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1-2 当院手術室での Cアーム透視装置使用における線量調査 
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放射線治療における位置照合撮影の被ばく線量の把握 

 

香川大学医学部附属病院 放射線部 

 

○川崎 宏起・片山 博貴・谷井 喬 

 

【背景・目的】 

 近年の放射線治療では、強度変調放射線治療(IMRT)や定位放射線治療(SRT)に代表される

高精度な放射線治療の需要が高まってきているため、画像誘導放射線治療(IGRT)を利用した

位置照合撮影が増加している。反面、画像誘導放射線治療の臨床施行のためのガイドライン

2019 においては、患者位置情報を取得する際の被ばくを最小限に留めることも重要との記

載があり、被ばくの低減が推奨されている。当院では、IGRT を行う際に、On Board 

Imager(OBI)を使用して位置照合撮影を行っている。本検討は、当院の OBI を使用した位置

照合撮影の被ばく線量を実測・把握することが目的である。 

 

【方法】 

 放射線治療装置は Clinac iX(Varian)、位置照合装置は OBI(Varian)、線量計は

ACCU-GOLD+(Radcal)を使用して検討を行った。まず、フィルタ(-)の状態で管電圧を 60～

80kV と、mAs値を 2～20に変更し、装置での被ばく線量の表示値、線量計の計測値の比較を

行った。また、通常業務で使用しているボウタイフィルタを付けて撮影した場合、銅フィル

タを付けて撮影した場合の計 3種類の線量測定を行った。また後方散乱を考慮して水等価固

体ファントム(京都科学)上に線量計を配置し、同様の線量測定を行った。 

 

【結果・結論】 

頭部の条件 70kV10mAs の場合、装置での表示値は 0.590mGy であり、フィルタ(-)は

0.458mGy、ボウタイは 0.284mGy、銅は 0.014mGyだった。後方散乱を考慮した場合は、フィ

ルタ(-)は 0.574mGy、ボウタイは 0.346mGy、銅は 0.019mGyだった。 

体幹部の条件 80kV20mAs の場合、装置での表示値は 1.566mGy であり、フィルタ(-)は

1.176mGy、ボウタイは 0.761mGy、銅は 0.604mGyだった。後方散乱を考慮した場合は、フィ

ルタ(-)は 1.490mGy、ボウタイは 0.940mGy、銅は 0.086mGyだった。 

 これらより、装置の表示線量は後方散乱を考慮した線量となっていることがわかる。通常

業務では、作業効率を考慮して、ボウタイフィルタを付けて位置照合撮影を行っている。こ

のため 6割程度被ばく線量が低減されていると考えられる。 

当院の OBIを使用した位置照合撮影の被ばく線量の実測、把握を行った。今後位置照合撮

影で得られた画像の画質評価を行う必要がある。 
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当院手術室での Cアーム透視装置使用における線量調査 

 

香川大学医学部附属病院 放射線部 

 

○松本 圭祐・谷井 喬 

 

【背景・目的】 

 医療被ばく低減施設認定を受診するにあたり、放射線機器装置の現状評価が必要となった。

手術室では Cアーム透視装置を用いて術中透視を行っている。当院の装置では線量が異なる

3 つのモードに切り替えることが可能である。 

そこで Cアーム透視装置における現状を把握することを目的として線量率、空間線量率を実

際に手術室にて測定した。 

 

【方法】 

 装置は OEC9800（GE 社製）を使用し、手術室寝台に装置を横から設置した。測定点は IVR

基準点とし、ACCU-GOLD+（Radcal 社製）を設置し線量率を測定した。透視モードは連続透

視、連続透視（低線量）、パルス透視とした。次に、X 線管球中心から 50cm 間隔で周囲 20

点における空間線量率を電離箱式サーベイメータ（Aloka社製）を用いて測定した。各測定

点でそれぞれ 0.5m、1.0m、1.5ｍの高さで測定した。幾何学的配置、透視条件は線量率測定

と同様にした。 

 

