公益社団法人 日本放射線技術学会

放 射 線 防 護 部 会 誌
Vol.22 No.1（通巻 54）
●巻頭言

医療放射線を取り巻く状況の変化により求められるスキル

国立病院機構鹿児島医療センター

宮 島

隆 一

島 田

義 也

広 藤

喜 章

●教育講演
生殖腺防護の要否に関するエビデンス

環境科学技術研究所

●第 54 回放射線防護部会・放射線防護フォーラム合同企画
シンポジウム「小児股関節撮影における生殖腺防護」
1.

小児股関節撮影における生殖腺防護に関する検討班報告書の
詳細

名古屋医療センター /
セントメディカル・アソシエイツ

2.

小児股関節撮影で放射線科医が求める情報

国立成育医療研究センター

宮

3.

小児股関節撮影で整形外科医が求める情報

国立成育医療研究センター

江 口

佳 孝

4.

生殖腺や胎児防護に関する相談の事例から

五十嵐

隆元

藤田医科大学

小 林

正 尚

神戸常盤大学

木 村

英 理

国際医療福祉大学成田病院

嵜

治

●専門部会講座（放射線防護部会）入門編
放射線防護体系 －被曝の種類と基準値－
●専門部会講座（放射線防護部会）入門編
被ばくに関する説明 －リスクコミュニケーションの基礎－

●世界の放射線防護関連論文紹介
①

Simulation study on radiation exposure of emergency
medical responders from radioactively contaminated

福島県立医科大学

大

筑波大学 医学医療系

森

葉

隆

patients.
②

Do we really need the “detriment” for radiation protection?

③

Low-dose CT of the abdomen: Initial experience on a novel
photon-counting detector CT and comparison with energyintegrating detector CT

●放射線防護部会誌／分科会誌インデックス

広島大学病院

西 丸

祐 太 郎

英 治

巻 頭 言

医療放射線を取り巻く状況の変化において求められるスキル
放射線防護部会 委員 宮島 隆一
国立病院機構 鹿児島医療センター
2018 年の『放射性同位元素等の規制に関する法律』改正に始まった放射線関連法規や放射線防護に関
する改正は，2020 年の診療放射線の安全管理を病院における医療安全管理の一部に位置づけた『医療法
施行規則』の改正や DRLs (Diagnostic Reference Levels)の改訂，2021 年の ICRP (International Commission
on Radiological Protection) から報告された 2011 年の勧告を受けて放射線業務従事者の眼の水晶体等価線
量限度を引き下げた『電離放射線障害防止法』の改正，2022 年の総会学術大会において放射線防護部
会・放射線防護フォーラム合同企画で取り上げられる小児股関節撮影に関する性腺防護の新たな基準の
策定に至るまで，立て続けに法令や基準が改正されて，これまでとは放射線防護に関する状況が大きく
変化しております．特に放射線業務従事者の被ばく管理は，2020 年度に厚生労働省が実施した医療機関
における放射線管理が電離放射線障害防止規則に定められている内容と照らして問題ないかを自ら点検
し，問題があれば自主的に改善するために実施する『電離健診対象医療機関に対する自主点検
（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000807946.pdf）』によって得られた結果
（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000788913.pdf）を NHK のニュース報道を通して『医師や看護
師の不均等被ばく管理が 3 割余りの医療機関で管理徹底されず！
（https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210606/k10013070951000.html）』と報じました．これらの現状を受け
て厚生労働省電離放射線労働者健康対策室は，被ばく管理の徹底や施設に対して労働基準監督署や保健
所と連携して監査指導を実施して行くとのコメントを発出しており，業務従事者の被ばく管理は，線量
限度が大幅に低減された水晶体等価線量の限度への対応に加えて，不均等被ばく管理や一時立ち入り者
管理の実践を求められる被ばく管理の 5 年間が 2021 年 4 月にスタートしました．
さらに整形外科医師の皮膚等価線量が法定限度である 500 mSv を超える事例に対して，医療法人理事
長が労働安全衛生法第 22 条（事業者の講ずべき措置等）違反の疑いで書類送検される事例も発生して
おり（https://www.rodo.co.jp/column/113611/）
，行政の監督指導が厳しくなることも予想されます．
このような状況下において，放射線診療や治療の現場に従事する放射線技師に求められる放射線防護
のスキルは多大であるものと考えます．放射線防護の専門家として被ばくの高い従事者に対して積極的
に介入して，撮影条件の見直しについて医師を交えて協議することや，適切な防護措置を講じることが
重要であります．しかし，自施設や近隣の状況をリサーチすると，防護板の使用が不適切な事例や防護
メガネの使用が進まず水晶体の線量が 20 mSv/年を超える従事者の存在，介助者の指が頭部 CT や手術後
撮影の照射野内に入り防護が不適切な事例，プロテクターを保有しているにも関わらず介助下の一般撮
影においてプロテクターを未装着で介助を行うことが常態化して，実効線量が 10 mSv/年を超える施設
が存在しており，施設間や技師間の放射線防護のスキルや認識の差が大きいことが散見されます．
これら一連の放射線関連法令や基準の改正を受けて，皆様の施設におかれましても被ばく管理体制を
再確認や見直しを行っていただき，放射線防護技術の均てん化や低減が進んでいくことを願います．
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生殖腺防護の要否に関するエビデンス
Lack of hereditary effects of ionizing radiation in humans
島田 義也
環境科学技術研究所

生殖腺の放射線影響は、確定的影響（組織反
応）としての不妊と、確率的影響の遺伝性影響
（次世代影響）がある（図 1）。不妊を誘発す
る放射線量にはしきい値がある。急照射の場
合、男性の一時的不妊は 0.15Gy、永久不妊は
3.5〜6.0Gy のしきい値がある。多分割または
遷延被ばくでは、それぞれ、0.4Gy/年、2.0Gy/
年である。女性の不妊は急照射で 2.5Gy〜
6.0Gy、遷延照射で 0.2Gy/年以上と報告されている(ICRP103)。
男性の精子の大元の細胞である精原細胞は、思春期になるとその
数を大きく増やし、中高年になっても精子は作りつづけられる。
精原細胞は 40〜90 日かけて精子に成熟するので、被ばく後精子
の数が減るのは 40 日経ってからである。一方卵子は胎児期にそ
の数が最高（700 万個）になり、出生時には 200 万個に減少し、
閉経にかけてゼロに近づいていく。卵子の数が少ない中高年の女
性は低い線量でも閉経が加速する。
次に遺伝性影響である。放射線の遺伝性影響が議論になったのは、今から 100 年前の 1927
年にマラーが X 線によって生殖細胞に突然変異がおこるというショウジョウバエの発見に
遡る（図 2）。重要なポイントは、
（１）突然変異頻度と線量に正比例の関係があること（LNT
仮説、のちに LNT モデル）、（２）長期の低線量率照射でも分割照射でも、総線量が同じな
らば同じ頻度で突然変異が誘発される点である。核実験が盛んになる 1950 年代になると、
全人類に降りかかってくる放射性物質の被ばくによって人類の未来が危くなると心配され
た。1952 年、ICRP は、ショウジョウバエ（精子）の実験結果は人にも当てはまるとし、突
然変異の発生率は、
（１）子どもをつくるまでに生殖腺が受けた総線量に比例し、
（２）線量
率には全く影響されないと仮定し、放射線の被ばくを規制した。LNT 仮説は、量の管理に単
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純な足し算が使え、総量規制が簡単になるとい
うメリットがある。
さらに、ヒトに近いマウスで突然変異を定量的
に測定する特定座位法をラッセルが開発し、メ
ガ（100 万匹）マウスプロジェクトを開始した。
その結果、線量率が下がると突然変異率も下が
ること、又、生殖細胞の分化の時期によって突然
変異率が変化することが明らかとなり、
“線量率
に影響されない、総線量に比例する”という仮説
は否定された（図 3）。精原細胞は成熟精子より
放射線の影響が小さいことから、被ばく後、時間
をあけて交配すると種々の遺伝的影響は格段に
小さくなる。
一方、ヒトにおいても遺伝影響を見つける試み
はされた。しかし、1947 年から始まった原爆被
ばく 2 世の調査では、死亡や奇形、染色体異常、
生化学検査などにおいて有意な増加は認められ
なかった。又、放射線治療を受けた患者や、放射
線科医や技師の子ども達においても遺伝的影響
は認められなかった（表 1）。
このような科学的知見の蓄積によって、ICRP は
遺伝障害の防止を放射線防護の主目的から外し
た。1977 年勧告には、
「過去 20 年に得られた知
識からすると、遺伝影響は重要ではあるが、とり
わけ重要ではなさそうである。」と記された。そ
の後、ICRP 勧告が改訂される度に、生殖腺の組織加重係数は小さくなっていった（表 2）。

しかし、遺伝影響はヒトでは見つかっていないが、マウスで見つかる。ヒトとほぼ同じ遺
伝子構成である（遺伝子の 8 割が同じ）マウスで見つかるのだから、ヒトでもあると考える
のは当然である。そこで、ヒトの遺伝影響を推定する目的で考案されたのが倍加線量法であ
る。自然に発生する頻度と同じだけの頻度を発生させる線量のことで ICRP1977 年勧告は
100rem（１Sv）とし、この値は 2007 年勧告まで維持されている。

-5-

ではなぜ、ヒトでは遺伝影響が見つかっていないのだろうか。その理由として、線量が低
く、又、統計学的有意な増加を観察できるほど集団サイズが大きくなかった可能性がある。
そこで、1984 年米国エネルギー省（DOE）が主催で開かれたアルタ会議で、
「広島・長崎で
の原爆被ばくによる遺伝的影響を科学的に評価するためにはヒトゲノム全体の解析が必要
である」とし、世界を巻き込んだヒト・ゲノム計画が 1990 年にスタートした。その成果は、
ヒトの進化の科学を切り開き、がんやアルツハイマー病などの疾患の原因解明、治療へ貢献
している。遺伝学においても、生殖細胞の次世代に遺伝する自然突然変異（塩基置換型）は
40-90 個で、父親が加齢するとその頻度は 2 倍に増加することなどが分かってきた。
マウスとヒトのゲノム解析から、生殖細胞の自然突然変異や放射線で誘発される突然変異の
頻度や配列の特徴などが徐々に分かってきた。
（１）ゲノムレベルでの遺伝的影響には、塩基置換変異（single nucleotide variants、
SNV）、小さな欠失挿入（Indels、<50bp）、大きな欠失（>1Mbp）と増幅（copy
number variants、CNV）、クラスター変異（数塩基しか離れていない配列に SNV や
Indel が複数存在する）などがみつかる（図 2）。
（２）放射線に特徴的な生殖細胞の突然変異は、CNV と Indels、クラスター変異が増加す
るが SNV は増加しないという報告が多い。
（３）倍加線量はマウスの場合、0.5-1Gy であり、ラッセルのメガマウス実験の結果とほ
ぼ同じである。
（４）ヒトにおいては、原爆

被ばく、

ブラジルで廃病院跡に

放置され

ていた治療用のセシウ

ム線源で

被ばく、兵器システム

の従事に

より高線量被ばく、そ

してチェ

ルノブイリ原発事故時に事故処理時での被ばくした家族での次世代変異が調べられ
た。現在までのところ、SNV と CNV の頻度には差がないが、クラスター変異は増
加するという報告と変化しないという報告がある。
1991 年に始まったヒトゲノムプロジェクトは 30 年経って漸く初期の目的解明に近づきつ
つある。十分な数の家族を調べることができれば、大きな欠失やクラスター変異を指標とし
て、①線量・効果関係、②線量率効果についてゲノムレベルでの解明も近いと思う。現在ま
でのところ、0.1Gy 以下の被ばくでは、不妊も遺伝性の影響もバックグランドレベルに比べ
増えるというエビデンスはなさそうである。
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シンポジウム「小児股関節撮影における生殖腺防護」

1. 小児股関節撮影における生殖腺防護に関する
検討班報告書の詳細
広藤 喜章
名古屋医療センター・臨床研究センター / セントメディカル・アソシエイツ
１．はじめに
世界に目を向けると，股関節の X 線単純撮影では生殖腺（性腺）防護シールド（鉛含有板等）の使用について
様々な解釈があるようである．小児股関節撮影の際の生殖腺防護の必要性はこれまでも長く議論されてきたが，
2019 年に米国医学物理学会(American Association of Physicists in Medicine: AAPM)および米国放射線学会
(American College of Radiology: ACR)，2020 年には米国放射線防護審議会 (National Council on Radiation
Protection and Measurements: NCRP)の生殖腺防護の継続中止の勧告を受け，世界的に生殖腺防護中止に向
けた動きが高まっている．
本邦でも 2020 年の秋季学術大会開催中に実施したアンケートにおいて，一般撮影の防護に学会等の指針が
必要と考えている会員が大半を占めており，学会としての指針や提言等の発出が求められていることが明らかと
なった．そこで本邦の生殖腺防護実施に対する指針策定に向け，JSRT 放射線防護部会委員会に小児股関節
撮影における生殖腺防護に関する検討班が設けられ，本邦の医療機関で実施されている小児の生殖腺防護の
実態把握を目的とした Web 調査を行った 1）．

２．背景
放射線による人体影響については X 線発見（1895 年）の翌年から報告がなされている．その後の研
究で，ショウジョウバエやマウスなどヒト以外の生物からは不妊や世代を跨ぐ影響も確認された．この
ような背景から，遺伝性突然変異の誘発にはしきい値がないという仮説が一般的な風潮となっていった．
当時，国際放射線防護委員会（International Commission on Radiological Protection: ICRP）は遺伝線量限度
を定め遺伝的リスクは高いと考え，生殖腺に対する当初の組織加重（荷重）係数も ICRP Publ.26（1977）
では 0.25 として，これはどの臓器・組織よりも高い値であった．しかし，その後の生物学的研究や長年
に渡る結果からはヒトにおける遺伝的影響などが見られず，その係数は Publ.60（1990）で 0.2，現在の
勧告 Publ.103（2007）では 0.08 と当初の 3 分の 1 程度まで引き下げられていった．
このような背景を下に生殖腺防護シールドの不要論が叫ばれるようになってきたが，NCRP では以下
のように述べている 2）．まず，撮影線量が 1950 年代に比べ 95％以上も減少しており，ごく僅かな放射
線量で十分な診断が可能となっていること，生殖腺の放射線感受性はこれまで考えられていたよりも遥
かに低いことなどが前提となっている．また．適切な放射線量で撮影技術があれば問題はなく，逆にシ
ールドが診断の邪魔となり確認すべき病変の見落としや再撮影などにより，かえって不利益を増やす可
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能性があるとし，総合的に鑑みれば防護シールドは不必要と結論付けられるとしている．そこで，本邦
での現状を見出すことを目的とし生殖腺防護シールドの使用状況や生殖腺防護の継続中止の勧告の認
知調査を行うこととした．

３．調査の方法
調査は 2020 年 11 月 18 日～2021 年 2 月 28 日に行い，方法は Facebook の医療従事者限定掲示板，お
よび日本放射線技術学会会員専用ページを通じた Web 調査としておこなった．大きな設問と回答につい
ては以下の結果にまとめて示す．

４．結果
有効回答数は 177 件，その内訳としては放射線科医より 21 件，放射線技師より 156 件の回答が得
られた．一方，本調査では，整形外科医や小児科医からの回答は得られなかった．所属先では，公的
医療機関がおよそ 40%と最も多く，次いで医療法人，学校法人の順となっており，個人病院からの
回答も得られた．病床数では，250 床未満の小規模施設から 1500 床以上の大規模施設まで広く分布
しており，500 から 750 床未満の施設が最も多くなっていた．詳細を Fig.1 に示す．

Fig.1

回答者の所属先・病床数
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まず，X 線単純撮影で小児股関節時に生殖腺防護シールドを使用しているか，また，その使用に際し，
実施する・しないの判断は誰が決定しているかについて問った．実施施設は 76％と 4 分の 3 以上を示し
ており，本邦では多くの施設で生殖腺防護がなされている現状が分かった．また，実施(不実施)の判断は，
「以前からの慣習で行っている」との回答が 108 件と最も多く，ついで撮影担当技師の判断，依頼医の
順となっていた．これらの結果から，小児股関節撮影での防護シールドの使用は技師や医師が昔からの
慣習に従い実施を決定しているということが明らかとなった．一方で患者や家族からの要請は大きなウ
エイトを示していないという結果も得られた．詳細を Fig.2 に示す．

Fig.2

生移植防護の実施状況の詳細

次に，防護シールドが原因となる再撮影の経験についての問いに対しては，90%があると回答した．そ
の頻度については，5%未満が 3 分の 2，10%未満まで含めるとおよそ 80%を占めていた．また，全体の
15%の方が再撮影率 20%以上と回答しており，これは他の検査と比較しても決して少ない数字とは言え
ない現状であることがわかった．一方で，再撮影の経験が全くないとの回答も 6％ほどあった．詳細を
Fig.3 に示す．
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Fig.3 生殖腺防護が原因となる再撮影と頻度

Fig.4 股関節撮影の再撮影理由

一方，生殖腺防護継続中止声明が発出されたことを知っているかという問いに対し，62%の回答者が知
らなかったという結果となった．さらに，中止声明は知っていたが検討したかの問いに対して，未だ検討
したことがないとした回答が 85%と，ほとんどの施設で防護継続中止の検討がなされていない現状が把
握できた．詳細を Fig.5 に示す．
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Fig.5 海外の生殖腺防護継続中止声明を知っているか，継続可否の検討をしているか

最後に，学会指針が防護継続の意志決定に影響するかと問い合わせたところ，ややそう思うまで含め
ると 90%の回答者が意思決定に学会指針が必要と考えていることがわかった（Fig.6 参照）．

Fig.6 学会指針が防護継続の意志決定に影響するか

- 11 -

４．まとめ
本邦での生殖腺防護シールドの使用は科学的根拠に基づいたものというよりも，慣習として実施して
いるという側面が強いことが分かった．その実施には診療放射線技師および医師の判断によるものが多
く，被検者や家族からの要望というものは少なかった．また，大半の施設が防護シールドによる再撮影を
経験しており，それに伴う被ばく線量増加の可能性はあると推察された．一方，海外の生殖腺防護中止の
動きを知らない方が過半数あったが．世界的な流れを見るなら本邦だけ継続するというのは困難かもし
れず今後の動向に注視していく必要がある．
防護シールドの使用については被検者の便益を第一に，不必要とならば被検者への十分な説明が欠かせ
ないであろう．これについて，被検者とのリスクコミュニケーションが最も重視すべき点となることは
言うまでもない．そのためには小児科・整形外科医らとも協議しオールジャパンで見解統一し，他学会・
団体とも密にするとともに，その方向性や内容については議論が必須となるであろう．

参考文献
1)

検討班報告書「放射線防護部会 小児股関節撮影における生殖腺防護検討班小児股関節撮影におけ
る生殖腺防護の実態調査 結果報告」
，日本放射線技術学会誌 第 77 巻 10 号 p. 1252-1254 (2021)

2)

NCRP：Recommendations for Ending Routine Gonadal Shielding During Abdominal and Pelvic
Radiography
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2. 小児股関節撮影で放射線科医が求める情報
宮嵜 治
国立成育医療研究センタ－

小児放射線科医が読影する股関節疾患は骨系統疾患，股関節脱臼，臼蓋低形成，ペルテス病，大腿骨
頭すべり症など先天性および後天性の形態学的異常をとらえる場合や，歩行障害を呈する化膿性股関節
炎，急性骨髄炎，固形腫瘍の骨転移，白血病の浸潤など，新生児期から学童期にかけ多岐にわたりかつ
臨床的に重要な医療情報となりうる．
これらの診断に際し，我々が求めるものは正確なポジショニングと恥骨，座骨を含めた骨盤全貌の描
出である．
日本は欧米に比し小児放射線科医の数が極めて少ない．またその業務の中で単純 X 線撮影の読影を行
っている施設はさらに少ないと思われる．このバックグランドは今回のテーマである小児股関節撮影に
おける生殖腺防護にも大きな関りを持つと思われる．つまり放射線診断医が主体的に小児股関節撮影の
画質や生殖腺防護の是非を検討する機会はごく少ないのが現状である．
米国の小児医療被ばく低減キャンペーンである“Image Gently”の立役者である Donald P. Frush と Keith
J. Strauss の二人のリーダーが Pediatric Radiology 誌に生殖腺防護慣行の変更について最近コメントを投
稿している 1）．その中には以下に示す 3 つの疑問について考察されている．
（１）なぜ腹部・骨盤部 X 線撮影時の生殖腺遮蔽という習慣を行うべきではないのか？
（２）なぜ生殖腺遮蔽の変更は論説文などを通じて守られる必要があるのか？
（３）なぜ生殖腺遮蔽の変更を受け入れ説明する責任が，小児画像撮影の専門家である私たちに課せ
られているのか？
（１）については，機器の改良により 1950 年代に比べ患者線量が最大 95%減少した点や，ヒトにお
ける遺伝的影響の確固たる証拠は皆無と確立された点，生殖腺の放射線誘発がんの相対リスクが国際放
射線防護委員会（ICRP）の組織加重係数はわずか 0.08 に引き下げられた点，正当化された検査で得ら
れる利益と比べ，医療放射線被ばくの潜在的なリスクはごくわずかであることが強く示唆されている．
（２）については，多数の学会による議論や支援を含め，慣行の修正に関する勧告やガイダンスなど
詳細な情報が得られているものの，一部の施設にはこの情報が伝わっていなかった可能性がある．多く
の小児病院では速やかにその慣行を変更してきたようであるが，変更しない場合の多くは，主に 60 年
以上も行われてきた慣行に急に変更が求められたことに対する，自然な反応と思われる．
この変更は診療放射線技師にとって，長く染みついた職業上の習慣や心構えから大きく逸脱し心情的
な受け入れが難しい．さらに，X 線検査中に保護者から質問される可能性があるため，外面的にも難し
い立場にいる．また，このような生殖腺遮蔽の慣行変更は放射線技師に対して，
「何年も間違ったこと
をしてきてしまった」という過失の念を引き起こすことも考えられる．
放射線学的医療規則の改訂，生殖腺遮蔽規則の撤廃や，腹部・骨盤部 X 線撮影中の日常的な生殖腺遮
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蔽使用の記載の削除，修正などが必要であるが，現実的にはそのような規則改変の進捗状況は遅い．
（３）については初期の Image Gently Alliance の成功，そしてその後のあらゆる年齢層に対する世界
的な放射線防護の同盟の成功により示されているように，我々は過去 20 年間，小児患者への放射線被
ばくに関する取り組みの擁護者であり，先駆者でもあった．
今後多くの科学的研究が行われる必要があるが，遮蔽について現在確認されている事実の多くは，小
児放射線診断というコミュニティからもたらされたものである．
小児放射線診断や撮影の専門家によるプロモーションの努力不足は，専門家である我々の無関心や遮
蔽規則の撤廃に対し反対していると受け取られてしまう可能性がある．
科学，慣行，そして様々な関連コミュニティとの意識的なコミュニケーション及び協力を継続して積
極的に推進するという責務は不可欠である．
Frush 先生や Strauss 先生の締めくくりの文章を読み，前述した日本の状況（欧米に比し小児放射線科
医の数が極めて少ない．またその業務の中で単純 X 線撮影の読影を行っている施設はさらに少ない）に
甘んじることなく，沈黙が無関心と誤解されないように，診療放射線技師諸氏と歩調を合わせ，行動を
始めるべきと考えたい．

