
釧根地区放射線技師会 

地域学術大会 

3支部合同研修会 

主催：釧根放射線技師会・稚内放射線技師会・オホーツク放射線技師会 

開催日：2021年 11月 6日(土) 

14時00分より 

Let‘s make a future together. 



研修会プログラム 

14時00分： 開会 

14時20分： 会員研究発表セッション1 

座長  北見赤十字病院 松田 聖司、遠軽厚生病院 川上 智浩 

1. 異なる蛍光体物質のFPDにおけるCNRに基づく腰椎撮影条件の検討 

北見赤十字病院 小林 航 

2. ポータブル撮影における散乱線被ばく低減の当院の取り組み 

北見赤十字病院 中野 沙彩 

5. 血管造影における最適なキャリブレーションの検討 

釧路孝仁会記念病院  宮本 裕輔 

釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 
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4. TSE-DWIの有用性 

釧路孝仁会記念病院    橋本 大 

14時10分： 開会のあいさつ オホーツク放射線技師会会長 岩田 雄一  

総合司会 オホーツク放射線技師会副会長 中島 勲  

14時15分： 来賓あいさつ 北海道放射線技師会会長 富田 伸生 様  

15分間休憩 

3支部合同研修会 

13時30分： 開場・受付、 Zoom入室開始 

3. FRACTUREを用いた頸部石灰化描出の検討 

釧路孝仁会記念病院  上山 裕貴 



研修会プログラム 

15時25分： 会員研究発表セッション2 

座長  釧路労災病院 松平 英樹 、釧路孝仁会記念病院 古川 研治 

1. 脳疾患に関連する気象因子 part2 

稚内禎心会病院 森田 湧稀 

2. 冠動脈造影検査における遠隔医療支援システムの使用経験 

市立稚内病院 早川 泰幸 

3. Test injection法を用いた頭部3D-CTAにおける動静脈サブトラクションの至
適撮影タイミングに関する検討 

網走厚生病院 大高 健 
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4. 自施設での診療完結を目的とした乳房微小石灰化に対する非圧迫トモシンセ
シスを用いたマーキングについて 

広域紋別病院 叶 亮浩 

5. オンラインツールを用いた3支部合同研修会開催へのプロジェクト 

北見赤十字病院 北村 康大 

16時30分： 特別講演 

15分間休憩 

「告示研修と、今後の北海道放射線技師会の展望」 

北海道放射線技師会会長 富田 伸生 様 

17時05分： 閉会のあいさつ 釧根放射線技師会会長 丹代 正志  

座長  稚内放射線技師会会長 早川 泰幸   

釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 3支部合同研修会 



特別講演「告示研修と、今後の北海道放射線技師会の展望」  
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北海道放射線技師会会長 

釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 3支部合同研修会 

富田 伸生 様 

●学歴 
 平成 ３年４月 北海道大学医療技術短期大学部 診療放射線技術学科 入学 
 平成 ６年３月 北海道大学医療技術短期大学部 診療放射線技術学科 卒業 
 平成１７年８月 大学評価・学位授与機構 保健衛生学 学士取得 
 
●職歴 
 平成 ６年４月 市立小樽病院 放射線科 入職 
 平成２８年４月 南郷中央整形外科 勤務 
 現在に至る 
  
●所属団体・学会 
 公益社団法人 日本診療放射線技師会 
 一般社団法人 北海道放射線技師会 
 公益社団法人 日本放射線技術学会 
  
●認定 
 放射線管理士、放射線機器管理士、臨床実習指導教員 
  
●役員・理事 
 平成16年4月〜 小樽後志放射線技師会 理事 
 平成22年5月〜 北海道放射線技師会 常務理事 
 平成23年6月〜 日本診療放射線技師会 教育委員 
 平成28年5月〜 北海道放射線技師会 副会長 
 平成30年5月〜 北海道放射線技師会 会長 
 同年6月〜   公益社団法人 日本診療放射線技師会 地域理事 

