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一般社団法人　北海道放射線技師会

第６７回 総 会
日時：平成２３年５月２２日（土）　午前10時から
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）

2019年度　公益社団法人日本診療放射線技師会

北海道地域学術大会　抄録集
日時：令和元年10月26日㈯～27日㈰　会場：札幌医科大学記念ホール（札幌市中央区南1条西18丁目）
主催：（一般社）北海道放射線技師会、（公益社）日本診療放射線技師会

演題１．全人工膝関節形成術後の膝関節における単純Ｘ線正面位撮影方法の検討
旭川赤十字病院　医療技術部　放射線科　大坂 麻耶

【背景】
　全人工膝関節形成術（TKA；Total Knee Society）後の経過観察のため、膝関節の単純Ｘ線撮影が増えている。一方、
TKAの術式及びインプラントが医師または病院ごとに異なるため、撮影方法の検討は少ない。当院においても撮影方
法が確立されておらず、これまでのＸ線画像では評価に影響を与えていた可能性がある。
【目的】
　当院TKA後の膝関節単純Ｘ線撮影のうち、正面位における撮影方法を確立することを目的とした。
【方法】
　健常な膝関節では、X線が脛骨近位に接線入射するよう、脛骨軸に対して頭側から 10°斜入射する撮影方法が広く
用いられている。これに倣い、 脛骨前縁に対するインプラント境界面の後傾角だけX線を斜入射させる方法を考えた。
当院でTKAを施行した 93 関節の側面像を用いて、後傾角を計測した。
【結果】
　後傾角は正規性を認め、平均値及び標準誤差は 5.2 ± 0.2°であった。当院のＸ線管球角度の表示が整数であるため、 
脛骨前縁に対する最適なＸ線入射角度は 5°である。
【考察】
　TKA直前の後傾角を計測したところ、正規性は認められなかった。一定角度に切除されたTKA後の関節は、形状の
バラツキが元の個体差によるものより小さくなったと考えられる。したがって、Ｘ線を後傾角の平均値だけ斜入射さ
せる撮影方法において、TKA後は、健常時より求められる正面像を十分に描出できると考えられる。
【結語】
　Ｘ線を脛骨前縁に対して頭側から 5°斜入射させると、インプラント境界面に接線入射すると示唆された。したがって、
本研究で考案された撮影方法は、術後評価に最適な画像を得られる方法であると示唆された。

演題２．長尺撮影の椎体評価
社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院 診療放射線技術科　　佐藤 晃佳

【背景】
　当院長尺撮影方法はOne Shot 撮影方法とスロット撮影方法があります。長尺撮影は側彎症の評価のみならず術後の
評価などにも用いられ、当院では 2018 年度 5,157 件の撮影実績があります。
【目的】
　One Shot 撮影方法とスロット撮影方法における椎体の拡大・歪みについて検討します。
【方法】
　３Ｄプリンタにて実寸大臓器立体モデルを作成し、One Shot 撮影とスロット撮影を行い計測。CTデータで計測し
た結果と比較・検討を行います。
【結果】
　スロット撮影では実寸大に近い値となり、One Shot撮影ではＸ線中心点から離れるほど歪みが強い画像となりました。
【考察】
　撮影距離が近いスロット撮影ですが、装置に備わっている拡大率補正の精度が高く実寸大に近い値が得られたと考
えられます。また各椎体に対し垂直にX線が入射するため歪みも弱い画像となりました。
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【結語】
　スロット撮影は拡大・歪みの面においてOne Shot 撮影より優れているが、TV装置という弱点があり運用方法を検
討しなければならないと思います。

演題３．マンモグラフィ撮影における介助者水晶体被ばくの線質・線量測定
社会医療法人北斗　北斗病院　医療技術部診療画像科　　高木 真佑未

【背景・目的】
　2011年のICRP勧告による基準改正に伴い、水晶体被ばくの最適化がより重要視された。一般撮影、CT、AGなどに
関しての報告はあるが、マンモグラフィにおける報告は少ない。
【目的】
　マンモグラフィ撮影における介助者水晶体被ばくを明らかにするため、散乱線の線質・線量の測定を行う。
【方法】
　マンモグラフィ頭尾方向（Cranio-Caudal；CC）撮影を想定し、乳房撮影装置（Senographe DS LaVerite；GE）に
乳腺バイオプシーファントム（京都科学）を配置した。照射条件はマニュアルでターゲット /フィルタ Mo/Mo、管電
圧 28kV、mAs 値 63mAs、大焦点に設定し、散乱線をX線スペクトロメータ（EMF123 型；EMFジャパン）及び非
接触型Ｘ線出力アナライザ（Piranha；RTI）を用いて測定した。測定点は、介助者の水晶体の位置を模擬して、撮影
台左端から被検者左側 45°方向に 12.5㎝離れた、高さ 143㎝の点とした。
【結果】
　散乱線のスペクトルは、最も大きなピークを16.8keVに、その次のピークを18keV、18.6keVに持つ曲線であった。
散乱線量は 12.0μGy であった。
【結語】
　散乱線の線質と線量を測定し、介助者水晶体にどのような特性の散乱線が入射するか確認できた。照射線量の少な
い検査であっても、回数や防護方法によっては 2011 年 ICRP 勧告を上回る可能性があることを考慮し、対策を取るこ
とが重要だと考える。