【結果・考察】 

線量率はそれぞれ、連続透視 67.3mGy/min、低線量 27.8 mGy/min、パルス透視 20.9 mGy/min

となり、低線量とパルス透視では連続透視の 40％、30％程度の線量となった。DLRｓ2015

では IVR における透視線量率は 20 mGy/min を基準線量としているため、パルス透視以外で

は基準を大きく上回る結果となった。 

空間線量率は全てのモードにおいて同一平面では管球に近く、測定点が低いほど散乱線が

多くなった。モードの切り替えによる散乱線の変化は線量率測定と同じ結果となった。ベッ

ドの頭側の空間線量率が尾側よりも高い結果となった。ベッドによる吸収やヒール効果が影

響したと考えられる。 

 

【結語】 

Cアーム透視装置の手術室使用における線量率、空間線量率を測定した。患者、医療従事

者の被ばく低減のため各診療科医師、手術部看護師等へ周知を行う予定である。 
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 半導体 PET/CTの威力 ～従来型 PET/CT 装置と比較して～ 

 

香川大学医学部附属病院 放射線部 1) 

徳島文理大学 保健福祉学部 診療放射線学科 2) 

 

○松本 圭祐 1)・森本 真壽 1)・小畠 巧也 1)・大石 晃央 1)・前田 幸人 1)・岩﨑 孝信 2) 

 

【目的】  

半導体光電子増倍管（SiPM）を搭載した PET/CT 装置は,真空管光電子増倍管（PMT）を搭

載した従来型の PET/CT装置と比較して高感度である.また,TOF時間分解能が向上し,高いSN

比の画像を得ることが可能とされている. 

本検討の目的は両装置の性能を比較することである． 

【方法】 

 装置は,SiPMを搭載した Biograph Vision（SIEMENS）と PMTを搭載した Biograph mCT-S

（SIEMENS）を使用した.ファントムには NEMABodyファントム(PTW FREIBURG)を使用し,直径

10 ,13 ,17 ,22 ,28 ,37 mm の球体を装着し,各球体とバックグラウンド領域の放射能濃度

比を 4：1になるようにファントムを作成した. PET画像は,30分のリストモード収集で取得

した.得られたデータから,30 秒,1 分,2 分,3 分,5 分,10 分,20 分,30 分の画像を作成した.

画像再構成法は FBP のみの場合と,FBP+TOF の場合の 2 通りにて行った.評価項目は,バック

グラウンド部の均一性（CVbackground）と 37 ㎜球の SUVmax とし,各装置の各画像再構成法

で比較を行った（mCT-FBP，mCT-FBP+TOF，Vision-FBP，Vision-FBP+TOF）. 画像解析に

は,PETquactIE（日本メジフィジックス）と Syngo.via(SIEMENS)を使用した. CVbackground

は 30秒～20分の画像を用いた. 各サイズの球体が最も大きく描出されているスライスとそ

のスライスから前後 2 スライス（合計 5 スライス）のバックグラウンド領域に直径 37 ㎜の

ROIを各スライス 12個,合計 60個設定し算出した.SUVmaxは 30秒～30分の画像を用い, 37

㎜球が最も大きく描出されているスライス上で,球を十分に含む ROIを設定し測定した. 

【結果】 

 CVbackground は収集時間にかかわらず ,mCT-FBP， mCT-FBP+TOF， Vision-FBP，

Vision-FBP+TOF の順で低い値を示した.SUVmax は収集時間が短いほど,真値との差が mCT よ

り Visionの方が小さい結果となった.  