1971年 小樽生まれ ５０歳 

とみた    のぶお 

【ご略歴】 
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【背景】 
 当院の腰椎の一般撮影では撮影室によって2種類の異なったFPDを使用している．ともに間接
変換方式FPDであるが蛍光体物質が異なり、それぞれGOS(Gd2O2S：ガドリニウム酸硫化物)、
CsI(ヨウ化セシウム)を使用している。一般的にGOSの方が感度が低いといわれており、メーカー
の仕様書に記載されているDQEを比較してもGOSのほうが低く、CsIの約1/2であった．当院の腰
椎撮影においても同一条件で撮影した場合、GOSのFPDで撮影した画像はCsIのものよりもノイズ
が目立ってしまい、ノイズの多い画像を提供してしまったり、撮影条件を上げて再撮影をする場
面もあるような状況であった。 
  
【目的】 
 腰椎正面・側面の撮影において、GOSのFPDで撮影した時の画像ノイズをCsIで撮影した時と同
等にするためには、どの程度線量を上げる必要があるのかをCNRを用いて評価した。 
  
【方法】 
 腰椎正面・側面撮影時の体厚と同程度の水等価ファントム(15cmと25cm)を用意し、その上に骨
等価ファントム(皮質骨：3cm)を置き、CsIのFPDで普段の腰椎の撮影条件で撮影を行いCNRを測定
した。 
 次にGOSのFPDで上記と同様のファントムを用いて、mAs値を変化させながら撮影を行い(管電
圧は固定)、CsIで撮影した画像と同等のCNRとなる撮影条件を調べた。 
  
【結果】 
 ファントム撮影においては腰椎正面・側面ともに、GOSのFPDで撮影した時の画像をCsIで撮影し
たものと同程度のCNRにするためには約2倍の線量が必要であることが分かった。 

異なる蛍光体物質のFPDにおけるCNRに基づく腰椎撮影条件の検討 

北見赤十字病院 医療技術部 診療放射線科 

小林 航、 岩橋 秀樹、 中島 勲 

Key word : CNR、GOS、CsI 

釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 3支部合同研修会 
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【背景】 
 当院の医療安全委員会では、「ポータブル撮影において、対象患者様より150cm離れた位置での
散乱線被ばく線量が300nGy以下であれば同室患者様を退避させなくても良い」という基準が定
められている。 
 この値はポータブルの胸部撮影（70kv/4mAs）を基準としている。ポータブル撮影の中で腰椎側
面の撮影条件は他の撮影条件と比べ、線量が多く基準値を超えてしまう。そのため、同室患者様を
退避させなくてはならないが、病室外へ退避させる際に転倒などのリスクが考えられる。患者様の
負担とリスクを考えると退避せずに撮影を行う必要がある。 
  
【目的】 
 腰椎側面の150cm離れた位置での散乱線被ばく線量を300nGy以下に抑え、同室患者様を退避さ
せない。 
  
【方法】 
 一般撮影室を病室と見立て散乱線の測定を行った。まず、ポータブル撮影装置と半導体検出器
を用いて散乱線分布を測定した。測定した結果をもとに,散乱線被ばく線量が300nGy以下にするた
めに必要な鉛厚を計算式で求めた。求めた厚さの鉛シートをアクリル板に張り付けたものを作製し
た。作製した鉛板をファントムの横に置き、散乱線分布を測定し、実際に散乱線被ばく線量が300nGy
以下であるか測定した。 
  
【結果】 
 ファントムから150cm離れた位置の鉛なしでの散乱線は923.8nGyに対し、鉛ありでは300nGy以下
に抑えることができ、当院の基準を満たすことが出来た。 

ポータブル撮影における散乱線被ばく低減の当院の取り組み 

中野 沙彩、 中島 勲、 山田 莉緒、 吉田 知史 

北見赤十字病院 医療技術部 診療放射線科 

Key word : 被ばく低減、測定、散乱線 

釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 3支部合同研修会 
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【目的】 
 新しくIngenia 3.0T(Philips)が導入され、低信号となる骨を濃淡反転させて高信号に見せ描出
させるFRACTUREという撮像ができるようになった。 
 そこで今回石灰化も同様に低信号になる事から内頸動脈起始部の石灰化を描出できるか検討
したので報告する。 
以下は濃淡反転させた信号で記述する。 
 