演題４．当院の乳がん検診成績～マンモグラフィと超音波検査を併用した検診の検討～
JA 北海道厚生連　帯広厚生病院　医療技術部放射線技術科　石田 有梨佳

【背景】
　近年乳がん検診において超音波検査の有用性が注目されている。当院では、2017 年よりMMGと超音波検査を併用
した乳がん検診（以下、併用検診とする）を導入した。そこでMMG単独での検診（以下、MMG単独検診とする）
と併用検診の検診成績を比較し，併用検診の有用性を検討した。
【目的】
　MMG単独検診と併用検診の検診成績を比較し、併用検診の有用性を検討する。
【方法】
　2017年１月から2018年12月までの２年間に乳がん検診を受診した1,357名を対象にMMG単独検診と併用検診の要精
検率、陽性反応適中度、がん発見率を医師による読影の結果をもとに算出した。
【結果】
（1）MMG単独検診の要精検率は 4.24% で、併用検診は 5.22% であった。
（2）陽性反応適中度はMMG単独検診では 4.08%、併用検診では 16.67% で、MMG単独検診のがん発見率は 0.17%、
併用検診は 0.87% であった。

（3）MMG で要精検と判定されたが超音波検査で精検不要であると判定された症例が全体の４％あった。また、発見
がん４例のうち３例は超音波検査においてカテゴリーが上がった。そのうち１例はMMGで異常無しの判定であった。

【考察】
（1）併用検診の要精検率はMMG単独検診よりわずかに高い程度であった。今回の結果はMMGと超音波検査の両方
の結果を加味した医師による判定をもとに算出しているため、要精検率の上昇が抑えられたと考える。
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（2）MMGで要精検と判定されたが超音波検査で精検不要であると判定された症例が全体の４％あったことから、超
音波検査を併用することで偽陽性が減少し、陽性反応適中度が高くなったと考えられる。

（3）超音波検査を併用することでMMG単独では発見することのできなかったがんを発見できた。また発見がんでは
超音波検査でカテゴリーが上がった症例が多く、がんの診断に超音波検査は有用であると考えることが示唆された。

【結語】
（1）併用検診は、陽性反応適中度およびがん発見率の向上に有用であった。
（2）今後背景乳腺などを考慮したさらなる検討を行う必要がある。

演題５．心臓CT技師一次読影における狭窄度過小評価群の分析
JA 北海道厚生連　旭川厚生病院　医療技術部　放射線技術科　山本 昌弘

【要旨】
　心臓CT技師一次読影における狭窄度過小評価群を分析した。狭窄度過小評価群は有意に冠動脈のDistal 側に多く、
プラーク性状は LAPに比べ Calc. が多い傾向であった。読影精度を向上するには、最初にMIP で全体像を確認し冠動
脈の狭細化やCalc．の分布を把握することが有効と考えられた。Calc. の読影はパーシャルボリューム効果やビームハ
ードニング効果などのアーチファクトによる影響の先入観を排除すること、LAPの読影は心臓周囲脂肪とのコントラ
ストが明瞭に視認できるWW/WL設定にすることが不可欠と考えられた。また１つの有意狭窄に捉われず、多枝病変
である可能性を考慮し、他部位についても丁寧に読影することが重要と考えられた。