参考文献
1)

Frush, DP, Strauss KJ: Changing the practice of routine gonadal shielding during radiography: ‘Y’? Pediatric
Radiology (2022) 52:7–9.
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3. 小児股関節撮影で整形外科医が求める情報
江口 佳孝
国立成育医療研究センター整形外科（救急診療科）

整形外科医にとって小児股関節撮影（以下レントゲン）は確定診断，経過診断（予後診断），鑑別診
断を行う汎用性・信頼性の高い検査である．レントゲンは結果か迅速に得られることから，整形外科医
はつい小児股関節撮影に安易に頼りがちとなる．Fritz Lange 教授が 1914 年の Lehburch der Orthopaedie
で「レントゲン像は結末をつけるべきものであってはじめから見るべきものでない」と述べたように，
整形外科医は患者を臨床的に評価した上で，適切なレントゲン検査を行うべきであり，レントゲン検査
の安易な使用は慎まなければならない．近年股関節撮影時の生殖腺遮蔽に関するパラダイムシフトが話
題となっており，当院ではレントゲン撮影時に生殖腺遮蔽を選択的に行っている．なぜなら生殖腺遮蔽
しないことで得られる情報と正しい遮蔽と正し撮影であれば情報が得られるからである．
レントゲン撮影で生殖腺遮蔽することにより診断が困難になる症例がある．小児は病巣の局在を表現
できない場合がある．また小児は放散痛を主訴として訴えることがある．例えば股関節に病巣がある場
合「ひざ痛」を主訴に診察を訪れる．また小児は跛行「歩き方がおかしい」という症状で病院を訪れる
ことも多い．この場合病歴，臨床症状と股関節撮影で総合的に診断を進めるが，より早期診断を要する
疾患の見落としは避けなければならない．一般的に骨折，関節炎，腫瘍を鑑別診断する場合，生殖腺遮
蔽は診断の妨げとなる．腫瘍の場合，例えば類骨骨腫や骨軟骨腫等は部位によっては腫瘍そのものを覆
ってしまう恐れがある．また急性リンパ性白血病，神経芽細胞腫などの血液腫瘍に伴う股関節症状の場
合，レントゲン像は粗造な骨梁構造を全体的・びまん性に軽微に認め，生殖腺遮蔽により小児股関節像
はより「正常」と誤認する恐れがある．そして股関節・仙骨奇形，骨系統疾患は股関節全体の形態診断
を行うため生殖腺遮蔽が診断の障害となる．
一方で正しい遮蔽と正しい撮影により小児股関節疾患の診断の妨げにならない症例がある．レントゲ
ンで整形外科医が診ているものの多くは臼蓋被覆，関節適合性，大腿骨頭曲率，臼蓋深度であるが，乳
幼児股関節はその豊富な軟骨のために画像形態からの直接診断が困難である．そのため新生児，乳児，
幼児レントゲンでは関節評価であり，臼蓋縁，Y 軟骨，大腿骨近位骨幹端の位置関係による．具体的に
は Wollenberg-Hirgenreiner 線で両 Y 軟骨が結ばれる．続いて Ombredanne-Perkins 線が両側の臼蓋縁から
Wollenberg 線へ直交する．この基準線にしめる大腿骨近位骨幹端中央の位置から関節適合性を診断す
る．Wollenberg 線と寛骨臼蓋接線のなす角（臼蓋角）が 30 度以上で臼蓋形成不全と診断する．また乳児
期，幼児期の場合，立位により Shenton 線が閉鎖孔上縁のなす曲線を上外側に延長すると大腿骨頸部内
縁に一致することで動的不安定性がないことを診断する．ペルテス病や大腿骨頭すべり症等は骨頭変形
大腿骨頭曲率を大腿骨骨頭核の左右差や形態から大腿骨頭曲率等も相対的に診断が可能となる．
このようにレントゲンに整形外科医が求める情報は整形外科的確定診断，経過診断，鑑別診断と根幹を
なすものばかりである．選択的な生殖腺遮蔽を用いたレントゲンで適切な診断が遂行されるようであ
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る．ただし正しい遮蔽と正しい撮影の両立には，正しい知識のみならず正しい位置を保持するマンパワ
ーと，児を落ち着かせる雰囲気作りか必要であろう．
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4. 生殖腺や胎児防護に関する相談の事例から
五十嵐 隆元
国際医療福祉大学成田病院

医療における生殖腺被ばくや胎児防護に関
する相談は決して多くはないが，一定の割合
ではある比較的に身近なテーマではある．
国際放射線防護委員会（ICRP）は
Publication 26 1)（1977 年勧告）では 0.25 とい
う最大の組織加重係数を生殖腺に与えている
ことから，当時は放射線防護の最大の関心事
が（現在のような癌ではなく）遺伝的影響で
あったことが理解できるかと思う（図 1）
．そ
して，この生殖腺被ばくに伴う遺伝的影響の
考えは，我が国では一般の方のみならず医療
従事者の間でも未だに歴然として残っている
ようである．また ICRP は Publication 103 2)に
おいて遺伝的影響についての名目リスク係数
を大幅に引き下げた．つまり，生殖腺につい
て，その主たる影響は発癌であるという事に
なった（表 1）
．
私のところに来ている相談では，「以前に
受診した病院では生殖腺にシールドをしてい
たのに，今度の病院ではしてくれなかった．
」というような相談が時折ある．サービスは無いよりあっ
た方が顧客へのうけが良く，それにも似た感覚で，生殖腺シールドの省略を行った際には，シールドを
行わない方が手抜きをしているかのように受け取られてしまうということがあり得ると思う．妊娠時の
胸部Ｘ線撮影での腹部へのシールドは，依頼医師からは未だにその依頼がある．当然ながら胎児は主に
患者の体内からの散乱線に暴露されるため，シールドで覆うことよりもまずはコリメーションをしっか
り行うことが，何よりも胎児の被ばく低減には有効であるにもかかわらず，患者の視点からはシールド
を行う病院の方が丁寧な病院に見えてしまうかもしれない．
現下の生殖腺シールドの省略に関する問題でも，診療放射線技師，放射線科医，整形外科医，産科
医，看護師，助産師，患者，および家族等の間で，遺伝的影響等の認識に一致がなされていないことが
大きな問題となっているように感じる．最低でも医療従事者間では認識の統一を図っておく必要がある
と考える．
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私が今までに受けた相談でも，遺伝的影響に関連するものは相当数来ているとともに，遺伝的影響に
ついての不安が国民の中には未だに残っていることが十分に伺うことができ，それと共にそれらの情報
がマスメディアやインターネット等でも歴然として残っているようである．


将来的な不妊や癌などへの影響が心配です．



Ｘ線を股間に浴びると遺伝子異常を招く恐れがあると聞いた事があったので相談．小さい体ですし
ちょっと心配です．



X 線撮影は癌や白血病・脳の萎縮の確率が上がり，しかも月齢の低い小児ほど，その危険が何倍に
も高くなるという新聞記事を見たので不安です．



低い月齢なのに短期間に 4 回（しかも頭や腰部に）もの被ばくを経験させてしまい，必要な検査で
あったとは言え，親としては娘に申し訳ない気持ちで一杯です．



不妊に関してプロテクター有と無しそれぞれ，どのくらい影響は違うでしょうか．



ある文献では「次世代細胞の染色体異常や突然変異を誘発，遺伝的影響や発ガンに結びつく可能性
が高い．そのため生殖機能に異常は起こらないような低線量被ばくの可能性にも充分な注意を払
い，遮蔽によって生殖腺の放射線防護を徹底的に図る必要がある」と記載されていました．プロテ
クターなしで撮影したことによって，卵巣が被ばくし孫の世代まで考えた場合かなり影響が出てし
まったのではないかと不安．孫世代への影響は，どのくらいあるでしょうか．



妊娠 15 週と精神発達遅滞の影響を受ける時期なので心配でなりません．
など，いずれもよくある内容である．
今後生殖腺シールドを廃止するあたっては，



医療従事者間での生殖腺や胎児へのシールドに対する考え方のコンセンサスを取る



胸部の撮影にあたってはコリメーションをしっかり行う



以前は行っていたのに（または，前の病院では行っていたのに）今回は行わない事についての説明
方法の周知



それでも生殖腺シールドを行ってほしいとの要望がある患者（および保護者）に対する対応



長い間行ってきた慣習を止めることに対する医療従事者の理解

など，検討しなくてはならないことが山積しており，日本放射線技術学会放射線防護部会小児股関節撮
影における生殖腺防護に関する検討班では，医療従事者・患者・親および保護者等に対象を区分し，
FAQ の作成を行っている．
また，将来生殖腺シールドを廃止することになった際には，診療放射線技師にとっては今まで長い間
実施してきた行為が誤っていたことを認めるという責任を引き起こす可能性があるかもしれない 3)．

参考文献
1)

International Commission on Radiological Protection. Recommendations of the International Commission on
Radiological Protection. ICRP Publication 26. Ann. ICRP 1 (3). (1977)

2)

International Commission on Radiological Protection. The 2007 Recommendations of the International
Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37(2–4). (2007)

3)

Frush DP, Strauss KJ. Changing the practice of routine gonadal shielding during radiography: ‘Y’? Pediatric
Radiology 52:7–9. (2022)
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放射線防護 (入門編)

放射線防護体系 －被曝の種類と基準値－
藤田医科大学

医療科学部

臨床連携ユニット

小林 正尚
診療画像技術学分野

近年，我々は生活環境を豊かにするために人工的な放射線源を医療分野や原子力関連分野等で利用し
ている．一方，自然界の一部として常に放射線は存在しているため，ごく僅かではあるが常に人や環境
は放射線に曝されている．従って，
「人や環境が放射線により被ばくして良いか？」との議論は全く意
味をなさない．我々に必要な議論は「放射線に曝される状況下においてとるべき行動があるとすればそ
れは何か？」を追求することである．セミナーでは，放射線被ばく状況とその基準に関する入門的な内
容を説明したためその概要を報告する．
国際放射線防護委員会（International Commission on Radiological Protection：ICRP）が提言して
いる放射線防護を支える 3 つの柱には「科学的知見」，
「倫理的価値」
，
「現場の経験」がある．科学的知
見とは科学の進歩とそのエビデンスにもとづくデータを集約し，放射線防護体型の基盤を築く行為であ
る．放射線防護の倫理的基盤 1）には新しく 4 つ用語（善行/無危害，慎重さ，正義，尊厳）が倫理的価
値の中核として定義された．現場の経験（説明責任，透明性，包括性）を含むすべての項目は，放射線
防護体系の目的を達成するために必要不可欠であり，その時々で最良のバランスが保たれなければなら
ない．放射線防護体系の目的は，放射線による被ばくを想定した活動に関わる人々に対して，過度にそ
の活動を制限することなく，放射線からの被ばくにともなう損益を適切なレベルになるよう防護・管理
に貢献することである 2)．即ち，確定的影響（組織反応）を防止し，確率的影響のリスクを合理的に達
成可能な程度に低減するように放射線の被ばくを管理・制御していくこと（As Low As Reasonably
Achievable：ALARA の原則）である．これを実現するために，1977 年には線量制限体系（正当化，防
護の最適化，個人の制限）が提案され 2），1991 年には放射線防護体系に拡張された 3）．その一端が放射
線防護の三原則（正当化，防護の最適化，線量限度）にあたる．これらの基本的な考え方は ICRP
publication103 4），及び，その詳細が publication147 5)にて解説されている．
放射線源により被ばくしうる状況は計画被ばく状況，緊急被ばく状況，現存被ばく状況に包括されて
いる．それらは，被ばくのカテゴリー分類（職業被ばく，公衆被ばく，医療被ばく）と合わせて線量拘
束値，線量限度，参考レベルが定められている（図 1）
．
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図 1. 線量管理方法の実際
計画被ばく状況は放射線源（放射性物質や X 線装置等を含む）の意図的な運用をともなう状況におい
て，それらを作業者が計画的に運用した結果，作業者自らが被るすべての放射線被ばくとして定義され
ている．従って，被ばく線量の大きさと範囲を合理的に予想できるため，事前に放射線防護への取組み
について計画することができる状況であるとも言える．この状況では，施設状況や業務手順等を鑑みて
通常被ばくと潜在被ばくからの放射線防護を考慮しながら業務を行う必要がある．この状況下の職業被
ばくと公衆被ばくは線量拘束値と線量限度にて線量が管理される．線量拘束値は医療被ばくを除く特定
の線源から受ける被ばくを最適化するための目標となる制限値である．一方，線量限度は個々の線源毎
に規制されたすべての線源から個人が受ける被ばく線量の総量で定義される（図 2）
．これらの値を管理
するために，我々は個人線量計等によりモニタリングすることで実用量（個人線量: Hp）を得ている．

図 2. 線量拘束値と線量限度
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実用量は直接測定できない防護量（等価線量，実効線量）に変わり，被ばく線量管理に利用できる指
標である．ICRP publication147 5）において皮膚と水晶体の等価線量に相当する個人線量当量 Hp
(0.07)と Hp (3)は，今後，吸収線量で評価すべきであることが推奨されている．放射線を取扱う業務に
おける不慮の事故時には，短時間で高線量に達するため早急な防護対策が求められる状況（緊急被ばく
状況；職業・公衆）とその復興に向けた長期的な防護対策が求められる状況（現存被ばく状況；公衆）
が想定される．前者は重篤な確定的影響（組織反応）の防止に注意を払う必要がある．一方，後者は環
境や経済など他因子への影響を考慮する必要性と経時的な対策の変化にも焦点を当てながらの対策が求
められると同時に，
“通常業務”と呼ばれる社会的・経済的活動の再開のための準備も同時に行ってい
く必要がある．この際には，参考レベルとして 3 つのバンド域を設定した線量低減対策が用いられる
（表 1）
．
表 1. 参考レベルのバンド

医療被ばくは診断，健康上の便益が被ばくによる損益を上回る際に，インフォームドコンセントを通
して承諾される自発的な被ばくであり，診断のための検査と治療が該当する特殊な被ばく状況である．
従って，患者への線量を制限することは有害無益となる可能性もあるため，線量拘束値や線量限度はな
い．しかし，患者に対する被ばく線量管理が求められるため診断参考レベルが適用されている．診断参
考レベルは撮影条件の最適化のためのツールである 6)．そのため各施設で検査が実施される標準的サイ
ズの患者に対する線量の中央値（ローカルな診断参考レベル）は画質の善し悪しや病院の質を判断する
ための指標ではない．一般的なモダリティでは 75 パーセンタイル値を診断参考レベルと設定してい
る．ローカルな診断参考レベルは，日本の診断参考レベルのみならず達成可能線量（Achievable
Dose：50 パーセンタイル値）との比較に用いることで最適化に向けた検討を深めることができる．国
の診断参考レベルは定期的な見直しが求められるため 7)，各個人もその動向を中止することが求められ
る．
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放射線防護 (入門編)

被ばくに関する説明 －リスクコミュニケーションの基礎－
神戸常盤大学

保健科学部

木村 英理
診療放射線学科

１．はじめに
平成 22 年に厚生労働省医政局長より通知された「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推
進」1)において，診療放射線技師の業務の一つに「放射線検査等に関する説明・相談を行うこと」が明
文化された．検査を担当する我々診療放射線技師は，患者さんの状態と検査内容，検査で使用する放射
線の「量」やそれに伴う「生体への影響」を正確に把握し，想定されるリスクについて，わかりやすく
説明・相談を行うことが求められている．本来，放射線検査は，被ばくというデメリットと比較して，
患者さんの便益が上回る場合に実施される．また，検査を実施する診療放射線技師は，機器の管理を行
い，検査を受ける患者さんの体型や部位，検査目的を考慮し，画質と線量の最適化を行なっている．し
かし，検査に対する不安や，線量などの情報を伝えても，理解・納得されるまでに時間を要することも
ある．本稿では，これらの現状をふまえ，患者さんを取り巻く「リスク」の現状を明らかにし，医療被
ばくにおけるリスクコミュニケーションの基礎と現在の問題点，そして不安を抱える患者さんに寄り添
える効果的なリスクコニュニケーションを行うためのテクニックについて，社会心理学もふまえ述べさ
せていただく．

２．ハザード（Hazard）とリスク（Risk）
我々が何気なく過ごしている日々の生活の中には，ウィルスなどの感染症をはじめ病気や食品，事
故，災害など，いつも脅威にさらされている．「危険」を意味する言葉として，「ハザード（Hazard）
」
や「リスク（Risk）
」が挙げられるが，これらは厳密には意味が異なる．例えばアルコールは，血流増加
や食欲増進など 1 日にグラス 2 杯までは健康に良いとされている 2-5)．しかし，その一方で，国際がん研
究機関（International Agency for Research on Cancer, IARC）では，ヒトに対して発がん性があるグループ
1 に分類されている 6)．
（表 1） これは，暴露を受けたヒトにおいて作用因子が発がん性物質の重要な
特性を示す有力な証拠があるとされているためである．また，この発がん性のみならず，妊婦の飲酒や
毎日の大量の飲酒など，アルコールを摂取する人や頻度，量によっても健康への影響が大きく異なる．
このアルコールのように危険因子や有毒性があるものを「ハザード（Hazard）」，そしてこれらのハザー
ドにより望ましくない出来事・状態になる可能性とその影響の度合（危険度）のことを「リスク
（Risk）
」という．リスクはハザードがもつ因子や頻度，量，質によって大きく変化するとされ、【リス
ク（危険度）＝ハザード（危険因子）×さらされる頻度や量,質】で表される．（図 1）
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表 1. 国際がん研究機関（IARC）発がん性分類（2020 年 2 月 18 日時点）

IARC は、主に、人に対する発がん性に関する様々な物質・要因（作用因子）を評価し、4 段階に分類。IARC
による発がん性の分類は、人に対する発がん性があるかどうかの「証拠の強さ」を示すもの。物質の発がん性
の強さや暴露量に基づくリスクの大きさを示すものではない。
https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/より改変引用

