療についてまでわかりやすく解説していただきま
した。
　今年度から対策型検診として認められた胃部内視鏡
検査ですが、内視鏡検査の優位性は認めるものの対策
型検診としてはまだ弱点や課題が多くとても説得力の
ある説明をいただきました。
　基調講演に続き、各論としてがん検診の現場でご活
躍されている北海道労働保健管理協会の目黒 靖 浩先
生からは「胃がん検診・肺がん検診」を、北海道対が
ん協会の黒蕨 邦夫 先生からは「乳がん検診」につい

てさらにわかりやすく解説していただきました。胃が
ん検診分野では最近、話題の「ピロリ菌検査」ががん
を見つける検査として誤解されがちである点。このピ
ロリ菌検査はあくまでも「スクリーニング検査」であ
りバリウム検査や内視鏡検査を併用することが正しい
受診方法であること。肺がん検診分野では対策型検診
としてはまだ認められていないが、CTを用いて低線量
での胸部撮影「CT検診」の有用性など解説されました。
　乳がんは近年著名人が次々と罹患し、その治療経過
をブログなどで公開し話題になっており、市民の関心
の高さは言うまでもないところかもしれません。
　乳がんは女性のがん罹患数第１位であり、その数は
年々増加し約９万人が罹患し、現在は「12人に１人」
と報告されております。また乳がんの死亡数は現在年
間 13,800人（推計）で女性のがんでは第５位であり、救
命率の高いがんといえます。どのがんにも共通してい
えることですが「早期発見・早期治療」が大切である
ことが参加していただいた市民の方々に伝わる内容の
市民公開講座となりました。

市 民 公 開 講 座 報 告
情報企画部 　寺 田 武 司

　今まで教科書に書かれている腰椎撮影は正面では臥
位にてＡ－Ｐ方向に撮影し、側面は側臥位にて撮影す
るというのが一般的ではないでしょうか。今回は常識
的に撮られてきた臥位Ａ－Ｐ撮影ではなく、脊椎ドッ
グガイドラインや標準整形外科学を参考に立位Ｐ－Ａ
撮影について説明していきたいと思います。

Ⅰ．Ａ－Ｐ撮影とＰ－Ａ撮影
　まずは腰椎撮影にて診るべきポイントですが、主だ
った疾患についてのＸ線所見をまとめました（図１）。
各疾患に共通する項目として『椎間板腔の狭小化』と
いうワードが挙げられます。腰椎撮影について『椎間
板腔』を描出する必要があるということです。『椎間板
腔』を描出するために必要なことを考えてみましょう。
　第一に『Ｘ線は焦点からの拡散光である』というこ
とを考慮しなければいけません。第二に『腰椎の生理
的前弯がある』ということです。
　『Ｘ線は焦点からの拡散光である』ということは診療
放射線技師として皆様が学生のときに勉強してご存知
であるはずですが、臨床の現場では当たり前すぎて考
えることが少なくなっているかもしれません。図２の
ようにＸ線は焦点から発生し、拡散して被写体を通し
て受像面へＸ線が到達します。
　『腰椎の生理的前弯』については、腰椎だけではなく
脊椎にはそれぞれ生理的弯曲が存在します。頸椎は頭
部の重量を分散するために、腰椎は上半身の重量を分
散するためにそれぞれ前弯しています。生理的な前弯
により各椎間板腔は各々平行ではなく、角度がついて
います。臥位での腰椎撮影では『腰椎の生理的前弯』
の影響を少なくするために膝を立てて撮影するという
ことが推奨されていますが、膝を立てて椎間板腔は平
行に近くなるのでしょうか？脊椎ドッグのガイドライ
ンには「90度以下での膝の屈曲位では生理的前弯の平
坦化は期待できず」との記述があり、実際のＭＲＩ撮
影などの臨床現場においても軽度の膝の屈曲位では生
理的前弯の影響は消しきれないという経験があるので
はないでしょうか。
　以上のことを踏まえ、Ａ－Ｐ方向で撮影した場合と
Ｐ－Ａ方向で撮影した場合を見ていきましょう。図３