演題６．嚥下造影検査後にCTは撮像すべきか？
医療法人　札幌山の上病院　放射線課　　小野 はるな

【背景・目的】
　当院では嚥下造影検査（VF）を行っており、医師・STによる透視下での誤嚥評価や読影医によるCT検査での誤嚥
評価がされてきた。誤嚥をした場合には吸引などの対応が必要であり、誤嚥性肺炎などのリスクが高まる危険がある
と考えられる。当院では約９年に渡ってVF後のCTを撮像しているがCTでは時として末梢気管支のみに微小なバリウ
ムの付着が検出されることがあり、このような微小な誤嚥はVFでの見落としが生じているのでは無いかと考えたの
がCT追加の理由であった。嚥下造影検査とVF後CT検査の嚥下評価を調べることによってCT検査による誤嚥検出能
の上乗せ効果を検討した。
【方法】
　2018/3/5 ～ 2019/7/30 の嚥下造影検査351件（同一者含む）の脳梗塞や脳出血、長期臥床患者などの嚥下障害を疑
う32歳～97歳の計288名を対象とし、嚥下評価を比較した。①嚥下造影検査では声門下への造影剤の侵入を誤嚥と評価
する。②VF後CT検査では気道内の造影剤を誤嚥と診断する。
【結果】
　VF総件数 288 件に対しVF後 CT検査が行われたのは 115 件であり全体の 32.8% であった。嚥下造影検査で誤嚥と
評価されたのは 82 件で全体の 23.4%、VF後 CTで誤嚥と診断されたのは 10 件で CT件数の 8.7% だった。嚥下検査
の誤嚥とVF後 CTの誤嚥の真陽性率は 100%であり偽陽性は 18.3%、偽陰性 0%、真陰性 81.7% であった。
【考察・結語】
　今回我々は CT検査による誤嚥検出能の上乗せ効果の立証を試みたが、予想に反して検出能の有意差を得ることは
できなかった。STによるVF診断の熟練が背景にあると推測されるが、サンプルスケールの解析では正確な結論には
より多くの症例が必要と考えられたので、引き続きデータの蓄積を行なっていく予定である。

演題７．ExactTrac systemとXVIのセットアップ誤差検出精度の比較
札幌医科大学附属病院　放射線部　大森 　剛

【背景・目的】
　当院の放射線治療装置（Synergy、Elekta社）での画像誘導放射線治療（IGRT）は kilo voltage CBCTを撮像できる
kV-X-ray Volume Imaging（XVI、Elekta社）と ExacTrac X-ray system（ETX、BrainLAB社）の２種類のIGRTが
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実施可能である。本検討では頭部を対象に ETXと XVI との６軸オートレジストレーションを用いたセットアップ誤
差算出精度についてファントムを用いた基礎的検討にて比較評価を行った。
【方法】
　頭部ファントム（ランド社）を治療計画CT装置（Optima660、GE社）にて画像取得、治療計画装置（Raystation、
Raysearch 社）にて治療計画を行った。ETXは管電圧 100kV、管電流 100mA、撮影時間 100msec で２方向撮影し、
XVI は管電圧 70kV、管電流 64mA/frame、撮影時間 40msec/frame、360°回転で撮影した。頭部ファントムは ETX
を使用してアイソセンタに設置し、ETXおよびXVI で撮影し、６軸オートレジストレーションによってアイソセン
タでの照合誤差を算出した。さらに robotic treatment couch（HexaPOD、Elekta 社）を用いて前後、左右および頭尾
方向に既知量移動（±１㎜、±３㎜、±５㎜）させ、ETXと XVI を撮影し、６軸オートレジストレーションによっ
て移動量を算出した。撮影は異なる日に計５回行い、それらの２乗平均平方根（RMS）および標準偏差を求めた。
【結果】
　アイソセンタでの照合誤差のRMSは ETXで 0.16㎜以内、XVI で 0.25㎜以内であった。既知の移動量に対する計測
値の誤差のRMSは ETXで 0.12㎜以内、XVI で 0.22㎜以内であった。両手法のセットアップ誤差の検出精度は同程度
であることが示唆された。

演題８．子宮動脈描出に対するTime－SLIP法の基礎的検討
社会医療法人孝仁会 札幌西孝仁会クリニック 診療放射線科　津野 修丞

【目的】
　当法人では子宮筋腫症例で、患者が拳児希望または子宮温存を希望する場合に、子宮筋腫核出術や子宮動脈塞栓術
を施行しており、術前に大動脈から子宮動脈の走行を把握することが望まれる。そこで今回、非造影、非侵襲的に血
管を描出できるTime ‐ SLIP 法を検討した。
【方法】
１．健常ボランティア４名に対し、BBTI を 1400ms ～ 2400ms まで変化させ撮像し、放射線技師３名、産婦人科専門
医１名により子宮動脈の描出能を視覚評価した。

２．健常ボランティア４名に対し、Tag パルスを、t SLIP 厚を 300㎜、150㎜、70㎜と変化させ撮像し、CNRを測定した。
また、方法 1. と同様に視覚評価した。