【方法】 
 石膏を石灰化に見立て、寒天の中に1～4ｍｍの円形石膏を入れ撮像しMPR表示と3D表示で視
覚評価を行った。またCT画像と差があるか比較した。 
 同意を得られた健常ボランティアの両側内頸動脈起始部が入るように、FOV150mm×150mm、
Voxel size0.7mm×0.7mm×1.3mmとしCoronal収集で撮像した。S/Nを担保できるよう撮像時間5分
を超えない範囲でCompressed SENSE(以下CS SENSE)を調整した。またTEがin phaseに設定さ
れていたが最小値でも撮像し視覚評価を行った。 
 頸動脈に石灰化がある患者を撮像し石灰化を描出できるか頸動脈内の信号値と石灰化の信号
値の差を確認する。 
 
【結果】 
 寒天の中の石膏は明瞭に描出され、CTと遜色ない画像が得られた。しかしCTと違い気泡も同
様に高信号化されてしまった。 
 CS SENSEが2を超えるとS/Nが悪くなり評価が困難になった。また1.5未満になると撮像時間が
5分を超えた。TEは最小値とする事で頸動脈内の信号が各エコーでほぼ一定となったが、延長す
ると信号の不均一や磁化率アーチファクトにより画質が低下した。 
 頸動脈が低信号、石灰化は高信号と明瞭なコントラストが得られ、石灰化を描出する事ができ
たが1mm未満の微小な石灰化の場合は評価困難な場合がある。造影した患者の撮像を行うとよ
り頸動脈の信号が低下しコントラスト差が大きくなった。 
 
【考察】 
 空気は石膏同様に無信号なので石膏と空気の判別ができない。そのため頸動脈内膜剥離術等
の術後評価には向かないと考えられる。 
 TEをin phaseに設定するとflow voidや位相分散、磁化率の影響等で画質が低下するため、TE
を最小値とする事でこれらの影響を抑える事ができると考えられる。 
 FRACTUREは石灰化を高信号、頸動脈を低信号として描出する事ができ、良好なコントラストが
得られるため石灰化描出に有用と考えられる。 

上山 裕貴、 古川 研治、 君島 誠、 橋本 大、 岡本 龍征、 山本 綱記 

FRACTUREを用いた頸部石灰化描出の検討 

釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 

Key word : 

釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 3支部合同研修会 
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【背景、 目的】 
 近年、脳神経外科領域においてＭＲＩ検査は不可欠なものとなっている。 しかしながら口腔内の
金属や、 手術によるクリップ等による金属アーチファクトにより画像診断に支障をきたす場合が
ある。 特にＥＰＩ法を用いた拡散強調画像(以下ＤＷＩ)は磁化率や磁場の不均一に非常に影響を受
けやすいシーケンスである。 今回、 当院ではMRI装置の更新と共にＴＳＥ法を用いたＤＷＩ（以下ＴＳ
Ｅ）、 更にＲａｄｉａｌＳｃａｎを用いたＭｕｌｔｉＶａｎｅＸＤを併用したＴＳＥ‐ＤＷＩ（以下ＴＳＥ‐ＭＶ）も実用可能と
なった為、 歪みと金属アーチファクトに対する影響をＥＰＩ‐ＤＷＩ（以下ＥＰＩ）と比較した。  
 
【方法】 
 ＪＩＳ‐ＭＲＩ性能評価用ファントムの歪み測定部を用い、 ＥＰＩ、 ＴＳＥ、 ＴＳＥ‐ＭＶに対し視覚評価、 歪
み率を測定した。 また、 金属アーチファクトの比較の為、 針金を封入した水ファントムＡ、 Ｂを作
成し、 Ａでは直接金属を撮像して視覚評価した。 Ｂでは金属から５ｍｍごとに撮像する事で画像
に影響を与える距離を確認した。 更に実際の症例で比較した。  
 