腰 椎 撮 影 を 考 え る
特定医療法人　朋仁会　整形外科北新病院　放射線科　酒 谷 　 隆

図１－１　伸展位と軽度屈曲位

図１　腰椎の主なＸ線所見

図２　焦点から拡散するＸ線

図３　臥位Ａ→Ｐと立位Ｐ→Ａの椎間板へのＸ線入射イメージ
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はそれぞれＡ－Ｐ方向とＰ－Ａ方向で撮影したときの
Ｘ線の入射方向と椎間板腔の向きを示しています。第
３腰椎・第４腰椎間の椎間板腔に接線方向で入射して
いるイメージで示しています。Ａ－Ｐ方向の撮影に比
べるとＰ－Ａ方向の撮影のほうが多くの椎間板腔に接
線で入射できそうというのがイメージできると思いま
す。しかし、誰しも必ずしも生理的前弯があるわけで
はありません。腰椎が後弯している割合は全国Ｘ線撮
影技術読影会の調査によると約５％であり、ほとんど
の患者さんにＰ－Ａ方向の撮影が有用であると言える
のではないでしょうか。

Ⅱ．臥位撮影と立位撮影、撮影範囲について
　立位撮影というと一般的には股関節や膝関節、足関
節など下肢の関節に荷重をかけて撮影するものとい
う印象があるかと思いますが、脊椎も荷重関節である
ことを忘れてはいけません。『腰椎の生理的前弯』に
て説明した通り、腰椎は上半身の荷重を支えています。
臥位での撮影では荷重のかかっていない形態を表した
画像となり、立位での撮影では荷重のかかった腰椎の
機能撮影となります。また、脊椎ドックのガイドライ
ンでは「腰椎正面撮影は立位にて後・前方向に撮影す
る（これは肉体的負担の少ない安定した体位である。
また腹壁をＸ線受光部に密着させるため腹厚も減少し、
照射線量の削減も期待できる）」と立位撮影を推奨し
ています。
　当院の初診時の腰椎正面撮影では四切サイズ（12イ
ンチ×10インチ）で腰椎だけに絞るのではなく、側弯
症を踏まえた撮影法として骨盤から股関節を含めるた
め半切サイズ（17インチ×14インチ）で撮影すること
を推奨しています。半切サイズの立位撮影は日常の自
然な体位での荷重位により腰椎病態が描出されるだけ
でなく、広範囲に描出されることで骨盤の傾きや両側
の大腿骨骨頭位置から下肢の脚長差まで診断可能とな
ります。また、真の障害が股関節にあっても腰痛を主
訴とすることが多い（標準整形外科学  診察の手引き
より）、とのことから誤診を防ぐためにも脊椎専門医
より半切サイズで撮影を指示されています（手術後な
どの経過観察では四切または大四切サイズに絞っての
撮影になります）。そして腰椎と股関節は隣接関節と
して密接に関連し、関節どうしが相互に関連して発症
する病態のことを『Hip-spine syndrome』といいます。
骨盤が前傾のとき、重心は前方に移動するため骨盤よ
り上の脊椎は必ず背屈（前弯）します。逆に骨盤が後
傾のときは脊椎が前屈（後弯）します。これは人間が
バランスを保って直立するために必須なのです。つま