３．子宮筋腫症例の患者に対し、方法 1. 方法 2. で決定したTime ‐ SLIP 法を撮像し、視覚評価した。
【結果】
１．BBTI は 1800ms ～ 2000ms が子宮動脈の描出に適していた。
２．t SLIP 厚 70㎜においてCNR、視覚評価共に良い結果を示した。
３．Time-SLIP 法を用いることで子宮動脈を明瞭に描出することができたが、閉経後の患者において視覚評価のスコ
アが低下した。

【考察】
１．検討２で t SLIP 厚 70㎜において良い結果を示したのは、t SLIP 厚を薄くすることでTag による血流の信号抑制
範囲が狭くなり、子宮動脈の上部血流の信号抑制が低減され、結果的に信号値が上昇したためと考えた。

２．閉経後の患者において視覚評価のスコアの低下を示したが、これは、閉経後のホルモン状態の変化が子宮の機能・
形態に影響し、それが子宮動脈の状態に影響を与えためと考えた。

【結語】
　Time － SLIP 法を用いることで子宮動脈の描出が可能であり、術前の血管走行の把握に有用であった。

演題９．MTC pulseによる頭部FLAIRの皮髄コントラスト改善 －撮像時間短縮の試み－
KKR札幌医療センター　放射線科　渡部 智仁

【目的】
　FLAIR法はIR pulseを用いて脳脊髄液の信号を抑制する手法で、白質病変の検出に有用であり、1.5Tでは TR10000ms
以上が推奨されている。MTC pulse は脳実質などの高分子組織の信号を抑制することで、TOF-MRAや転移性脳腫瘍
検索で画像コントラストを向上させる。今回、FLAIR 法にMTC pulseを追加することで、皮髄コントラストが向上
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するか検討した。さらに、向上したコントラストを利用し、従来のFLAIR法と同等の皮髄コントラストを担保したまま、
TRの短縮が可能か検討した。
【方法】
　使用機器はCanon 社製 1.5T EXCELART Vantage XGV、 NV SPDR 5ch Brain Coil を使用した。FLAIR法において、
MTC pulse の印加数を 0，1，5，10回、オフセット周波数を -2000̃+2000Hz、強度を 100̃1200°に可変し、脳実質を模
擬した自作ファントムを撮像し、脳実質の信号抑制に最適な条件を検討した。次に、最適化したMTC pulse を追加し
た FLAIR 法で TRを 10000ms 以下に短縮し、自作ファントムのコントラストを比較した。また、本検討に同意が得
られた健常ボランティアでも同様に撮像し、皮髄コントラストを比較した。
【結果】
　ファントム実験より、脳実質の信号抑制に最適なMTC pulseの設定条件は印加数10回、オフセット周波数+900Hz、強
度1200°となった。MTC pulseを追加することで自作ファントムのコントラストが向上し、TR=6500msまで短縮して
も従来のFLAIR法よりコントラストが高くなった。また、健常ボランティアでも、従来のFLAIR法よりコントラストが高くなった。
【結語】
　FLAIR 法にMTC pulse を追加することで皮髄コントラストが向上した。さらに、従来のFLAIR 法の皮髄コントラ
ストを担保したまま、TRの短縮が可能であった。

演題10．MRI検査に対する閉所恐怖症のアンケート調査
社会医療法人孝仁会　釧路脳神経外科　診療放射線科　二階堂 　剛

【背景】
　MRI 検査を行う際、狭い所に対する不安や恐怖から、検査が中断もしくは中止されてしまい、MRI 検査の恩恵を受
ける事が出来ない事がある。
【目的】
　今回、閉所恐怖症の患者様、各々の現状および 心理を調査・分析し、ひとりでも多くの患者様が MRI 検査の恩恵
を受けられるために、 我々に何ができるか検討した。
【方法】
　アンケート実施期間：2019/6/20 ～ 2019/6/19、集計人数：108名（男性 35名、女性 73名）平均年齢：57.3歳（23～82
歳）、MRI 検査前に「狭い所が苦手」「閉所恐怖症である」と申告のあった患者様に対し、検査終了直後、当科作成の
アンケートに口頭で回答してもらった。回収したアンケートを項目別に集計・解析し、可能な解決策を考察した。
　また、アンケートを受けていただいた患者の要望を、可能な限りフィードバックする為、カルテ上に記載した。そして、
再来院した際に要望の実践を試みた。
【結果・考察】
　今回のアンケートを通して、MRI の苦手な点、どの様な体調の変化が起きるのか、スタッフに対する希望など、様々
な貴重な意見を聞く事が出来た。また、このアンケート結果から、我々は、閉所恐怖症患者様に対して、①MRI 検査
に対する我慢の強要をしない　②「閉塞感」「孤立感」「不自由さ」などの不安や恐怖心を払拭する為、有効な声掛け
をする。③ 患者様と会話を交わし「安心感」を与え、スタッフとの「連帯感」が生む為に、検査前後に患者様との会
話を行う、対策を講じる事が出来た。
【結語】
　「閉所恐怖症」の患者様の声をきくことで、我々にはわかり得ない心境や希望を知ることが出来た。今後、頂いた意見を
無駄にすることなく、一人でも多くの患者様がMRI検査の恩恵を受けられる対策を講じ、新たな患者対応の一助にしたい。

