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巻頭言

『New・Normal（ニュー・ノーマル）』
りんくう総合医療センター（撮影部会長）
中前 光弘
本学会には，7 つの専門部会が設置されています．それぞれの部会（むかしは，分科会だったそうです
が）の成り立ちや歴史は異なり，先人の大変な苦労が伺えます．まずは，1977 年に画像，1980 年の治療，
核医学に次いで，1983 年に放射線撮影分科会が設置されています．当時は，当たり前であった“撮影技
術”の専門性についての必要性が少なかったのかと推測します．
その後，CT（computed tomography）や MRI（magnetic resonance imaging）の登場で，撮影部会も乳
房撮影ガイドライン普及班や一般・CT・MR の分科会を配し，体制を変えながら多くのモダリティについ
て，会員のニーズに合った専門性の高いセミナーの開催，学術大会時にシンポジウム等の企画立案そし
て運営，市民公開講座の企画と開催，叢書の発刊，論文執筆や学会発表のサポートなど，本学会の中枢
を担う重要な組織として活動しています．
本学会としては，会員の皆様にとって専門部会がより身近なものとなり，そして共に学び，共に考え，
日々の研究活動や日常の臨床業務をより良いものにしていただきたいと考えています．そこで，専門部
会への入会を促進することを目的とし，2022 年 3 月 1 日から専門部会費を無料にすることとなりまし
た．
（詳細は，ホームページや学会誌２，３月号をご覧ください．
）
新型コロナウイルス（COVID-19）の余波は，２年の年月が過ぎても今なお続いています．その終わりも見えて
きません．しかし，我々は，政府が押し進める感染対策を考慮した新しい生活様式（ニュー・ノーマル）を取り入れ，
社会経済を動かさなくてはなりません．病院における診療も同様です．各種の検査対応は，今まで以上に感染
防止対策が厳重に取られるようになって来ています．
一方，学会等の社会活動はどうでしょうか？会議などにも大きな影響が出ています．10 年前ぐらいから経費削
減のために導入されていた Web 会議システムが頻繁に使用されることになりました．対面会議より情報の共有が
劣り，ストレスも残ります．しかし，手段がそれしか無いこと，社会的なニーズが高まりシステムの改良が行われて
いることで，実現できています．
次に，撮影部会が主催するセミナーなどの勉強会や多くの集客をしてきた学術大会まで，完全 webinar の開
催を試み，また対面と組み合わせた hybrid 開催まで行えるように短時間で進化しています．
前述したとおり，３月から専門部会費が無料になります．無料だったら，専門部会未入会の会員が，入会してくれ
るのでしょうか？未入会であっても学会の活動には何も不自由が無かったので，積極的に入会してもらえるとも思
えません．我々，専門部会には“入りたい“と思える魅力があるのか？と問われているのだと思っています．その答
えは，第 78 回総会学術大会 専門部会に入ろう！－入会無償化特別企画－「うちの部会に入って自分の専門分
野を見つけましょう！」 4 月 17 日（日）9：00～10：10（501 室）で見ていただきたいと思っています．オンデマンド
での配信もありますので，ぜひ多くの皆様に視聴いただきますようお願いします．

1

学術委員会の活動を通して，各専門部会長と活発な意見交換をしてきました．それぞれの専門部会には，先人
達が築き上げてくれた歴史の重みがあります．その土台を基に時代，時代に合わせたカスタマイズを繰り返して，
活動内容を洗練されてきました．
発足当時の撮影部会（当時は分科会）においては，一般撮影や断層撮影，透視検査などの特殊検査について，
「よりよい撮影技術」を目指した活動を行なってきました． ＣＴやＭＲＩなどの新しいモダリティが登場しても，その
特性を理解して技術学の専門性を深めることに重点を置き，最新技術をいち早く届ける活動を続けてきました．し
かし，当時は存在していなかったモダリティに特化した学会や認定機構が発足し，学術活動を取り巻く環境も大き
く変わっています．
専門部会費の無償化導入を機に，専門部会の役割そのものの考え方を土台から見直し，新しい専門部会の在
り方（ニュー・ノーマル）を取り入れる時期に来ている事を部会員のみならず，全ての学会員と共有させていただき
ます．

【撮影部会テーマ A へのご質問・ご意見の事前受付に関するご案内】
第 78 回撮影部会テーマ A（一般分科会）ではワークショップでのディスカッションのご質問・ご意見を事前に受け
付けることになりました．これは撮影部会として初めての試みとなります．皆さまから提供していただきました話題と
会場での話題を合わせてディスカッションを行います．多くのご質問・ご意見をお待ちしております．
ご質問・ご意見については事前に撮影部会テーマ A（一般分科会）に関する CyPos を閲覧していただき，質問
入力フォームの URL および QR コードは最終スライドに表示されますので，こちらからご質問・ご意見を入力して
下さい．なお，オンデマンド配信期間も質問入力フォームに入力可能ですので，オンデマンド配信期間もご質問・
ご意見をお待ちしております．
会場でディスカッションされなかったご質問・ご意見については，次号撮影部会誌に講師のご意見と一緒に掲載
する予定ですが，ご質問・ご意見多数の場合は全てについて掲載できませんのであらかじめご了承下さい．
＊撮影部会テーマ B（CT 分科会），テーマ C（MR 分科会）および他専門部会については実施していません．
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教育講演
テーマ A（一般分科会）
：

『頭頸部領域の炎症性疾患

〜乳幼児・小児を中心に〜』

Head and Neck Space Infections in Infants and Children
永寿総合病院
佐藤 宏朗
1．はじめに
小児頭頸部領域の炎症性疾患における画像検査について概説する．検査前においては，疑われる疾患群や
病変の局在，患児の状態や緊急性に合わせて，モダリティーの選択を考慮する．単純 X 線検査は検査時間が
短く，全体像の把握や気道の評価に優れる．US は表在病変に対して高い空間分解能の画像が得られ，頭頸部
画像検査の重要な位置を占める．CT，MRI は高い組織コントラストと客観性の高い画像が得られるが，鎮静や
検査時間の長さが弱点となる．
この領域ではリンパ節炎などの炎症性疾患が疑われて検査を依頼されることが多いが，先天性や腫瘍性の病
態が鑑別となりうる．画像検査によって病変の有無や局在，拡がり，内部性状，周囲臓器との関係を把握し，画
像所見が鑑別疾患，追加検査や治療方針についての判断材料となる．
ここではまず各モダリティーの特徴をまとめ，各論として炎症性急性上気道閉塞，リンパ節疾患および非リンパ
節疾患について解説する．

2．総論
頭頸部領域は体積としては体のごく一部ではあるが，小児，特に乳幼児において
は成人と体のバランスが異なり，頭部および頸部の占める割合は大きい．また頸部は
頭部と体幹部を繋ぐ連結部として重要であり，中枢神経系・気道・消化管が通るため，
頸部の連続性が途絶えると生命維持は困難となる．そのため，これらの機能に障害を
きたすような病態に対して行う画像検査の緊急性は，極めて高い．一方で，通常小児
頭頸部領域の画像検査が依頼される場合には，リンパ節や小さなしこりといった医学
的な病的意義が比較的低いものが多く，緊急性は低い．ただし，表在病変はサイズ
が小さいうちから気付きやすく，頭頸部は他の部位に比べて人目に触れる機会も多
いため，家族により指摘されたり，審美性が問題となりやすい．また，まれではあるが，
先天性もしくは悪性といった専門性の高い疾患が潜在していることもある．

Fig.1 赤ワインと白ワイン

一般的な画像検査としては，単純 X 線検査，US，CT および MRI がある．
これらを単独あるいは組み合わせて臨床医が求める情報に応えられる画像
を提供する．乳幼児・小児の場合には鎮静と motion artifact，検査時間によ
り画質が大きく変わるため，モダリティーの選択は非常に重要である．表在
病変であれば，US が第一選択となることが多く，鎮静は不要で，被曝もな
い．緊急性が高い場合には単純 X 線検査および CT を選択することが多い
が，気道閉塞のリスクがある場合には仰臥位が可能かどうか依頼医と十分
相談した上で検査を施行する．CT は X 線被曝が問題になるが，広範囲の
Fig.2 化膿性ルビエールリンパ節炎
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撮像が可能で，検査時間も比較的短い．空間分解能は高く，臓器特異性も比
較的低いため，中枢神経系や骨軟部，肺や消化管などあらゆる臓器の評価
が可能である．そのため病変が頭頸部領域に限局せず，頭蓋内や胸部に広
がる場合や全身性疾患においては CT が非常に有用である．MRI は被曝が
なく，組織コントラストが良好であり，腫瘤の内部性状評価や骨軟部領域の病
変において多くの情報が得られる．また頸部リンパ節炎や膿瘍，副鼻腔炎と
いった common disease の評価も概ね可能であり，特に鎮静が不要な年長児
においては CT に代替可能である．また初回 CT 後の経過観察に MRI を用い
ることもできる．
Fig.3 前屈による咽頭後間隙の肥厚

3．炎症性急性上気道閉塞

代表的疾患として急性喉頭蓋炎，クループおよび咽後膿瘍が挙げられ，いずれも小児に好発し，特に前二者
は乳幼児に多い．急性喉頭蓋炎では頸部単純写真側面像で喉頭蓋の腫大が描出され，thumb sign とよばれる．
下咽頭腔の開大もみられる．仰臥位での検査は気道閉塞のリスクがあるため，事前に依頼医と十分な相談が必
要である．クループは急性の喉頭気管気管支炎であり，画像上，声門下領域の浮腫が描出される．頸部単純写
真正面像では左右対称性の subglottic shoulder の消失が特徴的で，steeple
sign もしくは white wine bottle sign（Fig.1）ともよばれる．咽後膿瘍は咽頭後間
隙の膿瘍であり，通常は化膿性ルビエールリンパ節炎（Fig.2）の破綻により形
成される．放置すると膿瘍が縦隔まで進展し，降下性壊死性縦隔炎とよばれ
る．スクリーニングとして頸部単純 X 線側面像による咽頭後間隙の厚さの評価
が非常に有用であり，異常な肥厚がなければ CT や MRI を省略できる．注意
点として，呼気時や前屈によって偽陽性となる場合がある（Fig.3）．また年齢に
よって咽頭後間隙の厚さは変化し，おおよその正常上限値は椎体前後径と比
較して，0 歳で同等，5 歳で 1/2，成人で 1/3 であり，年齢とともに相対的に薄く
なる．

Fig.4 頸部膿瘍

4．リンパ節疾患
リンパ節病変は小児頭頸部画像検査の大部分を占め，US が第一選択となることが多い．頭頸部リンパ節の
多くは表在にあるが，咽頭後リンパ節は深部に位置しており，触知できないため clinically silent とも形容される
（ルビエールリンパ節は外側咽頭後リンパ節の別名である）．通常のリンパ
節炎はウィルス性の場合が多いが，細菌性の場合には膿瘍化する場合が
ある（Fig.4）．その他，頸部リンパ節腫大
をきたす疾患として，良性であれば伝染
性単核球症，組織球性壊死性リンパ節
炎（菊池病），猫ひっかき病，抗酸菌症
（結核，非結核），川崎病，サルコイドー
シスなどが挙げられる．腫瘍性のものとし
ては悪性リンパ腫，白血病，ランゲルハ

Fig.5 菊池病
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Fig.6 結核性リンパ節炎

ンス細胞組織球症，キャッスルマン病，Rosai-Dorfman 病，転移などがある．画像所見のみで特異的な診断に至
ることは少ないが，リンパ節の分布やサイズ，内部のエコー輝度，壊死や石灰化の有無，vascularity，リンパ節周
囲の軟部組織変化などが鑑別に役立つ場合がある（Fig.5，6）．

5．非リンパ節疾患
ここでは頭頸部を以下の 15 領域に分けて論じる 1）．各領域における炎症性疾患の画像的特徴について，画像
検査の選択，鑑別疾患や小児と成人との違いなどを交えて解説する．
i) 頭蓋骨・頭皮
表在に位置しているため，US が第一選択となる領域である．頭蓋骨病変に関しては US は適応とならないが，
骨膜下病変（膿瘍や血腫など）は評価可能である．
ii) 眼窩
眼窩内蜂窩織炎は副鼻腔炎が原因となることが多く，放置すると視力低下に至る緊急性の高い疾患である．
一方，眼窩隔膜前蜂窩織炎は眼窩隔膜より前方の炎症であり，小児に多い．眼窩領域においては CT が選択さ
れることが多いが，視神経炎が疑われる場合には MRI が有用である．
iii) 鼻・副鼻腔
小児では低年齢ほど副鼻腔の含気形成は未発達であり，粘膜腫脹もき
たしやすいため，副鼻腔炎の診断は画像単独では困難である（Fig.7）．鼻
腔や副鼻腔における病態の多くは年齢を問わず炎症・感染であり，画像上
は粘膜肥厚や液体貯留をきたす．頻度は低いが副鼻腔の炎症が眼窩内や
頭蓋内に波及する場合があり，注意が必要である．前頭洞炎が増悪し，骨
膜下に膿瘍を形成し，前額部に腫瘤状の突出をきたしたものは Pott’s puffy
tumor とよばれる．
Fig.7 上顎洞は異常か？（2 歳）

iv) 口腔・舌

この領域単独の炎症が CT や MRI の対象になることは少ないが，齲歯や口腔内感染を契機に菌血症をきたし
たり，後述する咀嚼筋間隙への炎症波及が疑われる場合に画像検査を依頼された際には，撮像範囲を十分に
検討する必要がある．
v) 咽頭・扁桃
扁桃炎や扁桃周囲膿瘍は common disease であり，抗生剤治療が発達している現代においては，画像検査の
有用性は乏しい．ただし，嫌気性菌による咽頭炎後に菌血症となり，内頸静脈の血栓性静脈炎をきたしたものを
Lemierre 症候群とよび，多発性の肺炎や肺膿瘍を合併する場合もある
ため，この病態が疑われた場合には頸胸部造影 CT が有用である．
vi) 喉頭
喉頭蓋炎については前述の通りだが，単純 X 線写真所見の鑑別と
して喉頭蓋谷嚢胞が挙げられる．
vii) 咽頭後間隙
前述の咽後膿瘍の鑑別として，川崎病での咽頭後間隙浮腫（Fig.8），
縦隔腫瘍などによるリンパ路や静脈の鬱滞に伴う浮腫がある．この領
域は CT での評価が一般的だが，MRI での代用も可能である．
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Fig.8 川崎病による咽頭後間隙浮腫

viii) 頸動脈間隙
咽頭後間隙同様，この領域も縦隔に通じているため降下性壊死性縦隔炎の経路となりうる（ ‘Lincoln

Highway’）2）．また頸動脈そのものに感染が及ぶと仮性瘤を形成しうるため，細心の注意が必要である．
ix) 椎周囲間隙
化膿性脊椎炎により脊椎周囲に膿瘍を形成することがある．頸椎の場合
は頭頸部腫瘍の放射線照射野に起きることがあり，成人に多い．画像上，
咽後膿瘍や他の間隙の鑑別が難しいことがあり，CT のみでは脊椎炎の発
見が遅れることもある（Fig.9）．椎間板炎や椎体炎の評価には MRI が極め
て有用である．
x) 咀嚼筋間隙
咬筋，側頭筋および内側・外側翼突筋といった咀嚼筋群が含まれる上下
に広がる間隙であり，この領域の炎症の多くは歯性感染症が原因である．

Fig.9 椎周囲間隙膿瘍

xi) 唾液腺
耳下腺炎・顎下腺炎としてムンプスが代表的だが，画像検査の対象になることは少ない．その他の唾液腺炎
には化膿性，自己免疫性のものがあり，特殊なものとしては HIV 関連唾液腺炎がある．耳下腺の特徴として内部
や表面にリンパ節が分布しているため，顎下腺とは鑑別疾患が異なる場合がある．先天性頸部疾患に含まれる
第１鰓裂奇形は耳下腺間隙内に発生する．舌下腺閉塞に伴う貯留嚢胞はガマ腫とよばれ，破裂したり（潜入性
ガマ腫），感染を合併することがある．
xii) 甲状腺
化膿性甲状腺周囲炎の原因として梨状窩瘻があり，小児から若年成人
の左側に好発する（Fig.10）．画像上，悪性腫瘍に類似し，鑑別に苦慮す
ることがある．その他，亜急性甲状腺炎，自己免疫性疾患である
Basedow 病や橋本病がある．
Fig.10 化膿性甲状腺周囲炎

xiii) 先天性頸部疾患

鰓裂奇形，梨状窩瘻（上述），甲状舌管嚢胞/正中頸嚢胞，リンパ管奇形などが挙げられる．感染を契機に発
症することがあり，初回画像検査時に鑑別を誤ると，適切な治療法に結び付かなくなる恐れがある．
xiv) 軟部組織
皮下軟部組織は外傷や異物などにより蜂窩織炎に至ることがある．鑑別として石灰化上皮腫，結節性筋膜炎
や化骨性筋炎などがあり，新生児であれば筋性斜頸 fibromatosis colli も挙げられる．まれではあるが横紋筋肉
腫といった腫瘍や進行性骨化性線維異形成症（fibrodysplasia ossificans progressiva: FOP）にも留意したい．
xv) 側頭骨
中耳炎や乳突峰巣炎は common disease であるが，重症化すると融合性乳突洞炎（骨破壊を伴う膿瘍形成），
Bezold 膿瘍（乳様突起下方から胸鎖乳突筋に沿って膿瘍形成）や頭蓋内波及に伴う S 状静脈洞血栓症に至る
ことがある．
参考文献
1）H・リック・ハーンズバーガー，監訳 多田信平： 頭頸部画像診断ハンドブック．医学書院 MYW. 1998
2）Kono T, et al: CT findings of descending necrotising mediastinitis via the carotid space (‘Lincoln Highway’).
Pediatr Radiol;2001(31):84-6
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ワークショップ テーマ A 一般分科会

『頸部領域の炎症疾患における撮影技術〜乳幼児・小児を中心に〜』
Imaging Techniques for Cervical Inflammatory Diseases in Infants and Children
座長：刈谷豊田総合病院（撮影部会委員）前田 佳彦
りんくう総合医療センター（撮影部会委員）中前 光弘
1．はじめに
乳幼児・小児では, 必要に応じて入眠処置がなされる. 腫脹や強い痛みによりルーティンの条件では
撮影が困難な症例もあり, 被ばく低減技術を最大限活用, 工夫した撮影が望まれる. 今回は, 頸部領域
の炎症性疾患(リンパ節病変, 膿瘍など)に焦点をあて, 一般撮影, CT, MRI, 超音波において良質な撮
影技術（撮影画像）の提供と安心安全に撮影を実施するためのコツを学ぶ. なお, モダリティの特性に
応じて頭部や胸部など含むことを付け加える.
2．画像検査の正当化と最適化
画像診断の基本は, 正当化と最適化であるといっても過言ではない. 正当化は, 医師が本当に必要十
分な検査を厳選して行うことである. 特に乳幼児・小児は成人より余命が長く, 成長著しく細胞分裂が
盛んなため検査の侵襲に対して感受性が高い傾向がある. 一方で検査の実施が判断された後に行われる
のが最適化であり, 撮影室内で患者をアセスメントする我々の重要な役割の一つである. X 線を使用す
る撮影を例に, 臨床的に妥当な画像まで画質を調整して必要な X 線量で撮影を行うことが最適化の考え
方である. ALARA(As Low As Reasonably Achievable)の原則 1)「すべての被ばくは社会的, 経済的要因を
考慮に入れながら合理的に達成可能な限り低く抑えるべきである」に従えば理解に易いが, 最適化の本
質は非電離放射線である MRI や超音波においても同様と考える.

3．議論のポイント
施設の現状（目的, ニーズなど）, 課題, 対策について成人と異なる点を整理しながらすすめる. 特
に被ばく低減技術や検査時間を短縮する工夫, 標準的な撮影の質を提供するための教育の取組み,

ヒ

ヤリハット事例の対策, コミュニケーションの取り方など時間の許す限り議論する.

4．まとめ
我々は根拠に基づいた撮影技術を磨き上げてゆく責務がある. しかし, 乳幼児・小児患者は, 自身の
病についてよく理解していないまたは意思疎通が困難な状況もあり, 親へ安心感を与える対応が成人患
者以上に必要になる. 技と心, バランスのとれた技術の提供が良質な撮影画像の提供に不可欠であると
考える.
参考文献
1）国際放射線防護委員会. 1977
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ワークショップ 一般分科会
テーマ A：頸部領域の炎症疾患における撮影技術〜乳幼児・小児を中心に〜

『X 線撮影による小児頸部炎症性疾患について』
Pediatric Cervical Inflammatory Disease of General Radiography
茨城県立こども病院
本元 強
1．はじめに
今回は，X 線撮影による小児頸部炎症性疾患について，頸部から胸部領域まで範囲を広げて説明していく．
小児の X 線撮影システムは，ＣＲからＦＰＤへと推移しており，より低被ばくで高精細な画像が得られるようにな
ってきている．しかし小児では，小児特有の疾患と解剖を基にした撮影技術が求められる．また小児患者（患児）
に適した環境，安全に検査を行うための固定具なども重要になってくる．そこで，まず撮影技術について，当院
の撮影システム及び固定具の紹介をしていく．そして，一般的な小児撮影についての注意事項，各種撮影条
件とポジショニングなどを紹介する．その後，頸部領域および胸部領域の症例について説明していく．

2．撮影システムと固定具について
当院の装置は，X 線撮影装置 DHF-158HⅡ（株式会社日立メディコ），一般 X 線撮影立位固定台 FUJIFILM
DR CALNEO PU（富士フイルムメディカル株式会社），小児立位専用撮影台 SA-PB1（三共医療機株式会社）
と CALNEO Smart C12（富士フイルムメディカル株式会社）を組み合わせて撮影している（Fig.1）．現在，国内
で使用されている小児及び乳幼児で使用できる撮影台は，当院で使用しているような椅子に座るタイプと，ネッ
トで固定するタイプの２種類に分けられる．ネットで固定するタイプで国内での販売実績が多いものがファンティ
クサー（日興ファインズ工業株式会社）である（Fig.2）．両方のタイプに共通する性能として，対象年齢は 0 から 4
歳程度であり，正面・側面の撮影に対応可能，六切から四切のカセッテを使用可能である．
次にそれぞれの固定台の特徴について述べていく．まず SA-PB1 のような座るタイプの固定台は，大学病院
や小児専門病院で多く導入されているが，生産停止になっているものが多く，新規での入手が困難である．撮
影の介助者を含めて 2 名以上での撮影を想定されて作成されている．それに対して，ネットで固定するタイプは，
固定後は撮影者 1 名での対応が可能であり，正確な正面像・側面像の撮影が可能である．使用時には，固定
のネットが画像に写りこむので，注意が必要である．

Fig.1 当院の一般撮影

Fig.2 ファンティクサー
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3．小児頸部撮影の注意事項とポジショニングについて
当院での FPD システムでは「頸部」の撮影処理項目は無く，撮影頻度が多い「上気道」で処理をしている．小
児は体格が小さいので，頭部から頸部を含めて「頭頸部」，頸部から胸部を含めて「頸胸部」で撮影される施設
もあると想定される．複数部位をまとめて撮影するときの注意点として，画像の中心線がどこになるかを読影時
に留意する必要がある．
次にポジショニングについて述べる．撮影時には，介助者を含めて原則 2 名以上での撮影が望ましい．当院
での，介助者 2 名と撮影者 1 名でのポジショニングを説明していく．頸部・上気道正面は，下顎の角度に合うよ
うに管球に角度をつけて（15°程度）撮影をしている（Fig.3）．下顎が咽頭に重ならないように注意して撮影する．
頸部・上気道側面は，腕ができるだけ撮影範囲に入らないように両上肢を後方に保持し撮影をしている（Fig.4）．
気管支に肩が重ならないように注意して撮影する．もう 1 名介助者がいる際は，頭部を固定し，下顎が前屈しな
いようにしている．正面・側面のどちらも吸気での撮影が基本である．撮影条件については，距離は 150cm，管
電圧・管電流については当院の基本条件を体格に応じ適宜変更して撮影している．数値については誤解の無
いように，講演時に説明を補足しながら提示する．