り、俗に「猫背である」「でっちりである」などとい
う状態は骨盤の傾斜が発端となっています。これらを
矯正するには背中を伸ばせば済むという問題ではなく、
骨盤の傾斜を変えなければなりません。骨盤が後傾す
ると股関節の前方の被覆が減少し、軟骨下脆弱性骨折
などの原因になることもあります。当院でも図４のよ
うに腰痛を主訴として来院され、腰椎撮影にて変形性
股関節症を指摘出来たケースもありました。
　臥位撮影では体位補正として下肢を屈曲させ上半身
や骨盤を補正して「腰椎をまっすぐ見せる」といった
ことが行われていると思われます。果たしてこの体位
補正にどんな意味があるのでしょうか。真っ直ぐ見せ
るのが本当に良いことなのでしょうか？体位補正には
元々あった側弯などの患者さんの病態を消してしまっ
てはいないでしょうか？（図５）自然立位で撮影する
ということは患者さんそのもの姿勢や病態を表すこと
ができます。そして、脚長差や側弯は臥位で診断して
はいけないという整形外科医に共通のルールがありま
す。脊柱側弯症について標準整形外科学には『前額面
で脊柱が側方に弯曲した状態を脊柱側弯症という。機
能的脊柱側弯と構築性脊柱側弯を区別する』とありま
す。この機能的脊柱側弯は脊柱のねじれや椎体の楔上
変形などの椎骨自体の変形を伴わず、単なる脊柱の側
方弯曲を示した状態の総称です。この側弯は、原因と
なっている因子を解決すれば消失ないし軽減します。
一般に椎体の回旋を伴いません。また、臥位などとる
などして重力を軽減したり、身体を凸側方向に曲げた
りすると側弯は矯正されます。代表的な病態として、
疼痛性側弯や代償性側弯があります。
　臥位での撮影より自然立位での撮影のほうが脊椎に
荷重のかかった状態を表し、脚長差や側弯も診断する
ことができるので１枚のＸ線写真として情報をより多
く載せることが出来るのではないでしょうか。

図４　四切サイズと半切サイズ。半切撮影で変形性股関節症を発見

常可動性の存在を早く発見するため、手術適応か判定
するために受傷直後でも患者さんに頑張ってもらって
撮影することもあります。手術適応の場合には当院で
は主にＢＫＰ（Balloon Kyphoplasty：経皮的椎体形
成術）を行い、椎体の異常可動性を修復しています。

Ⅳ．実際の撮影について（当院の撮り方について）
　実際の撮影についてですが、この講演を行ったとき
はまだCRでした。現在はFPDが導入され、VirtulGrid
を使用することでリス目を気にすることなく撮影する
ことができています。また、カセッテの入れ替えや半
切サイズから四切サイズへの入れ替えなどを気にする
ことなく撮影できています。
　立位Ｐ－Ａ撮影に変更してから３年くらい経ちまし
た。変更当初は慣れていない撮り方だったので、苦労
することもありました。現在は臥位で撮るほうが珍し
く、当たり前のように立位や座位で撮影していて当院
の技師全員が立位のほうが撮りやすいと感じています。
　前後屈の動態機能撮影ですが、当院では立位と座位
を使い分けています。
◦座位で後屈すると骨盤ごと後傾して後屈位ではなく
なる。
　→立位にすると骨盤が後傾しにくい。
◦立位で前屈すると股関節で前傾して前屈位でなくな
る（お辞儀になる）。
　→座位にすると股関節が固定され前傾しにくい。

Ⅲ．三態撮影について
　三態撮影という撮影法を聞いたことがあるでしょう
か。この撮影法は『骨粗鬆症性椎体骨折に対する新し
いＸ線撮影法（三態撮影）』と題しまして浜田修先生が
第31回日本脊椎脊髄病学会にて報告され、臨床整形外
科　2006年９月号に掲載されました。浜田先生は、骨
粗鬆症性椎体骨折は受傷時には予期できないほどの著
しい椎体圧潰を来すことが少なくないことから、受傷
時には椎体内に異常可動性を来しているのではないか
と推測しました。そこで損傷椎体の動的情報を得る目
的で【仰臥位】【側臥位】【座位】での側面Ｘ線撮影を
行い、この撮影法を三態撮影と名付けました。【仰臥
位】【側臥位】【座位】の三つの状態の違いは、【側臥位】
を中間位として、【仰臥位】では伸延力、【座位】では
圧縮力が椎体に加わった状態を描出します。それぞれ
の力がよく加わるように【仰臥位】では足を伸ばしで
きるだけ伸延力が加わるように、【座位】では前屈姿
勢をとりできるだけ圧縮力が加わるように撮影します。