演題11．ISMRM/NIST MRI system phantomを用いたQuantitative parameter 
mapping（QPM）の再現性の検討

北海道大学病院 医療技術部 放射線部門　平野 裕也
【目的・背景】
　各組織の定量的評価をするために、数値的に求めた RF-spoiled GE の輝度関数にフィッティング処理することで、 
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T1、T2* などの緩和時間と PD（プロトン密度）、B1 を同時推定可能な定量画像化技術であるQuantitative parameter 
mapping（QPM）がある。臨床現場で定量的評価をするにあたっては推定値の精度も重要になるが、疾患のフォロー
アップや組織分類においては推定値の長期にわたっての再現性も必要になる。しかし、QPMの再現性を検討した報告
はされていない。 そこで本研究ではQPMのT1推定値の再現性を評価することを目的とした。
【方法】
　日立製作所製 3T MRI、15ch coil、High precision Devices 社製 ISMRM/NIST MRI system phantom を使用し
た。QPMシーケンスは本病院で最適化した撮像パラメータセットを用い、比較の基準としての T1 値は IR-SE 法
（TR:10000ms, TI:100̃5000ms）により算出した。ファントム内にはT1値が異なる試料を配置し対象とした。QPM及
び IR-SE 法で５日間撮影した測定値を比較し、相関を直線回帰で評価し、 再現性は５日間の変動係数として算出した。
【結果】
　QPMで測定したT1値は IR-SE 法と比較し線形回帰式の傾き aおよび相関係数 rは、 a=1.100 r=0.992 であった。
　また、５回の測定による変動係数は IR-SE 法で 0.026、 QPMで 0.076 であった。
【結論】
　今回のファントムを用いてのQPMによるT1 推定値の再現性は変動係数で 0.076 となった。また、IR-SE 法で計測
したT1推定値との相関は高かった。

演題12．圧縮センシングを用いたMRAの至適条件の検討
医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　診療放射線部　　後藤 優介

【背景】
　当院のMRI装置が2019年６月バージョンアップし、HyperSENSE（以下HS）が追加されたのでHSを用いたMRAの
条件を検討しました。
【目的】
　ルーチン検査におけるHSを用いたMRAとAcute Ischemic Stroke（以下AIS）におけるHSを用いたMRAの高速化
を目的とした。
【使用機器】
　Signe Explorer 1.5T（GE社製）　　　AW VolumeShare 7（GE社製）
【方法】
　ファントムを使用して位相マトリックスを 192・256・320 と変化させ、それぞれにHSファクターを1.0～2.4まで0.2
ずつ変化させてSNRの計測と高コントラスト分解能を技師９名で視覚的評価を行った。HSファクターと撮像時間の関
係について評価した。ファントムで得られたデータよりボランティアでHSを使用したMRAと高速MRAを撮影し、技
師９名で視覚的評価を行い、今までのMRAの画像と比較を行った。
【結果】
　HSを使用しないMRAに比べ位相マトリックス 192 では HSファクターが 1.4 を超えると視覚的評価が低下し、256
では HSファクターが 1.6 を超えると低下し、320 ではすべてのHSファクターで低下しなかった。HSファクターによ
る SNRの変化はなかった。HSファクターが 1.2 で 34％、2.4 で 66％の撮像時間が短縮した。ファントムで得られたデ
ータからボランティアでHSを使用したMRAを撮影した結果、視覚的評価で高コントラスト分解能の低下はなかっ
たが抹消血管の描出の低下は示唆された。高速MRAでは最大 66％の撮像時間の短縮があり、高コントラスト分解能
が視覚的評価で低下したが主幹動脈は描出されていた。
【考察】
　HSを使用したMRAでは位相マトリックス 320 で HS ファクターを 1.6 前後で高コントラスト分解能の高い画像が
撮影可能となった。しかし、抹消血管の描出が悪くなることも考慮しなくてはならない。AIS において高速MRAは
抹消血管の描出低下はあるが時間短縮が可能となり、主幹動脈も描出できることから有用と考える。