Fig.3 上気道正面

Fig.4 上気道側面

4．疾患について
今回のテーマである小児頸部という解剖領域は，年齢に伴う正常像の変化が著しい中枢神経や骨などと比較
すると，「成人における正常所見」と「小児における正常所見」との差が比較的小さいとされている．しかし，対象
とする疾患や，異常所見が発見された場合の診断へのステップは，成人と小児とで大きく異なっているので，撮
影方法を含めて我々診療放射線技師が注意すべき部位である．特に側面像が診断時に有用であるので，吸気
での撮影，正確な正面・側面像であるか，頸部が伸展されているかなどを，撮影後に確認することが重要である．
また，小児では頸部から胸部を含めて気道疾患を診断することが多いので，胸部を含めた疾患を提示していく．
【アデノイド・扁桃】
アデノイドや扁桃は生後 6 カ月ごろから発達をはじめ，6 歳ごろが最大となる．
成人でアデノイドや扁桃の著しい肥大をみた場合には，悪性リンパ腫などの全
身疾患を考慮すべきであるが，小児では一部の例外を除けば生理的肥大が過
剰であるか，感染症に伴う肥大と考えてよいとされている．画像上は側面像でア
デノイドと軟口蓋との空気の幅が，軟口蓋の厚さよりも薄い場合を気腔の狭小化
ありと判定するが，臨床所見の有無と程度が優先されるべきである．

Fig.5 アデノイド肥大
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【咽喉頭】
小児の咽頭後壁の軟部組織は成人に比して相対的に厚いが，椎体前後径の
3/4 を超えることはないとされている．しかし前屈位で撮影すると容易に厚く描出
されてしまうことに注意を要する．咽後膿瘍などの診断の際には，必ず中立位あ
るいは伸展位で撮影する必要がある．

Fig.6 急性喉頭蓋炎

【肺炎】
免疫力が低く，集団生活の中にいることが多い小児は，肺炎への感染と
重症化のリスクが高い．肺炎の診断は，症状と血液培養検査や胸部 X 線検
査などから総合的に判断する．胸部 X 線検査は，被ばく量も少なく，多くの
施設で迅速に検査ができることから，小児の画像診断においても重要性が
高い．ここでは，マイコプラズマ肺炎の症例を紹介する．6 歳以上の小児の
肺炎で最多であり，細気管支・気管支粘膜紹介を生じる（細気管支炎）．炎
症が抹消に進展し肺胞内に進出物が広がると肺炎像をきたす．マイコプラ
ズマ肺炎の画像所見として，すりガラス影や浸潤影など多彩な所見が見ら
れる．
Fig.7 マイコプラズマ肺炎
5．最後に
小児の X 線撮影技術は，システムの性能向上によって低被ばくで高画質を得られるようになり，最も簡便な画
像診断方法といえる．その一方で，小児の正確な頸部 X 線撮影は非常に困難であるので，安全性を担保しなが
ら，診断に有用な画像を提供する必要がある．今回の筆者の情報が，今後読者の臨床の役に立てば幸いであ
る．
6.謝辞
今回の執筆にあたり，多数のご施設からご協力を頂いた．茨城県立こども病院の放射線技術部の皆さま，東京
都立小児医療センターの河野達夫先生，国立成育医療研究センターの平松千春様，獨協医科大学埼玉医療
センターの小松崎祐貴様に心からの謝辞を記載する．
参考文献
1) 河野達夫. 小児の画像診断：正常との比較を中心に 頭頸部．臨床画像；（Vol.27，No.8，2011）：928-932
2) 魚住 春日, 寺本 篤司, 他．Mask R-CNN と Radiomic 特徴量を用いた胸部 X 線画像における小児肺炎の
検出．医用画像情報学会雑誌；（2021 年 38 巻 2 号）：80-88
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テーマ A：頸部領域の炎症疾患における撮影技術〜乳幼児・小児を中心に〜

『小児頸部 CT 検査における安心と安全のための撮影技術』
Imaging Technology for Safety in Pediatric Cervical Computed Tomography
刈谷豊田総合病院
長谷川光太郎
1．はじめに
CT 装置は，医療技術が高度化し，低線量でノイズの少ない画像を提供することが可能であるが，多列化・高
速化に伴い適応が拡大している．小児 CT 検査は，被ばくを伴う検査であるが，放射線画像診断において臨床
的価値の高い検査といえる．さらに小児 CT 検査は入眠処置を行わずに検査を行うことも多く，検査の準備や小
児の扱いに慣れたスタッフによる対応が求められるため，再撮影を防止するうえでスタッフ教育が重要である．ま
た小児頸部領域は小児科・耳鼻科が連携して診療を行う．そのため医師と話し合い，対象とする疾患に対しての
適切な撮影範囲の設定を行うことが被ばく低減において重要である．
小児の頸部腫脹をきたす主な疾患は炎症性疾患・腫瘍性疾患・嚢胞性疾患に分類されるが，特に炎症性疾
患においては腫脹や強い痛みが生じるため，撮影時には工夫が必要である．咽頭痛をきたす症例の中には致
命的な疾患が存在し，killer sore throat と表現される．小児頸部の炎症性疾患としてリンパ節病変・深頸部感染
症(頸部膿瘍)等を対象に放射線画像診断のために CT 検査が行われている．
小児頸部 CT 検査を安全に実践する上で，疾患の特徴・解剖の理解が重要である．ここでは代表的な小児深
頸部膿瘍と間隙，killer sore throat と患児の対応方法について記述する．

2．小児深頸部膿瘍と間隙
小児深頸部膿瘍は非常に稀で，咽後膿瘍と扁桃周囲膿瘍が多い．診断には造影 CT が有用であり典型例と
して膿瘍形成は低吸収域の辺縁に造影効果を認める．一方，膿瘍形成には到らず蜂窩織炎の状態では，低吸
収域の周囲に造影効果を認めない．CT にて咽後部に低吸収域が存在する場合は，川崎病との鑑別が必要とな
る．一般に川崎病では低吸収域の辺縁に造影効果は認めない．川崎病は 4 歳以下に好発であり，咽後膿瘍の
好発年齢と症状も類似し，咽後膿瘍の鑑別疾患として注意が必要である．
扁桃周囲膿瘍，深頸部膿瘍ともに頸部筋膜間間隙に生じた感染症の総称で気道狭窄，縦隔炎，敗血症など
の重篤な合併症を引き起こすことがあり致死性を有する．
間隙は筋膜間の潜在性間隙のことを意味する．その内容は疎性結合組織あるいは実質臓器である．臨床的
には，炎症の進展する道筋になることから重要視される．
3．killer sore throat と患児の対応方法
日常診療において咽頭痛を訴えて来院する患者は非常に多く，その多くは急性喉頭炎や扁桃炎である．しか
し咽頭痛でも速やかに対応しないと致命的となる疾患があり，Killer sore throat と呼ばれている．Killer sore throat
は扁桃腺周囲膿瘍，急性喉頭蓋炎，咽後膿瘍，口腔底蜂窩織炎，化膿性血栓性内頚静脈炎，アナフィラキシ
ーの 6 つの疾患がある．特に小児において，これらは急激な気道狭窄による呼吸困難や窒息をきたしたり，深頸
部や縦隔に波及する炎症や膿瘍を併発したりすると致命的となる．上気道閉塞を示す Red flag sign は，くぐもっ
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た声，嗄声，唾を飲み込めない，tripod sign(三脚位)等がある．tripod sign は前傾姿勢で呼吸補助筋を使う呼吸
のことである．急性喉頭蓋炎，頸部膿瘍，扁桃腺膿瘍などの上気道閉塞疾患を疑い Red flag sign を認める場合
に CT 検査を実施する際は，気道閉塞に注意が必要である．仰臥位で行う場合は肩の下にタオル等を敷き固定
具等を用いるなど，安定した気道の確保を優先することで安全に検査を実施する．また仰臥位が困難な場合，
無理な体位は避け安全を優先することが重要である．

4．まとめ
我々は小児 CT 検査において検査の準備段階から患児の安全に十分配慮することが求められる．そのために
は病態を理解し，検査対応時は患児の観察に努めることで，診断に有益な CT 画像を安全に提供することがで
きる．
参考文献
1） 有本友季子，深頸部膿瘍：小児における留意点．口咽科；2013(26):7-11
2） 渡辺哲生，解剖から見た扁桃周囲膿瘍・深頸部膿瘍．口咽科；2016(19):9-17
3） 片岡慎吾，川内秀之，小児頸部腫脹の取り扱い．頭頚部外科；2010(20):103-111
4） 片岡慎吾，川内秀之，耳鼻咽喉科領域の重篤な感染症の取り扱い．日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌；
27(1):249-256
5） 清水博之，柳瀬健太郎，津田謙之介，他．切開排膿術を施行した小児咽頭頸部感染症 17 例の比較的検討．
小児感染症；20(2):141-147
6） Jenny K，Barton F，James D，他．Multiplanar CT and MRI of Collections in the Retropharyngeal Space: Is It an
Abscess?．AJR Am J Roentgenol；2011(196):426-432
7） 竹田貴策，伊藤卓，川島慶之，他．小児頸部感染症の臨床統計．日耳鼻；2016(119):1379-1387
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テーマ A：頸部領域の炎症疾患における撮影技術〜乳幼児・小児を中心に〜

『小児患者の MRI：安全性と検査成功に欠かせないもの』
Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Patients: Essentials for Safety
and Successful Examination
北里大学病院
小見正太郎
1．はじめに
MRI 検査は狭い空間で比較的長い時間の体位保持が必要であり，さらに騒音を伴うため，小児患者にとっ
ては難しい検査である．体位保持できない小児患者に対しては，薬剤を用いた鎮静下で検査を施行すること
があり，安全面に十分注意しなければならない．また，検査の質の観点では，小児患者は成人患者と比べて被
写体が小さいため，これを考慮した使用コイルの選択や撮像条件の設定等が必要である．
ここでは小児鎮静 MRI 検査の安全管理と小児 MRI 検査に必要な撮像技術などについて述べる．
2．小児鎮静 MRI の安全管理
小児患者の MRI 検査では，被写体が小さいためガントリー内（コイル内）にいる患者の観察が成人患者より
も困難である．また，検査中に異常を感じても患者自ら訴えることが困難であるため，MRI 検査に携わる医療ス
タッフは，患者の安全確保により強い意識をもって対応する必要がある．特に薬剤を用いた鎮静下で検査を施
行する場合はリスクが増大するため，さらに十分な安全管理体制を整えた上で検査を実施しなければならない．
小児患者の鎮静 MRI 検査をより安全に行うための基準として，日本小児科学会，日本小児麻酔科学会および
日本小児放射線学会から「MRI 検査時の鎮静に関する共同提言」が公表されており 1)，主に以下について示
されている．
①説明と同意
②患者の評価
③緊急時のためのバックアップ体制
④鎮静前の経口摂取の制限
⑤患者の監視
⑥検査終了後のケアと覚醒の確認
当院では，この共同提言に基づき安全管理体制の見直しを行った

Fig.1 生体情報のモニタリング

経験がある．その際に特に認識を改めたことは，どの鎮静薬も大きなリスクがあるということである．注射剤でな
くても経口剤・坐剤であっても心肺停止に到った症例も報告されており，いかなる鎮静薬でも事故が起こりえる
ということを念頭に置いて安全管理を行うことが重要である．特に検査中はコイルや固定具等で覆われていたり，
検査室が薄暗かったりするため，小さな小児患者の監視は極めて困難である．したがって，鎮静中は生体情報
モニターの装着は必須である．共同提言では，パルスオキシメーターは必ずしなければならないとされており，
さらにカプノメーターの使用についても強く推奨されている．当院では，経口剤・坐剤を使用する場合はパルス
オキシメーターを，また，注射剤を使用する場合はパルスオキシメーターとカプノメーター（Fig.1）の装着を義務
づけ，監視を行っている．
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MRI 検査室内は強磁場が発生している特別な環境であるため，これらの生体情報モニターを含む医療機器
は，MRI 対応の機器である必要がある．これらの機器が準備されていない施設では，小児鎮静検査を行うべき
ではないと考える．また，小児鎮静検査では，患者の急変等も予測されるため，MRI 検査室内に MRI 非対応
製品が持込まれないように，検査を担当する診療放射線技師は安全管理に責任を持つ必要がある．
3．小児の頭部 MRI 検査
小児は成人と異なり被写体が小さいため，体型に合わせて
撮像条件を最適化する必要がある．FOV を小さくしたり，スライ
ス厚を薄くしたりすると SNR が低下するため，他の撮像条件を
調整して SNR を補う必要がある．その際，加算回数を増やすと
SNR は増加するが撮像時間が延長する．小児は特に短時間
での検査が望まれるため，SNR と空間分解能のバランスはより
シビアに調整する必要がある． 一方で，小児 MRI において
は，小さい被写体に合う適切な大きさや形状のフェーズドアレ
イコイルを選択することが重要である．これによりベースライン

Fig.2 頭部専用フェーズドアレイコイル

の SNR が担保でき，加算回数等を現実的な範囲に抑え，撮像
時間の延長を最小限にできると考える．また，SNR に余剰があ
ればパラレルイメージングを利用して撮像時間を短縮すること
も可能である．患者の固定のしやすさについても，コイルを選
択する要素の一つになると考えている． 例えば，当院の MRI
装置では，頭部専用フェーズドアレイコイルには 8 および 12 チ
ャンネルコイルの 2 種類があり，それぞれ形状が異なってい
る（Fig.2）．新生児や乳児のように被写体が小さい場合は，

Fig.3

固定のしやすさも考慮し 8 チャンネルコイルを使用している．

リファレンスデータとの位置ずれで発生
した感度補正不良例

フェーズドアレイコイルは高い SNR とパラレルイメージングの
使用を可能にするため画質と撮像時間を調整しやすい一方
で，感度補正ソフトウェアによる信号不均一補正が必須であ
る．この補正法で一般的なのは，あらかじめ取得したコイルの
感度分布情報であるリファレンスデータをもとに信号を均一に
補正する手法である．リファレンスデータを撮像シリーズと別に
取得する場合は，リファレンスデータと撮像シリーズの撮像の
間に患者が動いてしまった場合，リファレンスデータを撮り直さ
ないと位置ずれの影響で補正がうまくいかずに病変と紛らわし
い画像となってしまう可能性がある（Fig.3）．また，新生児のよう
な極めて小さな被写体の場合は，リファレンスデータの画像の
空間分解能が低すぎるとパーシャルボリューム効果の影響
で補正がうまくいかないこともあるため，リファレンスデータ
も被写体の大きさを考慮した撮像条件で収集することが望
14

Fig.4

リファレンスデータの空間分解能の違い
による感度補正への影響

ましい（Fig.4）．リファレンスデータの取得が撮像のプレスキャンに自動で組み込まれている場合は被写体の大
きさに合っていない条件でデータ収集している可能性もあるため注意が必要である．

4．検査プロトコール
検査プロトコールを整備することで，撮像条件や撮像内容の標準化が可能となり，検査担当者に依存しない
一貫した検査を実施しやすくなる．特に小児の場合は，年齢に応じて頭部の大きさや脳実質のコントラストが変
化するため，検査担当者が自由に TR，TE 等の撮像条件を調整することは避けるべきである．当院では年齢に
応じた小児頭部専用プロトコールを作成し，撮像条件も年齢に応じて固定して撮像している（Table 1）．また，
磁場強度は 1.5T に限定して行っている．年齢による撮像内容の違いはないが，疾患によって必要があればあ
らかじめ放射線診断医から追加撮像や撮像内容の変更の指示を受けて検査の準備をしている．
Table 1. 当院の小児頭部 MRI プロトコール（1.5T のみ）
2 歳以下
撮像シーケンス

FOV (cm)

slice 厚 (mm)

3 歳以上 7 歳未満
FOV (cm)

slice 厚 (mm)

7 歳以上
FOV (mm)

slice 厚 (mm)

T1 Sag

24

7

24

7

24

7

T2 Ax

18

4

20

5

22

5

T1 Ax

18

4

20

5

22

5

T2 star Ax

18

4

20

5

22

5

FLAIR Cor

18

4

20

5

22

5

DWI Ax

22

5

22

5

22

5

頭のサイズが大きく上記の視野に入らなかった場合，変更してレポート連携コメントに明記する
本来であれば検査プロトコールによる標準化は必ず放射線診断医と協議の上で進めて行く必要があると考
えるが，それが難しい場合は年齢による撮像プロトコールや疾患に応じた追加撮像が記載された報告を参考
にすると良いかもしれない 2)．こうしたワークフローで MRI 検査にそなえることは，検査目的の不達成だけでな
く不要な撮像も回避することができる．あらかじめしっかりとプロトコールを準備しておくことは，長時間の検査を
できるだけ避けたい小児患者の検査にとって重要なことである．

5．まとめ
小児の MRI 検査を施行するには，小児を対象とした安全管理・撮像技術が重要である．安全管理では，関
連学会の提言・ガイドライン等を参考に，医師・看護師・診療放射線技師が連携して十分な安全管理体制を構
築することが必要である．また，撮像技術の面では，可能な範囲で検査の目的を短時間で達成できるように成
人との違いが何かをよく考え，あらかじめ十分な検査プロトコールを準備しておくことが必要である．そのために
は，MRI の撮像シーケンス，撮像条件（撮像時間も含む），使用コイルの特性および疾患などに対する総合的
な知識を習得する必要がある．
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6．参考文献
1)

MRI 検査時の鎮静に関する共同提言.日本小児科学会雑誌. 2020;124 巻 4 号:771-805.

2)

Dawn E Saunders, Clare Thompson, Roxanne Gunny, et al. Magnetic resonance imaging protocols for
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『超音波による小児頭頚部炎症性疾患』
Sonographic Imaging of Inflammatory Neck Disease in Children
東京医科大学病院
河本 敦夫
1．はじめに
超音波検査の利点として，被ばくがない，造影剤を必要としない，対象をリアルタイムに観察できる，
血流を可視化できる，費用が安い，そして院内に多数ある，などである．症候時に必要な局面の多い小児
に対してはまさにうってつけのモダリティといえよう．特に検査の正当性と妥当性が問われる現在，小児
頭頸部領域において超音波検査は第一選択の画像検査である１）．
一方で超音波検査は，決められた部位を撮影していく画像
検査ではない．最低限取得する画像はあるが，主訴や症状を念
頭に検査者が対象を検索していく．そのなかで疾患の特異的
所見や周囲臓器との関連などを記録する．頭頸部超音波とい
っても一概ではなく，その検査目的により内容は大きく違う．
頸部の炎症性疾患，すなわち腫張や疼痛は日常よく遭遇す
る症状で，その検索に超音波検査が用いられることは多い．原
因となる疾患としては，主にリンパ節腫大，先天性嚢胞感染，
咽喉頭膿瘍が挙がるが，唾液腺，咽喉頭，皮膚・皮下，筋・腱，
甲状腺・副甲状腺，血管系などあらゆる臓器が対象となる
Fig. 1 対象となる頭頸部臓器
（Fig.1）
．今回，小児における頭頸部炎症性疾患に対する超音波検
査についての現状を中心に記述する．
2．検査
小児といっても新生児，乳児，幼児，学童と年代により，検査の目的や注意点はさまざまである．基本
小児は，啼泣，体動など検査の協力は得がたい場合が多く，①検査室を明るめ，②保護者同室（抱っこ），
③できるだけお話をする，を心がけ対応する．通常鎮静は必要ない．また途中で機嫌を損なう場合に備え
て，検査順序はまず最大の目的部位から始めることが肝要である．
検査の流れとしては，①病変の有無，どの位置にあるか，由来臓器は，嚢胞性か充実性か，カラードプ
ラでの血流はどの程度か，を確認，②検査者が鑑別疾患を絞り込み，③第 3 者に分かり易いキー画像を取
得する．自制が可能な幼児期以降では，頭頸部全体をスクリーニングし，決められた臓器を記録しておく
ことで客観性が高まる．また膿瘍形成が判明した場合，超音波ガイド下での穿刺吸引がなされるため，そ
のアプローチ方法を踏まえた画像を取得しておくとよい．
3．装置
近年の超音波診断装置は，フルデジタル化による電子的な
超音波ビームの形成および送受信が行われ，さまざまな画像
処理が可能となった．テッシュハーモニックイメージ，空間
コンパウンド法，特殊フィルターなど，画質を改善するアプ
リケーションは積極的に使用したい．CPU/GPU の性能上昇
Fig. 2 体表用高周波リニア型探触子（i24LX8，キャ
は，時間分解能の向上（高フレームレート）につながり，体
ノ ン メ デ ィ カ ル シ ス テ ム ズ ）： 周 波 数 帯 域 8.8動の多い小児検査に福音をもたらした．
24MHz(a)． ホッケースティック型探触子（L8-18i，
探触子に関しては，基本に周波数帯域 10MHz 以上を含む
GE ヘ ル ス ケ ア ・ ジ ャ パ ン ）： 周 波 数 帯 域 6.7体表用高周波リニア型を用いる．咽頭や胸腔内など深部に
18MHz(b)．
9MHz 血管用，皮下など浅部には 15MHz 体表用，さらには
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乳幼児頸部縦断走査用に開口幅が狭いホッケースティック型探触子があるとよい（Fig.2）
．
超音波画像は，ビーム集束前の浅い部位の画質は劣っている場合が多い．特に皮膚や皮下を明瞭に描出
する場合，音響カプラやハードタイプのゲルを厚く塗布することで改善できる．
4．対象疾患
１）リンパ節腫大
小児のリンパ節疾患はほとんどが有痛性疾患であることが多く，まずは臨床症状の部位と合っている
か否かを確認する．次ぎに大きさ，形状，内部エコー，リンパ門の有無，血流の多寡，周囲組織の輝度な
どを評価する 2）．リンパ節の大きさは，長径でなく短径で評価することが原則である．特にリンパ節は系
統的に腫大することが多いので，オトガイ下，顎下，深頸部，副神経部などその範囲の把握も重要である．
また壊死を示唆する嚢胞変性や，石灰化を疑う点状高エコーの合併に注意する（Fig.3）
．

a b

Fig. 3 菊地病（組織球性壊死性リンパ節炎）
，幼児期男児． 左頸部 B モード縦断像(a)では，中および下内深頚リンパ節に数珠状の
腫張を認める（矢印）．周囲脂肪織の輝度は上昇している．左頸部カラードプラ縦断像(b)では．これらリンパ節に豊富な血流シグナ
ルが流入する．

２）頸部膿瘍
頸部膿瘍は頸部の疎な結合組織からなる間隙に，限局性に膿が貯留した状態である．歯原性の場合，顎
下，舌下，咀嚼筋間隙に，扁桃咽頭感染症は，咽頭周囲間隙に発症する 3）．またリンパ節炎や先天性疾患
からの波及も少なくない．深い部位に形成した場合深頸膿瘍と呼ばれる（Fig.4）
．

a b

Fig. 4

深頚膿瘍，新生児男児．右頸部 B モード縦断像(a)では，右下顎角深部に腫瘤性病変を認め(矢印)，不整な混合性領域を内

包する.右頸部カラードプラ縦断像(b)では，血流シグナルは認めず膿瘍が疑われた．

３）唾液腺疾患
唾液腺にもさまざまな炎症性疾患が存在する．ムンプスウイルスによる流行性耳下腺炎，逆行性感染に
よる急性化膿性耳下腺炎，小児に多い反復性耳下腺炎などである 4）．また唾石の閉塞による硬化性唾液腺
炎も忘れてはならない（Fig.5）
．
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a b