リスクはハザードがもつ因子や頻度、量、質によって大きく変化する
👉 リスク（危険度）

＝ ハザード（危険因子）

× さらされる頻度や量、質

図 1. ハザードとリスク
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３．リスク認知とギャップ
認知とは，人間などが外界にある対象を知覚した上で，それが何であるかを判断したり解釈したりす
る過程のことをいう．外界にある対象を知覚し，経験や知識，記憶，形成された概念に基づいた思考な
どに基づいてそれを解釈する心理過程であり，この過程は人それぞれ異なる．アメリカの心理学者であ
る Slovic(1987)は、人がどのようなことや状況において「リスク」と解釈するのか社会心理学の側面か
らアプローチを行い，因子分析を行った．その結果，制御困難，結末が致命的，リスク軽減が困難とい
う［恐ろしさ］
，観察が不可能，影響が即時的，危険性が不明という［未知性］，ハザードにさらされる
［人数規模］という 3 つの要素がリスク認知に影響するとしている 7, 8)．（表 2, 表 3） また，中谷内
（2004）は，Slovic の要素に加え，性格や性別，判断する知識といった「個人」
，リスクに接する状況や
頻度といった「環境」
，そして人や物などの「対象」も影響するとしている．
（表 4） また、意思決定や
対象となる領域によっても影響が大きく異なる．図 2 は中谷内の「ゼロリスク要求についての領域分
類」における図を改変引用したものである 9)．アルコールや喫煙，ハンググライダーなどは，健康への
影響や事故や死亡など比較的リスクが高いと思われる項目であるのに対しゼロリスク要求が低い．この
理由として，Starr（1969）らが提唱している「許容されるリスクの大きさはベネフィットの大きさの 3
乗に比例」
「自発的な行動は強制的な行動に比べリスクが 1000 倍許容される」といった能動的な意思決
定が影響しているものと考えられる 10)．一方で，医療や健康に関する項目はゼロリスク要求が非常に高
い．その理由の一つとして，医療行為は疾病への対応として医療者が意図的にそして積極的にアクショ
ンを起こすものであり，患者さんは受動的な意思決定をさせられていることが影響していると考えられ
る．また，木下（2002）は，認知レベルで安全と思っている人の中でも感情レベルで怖いと思う人がお
り，
「理屈抜きで怖いものは怖い」と認知と感情が不整含な関係にあることを指摘している 11)．このよ
うにリスクを認知する過程や要因は多岐に渡り，人それぞれ異なる．これは，医療被ばくについても同
じである．
図 2 のように，患者さん側における被ばくに対するリスク認知には，原子爆弾や原発事故，マスコミ
報道などによる放射線に対する［恐ろしさ］の要素，リスクを正確に評価できる知識の有無や放射線に
よる影響が実際にはよく分からないといった［未知性］の要素が影響している．また，医療においては
ゼロリスク要求が非常に高い上に，検査については，外来等で「X 線検査を受けてきてください」と一
方的で受動的な意思決定を強いられており，十分な説明がないまま検査を受けることも少なくない．
一方で，対応する専門家側は，放射線による便益性や社会的有用性および健康等への影響について十
分な知識を有しており，ある程度のリスクは許容すべきと肯定的に捉えがちである．放射線や医療被ば
くについて不安を抱く患者さんも，説明を行う専門家も，自分の持てる情報を用いて，自分なりの価値
観や評価基準に基づいて判断するため両者の間には大きな隔たりが生じてしまうことがある．
（図 3）
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表 2. リスクの性質を評価する 18 尺度（1）
（第 1 因子 恐ろしさ）

Slovic, P., Perception of risk, Science 236, pp.280-285, 1987 より改変引用

表 3. リスクの性質を評価する 18 尺度（2）
（第 2 因子 未知性）

（第 3 因子 人数規模）

Slovic, P., Perception of risk, Science 236, pp.280-285, 1987 より改変引用

- 26 -

表 4. リスクの認知を評価する 18 尺度

中谷内一也『ゼロリスク評価の心理学』ナカニシヤ出版

図 2. ゼロリスク要求と達成可能についての 61 項目の付置（中谷内 一也, ゼロリスク要求についての領
域分類 : 認知的特性の探索的研究, 社会心理学研究, 2001, 17 巻, 2 号,p.63-72 より改変引用）
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リスク認知とは、リスクに対する主観的な感じ方であり、多様な要因が影響
患者さんとのリスク認知の差は、単なる知識不足や誤解のみではない
図 3. 患者さんとのリスク認知の違い

４．効果的なリスクコニュニケーションを行うために
4-1

準備

患者さんから「不安の声」を聞いたときにすぐに受け止め対応することができるよう，対応者個人のみ
ならず放射線部門，施設において十分な準備が必要である．機器の管理，検査オーダを含め撮影条件等が
最適化されているか，線量評価も含めて検証を行っておく．また，説明時において使用する資料や対応法
など，被ばく相談時における対応マニュアルを予め準備しておく．
ここで意外と見落とされがちであるのは，対応者自身のメンタルヘルスである．業務に追われるなど
精神的な余裕がない場合，患者さんの不安を受け止めることができないだけでなく，イライラしたり，口
調が荒くなったり，意識的に早く切り上げようとするなど対応にも影響を及ぼす．患者さんの不安を受
け止め適切に対応するには，対応者自身の心身の健康を保つことも大切である．

4-2

対応

患者さんからの「不安の声」は，検査が終わった後の何気ない会話から発展することがある．作業をし
ながらではなく，手を止めて，患者さんと向き合い視線を合わせ，患者さんが話しやすい雰囲気を作るこ
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とから被ばく相談は始まる．また，単に話を聞くだけでなく，
「うんうん」
「そうなんですね」などの合槌
を打つといった『傾聴』や，患者さんの見方や考え方，価値観などをそのまま感じる『共感』
『受容』が
大切である．患者さんは「私の話を聞いてくれている」「受け入れてくれている」という安心感を持ち，
信頼関係（ラポール）が構築されていく．
説明時のポイントとして一番重要なのは，患者さんの不安がどこにあるのかを明確にすることである．
ここがずれていると，話が合わず，何度も同じ説明をしてしまい，お互いが腑に落ちない会話を続けるこ
とになる．このような状況を避けるために，まずは患者さんとの会話の中で，質問や要約を織り交ぜるな
どしながら患者さんの不安を具体的にまとめ確認していく．
説明におけるテクニックの一つとして，初頭効果や視覚効果がある．これは，最初に与えられた情報が
後の情報に影響を及ぼす現象のことをいう．つまり，
（心配のないレベルであれば）
「まずはご心配なさら
ないでください」と初めに結論を述べた後に説明をはじめる．このことにより「大丈夫なんだ」という意
識を持ったまま説明を受けるため，説明の内容を肯定的にポジティブに受け入れやすくなる．また，人が
受ける刺激のうち，
視覚から得る情報は約 6 割とされる（文献によっては 8 割を占めるという説もある）
．
つまり，専門的な説明時には文章（文字）や言語（聴覚）で伝えるよりも，図を利用し視覚に訴える方が
効率が良い．そのため，対応マニュアルも含め説明で使用する図表は予め準備し，それに沿って説明を行
うことにより，より効果的な説明が行える．

５．リスクコミュニケーションの本来の在り方と現在の問題点
本来，リスクコミュニケーションとは，
「社会を取り巻くリスクに関する正確な情報を，行政，専門家，
企業，市民などのステークホルダーである関係主体間で共有し，相互に意思疎通を図ること」をいう．
（図 4）例えば，食物などについては，内閣府や厚生労働省などにより科学的にリスク評価やリスク管理
が行われ，ステークホルダーである消費者，製造メーカなどと意見を交換する．ここで得られたリスク情
報はホームページや店頭などで公表され，消費者はこれらを確認し，消費者自身の意思で購入すること
ができる．しかし，放射線検査ではどうであろうか．放射線を用いた検査は，体の外からは見えない体内
の情報を画像として得ることができ、現在の医療では欠かせないものである．その一方で，発がんなど健
康へのリスクは 0 ではない．ここにおけるステークホルダーは検査を受ける患者さんであり，検査にお
ける便益（ベネフィット）と被ばくによるリスクについて正確な情報が共有され，納得された上で検査を
受けるというのが本来のリスクコミュニケーションの在り方である．しかし，実際は検査やリスクに対
して十分な説明がないまま検査室に来られ，そのまま検査を受けることも少なくない．患者さんが納得
し安心して検査を受けていただくには，検査の必要性や被ばくによるリスクについて正確な情報につい
て診療放射線技師と患者さんの間のみではなく，検査オーダを出す医師や患者さんをケアする看護師ら
もチームとして共有し，リスクコミュニケーションを行っていくことが必要であると考える．
（図 5）
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図 4. 食品安全行政

＝ リスクアナリシスの仕組み

図 5. チームで行うリスクコミュニケーション
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４．おわりに
今回は入門編として，社会心理学の分野もふまえ，リスク認知やギャップ，効果的なリスクコミュニ
ケーションの手法について述べさせていただいた．認知の過程は人それぞれであり，考え方や捉え方が
異なる．単に線量を提示するのではなく、患者さんの不安がどこにあるのかを明確にした上で，患者さ
んに合わせた説明を行う必要がある．そのためには，専門的な知識や準備はもちろんであるが、患者さ
んとの信頼関係（ラポール）を築くことが大切である．この寄稿が患者さんの不安に寄り添えるリスク
コミュニケーションへの一歩となれば幸いである．
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論文解説
論文の要約
本研究では，仮想的に汚染傷病者を治療する医療従事者を含んだ緊急対応者（以下，緊急対応者）の被
ばく線量をモンテカルロシミュレーションにより推定した．一般的な GM サーベイメーターの上限値以
下の汚染状況では，緊急対応者の外部被ばく線量は 1 時間あたり 1 μSv 以下と推定された．高レベル放射
性線源（数百 GBq）の誤操作による汚染程度が高い場合，緊急対応者の放射線量は 1 時間あたり約 100
mSv に達する可能性があった．これらの結果は，高レベル放射性線源による放射線事故が発生した場合
には，緊急対応者へ線量限度を超えた大量の放射線被ばくの可能性が示唆された．よって，関連する行政
機関は，過剰な放射線被ばくの可能性から身を守るための対策について，緊急対応者が適切な教育や訓
練を受けるように指導する必要がある．

論文における背景と目的
原子力災害の発生は稀であるが，一度発生すると作業者や近隣の住民が放射能汚染にさらされ，甚大
な被害をもたらす可能性がある．放射能汚染による体表面汚染検査や除染などについて，医療従事者を
含んだ緊急対応者（以下，緊急対応者）や保健物理学者は困難な対応を迫られた．他にも放射線事故と
して，ブラジルのゴイアニア事故やメキシコのフアレス事故など，放射線源の盗難により多数の人々が
汚染・被ばくする事態が発生するような事故もあった．様々な放射線事故や原子力災害に対応するため
の緊急対応者の育成は世界中で実施されている．しかし，放射線事故や原子力災害において，緊急対応
者が汚染傷病者から受ける可能性のある外部被ばく線量は，ほとんど議論されていない．場合によって
は，緊急対応者が知らずに高線量被ばくを受けてしまう可能性もある．
最近の研究調査では，福島第一原発事故時に派遣された緊急対応者において，救急医療を行う際に外
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部被ばくを受けることが恐れられたことが示されていた．このような不安は，意思決定に支障をきたす
可能性がある．したがって，緊急対応者の標準的な被ばく量が定義できれば，専門的な教育を実施し，
安全と不安を整理することで，外部被ばくを伴うような状況でも冷静かつ合理的に対応できるようにな
るかもしれない．よって，本研究の目的は，
「過去の放射線緊急事態（放射線事故や原子力災害）の報
告情報をもとに，仮想の汚染傷病者へ救急医療を行う緊急対応者の外部被ばく線量をシミュレーション
して，そのインパクトを示すこと」とした．
論文が示している方法
外部被ばくによる実効線量のシミュレーション
PHITS を用いたモンテカルロシミュレーションにより，汚染傷病者から緊急対応者が受ける可能性のある放射
線量を推定した．そして，仮想空間内に，仮想の汚染傷病者および緊急対応者を想定した成人用計算ファントム
を作成した．成人用計算ファントム（Reference Computational Phantom-Adult Male）は，ICRP Publication 110 に
記載されているものを使用した．図 1 は，PHITS コードで作成した画像である．汚染傷病者をストレッチャーに乗
せることを想定し，体幹の中心は地上 1m で，緊急対応者に対して直角に配置した．
放射性物質の仮定は以下のシナリオを設定した．
①患者の上腕部に仮定する放射性物質が付着している場合
②患者の腹腔内に放射線源が存在する場合
放射性物質からの光子とその周辺から発生する散乱を含めて吸収線量を算出した．最後に，すべての臓器と
組織について吸収線量を積算して実効線量を推定した．モンテカルロ計算の信頼性を確保するため，シミュレー
ションの試行回数は 1 条件あたり 10 回とし，各試行の相対誤差は過去の報告書に基づき 0.05 未満とした．シミ
ュレーションでは，床や壁からの散乱はないものと想定した．

図 1. PHITS のジオメトリ．放射性核種は任意の位置に設定でき，放射能量（密度）や汚染傷病者と緊急対応
者との距離も任意に変更可能である．
汚染傷病者との緊急対応者の被ばくシナリオ
本研究では，過去の放射線緊急事態を想定した一般的な 2 つのシナリオを使用した．各シナリオの実効線量
を計算し，関連する仮定を表 1 にまとめた．
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1）シナリオ 1：環境中に放出された放射性核種による被ばく
チェルノブイリ原発事故や福島第一原発事故のような原子力災害による環境中に放出された放射性物質が一
般住民へ体表面汚染を与えることを想定している．この状況をシナリオ 1（汚染密度と形状に関する仮定あり）と
し，汚染された住民を検査する際に，緊急対応者がどのような被ばくをする可能性があるかを検討した．
2）シナリオ 2：放射性線源を直接取り扱った場合の被ばく
シナリオ 2 は，ゴイアニア，フアレス，ハンフォード，インディアナの各事故で発生した医療・工業用線源の盗難
や誤操作による体表放射性物質汚染であった．シナリオ 2 の汚染量に関する想定は，既報の情報と一般的な医
療用または工業用の放射線源の放射能に基づいている．このシナリオは，過去の放射線事故の事例を忠実に再
現したものではなく，汚染の規模や面積に関する詳細な情報は，表 1 に示した通りとした．
表 1. 汚染傷病者との緊急対応者の被ばくシナリオ

シミュレーションの精度検証
物理シミュレーション研究では，実測値との乖離を確認することが重要であることから，本研究は再現可能な範
囲のファントムなどを用意し精度検証をした．人体ファントム（PBU-60：京都技研工業）をストレッチャーに寝せ，密
封した 60Co 線源（測定時 57,200 Bq）を上腕部に取り付けた．その後，3 in NaI(Tl) シンチレーションスペクトロメ
ーター（EMF-211; EMF Japan Co., Japan）を用いて，汚染部位から 10 cm 間隔（10～100 cm）で測定し，空気中
の吸収線量を測定した（図 2A）．空気中の吸収線量は，5 分間で 3 回測定しました．同様に，汚染場所から 10
cm の距離で，床から 40 cm，70 cm，100 cm，130 cm，160 cm の位置で 5 回の読み取りを行った（図 2B）．また，
PHITS に基づくシミュレーションにも，同じ形状の 60Co 線源を使用した．
論文の結果
シミュレーションの精度検証結果
測定器の実測値とシミュレーション値を比較したところ，すべての地点で相対誤差が 14%未満であっ
た（図 2C）
．同様に，高さを変えた場合，実測値とシミュレーション値の相対誤差率は 14%未満であっ
た（図 2D）
．また，空気中の吸収線量のシミュレーション値は，測定値を過小評価とならなかった．
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図 2. シミュレーションモデルの精度検証．（A）汚染部位から 10 cm 間隔（10～100 cm）で測定器
（EMF）を設置した場合．
（B）測定器の高さを汚染部位から 10 cm の距離に変更した場合．
（C）
，（D）
測定値とシミュレーション値を比較した結果．
汚染傷病者から緊急対応者が受ける外部被ばく線量の推定結果
シナリオ 1 の場合，汚染場所から 10 cm の距離で，緊急対応者の最大外部被ばく線量は 1 時間あたり
約 33 nSv となった（図 3）
．また，シナリオ 2 の放射線源の粉末による体表面汚染患者の場合，緊急対
応者の最大外部被ばく線量は 1 時間当たり 16 mSv 以下であった（図 4A）
．シナリオ 2 のハンフォード
事故のような 241Am の汚染（数百 GBq）を想定した場合，緊急対応者の外部被ばく量は最大で 1 時間あ
たり約 12 mSv であった（図 4B）．また，治療用放射線源のような大容量の放射線源を保持した患者の
場合，緊急対応者の最大外部被ばく線量は 1 時間当たり約 48 mSv であった（図 4C）
．

図 3. 原子力災害時に放出が予想される放射性核
種の汚染傷病者から受ける緊急対応者の外部被ば
く線量．3 つの線源はそれぞれ体表面にあり，強
度は 400 Bq/cm2 である．表 1 のシナリオ 1 の想定
である．

- 35 -

線量限度への到達時間に関する結果
2 つのシナリオのシミュレーション結果（表 1）に基づき，図 5 について，汚染箇所から 10 cm 離れ
た場所で治療を行う場合，被ばく線量限度の 1 mSv，20 mSv，50 mSv，100 mSv に達するまでの予想時
間を算出した．その結果，原子力災害時に想定される汚染では，外部被ばく線量が 1 mSv に達するまで
の予想時間は 1000 時間以上であったが，シナリオ 2（放射線源の盗難や誤操作）の汚染では，被ばく線
量が 1 mSv に達するまでの予想時間は数分から数十分の範囲であった．シミュレーション結果に基づ
き，線量限度への到達時間の推定値を表 2 へ示す．192Ir のシナリオでは，線源を保持している患者を 10
cm の距離で約 2 時間治療した場合，緊急対応者は約 100 mSv の外部被ばく線量となった．

図 4. 放射線事故時に高濃度放射能汚染による患者からの緊急対応者の外部被ばく線量．表 1 のシナ
リオ 2 に該当する．
（A）医療・産業用放射線源の盗難に伴う放射線事故，10 GBq の線源を想定．
（B）
工業用放射線源の誤操作による放射線事故，185 GBq の線源を想定．
（C）医療用放射線源（例えば，ブ
ラキセラピー用）の体内残存に関連する放射線事故，137 GBq の線源を想定．
表 2. 線量限度への到達に予想される時間．患者から 10cm 離れた位置での外部部被ばく線量を想定．
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図 5. 汚染傷病者からの緊急対応者の外部被ばく線量．放射能レベルごとに 10 cm の距離での外部被ば
く線量を想定．放射性核種が（A）60Co または（B）137Cs について手の甲に点線源的な汚染（半径 1.25
cm）を想定．
論文の考察
ALARA（As Low as reasonably achievable）の原則に基づき，一般市民や専門家の被ばく量は，特定の
状況下で可能な限り低減させる必要がある．ALARA 原則を厳密に実行することは難しくないが，緊急
事態における人命の価値の高さをも考慮しなければならない．また，防護服の着用により個人線量計の
視認が困難となり，さらに線量計にアラーム機能があっても設定線量に到達したことを示すに過ぎな
い．したがって，個人用線量計の装着だけでは緊急時の被ばく線量を予測することはできず，適切な対
策を導くためには，さらなる戦略と計画が必要となる．シミュレーションの結果，OIL4 を超える汚染
傷病者に対する緊急対応者は，治療時間に関係なく，現実的に職業上の外部被ばくの線量限度を超える
ことはない（図 3）
．しかし，医療用・工業用放射線源の盗難や誤操作があった場合，1～100 mSv の被
ばくを受ける可能性がある（図 4，表 2）
．これらのシナリオにおける緊急対応者の外部被ばく線量は，
被災者の汚染された部位を全く除染しない場合を想定している．汚染傷病者の救命処置後に適切な除染
を行うことで，患者・緊急対応者の双方の外部被ばく量を低減できることを念頭に置く必要がある．さ
らに，高レベルな放射能線源が患者の体内に残存する事故は稀である．よって，患者に残存した放射性
物質による汚染傷病者の外部被ばくが，確定的な影響を及ぼすことは考えにくい．それでも，放射線防
護のために被ばく線量を管理することは重要である．
過去の報告により，医療従事者の放射線に対する不安や放射線防護に関する教育の重要性が指摘され
ている．また，災害時医療支援チームへの放射線防護情報の迅速な提供を推奨している．したがって，
放射線緊急事態に対応する緊急対応者へ放射線防護と教育を提供することが重要視されている．図 4，
図 5 の結果は，医療用放射線源と工業用放射線源の異なるシナリオを想定して，緊急対応者の外部被ば
く線量を推定するための参考データとして有用であると考えられる．過去 30 年間に 600 件以上の放射
線事故や原子力災害があり，被ばく・汚染された犠牲者を含む事故は 2,000 件以上発生している．さら
には，核テロや放射性物質使用施設への軍事攻撃の可能性もあり，緊急対応者へ適切な放射線防護を施
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すことの重要性が強調される．本研究で得られた知見は，これらの放射線防護策および関連する教育の
開発に役立つと考える．
論文への感想
本論文は，汚染傷病者や線源の体内残存患者へ対応する緊急対応者の外部被ばく線量をシミュレーシ
ョンにより推定した報告であった．汚染傷病者からの医療従事者の外部被ばく線量は従事するスタッフ
の不安や放射線防護など多くの部分に関わってくる．原子力災害医療へ従事する医療従事者の教育/訓練
は福島第一原発事故以降，毎年実施されている．原子力災害への教育/訓練の中でこのような外部被ばく
線量を提示することは，対応する医療従事者の放射線防護への理解を深め，業務への不安を軽減するに
違いない．そのため，本論文の外部被ばく線量推定は，原子力災害医療の教育/訓練へ大きなインパクト
を残すと考える．
しかしながら，本論文は，実際に被ばく低減へどのように対応すべきかといった対策まで言及してい
なかった．例えば，ブラキセラピー用の医療用放射線源が体内残存に関連する放射線事故では，患者が
救急センターへ搬送された場合，医療従事者は患者体内に放射性物質があるかどうかを簡単に見極める
ことができない．そのため，救急センターなど緊急的に患者を受け入れる施設には，空間線量率を測定
する装置（エリアモニターなど）を放射線防護のために，設置する必要があるのかもしれない．また，
241Am（アルファ線放出核種）の体表面汚染の場合，医療従事者の外部被ばくよりも内部被ばくが問題

となる．本論文では，外部被ばくのみに焦点を当てていたが，医療従事者の放射性物質による内部被ば
くの評価も原子力災害医療の教育/訓練において必要な情報となるのではないかと感じている．
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世界の放射線防護関連論文紹介 ②
Do we really need the “detriment” for radiation protection?
（放射線防護において「デトリメント」が本当に必要なのか？）
第一著者名・掲載雑誌・号・掲載年月
Joachim Breckow / Radiation and Environmental Biophysics. 59 August 2020
文献の英文表記：著者名・論文の表題・雑誌名・巻・号・ページ・発行年
Joachim Breckow, Do we really need the “detriment” for radiation protection?. Radiat. Environ. Biophys.,
59(3), 343-348, 2020. doi: 10.1007/s00411-020-00861-y.
論文紹介著者
森 祐太郎（筑波大学 医学医療系）

論文解説
国際放射線防護委員会（international commission on radiological protection, ICRP）のデトリメントは，組
織加重係数を決める役割を担っており，実効線量の基盤を築いている．しかし，その実際は細かい調整の
もと算出しなければならず，分かりにくい側面を持つ．本論文では，放射線防護のリスク評価のために，
複雑な方法で算出されたデトリメントを用いる必要性があるのか，あるいは，簡便に算出可能な別の値
がデトリメントの代用となり得るのかを，興味深く論じている．

1.