【結果】 
 歪みの視覚評価はＴＳＥ、 ＴＳＥ‐ＭＶの方が少なかった。 歪み率はファントム中央、 外側でＥＰＩが
２.３５％、 ９.６３％、 ＴＳＥが１.４％、 １.１％、 ＴＳＥ‐ＭＶが１.０％、 １.０％だった。 ファントムＡの検討で
は、 ＥＰＩでファントムの形状に強い歪みを伴うアーチファクトを確認した。 ＴＳＥ、 ＴＳＥ‐ＭＶには歪
みが少なく、 アーチファクトの面積はＴＳＥ‐ＭＶの方が小さかった。 ファントムＢの検討ではＥＰＩが５
０ｍｍ、 ＴＳＥ、 ＴＳＥ‐ＭＶは３５ｍｍまで影響を及ぼした。 症例の比較は、 ＥＰＩで評価が不可能だっ
た領域がＴＳＥ、 ＴＳＥ‐ＭＶでは可能となった。 しかしＴＳＥではブラーリングによるボケやＳＮＲの
低さが視認出来た。 
  
【結論】 
 ＴＳＥ、 ＴＳＥ‐ＭＶはＥＰＩに比べ、 歪みが少なく、 金属アーチファクトの影響も少ない。 しかし撮像
時間が長く、 急性期疾患の多い脳神経外科領域では追加の検査とするのが妥当だと考える。 Ｔ
ＳＥではＴＳＥ‐ＭＶに比べデメリットが多く、 実際に金属アーチファクトが障害となる場合はＴＳＥ‐Ｍ
Ｖを使用した方が良い。 使い所は限られるが、 画像診断の領域が広がる必要なシーケンスであ
る。 

橋本 大、 青柳 伸悟、 松原 広輝、 菱沼 太陽 

TSE-DWIの有用性 

釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 

Key word : 

釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 3支部合同研修会 
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【目的】 
 当院にてハイブリッド手術室が新たに導入され、2020/9/1より稼働開始となった。 稼働直後よ
りステントグラフト挿入術や下肢PTA、VAIVT,コイル塞栓術等様々な手術を行っていて使用頻度は
高まっている。 また、 そのような手術においてバルーンやステントを留置する際、 血管径の計
測は需要が高く重要性を増している。 そこで測定の誤差が少ないキャリブレーション方法の検
討を行った。 
 
【方法】 
 PID(FPD表面から対象物の距離)、 ARP(寝台天板から対象物の距離)と高さに依存する方法、 
その他に視野内にある物の大きさによるキャリブレーションを実際に行い測定した。 また、 当院
の診療放射線技師3名にて上記の方法を測定し平均値を求めた。 
 
【結果】 
 PID、ARP、球体によるキャリブレーションの3つが誤差の少ない結果となった。  
 3名での平均値を見ると、PID、ARP球体どれも良好な結果を得た。  
 
【考察】 
 理論的には一番近くにあるカテーテルでキャリブレーション良好であると予想されたが、 カ
テーテルは径が小さく誤差が生じやすい為、 検討でも誤差がかなりでていた。  
 結果で示した様に3つのキャリブレーション法が良好な結果を得たが、 球体によるキャリブ
レーションは手術で行うには視野内に置く事が困難で、 PIDもパネルと対象物の距離を測定する
のが困難である。 故に事前にCTA等で血管の高さを把握でき、 なおかつ手技も簡便で誤差の少
ないARPによるキャリブレーションを今後当院にて推奨していきたい。  

血管造影における最適なキャリブレーションの検討 

宮本 裕輔、 菱沼 太陽、 松原 広輝、 千葉 拓貴、 山本 綱記 

釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 

Key word : 

3支部合同研修会 釧根・稚内・オホーツク放射線技師会 
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【背景】 
 脳疾患の発祥と気象の関連について、世界中から様々な報告がされています。季節との関連
を研究しているものは多く、脳卒中は一般的に冬に症例数が増加し、夏にかけて減少すると言わ
れています。しかし、季節以外の詳細な気象因子について研究している発表は少なくなっていま
す。本研究は、当院に入院した症例を使用し、稚内市の気象データと脳卒中発祥との関連につい
て研究しました。 
  