【結語】 

 SiPM PET/CT 装置と PMT PET/CT 装置の性能比較を行った. 投与量や収集時間が同じ場

合，SiPM PET/CT装置は PMT PET/CT 装置よりも画像ノイズが低減し，短時間収集でも SUVmax

に対する影響は少なかった. 
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一般撮影における写損率低減化に向けた試み 

 

香川大学医学部附属病院放射線部 

 

○竹内 和宏・勢川 博雄 

 

【背景・目的】 

昨年 3月に厚生労働省より、医療法施行規則の改正が公布され、医療放射線における線量

の管理と記録について述べられた。一般撮影機器は管理対象機器ではないが、患者の積算線

量を把握する上で、将来的に管理対象となる可能性がある。近年、一般撮影システムはディ

ジタルシステムが普及している。ディジタル化によって撮影技師のスループットは向上した

が、一方で容易に再撮影を行うことが出来るため、患者被ばくが問題となる。本検討では、

再撮影の最適化を行うため、写損画像の評価および撮影基準の見直しによる再撮影率の評価

を行ったので報告する。 

 

【方法】 

写損管理ソフトを用い、最も写損率の高かった成人膝関節側面撮影を対象とした。写損画

像を用いたカンファレンス、および撮影画像の基準について当院整形外科医師と協議を行い、

検討前後における写損率を比較した。さらに撮影技師間の撮影基準のばらつきを評価するた

め、膝側面画像を用い視覚評価を行った。評価試料は、提出画像 20 例、写損画像 40 例の

60 例を選択し、1 セットとし、人工関節の有無でそれぞれ作成した。視覚評価は「再撮影、

迷うが再撮影、迷うが提出、提出」の４段階にて行い、Kendallの一致係数を用いて評価し

た。 

 

【結果・考察】 

検討前後における写損率は減少傾向を示したが、協議によって基準が変更したために撮影

技師間で再撮影基準の一致度は低下した。 

 

【結語】 

評価基準の見直しによって写損率は低下した。今後、写損カンファレンスを継続的に行う

ことで技師間の再撮影基準の統一化および評価、そして再撮影率の低減化を図りたいと考え

る。 
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圧縮センシングを併用した 3D-TOF MRA における 

金属デバイスによる磁化率アーチファクトの影響 

 

香川大学医学部附属病院 放射線部 

〇大森 圭悟・山崎 達也・石森 隆司・小川 和郎 

 

【背景•目的】 

 頭蓋内ステントなど、金属デバイスを使用した血管内治療後のフォローアップのために

3D-TOF MRA を撮像する機会が多くある。その際に、ステントなどによる磁化率アーチファ

クトの影響で留置部の信号欠損が見られる。近年、圧縮センシングを併用した 3D-Time of 

Flight Magnetic Resonance Angiography(3D-MRA)が臨床において使用されており、撮像時

間の検討や画質特性の評価を行なった報告は多く見られる。しかし、磁化率アーチファクト

の影響に関して検討を行なった報告は見受けられない。そこで、本研究の目的は、圧縮セン

シングを併用した 3D-TOF MRAにおける磁化率アーチファクトの影響を検討することである。 

 

【方法】 

 MRI 装置は、SIGNA Architect 3.0T(GE 社製)、48ch head coil を使用した。ファントム

は、模擬血管の 1 箇所にステントを置いた流体ファントム ACU-D170 (フヨー株式会社)に、

脈動ポンプシステム PULSATING FLOW PUMP ALPHA FLOW MP-1(フヨー株式会社)を接続して使

用した。循環液として使用する液体は血液を模擬するため、蒸留水に 9×10-3 mmol/Lのガド

リニウム造影剤を混ぜたもの(T1値:1888)を用いた。撮像条件は、臨床で使用している条件

で行い、HyperSense factor:1.0,1.3,1.6,1.8,2.0,2.5の 6通り、Heart Rate:50,60,70,80  

beats/minの 4通りを変更して行った。画像解析は、ImageJ 64bit(National Institutes of 

Health)を用いて、ステント留置部位のスライス位置にてプロファイルカーブを作成し信号

強度を測定した。 

 