Fig. 5 硬化性顎下腺炎，幼児期男児．両側顎下腺 B モード横断像（a）で，左顎下腺は丸く腫大，輝度は低下している(矢印)．左顎
下腺管 B モード長軸像（b）では，開口部近傍に唾石を思わす粗大高エコーが嵌頓し(矢印)，顎下腺管全域に拡張を認めた(矢頭)．

４）甲状腺疾患
小児や若年者に多いのは，先天性奇形をもとに発生する急性化膿性甲状腺炎である．多くは下咽頭梨状
窩瘻が甲状腺近傍に開口し，細菌感染を引き起こし，甲状腺に炎症が波及する病態である（Fig.6）
．
Fig. 6

急性化膿性甲状腺炎，10 歳代女子．甲状腺左葉腹側に

広がる，不整な低エコー域を認める(矢印)．周囲の前頚筋，胸鎖
乳突筋，広頚筋，そして皮膚・皮下構造物は大きく乱れる．頭側
に追うと左下咽頭梨状窩に連続しており，下咽頭梨状窩瘻による
炎症の波及が示唆された．

5．まとめ
検査を依頼する臨床側では，初診時の問診，視診，そして触診で，どの器官由来か，ある程度検討がつ
いている．検査前にその依頼目的を十分に把握しておくことが重要で，疾患概念を知らなければ不十分な
検査となってしまう場合もある．探触子を握る検査者は，想定される病変の特徴を理解のうえ検査に臨む
ことが重要である．
参考文献
1）
Riccabona M. Modern pediatric ultrasound: potential applications and clinical significance. A
review. Clinical Imaging 2006; 30(2): 77-86.
2）
河本敦夫． 第 9 章 その他表在 悪性リンパ腫とリンパ節炎を鑑別するポイントは何か． Medical
Technology 臨時増刊 先輩が伝授する超音波検査 100 の教え（高梨 昇，谷内亮水 編） 2013;
41(13): 106-118.
3）
河本敦夫．その他疾患．超音波エキスパート 15 頸部エコーのスクリーニングとステップアップガイ
ド（来住野修，高梨 昇 編）
．医歯薬出版，東京，2015: 106-118.
4）
岡村隆徳．頸部：唾液腺．小児超音波検査法 -体表編-．医療科学社，東京，2019: 21-44.
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教育講演
テーマ B（CT 分科会）
：

『放射線診断専門医が求める CT 検査の標準化』
Standardization of CT scans required by diagnostic radiologists
国立病院機構水戸医療センター
井田 正博
前回の改訂（2016 年）から 4 年が過ぎ，画像診断を取り巻く状況も大きく変化した．CT 検査の 1 検査で発生す
る画像枚数も増加しているのに対して慢性的な放射線診断専門医不足により，画像診断報告書の質を落とすこと，
報告書作成の遅れが依頼医の確認漏れにつながることが憂慮される．また，「とりあえずＣＴ検査」という専門外の
医師により必要性の低い検査が行われたり，必要性の低い部位を含む広範囲の検査が行われていることが懸念
される．こうした放射線診断専門医の「画像診断管理」下にない検査は，放射線被ばくによる健康リスクの懸念を
増す一方で診療上の利益は少なく，さらに，放射線診断専門医が重要な画像の観察に使用できる読影時間を圧
迫する．診療上の利益と健康影響のリスクを比較考量した CT 検査の標準化による適正利用の推進が，放射線
被ばく低減のためにも画像診断報告書作成の迅速化のためにも，そして国民の健康と福祉に貢献するためにも
望まれる．
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ワークショップ テーマ B CT 分科会

『CT 撮影における標準化改訂に向けて』
Toward the Revision of Standardization in CT Imaging
座長：国立がん研究センター東病院（撮影部会委員）野村 恵一
静岡県立静岡がんセンター（撮影部会委員）瓜倉 厚志
1．はじめに
Computed Tomography（CT）検査は本邦での臨床応用から 40 年以上が経過し，現在では臨床に欠かすこと
のできない検査である．検出器の多列化により撮影時間の短縮やボリュームデータの取得，また造影技術の進
歩により CT 検査の適応が拡大した．さらに近年は逐次近似（応用）再構成を利用したノイズ低減や Dual Energy
技術による物質定量なども加わるなど多くの施設で利用されている．臨床に用いられる検査は画質や線量が最
適化され，エビデンスに基づいた診断価値の高い画像の提供が求められる．様々なパラメータ設定が可能な CT
検査において信頼のある画像を提供するためには，標準化された検査法が必要である．
2．X 線 CT 撮影における標準化について
X 線 CT 撮影技術の標準化は 2010 年に日本放射線技術学会が初めてガイドラインを作成した．その後 2015
年に改訂 2 版となり，記載された標準的な撮影技術によって今日まで患者および医療従事者の支援を行ってき
た．2 版から 7 年経過し現行機種に合致した内容となる様，改訂 3 版ではエビデンスに基づいたプロトコルの更
新，プロトコールシートの書式変更，Appendix による解説を基本に各分野のエキスパートが担当している．
3．プログラム
基調講演は初版から監修を担当いただいている井田正博先生（水戸医療センター）より，標準化された CT 検
査が医師のニーズにも合致しているのか，放射線診断専門医からの視点で講演いただく予定である．ワークショッ
プでは X 線 CT 撮影による標準化班の高木班長（千葉市海浜病院）から，これまでの標準化の課題と 3 版での改
訂ポイントについて解説いただく．各部位でのプロトコルについて，船山氏，三好氏，山口氏，田中氏に解説いた
だき，討論に入る予定である．

教育講演 放射線診断専門医が求める CT 検査の標準化
水戸医療センター

井田正博

ワークショップ ＣＴ撮影における標準化改訂に向けて
1.

標準化改訂のポイント

千葉市立海浜病院

高木卓

2.

頭部・頭頚部領域

勤医協中央病院

舩山和光

3.

腹部領域

岐阜大学医学部附属病院 三好利治

4.

循環器領域

華岡青洲記念病院

山口隆義

5.

救急領域

水戸医療センター

田中善啓

5．おわりに
CT 技術の進歩とともに診療放射線技師は最善の画像を提供すべく各技術を検査に適用してきた．改訂 3 版
においても日々の診療業務の頼もしい相棒として，また新しいエビデンス創出の一助となるよう期待したい．当日
は標準化に対するご意見，ご質問も是非頂戴したい．皆様のご参加お待ちしております．
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ワークショップ CT 分科会
テーマ B：CT 撮影における標準化改訂に向けて

『CT 撮影における標準化改訂のポイント』
Key Points for Revision of Standardization in CT Imaging
千葉市立海浜病院
高木 卓
1．はじめに
CT 撮影における標準化への取り組みは，2006 年の秋季学術大会から撮影分科会(現在の撮影部会)が中心と
なって議論が行われ，2008 年度学術研究班「X 線 CT 撮影における標準化～ガイドライン作成～」により取りまと
められた放射線医療技術学叢書(27)「X 線 CT 撮影における標準化～ガイドライン GuLACTIC～(初版)」1)が
2010 年 10 月に発刊された．その後，2014 年度学術研究班「X 線 CT 撮影標準化の調査研究班」により 2015 年
9 月に「X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～(改訂 2 版)」2)へと改訂が行われた．叢書は初版と改訂 2
版で延べ 8000 部以上が頒布され，国内の多くの施設で「標準化プロトコル」として臨床において活用されている．
標準化は装置性能や検査技術の向上に合わせて改訂が必須であり，2021 年度学術研究班「X 線 CT 撮影の標
準化改訂に向けた撮影プロトコルの調査と DRLs2020 への適応」では改訂に向けた調査研究を進めいる．本講
演では研究班での議論を含め，改訂のポイントを整理しながら全体像について解説する．

2．標準化の役割の再考
これまで標準化プロトコルは，初版で提唱された「検査を受ける人が最大の利益を有する CT 画像」の提供を
目指すと共に，「多くの施設で利用可能な標準プロトコル」を明確なものとして作成してきた．初版では，標準化
の必要性について研究班で協議を行い，作成するプロトコルの部位・疾患を設定した．また，それぞれの撮影
プロトコルは発刊当時の CT 稼働状況から装置の性能差に対応するため，「strong recommendation」，
「recommendation」，「option」と 3 段階に grade 分類を行い，多くの施設で利用できるように作成されている．
改訂 2 版では，日本医学放射線学会が作成した「画像診断ガイドライン 2013 年板」3)や，他の診断・診療に
関するガイドラインの記載内容も確認しながら，「推奨プロトコル」と「参考プロトコル」に分けて部位・疾患を設定
した． 更に，装置の稼働状況は 16 列以上のマルチスライス CT が主流となり，冠動脈 CT 等の特殊検査を除
けば装置の性能差が少なくなったことから，初版で採用した Garde 分類を廃止し，推奨条件(recommendation)
のみを掲載する形式とした．また，装置の稼働状況の変化により，CT-automatic exposure control : CT-AEC が
多くの装置で使用可能となり，新たな取り組みとして CT-AEC の使用を前提とした画質基準について調査を行
いプロトコルに記載した．更に，2015 年 6 月に医療被ばく研究情報ネットワーク (J-rime)より公開された診断参
考レベル 4)をプロトコルシートに掲載し，被ばくの最適化に対応している．
これまでの取り組みからも判るように CT 撮影における標準化は，最先端の撮影技術を示すものではなく，検
査に必要な最新の情報を付加しながら，多くの施設で実現可能な撮影プロトコルを「標準化」として示すことが
重要な役割と言える．

3．改訂のポイント
3.1 部位・疾患の設定見直し
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改訂 2 版において CT 標準化プロトコルを作成する部位・疾患を決定する際に参考とした画像診断ガイド
ライン 2013 年版は，その後，2016 年版，2021 年版と改訂が行われた．同様に，診療及び診断に関する国
内外のガイドラインの多くが改訂されていることから，研究班ではこれらのガイドラインを参照し，改訂を行う
部位・疾患の設定について見直しを行っている．Table1 に 2021 年 12 月時点での改訂 3 版にプロトコル
作成を行う部位・疾患を示す．今回のワークショップで取り上げる頭部・頭頚部，循環器，腹部，救急につ
いては担当の班員から詳細が報告されるため，この後に掲載されている資料を参照されたい．見直しの例
として，これまで胸部領域のプロトコルとして作成してきた「乳房」については，今回の改訂ではプロトコル
の設定を見送る予定としている．この理由として画像ガイドライン 2013 年版では，乳癌の広がり診断[推奨
グレード C1:科学的根拠はないが，行うよう勧められる]，多発乳癌の診断[推奨グレード C1]，乳癌原発病
変に対する術前療法の効果判定[推奨グレード B: 科学的根拠があり，行うよう勧められる]，術前の遠隔
転移検索(病期Ⅲ 有症状や有所見の患者)[グレード C1]等の記載があったが，2021 年版 5)では乳癌術前
の CT，PET，PET/CT による全身検索(Ⅲ期)において「勧められる」の記載のみであり，「乳癌術前の治療
方針の決定」等の clinical question : CQ には CT に関する記載がないことから，今回の改訂作業では作成
を行わない方向としている．なお，全身検索については「胸腹部」のプロトコルでの代用を想定している．

Table 1 CT 撮影における標準化改訂 3 版に掲載予定の部位・疾患一覧
3.2 改訂 2 版プロトコルの検証
撮影プロトコルには，「撮影範囲・呼吸制御」，「撮影条件」，「再構成条件」，「造影法」，「画像表示法」に
ついて詳細を記述してたが，改訂 2 版の発刊から 6 年が経過していることから撮影プロトコルの検証を進め
ている．特に，画質基準として改訂 2 版で採用した「filter back projection : FBP 法による標準関数，スライ
ス厚○○mm において，画像ノイズ(standard deviation : SD)○○~○○程度」の記載方法ついて，その妥
当性や画像ノイズ値の再検証，新たなエビデンスの検索を行っている．検討段階ではあるが研究班の方
向性として，今回の改訂においても改訂 2 版と同様の記載方法の採用を予定している，また，画質基準と
なる画像ノイズ値については今後も検証を進めて決定していく予定である．
3.3 改訂の新たな取り組み
改訂の新たな取り組みとしては，逐次近似応用再構成法を含む新たな画像再構成法への対応，低管電
圧撮影，Dual Energy CT について検討を行っている．画像再構成法については，広く臨床で使用されてい
る逐次近似応用再構成法を中心に，部位・疾患もしくはプロトコルごとに文献の検索と検証を行い，最終的
には FBP 法による基準画質に対して，線量低減の可能性について記載を行う予定である．また CT 装置の
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性能向上により低管電圧撮影や Dual Energy CT についても臨床での利用が進んでおり，その適応や撮影
技術について明確な基準を示すことが重要と考え，標準化の作業の中で検証を進め，部位・疾患別に方向
性を示せるように検討を進めている．
3.4 プロトコルシートの改訂
これまでのプロトコルシートの基本コンセプトとしては，見開き 2 ページで必要な情報のすべて把握出来る
形式を採用してきた．これは，利用者の利便性を優先して採用してきた形式であったが，例えば腹部領域
の撮影条件では部位毎の変更点が少なく，同様の内容が繰り返し記載されていた．今回の改訂では撮影
条件を領域ごとにまとめて掲載できるものについては，「○○領域の推奨撮影条件」として提示することを検
討している．この方法によりで，撮影条件のエビデンスや決定のプロセスを明示することが可能となり，前述
した逐次近似応用再構成法，管電圧撮影，Dual Energy CT についても詳細に記載することが可能なるもの
と考える．
3.5 Appendix の改訂および追加
CT 検査プロトコルを構築する上で必要な基本となる技術や最新の情報や集約し Appendix として掲載を
行ってきた．今回は，「造影技術」，「逐次近似(応用)再構成の特性」，「四肢骨．関節 CT の解説と画像作
成法」，「冠動脈 CT 画像表示方法」，「CT Colonography」，「被ばく線量管理」，「線量情報の収集」につい
ては改訂を行い，新たに，「管電圧の設定」，「Dual Energy CT」，「Metal Artifact Reduction(MAR)」の追加
を予定している．
4．改訂 3 版の出版に向けて
ここまで CT 撮影における標準化改訂のポイントについて約 1 年間の研究班での議論を踏まえ解説を行った．
研究班として残りの活動期間において，作成されたプロトコルの検証作業を進めていく予定である．検証に際し
ては，Minds 診療ガイドライン 20176)に取り入れられ，画像診断ガイドライン 2021 年版 5)で採用された GRADE
(grading of recommendations assessment, development and evolution) システムなども参考としながら検証を進め
ていく予定である．また，作成したプロトコルが「日本の診断参考レベル(2020 年版)」7)に適応できているかの検
証も進めていく予定である．
また，出版に向けて日本語版と英語版の同時発刊を目指して作業を進めている．改訂 2 版の英語版はすでに
発売されているが，国内では「GALACTIC」＝「CT 標準化プロトコル」として認識されているが，海外では
「GALACTIC」の知名度はなく，「CT 標準化プロトコル」として認識されていないため，英語版のタイトルの変更も
検討中である．

5．さいごに
今回のワークショップは．臨床において活躍されている会員の皆様からご意見を頂く貴重な機会である．我々
の目指している CT 撮影における標準化の改訂に対して，活発なご意見いただければ幸いである．
参考文献
1） X 線 CT 撮影における標準化「~ガイドライン GuLACTIC～」.日本放射線技術学会
2) X 線 CT 撮影における標準化~GALACTIC (改訂 2 版)~ .日本放射線技術学会
3) 画像診断ガイドライン 2013 年版．日本放射線医学学会，日本放射線科専門医会・医会.2013．
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4) 医療被ばく研究情報ネットワーク.最新の国内実態調査結果に基づく診断参考レベルの設定．2015

5) 画像診断ガイドライン 2021 年版．日本放射線医学学会．2021．
6) 小島原典子,他．Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2017.
7) 医療被ばく研究情報ネットワーク.日本の診断参考レベル（2020 年版）. 2020
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ワークショップ CT 分科会
テーマ B：CT 撮影における標準化改訂に向けて

『頭部・頭頚部領域』
Head, Head and Neck
北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院
舩山 和光
1．はじめに
2015 年 9 月に，X 線 CT 撮影における標準化（改訂 2 版）が発行され 6 年以上が経過した．この間，CT 装置
の進歩や，より多列な装置，ソフトウェアなどの普及により，とりまく環境の変化が考えられ，X 線 CT 撮影におけ
る標準化の改訂が行われることとなった．頭部・頭頚部領域において，基本的な撮影条件に大きな変化は無い
と考えられるが，現状を見据え改訂を行っていく予定である．
改訂にあたっては，秋田県立循環器・脳精髄センター 大村氏，佐賀県医療センター 好生館 三井氏，耳鼻
咽喉科 麻生北見病院 宮下氏の協力を得ながら改訂を進めている．

2．プロトコルシートの形式
今回の改定では，異なる部位・疾患においても，撮影条件が同一となる場合，一つの撮影条件を示すシートを
参照する形式をとることとなっている．しかし，頭部・頭頚部領域においては，部位・疾患ごとに撮影条件が異な
る場合が多く，部位・疾患ごとに撮影条件も示す改訂 2 版の形式を採用する予定である．
プロトコルシートを作成する予定の部位・疾患は以下の通りである．
【頭部領域】 頭部，急性期脳梗塞，頭部造影 3D-CTA，脳造影灌流画像(CT perfusion)
【頭頚部】 副鼻腔・眼窩，側頭骨，頚部，頚部造影３D-CTA
ここでは，頭部，頭部造影 3D-CTA を中心に，主だった項目について現状予定している内容を記述する．

3．頭部のプロトコル案
3．1 目的
脳出血,くも膜下出血,その他頭蓋内病変の検索．
3．2 撮影範囲
脳全体（大後頭孔～頭頂部）とし，基準線は眼窩外耳孔線（OM-line）とする．
3．3 管電圧
線質硬化の抑制，成人頭部 CT において低管電圧撮影及び高管電圧撮影の有用性に関する十分なエビデン
スがないため，120 kV を推奨する．
3．4 線量
CT-AEC の使用を基本として記述予定である．画質設定としては，出血の除外を目的とした頭部 CT の場合,線
量の依存はそれほど大きくはなく，filtered back projection 法による頭部用関数の 5 ㎜スライス厚で画像 SD が 4
程度を推奨する．また，ICRP Publication 118 では視覚障害性白内障のしきい線量が 0.5 Gy に引き下げられて
いることから，Organ Dose Modulation 機構が備わっている装置では，その使用が望ましい．
3．5 スキャン（回転）時間
26

画質を担保可能な線量と View 数を確保できるスキャン（回転）時間として 1 秒程度を推奨する．ただし，体動が
予想される場合は，モーションアーチファクトの低減に留意する．
3．6 総スキャン時間
特に規定しないが，コリメーション幅は散乱線の影響が少ないように設定し，ピッチはヘリカルアーチファクトの
影響が少ないように設定する．
3．7 スキャンスライス厚
MPR および３D 作成も考慮して，0.625 mm 以下を推奨する．
3．8 再構成関数
頭部用関数．線質硬化効果の補正処理が組み込まれている場合は使用する．頭部外傷後の頭蓋骨骨折の評
価には骨用関数が望ましい．
3．9 備考
頭蓋内金属による金属アーチファクトの低減を目的としてチルト機構や metal artifact reduction 機能を考慮する.
ただし，metal artifact reduction 機能は金属アーチファクトの低減に有用な手法であるが，アーチファクトを増大さ
せる可能性もあるため元画像との併用が望ましい．また, チルト機構を用いる場合は透過長の増加による線量不
足に留意する.
3．10 再構成 FOV
250mm 以下
3．11 再構成スライス厚及び再構成間隔
頭部条件：5 mm 骨条件：1.25 mm 以下

4．頭部造影 3D-CTA
4．1 目的
頭蓋内脳動脈病変(脳動脈瘤，脳動脈奇形，狭窄病変など)の精査および経過観察, 周囲血管との関係把握,
手術支援
4．2 撮影範囲
大後頭孔～側脳室上端とし，基準線は可能であれば眼窩外耳孔線（OM-line）とする.
4．3 管電圧
120ｋV．
低管電圧撮影はビームハードニングによる血管 CT 値の低下など多くの影響が考えられるため，それらの影響
を考慮した上で導入し，腎機能低下症例など造影剤の減量を目的とする場合に限定することを推奨する．
4．4 管電流
CT‐AEC は頭部用関数，最小スライス厚で画像 SD が 6～9 程度となるように設定する．ただし穿通枝など微細
血管の描出を求めない場合，およびノンヘリカル撮影の場合はこの限りではない．
4．5 スキャン（回転）時間
View 数低下に留意して設定する．
4．6 総スキャン時間
5 秒程度
4．7 スキャンスライス厚
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1.25mm 以下（0.625mm 以下推奨）
4．8 再構成関数
頭部用．ただし，BHC 補正を使用すると CT 値に影響を与える可能性があるため注意する.
4．9 備考
頭蓋内金属による金属アーチファクトの低減を目的としてチルト機構や metal artifact reduction 機能を考慮する.
ただし，metal artifact reduction 機能は金属アーチファクトの低減に有用な手法であるが，アーチファクトを増大さ
せる可能性もあるため元画像との併用が望ましい．また, チルト機構を用いる場合は透過長の増加による線量不
足に留意する.
4．10 再構成 FOV
200mm 以下
4．11 再構成スライス厚及び再構成間隔
頭部条件：1.25mm 以下(0.625 ㎜以下 推奨)で，間隔はスライス厚の半分以下．
4．12 造影条件
サブトラクション

開頭術

造影法

推奨

総ヨード使用量（mgI/kg）

400mgI/kg

400 mgI/kg

450 mgI/kg

400~450 mgI/kg

注入時間（s）

15 s

15 s

15 s

15 s

単純

－

○

○

○

動脈相

○

○

○

○

静脈の描出

－

－

－

○

(単純撮影の追加)

くも膜下出血

シミュレーション

くも膜下出血症例，および開頭術前シミュレーションにおいて，微細な血管構造の描出精度を担保するには内
頸動脈-後交通動脈部において 500 HU 程度の血管内 CT 値が望ましく，ヨード使用量，および注入時間に反映
させた．

5．おわりに
X 線 CT 撮影における標準化の改訂に向けての現状を，頭部，頭部造影 3D-CTA に関して記述した．検討を
進める中で発刊時には今回の記述と異なる可能性もあるが，今後，班員，協力員と検討を進めより良い内容とし
ていきたい．
参考文献
1）Stewart FA, Akleyev AV, Hauer-Jensen M, et al. ICRP statement on tissue reactions and early and late effects of
radiation in normal tissues and organs–threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. ICRP
publication 118. Ann ICRP 2012
2）浜口直子, 小寺秀一. 頭部 3D-CTA における CT-AEC の検討-撮影線量の適正化と血管描出について.
日放技学誌 2010; 66(6): 313-321.
3）Ramgren B, et al. CT angiography in non-traumatic subarachnoid hemorrhage: the importance of arterial
attenuation for the detection of intracranial aneurysms. Acta Radiol. 2015; 56(10): 1248-1255.
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ワークショップ CT 分科会
テーマ B：CT 撮像における標準化改定に向けて

『腹部領域』
Abdomen
岐阜大学医学部附属病院
三好 利治
1．はじめに
CT 検査に携わる診療放射線技師であれば周知していることではあるが, 腹部領域は複雑な走行をしている
血管や, 多種多彩な臓器が存在し, それぞれに特徴的な血流や病変が存在するため, CT における検査手法
は多岐にわたる. それに加えて近年は病変に対する治療の際に CT 画像が多用されることもあり, 各種ガイドラ
イン, 取り扱い規約等で CT 検査に求められる画像の提供条件が定められているため, それらを網羅した検査
手法となるような撮像・造影条件の設定が必要となってくる.
今回の標準化ガイドラインの改定では, 最新の各種ガイドライン, 取り扱い規約等に定められた内容に沿うよ
うに内容を再考し, 判りやすいように再編した. 本稿では改定された標準化ガイドラインの腹部領域について紹
介する.