【検討対象】 
 ２０１０年７月から２０２１年８月の１１年２ヶ月の間に、脳梗塞、脳出血、硬膜下出血および、くも膜下
出血の診断で当院に入院した患者を評価しました。症例数は１８９０例であり、脳梗塞１２２６例、脳出
血３６４例、硬膜下出血１６６例、くも膜下出血１３４例でした。 
  
【気象条件】 
気象データは気象庁が発行しているデータを用いました。 
  
【結果】 
・季節：脳出血、くも膜下出血は夏にかけて少なくなり、くも膜下出血は冬にかけて多くなりました。 
・月別：脳出血は６～９月にかけて少なくなり、くも膜下出血は1月・12月にピークを迎え夏・秋にかけ
て少なくなりました。 
・前日との気温差：脳梗塞は前日より気温が上がると発症リスクが上がりました。 
・1日の気温差：くも膜下出血は1日の気温差が大きいほど発症リスクが高くなりました。 
・湿度：脳出血、硬膜下出血ではわずかに湿度が低いと発症リスクが高くなる結果となりました。 
・日照時間：硬膜下出血では日照時間が長いほど発症リスクが高くなりました。 
・最高気温：脳出血、くも膜下出血では最高気温が低いほど発症リスクが高くなりました。 
・最低気温：最高気温と同様な結果となりました。 
 
【考察】 
 急激な気温変化により血圧が大きく変動し動脈瘤に負荷がかかってしまい、くも膜下出血のリ
スクを高めていると考えられ、特に夜間のトイレや、冬場の入浴時の脱衣所の際は寒い場合が多
いので温度変化が起こらないようにすることによって、リスクを減らせるのではないかと考えま
した。 
 日照時間が長く湿度が低いということは、天気が良いということなので外出する機会が増え、
転倒などにより硬膜下出血のリスクを高めていると考えました。 
  
【結語】 
 脳梗塞と気温、脳出血と季節および気温、硬膜下出血と湿度および日照時間、くも膜下出血と
寒暖差との関連が示されました。 

森田 湧稀、 小林 黎、 牧野 浩之 

脳疾患に関する気象因子part2 

稚内禎心会病院 
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【背景】 
 当院では2011年3月をもって循環器内科医が退職、以降およそ11年間にわたり常勤医が不在と
なり、名寄市立総合病院（以下名寄市立）、札幌ハートセンター、北光記念病院からの出張医体制
で診療を行っていた。2016年1月より、名寄市立の診療時は緊急検査にも対応可能となるが、出張
医１名体制では負担が大きかった。2019年10月より当院と名寄市立の間を結ぶ遠隔医療支援シス
テム「キズナweb」を導入し、当院で施行される冠動脈造影検査の様子を名寄市立の循環器内科
医がリアルタイムで見られるようになった。 
 
【目的】 
 1名体制で冠動脈造影検査を行わなければならない循環器内科出張医が、キズナwebを使用し
双方で相談しながら検査を行うことにより、システムが有効利用されているかを検証した。 
 
【方法】 
 2019年10月から2021年8月の間に、名寄市立の出張医による冠動脈造影検査を施行した40件
のうち、キズナwebを使用した検査11件（年齢51歳から92歳まで 男：女＝6:5）に対し診断、治療方
針、救急搬送の必要性などを双方で相談し決定した様子をまとめ、システムの有用性について検
証した。 
 
【結果】 
 緊急搬送や撮影方法についてのアドバイスがあり、診断及び治療方針に変化が見られた。 
考察及び結語：１名体制で来られる循環器内科出張医は若い医師が多く、精神的・肉体的負担はと
ても大きかったが、キズナwebを使用しリアルタイムで見守られながら検査を行うことにより診断、
治療方針を迅速に決めることができ、負担が軽減されより安全な検査を施行することができる
ようになった。 