【仰臥位】撮影は寝台に寝るだけでは撮影は困難なの
で、当院では厚さ 10㎝程度の発泡スチロール上に寝
てもらい、側方からＸ線を照射して撮影します。椎体
骨折の際に cleft（裂け目）を生じていると、異常可
動性が生じ三態撮影にて確認することができます。
　浜田先生は
①　日常生活動作内での撮影であること
②　同じ条件での繰り返し検査が可能であること
③　異常可動性の減少・消失により骨癒合判定に利用
　できること
をメリットとしています。しかし、元々後弯が強い場
合は【仰臥位】での撮影が困難という点もあります。
また、浜田先生は受傷直後の体動困難な状態では【座
位】での検査ができないとしていますが、当院では異

図５　体位補正にて側弯を矯正

図６　三態撮影模式図

図７　三態撮影Ｘ線写真
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① 正面撮影

② 斜位撮影

③ 側面撮影

④ 側面後屈撮影

⑤ 側面前屈撮影

　動態機能撮影は同じ肢位で撮るために前後屈は座位
で撮るという施設もあるそうですが、当院は脊椎専門
医の指示により座位と立位を使い分けています。

Ⅴ．まとめ
　当院での腰椎立位Ｐ－Ａ撮影について
患者目線では
◦寝たり起きたりの動作が無い。
◦動作が少ない（前屈以外は立ったまま）。
◦検査時間が臥位に比べて短い。
◦コルセットの着脱が容易。
◦乳腺や性腺への被ばくが軽減される。
といったメリットがあります。特にコルセットの着脱
は患者さんにとっても苦痛を伴うことが多く、苦労す
ることがありましたが、立位または座位の撮影ではそ
のようなことはなく患者さんからも喜ばれています。
技師目線では
◦検査時間が臥位に比べて短い。
◦ポジショニングが楽。
◦撮影補助具、体位の補正が不要。
◦患者の状態を確認しやすい。
◦Ｒ→Ｌ、Ｌ→Ｒどちらからもアプローチしやすい。
◦適した方向の撮影が可能。
◦検査説明がしやすい。
といったメリットがあります。痩身の女性などでは臥

位側面撮影時にタオルなど補助具を入れて椎体を真っ
直ぐ揃えるといったことを行っていましたが、立位ま
たは座位で撮る場合には全く不要です。側弯のある患
者さんについても背中からアプローチするので状態を
確認しやすく、適した方向の側面撮影といったことも
可能です。また、立位撮影では患者さんと撮影技師は
共に立位の状態なので検査の動作説明もしやすくＲ→
Ｌ、Ｌ→Ｒ方向どちらからもアプローチしやすくなり
ます。
医師目線では
◦再現性が良い（経過観察しやすい）。
◦自然な状態を示現しているので、病態を診断しやす
い（臥位では側弯や脚長差を診断できない）。
◦Ｘ線解剖学的に価値の高い画像を得られる。
といったメリットがあります。
デメリットとして
◦転倒の恐れがある
◦下肢痛や痺れが強い場合は立位維持が辛い場合もあ
る。
◦フローティングを利用できないので、左右の位置決
めに患者さんに動いてもらわなければならない。
◦体部におおきなたるみがある場合はたるみの凹凸が
障害陰影となる場合がある。
◦着替えが必要となる。（下着の金具が撮影範囲まで
下がってくる。ズボンのチャックを下ろしたまま撮影
できない）
などがあります。立位撮影を始めてから脊椎専門医よ
り以前より見づらいとの指摘がありました。臥位では
身体の肉が左右に流れていたのが、立位にすることで
肉が下方に流れ体厚が増したためだったので、撮影条
件の見直しや画像処理方法を変えることで解決しまし
た。

　最後になりますが、立位Ｐ－Ａ半切撮影は絶対では
ありません。まだ有用性については論文などにされて
いないはずです。しかし、Ｘ線の原理や生理的弯曲、
荷重関節、自然肢位での撮影などの観点から適切な撮
影法ではないかと思います。正面では立位や座位や臥
位、Ｐ－ＡまたはＡ－Ｐ、側面では側臥位や座位や仰
臥位、Ｒ－ＬまたはＬ－Ｒといったようにその患者さ
んに適した撮影法を選択できるというのが一般撮影の
強みでそこを活かすべきではないでしょうか。ただ教
科書に書いてあるからそのように撮る、ではなく何を
目的に撮影しているかを考え単純Ｘ線写真に診療放射
線技師が少しでも多くの情報を付加できるかというと
ころが腕の見せ所ではないでしょうか。そして医師が