2．設定部位
今回の標準化ガイドライン改定では, 腹部領域における撮像条件の設定部位を, 「腹部-骨盤部」「肝臓」「胆
嚢・胆道」「膵臓」「腎臓」「副腎」「尿路」「消化管」「CT-Colonography」の 9 項目に細分化した. 部位については
膀胱, 胃がんの術前など, 部位や対象疾患を考慮した撮像条件が班員から多く提案されたが, 現在の臨床に
おける CT 検査の位置づけや, 疾患に関わるガイドラインや取り扱い規約などの推奨グレードを考慮し, ガイドラ
インを参照する人が判りやすいように上記の 9 項目にまとめられた.
また, 腹部領域の特徴として, どの部位であっても撮像条件は大きく変化せず, 造影条件や撮像タイミングが
大きく異なっているため, 今回の改定版では各プロトコルシートの構成もその部分が判りやすい形となっている.
今回は各論として「膵臓」を例に挙げて改定内容を説明解説する.

3．「膵臓」について
膵臓の疾患に関わるガイドラインや取り扱い規約などのほぼ全てで 1),2),3),4), CT 画像による診断の推奨グレー
ドが高く設定されている. これは膵臓が体幹部に対し水平方向に細長い臓器であるため, 薄い断面かつ高い
分解能での診断が重要となるためである. 広範囲に状況を把握することが可能で, 侵襲性も比較的低く, 術者
や患者状況に影響されにくい CT 検査は, 臨床での運用面や技術的側面からみても, その臨床的有用性が高
いことは納得するところである.
今回の標準化ガイドラインでは, 膵臓の CT 検査の目的として「炎症や腫瘍発生位置の把握,周囲臓器,脈管
浸潤等の評価」とされている. これは先にも述べたように, CT 検査の特色である広範囲での炎症波及の状況や,
高い分解能を用いた腫瘍の状況把握, 切除可否を判断するための脈管浸潤把握が重要となっている旨が,
膵臓疾患のガイドラインや取り扱い規約などで示されているためである.
このことから, プロトコルシートでは再構成スライス厚, 再構成間隔は 2.5mm 以下とされており, 精査目的に
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は 0.5 ㎜～1.25 ㎜のスライス厚を用いることが推奨される. また, 再構成 FOV については「体格に合わせて設
定 (経過観察時は前回と FOV を同一にする)」とされているが, 膵臓は腹部領域の中でも比較的小さな臓器で
あるため, 拡大再構成有用である.
そのほかの画像表示方法として, MPR 作成は有用であり, 膵臓の診断において他の臓器や脈管との関係性
を把握しやすくなる, 膵管に沿った CPR 画像を作成することは,腫瘍と正常膵実質や膵管を含む脈管との位置
関係の把握にとても有用である. また, 術前の膵臓精査では, 腹腔・上腸管脈動脈や脾静脈・門脈の 3D-CTA
が術前マッピング画像としての有用性が高いため, 執刀医とのコミュニケーションを図り, 手術支援に必要な画
像を作成することが望まれる.
膵臓の病変は多数あるが, 今回の膵臓のプロトコルシートでは「慢性膵炎」「急性膵炎」「膵管癌」「膵神経内
分泌腫瘍」の撮像法について記載されている.
造影 CT 検査時の造影剤投与量は注入時間一定での体重換算法が推奨されており, 注入時間は 30 秒前
後, 総ヨード使用量は 520～600mgI/kg とされている.
ダイナミック造影 CT 検査時の撮像タイミングについては, それぞれの病変の診断に適切な撮影タイミングが
推奨されており, それに加え撮像された画像で確認する内容が記載されている. また, 現在の造影 CT 検査で
はボーラストラッキング法やテストインジェクション法等の循環速度の補正を行う造影手技が推奨される. 腹部
領域の全てのプロトコルシートで, ダイナミック造影 CT 検査時にはボーラストラッキング法が推奨されており, 詳
細については造影法のコメント欄に記載されている.
先にも述べたように, 膵臓のプロトコルシートでは「慢性膵炎」「急性膵炎」「膵管癌」「膵神経内分泌腫瘍」の
撮像法について記載されているため, それぞれについて簡潔に説明解説を行う.
「慢性膵炎」は単純 CT による「膵臓の形状確認」「膵管内結石の確認」「膵臓全体に分布する複数ないし,
びまん性の石灰化の確認」にて診断が可能となると慢性膵炎診療ガイドライン 20151)に「推奨度 1，エビデンス
レベル B」で記載されているため, 基本的には造影 CT 検査を行う必要がないとされている. 「慢性膵炎ガイド
ライン」に関しては 2021 年度中に新しいガイドラインが発刊予定であるため, 内容は随時更新する予定である.
「急性膵炎」の診断には, 造影 CT
検査による「造影 CT Grade」(Fig.1)が
用いられる. 急性膵炎診療ガイドライ
ン 20152)では原則として発症後 48 時
間以内にこの判定することとなっており，
炎症の膵外進展度と膵の造影不良域
のスコアにより適切な病期診断を行う,
Fig.1 造影 CT Grade

治療方針に大きく影響するため重要な

検査となる. また病期診断は, 短い期間で繰り返し行うことが急性膵炎診療ガイドライン内で推奨されている.
「急性膵炎診療ガイドライン」に関しても 2021 年度中に新しいガイドラインが発刊予定であるため, 内容は随時
更新する予定である.
「膵管癌」は基本的に乏血性腫瘍であり, 膵実質をしっかりと濃染することで腫瘍を抜け像として描出する.
そのため膵実質相の造影はとても重要となってくる. 膵管癌の進行度分類(Fig.2)は膵癌取扱い規約(第 7 版)

3)

で定められており, TNM 分類を行った後，その組み合わせで決定される．膵癌では局所進展度は腫瘍サイズ
および脈管浸潤で判断され分類される．
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膵管癌の切除可能性分類(Fig.3)は標準的
手術によりがん遺残をない状態にする R0 切
除が可能かどうかを示すもので, 画像上の脈
管浸潤により評価するため, ダイナミック CT に
よる動脈, 静脈, 門脈の描出が重要となる.
膵神経内分泌腫瘍の画像診断として, 腫
瘍の評価，遠隔転移の有無を把握するため
に多相ダイナミックでの造影 CT 検査が重要と

Fig.2 膵癌取扱い規約(第 7 版)による進行度分類

なる. 膵神経内分泌腫瘍は濃染が早く, 径が
小さいものが多いため正常膵実質が濃染する
前の早期動脈相での薄いスライスによる高画
質画像が重要となる. それでも多発する膵神
経内分泌腫瘍の濃染を全て捉えるのは難し
いとされており, 状態を正確に把握するため
多相ダイナミックでの造影 CT 検査に加えて,
IVR-CT 検査でのカルシウム負荷試験が施行

Fig.3 膵癌取扱い規約(第 7 版)による切除可能性分類

される場合がある. この際には, 先に行われたダイナミックでの造影 CT 検査の動脈相にて血管の走行把握が
重要となってくる.
プロトコルシートの最後には, 膵臓検査における Dual energy CT の有用性に関する論文などの報告がまとめ
て記載されている. Dual energy CT については, まだまだ発展途上ではあるが, 多くの論文が投稿されており,
臨床活用が可能な内容の論文も散見される. インパクトファクターがある論文で, 国内の CT 検査に合ったもの
が掲載されているため, ぜひとも一読いただきたい.

4．まとめ
今回の標準化ガイドライン改定は, 改定２版が発行されてから 6 年の歳月が経ち, 国内で疾病治療の参考

にされている多くのガイドラインや取り扱い規約が改定されたため, 各種ガイドラインや取り扱い規約の中で
の CＴ検査の推奨グレードを踏まえて, 現状のＣＴ検査に沿う形で改定が進められた. 本稿では「膵臓」を例に
挙げて説明解説を行ったが, 腹部領域全体で部位のとりまとめについても多くの工夫がなされており, 今回の標
準化ガイドラインは臨床現場でより使いやすいものとなっている.
参考文献
1） 編集：日本消化器病学会．慢性膵炎診療ガイドライン 2015(改訂第 2 版).南江堂，東京，2015.
2） 編集：急性膵炎診療ガイドライン 2015 改訂出版委員会．急性膵炎診療ガイドライン第 4 版.金原出版，東京，
2016．
3） 編集：日本膵臓学会. 膵癌取扱い規約 第 7 版．金原出版，東京，2016．
4） 編集：日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委員会．膵癌診療ガイドライン 2019 年版 第 1 版．金原出版，
東京，2019．
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ワークショップ CT 分科会
テーマ B：CT 撮影における標準化改訂に向けて

『循環器領域』
Cardiovascular
華岡青洲記念病院
山口 隆義
1．はじめに
「CT 撮影における標準化」が第 2 版となってから 5 年が経過し，その間に循環器領域に関する様々
なガイドラインも改訂された．CT は循環器疾患の診断や治療判定を行う上で益々重要なモダリティと
なってきており，特に冠状動脈 CT に関しては，直近の欧米における複数のガイドラインにおいて，虚
血性心疾患の解剖学的検査としてファーストラインに位置付けされた．よって，これまで以上にクオリ
ティが高く安定した冠状動脈 CT 画像の描出が求められることになるであろう．
また，被曝低減に有用とされる逐次近似応用再構成法を搭載した CT 装置が広く普及した．これを使
用することによって画像ノイズが低減されるため，循環器領域における血管描出を目的とした造影 CT
angiography において低管電圧や線量を低減した撮影などでの有用性が示されるようになり，各種のガ
イドライン上でも逐次近似応用画像再構成法の使用が推奨されている．よって，今回の改訂では逐次近
似応用画像再構成法に関するコメントも追加掲載される予定である．
2．冠状動脈
冠状動脈を撮影する CT 装置の条件としては，ガントリ回転速度が 0.35s で 64 列以上の検出器列以上
の装置が今回の改訂でも推奨される．心電図同期による撮影としては helical scan が基本とはなるが，
Japan DRLs 2020 では，冠動脈 CT の診断参考レベルが CTDI vol.で以前の 90mGy から 66mGy と変更さ
れた．この主な要因としては，逐次近似（応用）画像再構成法の使用に加えて prospective gating scan 法
の使用が考えられる．特に prospective gating scan 法は被曝線量の低減効果が高く，積極的な使用が求め
られる所である．それには，低心拍数での撮影が必須となるため，１管球型の CT 装置ではベータブロ
ッカー等による心拍数抑制が効果的である．Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT)の冠
状動脈 CT 撮影のガイドラインでは，目標心拍数を 60bpm 以下に設定するのが適切であるとしている．
また，前述したように，欧米のガイドラインでは，虚血性心疾患において冠状動脈 CT 撮影がファース
トラインに位置付けされた背景から，本邦においても，これまで以上の診断精度の向上が求められるこ
とが予想される．よって，今回の改訂では撮影時の目標心拍数は 60bpm 以下とする事を提案したい．
冠状動脈の評価に着目した場合，低管電圧を使用することにより CNR が向上し被曝低減効果や造影
剤減量などが期待できる．各種のガイドライン上でも体格に応じて低管電圧を使用することを推奨して
いるが，アーチファクトやノイズの増加には注意が必要である．逐次近似（応用）画像再構成法は，主
にノイズ低減に有効とされており，低管電圧を含め線量が低減された撮影において診断能を担保したま
ま被曝の低減に有用とする報告が数多くなされている．その効果に関しては，概ね 30〜50%程度の線量
低減であれば許容されるとの報告が多い．今回の改訂では，これらのエビデンスも参考にし，逐次近似
（応用）画像再構成法に関するコメントも記載する予定である．
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Area detector CT (ADCT)や dual source CT (DSCT)については，これまでは特殊な装置という位置付けで
別枠に記載していた．しかしながら今回の改訂では，これを推奨に踏襲し，さらに別項目であった冠状
動脈バイパスグラフト術後も集約する形でプロトコルシートを作成中である．なお，冠状動脈の描出以
外を目的とする心臓弁膜症および心構造評価に関しては参考プロトコルとして継続掲載する．また，こ
れまで掲載していた胸痛症候群に関しては保留とし，近年増加している Transcatheter Aortic Valve
Implantation (TAVI)の術前評価を参考プロトコルに追加する予定である．
3．大動脈
大動脈瘤および大動脈解離は動的病態であり，（切迫）破裂を含む急性期や経過観察期など，撮影す
る病期で目的が異なるため，それに応じた時相での撮影が求められる．特に，急性期では休日および夜
間等の緊急 CT 撮影に携わる場面も想定されるので，適切な撮影プロトコルをあらかじめ構築しておく
事に加えて緊急性を有する所見を含んだ画像提供を心がける必要がある．
単純相では，急性期における偽腔内血腫や大動脈瘤の破裂または切迫破裂を疑わせる壁在血栓内の高
濃度域（high-attenuating crescent sign）の描出や破裂による血腫の広がりに加えて，解離における壁石灰
化の内腔側偏位血清心タンポナーデの有無やなどが評価されるため，その必要性は高い．また，動脈瘤
の存在位置をあらかじめ確認することは，造影における動脈相の撮影タイミング決定の一助となる．
動脈相では，全大動脈の良好な早期造影相の撮影を行う事を原則とし，得られた高分解能のデータを
利用して，volume rendering や multi-planar reconstruction（MPR）画像を作成し，精密な診断を行うとさ
れている．大動脈瘤の場合，その存在診断に加えて，大きさと進展範囲，瘤壁の石灰化，壁在血栓の量
や状態などが評価される．重要な瘤径の計測は，MPR や curved MPR を用いて大動脈の中心に直交する
断面で行うことが推奨されている．Axial 画像による最大短径を用いた計測は，再現性や客観性に優れ
るものの蛇行などによって過大もしくは過少評価するリスクがあるとされている．
大動脈解離の場合は，
解離腔の進展範囲や偽腔の血流状態などを評価し病型を分類する事に加えて，
合併症を診断することが
重要である．
解離の存在は axial 画像で容易に評価されるが，MPR 画像は偽腔や ulcer like projection(ULP)
の進展や大動脈分枝への波及の評価に有用とされている．特に合併症の病態把握は重要で，心タンポナ
ーデを含む破裂や分枝灌流障害などが評価される．上行大動脈解離の場合には，その解離腔と entry 部
の把握に加えて冠状動脈を含む弁輪部への波及，頭頸部血管の解剖や波及状況は術式を左右するため，
心電図同期による撮影を考慮する．
平衡相は，大動脈解離や炎症性および感染性大動脈瘤では必須であり，大動脈破裂部位の確認や漏形
成，ステントグラフト留置術後のエンドリーク評価などでも有益な情報が得られる．
胸腹部大動脈手術での重篤な合併症として対麻痺がある．Adamkiewicz 動脈は脊髄を栄養する動脈で
あり，これを術前に CT で同定することで脊髄障害の発生が低下するとされている．主に肋間動脈から
連続する Adamkiewicz 動脈は，1mm 前後と微細で椎体に隣接しているため，高濃度造影剤を急速注入
し空間分解能の高い画像再構成法を用いることで検出能が向上すると報告されている．
また，大動脈疾患では経過観察のため短期間に複数回の CT 撮影が施行されるため，被曝線量や造影
剤使用量にも配慮する．冠状動脈と同様に，逐次近似（応用）画像再構成法は，低線量および低管電圧
撮影に有効であり，50%程度の線量低減であれば許容されるとの報告が多い．
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4．下肢動脈
下肢動脈 CT 撮影は，主に下肢閉塞性動脈硬化症の診断に加えて血管内治療や手術の治療方針の決定，
結構再建術後のフォローアップなどを目的に施行される．本邦における末梢閉塞性動脈疾患の治療ガイ
ドラインでは，末梢閉塞性動脈疾患(peripheral arterial disease: PAD)の CT では，単純および造影早期相
の撮影を必須とし，症例に応じて造影後期相の撮影を追加するとしている．また CTA では，全体を把
握する目的で VR や MIP が用いられ，MPR や curved MPR で病変部が詳細に評価される．CT から得ら
れる情報として，動脈の狭窄形態と狭窄率，病変前後の血管走行，石灰化やプラークなどの血管壁の性
状，多発合併症病変，側副路の有無と病変部末梢側の run-off，潰瘍病変・解離・動脈瘤の評価などが
ある．
体軸方向に広い範囲を撮影するため，CTA では全体の造影効果に配慮した撮影方法を選択する必要
がある．特に，高度狭窄および閉塞病変以降の末梢側や膝下動脈の領域における血流速度の変化によっ
て描出が難しい場合もあるため，
末梢側の追加撮影などに配慮した撮影プロトコルを準備するのが肝要
である．また，他の部位と同様に，近年普及している逐次近似（応用）画像再構成法は，低線量および
低管電圧撮影に有効であるということが報告されている．
5．肺血栓塞栓症
肺血栓塞栓症は，急性期と慢性期に区分される．急性の肺動脈塞栓症は致死率が高いため，早期診断
が重要で，本邦における肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイドライン
(2017 改訂版)では，
肺動脈内の血栓を描出する画像診断として肺動脈造影 CT がクラスⅠとなっている．
また，肺血栓塞栓症の塞栓源として深部静脈血栓症は強く関連しており，塞栓源の約９０%は骨盤腔か
ら下肢領域で形成された血栓であるとされている．上記ガイドラインでは，深部静脈血栓の画像診断と
しては下肢静脈超音波検査が推奨されており，造影 CT は超音波で確定診断ができない場合となってい
る．しかしながら，肺動脈造影 CT は超音波検査より優先して施行されるため，同時に撮影可能な腹部
〜下肢静脈の CT 画像も合わせて評価されるケースが多いと予想される．また，下大静脈フィルターを
留置する際には，事前に施行された CT 画像で下大静脈の解剖学的評価やアクセスルートの確認が行え
るため術前計画にも有用であるとされる．
慢性肺血栓塞栓症は，器質化した血栓により肺動脈が狭窄ないしは閉塞した状態で，これに肺高血圧
症を合併した状態が慢性血栓塞栓症高血圧症(chronic thromboembolic pulmonary hypertension: CTEPH)で
ある．この CTEPH に対する画像診断も急性期と同様に肺動脈造影 CT がクラスⅠとされている．また，
近年では外科的治療に加えて治療法としてバルーン肺動脈形成術も行われるようになり，その手術適応
の判断や治療効果の予測にも CT は有用とされている．
撮影条件および画像再構成条件，造影法等含め全ての項目で改定前からの大きな変更はない．しかし
ながら，CT による深部静脈血栓の検索に関しては，海外のガイドラインを含め推奨グレードが低い状
況となっているため，必要に応じての撮影を推奨としている．総ヨード使用量に関しては，深部静脈の
描出も考慮し 600mgI/kg 以下としているが，肺動脈造影 CT のみの撮影では，低管電圧を用いることで
造影剤量の減量および被曝線量の低減が可能とする報告が多くなされており，逐次近似（応用）画像再
構成法の使用も含めて，今後の検討課題である．
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テーマ B：CT 撮影における標準化改訂に向けて

『救急領域』
Emergency
国立病院機構水戸医療センター
田中 善啓
1．はじめに
救急領域における画像診断の役割は非常に大きく，各症例に適したプロトコルでの撮影及び迅速な画像診
断が救命率を左右する．この領域における CT 検査は高い診断能と治療方針の決定に重要な役割を果たすた
め，放射線診断専門医不在の施設でも対応できる標準化の重要性は論を持たない．あらゆる疾患，病態が救
急診療の対象となるが，比較的よく遭遇する外傷，急性腹症について，被ばくと造影剤の副作用，そして患者
に予測される経時的変化と他のモダリティ（MRI・IVR）との連携を考慮し，画像診断の有益性と危険性のバラン
スを適正に判断することを組み込んだ今回の改訂について解説する．

2．ガイドラインの構成と改訂ポイント
今回の改訂 3 版では，急性腹症における推奨プロトコルを急性腹症診療ガイドライン 20151）に記載された主
訴に沿って①消化器系疾患②血管系疾患③尿路系疾患④婦人科系疾患⑤呼吸器系疾患の 5 つに細分化し，
画像診断ガイドライン 2021 年版 2）及び American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria （以下
ACR）3）の変更点を記述した．また，Appendix として「Dual Energy」4）及び救急医療というモダリィ連携の必要性
から「急性腹症における MRI の活用法」を記述し，現場でより分かりやすくするための実用性を重視した．しか
し，エビデンスが不足しているものや未だ解析中の部分も存在するが，監修の井田 正博 先生及び班員と協
議・検討し解説を付け加えた．
全身外傷は外傷初期診療ガイドライン（japan advanced trauma evaluation and care：以下 JATEC）5）第 6 版より
バックボードの介入や上肢を下ろしたポジショニングでの撮影など（次項目に記載），外傷診療の時間重視とい
う戒律に基づき，ACR の変更点を踏まえた記述をした．Appendix は急性腹症と同じく「Dual Energy」の論文を
記述し 6）7），仮想単色 X 線画像（monochromatic 画像：Mono 画像）や物質弁別画像（material decompsition 画
像：MD 画像）などが可能となり，低 keV 画像ではコントラスト増強による造影剤量の低減，末梢血管描出や

病変部の検出能向上，高 keV 画像では金属アーチファクトの低減などがあり，その有用性について示して
いる．
頭頸部外傷も同じく ACR の変更点及び Dual Energy8）9）10）に関して記述した．
3．全身外傷 CT の撮影体位について
高エネルギー外傷などの超重傷例において，CT 検査室
での PTD（Preventable Trauma Death;防ぎえた外傷死）が
発声しないために，全身外傷 CT の撮影時間及び CT 室
滞在時間の短縮や撮影手順の効率化が必要となる．特に
撮影開始までのポジショニングにおいて，患者には多くの
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図.1 全身外傷における上肢下垂撮影

モニタリング機器，末梢ルートや挿管チューブなどが接続
及び挿入されている状況下にあり，画質の安定化を図る
為の上肢挙上ポジショニングは時間短縮の妨げとライン・
チューブ系などが抜ける危険性もある．このことから，頭部
撮影後から体幹部撮像開始までにおいては上肢下垂の
まま撮影する（図１）．11）12） また，全脊柱固定を目的とした
傷病者搬送ツールである「バックボード」に患者を乗せた
まま撮影する方法も，時間短縮と 2 次損傷防止という安全
性を考慮し実施されている施設も少なくない（図 2）．しかし，

図.2 バックボードに乗せたままの撮影

バックボード自体のアーチファクトや被ばく線量増加という
報告もあり

11），搬入後の早期離脱も含めた運用に関して，各施設の救急科と放射線科の医師と相談の上，情

報共有していく必要がある．

4．撮影条件について
急性腹症の撮影条件は前回の第 2 版と大きな変更点はないが，緊急手術を要する致死的な重症度の高い
症例（大動脈瘤破裂，大動脈解離，消化管穿孔や腸管壊死，急性膵炎，腸腰筋膿瘍など）においては，その
激しい痛みによる検査時の呼吸停止が困難な場合もあり，そのような症例においては可能な限り早いスキャン
時間で対応する事が望ましい．また，妊娠可能年齢の女性や若年層に対しては，他時相撮影を回避し 1 相撮
影で診断可能な撮影タイミングを放射線診断専門医と相談の上，運用する事が望ましい．「Dual Energy」は
Mono 画像を利用した病変部の検出能向上と造影剤減量の報告もされているが