デトリメントの概念
ICRPによるデトリメントは，放射線被ばくによる組織や臓器それぞれの確率的影響を定量化するため

に用いられる概念である．ICRP Pub.103では，デトリメントはがんの死亡率データやがん発生率デー

タを反映するのではなく，がんのタイプによる損害の加重確率として定義している．これは，放射線
被ばくにより増加する可能性のあるがんと，がんの種類による致死性・余命損失・生活の質の低下のよ
うな「非放射線」パラメータの両方を考慮することで，がんの「重症度」と「放射線関連性」の両側面
から異なるタイプのがんを比較することを目的としている．例えば，予後の良い甲状腺がんは予後が悪
く致死性が高い肺がんよりも，発生率に関係なく損害の加重度は低くなる．単位放射線量あたりの損傷
加重リスクをデトリメントと呼び，確率的影響の発生確率（名目リスク係数）とがんの重症度の積で表
す1, 2)．リスク係数は放射線の関連パラメータに依存するが，がんの重症度は依存していない．

2.

「損傷の程度」の基準
デトリメントにおける損傷の算定基準（損傷の程度）については過去にほとんど議論がなされていな

い．損傷の程度は，放射線損傷を含める方法と，非放射線損傷パラメータ（致死率，余命損失年数，生
活の質の低下）の値を選択する方法が，全く異なる方法で行われている．
デトリメントD，つまり単位放射線量当たりの損傷加重リスクは次式のように定義されている．
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D = RI ⋅ (k + q ⋅ (1 − k)) ⋅ L = RI ⋅ d(k) ・・・（1）
RI：名目リスク係数，単位放射線量あたりのがんの発生確率
k：がんに対する致死割合
RI ⋅ k：単位放射線量当たりの致死がんの発生確率
RI ⋅ (1 − k)：単位放射線量当たりの非致死がんの発生確率
q：生活の質の低下の加重関数
L：相対的余命損失
d(k)：損傷関数
このように，ICRP Pub.103では，がんの発生率と，単位放射線量あたりの遺伝子損傷の発生率で調整し
た名目リスク係数RIで表される．ICRP Pub.103では，臓器固有デトリメントの合計を全集団に対して1
Svあたり5.7%と示している1)．ここには遺伝的影響によるデトリメントが0.1%含まれているが，がんの
発生率によるデトリメントと比較すると影響は小さい．
また，ICRP Pub.103による加重関数q(k)には，致死割合kの関数としての生活の質の低下を考慮した非
致死性損傷が含まれており，次のように定義される．
q(k) = qmin + k ⋅ (1 − qmin)

・・・（2）

ここで，qminは生活の質の低下の最小の加重値で，皮膚（qmin=0）と甲状腺（qmin=0.2）を除くすべての
がんで0.1である．（2）式より，非致死性のがん（k=0）では生活の質の低下をqmin（≠ 0）まで抑えられ
ることが分かる．また，損傷関数d(k)は，致死割合kの関数として次式で算出できる．
d(k) = [(1 − qmin) ⋅ (2k − k2) + qmin] ⋅ L

・・・（3）

一見複雑に見える（3）式はデトリメントに大きく影響を与える．d(k)の目的や必要性に対してあまり議
論されてきていないのは，式の構造と意味の解釈が難しいことが理由である可能性も否めない．

3.

損傷関数d(k)の影響
（3）式の通り，損傷関数d(k)には，がんの致死割合kと相対的余命損失Lが含まれる．kは特定のがん致

死率をそのがん発生率で正規化することで得られ，Lは特定のがんにより失われた余命を，すべてのがん
により失われた余命平均で正規化することで得られる3)．Lは，kと独立はしていないがkの関数でもない．
そのため致死割合が低いがんの相対的余命損失Lが低いとも限らず，その逆もまた然りである1)．
文献内のFig.1は，相対的余命損失をL=1（一定）とし，致死関数kの関数としてd(k)（実線）および非
致死割合Δd(k)（破線）の関係を示したものである．また，非加重での致死率は，二等分線（点線）に対
応している．k=0，すなわち完全な非致死がんの場合，（3）式よりd(k)は生活の質の低下の最小加重値
qminに対応し，このときのデトリメントDは（1）式より，
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D = RI ⋅ qmin ・・・（4）
となる．同様に，k = 1である完全な致死がんでは，（3）式より，d(k) = 1となり，
D = RI = k ⋅ RI = RM ・・・（5）
となる．これは，完全な致死がんの発生確率RIは単位放射線あたりの非加重の死亡率RMと等しいことを
意味している．kが0から1のあいだでは，d(k)は非加重致死率（文献内Fig.1の二等分線）とΔd(k)で構成さ
れ，次式の関係となっている．
Δd(k) = d(k) - k ・・・（6）
非致死割合Δd(k)への寄与はk = 0.45（致死率45%）のとき最大となるが，約27%のみとなる．複雑な手順
で算出したd(k)が，全デトリメントに対して僅かにしか寄与していない事が分かる．
さらに（3）式において，d(k)を決めるポイントとなる重要なパラメータはqminである．qminが大きけれ
ば，生活の質の低下の評価やデトリメントの大きさ，致死割合kへの依存度などに大きく影響してくる
はずである．しかしICRPは，ほぼすべての臓器や組織でqmin = 0.1として計算しており，qminの変動性を
再現していない．
文献内のTable 1は，全集団に対するデトリメントおよびd(k)に寄与する臓器・組織ごとのパラメータ
を表している．1列目は，がんに対する単位放射線量あたりの非加重発生確率（名目リスク係数），2列
目はそれに対応する致死割合k，3列目は（1）式より算出したデトリメントである1)．これらの値を用い
て（6）式により，4列目の非致死率Δd(k)を算出している．
qminとLは損傷量に僅かな影響しか与えないが，致死割合kの影響は非常に大きい．qminやLの影響が非
常に小さいことを考えると，次式のように（3）式のパラメータを致死割合kとの単純な比例関係に置き
換えられることが提案できる．
d(k) = [(1 − qmin) ⋅ (2k − k2) + qmin] ⋅ L

replaced by : d(k) = k ・・・（7）

その場合のデトリメントは，単位放射線量あたりの非加重死亡率RMとなる（Table 1，5列目）．
D = RI ⋅ (k + q ⋅ (1 − k)) ⋅ L

replaced by : D = RI ⋅ d(k) = RI ⋅ k = RM ⇒ D = RM ・・・（8）

これらの定義のもと算出するデトリメントの偏差は（9）式の如く，総デトリメントで正規化すること
により，各臓器のRMとDを関連付けすることが出来る（Table 1，7列目）．
RM

(D) =
rel

RM,rel
Drel

=

RM
RM,tot
D
Dtot

=

RM 573.6
D

∙ 414.3 ・・・（9）

Table 1の6，7列目より，非加重の死亡率RMとデトリメントDは，ほとんどの臓器で数10%程度の違いし
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かないことが分かる．多くの放射線パラメータの不確かさのなかで議論されている放射線防護の要件を
考慮すると，この変動は許容できるように思われる．
ICRP Pub.103で定義された組織加重係数wTは，0.01，0.04，0.08，0.12と4組のみにグループ化される．
（8）および（9）式より得られた相対デトリメントDrelと相対死亡率RM,rel，それに対応する組織加重係
数wTの比較が文献内Table 2に示されている．
RM,relの一部では偏差がやや大きいが，ほとんどの臓器の数値がDrelの場合とほぼ同じである．仮にこの
偏差に問題があると判断されたとしても，Table 1の5列目のRMを使用することで，wTの適正値を導出す
ることが可能である．

4.

結論
ICRPのデトリメントは，がんの致死性・非致死性の寄与を考慮した，損傷の程度の尺度を定義するの

に便利なツールである．デトリメントの概念はある一定の精度で正確であり，放射線誘発リスクに対す
る臓器への寄与を適切に反映している．しかし，デトリメントが無くても，現在の放射線防護システム
は制約なく機能する．損傷関数d(k)には，がんの重症度を表すパラメータがいくつか含まれているが，
逆に死亡率のみをパラメータとしたモデルでもデトリメントの目的を達成させることができる．複雑な
デトリメントを放射線防護の全てに適用するのではなく，場合によっては分かりやすさを重視した別の
値を用いる解もあるのかもしれない．
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世界の放射線防護関連論文紹介 ③
Low-dose CT of the abdomen: Initial experience on a novel
photon-counting detector CT and comparison with energyintegrating detector CT.
（腹部の低線量 CT，フォトンカウンティング検出器 CT の初期使用経験と従来型検出器
CT との比較）
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論文解説
論文解説
本論文は，新たに開発された photon-counting detector CT (PCD-CT)の画質について従来の energyintegrating detector CT (EID-CT)と患者 20 名の画像を用いて比較を行っている．結果として PCD-CT は
画像ノイズが有意に低く（SD; 24.9 ± 3.3 HU vs. 31.4 ± 5.6 HU, p < 0.001）
，SNR が有意に高かった（2.1 ±
0.3 vs. 1.5 ± 0.4, p < 0.001）
．視覚評価においても腎盂，尿管，腸間膜血管の画質（鮮鋭度）が有意に高評
価となった（4.0 ± 0.3 vs. 3.1 ± 0.6; p < 0.001）
．副腎の視覚評価に有意差はなかった．
PCD-CT による腹部の低線量 CT 検査は，低ノイズ，高 SNR を示し視覚評価においても腹部構造の視
認性が向上し，有用性が示唆された．
背景
腹部のコンピュータ断層撮影（CT）は，診断用画像の一つとなっている．また，尿管結石症と腎疝痛
の疑いのある患者に対して最も頻繁に行われる検査である[1,2]．尿路結石症は主に若年層が罹患するた
め被ばく線量を低減させることが重要である[3,4]．一般に腹部 CT 検査の被ばく線量低下は，低線量 CT
プロトコルを導入することで対処してきた．低線量腹部 CT は急性の尿管結石などの腹部病変において
高い感度と特異性があり，結石の位置や大きさに関する追加情報を提供する[5,7]．
近年，photon-counting detector CT (PCD-CT)が登場した．これは吸収された X 線光子を直接電気信号に
変換する[8]．従来の energy-integrating detector CT (EID-CT)に比較すると電子ノイズが大幅に低減されそ
の結果，より高い空間分解能を実現するため画質は向上する．最近になって，PCD-CT と EID-CT の画
質比較により PCD-CT の有効性が証明された [13]．しかし，画質と腹部の低線量スキャンにおける
PCD-CT の具体的な線量について検討されていない．
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本研究の目的は，腹部低線量 CT において新しい PCD-CT と EID-CT でスキャンされた画像の定量
的・定性的な画質を比較する事である．

方法
・Patient selection
2021 年 5 月から 7 月にかけて，新規デュアルソース PCT-CT で臨床的適応のある腹部低線量 CT を受
けた連続患者を対象とした．検討に用いた基準は以下の通り．(1）尿路結石症の疑いによる腹部低線量
CT（2）年齢 18 歳以上（3）電子カルテで身長・体重の確認が可能であることである．同期間に従来の
EID-CT で尿路結石を疑い腹部低線量 CT を受けた全患者（n＝56）を比較検討した．また，患者ごとに
BMI を算出した．
・ Scan protocol and image reconstruction
画像は，新しい photon-counting detector を採用したデュアルソース CT で取得した．装置は，
NAEOTOM Alpha，Siemens Healthineers，Erlangen, 左肝下端から腹部までをカバーする低線量スキャン
を適用した．撮影条件は，管電圧 100kV，Sn フィルター（Sn100）
，自動管電流調整（Care Dose4D）
，
image quality 25，144×0.4mm コリメーション，回転時間 0.5 秒，ピッチ 0.6 である．造影剤は注入してお
らず単純撮影のみである．再構成関数は Br40，IR は PCD-CT データ用に特別に開発された再構成アル
ゴリズム (Quantum iterative reconstruction, QIR, レベル 3）
．スライス厚と再構成間隔は 1.0 mm である．
対照群では，第 2 世代のデュアルソース EID-CT システム（Somatom Definition Flash，Siemens
Healthineers）を用い，完全電子集積型検出器（Stellar detector，Siemens Healthineers）を搭載した画像を
取得した．管電圧 100 kV，管電流自動調整（Care Dose4D）
，管電流時間積を基準として適用した．45
mAs，ピッチ 0.6，回転時間 0.5 秒，コリメーション 128 × 0.6 mm．データは，同等の軟組織カーネルと
反復再構成（I31f, Admire level 3, Siemens Healthineers）を用いて，スライス厚と再構成間隔は 1.0 mm で
ある．
・Image analysis
定量的な画像解析は，専用のワークステーションで行った (Syngo.via VB60A，Siemens Healthineers).
円形領域 肝臓（右葉）
，脾臓，肝臓（左葉）
，肝臓（右葉），腎臓（無被害側）
，大腰筋，皮下脂肪に関
心領域（ROI）を設定した．各臓器について，Z 軸の異なる位置に 2 つの ROI 測定が行われた．腎臓の
各 ROI の面積は少なくとも 250 mm2，その他の ROI の面積は 500 mm2 以上で平均 CT 値（HU）と SD 値
を求めた．SD 値を画像ノイズと定義した．平均画像ノイズは，データセットに配置されたすべての
ROI の SD の平均値とした．信号対雑音比は以下のように算出した．

視覚評価は臨床用 PACS 閲覧ワークステーション（DeepUnity 1.0，Dedalus Healthcare Group, Bonn,
Germany）を用いて行った．すべての症例は，経験豊富な 3 人の放射線科医が独立して読影を行った．
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(N.L.，K.R.，S.B.）で，7 年，7 年，6 年の経験がある．腹部 CT の読影には，アキシャルシリーズのみ
を示し，その他一切の情報を与えなかった．画質は 5 段階の Likert scale により定性的に評価した．スケ
ール（1 = 非常に悪い/非診断，非常に高いノイズ，5 = 優れた ノイズが非常に少なく診断に適した品
質)．さらに，情報を得るために 微細な構造について，読者全員がその鮮明さを評価した．副腎，腎
盂，尿管，腸間膜血管の 4 項目で評価した．5 段階評価（1＝識別不可能，5＝優れた識別可能性）．
・Statistical analysis
データの解析には R バージョン 4.1.0 を使用した（R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria, https://www.R-project.org/）
．データの正規分布を評価するために Shapiro-Wilk 検定を使用した．
連続データによる群間比較は，正規分布データには t 検定，ノンパラメトリックデータには WilcoxonMann-Whitney 検定を用いて行った．カテゴリカルデータの比較にはカイ二乗検定を用いた．
データは平均値±SD，または中央値と四分位範囲（IQR）で表示した．Fleiss' Kappa は，読者間の一
致を評価するために計算され，以下のように解釈される．<0.00 未満は一致度が低い，0.00～0.20 はわず
かに一致，0.21～0.40 はほぼ一致，0.41～0.60 はほぼ一致，0.61～0.80 はかなり一致，>0.81 優れた一致
を示した[14]．統計的に有意な差は p 値≦0.05 のときとした．

結果
・Patient cohort
腹部の低線量 PCD-CT を受けた 28 人の連続した患者をスクリーニングした．8 名の患者は BMI の欠
落により除外された．最終的な集団は 20 人（平均年齢 46.2±18.7 歳）で，男性 13 人（平均年齢
47.1±15.5 歳）
，女性 7 人（平均年齢 44.4±25.0 歳）から構成されている．対照の集団（EID-CT）は，
BMI をマッチさせた 20 名の患者（平均年齢 47.2±0.5 歳）男性 15 名（平均年齢 51.3 歳±14.4 歳）
，女性 5
名（平均年齢 34.9±12.4 歳）から構成されている．2 つの集団間で有意差のなかったのは 年齢，性別，
BMI，放射線量である．ベースラインの特徴を Table1 に示す．
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・Quantitative analysis
PCD-CT スキャンにおける腹部臓器の信号対雑音比は EID-CT スキャンと比較して有意に高い（2.08
vs. 1.48; p <0.001）
（Table2）．BMI 四分位のサブグループを分析したところ，EID-CT では PCD-CT と比
較して高四分位値で平均ノイズが増加し，平均 SNR が減少することが確認された．BMI の第 1 四分位
と第 4 四分位の間で，39%の増加（26.7±3.9 to 26.7±3.9）が観察された．EID-CT では 37.1 ± 7.2）
，PCDCT では 2％（26.3 ± 5.7 to 26.8 ± 4.5, ΔNoise：p=0.029）の増加にとどまった（Fig.1A）
．
同等の結果が SNR で見られ，これら 2 つの BMI 四分位数の間で EID-CT では 33％（1.86±0.23 から
1.24±0.35）減少したが，PCD-CT システムでは 7.3％しか減少しなかった（2.08±0.38 から 1.92±0.39，
ΔSNR：p=0.012 ）
（Fig.1B）．この 2 つ CTDIvol は，EID-CT と PCD-CT でそれぞれ 70％（1.08±0.13 から
1.83±0.51 mGy）と 59％（1.23±0.38 から 1.96±0.14 mGy）増加しました（Fig.1C）．
Fig.2 は，両方の CT 装置で BMI が増加している患者の代表的なスキャンを示している．
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・Qualitative analysis
定性的解析では，PCD-CT の方が EID-CT よりも高い画質を示した（4.02 ± 0.28 vs 3.08 ± 0.59; p <
0.001）
．解剖学的構造の描出については，尿管，腎盂，腸間膜血管は PCD-CT システムで良好に描出さ
れ，副腎の描出は両スキャナー間で差はなかった．各四分位の平均 BMI は，22.7，24.9，26.8，30.9 で
あった．EID-CT では 24.0，26.4，27.7，29.2，PCD-CT では 24.0，26.4，27.7，29.2．BMI に関連する
PCD-CT では，EID-CT と比較して主観的な画質の低下が低いことがわかった．BMI の第 1 四分位から
第 4 四分位までの間で，主観画像 EID-CT では 18％（3.4±0.4 から 2.8±0.6）低下し，EID-CT では
2.8±0.6％低下した．PCD-CT では 7%（4.1 ± 0.2 から 3.8 ± 0.3, ΔIQsubj：p=0.043）であった．
Table 3 は，各パラメータの詳細な概要を示している．読者間 信頼性は中程度からかなり高く，
Cohen's Kappa（カッパ係数）は腎盂 0.52（0.45-0.88）から尿管 0.71（0.52-0.86）であった．患者の解剖
学的構造の代表的な画像 Fig.3 と Fig.4 は，BMI が低い人と高い人画像を両装置で示した．
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考察
この研究では，新しい PCD-CT システムと既存の EID-CT スキャナーで，腹部の低線量非造影 CT 画
像における客観的および主観的な画質を比較した．主な結果は次のとおりであった．BMI が一致した患
者では（1）PCD-CT でのスキャンは，大幅に低い画像ノイズと高い SNR を示した．
（2）主観的な画質
は PCD-CT システムの方が評価は高かった．
（3）腎盂，尿管，腸間膜血管の視認性は，PCD-CT システ
ムで有意に高かった．
新しい技術として，低用量 PCD-CT とその EID-CT との比較は現在まだ不十分である．信号生成のた
めに複数の光子からのエネルギーを要約し，それによって高エネルギー光子を平均的に表す EID と比較
して，PCD（臨床スケール CT に最近導入されたばかり）は，最大 4 つのビンを持つエネルギースケー
ルで各光子のエネルギーを決定する[8]．したがって，設計上 PCD は EID よりも軟組織での吸収によっ
て引き起こされる X 線スペクトルの下端と中央部分の変化に敏感であり，その結果画像ノイズが低く軟
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組織の SNR が高くなる[12, 15]．私たちの研究の結果は，Symons らが報告した同等の PCD-CT システム
を用いた低線量スキャンを調査したファントム研究と一致している[9, 10, 15]．EID-CT と比較して胸部
の PCD-CT ではノイズが低く画質が良いことが報告されている[15]．同様に，Rajagopaletal らは治験用
の PCD-CT システムで優れた画質を報告した[10]．これらの報告に，腹部の低線量 PCD-CT の有意に低
い画像ノイズ，高い SNR および解剖学的構造のより鮮鋭度の高い 20 人の患者の臨床経験を追加する．
一部の腹部構造は，腹部脂肪が豊富な場合に区別しやすくなるが，BMI が高いと，画像ノイズが高くな
るため一般的に画質の低下につながる[16]．この環境では，画像ノイズと SNR の両方がより深刻である
ことが明確になった．この BMI の影響は，PCD-CT システムよりも EID-CT の方が大きい．
両方のシステムは，BMI が高い患者の線量を増加させると予想したが，画像ノイズおよび SNR は
PCD-CT システムにわずかな影響しか及ぼさず，主観的な画質は異なる BMI 四分位数にわたって一定の
ままであった．この観察の理由の 1 つは，PCD-CT がより適切に測定する低エネルギー光子の不均衡な
影響である可能性がある．これにより，軟部組織のコントラストが向上する[8]．尿路結石の発生率は
BMI の増加に関連しているため，これは特に興味深いものであ広範囲のノイズのために低線量 CT を使
用した診断が困難になりえる[17, 18]．われわれの研究の結果は，PCD-CT での低線量 CT スキャンが，
BMI が高い患者にとって実行可能で信頼できる可能性があることを示唆している．ただし，これらの結
果を確認するには，より高い BMI の集団に焦点を当てたさらなる研究が必要である．
本研究の結果では，PCD-CT システムの放射線量は EID-CT に匹敵します．ただし，画質と解剖学的
構造の視認性が EID-CT よりも優れていたため，PCD-CT の放射線量をさらに下げることができた．以
前の EID-CT レベルに近い画質で，疑わしい尿路結石症ははるかに低い放射線量でも適切に評価される
可能性がある．一方，われわれの研究で改善された画質は他の腹部の病状のより信頼性の高い診断を可
能にする．若い患者（虫垂炎，憩室炎など）にリスクを与える一方で放射線量を合理的に達成可能な限
り低く保つ．
この研究の限界は以下の通りである．まず，本研究は初めての臨床報告である．本研究は比較的小規
模な集団が対象であった．私たちのプロトコルは近い将来に放射線量を減らし，合理的に達成可能な限
り低い放射線量で望ましい診断結果を提供するために変更される可能性がある．次に，BMI についての
み検討した．特に，小さな解剖学的構造の検出可能性などの主観的なパラメータは，腹腔内脂肪の分布
などの要因でさらに影響を受ける可能性がある．第三に PCD-CT システムのみが Sn フィルターを適用
し，CT 装置間で 100 kV の X 線スペクトルに違いが生じた．このスペクトルの違いは，PCD-CT システ
ムグループの線量を減らすのに役立った可能性がある．ただし，これは常に軟組織のコントラストの低
下という代償を伴う．実際，軟組織のコントラストが大幅に増加していることが認められた．これは，
検出器にのみ起因する可能性がある．第四に，これは単一のセンターの遡及的分析である．結果を確認
するには，前向き研究環境でのより大規模な多施設共同研究が必要である．
結論
新型 PCD-CT による腹部低線量非造影 CT 撮影は，EID-CT と比較して低ノイズ，高 SNR，主観的な
高感度化を実現した．それにより画質，腹部微細構造の検出性に優れている．
＊今回の紹介に含まれる文献番号は紹介元の文献中の Reference を参照してください．
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テーマ「医療被曝（X 線検査）のガイダンスレベルは
制定できるか」
(1) ガイダンスレベルとは何か／菊地透
(2) 一般撮影での問題点／佐藤斉
(3) 乳房撮影（歯科も含む）の注目点／加藤二久
(4) 病室・在宅医療での考え方／加藤英幸
会員研究発表リスト 1998 年 春・秋