何を求めているか知るために診療放射線技師は医師と
相談できる関係を築く必要があります。従来の撮影法
を変える、というのは医師にも技師にも大きな変化と
なりえます。整形外科の一般撮影は施設や医師によっ
て異なることが多いです。必ず立位Ｐ－Ａ撮影で！と
は言いませんが、この撮影法が有用だと感じた方は医
師と相談してみてはいかがですか？
　未熟者の私が去年に引き続き２回も講演・執筆の機
会を頂くことができて大変勉強になりました。札幌放
射線技師会の皆様に感謝申し上げます。また、今回の
講演内容は全国Ｘ線撮影技術読影研究会で活躍される
湯山さんや安藤さんよりきっかけを頂くことができ、
励みになりました。来年の６月に同会が札幌で行われ
ます。一般撮影に携わっている方、興味がある方は是
非とも参加してみてはいかがでしょうか。詳しくは同
封されているチラシをご参照ください。ありがとうご
ざいました。
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「100万度のコロナを見た！」
　2009年７月、よりによって記録的な大雨の中、私は鹿児島港をフェリーで出航、屋久島沖へ向かう。外洋は荒
れて、北海道人が体験したこともない高温多湿と内臓が出てきそうなうねり、なにより絶望的な天候で気分は最
悪だった。皆既日食の時間が迫ってくるが、鉛のような雲が立ちこめ、太陽なんてどこにいるかも見当もつか
ない。そしてその時が迫ってくると、あたりが急激に暗くなってきた。時計を見る。あー、もう始まる。あき
らめかけた瞬間、雲に切れ目が現れ、世紀の天体ショーが始まった。地球と太陽の間に、ぴったりお月様がハ
マった！今から７年前の出来事だが、そのドラマは鮮明に脳裏に焼き付いてい
る。それは太陽をまとう100万度のガス（コロナ）と、鮮やかなピンク色のプロ
ミネンス（紅炎）だ。「オーロラの種」を自分の感覚で認識出来たことは、オー
ロラを伝える役目の私には感慨無量のビッグイベントだった。

「我らが地球は、太陽の大気の中に存在している！」
　太陽という重い星の重力を振り切って自由になったコロナは加速され、太陽
風（放射線技師的には荷電粒子ですね）というプラズマの流れとなり、普通で
も秒速400㎞という猛スピードを伴って太陽系の果てを目指して旅に出る。フレ
アという爆発によって勢いよく飛び出したなら、スピードはさらに速く、エネ
ルギーも大きくなる。肝心なことは、太陽風がふるさとを飛び出す際に「太陽
磁場をもはぎ取って彼方へ拡散していく」こと。太陽系全体は、太陽磁場を抱
えたプラズマの嵐が吹き荒れる過酷なスペース。我らが地球は、生命には過酷
過ぎる太陽の大気の中＝死の世界に存在している。

〜 オーロラと共に生きる 〜
第３回　私たちは太陽の大気の中に生きている

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

我らが地球を含む太陽系は太陽の大気の中にある。太陽から100万度の熱い大気（コロナ）が常に吹き出し、太陽の重力を振り切って宇宙空間
に飛び出したプラズマ（太陽風）は猛スピードに加速され、地球めがけて吹きつける！

皆既日食の瞬間、屋久島沖は異様とも言える
闇となり、プロミネンスがにピンクに輝いた！

「地球に乗っかっている私たち生命は大丈
夫なのか？」
　心配ご無用。地球内部でマントル（金属）が
対流、発電機になり電磁石の体を成すことで地
磁気を持ち、地球のまわりの宇宙空間には磁
力線が存在、磁気圏という安全地帯が形成さ
れ、危険因子が容易に飛び込んでこない。なに
より地球は大気に包まれていて「磁気圏と大気
という生命のバリア」によって守られているの
だ。私たちは過酷な宇宙の奇跡的なオアシスに
生まれ、そのありがたい自然に生かされていた
のだ！