4）6）7），エビデンスが不足して

いる状況である為，今後の報告に期待する．
全身外傷の管電圧は 120ｋV を推奨するが，体格の大きな被検者のみならず，前項のバックボード介入や上
肢を下ろして撮影することも多いため，画質(線量)を担保する目的で 135～140 kV の使用も考慮する必要があ
るが，管電圧を上げると連続曝射時間が短くなるため，撮影範囲が長い本領域への適応は限定される他，造
影検査では造影効果に影響を与えるため注意が必要である．管電流も同様の理由から線量が大きくなる傾向
にあり，Ｘ線管球への負担の増大により，プロトコルの設定時間通りにスキャンが実行されない場合がある．この
ような場合，CT-AEC の最大線量を下げるか，もしくは NI を上げるなど，Ｘ線管球にとって負担の少ないパラメ
ータに変更する．また，スキャン(回転)時間の変更は管電流時間積(mAs)を確保するためには有効である．し
かしながら，撮影範囲が長いため，回転時間の低速化は動静（門）脈瘻の診断に影響する恐れがあり，総スキ
ャン時間を考慮する必要がある．撮影タイミングは各施設により運用方法は様々であるが，JATEC より頭部単純，
体幹部の動脈優位相及び実質相が基準である事に変更はないが，体幹部の Bolus tracking 法における参考
撮影タイミング［55 歳以上では 25sec． 参考トリガーCT 値：上行大動脈遠位で 90HU，もしくは C6 で 100HU］
を記述している．
頭頸部外傷の撮影条件に関して第 2 版と大きな変更点はない．

5．再構成関数について
急性腹症及び頭頸部外傷について改訂記述はないが，全身外傷の頭部について，細な脳血管損傷の評
価には sharp kernel の適用を検討することを記述した．
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6．おわりに
救急患者のなかには，その場で正確な検査・診断・治療がなされなければ不幸な転帰をたどる患者も存在
する．治療方法の選択は正確な診断と良質な検査がなされてこそである．休日・夜間の場合，救急患者を検査
する以上は，自分の専門範囲外であっても，重傷所見を見落とさない為に必要な救急 CT 撮影技術を備えて
おかなければならない．本稿が質の高い救急医療の実践と患者救命の一助になれば幸いである．
参考文献
1） 急性腹症診療ガイドライン出版委員会 編．急性腹症診療ガイドライン 2015．医学書院；2015：35-38
2） 日本医学放射線学会 編.画像診断ガイドライン 2021 年版.金原出版；2021：210-417
3） American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria® Major blunt trauma. Last review date: 2021
4） Potretzke TA, Brace CL, Lubner MG, Sampson LA, Willey BJ, Lee FT Jr : Early small-bowel ischemia:
dual-energy CT improves conspicuity compared with conventional CT in a swine model. Radiology
275:119–126,2015
5） 日本外傷学会・日本救急医学会監：外傷初期診療ガイドライン JATEC.第 6 版,へるす出版,2021
6） Wortman JR, et al.Dual-energy CT for abdominal and pelvic Trauma. Radiographics. 2018; 38(2):586-602.
7） Kaup M, et al. Dual-energy CT-based display of bone Marrow Edema in Osteoporotic Vertebral Compression
Fractures: Impact on Diagnostic Accuracy of Radiologists with Varying Levels of Experience in Correlation to
MR Imaging. Radiology.2016; 280(2):510-519.
8） Michael Müther,et al.Diagnostic accuracy of different clinical screening criteria for blunt cerebrovascular
injuries compared with liberal state of the art computed tomography angiography in major trauma.J trauma
Acute Care Surg.2020;88(6):789-795
9） T.Thomas Zacharia,et al. Subtle pathology detection with multidetector row coronal and sagittal CT
reformations in acute head trauma.Emerg Radiol.2010;17:97-102.
10） Mandy Sedden,et al. Computed Tomography for Emergent Brain Injuries.Radiologic technology. 2021
May;92(5);487-504.
11） 山内正憲.バックボードが X 線撮影に与える影響.日本蘇生学会.2007;26(1):34-37
12） 宮安孝行,中田正明,下田智之,他.外傷全身 CT 撮影における上肢挙上と上肢下垂でのポジショニング時間
の検証.2019；22:38-44
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教育講演
テーマ C（MR 分科会）
：

『MRI 技術的標準化に向けた課題と今後の展望』
Challenges and Foresight for MRI Technical Standardization
情報通信研究機構 未来 ICT 研究所脳情報通信融合研究センター
内田 幸司
1．はじめに
MR 検査は，検査モダリティの中で一二を争うほど多くの撮像・解析パラメータが存在し，ハードとソフトの技
術革新も急速であることから，その技術的標準化に困難を極めている．
2．MR 検査の現状と課題
人口あたりの MRI 設置台数は我が国が世界一であり，MR 撮影にかかる医療費が日米仏独の 4 か国の中で
最も低いことから，国民一人当たりの MR 撮影回数も我が国が世界トップクラスである 1)． MRI 保有施設の内訳
は，約 3 割が診療所，1.5T 未満と 1.5T 以上別で診療所が占める割合はそれぞれ約 5 割と 2 割である 2)．
小規模の医療機関では，専従の画像診断医師が不在で画像診断も含めて MR 検査の良否を検査依頼医師
自身が行う施設が多く，低磁場装置であれば信号対雑音比の関係で撮像条件に制限があることから，得られた
MR 画像の画質は撮像プロトコルも含めて十人十色になる傾向が強い．これは，MR 検査で写し出されている病
変が同じ被検者であっても検査施設によって全く別の病変として写っていたり，検査施設によっては病変が写っ
ていなかったりする可能性があることを意味する．
画質の評価方法は，日本産業規格（JIS）としても標準化されているが，その多くは規格化されたファントムが対
象であり，臨床画像に対する標準的な評価方法は皆無である．
また，2007 年には医療画像から得られる定量画像の指標をバイオマーカとして扱うための標準化を目指して
Quantitative Imaging Biomarkers Alliance（QIBA）が設立され，2015 年には Japan QIBA（J-QIBA）が組織された．
このことからも解るように，MRI 技術に関する標準化は，根拠に基づく医療（EBM）の構築基盤の一つとしても捉
えることが出来る．
3．MRI 技術の潮流
医療業界は第 4 次産業革命によって大きく変化している．特に MRI 技術においては，そのコア技術のひとつ
である人工知能（AI）の恩恵を受け，撮像プロトコルの選択，画像処理や画像所見の検出など，主観的に陥りや
すい作業の自動化が進んできている．さらには画質改善技術にも AI の活用が進んできたため，撮像条件も含
めた撮像プロトコルや画質の評価方法についての議論が活発化している．
4．おわりに
本発表は，後のワークショップへの橋渡しとして，MRI の技術的標準化に向けて取り組むべき課題とその後の
放射線技術学の進歩発展について，今後の展望を交えて俯瞰的に紹介する．
参考文献
1） 田村 誠，待鳥詔洋．CT 装置，MRI 装置の設置台数と撮影回数および医療費との関係分析．AMDD 医
療技術政策研究所レポート 2019 年 4 月 15 日．米国医療機器・IVD 工業会，2019.
2） 厚生労働省「医療機器の配置及び安全管理の状況等について」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000130336.pdf
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ワークショップ テーマ C MR 分科会

『MRI 検査の標準化に向けた課題と今後の展望』
Trends in MRI-related Organizations Toward MRI Standardization
座長：徳島文理大学（撮影部会委員）山村憲一郎
新潟大学医歯学総合病院（撮影部会委員）金沢 勉
日本放射線技術学会（JSRT）の撮影部会 MR 分科会の活動として，セミナーおよびワークショップにおいて MR
検査の標準化をテーマとしてきた．CT 分科会では「GALACTIC」を発刊し，好評を得ている．MR 分科会におい
ても標準化が望まれるところであり， MR 分科会のワークショップで部位別にシーケンスの構造や特徴を発信し，
臨床応用のポイントを盛り込んでワークショップを開催してきた．しかしながら，MR における撮像条件の標準化に
おいて，ベンダー，磁場強度，パラメータによるトレードオフも存在し，一様に提示することが難しい．
MR の検査現場を考えてみると，動きを制御できる患者さんであれば，通常のプロトコルを用いても問題なく検
査できるが，救急の場合や痛みで動きが止まらない患者さんやオーダーが通らない患者さんの場合，何とか検査
を終えることができたとしても，その得られたシーケンスや画像が診断に供することができるかどうかの判断はむつ
かしい．日勤帯には他の放射線技師に尋ねることもできるが，当直帯であれば撮影者自身が診断に供するか否
かを決定しなければならない場面も出てくると考えられる．
標準化に向けて，得られた画像が診断に供して問題ないか検像できることが必要であり，そのために技術的に
どのような方法があるのか，技術を扱う放射線技師の立場を保ちつつ提示していくことが課題といえる．
今回 MR 画像・検査に関係する団体である日本放射線技術学会，日本磁気共鳴専門技術者認定機構，磁気
共鳴医学会の皆さんにお越しいただき，技術的な標準化に必要なことを各団体の活動をもとにお話しいただき，
加えて MR 検査に不可欠な安全性の評価についても論議を深め，今後の標準化における展望を考えていきたい．
参加される皆さんも日常業務における「動く患者さんの対処」や「OK 画像か否か」のポイントを教えていただけれ
ば幸いである．
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ワークショップ MR 分科会
テーマ C：MRI 検査の標準化に向けた課題と今後の展望

『MRI 標準化の取り組み：JMRTS の立場から』
MRI Standardization Efforts: From the Viewpoint of JMRTS
社会医療法人 高清会 高井病院
土`井 司
１．はじめに
「標準化 standardization」は，「相互運用のために広く合意されたガイドラインを確立させるための過程」だと捉
えるのが一般的かもしれない．しかし，使い方や解釈によってさまざまな意味に変貌する．例えば日本規格協会
では，標準化とは，自由に放置すれば，多様化，複雑化，無秩序化してしまうような「もの」や「事柄」を少数化，
単純化，秩序化すれば，互換性の確保，品質の確保，生産効率の向上，相互理解の促進，技術の普及，安心･
安全の確保，環境保護が図れるとしている．また，ある企業コンサルタントによると，業務標準化とは，いつ誰が
行っても同じ手順で無駄なく作業を行えるかを示すもので，作業手順にばらつきがなくなり，属人化せず業務を
おこなえるため生産性を高めることができると説いている．チャットワークには，標準化は，業務効率や業務品質
の向上を図るための目的で実施し，「人によって能力や得意･不得意が異なる」「知識やノウハウが異なる」など
の原因で発生する「特定の従業員にしかできない業務がある」「作業者によって仕事の成果にばらつきがある」
などの問題を解決するとしている．
以上が一般的な「標準化」という言葉が示す意味であるが，MR 検査の特殊性とそれに従事する医療技術者
の勤務体制，ライフスタイルを鑑みると上記と同じような目的や成果を求めて取り組むものではないと考える．
２．磁気共鳴専門技術者認定機構の活動規範
磁気共鳴（MR）専門技術者認定機構は，正式には特定非営利活動法人日本磁気共鳴専門技術者認定機
構（Japan Authorize Organization for Magnetic Resonance Technological Specialist：JMRTS）と称し，NPO 法人格
をもつ独立した組織である（http://plaza.umin.ac.jp/~JMRTS/）．
認定機構の設立目的は，定款第 3 条に「本法人は，関連学会などの連携によって，統一的基準に基づいて
磁気共鳴（以下 MR）検査に関わる技術者の認定を行い，わが国の MR 検査技術の国際的な同等性を確保す
る．とともに最新の医療技術に対応した最善の画像情報を標準的に提供し，安全を担保することで，国民の福
祉と社会の発展に寄与することを目的とする」と記している．そして，第 5 条に目的を達成するための事業として，
以下の内容を掲げている．（1）MR 専門技術者および上級 MR 専門技術者の認定に関すること．（2）MR 専門
技術者および上級 MR 専門技術者の育成および教育に関すること．（3）MR 専門技術者の技術向上および医
療安全に関すること．（4）MR 検査に関する調査および情報交換の推進に関すること．（5）上級 MR 専門技術者
に相応する知識と学術研究に関すること．（6）関連学会および団体への事業協力に関すること．（7）その他，本
機構の目的達成のための事業に関すること．
以上のように認定機構は，国内の MR 検査の安全性を確保し，MR 操作者の誰もが診断情報を多く含んだ適
切な画像を提供できる一定のレベル以上の知識と技術を習得して医療に貢献してほしいことを願って人材を育
成する（モチベーションを刺激する）ことを目的に活動している．
３．磁気共鳴専門技術者認定機構の活動状況
3-1．磁気共鳴専門技術者の評価
現在の磁気共鳴専門技術者認定機構は，一般社団法人日本磁気共鳴医学会の傘下に属するぐらいの協調
関係を持って活動している．例えば，認定機構の活動状況や認定された磁気共鳴専門技術者や認定研究会の
承認報告，活動状況を磁気共鳴医学会の理事会で報告している．とともに，磁気共鳴医学会が主となって発信
する「臨床 MRI 安全運用のための指針（https://www.jsmrm.jp/uploads/files/guideline/rinshoMRIunyoshishin
20200319.pdf）」には，日本医学放射線医学会，日本放射線技術学会，日本磁気共鳴専門技術者認定機構の
協力の下で作成されたことが明記されている．
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社会的評価としては，体内植込み型能動仕様の医療デバイスを植込んだ被検者の MR 検査を実施する施設
基準には，「磁気共鳴専門技術者もしくはそれに準じる技術者が所属していることが望ましい」と記述され，MR
検査の安全運用に磁気共鳴専門技術者が欠かせない存在として認められるようになった．さらに，医学放射線
学会に「画像管理加算 2」を取得する施設認証を得るための申請用紙に，その施設に勤務する常勤の磁気共鳴
専門技術者の氏名と LSMR（ライセンス番号）を記載する欄が設けられている．さらに，MR 装置を併用した複合
機や取扱いに新たな安全管理が必要な装置には，磁気共鳴専門技術者の管理が望ましいとの文言が添えられ
るようになり，MRI の安全管理に磁気共鳴専門技術者の知識と技術が必要だと認められるようになった．
3-2．磁気共鳴専門技術者認定試験
認定試験の受験資格には，磁気共鳴専門技術者として最低限に必要な能力を有しているかを①採用審査の
ある学術大会への研究発表が 3 回以上，もしくは②技師会の生涯教育の診療放射線技師基礎講習･医療基礎
コースの 3 科目と基礎技術講習の「MRI 検査」を修了していることのいずれかの学術成果を求めている．さらに
申請時には，装置の精度管理に関する性能評価（①均一ファントムによる SNR 測定試験，②均一性試験，③ス
ライス厚測定試験，④T1 値 T2 値測定試験）のレポートと施設の安全管理マニュアル（この機会に作成しても可）
の提出を求め書類審査を行っている．
磁気共鳴専門技術者は，施設の MRI 安全管理および MR 検査を牽引する役割と地域のリーダとして MRI の
知識と技術の普及を使命とすることから，認定試験は基礎から臨床応用，最新情報までさまざまな領域にわたる
知識と技術を有していることを求めているので合格率がなかなか高くならない．
3-3．磁気共鳴専門技術者認定機構の基本活動
認定試験時や認定の更新時に必須科目として重要視しているのが安全管理講習である．MRI には他の放射
線検査とは異なる吸引，発熱，神経刺激，騒音などの危険因子があり，これらをコントロールするには，発生原
因に対するメカニズムの知識が必要である．機構としては，MRI の安全管理者を担う一人である磁気共鳴専門
技術者としての役割の維持および強化することを優先して考えている．そのために機構のホームページには，
「安全にかかわる情報発信基地／MRI Safety Forum」「動画で学ぶ／MRI の医療安全」「動画で学ぶ／MR 専
門技術者に必要な基礎知識」「更新のための／MR 安全管理講習 e-Learning」「認定試験受験のための／MR
安全管理講習 e-Learning」「市民向け FAQ サイト／安心して MRI 検査を受けていただくために」を準備して需
要に応えている．
言うまでもなく，磁気共鳴専門技術者は施設内の MR 検査技術レベルの向上を図り，地域の施設も最新の医
療技術に対応した最善の画像情報が提供できるように研究会などを通じて啓発活動を行い，国民の福祉と社会
の発展のために問題点を解決し，新しい技術や見識を広めるための学術研究活動にも力を注いでいる．
４．標準化について考えること（私的見解を含む）
4-1．推奨撮像条件とは
認定機構では，撮像部位を 12 領域に分け，各地域の専門技術者で構成されたグループで検討された各部位
の撮像条件を「推奨撮像法」として紹介している（http://plaza.umin.ac.jp/~JMRTS/info/info3.html）．この推奨撮
像法は，各グループ（5～7 人）が 1~2 年間の検討を重ねて構築したものである．これを「標準撮像法」と称してい
ないのには大きな理由がある．MR 検査の撮像方法は，①装置によって固有の技術やシーケンスがあり，適応
するシーケンスが異なる，②疾患によって多様な撮像法がある，③担当する放射線科医によって重宝するシー
ケンスが異なる，④新しい撮像技術がすぐに開発される，⑤多くの放射線科医にオーソライズされていない，な
どの理由でこれが標準であると公言していない．現在表記の推奨撮像条件においてもメーカごとに特徴があり，
撮像条件も〇〇~〇〇ms などの付帯条件付きの表記にしている．
4-2．標準化の功罪
「はじめに」に書いたように，標準化とは業務において，誰が撮像してもよい画像が得られるようにするもので，
逆に操作者にとっては，マニュアルとおりに撮像すれば平均的に良好な画像が取得できるので，いろいろ考え
を巡らせる必要がなくなる．多くの施設では，ある一定の画像が得られるように基準とする撮像条件を決めている
と思うが，決められたとおりに撮像し，予定通りに被検者をこなし，それなりの画像が提供できれば「自分は MRI
撮像ができる」と勘違いしている操作者が多くいる．真に MRI の撮像ができる操作者は，最新の情報に則った
安全管理を行い，イレギュラーな場合やアーチファクトにも適切に撮像条件をコントロールでき，その患者に適
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応した診断･治療に役立つ最善の画像を提供できる能力を有していなければならない．
流れ作業でイレギュラーの少ない業務の標準化は効果的であるが，特に MRI の標準化は，被検者ごとに特性
があることと，対象とする疾患によってさまざまな画像コントラストがあり，求められる情報も状況によって多岐に渡
ることから撮像条件の画一的な標準化は難しいと考えている．したがって標準化によって，MR 撮像技術をどの
ような体系にし，どのような MR 撮像技術者の輩出を目的としているのかを明確することが重要である．
4-3．標準化の適応
認定機構が主眼にしている MRI の安全管理については，国民に医療を提供するうえで最低限に遵守しなけ
ればならない事項として標準化が必要だと考える．少なくとも「臨床 MRI 安全運用のための指針」に記載されて
いる事項は，MR 装置を所有するすべての施設が準拠してもよいと考える内容であり，操作者には吸引や発熱，
神経刺激，騒音などに関わる基礎知識と臨床技術を習得するとともに，体内植込み型の医療デバイスをはじめ
とするさまざまな危険因子に対する考え方を標準化として定めることは重要だと考える．ただし，2～3 年以内ごと
にアップデートが必要である．
画一的な撮像条件の標準化は難しいと 4-2 に述べたが，放射線科医や磁気共鳴専門技術者が不在の施設
がまだまだ多いことを考慮すると，診断に役立つある一定レベルの画像が提供できる撮像条件（着目臓器，撮
像方向，シーケンスの種類，シーケンスパラメータ）を示すことは，大いに需要があると思うが，安易に「MR 検査
ができる技師（4.2 参照）」を作ることにならないかを懸念する．標準化をするのなら，安全な MRI 検査を施行し，
イレギュラーにも対応できる思考回路を標準化すべきであり，MRI 操作技術者が被検者に対して症状を明らか
にするために，どのように撮像すれば最善であるかを考えられる技術者の参考資料としてのガイドブックなら作
成する価値があるように思う．
4-4．MRI の撮像条件の複雑性と標準化
MR 検査の標準化を難しくしているのは，画像コントラストや画質，撮像時間などに影響を与える因子が多岐に
わたり，同じような画質を得る手段も多様に存在し，状況による使い分けの判断が装置や施設によって異なる．
例えば，画像コントラストに影響を与える因子として，（1）組織特性：プロトン密度，縦緩和･横緩和時間，化学
シフト，自己拡散係数など，（2）組織の機能：血流，灌流，分子移動，心拍動，呼吸運動，組織温度など，（3）装
置の特性：静磁場強度，傾斜磁場強度，RF パルスの特性（空間的均一性など），受信コイルの特性（感度分布）
など，（4）撮像シーケンス･パラメータ：シーケンスの特性，繰り返し時間［TR］，エコー時間［TE］，反転時間［TI］，
加算回数［NEX］，フリップ角［α°］，空間分解能，（5）造影剤の効果：緩和時間の短縮，などがある．撮像時間に
影響を与える因子として，繰り返し時間［TR］，位相エンコード数，エコートレイン数，パラレルイメージング，三次
元撮像法など．分解能に影響を与える因子として，マトリクス数，位相エンコード数，スライス厚，FOV，SNR に関
与するパラメータなど，多くの因子が絡まって画像が構成されている．
以上のように MRI の画像を構成する因子は数多くあり，これをどのように選択するのかは，症例によって異な
るのはもちろんのこと，装置メーカや装置のグレード，そして放射線科医によっても異なる．このような理由で，統
一した撮像プロトコルを構築するのは難しいと考えるのだが，それぞれの因子を変化させると画像コントラストや
画質にどのような影響を与えるか，また因子間の関連性や，その時に最適なシーケンスを求めるには，どのよう
に考えるのが最善かをアドバイスできるガイドブックがあれば大いに役立つと考える．要するに，標準化によって
簡単に誰もが一様に撮像できるようにするのではなく，信号強度と画質のメカニズムを理解しながら MRI が撮像
できる技術者を育てるガイドブックが作れないかと思う．
５．まとめ
認定機構としては，現状の推奨撮像条件の提供とともに，安全な MRI 検査が担保されるように最新の情報と
危険性をメカニズムから考えて対応できるように，MRI 安全管理セミナーの開催と教育プログラムを充実させて
きた．加えて，この推奨撮像条件がどのような根拠で決められているかの解説を加えられれば，撮像シーケンス
と科学的根拠を融合させたガイドブックとして，より多くの技術者に知識と技術が提供できるように思う．
すべての施設で標準的な高品質な画像が提供できるように機構が設立されたが，高品質な画像の提供に関
しては，今のところ専門技術者の使命の一環として各位に任せている状況である．MRI の原理を基盤に，安全
性の判断や臨床画像の信号強度の根拠が考えられる MRI 操作者が育ってほしいと願うが，多くの施設のレベ
ルアップを目指すために，臨床画像を構築する視点からの参考書の作成は役に立つように思う．
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ワークショップ MR 分科会
テーマ C：MRI 検査の標準化に向けた課題と今後の展望

『MRI 標準化の取り組み：JSMRM の立場から』
MRI Standardization Efforts: From the Viewpoint of JSMRM
国家公務員共済組合連合会