早川 泰幸、 高橋 孝幸、 脇 和志、 今田 奈緒美 

冠動脈造形検査における遠隔医療支援システムの使用経験 

市立稚内病院 
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【要旨】 
 頭部3D-CT Angioglaphy（以下、頭部3D-CTA）は、脳血管障害の精密検査や脳動脈瘤の術前評
価など幅広く用いられている。頭部3D-CTAの画像作成では、ワークステーションにて動静脈の分
離作業が必要となる場合があるが、動脈相における静脈の造影効果によって分離作業に苦慮す
る症例を度々経験する。 
 本検討では、造影手法の1つであるTest injection法（以下、TI法）を使用し、動静脈分離を動脈
相と静脈相のサブトラクションにより行うための、至適撮影タイミングについて検討した。 
 当院で施行されたTI法による頭部CTAのTest bolus（以下、TB）と頭部CT-Perfusion（以下、
CTP）における動脈、静脈の造影剤到達から最大CT値到達までの時間を計測し、至適撮影タイミ
ングの算出式を決定した。算出式を用いて施行した頭部3D-CTAのCT値を計測し、動静脈サブト
ラクションの解析を行った。 
 TB及びCTPの造影剤到達から最大CT値到達までの時間を計測した結果を基に至適撮影タイミ
ングをCTAdelay=TBA.peak+6.8-撮影時間、CTVdelay=TBV.peak+4.5と決定した。算出式を用いたタイミン
グで撮影した画像のCT値を計測した結果、中大脳動脈（M1）、上矢状静脈洞（SSS）、S状静脈洞
（SS）では動脈相と静脈相において有意に差を認め、それぞれが優位となる相にてCT値は高値
を示した。一方、SMCVでは有意差を認めない結果となり、動脈相及び静脈相においてCT値が近
い値である結果となった。 
 SMCVで有意差を認めなかった原因として頭蓋内の静脈の流出経路が考えられる。本検討では
平均時間を算出したSSよりも早いタイミングでSMCVなどが描出されるとの報告を加味し、 静脈
相の撮影タイミングを設定していたがその設定時間が適切ではなかったことが考えられる。静
脈相においてSMCVは静脈洞のCT値に対して低値を示していることから、SMCVの描出改善には本
検討よりも早いタイミングでのスキャンが必要であると推測する。 
 以上より、本検討において、TI法を用いて頭部3D-CTAにおける動静脈サブトラクションの至適
撮影タイミングについて示唆することができた。 

大高 健、 津元 崇弘、 敦賀 凌、 黒田 菜摘 

Test injection法を用いた頭部3D-CTAにおける動静脈サブト
ラクションの至適撮影タイミングに関する検討 

網走厚生病院 医療技術部 放射線技術科 
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【はじめに】 
 乳房組織の生検はUSガイド下での針生検が一般的であるが、非腫瘤性の石灰化病変の様にUS
所見が乏しく確定診断に難渋する症例も少なくない。この様な症例には専用装置によるMGガイド
下針生検が行われるが、当院ではそれを所有していない。そのため、止む無く通常のMGから病変
位置を予想して切除生検を行うが、目標の同定は容易ではない。今回、非圧迫で撮影したトモシ
ンセシスを利用して皮膚にマーキングを行い切除生検に臨んだところ良好な結果が得られた例
を経験したので報告する。 
 
【対象】 
 83歳女性。左乳癌の診断で左乳房全摘術予定。術前MGで右乳房C区域に5mm程の範囲で淡く
一部は不均一多形成の集簇性石灰化あり。USでは右10時方向、NTD約50mmの位置に4mm程度の
楕円形で淡いlow echoを認めるが判然とせずUSガイド下での穿刺による生検は困難。術前MRIで
は同部に早期から造影される結節状所見を認めるため、左乳房切除時に右乳房の石灰化所見に
ついて切除生検施行予定となった。乳房の構成は脂肪性である。 
 
【方法】 
 先ず、US所見の直上の皮膚にマジックペンでマーキングをした。次に右乳房の非圧迫MGとトモ
シンセシスをCC-viewで撮影し、対象の石灰化に対して乳頭を基準とした乳頭―胸壁方向、内―外
方向の距離を計測し、頭―尾方向については断面の移動量から距離を計測して、体位を保持した
まま皮膚にUS時と同様にマーキングした。トモシンセシス撮影装置はHOLOGIC社製のSelenia 
Dimensionsである。 
 