低線量放射線影響に関する公開シンポジウム／加藤英
幸
放射線防護に関する関係省庁への要請書および要望書
の提出について／菊地透
質問欄 放射線管理の Q&A／菊地透

第 8 号(1999.4.5 発行)
第 55 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
放射線防護研究－分科会の活動／砂屋敷忠
第 8 回研究会プログラム 教育講演資料
(1) 放射線防護 過去・未来／館野之男
(2) 医療法施行規則改正の動き／諸岡健雄
第 26 回秋季学術大会分科会報告
医療被ばく（X 線検査）のガイダンスレベルは制定で
きるか／菊地透
防護分科会印象記／輪嶋隆博
学術大会防護関連座長印象記
X 線検査装置－2／江口陽一
X 線質評価／久保直樹
放射線管理測定技術／大釜昇
放射線管理－IVR 従事者被曝／水谷宏
討論室 続 防護エプロン論争／輪嶋隆博

第 10 号(2000.4.6 発行)
第 56 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「新たなる世紀を迎える前に放射線防護論（防
護学）の問題点を考える／加藤英幸
第 10 回放射線防護分科会
基調講演要旨 「放射線防護関連法令の改正について」
／菊地透
シンポジウム要旨
テーマ「放射線安全規正法改正と新しい放射線医療技
術の対応」
放射線診療施設・管理区域の対応／鈴木昇一
個人被曝管理の対応／寿藤紀道
新しい放射線医療技術の対応／諸澄邦彦
第 27 回秋季学術大会防護関連座長印象記
核医学－被曝／中田茂
放射線管理－被ばく低減／有賀英司
放射線管理－IVR・DSA／三宅良和
X 線撮影－血管撮影被曝・その他／阿部勝人
討論室 ウラン加工工場臨界事故に学ぶ／菊地透
クラーク論文を読んで／水谷宏
ニュース 平成 11 年度公開シンポジウム「医療におけ
る放射線被曝と対策」印象記／富樫厚彦

第 9 号(1999.10.28 発行)
第 27 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「これからの放射線防護に求められるもの－21
世紀の活動」／粟井一夫
第 9 回放射線防護分科会
パネルディスカッション要旨
テーマ「放射線管理における西暦 2000 年問題につい
て」
病院における西暦 2000 年問題／谷重善
医療用具製造業者等のコンピュータ西暦 2000 年問題
への対応状況について／田村敦志
病院における西暦 2000 年問題への対応について／水
谷宏
西暦 2000 年問題への対応と現状／泉孝吉
放射線治療装置における西暦 2000 年問題／大野英
第 55 回総会学術大会防護関連座長印象記
放射線管理－IVR・乳房撮影／粟井一夫
放射線管理－スペクトル・フィルタ／大釜昇
放射線管理－RI 管理／菊地透
X 線検査－DR 被曝／千田浩一
放射線管理－測定器／新開英秀
放射線管理－CT 被曝・測定器／鈴木昇一
ニュース

第 11 号(2000.10.20 発行)
第 28 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「モラル・ハザードと放射線防護のプロ」／寿
藤紀道
第 16 回計測、第 11 回放射線防護合同分科会要旨
｢診断領域における線量標準測定法の確立｣－より安全
な放射線防護を目指して－
医療被曝測定の意義／菊地透
X 線診断領域における較正場について／加藤二久
標準測定法の確立／小山修司
現場における被曝線量測定／熊谷道朝
第 56 回総会学術大会防護関連座長印象記
CT 検査－被曝低減技術／新木操
マルチスライス CT－被曝低減技術／村松禎久
小児のための放射線検査 1／増田和浩
放射線管理－患者被曝 1／梅酢芳幸
放射線管理－患者被曝 2／加藤英幸
放射線管理－術者被曝／山口和也
核医学－RI 管理／工藤亮裕
放射線管理－測定器／小山修司
討論室 原子力時代のパイオニア 武谷三男氏の死去
に際して／富樫厚彦
ニュース IRPA-10 に参加して／有賀英司
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国際放射線防護学会 第 10 回国際会議(IRPA-10)参加
印象記／富樫厚彦
資料 密封小線源の紛失事例分析と防止対策／穴井重
男
書評 「緊急被ばく医療の基礎知識」／西谷源展
第 12 号(2001.4.6 発行)
第 57 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「これからの放射線防護分科会」／粟井一夫
第 12 回放射線防護分科会要旨
テーマ「法令改正で貴方の施設は大丈夫ですか？」－
これからでも間に合う現場対応－
基調講演要旨 医療施設の放射線防護関係法令改正の
要点／菊地透
話題提供要旨 管理区域境界等における測定と評価方
法について／山口和也
放射線診療従事者の被曝管理について／加藤英幸
診療用 X 線装置等の防護基準の測定について／水谷宏
第 28 回秋季学術大会防護関連座長印象記
放射線管理－被曝線量評価・QC／越田吉郎
放射線管理－乳房撮影／小山修司
放射線管理－法令改正・環境測定／鈴木昇一
資料 平成 12 年度公開シンポジウム 一般公衆から
の質問と回答-１
医療法施行規則の一部を改正する省令新旧対比表
書評 「被ばく線量の測定・評価マニュアル 2000」と
「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2000」／
山野豊次
第 13 号(2001.11.10 発行)
第 29 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
教育講演要旨「緊急被曝医療の展望」／青木芳朗
フレッシャーズセミナー要旨 「低線量の健康影響」
／米井脩治
第 13 回放射線防護分科会要旨
テーマ「どうしてますか、あなたの施設の放射線管理
－法令改正半年を経て－」
(1) 放射線従事者の管理／水谷宏
(2) 治療施設の管理／穴井重男
(3) 核医学施設の管理／山村浩太郎
(4) 医療現場の対応状況／加藤英幸
第 57 回総会学術大会防護関連座長印象記
放射線管理－教育・危機管理／石田有治
放射線管理－装置管理／吉村浩太郎
放射線管理－IVR 被曝／梅津芳幸
放射線管理－一般撮影、乳房／山口和也
放射線管理－測定器／熊谷道朝
放射線管理－測定評価／小山修司
放射線管理－CT 被曝／五十嵐隆元
放射線管理－被曝管理／千田浩一
学術大会印象記 「放射線安全管理の基礎・放射線管
理フォーラム」／福田篤志

資料 IVR に伴う放射線皮膚傷害報告症例から放射線
防護を考える／富樫厚彦
文献紹介 「塩化タリウムの放射線皮膚炎」／防護分
科会
第 14 号(2002.4.4 発行)
第 58 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「医療現場の放射線安全管理は大丈夫か」／穴
井重男
教育講演要旨 「IVR における皮膚傷害発生の現状と
今後の展開」／西谷 弘
第 14 回放射線防護分科会要旨
テーマ「血管撮影領域における放射線皮膚傷害の現状
と対策」
(1) 皮膚傷害事例とその治療にあたって／大和谷淑子
(2) 循環器科医の立場から／角辻 暁
(3) 被曝の現状と対策／水谷 宏
(4) 放射線防護の対応について／菊地 透
第 29 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題後抄録
第 15 号(2002.10.17 発行)
第 30 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「100mGy の意味するもの」／新井敏子
教育講演要旨 「女性の放射線被曝について」／大野
和子
第 15 回放射線防護分科会要旨
テーマ「ICRP Publ.84－妊娠と医療放射線－を考える」
(1) ICRP Publ.84 の意図するもの／富樫厚彦
(2) 女性と放射線被曝：医療被曝／安友基勝
(3) 女性と放射線被曝：職業被曝／新井敏子
(4) 女性と放射線被曝：公衆被曝／穴井重男
第 13 回放射線防護分科会(第 29 回周期学術大会)抄録
集
「どうしてますか、あなたの施設の放射線管理－法令
改正半年を経て－」
放射線従事者の管理／水谷宏
治療施設の管理／穴井重男
医療現場の対応状況／加藤英幸
座長集約／鈴木昇一
第 59 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 16 号(2003.4.11 発行)
第 59 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「放射線防護分科会の役割」／前越久
第 16 回放射線防護分科会要旨
テーマ「医療従事者への放射線防護教育」
(1) 放射線診療従事者への教育訓練／穴井重男
(2) 医療従事者への教育／富樫厚彦
(3) 技師養成期間における防護教育／鈴木昇一
(4) 患者さんへの対応／新井敏子
岩手高校生被曝事故に関する考察／加藤英幸／鈴木昇
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一／富樫厚彦／西谷源展
ニュース 医療放射線防護連絡協議会第 16 回フォー
ラム印象記／磯辺智子
第 30 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題後抄録
第 17 号(2003.10.10 発行)
第 31 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「よろしくお願いします」／塚本篤子
教育講演要旨 「医療被曝とその影響」／阿部由直
第 17 回放射線防護分科会要旨
「ディベート：胸部撮影における患者さんの防護衣は
必要か」
(1)「必要の立場から」／相模 司
(2)「必要の立場から」／加藤英幸
(3)「不要の立場から」／松下淳一
(4)「不要の立場から」／輪嶋隆博
ニュース IVR に伴う放射線皮膚傷害の防止に関する
ガイドラインおよび IVR の患者の受ける線量測定マニ
ュアル作成状況報告／放射線防護分科会
フォーラム印象記 第 17 回「医療放射線の完全使用研
究会」フォーラム印象記／塚本篤子
第 59 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 18 号(2004.4.9 発行)
第 60 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「医療放射線防護とリスクコミュニケーション」
／松下淳一
第 18 回放射線防護分科会要旨
テーマ「IVR における患者皮膚障害防止」
(1)「IVR に伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイド
ラインの趣旨」／菊地透
(2)「IVR における患者皮膚線量の測定マニュアルの概
要」／水谷宏
(3)「心臓領域における IVR の現状」／石綿清雄
ニュース 国政免除レベル等の取り入れに伴う放射線
同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（障
害防止法）改正について－経緯と現況－／加藤英幸
トピックス “医療”解剖学～インターネット情報から
今の医療を考える～／三上麻里
印象記 “医療における放射線安全・防護についてのパ
ネル討論会”／塚本篤子
放射線免疫学調査講演会「低線量放射線の健康影響」
に参加して／加藤英幸
平成 15 年度市民公開シンポジウム（富山市）／伊藤祐
典
平成 15 年度医療放射線安全管理講習会に参加して／
小林正尚
文献紹介 X 線診断被ばくによる発がんのリスク：英
国及び 14 カ国の推計／藤淵俊王
訃報 斉藤岩男氏を偲ぶ
第 31 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題後抄録

第 19 号（2004.10.21 発行）
第 32 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「今どきの ICRP 報告書」／粟井一夫
第 19 回放射線防護分科会要旨
テーマ「医療における放射線防護関連法令の改正とそ
の運用について」
(1)「加速器使用施設における対応」／松下淳一
(2)「密封線源使用における対応」／石井俊一
(3)「放射線廃棄物への対応」／青木功二
(4)「放射線完全管理規制の課題」／山口一郎
ニュース 分娩前の歯科 X 線撮影と出生時低体重児を
読んで／宮田あきこ
資料 CT 検査における線量測定／鈴木昇一
第 60 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 20 号（2005.4.8 発行）
第 61 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「公衆と放射線」／三田創吾
第 20 回放射線防護分科会要旨
テーマ「X 線診断領域の被曝でがんは増えるのか」
(1)「放射線影響の立場から」／坂井一夫
(2)「放射線管理の立場から」／菊地透
(3)「放射線被曝に対する市民の不安／中島久美子
資料 ICRP Publication 86「放射線治療患者に対する事
故被曝の予防」の要約／松下淳一
第 32 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題後抄録
第 21 号（2005.10.20 発行）
第 33 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「分科会長に就任して」／加藤英幸
第 21 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨「医療における Gy と Sv の考え方」／加
藤和明
テーマ「医療現場での線量評価を考える」
(1) 「胸部撮影における線量評価の現状」／船橋正夫
(2) 「乳房撮影における線量評価の現状」／安友基勝
(3) 「CTにおける線量評価の現状」／村松禎久
(4) 「線量評価ガイドラインの提示」／菊池 透
トピックス放射線関係法令改正対応記／富樫厚彦
第 61 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 22 号（2006.4.7 発行）
第 62 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「放射線防護 雑感」／五十嵐隆元
第 22 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨
「医療放射線防護と最近の ICRP の動向」
／米倉義晴
テーマ「PET 検査における放射線被ばくを考える」
(1)「PET 検査室における被ばく」／五十嵐隆元
(2)「被検者の被ばく線量評価」／赤羽恵一
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(3)「法整備の現状と問題点」／渡辺 浩
トピックス「ICRP の新体制と新勧告の動き／菊地透
平成 17 年度市民公開シンポジウム印象記／小林剛
第 33 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題後抄録
第 23 号（2006.10.19 発行）
第 34 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「アララ！小惑星と電離性放射線」／富樫厚彦
第 23 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨「医療をとりまく放射線災害の現状と課
題」／高田 純
テーマ「もしも放射線災害が起きたら･･･」
(1) 「緊急被ばく医療の実際」 ／神 裕
(2) 「緊急被ばく医療の病院における放射線管理の実
際」／武田浩光
(3) 「医療用放射線源のセキュリティ対策の課題」
／菊地透
合同分科会シンポジウム「マンモグラフィの精度管理
について」
学術交流委員会報告プレリリース
第 62 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 24 号（2007.4.13 発行）
第 63 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「防護計測の愚痴、自戒」／鈴木昇一
第 24 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨 「放射線安全とヒューマンファクタ
ー」／石橋 明
テーマ「放射線安全教育の現状と課題」
(1) 「学生教育では」／福士政弘
(2) 「医療従事者に対して」／中里 久
(3) 「一般公衆に対して」／西田由博
技術活用セミナー1 「医療被ばくの説明とリスク仮
説―LNT仮説を中心に―」／輪嶋隆博
モーニングセミナー「患者さんの不安に答えた経験か
ら言えること」／大野和子
「医療被曝相談―この事例にあなたはどう答えます
かー」／五十嵐隆元
第 23 回防護分科会後抄録
テーマ「もしも放射線災害が起きたら･･･」
(1)「緊急被ばく医療の実際」／神 裕
(2)「緊急被ばく医療の病院における放射線管理の実際」
／武田浩光
(3)「医療用放射線源のセキュリティ対策の課題」
／菊地 透
トピックス「ICRP-2007 新勧告案についての私見」
／富樫厚彦
印象記 第 3 回お茶の水アカデミアシンポジウム「医
療被ばくを考える」に参加して／三反﨑宏美
第 34 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録

第 25 号（2007.10.26 発行）
第 35 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「手と放射線」／水谷 宏
第 25 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨 「医療従事者における外部被曝の現状
と課題」－個人被曝線量測定サービス機関のデータか
ら／石山 智
テーマ「手指の被曝を考える」
(1) 「放射線診療従事者の手指被曝の実態調査（アン
ケート報告）
」／塚本篤子
(2) 「Vascular（血管系）IVRでは」／坂本 肇
(3) 「Vascular（血管系）IVRでは」／藤淵俊王
(4) 「CT撮影では」／小林正尚
合同分科会（画像・放射線撮影・計測・放射線防護・
医療情報）シンポジウム
「X 線 CT 撮影における標準化－”GuLACTIC 2007” 胸
部疾患（びまん性疾患および肺がん）のガイドライン
作成にあたって－ 」
(1) GuLACTIC 2007 肺がんのガイドラインについて
／萩原 芳広
(2) CT 画像の画質特性と臨床適応／市川勝弘
(3) 造影理論と臨床応用／山口 功
(4) CT の線量特性と被曝線量／小山修司
(5) CT 検査の放射線防護の考え方とその評価方法／加
藤英幸
(6)データ保存と画像配信／山本勇一郎
第 24 回防護分科会後抄録 パネルディスカッション
テーマ「放射線安全教育の安全と課題」
「一般公衆に対して」／西田由博
印象記 第 24 回放射線防護分科会「放射線安全教育
の安全と課題」を拝聴して／松崎正弘
第 63 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 26 号（2008.4.4 発行）
第 64 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「本年は放射線防護における変革の年となるの
か」／広藤 喜章
第 26 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨「医療放射線における放射線防護の最新
動向 -ICRP 新勧告と IAEA 国際基本安全基準につい
て／米原 英典
テーマ「放射線防護の観点からのデジタル画像」
(1)ICRP Publ.93（デジタルラジオロジーにおける患者
線量の管理）の概要と課題／富樫 厚彦
(2)医療現場におけるデジタル画像の現状－学術調査
研究班調査研究の中間報告から－／鈴木 昇一
(3)デジタル撮影における放射線防護／小林 剛
(4)デジタル撮影における画像評価／西原 貞光
モーニングセミナー「医療放射線防護の常識・非常識
－私たちが伝えたかったこと」／大野和子・粟井一
夫
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技術活用セミナー「循環器診療における放射線被ばく
に関するガイドライン」-技術学会の果たした役割-／
粟井 一夫
第 35 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
市民公開シンポジウムのお知らせ
第 27 号（2008.10.23 発行）
第 36 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「科学技術の発達と融合」／藤淵 俊王
第 27 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨「医療被曝の国際動向と課題」／菊地 透
テーマ「患者以外の医療被曝を考える」
(1)患者以外の医療被曝の住み分け／富樫厚彦
(2)ボランティア被曝の現状／小寺吉衞
(3)介護被曝の現状／祖父江由紀子
部会・分科会合同シンポジウム
テーマ：「X線診断領域におけるデジタル化と被曝防
護を考える」
(1)X 線診断領域での被曝と防護の考え方／加藤英幸
(2)我が国での診断領域の患者被曝の現状―X線診断
時に患者が受ける線量の調査研究より―
１．調査概要／近藤裕二
２．一般撮影での傾向／能登公也
３．マンモ、CTでの傾向／小林謙一
(3)個人線量計を用いたX線装置の出力測定調査につ
いて／塚本篤子
分科会合同シンポジウム
テーマ「救急検査のクオリティーを考える－救急専門
技師に求められるもの－」
(1)救急撮影の基礎（一般撮影）／渡辺啓司
(2)救急診療におけるCT撮影の在り方／山本浩司
(3)救急診療におけるMR撮影の在り方／松村善雄
(4)救急診療における放射線防護の在り方／五十嵐隆元
(5)救急診療における医療情報の活用／原瀬正敏
第 26 回防護分科会後抄録
学術調査研究班調査研究の中間報告から／鈴木昇一
デジタル撮影における放射線防護／小林 剛
デジタル撮影における画像評価／西原貞光
第 64 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 28 号（2009.4.17 発行）
第 65 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「放射線安全管理と不景気」／鈴木 昇一
第 28 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨「胎児，小児期被ばくによる発がん影響」
／島田 義也
テーマ「小児の医療被曝を考える」
(1) 小児放射線検査の現状／宮崎 治
(2) 小児放射線検査の現状調査報告／田邊 智晴
(3) 小児医療被曝の捉え方／五十嵐隆元