虎の門病院
高橋 順士

1．はじめに
MRI における標準化に向けた取り組みとは，MRI 装置に関すること，MRI 検査プロトコルに関すること，安全
性に関わることや施設間や施設内での MRI 検査の方法，画質や読影に至るまでの質を担保することが考えら
れる．また，日本産業規格である Japanese Industrial Standards：JIS による日本の産業製品に関する規格や測定
法などが定められたものや国際規格である International Electrotechnical Commission：IEC が定める電気製品の
規格や測定方法についてのものなどがあり，これらの規格に合わせた標準化を行う委員会も存在する．病院内
では，1.5 から 3T まで複数台の静磁場強度の異なる MRI 装置を有する施設も多く，ある MRI 検査において MRI
検査の施設内の標準化が必要となる場合もある．また，MR 画像を用いた他施設共同研究では，MR 画像の標
準化による検査プロトコルの統一や施設間の画質の格差を縮小することが必要となる．しかしながら，施設内の
MR 画像の標準化を一つとっても，製造メーカ，静磁場強度や装置のオプションなど様々な撮像条件に関する
違いが存在し，完全に統一することが難しい場合もある．その一方で，他施設間の共同研究による MR 画像のビ
ックデータの利用では，施設の垣根を超えたデータベース化などの必要性が言われている．そのデータベース
の検証やエビデンスを構築していくことで，最低限クリアしなければならない基準を示すことができるようになる．
最終的にそれらを活用することで学会におけるガイドライン策定など標準化に結び付けられると思われる．
本講演では，日本磁気共鳴医学会における標準化の取り組みとして，現在策定されているガイドラインを中
心に紹介する．
2. 磁気共鳴医学会におけるガイドライン
2-1．各種ガイドライン
日本磁気共鳴医学会では，MRI 検査
の安全性に関すること，体内デバイス患
者の MRI 検査に関することや MRI 撮像
に関する撮像条件に関することなど，各
種ガイドラインを策定し，運用している
（Fig.1）．特に，近年は，体内デバイスの
ある患者の検査が増え，撮像する臨床
現場でもデバイスの撮像条件に合わせ
て安全に撮像することに苦慮する場合も
ある．このような場合に，ガイドラインに沿
って MRI 検査を運用し，安全管理体制
を構築していくことが望まれる．また，画
像診断管理認証制度における全身 MRI
撮像のように，撮像条件や施設基準に関する管理指針も出されており，本学会は，画像診断管理認証施設の
審査・管理業務の一躍を担っている．
これらのうち，現在，主に活動・運用されている MRI 検査を安全に行なうための体内デバイス管理指針，全身
MRI 撮像指針についてと臨床 MRI 安全運用のための指針について解説する．
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2-2.MRI 検査を安全に行なうための体内デバイス管理指針
日本磁気共鳴医学会と日本医学放射線
学会は共同で MRI 検査を安全に行なうた
め の 体 内 デ バ イ ス管 理 指 針 を策 定 し ，
2021 年 12 月 14 日に指針の一部改正を
行い運用している．背景として，平成 30 年
度厚生労働省行政推進調査事業費（地域
医療基盤開発推進研究事業）「MRI 装置
の安全な運用に関する調査研究」にて，
体内デバイス植込み患者の MRI 検査に
おいて，体内デバイスの管理に関すること
が重大なインシデントに関連する重要な因
子であることが明らかになったためである．
本指針では，7 つの項目に分けられ，それ
ぞれ MRI 検査において適切な安全管理
を行なうための具体的な方法を提示している（Fig.2）．7 つ目の項目は，臨床 MRI 安全運用のための指針で解
説する．各項目の詳細や細則については，ホームページに記載されており，本指針に準じて管理することで，
体内デバイス植込み患者の MRI 検査がより安全に，精度高く実施されることが期待される．
2-3. 全身 MRI 撮像指針について
背景として，前立腺癌の骨転移に対す
る画像診断として核医学による骨シン
チグラフィが長らく使用されてきた．し
かし，偽陽性・偽陰性も多く全身 MRI
の有用性も報告されるようになった．そ
こで 2020 年 3 月 23 日に全身 MRI 撮像
指針が策定された（Fig.3）
．
全身 MRI の定義としては， 全身（全脊
椎を含む広範囲）に対して，拡散強調像を
主体とし，T1 強調像画像・T2 強調画像
等も併用して，前立腺癌の骨転移の検出
および広がりを非侵襲的（無被ばく）に把
握する手法と記載されている．撮像では，
複数コイルを用いて最低 3 部位（3 station）の撮像を行い，静磁場強度は，1.5T もしくは 3T の装置で以下の
撮像法を必須としている．なお，追加撮像を可としている．
① 全脊椎 T1 強調像（原則 矢状断）
② 全脊椎 STIR 像もしくは脂肪抑制 T2 強調像（原則 矢状断）
③ 全身 T1 強調像 (水平断もしくは冠状断)
④ 全身拡散強調像，b 値 0-100, 800-1000s/mm2（原則 水平断） mono-exponential model による ADC
map 作成，b 値 800-1000 s/mm2 の画像の冠状断．
また，検査後の画像の後処理として MIP 処理や 3D-MIP 処理が必要であり，本年 4 月からは station 間をつ
なぎ合わせた merge 画像が必須となるようガイドラインが改正されている． 撮像範囲に関しては，前立腺癌の骨
転移は， axial skeleton 領域（脊椎・骨盤骨)から始まることが多く頻度も高いため，頸椎上端から骨盤骨下端ま
でを必須としている．必須の撮像法に関しては原則として変更は行わないように記載されている．検査の適応は，
本邦の前立腺癌診療ガイドライン 2016 に準じ，臨床に用いる場合の注意や同意書の作成と検査時の取得な
どが規定されている．
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2-4.臨床 MRI 安全運用のための指針について
臨床 MRI の安全運用に関して，全国
6000 箇所の MRI 保有の病院等へのアン
ケートを実施し，それに基づき 2020 年 3
月 19 日【臨床 MRI 安全運用のための指
針】を定めた．
MRI 検査を実施するにあたっては，磁
場，ラジオ波や造影剤の影響を十分に
考慮する必要があり，日本磁気共鳴医
学会の安全性評価委員会は適切な安全
管理のために，昨年に MRI 安全性の考
え方（第三版）を発行し，安全管理を推
奨している．
今回，日本医学放射線学会，日本放
射線技術学会，及び磁気共鳴専門技術
者認定機構の協力のもとに，MRI 検査
の安全管理の指針を策定した（Fig.4）．本指針では，8 つの項目に分けられ，それぞれ MRI 検査において適切
な安全管理を行なうための具体的な方法を提示している．また，また，安全管理責任者や安全管理担当者は，
MRI の関連団体にて安全性に関する講習会に年 1 回程度，定期的に参加することが望ましい．MRI 造影剤に
関する講習会には，定期的（少なくとも 2 年に 1 回）に 参加し，MRI 造影剤使用上の注意改訂など，重要な情
報の周知を図ることと記載されている．常に，新しい安全情報に留意し，安全管理体制を構築して運用し，MRI
検査がより安全に精度高く実施されることが期待される．
3. MRI に関する安全性講習会
日本磁気共鳴医学会の安全性評価委
員会では，前述の安全管理に関する本の
出版とともに MRI 検査の安全性を理解す
るため講習会を定期的に実施している．
内容は，静磁場や高周波の生体への影
響，MRI 装置の仕組みなどの基礎事項に
加え，体内及び体外金属への対応ならび
に IEC60601-2-33 を中心とした安全規格
や ASTM・ISO 基準の試験方法など多岐
にわたる安全性情報を概説している
（Fig.5）．この講習会は，単に安全性情報
の発信のみならず，画像診断管理認証施
設認定申請における「MRI 安全運用に関
する講習会」と「MRI 造影剤に関する講習
会」に該当している．
4. まとめ
今回，日本磁気共鳴医学会における標準化として，現在策定されている管理指針・ガイドラインから安全性に
関する項目を中心に解説した．その他として，JIS や IEC などの規格と関連したこと，臨床でのエビデンスを踏ま
えたことや MRI 撮像に関することなどの標準化が存在する．これらの MRI に関する様々な標準化を行うことは，
撮像条件の基準を示すと共に，MRI 撮像が精度よく，安全管理体制が整えられることが重要と考える．
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ワークショップ MR 分科会
テーマ C：MRI 検査の標準化に向けた課題と今後の展望

『MRI 標準化の取り組み：JSRT の立場から』
MRI Standardization Efforts: From the Viewpoint of JSRT
新潟大学医歯学総合病院
金沢 勉
1．はじめに
日本放射線技術学会，撮影部会 MR 分科会の大きな活動の柱の一つとして，セミナーおよび学会でのワークシ
ョップにおいて MRI 検査の標準化をテーマに掲げて活動してきた．標準化とは産業界では，企業の競争力や利
益増につなげる為のルールづくりであるが，医療分野においての標準化は，質の高い医療を安全に提供すること
であり実行することは医療者側の責務である．この医療分野の標準化は，正しいことを，正しい方法で，正しく行う
とことにあり，三つの正しいことが体系的意識的に行われるシステム により達成される

1 ） ．正しいことは，

EBM(Evidence-Based Medicine)に基づく事が重要である．また，正しく行うことは各施設の診療放射線技師の裁
量によるところが大きく，バラつきが生じやすいところと考えられる．このバラつきをいかに抑えるかが標準化の第
一歩と考えると，正しい方法をどのように積み上げていくのかが標準化で問われているところだと考える．
MRI 分野において，正しい方法というのがいかに困難なことであるかは，MRI を専門とする診療放射線技師で
あれば容易に理解が出来るのではないだろうか．装置側に注目すると，保有する MRI 装置の磁場強度により基
本的な SNR(Signal to noise ratio)が違うことがまず挙げられ，その SNR，撮像時間，画像コントラストがトレードオ
フの関係にあり標準化の行く手を大きく阻む．さらに装置ベンダーの違いが付加され，より一層複雑に絡み合い
困難な状況を生み出している．人為的な面に注目すると，MRI 検査に従事する診療放射線技師は，各施設の
勤務体制の違いにより，専従で検査に当たっている技師は圧倒的に少ないと思われる．このような中，正しく行う
ことでのバラつきを抑えるためには，検査の標準化は必要であるという認識を持ち，MR 分科会ではこの課題に
対して多様な意見を求め議論を重ねてきた．
2．MR 分科会のこれまでの取り組み
撮影部会での議論を元に，MR 分科会では，総会学術大会（JRC）で，標準化というキーワードを元にワークシ
ョップを以下のように重ねてきた．
1）第 74 回日本放射線技術学会総会学術大会 2018 年 4 月 14 日（横浜）
「MRI 撮像の標準化を目指したパルスシーケンスの再考：（頭部，肝胆膵，女性骨盤，男性骨盤）」
2）第 75 回日本放射線技術学会総会学術大会 2019 年 4 月 13 日（横浜）
「MRI 撮像の標準化を目指したパルスシーケンスの再考：（頭部，心血管，乳腺，脊椎）」
3）第 77 回日本放射線技術学会総会学術大会 2021 年 4 月 18 日（横浜）
「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案」
2018 年，2019 年の JRC では，領域ごとに標準化をキーワードにパルスシーケンスの内容や特徴の解説を交え
ながら，臨床応用のポイントを盛り込んだワークショップを行い，会場で参加者と議論を重ねてきた．2021 年の
JRC では，「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案」ということで中枢神経領域に絞り，臨床に提供する撮像シ
ーケンス（T1WI，T2WI，FLAIR，DWI，T2*WI）の判断基準を定量的な指標である SNR を用いて推奨値を求め
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ることができないかという観点で議論を行った．また SNR 計測方法についても簡易的に計測できる方法を検討し
た．MRI の最大の魅力は，組織コントラストが高いことが挙げられるが，このコントラストを十分に引き出すには
SNR を担保することが必要であるという考えの下，撮像シーケンスごとに検討した．残念ながら新型コロナウイル
ス感染症による影響で，学術大会自体が WEB 併用のいわゆるハイブリッド開催となってしまい，十分な議論を
尽くせなかったが，MRI 検査の標準化を考える上で良い視点となったと考えている．
3．MRI 検査の標準化について
これまでのワークショップにおける議論を経て，以下の見識を得た．
2018 年の「標準化を目指したパルスシーケンスの再考」では，撮像プロトコルの標準化については歓迎をする
とした一方で課題も多く指摘された．各撮像シーケンスで空間分解能，SNR，撮像時間等が，それぞれトレード
オフの関係にあるため施設間の調整幅が大きい事に加え，検査ごとに求められているゴールも違い重点を置く
パラメータが状況により変わってくることを考えると，標準化は困難であるという結論であった．しかし，2019 年の
ワークショップでは標準化へのアプローチを鑑別診断に向け，ルーチン検査から得られた情報に加えて追加す
べき撮像シーケンスや撮像方向など視点を変えた議論を行った．このこと自体も標準化を困難にする要因の一
つと考えられ消極的な意見も多かったが，標準化にあたって一つの盛り込むべき内容と MRI 分科会では捉えた．
MRI 検査の標準化により達成したいことは，多数の施設で質の高い検査が行えることであり，放射線診断医，臨
床医が望む検査を行うことにある．しかしながら，検査を行いながら追加すべきシーケンスを考えた場合に，直ぐ
に放射線診断医へ相談ができる恵まれた環境は大変少ない．したがって検査中に異常に気付き適切に対応す
る力が診療放射線技師には必要である．そのためには，医師と技師の日常的なコミュニケーションとディスカッシ
ョンが必要であることを感じたワークショップであった．
2020 年のワークショップでの標準化へのアプローチは，撮像した画像のクオリティーの担保というところに視点
を置いて議論を行った．果たして撮像した画像が診断に値するのか，指標となるものが提言できないかを狙い
SNR に注目をした．テーマを「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案」とし，SNR の測定方法では，同一関心
領域域法

2）を用いるのが簡便であり現実的であるという結論であった．また計測する部位については，画像間で

バラつきが少ない解剖学的部位を議論し，ある一定の撮像シーケンスごとの SNR の基準を導き出した．基準値
を持つことで臨床的に有用と思われる一例を挙げる．3T での頭部 T1 強調画像に SE 法を用いる場合，1.5T で
あれば比較的簡単に撮像されているが，3T では工夫が必要になる 3)4)．1.5T では１回の TR（繰り返し時間）の中
で，全てのスライスを収集することが多いと思われるが，3T では 1TR の中で全てのスライスを収集するのではな
く，Fig.1 のように 2 回以上に分
割して収集を行うことで，クロスト
ー ク や

MT （ magnetization

transfer）効果が低減し良好な T1
強調画像のコントラストを得ること
ができる．分割収集を行う 3T で
は，収集時の積算回数を 1 回と
しなければ，1.5T と同等の撮像
時間とならない．しかし，Fig.2 に
Fig.1 3T SE 法での分割収集による画質改善
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示すように，1.5T と 3T で白質，灰
白質ともに SNR に有意差は見ら
れなかった．この検討は，多施設
間の検討で 1.5T が 3 台，3T が 11
台で撮像された臨床画像 70 症例
を対象とした検討であるが，1.5T
の SNR を基準とすれば，3T で条
件を組む際に積算回数を下げて
も SNR は担保されているため，前
述した工夫を用いて 3T でも SE 法

Fig.2 SE T1WI の磁場強度による SNR の比較

を用いることを客観的に示すこと
が可能と言える．MRI の最大の利点は，組織コントラストが高いことであり，その利点を活かすためには SNR 担
保は重要である．画質を評価する基準はもちろん SNR だけではないが，現状，臨床に提供する画質は，診療放
射線技師が撮像コンソールまたは検像端末にて視覚的に判断をしていると思われる．したがって簡便に評価を
できる一つの指標として SNR を提言できたことは，大きな意義があったと考えている．
これらを踏まえたうえで，MRI 分科会では，今後の標準化をどう進めていくかを検討している．最終的には，撮
影部会 CT 分科会で発刊されている，「X 線 CT 撮影における標準化〜GALACTIC〜」のような叢書としてまと
めることを目標として考えている．MRI の標準化は，日本放射線技術学会の撮影部会だけで考えるものではなく，
オールジャパンで考えるべきものと捉え今回のワークショップを企画した．既に日本磁気共鳴専門技術者認定機
構は，撮影部位ごとの推奨撮像条件を提示されており広く浸透されていると思うが，MR 分科会としては，臨床画
像を提供する視点に立ち，臨床で求められている画像を領域ごとに，かつ撮像シーケンスごとにまとめることを考
えている．そこで我々が最も参考にしなければならないのが，画像診断ガイドライン 2021 年版である．画像診断
ガイドラインは，わが国における最初のガイドラインで，2003 年に作成され，その後，2007 年，2013 年，2016 年
と改訂されている．2021 年度版からは，一般の医師を対象にして領域別に代表的な疾患を中心に BQ
（background question），CQ（clinical question），FQ（future question）方式で書かれており，画像診断の EBM とな
る書である．さらに各領域の冒頭で標準的撮像法が記載されており，領域により若干異なるが撮像コントラストや
代表的な疾患ごとに簡潔にまとめられている．この内容に沿った，アーチファクト対応を含めた技術的な背景を，
過去の論文や実際の検証等を含めてまとめていければと考えている．さらには，日本磁気共鳴専門技術者認定
機構の推奨撮像条件が，どのような根拠で推奨条件を決めているのかを補完するようなものになればと考える．

4．まとめ
撮影部会 MR 分科会として，MRI 検査の標準化は前述の通りオールジャパンで考えるべきものと捉えている．
今回のワークショップでは，日本磁気共鳴専門技術者認定機構や日本磁気共鳴医学会の理事を担当している
診療放射線技師から，それぞれ MRI 検査の標準化についてどのように考えるか意見を聴く構成とした．MRI の
標準化には，複雑な撮像パラメータが絡み合い，また装置ベンダーの機種の差も大きく，さらに求める医師の要
求も多様であるという問題が立ちはだかり，標準化として一様な結論を提示することが困難であることは明白であ
る．したがって簡単に誰もが磁気共鳴専門技術者と同等な検査を行うことができるようなガイドブックを目指して
はいない．画像診断ガイドラインに沿った撮像条件の技術的な背景をまとめることで，各施設で迷った時に参照
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し幅広く MRI 検査の質を上げることが目的である．
最後に，現代の情報社会では，インターネットを通じて「情報」を得る機会が多いが，それを自身が持つ経験を
含めた五感を通し自分のものとすることで，上位概念である「知識」に変えることが現代では必要な力だと思う．
MRI 検査の標準化の本質も同様で，MRI の基礎的な原理を基盤とし，たくさんの情報の中から自身で判断し安
全性を担保しながら，必要とされる画像を提供するための撮像パラメータが組める力を育てることができればと思う．
そのためには，自身の臨床的な知識と医師とのコミュニケーションも不可欠であり，MRI 標準化と相互作用し質の
高い検査ができることを望む．
参考文献
1）武澤純．医療安全と標準化．第 127 回日本医学シンポジウム記録集 医学・医療安全の科学; 2004: 112-115
2）小倉明夫，宮地利明，小林正人，他．臨床 MR 画像における SNR 測定法に関する考察．日放技学誌; 2007;
63（9）: 1099-1104
3）梶迫正明，宮地利明，谷口正洋，他．1.5T と 3T におけるスピンエコー法のクロストークの影響に関する検討．
日放技学誌; 2011; 67（7））: 779-784
4）浦山慎一．3T MRI Physics.日磁医誌; 2008; 28（4））: 231-243
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ワークショップ MR 分科会
テーマ C：MRI 検査の標準化に向けた課題と今後の展望

『MRI 標準化への期待：CT 標準化の経験から』
Expectations for MRI Standardization : From Experience with Standardization of
CT Images
千葉市立海浜病院
高木 卓
1．はじめに
CT 装置の性能の向上は目覚ましく，1998 年頃より臨床に導入されたマルチスライス CT の登場により，撮影
時間の大幅な短縮と撮影範囲の拡大，更に多時相撮影が可能となり，診断能の向上と適応範囲の拡大が一
気に進んだ．これに伴い，新たな検査技術の報告が多く行われ，様々な検査プロトコルが提案されるようになっ
たが，同じ検査目的で実施された CT 検査であっても撮影プロトコルが施設毎に異なり，極端な表現をすれば
診断能や被ばく線量が大きく異なる検査が実施されている状況が生じ始めていた．このような状況の中，撮影
分科会(現在の撮影部会)では 2006 年の秋季学術大会撮影分科会ワークショップ「X 線 CT 撮影の標準化を目
指した必要要件を考える」を開催し，標準化の議論をスタートした．その後，2008 年学術研究班「X 線 CT 撮影
における標準化」(梁川班)が組織され，2010 年に放射線医療技術学叢書(27)「X 線 CT 撮影における標準化～
ガイドライン GuLACTIC～(初版)」1)を発刊，2014 年には改訂に向けた学術調査班「X 線 CT 検査における標準
化(改訂)」(高木班)が組織され，2015 年に改訂版として「X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～(改訂 2
版)」2)を発刊した．これまで延べ 8000 部超を頒布し，多くの施設で検査プロトコル構築の際に参照とされている
ものと思われる．本講演では，CT 検査の標準化を行った経験から「標準化」の意義や役割，必要性について解
説を行う．

2．標準化の意義と初版における取組
2008 年に梁川班が組織された際に CT 検査の標準化の意義を「検査を受ける人が最大の利益を有する CT
画像」と定め，「多くの施設で利用可能なプロトコルでなければ標準化として意味を持たない」を基本的なコンセ
プトとした．このため，CT 撮影における標準化では放射線科診断医に監修を依頼し，作成したプロトコルに対
して評価を頂いている．また，標準化プロトコルの構築するにあたり，検査目的の明確化，様々な検査環境(装
置性能)への対応，検査データの有効活用方法などを考慮することとした．具体的には検査部位・疾患別の 59
のプロトコル(Table 1)を作成し，当時の CT 装置の稼働状況(4 列以下のマルチスライス CT が 6 割，16～64 列
以下のマルチスライス CT が 4 割) 3)を踏まえ，装置性能に差に対応するため， Strong Recommendation (4 列
CT で対応可能なプロトコル)，Recommendation (16 列 CT で対応可能なプロトコル)，option (可能なら追加すべ
き項目) とした grade 分類を行った．また，PACS の普及も十分進んでいない状況を踏まえ，フィルム読影を前
提とした再構成スライス厚や検査データの有効活用法として追加の画像処理についても記載を行った．
実際に作成されたプロトコルには，「目的」，「検査の解説」，「撮影範囲・呼吸制御」，「撮影条件」，「再構成
条件」，「造影法」，「画像表示法」，「臨床画像」を詳細に記載し各施設で利用し易い内容とした．また，典型的
な症例の臨床画像掲載することで検査結果として求められる画像を示すとともに，診断や治療に有用な画像処
理法として multi planar reconstruction (MPR)や volume rendering (VR)画像等も掲載した．
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このような取り組みを経て作成した初めての「CT 撮影における標準化」は，臨床における利便性を追求した
上で，日本放射線技術学会として初めて撮影のガイドラインを作成したことに大きな意義あり，多くの施設にお
いてプロトコル作成の一助となった．

Table 1 CT 撮影における標準化(初版)で作成した検査プロトコル一覧

3．標準化の改訂
初版の発刊直後から標準化プロトコルの改訂の必要性は認識しており，2014 年に改訂に向けた活動が開始
された．改訂に際して検査環境の変化や装置性能の向上を踏まえ初版からの改善点が議論された． まず，
CT 装置の稼働状況は変化し 2013 年の CT 稼働状況のデータ 4)では 16 列以上のマルチスライス CT が 6 割
以上となったことから，標準化の対象とする CT 装置を 16 列以上のマルチスライス CT とした．これにより，冠動
脈 CT 等の特殊検査を除けば装置の性能差によるプロトコルの制限が少なくなったことから，初版で採用した
Garde 分類は必要性が低くなり廃止することとした．また， CT-automatic exposure control : CT-AEC が使用可
能な装置が主流となり，CT-AEC の使用を前提としたプロトコルの作成に取り組むこととした．また，読影環境も
2008 年の診療報酬改定で「電子画像管理加算」が制度化されたことで PACS の普及が進み 5)，モニタ診断を前
提に再構成スライス厚の再検討にも取り組むこととした．
これらを踏まえ初版からの改善点として,検査プロトコル作成及び記載内容のエビデンスの明確化，画質及
び被ばくの最適化に取り組んだ．初版の検査プロトコルは臨床における利便性を最優先としたため，研究班に
おける協議内容が優先され，作成された部位・疾患に対するエビデンスが十分ではなく，プロトコルに記載した
撮影条件のエビデンスを明示出来ていない箇所も多く存在していた．このため改訂時の部位・疾患プロトコル
の作成に当たっては，医学放射線学会より発刊された「画像診断ガイドライン 2013 年度版」6)を初めとする診
断・診療に関するガイドラインを参照し，CT 検査の有用性高い部位・疾患を「推奨プロトコル」として 43 部位に
整理し(Table 2)，「CT 検査の位置付け」として診療・診断ガイドラインでの記載内容と推奨グレード等をプロトコ
ルシートに記載した．また，研究班として標準化の必要性が高いと判断した 9 部位・疾患については「参考プロ
トコル」として掲載した．更に，撮影条件のエビデンスを明確とするため部位・疾患毎に「解説」を記載し，各施
設においてプロトコルのエビデンスを確認出来るように配慮を行った．
画質及び被ばく線量の最適化については，様々な議論を行い CT-AEC の使用を前提として，ICRP
publication 1027)に記載がある「特定の検査目的に特定のノイズレベルを要求する」方法を採用した．このノイズ
レベルの要求について被ばく線量の増加を招く懸念もあるが，2015 年 6 月に医療被ばく研究情報ネットワーク
(J-rime)より公開された診断参考レベル