「太陽と地球のコラボレーションがオーロラを輝かせる」
　放射線だらけの危険な宇宙と、私たちを守る地球磁気圏との「せめぎ合い」で起きていること、言い換えると
太陽から数日をかけて旅をしてきたプラズマ流が地磁気と相互作用を起こし発電するが、世界最大級の発電所の
およそ1,000倍の膨大なエネルギーがオーロラを輝かせる電源となる。太陽と地球のコラボによる発電システムは、
人類がどんなに進化したとしても到底及ばないほど壮大で、とてつもなく美しく神秘な輝きに昇華する。

「酸素が輝く奇跡の惑星」
　宇宙の発電所で生まれた大電流は磁力線に誘導され、地球
に磁力線が通る北極と南極の両極側に流れ込む。電離層とい
う超高層以上で、わずかに存在する酸素原子に衝突する。エ
ネルギーを得た酸素原子は励起状態となるが、居心地の良い
元（基底状態）に戻るときに、得たエネルギーを特定の色の
輝きとして放出する。地球に輝く酸素原子が放つ緑と赤いオ
ーロラの色は、この惑星は植物にあふれ、酸素を含む大気に
包まれ、生命が命をつなぐことができる、ありがたい環境を
象徴しているのだ。オーロラが筋になって宇宙に伸びる様子
は、磁力線が光って見えているようなものだ。我らが地球は
大気に包まれ、人には感じないが地磁気というバリアに守ら
れ、私たちは奇跡の惑星に生かされている・・・それがオー
ロラが私たちに語りかけるメッセージだ。

【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
材から全国各地での公演活動の
全てを自身で手がける。オーロ
ラダンス出版を設立し、作品集
の制作出版も行う。2017年２月
には札幌市青少年科学館プラネ
タリウムで全天投影イベントを
行う。詳しくは Web で。

太陽風が常に吹き付ける地球磁気圏の境界は、壮大な発電所となり大電流を生む。実際は太陽か
らはぎ取られて運ばれる磁場の強度や方向によって発電効率や電流の流れ方も違ってきて、オーロ
ラの活動が劇的に変化する。

オーロラが輝く電離層、わずかに酸素や窒素の分子原子が存在するが、ひと言で
言うと真空。そこは風も吹かないし、音も伝わらない。私たちが生きる対流圏と
は無縁。

オーロラが輝くのは、大気がなくなって宇宙になるあたり
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【はじめに】
　2015年４月、世界初となる１ショット長尺撮影が可
能なロングサイズ型DR装置「FUJIFILM DR CALNEO 
GL」の販売を開始した（図１）。本装置は、全下肢領
域や全脊椎領域など広範囲を一度に撮影できる、世界
初のロングサイズ（17×49インチ）DR方式・デジタ
ルＸ線画像診断装置である。長辺が従来の約３倍の49
インチあるため１ショットで広範囲の撮影が可能で、
複数回の撮影の間で発生する体動の影響がなく、かつ
短時間の撮影ができるようになったため、患者様、技
師様の負担を大幅に減らすことができ現在多くの施設
でご使用頂いている。
　近年、高齢化社会を背景に、一般的に50代以降の方
が発症しやすいといわれる膝関節疾患の患者が増えて
おり、これに伴って全下肢領域のデジタルＸ線撮影件
数も増加している。全下肢領域は撮影範囲が広く、一
般的にDRシステムで長尺撮影する場合は17×17インチ
サイズのＸ線画像診断装置を使って、２～３回に分割
して撮影している。この間、患者は膝関節の痛みに耐