【結果】 
 石灰化は乳頭から胸壁側へ50mm、外側へ40mm、頭側へ12mmに存在し、USで記したマーキング
位置に追従していた。切除された標本の大きさは約70mmで、MGによりその中央に目的の石灰化
が存在している事が確認された。石灰化部の病理結果は4x3mmのDCISで断端距離は7mmであっ
た。 
 
【考察】 
 今回用いたトモシンセシスは、再構成断面を奥行き方向に1mm毎に移動でき、目標の3次元的な
位置把握に有用であった。また、非圧迫で撮影を行った事により、手術時の乳房形状と大幅にズレ
る事を回避できたと思われる。この様な工夫により専門施設への検査依頼等を要さず、患者及び
他施設への負担軽減にも繋がった事は当地域の地理的環境を考慮すると意義のある事と思われ
る。 
 
【結論】 
 乳房の切除生検に於いて、通常のMGに比べ非圧迫のトモシンセシスは3次元的な病変位置の把
握に有用だったと思われる。 

叶 亮浩、 高橋 敏彦、 上野 祐嗣、 友廣 洪太、 早川 和樹① 

曽ヶ端 克哉②、 大村 東生③、 九冨 五郎④ 

自施設での診療完結を目的とした乳房微小石灰化に対する非
圧迫トモシンセシスを用いたマーキングについて 

①広域紋別病院 医療技術部 放射線科 ②広域紋別病院 外科 ③東札幌病院
ブレストケアセンター ④札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科 
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【要旨】 
 オホーツク放射線技師会は、オホーツク振興局内の26施設、会員90名弱で構成される組織で
ある。本会の事業は、職業倫理の高揚および診療放射線技術の向上に加え、広大な地域に散在し
ている会員同士の交流の場として活用されている。2020年度の事業は新型コロナウィルス感染
拡大に伴い、従来の集合形式の事業が延期または中止せざる得ない状況となった。 
 本会ではコロナ禍の状況を踏まえ、Zoomミーティングを用いたオンライン形式の事業を企画し
た。新たな開催方法により、継続した事業展開ができ会員が交流できる場を提供できた。全4回の
開催を通じて、Zoomの基本的機能の把握、マイク・Webカメラを使用したインタラクティブなコミュ
ニケーション、リアクション機能やテキストチャットを使用した議案採決などを行ったことにより、開
催者・参加者のスキルが向上した。集合形式では、各地域から参集するため移動時間などの制約
があったが、参加者の都合に合わせた方法で参加してもらえることができた。 
 オンライン形式の開催経験を活用して、更なる会の活性化を図るべく、本会に釧根放射線技師
会・稚内放射線技師会を加えた3支部合同研修会の開催案が策定された。3支部合同研修会の開
催に向け、各支部役員によるWeb対策チームCyber Task Unionを結成した。事前準備として、Zoom
のホスト機能と各機能の確認、接続機器の選定などを行った。また、各会場の規模に合わせた接
続テストを行い、当日に向けて最適なオンライン環境の整備に取り組んだ。 
 集合形式が困難な現在、オンライン形式の合同研修会を起点に、①各支部で様々なスタイルの
事業展開の可能性②研修会開催における演題数の確保や物理的な移動距離の解消③新規事業
による活性化が期待される。 
 今回、オンライン形式の事業展開と3支部合同研修会開催の取り組みを統括したので報告する。 

北村 康大、 中場 貴紀①、 加城 雄平②、 川崎 克三③、 高橋 孝幸④、 小林 黎⑤ 

オンラインツールを用いた3支部合同研修会開催へのプロジェクト 

①北見赤十字病院 医療技術部 診療放射線科 ②市立釧路総合病院 
③釧路労災病院 ④市立稚内病院 ⑤稚内禎心会病院 
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図.オホーツク放射線技師会総会 本部の様子 
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