8)を利用することで，画質及び被ばくの最適化に対応した．この改訂を

経て CT 撮影における標準化は画質基準となる指標を示したことにより，より実践的な内容に踏み込むことが出
来たと言える．
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Table 2 CT 撮影における標準化(改訂 2 版)で作成した検査プロトコル一覧
4．CT 撮影における「標準化」の役割
CT 撮影における「標準化」が受け入れられた背景には，施設背景や装置性能を限定せず，多くの施設で実
施可能な実践的な検査プロトコルを作成してきた結果である．すなわち，「標準化」を時代の最先端や達人が
達成できるレベルではなく，あくまで「標準」であることを忘れず，梁川班が掲げた「検査を受ける人が最大の利
益を有する CT 画像」，「多くの施設で利用可能なプロトコルでなければ標準化として意味を持たない」とした基
本的なコンセプト継続してきた結果と言える．このような標準化の作業を，放射線技術学を専門とする日本放射
線技術学会が中心となって作成したことに大きな意義があると言える．
CT 撮影における標準化は多くの施設で検査プロトコルを新規に構築する際や，見直しをする際の参考資料
として用いられており，標準化としての役割を果たしてきた．また，改訂 2 版において画質をシンプルな方法で
定義したことにより，様々な検討を行う際の画質基準として採用され，多くの研究発表や論文にも引用されるよ
うになっている．更に，一部ではあるが装置メーカー推奨の検査プロトコルにも取り入れられたことは画質及び
被ばくの最適化に向けて大きな役割を果たしたと言える．
5．MRI 標準化への期待
ここまで，CT 撮影の標準化の経験から目的や作成のプロセス，意義と役割について解説を行った．標準化
を行うためには，「標準化」の必要性に関して十分議論を行うこと重要である．今回のワークショップやこれまで
の検討を踏まえ MRI 検査に「標準化」が必要と判断されたのであれば実現に向けて行動していくことが重要と
考える．MRI では検討項目も多く，標準化に向けて難題が多いと予想されるが，施設背景に依らず，患者に有
益な画像を提供することが出来る標準化の実現にむけて議論が進展することに期待したい．
参考文献
1） X 線 CT 撮影における標準化「~ガイドライン GuLACTIC～」.日本放射線技術学会
2) X 線 CT 撮影における標準化~GALACTIC (改訂 2 版)~ .日本放射線技術学会
3) マルチスライス CT 機種別台数表.月刊新医療,2009（12）
4) マルチスライス CT 機種別台数表.月刊新医療,2013（12）

5) http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1104/05/news02.html． [Accessed July 2015]
6) 画像診断ガイドライン 2013 年度版．日本放射線医学学会，日本放射線科専門医会・医会，2013．
7) ICRP Publication 102: Managing Patient Dose in Multi-Detector Computed Tomography (MDCT). 2007
8) 医療被ばく研究情報ネットワーク.最新の国内実態調査結果に基づく診断参考レベルの設定．2015
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ワークショップ
テーマ A ： 一般

『いろいろな骨密度検査を学びなおそう』
座長：川崎市立川崎病院（撮影部会委員）三宅 博之
北里大学病院（撮影部会委員）関 将志
コロナ禍の中，第 77 回撮影部会テーマ A：一般が開催されたが，講師全員が会場で講演された．また座長の
北里大学病院 関先生は現地に参加できず，Web での参加となった．
熊本大学大学院 整形外科学講座 宮本健史先生の講演では，以下の内容について講演された．
・骨粗鬆症は骨強度が低下し脆弱性骨折のリスクが高まった状態と定義される．
・骨強度の低下は骨密度と脆弱性骨折の既往により診断されるため，骨粗鬆症の放射線学的検査は骨密度
測定と X 線等による骨折評価となる．
・骨密度は定量評価に基づき判定され，原則として腰椎または大腿骨近位部で測定することが望ましい．
・骨粗鬆症治療について，骨粗鬆症と診断された患者の投薬基準は診断基準と同様に，脆弱性骨折の有無と
骨密度の測定結果で層別化するが，骨量低下が YAM の 70%より大きく 80%未満のものについては大腿
骨近位部骨折の家族歴の有無や Fracture Risk Assessment tool (FRAX®)の結果により投薬基準が判定さ
れる．
その他，専門医が行っている診療状況についても解説していただいた．
ワークショップでは甲南医療センター 甲山精二 先生に腰椎および大腿骨の DXA 法について原理から臨床
における問題点まで解説していただいた．その中で検査の再現性，ポジショニングの重要性について理解するこ
とができた．また，北里大学 安冨蔵人 先生には超音波装置を用いた検査法について解説いただき，踵骨およ
び橈骨を用いた QUS 法，大腿骨を用いた REMS 法について解説していただいた．超音波を用いた測定結果の
再現性には DXA 法には及ばないが，簡便に測定できるなど多くのメリットがあることを理解することができた．安
城更生病院 小田耕司 先生には透視装置を用いた DXA 法について解説していただいた．透視装置における
DXA 法のデータ解析についての検証，透視を使用したポジショニングの再現性，そして専用装置でないため部
屋の確保が不要であるなど運用面についても詳細に解説していただいき，透視検査室で実施するメリットについ
ても理解することができた．近畿大学奈良病院 三阪知史 先生には最新の骨密度検査として MRI を用いた検査
について解説していただいた．Dixon 法をベースとして骨粗鬆症における重要なバイオマーカーの一つである骨
髄の脂肪化を評価すること，また，DXA 法による Trabecular Bone Score (TBS)解析により骨質を評価するなど詳
しく講演され，理解することができた．
質問では装置更新によりベンダーが変わった場合の対応について，各先生に回答していただいた．各先生とも
過去データと新しいデータの整合性が重要であることを訴えられた．
骨密度について改めて理解することができた内容であり，講師の講演内容が素晴らしく有意義なワークショップ
であった．
今後も会員の皆様にとって有益な情報を提供できるよう撮影部会
委員一同進めていきたい．

宮本先生（教育講演）
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質疑応答時の講師

ワークショップ
テーマ B ：一般・CT・MR 合同分科会

『脳卒中治療と画像診断の最前線』
座長：群馬県立健康科学大学（撮影部会委員）林 則夫
千葉市立海浜病院（撮影部会委員）高木 卓
1．はじめに
2021 年 10 月 16 日に開催された第 49 回日本放射線技術学会秋季学術大会において第 77 回撮影部会ワ
ークショップが開催された．今大会では，はじめてのハイブリッド形式で開催された．コロナ禍で対面での開催
が難しい中，現地に参加できたかたと Web からの参加の両方の先生方から脳卒中治療における画像診断およ
び IVR の最前線の内容をご講演いただいた．コロナ禍で診療業務が大変な中ご講演のご準備を頂いた教育
講演の秋山先生をはじめワークショップの講師の先生方にこの場を借りて厚く御礼申し上げます．加えて，現
地及びオンデマンドで部会ワークショップにご参加いただいた皆様にもお礼申し上げます．

2．教育講演，ワークショップ
教育講演では聖マリアンナ医科大学の秋山久尚先生に「急性期脳卒中における画像診断と治療」というテー
マでご講演いただいた．急性期脳卒中における最前線の画像診断や治療方針ついてご講演いただいた．とく
に 6 年ぶりに改訂された脳卒中治療ガイドライン 2021 の内容や，ガイドラインに記載されている超急性期虚血性
脳卒中の early CT sign や DWI-FLAIR ミスマッチや経静脈的血栓溶解療法の運用などに関しては会場にいる
聴講者がみな聞き入って新たなガイドラインの改定の運用に注目していた．また急性期虚血性脳卒中について
は病型分類を詳細にご講演いただいた．原因による分類を詳細にご説明いただいた．教育講演に参加できな
かった方で興味のある方は，秋山先生講演内容について前号（撮影部会誌 Vol.29.No2）に寄稿されているので
是非参考にされたい．ワークショップでは，「脳卒中治療における放射線技師の役割」について，りんくう総合医
療センターの西池成章先生にご講演いただいた．他施設でアンケートを実施された結果について，現在の様々
な医療機関における急性期脳卒中における検査体制や検査方法について講演された．CT と MRI のどちらを最
初に実施するかについて，会場が予想していた以上に CT 検査が多かったことに驚きがあった（CT-first が約
88%）．多くの施設ではガイドラインに準拠した撮影プロトコルを実施していたが，一定数は施設独自の考え方で
撮影条件を決定していることがわかった．つづいて「脳卒中における画像診断の最前線・CT」について，札幌白
石記念病院の笹森大輔先生よりご講演いただいた．日本国内でも有数の急性期脳卒中の専門機関である特徴
もあり，数多くの CT-Perfusion の実績と知見を有していることから，それらの詳細についてわかりやすく説明され
た．CT-Perfusion は多くの施設では検査の煩雑性や解析に時間がかかることなどから急性期脳卒中のルーチン
検査に導入されていない施設が多いが，どのようにして対応しているかについて，またその有用性について会場
全体で理解することができた．笹森先生の発表内容も内容を前号に詳細を寄稿されているので是非参考にされ
たい．3 人目の講師として，福井大学医学部附属病院（現：京都医療科学大学）の石田翔太先生に「脳卒中にお
ける画像診断の最前線・MRI」 についてご講演いただいた．石田先生には福井大学が以前より熱心に取り組
んでいる非造影で灌流強調像を取得できる ASL を中心に，原理とその有用性についてご講演いただいた．
ASL に関しては，非造影で簡便に灌流画像が取得できることから脳卒中の検査に限らず多くの目的で実施され
ている．DWI や FLAIR との違いや DWI-Perfusion ミスマッチについてもご教示いただいた．最後に「脳卒中治療
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と画像診断の最前線・IVR」について大阪市立大学医学附属病院の乕田雄介先生にご講演いただいた．前者
の 3 名の先生方と異なり，IVR の立場から現在臨床で行われている最前線の脳卒中治療についてご講演いた
だいた．“Time is Brain”の言葉があるが，それを臨床に導入するために工夫されていること，特に患者さんの固
定方法やアクセスルートの把握や Working Angle の確保，ならびに手技線量の管理など，見落とされがちだがと
ても重要な診療放射線技師の役割とその効果についてガイドラインや知見を交えて講演された．講演後は教育
講演の秋山先生を加えて講師全員で討論を行った．ハイブリッドでのワークショップであったがオンラインのライ
ブ配信はなかったことから質問は会場限定であった．それでも急性期虚血性脳卒中における画像診断の役割
やどのように何を検査するのがベストであるのかについて様々な質問があった．結論としてはガイドラインに準拠
しながら，施設ごとにできる検査や体制が異なってくるため，それらを考慮して“Time is Brain”の概念はすべて
の施設で共有してできるだけ早く診断および治療に移行できる環境づくりが重要であることが参加者で共有でき
た．

3．おわりに
今回は撮影分科会，CT 分科会，MR 分科会合同の初めてのワークショップであった．モダリティの違いや各
分科会の議論を 1 つの会場で共通課題（今回は急性期虚血性脳卒中）について議論できたことは非常に有益
であった．今後も，臨床現場に即した課題をモダリティの枠を超えて討論して会員の皆様とともに最新の知識を
アップデートできる撮影部会ワークショップを企画していきたいと思う．最後に繰り返しになるが，コロナ禍で日常
臨床が大変な中，本ワークショップのご準備を頂いた講師の先生皆様および会を開催していただいた第 49 回日
本放射線技術学会秋季学術大会実行委員の皆様及び関係各位にお礼申し上げます．

Fig. 1 会場の様子．(a)会場後方からの様子（教育講演）, (b) 秋山先生による教育講演, (c) ハイブリッド形式
の討論の様子, (d) 質疑応答の様子
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（公社）日本放射線技術学会

撮影部会

2021 年度事業報告
１．第 76 回撮影部会(第 77 回総会学術大会)を開催した.
会場:パシフィコ横浜(横浜市)
(1)テーマ A (一般分科会) 開催日:4 月 16 日(金) 午後
教育講演 『私達はここを診ている 〜胸部 X 線画像の画像診断〜』
講師: 北里大学病院呼吸器内科 横場 正典 (非会員)
司会: りんくう総合医療センター 中前光弘(撮影部会長)
ワークショップ 『基本に戻ろう! 胸部 X 線画像をみんなで再学習』
座長:福島県立医科大学 山品博子(撮影部会委員)
川崎市立川崎病院 三宅博之(撮影部会委員)
① 『胸部 X 線画像はどうあるべきか －全衛連の評価法から見えるもの－』 丸の内病院 平野浩志
② 『撮影の前に知っておきたいこと 〜システムや撮影条件の考え方〜』
りんくう総合医療センター 中前光弘
③ 『画像処理の基本』

大阪急性期・総合医療センター 樫山和幸

④ 『これからの胸部Ｘ線画像』
聖路加国際病院附属クリニック・予防医療センター 佐藤 稔(JSRT 会員)
(2)テーマ B (CT 分科会) 開催日:4 月 17 日(土) 午後
教育講演 『低線量 CT: 目的と意義』
講師: 国際医療福祉大学成田病院 赤羽 正章
司会: 千葉市立海浜病院 高木 卓(撮影部会委員)
ワークショップ 『低線量 CT の現状と展望』
座長:国立がん研究センター東病院 野村 恵一(撮影部会委員)
静岡県立静岡がんセンター 瓜倉 厚志(撮影部会委員)
① 「低線量 CT の新技術」三重大学医学部附属病院 永澤 直樹(JSRT 会員)
② 「低線量 CT 撮影の物理特性」中津川市民病院 原 孝則(JSRT 会員)
③ 「検診領域における低線量 CT 撮影の現状」 滋賀医科大学医学部附属病院 牛尾 哲敏(JSRT 会員)
④ 「成人 CT 撮影における線量低減の適応」 東京大学医学部附属病院 井野 賢司(JSRT 会員)
⑤ 「小児における低線量 CT 撮影の適応」 国立国際医療研究センター 岩渕 勇人(JSRT 会員)
(3)テーマ C (MR 分科会) 開催日:4 月 18 日(日) 午後
教育講演 『臨床 MR 画像の SNR 測定法』
講師:群馬県立健康科学大学 林 則夫
司会:徳島文理大学(撮影部会委員)山村憲一郎
ワークショップ 『推奨される頭部臨床画像の SNR の提案』
座長: 徳島文理大学(撮影部会委員) 山村憲一郎
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新潟大学医歯学総合病院(撮影部会委員)金沢 勉
① 「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案: T1WI」新潟大学医歯学総合病院

齋藤 宏明

② 「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案: T2WI」国際医療福祉大学 茂木 俊一
③ 「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案: FLAIR」兵庫医科大学病院 桐木 雅人
④ 「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案: DWI」栗原市立栗原中央病院 吉田 礼
⑤ 「推奨される頭部臨床画像の SNR の提案: T2star」熊本大学病院 森田 康祐
２．第 77 回撮影部会(第 49 回秋季学術大会)を開催した.
(1）テーマ A：一般分科会 開催日 10 月 17 日(日)午前
司会：りんくう総合医療センター（撮影部会長）中前光弘
教育講演 『骨粗鬆症の検査と治療法』
講師：熊本大学大学院 整形外科学講座 宮本健史
ワークショップ 『いろいろな骨密度検査を学びなおそう』
座長：川崎市立川崎病院（撮影部会委員）三宅博之
北里大学病院（撮影部会委員）関 将志
①「教えて DXA 法｣

甲南医療センター 甲山 精二

②「教えて超音波装置を用いた検査法」

北里大学 安冨 蔵人

③「教えて透視撮影装置を用いた検査法」

安城更生病院 小田 耕司

④「最新の骨密度検査法」

近畿大学奈良病院 三阪 知史

(2）テーマ B：一般・CT・MR 合同分科会 16 日(土)午後
司会：川崎市立川崎病院（撮影部会委員）三宅 博之
教育講演 『急性期脳卒中における画像診断と治療』
講師：聖マリアンナ医科大学 内科学（脳神経内科） 秋山 久尚
ワークショップ 『脳卒中治療と画像診断の最前線』
座長：群馬県立健康科学大学（撮影部会委員）林 則夫
千葉市立海浜病院（撮影部会委員）高木 卓
①「脳卒中治療における診療放射線技師の役割」

りんくう総合医療センター 西池 成章

②「脳卒中における画像診断の最前線・CT」

札幌白石記念病院 笹森 大輔

③「脳卒中における画像診断の最前線・MR」

福井大学医学部附属病院 石田 翔太

④「脳卒中治療と画像診断の最前線・IVR」

大阪市立大学医学附属病院 乕田 雄介

３．2021 年度 市民公開シンポジウムの開催(広報・渉外委員会，近畿支部)
「痛(いと)うないですか?“腰” 〜放射線技術を駆使した原因究明と手術支援〜」
開催予定日:2021 年 11 月 14 日(日) 13 時～17 時
会 場:ＬＩＶＥ配信（メルパルク京都）
最大接続数：74 回線
オンデマンド配信：2021 年 11 月 22 日(月)正午～12 月 6 日(月)正午
再生回数：152 回
内容：
第一部:腰痛を知ろう!(60 分)
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腰痛の原因と治療，付き合い方と予防法 奈良県立医科大学 重松 英樹
第二部:診断のための画像検査と手術支援(120 分)
① 単純 X 線撮影は何度も撮るの? 〜撮影意義と被ばく低減技術〜
京都大学医学部附属病院 上間 千秋
② MRI で何がわかるの? 〜診断に必要な検査の概要と撮像技術〜
③ CT で立体画像? 〜手術を支援する 3D 技術〜

京都桂病院 池 和秀

奈良県立医科大学附属病院 間井 良将

④ フリートーク
４． セミナーを開催した. (教育委員会，各地方支部共催)
(1) 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会の開催
(教育委員会，撮影部会・地方支部・日本乳がん検診精度管理中央機構共催)
1 第 88 回乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会(近畿支部)
*新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大予防の観点から開催を中止した.
2 第 89 回乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会(東北支部)
*新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大予防の観点から開催を中止した.
(2) ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーの開催(オンラインセミナー)
第 11 回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナー
開催日：2021 年 9 月 23 日（金・祝）10：00～12：00
会場：WebEx-Events（ＬＩＶＥ配信）
内容：
10：00－10：05

開催挨拶（撮影部会 一般分科会長

三宅 博之）

10：05－10：30

よりよいマンモグラフィのための撮影技術（講師：小山 智美・聖路加国際病院 放射線科）

10：30－11：00

ディジタルマンモグラフィの保存と表示（講師：坂本 博・東北大学病院）

11：00－11：30

マンモグラフィの線量測定（講師：根本 道子・慶應義塾大学病院）

11：35－11：55

質疑応答

11：55－12：00

閉会の挨拶（撮影部会長

中前 光弘）

参加者数：171 名
オンデマンド動画講座：2021 年 9 月 6 日（火）00：00～25 日（日）23：50

内容：（各 30 分）
講義１．ディジタルマンモグラフィの現状
講義２．マンモグラフィのためのディジタル画像の基礎と評価
講義３．マンモグラフィにおける放射線防護
講義４．ディジタルマンモグラフィシステムの品質管理

累計再生回数：1359 回
(3) CT 応用セミナーの開催(中四国支部)
第 6 回 CT 応用セミナー（オンラインセミナー）
開催日:2021 年 9 月 11 日(土) 13:00～17:30
内容：
・画像評価（物理総合評価と視覚評価）と演習
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日本医療大学

黒蕨 邦夫

岐阜医療科学大学

篠原 範充

名古屋医療センター

広藤 喜章

東北大学病院

斎

政博

・線量評価（ワイドビーム）と演習
・時間分解能評価
・CT 研究の進め方（基礎と臨床）
・CT 研究論文における方法論（構成，文献整理など）
受講者数：127 名
*新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防の観点からオンラインセミナーを開催した.
(4)第 3 回実地で学ぶ MRI 安全管理セミナーの開催
第 3 回 MRI 安全管理セミナー(Webinar)
開催日:2021 年 12 月 10 日(金)19 時～21 時
内容：
1）
「体内金属が MRI から受ける物理作用：吸引力，トルク，発熱」
講師：坂井上之先生（東千葉メディカルセンター）
2）
「踊る・MRI 安全管理～事件は現場で起きている～」
講師：福澤 圭先生（虎の門病院）
3）MRI 装置の基礎
講師：野原百合子先生（第二大阪警察病院）
申込者：91 名，参加者：80 名
*新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防の観点からオンラインセミナーを開催した.
５．部会誌(電子版)の発行
春 4 月と秋 10 月の 2 回，学術大会に合わせて，Vol.29 No.1 通巻 76 と Vol.29 No.2 通巻 77 を発行し
た.
【撮影部会誌 Vol.29 No.1 通巻 76】
■巻頭言 撮影部会委員 高木 卓
■第 76 回撮影部会 2021 年 4 月 15 日（木）～18 日（日） パシフィコ横浜
■テーマ A：一般分科会
■テーマ B：CT 分科会
■テーマ C：MR 分科会
■Vol.28 No.2 通巻 75 号撮影部会誌報告
テーマ A『グリッドレス撮影 〜完全攻略ガイド〜』 川崎市立川崎病院（撮影部会委員）三宅 博之
テーマ B『Dual Energy CT』 千葉市立海浜病院（撮影部会委員）高木 卓
テーマ C『脂肪抑制法の技術解説』 群馬県立健康科学大学（撮影部会委員）林 則夫
■事業報告・事業計画
■お知らせ・編集後記
【撮影部会誌 Vol.29 No.2 通巻 77】
■巻頭言

撮影部会委員 瓜倉厚志

■第 76 回撮影部会 2021 年 10 月 15 日（木）～18 日（日） パシフィコ横浜
■テーマ A：一般分科会
■テーマ B：一般・CT・MR 合同分科会
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■第 76 回撮影部会
テーマ A『基本に戻ろう！胸部Ｘ線画像をみんなで再学習』川崎市立川崎病院（撮影部会委員）三宅 博
之
テーマ B『低線量 CT の現状と展望』 国立がん研究センター東病院（撮影部会委員）野村 恵一
テーマ C『推奨される頭部臨床画像の SNR の提案』 徳島文理大学（撮影部会委員）山村憲一郎
■お知らせ・編集後記
６．撮影部会会員専用のメールマガジンの発信
撮影部会主催のセミナー募集やイベント開催案内など，Vol.23～26 ４回情報提供した.
Vol.23 2021.07.02

第 6 回 CT 応用セミナー(オンライン開催)