えながら、撮影画像がぶれないよう直立不動を維持し
なければならない。自分で直立できない場合は、体を
バンドで固定して撮影するなど、大きな身体的負担が
伴う。また、若年者に発生する脊椎側弯症においても、
全脊椎領域を撮影することが多く、広範囲のＸ線撮影
のニーズは増えている。
　今回ポータブル撮影で特に有効性の高いVirtual Grid
処理の対象部位を従来の胸部、腹部から全身へ拡張し
た。CALNEO GLは、従来グリッドを装填した状態で
の長尺撮影が必要であったが、Virtual Grid処理対応
を可能とした。また、撮影台も従来の立位専用のもの
に加えて、立位と臥位を兼用できる撮影台を用意した。
　上記 Virtual Grid を利用した一般撮影対応と立位臥
位兼用撮影台について紹介する。

【特長】
１．負担の少ないワークフロー
　Virtual Grid 処理はグリッドを使用せずに撮影した
画像から散乱線起因のコントラスト低下をソフトウェ
アで改善する画像処理技術である。この度 CALNEO 
GL の長尺画像に Virtual Grid 処理を適用することで、
グリッドを使用しない撮影が可能となった。さらに、
グリッドの集束距離の制約が無くなったことで、様々

低線量・高画質な１ショット長尺撮影向け DR『FUJIFILM DR CALNEO GL』の
立臥位撮影対応と Virtual Grid 処理を利用した一般撮影対応

富士フイルムメディカル（株）モダリティソリューション部　　島 内 真 路

Pickup  Lecture

図１．CALNEO GL、立位撮影台 図２．従来撮影との比較

な撮影距離での一般撮影の実施が可能となった。長尺
撮影は一般撮影とセットでオーダーされることが多い
ため、撮影室内で患者に撮影装置間を移動してもらう
手間が省け、患者、技師ともに大幅な負担軽減となる。
　また、一般撮影時には撮影メニューと連動した領域
のみの画像を読み出すことで、画像処理後の画像表示
時間が 6 秒台となり、より効率的なワークフローを実
現した。

２．低線量・高画質の実現
　Ｘ線変換効率を大幅に向上させ、少ないＸ線量で
鮮明な画像を得ることができる独自画像読取方式の
ISS（Irradiation Side Sampling）方式（図３）を採用
し、さらに当社独自のノイズ低減回路（図４）を搭載
することによって、低濃度部領域のノイズを大幅に抑
制し、鮮明に描出することができる。これらに加えて、
Virtual Grid 処理対応したことにより、長尺撮影、一
般撮影ともにさらに線量を抑えることができるように
なった。
　また、図５に示すように長尺画像に Virtual Grid 処
理を適用することによりグリッド撮影画像と同様のコ
ントラストの高い長尺画像が得られる。さらに、今回
新たに、隣接したパネルの重ね合わせ部が目立たない
画像処理を開発した。例えば、17インチ以上のサイズ
の一般撮影で、斜入（長手、短手）撮影や、撮影距離
の異なる撮影であっても、パネルの重ね合わせ部が目
立たなくなるため、グリッド撮影に対し、撮影手技が
大幅に拡大した。

撮影条件（Ｘ線の強さ、量など）や撮影
部位、被験者の体格などさまざまな要因
の影響を受ける散乱線成分を高速かつ忠
実に算出する「散乱線推定技術」。画像
ごとにコントラストを自動で調整。また、

撮影距離が異なる撮影にも対応でき、立位・臥位やその他
の撮影にも対応。

図３．ISS（Irradiation Side Sampling）方式
　従来型のFPDとは反対側のＸ線照射面側に光センサー（TFT）
を圧着した「ISS 方式」による間接変換方式FPDを搭載。これ
により、X 線信号の散乱・減衰を大幅に抑制し、少ないＸ線量
でシャープな画像を実現。