フレシャーズセミナー
「放射線防護のいろは」−患者の線量管理−
／小林 剛
「放射線防護のいろは」−従事者の線量管理−
／藤淵 俊王
技術活用セミナー
「医療用線源のセキュリティ管理」／富樫 厚彦
「ICRP Publ.102 の概要と課題」／鈴木 昇一
第 36 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
第 29 号（2009. 10.22 発行）
第 37 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「実効線量に関する問題点」／松原 孝祐
第 29 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨
「日本人ボクセルファントムの開発と線量評価につ
いて」／斎藤 公明
ST 講座要旨
「被ばくによる発がん影響について」／島田 義也
テーマ「我が国の診断参考レベル（DRL）を考える」
(1) DRLとは？／五十嵐隆元
(2) 各モダリティのDRLについて／鈴木 昇一
(3) 放射線診療における線量低減目標値／笹川 泰弘
(4) 国際動向について／大場 久照
第 65 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
市民公開シンポジウムのお知らせ
第 30 号（2010. 4.8 発行）
第 66 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「クリアランス制度の法整備と本学会の貢献」
／渡辺 浩
第 30 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨
「放射線防護における最近の国際動向」／細野 眞
ST 講座要旨
「実効線量を理解しよう」／五十嵐 隆元
入門講座要旨
「医療従事者の被ばく管理と低減対策」／藤淵 俊王
技術活用セミナー
「放射線防護の国際的な動向」／米原 英典
テーマ「オールジャパンで考える小児医療」
(1) オールジャパンとしてどう取り組むか？／赤羽
恵一
(2) 小児被曝把握の必要性／宮崎 治
(3) 小児医療被曝の現状と評価／松原 孝祐
(4) 小児CT撮影のプロトコルを考える／大橋 一也
第 37 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
防護分科会誌インデックス
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第 31 号（2010. 10.14 発行）
第 38 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「猛暑日…熱帯夜…太陽からのエネルギー」
／広藤 喜章
第 31 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨
「研究の倫理を考える」／栗原 千絵子
テーマ「放射線研究の倫理を考える」
(1) ICRPにおける倫理の考え方／赤羽 恵一
(2) 各施設での倫理委員会の現状 ―調査報告―
／広藤 喜章
(3) 技術学会編集委員会の現状と事例／土`井 司
(4) 放射線技術学分野における研究倫理とその実情／
磯辺 智範
WORLD MEDICAL ASSOCIATION［訳］
（
専門講座要旨
「放射線施設の管理と設計」／渡辺 浩
入門講座要旨
「よくわかる関係法令」／笹沼 和智
技術活用セミナー
「放射線防護の国際的な動向」／米原 英典
第 66 回総会学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
防護分科会誌インデックス
第 32 号（2011. 4.8 発行）
第 67 回総会学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言「オールジャパンでの放射線防護分科会の役
割」／鈴木昇一
入門講座要旨
「医療法施行規則を理解しよう！」／大場久照
技術活用セミナー
「CT 検査で患者が受ける線量」／鈴木昇一
第 32 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨
「医療被ばく管理の国際的な動向」／赤羽 恵一
テーマ「救急患者の撮影における防護と問題」
(1)救急専門医が必要とする画像／船曵知弘
(2)救急撮影認定技師とは／坂下惠治
(3)救急撮影における放射線防護／五十嵐隆元
(4)救急撮影で患者，術者等の受ける線量／松原孝祐
専門講座要旨
「疫学データから学ぶ放射線誘発がん」／吉永 信治
専門講座要旨
「ICRP について学ぼう」／山口和也
38 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題発表後
抄録
防護分科会誌インデックス
第 33 号（2011.10.28 発行）
第 39 回秋季学術大会 放射線防護分科会特集
巻頭言 「就任の挨拶」／五十嵐 隆元

入門講座要旨 「放射線装備機器および放射線発生装
置の安全取扱い」／磯辺 智範
専門講座要旨 「放射線災害時の防護」／武田 浩光
第 33 回放射線防護分科会要旨
教育講演要旨
「福島原発事故における内部被ばくを考える」／下
道國
テーマ「放射線防護に関連した数値を考える」
(1)規制値の経緯とその考え方／広藤 喜章
(2)リスクについて／島田 義也
(3)医療における放射線防護の考え方／松原 孝祐
入門講座要旨 「X 線管理学（X 線の管理・防護・測
定）
」／坂本 肇
専門分科会合同シンポジウム要旨
「ディジタル画像を再考する －検像について－」
(1)単純 X 線撮影領域における検像について／川本
清澄
(2)画像情報の確定に関するガイドラインからみた検
像／坂本 博
(3)検像における画像品質の確保について ／陳 徳
峰
(4)核医学領域における検像システムの役割／對間
博之
(5)検像における線量指標の活用／有賀 英司
防護分科会関連行事参加報告
防護分科会誌インデックス
第 34 号（2012.4.12 発行）
巻頭言「放射線防護対策チームの結成」／磯辺 智範
専門講座要旨「疫学データから学ぶ放射線誘発がん」
／吉永 信治
技術活用セミナー 要旨「被曝説明の核心に迫る」
／松原 孝祐
入門講座要旨「医療法施行規則を理解しよう」
／浅沼 治
第 34 回放射線防護分科会要旨
教育講演
「原発事故と医療放射線 ～放射線のリスクコミュ
ニケーションの課題～」／神田 玲子
テーマ：
「福島原発事故後の医療におけるリスクコミ
ュニケーション」
(1)福島での市民とのやりとりを通じて
／加藤 貴弘
(2)医療現場におけるリスクコミュニケーション
／竹井 泰孝
(3)マスメディアから見たリスクコミュニケーション
／田村 良彦
専門講座要旨
「ICRP を学ぼう」／山口 和也
第 39 回秋季学術大会放射線防護管理関連演題発表
後抄録
防護分科会誌インデックス
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第 35 号（2012.10.4 発行）
巻頭言「掛け値のない放射線知識を市民へ」
／丹治 一
専門講座要旨「診療放射線技師の役割と義務」
／塚本 篤子
入門講座要旨「放射線影響論」
／竹井 泰孝
専門分科会合同シンポジウム要旨
テーマ：「CT 検査における線量低減技術」
1．撮影：CT における被ばく低減技術のソリューショ
ン／村松 禎久
2．画像：線量低減技術と画質への影響
／市川 勝弘
3．計測：線量低減技術の線量測定の注意点
／庄司 友和
4．防護：線量低減技術による臓器線量からみたリス
ク評価／広藤 喜章
5．核医学：SPECT/CT 装置における被ばく線量（X
線）の評価／原 成広
6．医療情報：線量低減技術と医療情報／栃原 秀一
第 35 回放射線防護分科会要旨
教育講演
「ICRP2007 年勧告について －第 2 専門委員会の取
り組み－」／石榑 信人
テーマ：「医療における非がん影響を考える」
(1) ICRP1990 年勧告からの変更点と今後 －医療被
ばくに関して－／赤羽 恵一
(2) 原爆被爆者における放射線と非がん疾患死亡と
の関連／小笹晃太郎
(3) 頭部 IVR による医師と患者の水晶体被ばく
／盛武 敬
(4) 医療従事者の被ばく状況について／大口 裕之
市民公開講座参加報告
第 68 回総合学術大会放射線防護・管理関連演題発表
後抄録
防護分科会誌インデックス
第 36 号（2013.4.11 発行）
巻頭言「福島復興と高橋信次先生」／島田 義也
入門講座要旨「妊娠と放射線」／島田 義也
専門講座要旨「国際機関の取り組みと国際的動向」
／赤羽 恵一
第 36 回放射線防護分科会要旨
教育講演
「海外における医療放射線管理の動向について」
概要および診断装置の立場から／伊藤 友洋
管理システムの立場から／鈴木 真人
テーマ：「線量管理はできるのか？できないのか？」
(1) 精中委施設画像評価における画質と線量の評価
／西出 裕子
(2) Exposure Index の有効な使用法と当面の問題に
ついて／國友 博史

(3) CT の線量評価：現状と今後の展開／村松 禎久
(4) 血管撮影装置における線量管理／塚本 篤子
第 40 回秋季学術大会放射線防護・管理関連演題発表
後抄録
防護分科会誌インデックス
第 37 号（2013.10.17 発行）
巻頭言「みんなの力の結集を！！」／塚本 篤子
入門講座「放射線の人体への影響」／水谷 宏
専門講座「診断領域での患者線量評価と最適化」
／鈴木 昇一
第 37 回放射線防護分科会
教育講演
「国内外の医療施設における放射線防護教育事情」
／松原 孝祐
テーマ：
「放射線防護における診療放射線技師の役割
とは？ 」
1．医療施設における放射線防護教育（医療従事者に
対して） ／磯辺 智範
2．被ばく相談にどう向かい合うべきか（患者に対し
て） ／竹井 泰孝
3．養成施設における防護管理者としての技師教育
（学生に対して） ／佐藤 斉
4．福島原発事故に対する診療放射線技師の役割（公
衆に対して） ／大葉 隆
専門分科会合同シンポジウム：
「ディジタル化時代の
被ばく管理を考える」
1. 線量指標の取扱いと注意点／庄司 友和
2. 医療情報分野からの被ばく線量管理／栃原 秀一
3. 一般撮影領域における被ばくと Exposure Index
（EI）／中前 光弘
4. 知っておきたい CT 検査領域における被ばく管
理／野村 恵一
5. 核医学検査領域の被ばくとの関係／原 成広
6. 放射線被ばくリスク評価／広藤 喜章
世界の放射線防護関連論文紹介
1．小児腹部 CT における診断参考レンジ
／松原 孝祐
2．小児から青年期 680,000 人による CT 検査のがん
リスク：豪州 1,100 万人の研究データから
／土居 主尚
第 4 回放射線防護セミナー参加報告
／倉本 卓／石橋 徹／井上 真由美
砂屋敷忠先生を偲んで／西谷 源展
防護分科会誌インデックス
第 38 号（2014.4.10 発行）
巻頭言「柔軟な発想とノーベル賞の素」／藤淵 俊王
専門講座 2 要旨「患者への放射線説明 診療放射線
技師の役割」／石田 有治
第 38 回放射線防護分科会要旨
教育講演「放射線影響の疫学調査」／錬石 和男
テーマ：
「血管系および非血管系 IVR における術者の
水晶体被ばくの現状と管理方法」
1．従事者の水晶体被曝の現状と管理方法／大口 裕
之
2．non-vascular IVR における現状と管理／森 泰成
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3．vascular IVR における現状と管理／小林 寛
合同企画プログラム要旨
テーマ「医療被ばくの低減と正当化・最適化のバラ
ンス」
1．小児 CT における正当化と最適化／宮嵜 治
2．CT 検査で患者さんが受ける線量の現状と低減化
の状況／鈴木 昇一
3．低線量放射線の発がんリスクに関するエビデンス
／島田 義也
4．放射線撮影：知っておきたい CT 検査領域におけ
る被ばく管理／赤羽 恵一
入門講座要旨「リスクコミュニケーションの考え方
-低線量長期被ばくを見据えて-」／広藤 喜章
専門講座要旨「放射線による人体への影響 -急性障
害と晩発障害-」／松原 孝祐
世界の放射線防護関連論文紹介
1． Dose distribution for dental cone beam CT and its
implication for defining a dose index／吉田 豊
2．Establishment of scatter factors for use in shielding
calculations and risk assessment for computed
tomography facilities／藤淵 俊王
3 ． Ultrasonography survey and thyroid cancer in the
Fukushima Prefecture／広藤 喜章
防護分科会誌インデックス
第 39 号（2014.4.10 発行）
巻頭言「放射線防護分科会が担うこととは」／加藤
英幸
専門分科会合同シンポジウム要旨「撮影技術の過去
から未来への継承～画質と線量の標準化を目指して
～」
1．防護：診断参考レベル（DRLs）策定のための考察
／鈴木 昇一
2．計測：患者線量の測定および評価／能登 公也
3．画像：X 線画像における感度と画質／岸本 健治
4．放射線撮影：画質を理解した撮影条件の決定／中
前 光弘
5．放射線撮影：X 線撮影装置と AEC の管理／三宅
博之
6．医療情報：ディジタル画像時代の検像と標準の活
用／坂野 隆明
7．教育：ディジタル化時代における洞察力の必要性
／磯辺 智範
学術委員会合同パネルディスカッション要旨「病院
における非常時の対応～医療機器対策と緊急時対
応～」
［座長提言］土`井 司／佐藤 幸光
1．撮影：撮影装置の対応と管理（X 線 CT を含む）
／柏樹 力
2．撮影：MR 装置の対応と管理（強磁性体，クエン
チなど）／引地 健生
3．核医学：核医学検査装置と非密封放射性物質・放

射化物の管理／山下 幸孝
4．放射線治療：放射線治療装置の管理と患者の治療
の継続／原 潤
5．医療情報：災害時のネットワーク管理（自施設対
応と地域連携）／坂本 博
6．放射線防護・計測：安全管理のための計測と再稼
働のための確認／源 貴裕
7．医療安全対策小委員会：法的規制の立場からの注
意点／小髙 喜久雄
8．JIRA：医療機器メーカが提唱する緊急時対策 ～
医用システムについて～／鈴木 真人
入門講座 3 要旨「内部被ばく線量評価と防護」
／五十嵐 隆元
専門講座 3 要旨「従事者被ばくの概要と被ばく管理」
／加藤 英幸
第 39 回放射線防護分科会【計測分科会 / 放射線防
護分科会 / 医療被ばく評価関連情報小委員会 合
同分科会】要旨
教育講演「医療放射線防護と診断参考レベル」
／五十嵐隆元
合 同 シ ン ポ ジ ウ ム テ ー マ ：「 診 断 参 考 レ ベ ル
（diagnostic reference level：DRL）を考える」
1．装置表示線量値の持つ意味とその精度／小山 修
司
2．Dose-SR を利用した医療被ばく管理は出来るのか
／奥田 保男
3．医療被ばく管理に対する日本医学放射線学会から
の提言／石口 恒男
4．我が国の画像診断装置，医療情報システムにおけ
る Dose-SR 対応の現状／佐藤 公彦
世界の放射線防護関連論文紹介
1 ． Estimation of mean glandular dose for contrast
enhanced digital mammography: factors for use with the
UK, European and IAEA breast dosimetry protocols.／
五十嵐隆元
2．Reducing radiation exposure to patients from kV-CBCT
imaging.／森 祐太郎
第 5 回放射線防護セミナー参加報告
横町 和志／田丸 隆行／甲谷 理温
防護分科会誌インデックス
第 40 号（2015.4.16 発行）
巻頭言「日本の医療放射線防護」／赤羽 恵一
専門講座要旨「水晶体の線量限度引き下げの概要と
今後の課題／松原 孝祐
教育講演要旨「福島第一原子力発電所事故後の現状」
／遊佐 烈
第 40 回放射線防護部会要旨
テーマ「知っておきたい中性子の知識 －基礎から
応用まで－」
1．中性子の特徴－物理学的観点から－／磯辺 智範
2．中性子の人体への影響／米内 俊祐
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3．中性子の把握／黒澤 忠弘
4．中性子の医学利用／佐藤 英介
5．医療機関における中性子に関する法令／藤淵 俊
王
入門講座要旨「診断参考レベル（DRLs）を理解しよ
う」／五十嵐 隆元
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Secondary neutron doses received by pediatric patients
during intracranial proton therapy treatments. ／松本
真之介
2. Size-specific, scanner-independent organ dose
estimates in contiguous axial and helical head CT
examinations／松原 孝祐
3. Radiation Dose and Cataract Surgery Incidence in
Atomic Bomb Survivors, 1986–200／広藤 喜章
第 42 回秋季学術大会後抄録 放射線防護分科会/計
測分科会/医療被ばく評価関連情報小委員会 合同
シンポジウム
・テーマ「診断参考レベル（diagnostic reference level：
DRL）を考える」
1．装置表示線量値の持つ意味とその精度／小山 修
司
2．Dose-SR を利用した医療被ばく管理は出来るのか
／奥田 保男
3．医療被ばく管理に対する日本医学放射線学会か
らの提言／石口 恒男
4．我が国の画像診断装置，医療情報システムにおけ
る Dose-SR 対応の現状／佐藤 公彦
第 6 回放射線防護セミナーのご案内
防護分科会誌インデックス
第 41 号（2015.10.8 発行）
巻頭言「放射線防護委員会＆日本の診断参考レベル
元年」／塚本 篤子
第 41 回放射線防護部会要旨（撮影部会，JIRA 共催）
テーマ「CT 撮影における標準化と最適化～次のス
テップに向けた取り組み」
教育講演「医療被ばくの放射線防護～正当化および
最適化の現状と課題～」／赤羽 恵一
パネルディスカッション「CT における線量最適化
の現状と課題」
1．「X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～」
の改訂／高木 卓
2．DRL 構築のための線量管理「装置から提供され
る情報」／山崎 敬之
3．DRL 構築のための線量管理「線量情報管理シス
テム」／伊藤 幸雄
4．CT における診断参考レベルの設定について／
西丸 英治
5．小児 CT における撮影条件設定の考え方／坪倉
聡
6．我が国の小児 CT で患児が受ける線量の実態／竹
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井 泰孝
専門講座要旨「日本の診断参考レベルと活用方法」
／五十嵐 隆元
入門講座要旨「放射線防護で扱う単位と用語の活用
法」／磯辺 智範
市民公開講座要旨
テーマ「放射線と食の安全 ～日本の食文化を守る
ために～」
1．ここがポイント！放射線と放射能 ～医療での利
用を含めて～／塚本 篤子
2．食品に含まれる放射性物質～内部被ばくと外部
被ばくは違うの？～／広藤 喜章
3．放射線と食品のリスク ～食の安全を確保する
ためには～／畝山智香子
世界の放射線防護関連論文紹介
1．Effect of staff training on radiation dose in pediatric
CT／西丸 英治
2．Units related to radiation exposure and radioactivity in
mass media: the Fukushima case study in Europe and
Russia／大葉 隆
第 6 回放射線防護セミナー参加報告
高橋 伸光／角田 和也
防護分科会誌インデックス
第 42 号（2016.4.16 発行）
巻頭言「放射線防護と画質の関係について」／西丸
英治
教 育 講 演 要 旨 「 Worldwide Trend in Occupational
Radiation Protection in Medicine」／Kwan-Hoong Ng
「The Current Status of Eye Lens Dose Measurement in
Interventional Cardiology Personal in Thailand 」 ／
Anchali Krisanachind
第 42 回放射線防護部会要旨
テーマ「放射線診療従事者の不均等被ばくを考える」
1．「1cm 線量当量の定義と意味」／広藤 喜章
2．「一般撮影での不均等被ばく」／竹井 泰孝
3．「血管造影・透視での不均等被ばく」／横山 須美
4．X 線 CT での不均等被ばく／宮島 隆一
専門講座要旨「原子力発電所事故における放射線防
護」／長谷川 有史
入門講座要旨「CT 検査の被ばくを考える」／西丸 英
治
第 7 回放射線防護セミナーを受講して／関口 美雪廣
澤 文香
防護分科会誌インデックス
第 43 号（2016.10.13 発行）
巻頭言「2 年目を迎えた我が国の診断参考レベル」
／竹井 泰孝
第 43 回放射線防護部会要旨
教育講演
疫学データの解釈に必要な基礎知識／橋本 雄幸