Vol.24 2021.07.31

第 11 回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナー（オンライン形式）

Vol.25 2021.08.12

第 11 回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナー（参加人数の上限

を解除いたしました）
Vol.26 2021.08.17

第 11 回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナー（参加人数の上限

を解除いたしました）
７．研究奨励賞の選考(表彰委員会)
一般分科会，CT 分科会，MR 分科会からそれぞれの専門領域に関する学術論文ならびに学術大会，撮影部
会
における発表の中から担当委員が審査を行い，高い得点を得た優れた内容の研究を技術奨励賞，技術新
人賞の
候補者として複数名選考し，表彰委員会に推薦した.
８．梅谷賞の推薦(表彰委員会)
教育，著作，発明および考案に著しい業績を挙げたグループや個人を表彰委員会へ推薦した.
９．宿題報告ならびにシンポジウムの推薦(学術委員会)
第 79 回総会シンポジウムを３テーマ，第 80 回総会宿題報告者６名を学術委員会へ推薦した.
10．部会委員会の開催(3 回)
第 1 回: 4 月 15 日(木) パシフィコ横浜(横浜市)
第 2 回:10 月 14 日(木) 熊本城ホール(熊本市)
第 3 回:2022 年 1 月 30 日(日) 学会東京事務所(東京都文京区)
*新型コロナウイルス(オミクロン株)の爆発的な感染拡大のため中止
11． 第 86 回日本循環器学会学術集会へのサポート
撮影部会委員を中心に企画案を作成し，JSRT から日本循環器学会へ提案した.また，JSRT 会員から司会
ならびにシンポジストの推薦を行い,下記の内容のシンポジウムが開催された.
第 85 回日本循環器学会学術集会（パシフィコ横浜ノース）
チーム医療セッションプログラム( 3 ) PCI のための心筋虚血評価─冠血流予備能の測定に迫る─
3 月 27 日(土) 17：20～18：50 Room 12 (G403)
座長：東京医科大学八王子医療センター 田中信大
大阪市立大学医学部附属病院 市田隆雄
演者：和歌山県立医科大学 循環器内科 塩野泰紹
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順天堂大学 放射線科 佐藤英幸
東京医科大学八王子医療センター 藤村耕平
神戸大学 循環器内科学分野

鳥羽敬義

大阪医科大学附属病院 山村憲一郎
三重大学 髙瀬伸一
コメンテーター：三重大学 放射線医学教室 佐久間

肇

12．市民からの質問に回答した.(広報渉外委員会)
会員や一般市民からの問い合わせに対して，回答案を広報渉外委員長へ答申した.
13．専門技師・技術者制度への参画ならびに安定的な運用をサポートした.
(1) MR 専門技術者 認定制度
(2) CT 専門技師 認定制度
(3) 肺がん CT 検診認定技師 認定制度
(4) 日本救急撮影技師 認定制度
(5) 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 認定制度
(6) 乳房撮影専門技師 認定制度
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2022 年度事業計画
１．第 78 回撮影部会(第 78 回総会学術大会)を開催する.
会場:パシフィコ横浜(横浜市)
(1) テーマ A (一般分科会)
開催日:4 月 15 日(金) 午後
教育講演

『頭頸部領域の炎症性疾患

講師：

佐藤

司会：

川崎市立川崎病院

ワークショップ
座長：

(F203+F204)

宏朗

〜乳幼児・小児を中心に〜』

（JRS 会員）
三宅博之（JSRT 会員）

『頸部領域の炎症疾患における撮影技術〜乳幼児・小児を中心に〜』

刈谷豊田総合病院

前田佳彦

りんくう総合医療センター

中前光弘

（１）『X 線撮影による小児頸部炎症性疾患について』 茨城県立こども病院

本元強（JSRT 会員）

（２）『小児頸部 CT 検査における安心と安全のための撮影技術』
刈谷豊田総合病院

長谷川 光太郎（JSRT 会員）

（３）『小児患者の MRI：安全性と検査成功に欠かせないもの』 北里大学病院
（４）『超音波による小児頭頚部炎症性疾患』 東京医科大学病院画像診断部

小見正太郎（JSRT 会員）
河本敦夫（JSRT 会員）

(2) テーマ B (CT 分科会)
開催日:4 月 16 日(土) 午後
教育講演

『放射線診断専門医が求める CT 検査の標準化』

講師：

所属名

司会：

千葉市立海浜病院

ワークショップ
座長：

(F201+F202)

国立病院機構水戸医療センター
高木

井田

正博（JRS 会員を予定）

卓(JSRT 会員)

『CT 撮影における標準化改訂に向けて』

国立がん研究センター東病院
静岡県立静岡がんセンター

野村
瓜倉

恵一
厚志

（１）『CT 撮影における標準化改訂のポイント』 千葉市立海浜病院

高木

卓（JSRT 会員）

（２）『頭部・頭頚部領域』 北海道勤労者医療協会

勤医協中央病院

（３）『腹部領域』 岐阜大学医学部附属病院

利治（32）
（JSRT 会員）

（４）『循環器領域』 華岡青洲記念病院

山口

三好

舩山

和光（JSRT 会員）

義隆（JSRT 会員）

（５）『救急領域』 国立病院機構水戸医療センター

田中

善啓（JSRT 会員）

(3) テーマ C (MR 分科会)
開催日：4 月 17 日(日)
教育講演

午前（F201+F202）

『JSRT における標準化の動向と MRI に期待するもの』

講師：

情報通信研究機構

司会：

群馬県立県民健康科学大学

ワークショップ
座長：

未来 ICT 研究所脳情報通信融合研究センター
林

則夫（JSRT 会員）

『MRI 検査の標準化に向けた課題と今後の展望』

新潟大学医歯学総合病院
徳島文理大学

金沢

勉（JSRT 会員）

山村憲一郎（JSRT 会員）
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内田

幸司（JSRT 会員）

（１）『MRI 標準化の取り組み：JMRTS の立場から』

高清会

（２）『MRI 標準化の取り組み：JSMRM の立場から』

高井病院

虎ノ門病院

分院

土`井
高橋

（３）『MRI 標準化の取り組み：JSRT の立場から』 新潟大学医歯学総合病院
（４）『MRI 標準化への期待：CT 標準化の経験から』 千葉市立海浜病院

高木

司（JSRT 会員）
順士（JSRT 会員）

金沢

勉（JSRT 会員）

卓（JSRT 会員）

(4) JSRT-JCS 合同企画シンポジウム
開催日：4 月 16 日（土）午後（501）
「循環器診療での感染対策 -新型コロナウィルス感染症への対応経験を活かす-」
座長（JCS）

中川義久，滋賀医科大学

循環器内科

（JSRT） 高尾由範，大阪市立大学医学部附属病院

中央放射線部

1) 移動型 X 線装置での対応と展望（15 分）由地良太郎
2) CT 室における対応（15 分）井田義宏

東海大学医学部付属八王子病院

藤田医科大学病院

3) 血管撮影室（カテ室）での対応（15 分）大澤三和

昭和大学藤が丘病院

4) 新型コロナウィルス感染症が循環器診療に与えた影響と今後の循環器救急の在り方（20 分）
後藤礼司

愛知医科大学（JCS）

5) ディスカッション（25 分）
２．第 79 回撮影部会(第 50 回秋季学術大会)を開催する.
テーマ A (一般分科会):未定（東京支部一般撮影技術研究班との共催企画）
テーマ B (一般・CT・MR 分科会合同):未定
３．2022 年度 市民公開シンポジウムの開催(広報・渉外委員会，近畿支部):科研費申請
「肺がんを見逃さない

～画像診断に役立つ放射線技術～」

開催予定日:2022 年 11 月 20 日(日) 13 時～17 時(予定)
会 場:未定（京都市内）
第一部: 肺がんの画像診断と治療について（仮）(50 分)

講師：未定

第二部:診断のための画像検査と手術支援(120 分)
①胸部 X 線画像による肺がん検診と技術の進歩（仮）
②低線量肺がん CT 検診を可能にした CT 技術（仮）

講師：未定
講師：未定

③肺がんの CT 検査技術の進歩とロボット手術のための画像処理（仮）

講師：未定

④フリートーク
４．セミナーを開催する. (教育委員会，各地方支部共催)
(1) 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会の開催
(教育委員会，撮影部会・地方支部・日本乳がん検診精度管理中央機構共催)
①第 90 回

乳房撮影ガイドライン･精度管理研修会（中部支部）

開催日:2022 年 8 月(予定) モニターによる読影の導入
会場:未定 (愛知県名古屋市内)
定員:50 名
②第 91 回

乳房撮影ガイドライン･精度管理研修会（近畿支部）

開催日:2022 年 9 月(予定) モニターによる読影の導入
会場:りんくう総合医療センター(大阪府泉佐野市)
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定員:50 名
③第 92 回乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会(東北支部)
開催日:2022 年 11 月(予定)
会場:東北大学病院(宮城県仙台市)
定員:50 名
(2) ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーの開催(オンラインセミナー)
第 12 回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナー
開催日:
オンデマンド配信：2022 年 9 月 (予定)
ＬＩＶＥ配信：2022 年(未定)
定員:100 名(予定)
(3) CT 応用セミナーの開催(中四国支部)
第 7 回 CT 応用セミナー
開催日:2022 年 9 月 10 日，11 日(土，日)
会場:広島大学病院（広島市）
定員:30 名
(4) 実地で学ぶ MRI 安全管理セミナーの開催(東京支部)
第 4 回実地で学ぶ MRI 安全管理セミナー
開催日:2022 年 11 月(予定)
会場:GE ヘルスケアジャパン TiPS (東京都八王子市)
定員:20 名
５．部会誌(電子版)の発行
春 4 月と秋 10 月の 2 回，学術大会に合わせて発行.
内容:部会プログラムに合わせた教育講演，ワークショップのなどの予稿技術資料，前回のワークショップの
報告 Q&A，ラジオグラフィの広場など最新の撮影技術を掲載し，部会員にとって有益な情報雑誌とする.
６．撮影部会会員専用のメールマガジンの発信
撮影部会主催のセミナー募集やイベント開催案内など，最新情報を提供する.
７．研究奨励賞の選考(表彰委員会)
一般分科会，CT 分科会，MR 分科会からそれぞれの専門領域に関する学術論文ならびに学術大会，撮影部会に
おける発表の中から担当委員が審査を行い，高い得点を得た優れた内容の研究を技術奨励賞，技術新人賞の
候補者として複数名選考し，表彰委員会に推薦する.
８．梅谷賞の推薦(表彰委員会)
教育，著作，発明および考案に著しい業績を挙げたグループや個人を表彰委員会へ推薦する.
９．宿題報告ならびにシンポジウムの推薦(学術委員会)
第 80 回総会シンポジウムのテーマおよび座長，第 81 回総会宿題報告者を各分科会から学術委員会へ推薦す
る.
10．部会委員会の開催(3 回)
第 1 回: 4 月 14 日(木) パシフィコ横浜(横浜市)
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第 2 回:10 月 6 日(木) 国際ファッションセンター(東京都墨田区)
第 3 回:11 月 27 日(日) 学会東京事務所(東京都文京区)
なお，7 月に各分科会単位で web 会議の開催を予定する.
11．第 87 回日本循環器学会学術集会へのサポート
撮影部会委員を中心に企画案を作成し，JSRT から日本循環器学会へ提案する.また，JSRT 会員から司会なら
びにシンポジストの推薦を行う.
12．市民からの質問に回答する.(広報渉外委員会)
会員や一般市民からの問い合わせに対して，回答案を広報渉外委員長へ答申する.
13．専門技師・技術者制度への参画ならびに安定的な運用をサポートする.
(1) MR 専門技術者認定制度
(2) CT 専門技師認定制度
(3) 肺がん CT 検診認定技師認定制度
(4) 日本救急撮影技師認定制度
(5) 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定制度
(6) 乳房撮影専門技師認定制度
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『Mammography 撮影技術の標準化に向けて』
元撮影部会委員
ぐんまマンモグラフィ向上委員会代表
マンモグラフィトレーニングスクール代表
新井 敏子
撮影部会誌 2020 年秋号（Vol.28 No.2 通関 75 号）の中で，群馬県桐生市に 2020 年 7 月に『Mammography
Training School』をオープンした経緯について書かせていただきました．
桐生市にオープンしたスクールにはポジショニングトレーニング用の装置も常設し，ぐんまマンモグラフィ向上
委員会主催による定期講習会，マンモグラフィトレーニングスクール主催による定期講習会の実施，ご施設に出
向いての出張講習，一般の方への講演などを行ってまいりました．また，メーカーの Web 講演に呼んでいただい
たり，地元の上毛新聞や桐生タイムスで取り上げていただいたり，FM ラジオでの対談などでお声をかけていただ
いたりして活動を行ってまいりました．
マンモグラフィは撮影する技師の技術・技量ができあがった画像に大きく影響する検査です．ただ，その撮影
技術が統一されているかというと，なかなか標準化が進まないのが現状でした．マンモグラフィを撮影する技師が
思い悩むポジショニング，「受診者にとって最適な画像を撮ってあげたい」撮影する技師はだれもがそう思いなが
ら撮っています．でも，マンモグラフィはすごくむずかしい．なぜなら，受診者の方の乳房がひとりひとりみんな違
うからです．体格も，乳房の大きさも，乳房のなかの乳腺の量も，同じ人の右と左でも違います．さらには基準とな
る角度や高さが見つけにくい，その見つけにくい角度や高さどこをどう合わせたらいいか．そこを実際にトレーニ
ングして撮影技術の標準化を目指したい，撮影技師が『勘』に頼っていた部分を基準化していきたい，受診者の
ために良い画像をというのがスクールオープンの初期の目的でした．
２０２０年初旬から急激に広まったコロナウイルスの感染状況は世の中の状況を一変させました．学会等にお
いても研究発表会や講演会，セミナー等たくさんのイベントが中止になったり，延期になったり，Web 開催になっ
たりと実施方法の見直しが必要になりましたが，当スクールにおいてもオープンの準備時期からちょうどコロナ禍
と重なり，オープン後も開催日の延期や開催人数の制限などの再考が迫られました．そこで，群馬県で２０００年
から活動しているぐんまマンモグラフィ向上委員会とマンモグラフィトレーニングスクールとの共著により，マンモ
グラフィのポジショニングをメインにしたテキストの発刊を企画し，２０２１年２月より準備に入り，８か月かけて発刊
の運びとなりましたので，その経緯についてまとめさせていただきました．
マンモグラフィポジショニングテキストの発行に向けて
ぐんまマンモグラフィ向上委員会は群馬県内のマンモグラフィ技術の向上を目的として集まった診療放射線技
師の有志（15 人）の集まりで，（現在はなくなっていますが）日本放射線技術学会の群馬支部の撮影技術専門委
員会マンモグラフィ検討班が組織の基盤です．2000 年 2 月に発足以来，マンモグラフィを軸に活動してきました．
マンモグラフィに関する研究や調査を行うだけでなく，講習会の開催や一般の方への乳がんやマンモグラフィに
関する啓発活動なども行ってまいりました．ぐんまマンモグラフィ向上委員会の 20 年以上の経験と実績を思い悩
む技師に還元したいと，そしてみんなでさらにいい画像をめざしたいという思いを込めテキストを作成しています．
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臨床の場でマンモグラフィを撮影する技師が視覚的に理解しやすいように，よい例や悪い例など写真をたくさ
ん使い,テキストにはお料理の本のようにたくさんの写真や図を入れて，見開きの状態で閲覧できる，利便性の高
い製本リング製本で，QR コードをよみこむことで要所を解説した動画を再生可能，撮影室で装置のコントローラ
ーのわきに置いて，あるいは撮影後ビューワでの画像を見直す時に，このテキストをお役に立てていただければ
と考えました．また，ぐんまマンモグラフィ向上委員会もこのテキストの作成により，いままでの活動を見つめなお
し，さらに一歩前に進むことができるのではないかとの思いもありました．

クラウドファンディングでテキスト発行の資金調達を
2005 年度から 2019 年度まで 15 年間にぐんまマンモグラフィ向上委員会が群馬県から委託されて，日本乳が
ん検診精度管理中央機構との共催で実施してきたマンモグラフィ技術講習会の講師や，スクールのメンバーを
中心にテキスト作成のプロジェクトチームを構成しましたが，なにぶんにも本の作成には不慣れなことも多く，前
年にスクールのホームページ作成をお願いした多摩美術大学出身のフリーランスデザイナーのかたに構成をお
願いしました．作成資金の一部はその方のご提案もあり，クラウドファンディングでの調達を目指しました．

クラウドファンディングは，「乳がんの早期発見の為に良いマンモグラフィを！ 撮影技術のテキストを作
成したい！！」とのタイトルで，「あなたを笑顔にするポジショニング ～マンモグラフィのテキスト制作プロジ
ェクト～」のキャッチコピーで 2021 年 4 月～6 月の期間でご支援を募りました．最終的に目標額としていた
金額を達成することができ，テキストの印刷代と構成費用とに充てることがでました．リターンにはテキストの
ほかに，講習会の受講なども設けました．
専門的な内容であり対象も限られたものであるにもかかわらず，日本の各地から，また放射線技師以外
の方からもご支援をいただき，そのご厚情に私たちプロジェクトのメンバーも心強く感じると同時に，テキスト
作成への思いが後押しされました．ご支援いただいたみなさまに，この場をお借りして改めて御礼申し上げ
ます．
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テキストの内容について
乳がんは早期発見で治る確率が非常に高いがんです．ただ，いまだに乳がんになると治らないと考え
ている一般の方が何と多いことか．乳がんになっても乳がんで死なない，死なせないための提案は多くされ
ています．新しい検査の方法も次々考えられています．しかし，現在乳がん検診で用いられ，乳がんを見つ
けるのに有効な方法はマンモグラフィです．すべてのマンモグラフィが必ず必要な情報をすべて写しだすた
めに，私たち放射線技師は精度を担保し被検者の方に寄り添った撮影をすることに努力することが大切で
す．1 人でも多くの患者さんを 1 日でも早く治療に導くための道筋として，より良いマンモグラフィを提供でき
ることを目指してテキストの作成を行いました．
テキストの内容はマンモグラフィの撮影技術に関して，線量管理も撮影技術のひとつとして考え，6 章に分けて
各章にテーマカラーを決めて見やすいようにしています．
１． マンモグラフィに必要とされる画像
２． ポジショニングの基本
３． 標準撮影法
４． 追加撮影
５． 画像から考える改善ポイント
６． マンモグラフィの被ばく

まず，各章をプロジェクトのメンバーで分担して作成し，最終的に全員で見直しをする作業を行いました．以前
からぐんまマンモグラフィ向上委員会で持っていたデータのほかに，テキスト作成のために新たに撮りなおした，
あるいは追加で撮影した写真は３０００枚を超え，その中から，テキストには２５０枚ほどの写真を使っています．
編集会議もコロナ禍ということもあり，また遠方のメンバーもあり，Teams や Zoom も初めての設定でしたが，活
用しました．
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テキスト完成後
テキストは，ぐんまマンモグラフィ向上委員会の長年のポジショニング講習に関わる知識と経験をもとに，
２０２１年 2 月からさらに追加の写真撮影，原稿作成，校正と 半年以上心を込めて作成したものです．２０２
１年９月中旬から数回に分けて印刷所から届き，テキストをクラウドファンディングでリターンにお選びいただ
いた方々に，まずお届けすることができました．その後はマンモグラフィトレーニングスクールのホームペー
ジのご注文フォームからご注文いただいたり，直接販売させていただいたりしていますが，２０２２年１月現在
で約３００冊のテキストが２７都府県に旅立っています．テキストを見ながら基本を振り返り，さらにトレーニン
グや実習を行なうことにより，ポジショニングの技術が向上していきます．コロナが落ち着いたら，ぜひテキス
トを持ってスクールの講習にいらしてください．お待ちしています．
私たちぐんまマンモグラフィ向上委員会のメンバーも臨床の場で，あるいは講習の場で，いい画像をだすため
にはどうしたらいいのか，たくさん悩み，考えてきました．テキストにはその経験をぎゅっと詰め込んでいます．マ
ンモグラフィの撮影に悩んだときにも開いてもらえるようなテキストを “ぐんま“からお届けし，いっしょにいい画像
を，撮影技術の標準化を目指していきたいと思います．

今回，テキスト作成やクラウドファンディング実施にあたりたくさんのご協力，ご支援をいただき，改めてた
くさんの人の絆を感じました．また，私たちの趣旨にご理解いただき，いつも応援いただき，撮影部会誌にも
投稿のお声をかけてくださった中前部会長，編集担当の三宅委員はじめ撮影部会のみなさまに改めて御
礼申し上げます．

マンモグラフィトレーニングスクールホームページ
テキスト 注文書

URL ： https://mammo-school.com/

URL ： https://mammo-school.com/mammographypositioningtext/
２０２2 年１月吉日
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■

第 79 回撮影部会の予定
日時：2022 年 10 月 7 日（金）～9 日（日）
会場：KFC Hall&Rooms (国際ファッションセンター 東京都墨田区横網)+ Web（ハイブリッド開催）
テーマ A：
「未定」
テーマ B：
「未定」

■

Q＆A コーナー ・

広

場

について

撮影部会では，1989 年より【Q＆A コーナー】として会員の皆様の質問に答えるコーナーを設けてい
ます．専門的，技術的問題のみならず，どんな内容でもご質問下さい．部会委員および経験豊かな会員が
責任を持ってお答えします．
【広場】には，会員の皆さんに紹介したい話題を掲載しています．あなたの身の回りの話題や意見などあ
りましたらご連絡下さい．
連絡先

■
会長：
委員：

〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町 167
ビューフォート五条烏丸 3 階
TEL：075-354-8989, FAX：075-352-2556（もしくは部会委員まで）

撮影部会委員
中前 光弘（りんくう総合医療センター）
瓜倉 厚志（静岡県立静岡がんセンター）
小山 智美（聖路加国際病院）
高尾 由範（大阪市立大学医学部附属病院）
西池 成章（りんくう総合医療センター）
林 則夫 （群馬県立県民健康科学大学）
山品 博子（福島県立医科大学）
三宅 博之（川崎市立川崎病院）

金沢 勉 （新潟大学医歯学総合病院）
関 将志 （北里大学病院）
高木 卓 （千葉市立海浜病院）
野村 恵一（国立がん研究センター東病院）
前田 佳彦（刈谷豊田総合病院）
山村憲一郎（徳島文理大学）

●編集後記●
会員の皆様，パシフィコ横浜における総会学術大会に向けお忙しい日々をお過ごしのことと存じます．
テーマ A[一般分科会]ではテーマを小児撮影について取り上げました．教育講演では永寿総合病院 佐
藤 宏朗 先生に，
『頭頸部領域の炎症性疾患 〜乳幼児・小児を中心に〜』と題してご講演していただき
ます．ワークショップでは「頸部領域の炎症疾患における撮影技術〜乳幼児・小児を中心に〜」と題して，
4 名の先生方にご講演していただきます．テーマ B[CT 分科会]では CT 検査の標準化について取り上げま
した．教育講演では国立病院機構水戸医療センター 井田 正博 先生に，
『放射線診断専門医が求める
CT 検査の標準化』と題してご講演いただきます．ワークショップでは「CT 撮影における標準化改訂に向
けて」と題して，5 名の先生方にご講演いただきます．テーマ C[MR 分科会]では MRI 検査の標準化につ
いて取り上げました．教育講演では情報通信研究機構 未来 ICT 研究所脳情報通信融合研究センター 内
田 幸司 先生に，
『MRI 技術的標準化に向けた課題と今後の展望』と題してご講演いただきます．ワーク
ショップでは「MRI 検査の標準化に向けた課題と今後の展望」と題して，4 名の先生方にご講演いただき
ます．
撮影部会を会員皆様にとって有意義な企画となるように，皆様の活発なディスカッションを期待してい
ます．撮影部会はよりよい撮影技術を求めて会員皆様に情報提供していきたいと考えています．
記：三宅
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