図４．ノイズ低減回路
　独自に開発したノイズ低減回路によって、撮影画像のノイズ
を低減。低濃度領域の粒状性を改善し、画質の向上を図る。

Real Grid Virtual Grid Real Grid Virtual Grid

図５．全脊椎正面、全下肢正面をそれぞれグリッド撮影（左）と Virtual Grid 撮影（右）した画像
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３．立位臥位兼用撮影台による撮影手技の拡充
　撮影台には立位状態から回転する機構を搭載してお
り、背骨の曲がった患者であっても無理に背中を伸ば
す必要なく自然な姿勢で長尺撮影することが可能とな
る他、90度回転させることにより、ストレッチャーに
載せた状態での側臥位撮影も可能となる。さらに、臥
位状態にすることにより、床に寝た状態での臥位の長
尺撮影が可能となる。その際、立位と臥位では撮影距
離が異なるため、撮影距離の制約のない Virtual Grid
処理との組み合わせが有効である。
　立位と臥位の切替は電動制御であるため、パネルの
抜き差しや運搬が不要で、技師の負担をかけることな
く、術式の切替が可能である。また、撮影台全体を移
動できる機構があるため、術式切替時でも
Ｘ線装置の可動範囲の制約を受けない。

【まとめ】
　Virtual Grid 処理を CALNEO GLにも適用
できるようにし、また立位臥位兼用撮影台
を用意し撮影台のラインナップを拡充した。
これらにより、カバーできる撮影手技を拡
充させ、さらに撮影効率を大幅に向上させ
ることができる。今後もさらに利便性を追
及した技術開発に挑戦し、医療現場のニー
ズに応えていきたいと考える。

図６．電動式立位臥位撮影台

図７．立位臥位兼用撮影台（術式切替が電動で可能）により様々な姿勢に
　　対応した撮影が可能

図８．Ｘ線装置の位置に合わせて自在に移動

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
 郵便振替口座： ０２７７０－７－９２５０
 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　TEL 011-612-0333　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。

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、入会申込書はホームページよりダウンロードし記載の上、事務所へ提
出してください。

ロ）退会、会費の免除は議案集の申請書もしくはホームページからダウンロードし記載の
上、事務所へ提出してください。なお、詳細はお問い合わせ下さい。

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）

撮影；中原“撃剣霊化”雅志、タイトル-NewWorld Supermarket@Wellington,NewZealand
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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15文字をうまく組み合わせることにより、ある英文の名言になります。その英文を日本語に訳
してください。

■ ヨコのカギ
１　細道、小道、車線、航路、レーン。
４　染料。
６　（文字の）Ｔ、T型のもの、ティー。
８　観察者、観測者、立会人、オブザーバー。
10　襲撃、急襲、不法侵入、大攻勢。
11　気絶させるもの。
12　脚、（旅行・催しなどの）一行程。
14　集積回路。
16　ニッケルの元素記号。
17　綿、コットン。
19　マンガンの元素記号。
20　ウナギ。
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★

★ ■ 

タ
テ
の
カ
ギ

２
　
大
望
、
野
心
、
熱
望
。

３
　
永
遠
、
永
久
、
不
死
、
不
滅
、
来
世
・
死
後
の
世
界
。

４
　
悪
魔
、
悪
霊
。

５
　
耳
、
聴
覚
。

７
　
時
代
、
時
期
、
年
後
、
紀
元
。

９
　
エ
デ
ン
の
園
、
楽
園
。

13
　
女
の
子
、
少
女
、
娘
。

15
　
コ
バ
ル
ト
の
元
素
記
号
。

17
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

18
　
ネ
オ
ン
の
元
素
記
号
。

編集後記
　2016年は札放技主催の日本ハムファイターズ野球観
戦で大いに盛り上がり、すっかりファイターズに染ま
った年でした。球団連勝記録を15に更新し、最大11.5
ゲーム差をひっくり返しリーグ優勝、更には10年ぶり
の日本一。決して諦めないで目標に向かっていく姿に
感動を覚えました。個人的には何も記録的なことはあ
りませんが、2017年は私の干支である酉年です。干支
は飛べない鳥ですが、何か飛躍できる年にしたいと思
っています。（Ｂ記）

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
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<応募方法>
　当会ホームページ所定の解答フォームに問題を解答

（入力）して送信ください。
　このSTARTクイズに正解された会員の中から抽選で
15名様の会員に準備でき次第、当会オリジナルQUO
カードを進呈します。締め切りは、本年 1 月末日まで
〈START60号　STARTクイズの答え〉
　ローマは１日にしてならず（Roma non fu fatta in 
un giorno）
　（STARTクイズ60号の正解者は24名でした。）

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）
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
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