テーマ「日常診療に有用な放射線防護の知識」
1．
「放射線生物学―被ばくの理解のために―」／鍵
谷 豪
2．「X 線 CT 検査での被ばく評価」／松原 孝祐
3．「医学検査での被ばく評価」／津田 啓介
4．「放射線治療における被ばく」／富田 哲也
入門講座要旨「放射線リスクの基本的な考え方-デト
リメント（被ばくに伴う損害）とは？」／広藤 喜
章
専門講座要旨「中性子の防護に必要な基礎知識と有
効利用」／磯辺 智範
世界の放射線防護関連論文紹介
1．Radiation Exposure of Patients Undergoing WholeBody Dual-Modality 18F-FDG PET/CT Examination／
富田 哲也
2．Measurement and comparison of individual external
doses of high-school students living in Japan, France,
Poland and Belarus—the 'D-shuttle' project— ／ 髙 橋
英希
寄稿 「ヨーロッパにおける放射線災害への準備と
対応に関する取り組み」／大葉 隆
第 8 回放射線防護セミナー報告／鈴木 貢
防護分科会誌インデックス
第 44 号（2017.4.13 発行）
巻頭言「偉人の言葉」／塚本 篤子
基礎から学べる放射線技術学 2「放射線防護の基本
的な考え方」／広藤 喜章
第 44 回放射線防護部会要旨
教育講演
「血管撮影領域におけるコーンビーム CT の臨床と
被ばく線量」／瀬口 繁信
テーマ「コーンビーム CT の被ばくを考える」
1．
「歯科用 CBCT の現状と線量評価」／鑓田 和真
2．
「血管撮影領域における CBCT の被ばく線量につ
いて」／山田 雅亘
3．「Current Approach for Dosimetry for Area Detector
CT」／庄司 友和
4．「放射線治療における CBCT の被ばくについて」
／日置 一成
入門講座要旨「被ばくの種類と基準値の理解」／藤
淵 俊王
専門講座要旨「医療被ばくへの不安に向き合うため
に」／五十嵐 隆元
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Tetrahedral-mesh-based computational human
phantom for fast Monte Carlo dose calculations.／佐藤
直紀
2. Optimization of Scatter Radiation to Staff During CTFluoroscopy: Monte Carlo Studies.／松原 孝祐
第 9 回放射線防護セミナー報告／上野 博之
第 2 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／田
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村 恵美，田頭 吉峰
第 3 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／高
橋 弥生
第 4 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／伊
藤 照生，伊藤 等，小野寺 桜
防護分科会誌インデックス
第 45 号（2017.10.19 発行）
巻頭言「従事者の水晶体被ばくと管理者の義務」
／五十嵐 隆元
第 45 回放射線防護部会要旨
教育講演
「放射線災害への対応～その取り組むべきポイン
トとは～」／大葉 隆
テーマ「放射線災害への対応～その取り組むべきポ
イントとは～」
1.「新しい原子力災害医療体制の現状と問題点」／
廣橋 伸之
2.「原子力災害時における初期内部被ばく線量の測
定と評価」／栗原 治
3.「福島県川内村における放射線健康リスクコミュ
ニケーション～長崎大学川内村復興推進拠点での
取り組み～」／折田 真紀子
入 門 講 座 要 旨 「 個 人 線 量 管 理 （ 職 業 被 ば く ）」
／千田 浩一
専門講座要旨「世界の放射線災害から学ぶ-放射線事
故対策の重要性-」／広藤 喜章
放射線防護フォーラム
テーマ「今から考えておこう 従事者の水晶体被ば
くについて」
「今なぜ従事者の水晶体被ばくが話題になってい
るか」／松原 孝祐
「各種国内法令見直しの現状」／藤淵 俊王
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Exposure to low dose computed tomography for lung
cancer screening and risk of cancer: secondary analysis of
trial data and risk-benefit analysis／広藤 喜章
2. Subjecting Radiologic Imaging to the Linear NoThreshold Hypothesis: A Non Sequitur of Non-Trivial
Proportion.／西丸 英治
第 10 回放射線防護セミナー（最終開催）の参加報告
／石倉 諒一／關原 恵理
第 5 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／中
田 朋子／尾野 倫章
防護分科会誌インデックス
第 46 号（2018.4.12 発行）
巻頭言「リスクコミュニケーション教育プログラム
の必要性」／磯辺 智範
第 46 回放射線防護部会要旨
教育講演
「診断参宇宙放射線とバイオドシメトリ」／鈴木

健之
テーマ「放射線防護・管理のフロンティア」
1.「放射線防護の線量概念－線量当量、等価線量、
実効線量－」／広藤 喜章
2.「不均等被ばく管理の重要性」／五十嵐 隆元
3.「CT 撮影による被ばく線量を評価する WEB シス
テム WAZA-ARI の紹介」／吉武 貴康
4.「放射線防護ピットフォール」／大葉 隆
専門部会講座（入門編）要旨
原子力災害医療における役割とは？／西丸 英治
放射線の人体への影響
専門部会講座（専門編）要旨
－エビデンスから探る放射線健康リスク－／磯辺
智範
放射線防護フォーラム
テーマ「CT 検査の線量最適化に向けた取り組み」
CT 検査における線量最適化の必要性／松原 孝祐
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Benchmarking pediatric cranial CT protocols using a
dose tracking software system: a multicenter study／竹
井 泰孝
2. Polonium-210 poisoning: a first-hand account／大葉
隆
診断 参考レベ ル活用セミナー の参加報 告／ 服部
正明／大嶋 友範／小浴 恵／勝部 祐司
防護分科会誌インデックス
第 47 号（2018.10.4 発行）
巻頭 言「 原子 力災害医療とチ ーム医療 」／大葉
隆
第 47 回放射線防護部会要旨
教育講演
テーマ「診断参考レベル次のステップへ」
「CT 撮影
による被ばく線量評価システム WAZA-ARI の活用
と展開」／古場 裕介
テーマ「CT 検査の被ばく線量評価を考える」
1. CT 検査の線量管理－RDSR の活用と現状の問
題点－／西田 崇
2. シミュレーションによる CT 線量評価－活用法
および問題点－／松原 孝祐
3. 実測による CT 線量評価の必要性／庄司 友和
専門部会講座（入門編）要旨
原子力災害時の住民対応（避難退域時検査及び簡易
除染方法と被ばく線量評価）／大葉 隆
専門部会講座（専門編）要旨
ICRP Pub.135 (Diagnostic Reference Levels in Medical
Imaging) の概要／五十嵐 隆元
世界の放射線防護関連論文紹介
1. DNA double strand breaks induced by low dose
mammography X‑rays in breast tissue: A pilot study
（マンモグラフィの低線量 X 線により乳房組織内
に誘発された DNA の二重鎖切断：パイロット研究）
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／五十嵐 隆元
2.
BUILDING
RISK
COMMUNICATION
CAPABILITIES AMONG PROFESSIONALS: SEVEN
ESSENTIAL
CHARACTERISTICS
OF
RISK
COMMUNICATION
（リスクコミュニケーションにおいて専門家に求
められる 7 つのエッセンス）／森 祐太郎
防護分科会誌インデックス
第 48 号（2019.4.11 発行）
巻頭言「2020 年は医療放射線防護イヤー」／竹井
泰孝
第 48 回放射線防護部会要旨
教育講演
「線量管理計算システムの近未来」／山本 修司
テーマ「線量管理システムを利用した医療被ばく管
理の実際」
1.「1. 線量管理システムの使用経験と今後の課題」
／山下 祐輔
2.「国立成育医療研究センターにおける線量管理シ
ステムを利用した医療被ばく管理の実際」／今井
瑠美
3.「医療クラウドサービスを用いた線量管理システ
ムの使用経験」／赤木 憲明
4.「線量管理システムの活用について」／上野登喜
生
専門部会講座（放射線防護部会：入門編）放射線防
護の基本的な考え方と主要な組織／松原 孝祐
専門部会講座（放射線防護部会：専門編）リスクコ
ミュニケーションの考え方／竹井 泰孝
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Procedure-specific CT Dose and Utilization Factors for
CT-guided Interventional Procedures／塚本 篤子
2. Occupational radiation exposure and risk of cataract
incidence in a cohort of US radiologic technologists.／松
原 孝祐
書評 放射線のリスクを学ぶ 保健師のためのテ
キスト／藤淵 俊王
第 2 回医療放射線リスクコミュニケーションセミナ
ー参加報告／大久保 玲奈／井手 隆裕
防護分科会誌インデックス
第 49 号（2019.10.17 発行）
巻頭言「新しい時代に求められる放射線防護部会を
目指して」／松原 孝祐
第 49 回放射線防護部会要旨
教育講演
「医療被ばくに対する ICRP の考え方」／五十嵐
隆元
テーマ「新しい Japan DRLs に向けて」
1.「一般撮影」／浅田 恭生
2.「マンモグラフィ・歯科口内法 X 線撮影」／根岸

徹
3.「CT」／竹井 泰孝
4.「透視」／加藤 英幸
5.「IVR」／坂本 肇
6.「核医学」／對間 博之
専門部会講座（放射線防護部会：入門編）医療被ば
くの共通認識／磯辺 智範
専門部会講座（放射線防護部会：専門編）線量概念
の 3 つのエッセンス／森 祐太郎
世界の放射線防護関連論文紹介
1.Dosimetric assessment of the exposure of radiotherapy
patients due to cone-beam CT procedures.
（放射線治療におけるコーンビーム CT の患者被ば
く線量評価）／森 祐太郎
2.Influences of operator head posture and protective
eyewear on eye lens doses in interventional radiology: A
Monte Carlo Study. （IVR における水晶体線量に対す
るオペレーターの頭の姿勢と防護眼鏡の影響：モン
テカルロ研究）／平田 悠真
防護分科会誌インデックス
第 50 号（2020.4.1 発行）
巻頭言「いつか来た道」／五十嵐 隆元
第 50 回放射線防護部会要旨
寄稿
「コーチング型マネジメントの可能性」／黒川 信
哉
テーマ「医療現場におけるコミュニケーションの重
要性」
1.
医療現場に求められる専門職者間のコミュニ
ケーションスキルと効果／岡本 華枝
2.
被検者を対象とした医療放射線リスクコミュ
ニケーションに必要なスキル／五十嵐 隆元
3.
医療スタッフを対象とした医療放射線の取り
扱い研修に必要なコミュニケーションスキルと実
際」／越智 悠介
専門部会講座（放射線防護部会：入門編）一問一答、
放射線被ばくに関するよくある質問／磯辺 智範
専門部会講座（放射線防護部会：専門編）発がんの
メカニズム：時代遅れにならないために／島田 義
也
世界の放射線防護関連論文紹介
1.
New evidence supporting lung cancer screening
with low dose CT & surgical implications.
（低線量肺がん CT スクリーニングを支持する新し
いエビデンスと外科的意義）／西丸 英治
2.
Quantification of Avoidable Radiation Exposure in
Interventional Fluoroscopy With Eye Tracking
Technology
（アイトラッキング技術を用いた透視下 IVR にお
ける回避可能な放射線被ばくの定量化）／塚本 篤
子
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防護分科会誌インデックス
第 51 号（2020.10.1 発行）
巻頭言「10 年目を迎える福島第一原発事故からの原
点回帰」／大葉 隆
第 51 回放射線防護部会要旨
特別誌上講座
[ゴール達成型学習デザイン（ゴールド・メソッド）
に基づく医療コミュニケーションテクニック]／岡
本 華枝
テーマ「歴代部会長による寄稿 ～今後の放射線防
護部会に期待する事～」
1. 放射線防護部会に期待する事／水谷 宏
2. 医療放射線被ばくの世界に関わって／鈴木 昇
一
3. 放射線防護部会に期待すること／五十嵐 隆元
4. リスクと放射線防護／塚本 篤子
5. 放射線防護部会の役割と今後の取り組みについ
て／松原 孝祐
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Monte Carlo simulations of different CT X-ray energy
spectra within CTDI phantom and the influence of its
changes on radiochromic film measurements. （CTDI フ
ァントム内の異なる CT X 線エネルギースペクトル
におけるモンテカルロシミュレーションがラジオ
クロミックフィルム測定に及ぼす影響）／小林 正
尚
2. Simulation of scattered radiation during intraoperative
imaging in a virtual reality learning environment. （仮想
現実学習環境での術中イメージング中の散乱放射
線のシミュレーション）／西 和紀
3. Gonad shielding in pelvic radiography: modern
optimized X-ray systems might allow its discontinuation.
（骨盤 X 線撮影における生殖腺防護：最新の最適化
された X 線システムにより中止を可能にするかも
しれない）／竹井 泰孝
4. Investigation of the cumulative number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations in eight patients. （8 人の患者における 3
連続 CT 検査により誘発された染色体異常の調査）
／森 祐太郎
防護分科会誌インデックス
第 52 号（2021.4.1 発行）
巻頭言「放射線防護学」はどうあるべきか／松原
孝祐
第 52 回放射線防護部会要旨
教育講演
「医療用放射線の安全管理に関する研修と有害事
例等発生時の対応の概要」／藤淵 俊王
テーマ「医療用放射線の安全管理に関する研修と有
害事例等発生時の対応の概要」

1. 医療用放射線の安全管理に関する研修の実例／
木口 雅夫
2. 過去の有害事例と有害事例等発生時の対応体制
の構築／加藤 守
3. 医療従事者と患者様との情報共有の実際／笹崎
俊宏
専門部会講座⑫放射線防護(入門編)シミュレーショ
ンのススメ／小林 正尚
専門部会講座⑬放射線防護(専門編) リニアック放
射化物管理状況と今後の課題／川村 愼二
世界の放射線防護関連論文紹介
1. No significant association between stable iodine intake
and thyroid dysfunction in children after the Fukushima
nuclear disaster: An observational study（福島原発事故
後の子供たちにおける安定ヨウ素剤の摂取と甲状
腺機能障害に有意な関係性が見られず：観察研究）
／大葉 隆
2. Biological effects of low-dose chest CT on
chromosomal DNA（低線量胸部 CT が染色体 DNA に
及ぼす生物学的影響染）／西丸 英治
防護分科会誌インデックス
第 53 号（2021.10.1 発行）
巻頭言「人の心に寄り添えるリスクコミュニケーシ
ョンの実践」／木村 英理
第 53 回放射線防護部会要旨
教育講演
「バイオドシメトリで見る放射線の生物影響」／阿
部 悠
テーマ「医療被ばく相談における線量の考え方」
1. 実効線量って何？－定義と考え方－／広藤 喜
章
2. ICRP Publ.102 の k factor を用いた実効線量推定法
の問題点／小林 正尚
3. 線量管理システムによる実効線量計算 ／竹井
泰孝
4. 医療被ばくの説明における「線量」の扱い方/五十
嵐 隆元
放射線防護 (入門 6) 放射線管理－施設管理－／吉
井 勇治
放射線防護 (専門 1) 放射線治療の防護に必要な基
礎知識 －X 線から粒子線まで－／森 祐太郎，医
療被ばく評価－核医学検査－／飯森 隆志
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Development of computer simulator ‘ Kawauchi
Legends’as disaster response medical training software:
overcoming the COVID-19 pandemic（災害対応医療訓
練ソフトウエアであるコンピューターシミュレー
ター「Kawauchi Legends」の開発：COVID-19 パンデ
ミックの克服）／大葉 隆
2. Reduction of Operator Hand Exposure in Interventional
Radiology With a Novel Finger Sack Using Tungsten-
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containing Rubber（タングステン含有ゴムを用いた新
型フィンガーサックによる IVR における術者手指
被ばくの低減）／宮島 隆一
3. Pediatric radiation dose and cancer risk associated with
body effective diameter during CT thorax examination
（胸部 CT 検査時の体有効径に関連する小児の放射
線量とがんリスク）／西丸 英治
防護分科会誌インデックス

日本放射線技術学会放射線防護部会内規
１．目的
この内規は，専門部会設置規定第１条ならびに専門部会規約第４条に基づき，放射線防護部会の事業を
円滑に運営するための細部について定める．
２．適用範囲
この内規は，定款ならびに専門部会設置規定および専門部会規約に定めるもののほか，放射線防護部会
ならびに必要により放射線防護部会内に設置された分科会あるいは班の業務遂行にかかわる必要事項に
ついて適用する．
３．放射線防護部会の編成と運営の基本
放射線防護部会はもとより，分科会ならびに班の構成，業務運営にかかわるすべては，放射線防護部会
長の所管とし責任とする．
４．放射線防護部会委員の構成および任期
(1) 放射線防護部会の委員構成は，部会長，部会委員，分科会長，班長（分科会，班が設置された場合の
み）とする．
(2) 放射線防護部会の委員構成には，放射線防護部会が対象とする調査・研究分野に関して，十分な専門
知識と研究経験を持つものを含めることとする．
(3)

分科会の委員ならびに班の班員の構成は，分科会，班の実務内容への対応を考慮した構成を原則と
し，経済性を含め必要最低限とする．

(4) 分科会長ならびに班長は，部会長が任命する．
(5) 分科会の委員ならびに班の班員の選任は，分科会長，班長の推薦を得て部会長が行う．
(6) 部会委員および分科会委員の任期は２年とし，再任を妨げない．
(7) 班員の任期は１年で，再任を妨げない．
５．放射線防護部会の業務
(1) 放射線防護，放射線安全管理，リスクコミュニケーション等に関する調査・研究の促進．
(2) 総会および秋季学術大会における放射線防護部会の開催．
(3) 総会および秋季学術大会における教育講演・シンポジウム・教育のための講座・講習会等の講師の推
薦．
(4) 放射線防護に関連した，研究支援や臨床応用を目的としたセミナーの開催．
(5) 地方支部主催の講演会，研修会，セミナー等への支援．
(6) 理事会承認による各委員会からの要請事項の遂行．
(7) その他，放射線防護部会が担務すべき事項．
６．放射線防護部会の業務運営
放射線防護部会の委員会は，部会業務に合わせて必要回数とし，部会長はそれを事業計画に盛り込む．

付 則
１．この内規は，運営企画会議の議決により改訂することができる．
２．この内規は，平成 27 年度事業より適用する．
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編集後記

新型コロナウイルス感染症の影響はまだまだ終息

びに整形外科医師をシンポジストにお招きして臨床

を垣間見ることが出来ない状態です．広島では新型

側のご意見を頂く貴重な機会となりました．今回のシ

コロナ感染者の下げ止まりが続いておりまた，いつ爆

ンポジウムで生殖腺防護が必要か否かの方向性が見

発的に感染が広がるか不安な状態です．幸いなこと

えてくるのではないかと期待が膨らみます．この貴重

に最近中等症，重症の方は少なくなりスタッフへの負

な機会に会員の皆様方には多く参加して頂き，活発

担が少ない状況が続いているのが救いです．今後は，

な意見交換をしたいと考えております．たくさんのご参

新型コロナウイルス感染症の終息を期待するよりも共

加をお待ちしております．今大会はハイブリッド開催と

存の道を模索するしかないのかと日々感じています．

なっていますが，是非現地で皆様と顔を合わせて活

さて，第 78 回日本放射線技術学会総会学術大会

発な議論を熱望しております．

時に開催される，第 54 回放射線防護部会のテーマは，
「小児股関節撮影における生殖腺防護」です．最近で
放射線防護部会委員 西丸

は一般撮影装置の技術進歩も進み大幅に被検者の

（広島大学病院 診療支援部）

被 ば く 線 量 も 低 減 さ れ て い ま す ． ま た ICRP
Publication 103 では生殖腺の組織荷重係数も大幅に
低減されました．このシンポジウムでは生殖腺防護の
意義を改めて議論します．今回は放射線科医師なら
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3．中性子の把握／黒澤 忠弘
4．中性子の医学利用／佐藤 英介
5．医療機関における中性子に関する法令／藤淵 俊
王
入門講座要旨「診断参考レベル（DRLs）を理解しよ
う」／五十嵐 隆元
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Secondary neutron doses received by pediatric patients
during intracranial proton therapy treatments. ／松本
真之介
2. Size-specific, scanner-independent organ dose
estimates in contiguous axial and helical head CT
examinations／松原 孝祐
3. Radiation Dose and Cataract Surgery Incidence in
Atomic Bomb Survivors, 1986–200／広藤 喜章
第 42 回秋季学術大会後抄録 放射線防護分科会/計
測分科会/医療被ばく評価関連情報小委員会 合同
シンポジウム
・テーマ「診断参考レベル（diagnostic reference level：
DRL）を考える」
1．装置表示線量値の持つ意味とその精度／小山 修
司
2．Dose-SR を利用した医療被ばく管理は出来るのか
／奥田 保男
3．医療被ばく管理に対する日本医学放射線学会か
らの提言／石口 恒男
4．我が国の画像診断装置，医療情報システムにおけ
る Dose-SR 対応の現状／佐藤 公彦
第 6 回放射線防護セミナーのご案内
防護分科会誌インデックス
第 41 号（2015.10.8 発行）
巻頭言「放射線防護委員会＆日本の診断参考レベル
元年」／塚本 篤子
第 41 回放射線防護部会要旨（撮影部会，JIRA 共催）
テーマ「CT 撮影における標準化と最適化～次のス
テップに向けた取り組み」
教育講演「医療被ばくの放射線防護～正当化および
最適化の現状と課題～」／赤羽 恵一
パネルディスカッション「CT における線量最適化
の現状と課題」
1．
「X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～」
の改訂／高木 卓
2．DRL 構築のための線量管理「装置から提供され
る情報」／山崎 敬之
3．DRL 構築のための線量管理「線量情報管理シス
テム」／伊藤 幸雄
4．CT における診断参考レベルの設定について／
西丸 英治
5．小児 CT における撮影条件設定の考え方／坪倉
聡
6．我が国の小児 CT で患児が受ける線量の実態／竹
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井 泰孝
専門講座要旨「日本の診断参考レベルと活用方法」
／五十嵐 隆元
入門講座要旨「放射線防護で扱う単位と用語の活用
法」／磯辺 智範
市民公開講座要旨
テーマ「放射線と食の安全 ～日本の食文化を守る
ために～」
1．ここがポイント！放射線と放射能 ～医療での利
用を含めて～／塚本 篤子
2．食品に含まれる放射性物質～内部被ばくと外部
被ばくは違うの？～／広藤 喜章
3．放射線と食品のリスク ～食の安全を確保する
ためには～／畝山智香子
世界の放射線防護関連論文紹介
1．Effect of staff training on radiation dose in pediatric
CT／西丸 英治
2．Units related to radiation exposure and radioactivity in
mass media: the Fukushima case study in Europe and
Russia／大葉 隆
第 6 回放射線防護セミナー参加報告
高橋 伸光／角田 和也
防護分科会誌インデックス
第 42 号（2016.4.16 発行）
巻頭言「放射線防護と画質の関係について」／西丸
英治
教 育 講 演 要 旨 「 Worldwide Trend in Occupational
Radiation Protection in Medicine」／Kwan-Hoong Ng
「The Current Status of Eye Lens Dose Measurement in
Interventional Cardiology Personal in Thailand 」 ／
Anchali Krisanachind
第 42 回放射線防護部会要旨
テーマ「放射線診療従事者の不均等被ばくを考える」
1．「1cm 線量当量の定義と意味」／広藤 喜章
2．「一般撮影での不均等被ばく」／竹井 泰孝
3．「血管造影・透視での不均等被ばく」／横山 須美
4．X 線 CT での不均等被ばく／宮島 隆一
専門講座要旨「原子力発電所事故における放射線防
護」／長谷川 有史
入門講座要旨「CT 検査の被ばくを考える」／西丸 英
治
第 7 回放射線防護セミナーを受講して／関口 美雪廣
澤 文香
防護分科会誌インデックス
第 43 号（2016.10.13 発行）
巻頭言「2 年目を迎えた我が国の診断参考レベル」
／竹井 泰孝
第 43 回放射線防護部会要旨
教育講演
疫学データの解釈に必要な基礎知識／橋本 雄幸

テーマ「日常診療に有用な放射線防護の知識」
1．
「放射線生物学―被ばくの理解のために―」／鍵
谷 豪
2．
「X 線 CT 検査での被ばく評価」／松原 孝祐
3．
「医学検査での被ばく評価」／津田 啓介
4．
「放射線治療における被ばく」／富田 哲也
入門講座要旨「放射線リスクの基本的な考え方-デト
リメント（被ばくに伴う損害）とは？」／広藤 喜
章
専門講座要旨「中性子の防護に必要な基礎知識と有
効利用」／磯辺 智範
世界の放射線防護関連論文紹介
1．Radiation Exposure of Patients Undergoing WholeBody Dual-Modality 18F-FDG PET/CT Examination／
富田 哲也
2．Measurement and comparison of individual external
doses of high-school students living in Japan, France,
Poland and Belarus—the 'D-shuttle' project— ／ 髙 橋
英希
寄稿 「ヨーロッパにおける放射線災害への準備と
対応に関する取り組み」／大葉 隆
第 8 回放射線防護セミナー報告／鈴木 貢
防護分科会誌インデックス
第 44 号（2017.4.13 発行）
巻頭言「偉人の言葉」／塚本 篤子
基礎から学べる放射線技術学 2「放射線防護の基本
的な考え方」／広藤 喜章
第 44 回放射線防護部会要旨
教育講演
「血管撮影領域におけるコーンビーム CT の臨床と
被ばく線量」／瀬口 繁信
テーマ「コーンビーム CT の被ばくを考える」
1．
「歯科用 CBCT の現状と線量評価」／鑓田 和真
2．
「血管撮影領域における CBCT の被ばく線量につ
いて」／山田 雅亘
3．
「Current Approach for Dosimetry for Area Detector
CT」／庄司 友和
4．
「放射線治療における CBCT の被ばくについて」
／日置 一成
入門講座要旨「被ばくの種類と基準値の理解」／藤
淵 俊王
専門講座要旨「医療被ばくへの不安に向き合うため
に」／五十嵐 隆元
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Tetrahedral-mesh-based computational human
phantom for fast Monte Carlo dose calculations.／佐藤
直紀
2. Optimization of Scatter Radiation to Staff During CTFluoroscopy: Monte Carlo Studies.／松原 孝祐
第 9 回放射線防護セミナー報告／上野 博之
第 2 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／田
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村 恵美，田頭 吉峰
第 3 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／高
橋 弥生
第 4 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／伊
藤 照生，伊藤 等，小野寺 桜
防護分科会誌インデックス
第 45 号（2017.10.19 発行）
巻頭言「従事者の水晶体被ばくと管理者の義務」
／五十嵐 隆元
第 45 回放射線防護部会要旨
教育講演
「放射線災害への対応～その取り組むべきポイン
トとは～」／大葉 隆
テーマ「放射線災害への対応～その取り組むべきポ
イントとは～」
1.「新しい原子力災害医療体制の現状と問題点」／
廣橋 伸之
2.「原子力災害時における初期内部被ばく線量の測
定と評価」／栗原 治
3.「福島県川内村における放射線健康リスクコミュ
ニケーション～長崎大学川内村復興推進拠点での
取り組み～」／折田 真紀子
入 門 講 座 要 旨 「 個 人 線 量 管 理 （ 職 業 被 ば く ）」
／千田 浩一
専門講座要旨「世界の放射線災害から学ぶ-放射線事
故対策の重要性-」／広藤 喜章
放射線防護フォーラム
テーマ「今から考えておこう 従事者の水晶体被ば
くについて」
「今なぜ従事者の水晶体被ばくが話題になってい
るか」／松原 孝祐
「各種国内法令見直しの現状」／藤淵 俊王
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Exposure to low dose computed tomography for lung
cancer screening and risk of cancer: secondary analysis of
trial data and risk-benefit analysis／広藤 喜章
2. Subjecting Radiologic Imaging to the Linear NoThreshold Hypothesis: A Non Sequitur of Non-Trivial
Proportion.／西丸 英治
第 10 回放射線防護セミナー（最終開催）の参加報告
／石倉 諒一／關原 恵理
第 5 回診断参考レベル活用セミナーの参加報告／中
田 朋子／尾野 倫章
防護分科会誌インデックス
第 46 号（2018.4.12 発行）
巻頭言「リスクコミュニケーション教育プログラム
の必要性」／磯辺 智範
第 46 回放射線防護部会要旨
教育講演
「診断参宇宙放射線とバイオドシメトリ」／鈴木

健之
テーマ「放射線防護・管理のフロンティア」
1.「放射線防護の線量概念－線量当量、等価線量、
実効線量－」／広藤 喜章
2.「不均等被ばく管理の重要性」／五十嵐 隆元
3.「CT 撮影による被ばく線量を評価する WEB シス
テム WAZA-ARI の紹介」／吉武 貴康
4.「放射線防護ピットフォール」／大葉 隆
専門部会講座（入門編）要旨
原子力災害医療における役割とは？／西丸 英治
放射線の人体への影響
専門部会講座（専門編）要旨
－エビデンスから探る放射線健康リスク－／磯辺
智範
放射線防護フォーラム
テーマ「CT 検査の線量最適化に向けた取り組み」
CT 検査における線量最適化の必要性／松原 孝祐
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Benchmarking pediatric cranial CT protocols using a
dose tracking software system: a multicenter study／竹
井 泰孝
2. Polonium-210 poisoning: a first-hand account／大葉
隆
診断参考レベ ル活用セミ ナーの参加報 告／服部
正明／大嶋 友範／小浴 恵／勝部 祐司
防護分科会誌インデックス
第 47 号（2018.10.4 発行）
巻頭言「原子 力災害医療 とチーム医療 」／大葉
隆
第 47 回放射線防護部会要旨
教育講演
テーマ「診断参考レベル次のステップへ」
「CT 撮影
による被ばく線量評価システム WAZA-ARI の活用
と展開」／古場 裕介
テーマ「CT 検査の被ばく線量評価を考える」
1. CT 検査の線量管理－RDSR の活用と現状の問
題点－／西田 崇
2. シミュレーションによる CT 線量評価－活用法
および問題点－／松原 孝祐
3. 実測による CT 線量評価の必要性／庄司 友和
専門部会講座（入門編）要旨
原子力災害時の住民対応（避難退域時検査及び簡易
除染方法と被ばく線量評価）／大葉 隆
専門部会講座（専門編）要旨
ICRP Pub.135 (Diagnostic Reference Levels in Medical
Imaging) の概要／五十嵐 隆元
世界の放射線防護関連論文紹介
1. DNA double strand breaks induced by low dose
mammography X‑rays in breast tissue: A pilot study
（マンモグラフィの低線量 X 線により乳房組織内
に誘発された DNA の二重鎖切断：パイロット研究）
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／五十嵐 隆元
2.
BUILDING
RISK
COMMUNICATION
CAPABILITIES AMONG PROFESSIONALS: SEVEN
ESSENTIAL
CHARACTERISTICS
OF
RISK
COMMUNICATION
（リスクコミュニケーションにおいて専門家に求
められる 7 つのエッセンス）／森 祐太郎
防護分科会誌インデックス
第 48 号（2019.4.11 発行）
巻頭言「2020 年は医療放射線防護イヤー」／竹井
泰孝
第 48 回放射線防護部会要旨
教育講演
「線量管理計算システムの近未来」／山本 修司
テーマ「線量管理システムを利用した医療被ばく管
理の実際」
1.「1. 線量管理システムの使用経験と今後の課題」
／山下 祐輔
2.「国立成育医療研究センターにおける線量管理シ
ステムを利用した医療被ばく管理の実際」／今井
瑠美
3.「医療クラウドサービスを用いた線量管理システ
ムの使用経験」／赤木 憲明
4.「線量管理システムの活用について」／上野登喜
生
専門部会講座（放射線防護部会：入門編）放射線防
護の基本的な考え方と主要な組織／松原 孝祐
専門部会講座（放射線防護部会：専門編）リスクコ
ミュニケーションの考え方／竹井 泰孝
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Procedure-specific CT Dose and Utilization Factors for
CT-guided Interventional Procedures／塚本 篤子
2. Occupational radiation exposure and risk of cataract
incidence in a cohort of US radiologic technologists.／松
原 孝祐
書評 放射線のリスクを学ぶ 保健師のためのテ
キスト／藤淵 俊王
第 2 回医療放射線リスクコミュニケーションセミナ
ー参加報告／大久保 玲奈／井手 隆裕
防護分科会誌インデックス
第 49 号（2019.10.17 発行）
巻頭言「新しい時代に求められる放射線防護部会を
目指して」／松原 孝祐
第 49 回放射線防護部会要旨
教育講演
「医療被ばくに対する ICRP の考え方」／五十嵐
隆元
テーマ「新しい Japan DRLs に向けて」
1.「一般撮影」／浅田 恭生
2.「マンモグラフィ・歯科口内法 X 線撮影」／根岸

徹
3.「CT」／竹井 泰孝
4.「透視」／加藤 英幸
5.「IVR」／坂本 肇
6.「核医学」／對間 博之
専門部会講座（放射線防護部会：入門編）医療被ば
くの共通認識／磯辺 智範
専門部会講座（放射線防護部会：専門編）線量概念
の 3 つのエッセンス／森 祐太郎
世界の放射線防護関連論文紹介
1.Dosimetric assessment of the exposure of radiotherapy
patients due to cone-beam CT procedures.
（放射線治療におけるコーンビーム CT の患者被ば
く線量評価）／森 祐太郎
2.Influences of operator head posture and protective
eyewear on eye lens doses in interventional radiology: A
Monte Carlo Study. （IVR における水晶体線量に対す
るオペレーターの頭の姿勢と防護眼鏡の影響：モン
テカルロ研究）／平田 悠真
防護分科会誌インデックス
第 50 号（2020.4.1 発行）
巻頭言「いつか来た道」／五十嵐 隆元
第 50 回放射線防護部会要旨
寄稿
「コーチング型マネジメントの可能性」／黒川 信
哉
テーマ「医療現場におけるコミュニケーションの重
要性」
1.
医療現場に求められる専門職者間のコミュニ
ケーションスキルと効果／岡本 華枝
2.
被検者を対象とした医療放射線リスクコミュ
ニケーションに必要なスキル／五十嵐 隆元
3.
医療スタッフを対象とした医療放射線の取り
扱い研修に必要なコミュニケーションスキルと実
際」／越智 悠介
専門部会講座（放射線防護部会：入門編）一問一答、
放射線被ばくに関するよくある質問／磯辺 智範
専門部会講座（放射線防護部会：専門編）発がんの
メカニズム：時代遅れにならないために／島田 義
也
世界の放射線防護関連論文紹介
1.
New evidence supporting lung cancer screening
with low dose CT & surgical implications.
（低線量肺がん CT スクリーニングを支持する新し
いエビデンスと外科的意義）／西丸 英治
2.
Quantification of Avoidable Radiation Exposure in
Interventional Fluoroscopy With Eye Tracking
Technology
（アイトラッキング技術を用いた透視下 IVR にお
ける回避可能な放射線被ばくの定量化）／塚本 篤
子
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防護分科会誌インデックス
第 51 号（2020.10.1 発行）
巻頭言「10 年目を迎える福島第一原発事故からの原
点回帰」／大葉 隆
第 51 回放射線防護部会要旨
特別誌上講座
[ゴール達成型学習デザイン（ゴールド・メソッド）
に基づく医療コミュニケーションテクニック]／岡
本 華枝
テーマ「歴代部会長による寄稿 ～今後の放射線防
護部会に期待する事～」
1. 放射線防護部会に期待する事／水谷 宏
2. 医療放射線被ばくの世界に関わって／鈴木 昇
一
3. 放射線防護部会に期待すること／五十嵐 隆元
4. リスクと放射線防護／塚本 篤子
5. 放射線防護部会の役割と今後の取り組みについ
て／松原 孝祐
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Monte Carlo simulations of different CT X-ray energy
spectra within CTDI phantom and the influence of its
changes on radiochromic film measurements. （CTDI フ
ァントム内の異なる CT X 線エネルギースペクトル
におけるモンテカルロシミュレーションがラジオ
クロミックフィルム測定に及ぼす影響）／小林 正
尚
2. Simulation of scattered radiation during intraoperative
imaging in a virtual reality learning environment. （仮想
現実学習環境での術中イメージング中の散乱放射
線のシミュレーション）／西 和紀
3. Gonad shielding in pelvic radiography: modern
optimized X-ray systems might allow its discontinuation.
（骨盤 X 線撮影における生殖腺防護：最新の最適化
された X 線システムにより中止を可能にするかも
しれない）／竹井 泰孝
4. Investigation of the cumulative number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations in eight patients. （8 人の患者における 3
連続 CT 検査により誘発された染色体異常の調査）
／森 祐太郎
防護分科会誌インデックス
第 52 号（2021.4.1 発行）
巻頭言「放射線防護学」はどうあるべきか／松原
孝祐
第 52 回放射線防護部会要旨
教育講演
「医療用放射線の安全管理に関する研修と有害事
例等発生時の対応の概要」／藤淵 俊王
テーマ「医療用放射線の安全管理に関する研修と有
害事例等発生時の対応の概要」

1. 医療用放射線の安全管理に関する研修の実例／
木口 雅夫
2. 過去の有害事例と有害事例等発生時の対応体制
の構築／加藤 守
3. 医療従事者と患者様との情報共有の実際／笹崎
俊宏
専門部会講座⑫放射線防護(入門編)シミュレーショ
ンのススメ／小林 正尚
専門部会講座⑬放射線防護(専門編) リニアック放
射化物管理状況と今後の課題／川村 愼二
世界の放射線防護関連論文紹介
1. No significant association between stable iodine intake
and thyroid dysfunction in children after the Fukushima
nuclear disaster: An observational study（福島原発事故
後の子供たちにおける安定ヨウ素剤の摂取と甲状
腺機能障害に有意な関係性が見られず：観察研究）
／大葉 隆
2. Biological effects of low-dose chest CT on
chromosomal DNA（低線量胸部 CT が染色体 DNA に
及ぼす生物学的影響染）／西丸 英治
防護分科会誌インデックス
第 53 号（2021.10.1 発行）
巻頭言「人の心に寄り添えるリスクコミュニケーシ
ョンの実践」／木村 英理
第 53 回放射線防護部会要旨
教育講演
「バイオドシメトリで見る放射線の生物影響」／阿
部 悠
テーマ「医療被ばく相談における線量の考え方」
1. 実効線量って何？－定義と考え方－／広藤 喜
章
2. ICRP Publ.102 の k factor を用いた実効線量推定法
の問題点／小林 正尚
3. 線量管理システムによる実効線量計算／竹井
泰孝
4. 医療被ばくの説明における「線量」の扱い方/五十
嵐 隆元
放射線防護 (入門 6) 放射線管理－施設管理－／吉
井 勇治
放射線防護 (専門 1) 放射線治療の防護に必要な基
礎知識 －X 線から粒子線まで－／森 祐太郎，医
療被ばく評価－核医学検査－／飯森 隆志
世界の放射線防護関連論文紹介
1. Development of computer simulator ‘ Kawauchi
Legends’as disaster response medical training software:
overcoming the COVID-19 pandemic（災害対応医療訓
練ソフトウエアであるコンピューターシミュレー
ター「Kawauchi Legends」の開発：COVID-19 パンデ
ミックの克服）／大葉 隆
2. Reduction of Operator Hand Exposure in Interventional
Radiology With a Novel Finger Sack Using Tungsten-
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containing Rubber（タングステン含有ゴムを用いた新
型フィンガーサックによる IVR における術者手指
被ばくの低減）／宮島 隆一
3. Pediatric radiation dose and cancer risk associated with
body effective diameter during CT thorax examination
（胸部 CT 検査時の体有効径に関連する小児の放射
線量とがんリスク）／西丸 英治
防護分科会誌インデックス

日本放射線技術学会放射線防護部会内規
１．目的
この内規は，専門部会設置規定第１条ならびに専門部会規約第４条に基づき，放射線防護部会の事業を
円滑に運営するための細部について定める．
２．適用範囲
この内規は，定款ならびに専門部会設置規定および専門部会規約に定めるもののほか，放射線防護部会
ならびに必要により放射線防護部会内に設置された分科会あるいは班の業務遂行にかかわる必要事項に
ついて適用する．
３．放射線防護部会の編成と運営の基本
放射線防護部会はもとより，分科会ならびに班の構成，業務運営にかかわるすべては，放射線防護部会
長の所管とし責任とする．
４．放射線防護部会委員の構成および任期
(1) 放射線防護部会の委員構成は，部会長，部会委員，分科会長，班長（分科会，班が設置された場合の
み）とする．
(2) 放射線防護部会の委員構成には，放射線防護部会が対象とする調査・研究分野に関して，十分な専門
知識と研究経験を持つものを含めることとする．
(3)

分科会の委員ならびに班の班員の構成は，分科会，班の実務内容への対応を考慮した構成を原則と
し，経済性を含め必要最低限とする．

(4) 分科会長ならびに班長は，部会長が任命する．
(5) 分科会の委員ならびに班の班員の選任は，分科会長，班長の推薦を得て部会長が行う．
(6) 部会委員および分科会委員の任期は２年とし，再任を妨げない．
(7) 班員の任期は１年で，再任を妨げない．
５．放射線防護部会の業務
(1) 放射線防護，放射線安全管理，リスクコミュニケーション等に関する調査・研究の促進．
(2) 総会および秋季学術大会における放射線防護部会の開催．
(3) 総会および秋季学術大会における教育講演・シンポジウム・教育のための講座・講習会等の講師の推
薦．
(4) 放射線防護に関連した，研究支援や臨床応用を目的としたセミナーの開催．
(5) 地方支部主催の講演会，研修会，セミナー等への支援．
(6) 理事会承認による各委員会からの要請事項の遂行．
(7) その他，放射線防護部会が担務すべき事項．
６．放射線防護部会の業務運営
放射線防護部会の委員会は，部会業務に合わせて必要回数とし，部会長はそれを事業計画に盛り込む．

付 則
１．この内規は，運営企画会議の議決により改訂することができる．
２．この内規は，平成 27 年度事業より適用する．
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編集後記

新型コロナウイルス感染症の影響はまだまだ終息

びに整形外科医師をシンポジストにお招きして臨床

を垣間見ることが出来ない状態です．広島では新型

側のご意見を頂く貴重な機会となりました．今回のシ

コロナ感染者の下げ止まりが続いておりまた，いつ爆

ンポジウムで生殖腺防護が必要か否かの方向性が見

発的に感染が広がるか不安な状態です．幸いなこと

えてくるのではないかと期待が膨らみます．この貴重

に最近中等症，重症の方は少なくなりスタッフへの負

な機会に会員の皆様方には多く参加して頂き，活発

担が少ない状況が続いているのが救いです．今後は，

な意見交換をしたいと考えております．たくさんのご参

新型コロナウイルス感染症の終息を期待するよりも共

加をお待ちしております．今大会はハイブリッド開催と

存の道を模索するしかないのかと日々感じています．

なっていますが，是非現地で皆様と顔を合わせて活

さて，第 78 回日本放射線技術学会総会学術大会

発な議論を熱望しております．

時に開催される，第 54 回放射線防護部会のテーマは，
「小児股関節撮影における生殖腺防護」です．最近で
放射線防護部会委員 西丸

は一般撮影装置の技術進歩も進み大幅に被検者の

（広島大学病院 診療支援部）

被 ば く 線 量 も 低 減 さ れ て い ま す ． ま た ICRP
Publication 103 では生殖腺の組織荷重係数も大幅に
低減されました．このシンポジウムでは生殖腺防護の
意義を改めて議論します．今回は放射線科医師なら

放射線防護部会誌 第 54 号
発行日：2022 年 4 月 14 日
発行人：公益社団法人 日本放射線技術学会 放射線防護部会
部会長 松原 孝祐
発行所：公益社団法人 日本放射線技術学会
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東屋町 167
ビューフォート五条烏丸 3F
TEL 075-354-8989
FAX 075-352-2556
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（日本放射線技術学会 HP の専門部会からでもご覧いただけます）
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