【結果】 

 Heart rate の値を固定し HyperSense factor を変化させた場合、ステント留置位置のス

ライスでの信号強度の変化は小さかった。また、HyperSense factor を固定し Heart rate

を変化させた場合においても信号強度の変化は小さかった。 

 

【結語】 

 圧縮センシングを併用した 3D-TOF MRA における金属デバイスによる磁化率アーチファク

トの影響を検討した。磁化率アーチファクトによる信号強度への影響は HyperSense  

factor の値で変化しないと考えられた。 
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Deep Learning Image Reconstruction の画質評価 

 

香川大学医学部附属病院 放射線部 

○森 裕一朗・井手 康裕・竹内 和宏・植原 佑輔・藤田 昇吾・助石 宙志 

 

【背景•目的】 

 近年、 Deep Learning を用いた新しい画像再構成法 (DLIR： Deep Learning Image 

Reconstruction)が開発され、その臨床応用に注目が集まっている。今回、当院に新しく導

入された CTを用いて、DLIR の物理的画質評価を行い、その画質特性について検討した。 

 

【方法】 

 CT 装置には GE 社製の Revoluton CT を使用した。AAPM タスクグループで承認を受けた

Mercury Phantomを用いて、臨床で使用している腹部の撮影条件(CTDIVOL:11mGy)と、線量を

下げた場合(CTDIVOL:3mGy)で撮影を行った。画像再構成には従来の再構成法（FBP：Filtered 

Back Projection）と逐次近似応用画像再構成法である ASiR-V（50%、100%)、DLIR(Low、Medium、

High)を用いた。直径31cmの箇所の再構成された画像から Polystyrene（コントラスト約 50）

インサートを対象とした。画像の解析には ImQuest(Duke)を使用し、Task Transfer 

Function(TTF)と Noise Power Spectrum(NPS)を測定した。また、得られた TTF と NPS より

Task Based Detectability Index(DI)を算出した。 

 

【結果】 

 TTF について、FBPが最も高い値を示した。 

NPSについて、FBPと比較して DLIRが低値を示した。 

DIについて、全ての場合で DLIR-Highが高い値を示した。 

 

【結語】 

Mercury Phantom を用いて DLIR の画質評価を行った。DLIR を用いる場合には、その特性

を理解した上で使用することが重要であると考える。 
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CT 検査におけるマーカーの検討 

 

キナシ大林病院 診療技術部 放射線診断科 

 

○荒木 瞭吾・秋山 亮太・清 春人・綾野 宏隆・岡本 厚・鳥越 秀尚 

 

【目的】 

当院では CT 読影がスムーズに行われるために、肋骨骨折や腫瘤疑いの場合、検査部位に

マーカーを置いている。現在は、未使用の不要血管カテーテルを十字型にしたものをマーカ

ーとして使用している。マーカーは感染防止の為、頻繁に替えることが必要である。そのた

め市販の商品の中で、より安価で入手容易なものをマーカーとして使えないかを検討した。 

 

【方法】 

マーカー使用頻度が多い胸部肋骨骨折疑いの撮影条件（管電圧：120ｋV、106ｍA、VolumeEC

使用、FOV：320）で、水ファントム（φ200×275ｍｍ）に用意した各マーカー（カテーテル、

消しゴム、フェルト材、一円玉、アダラート、タブレット菓子、息清涼カプセル、練り消し

ゴム）をテープで張り付けて撮影を行い、縦隔条件や肺野条件、骨条件の５ｍｍのスライス

厚で経験年数の異なる技師 5 名により 1～5 点での 5 段階で視覚的評価を行った。また、そ

れぞれのマーカー単価や CT値の調査も行った。 

 

【結果】 

それぞれの条件で、フェルト材と息清涼カプセル以外の視覚的評価は良い結果となった。 

 

【考察】 

アダラートとタブレット菓子は画像上で物体自体が小さく実際の使用では探すことが困

難であると思われる。一円玉では、服装などの凹凸の部分に傾けて張り付けてしまうと、ア

ーチファクトが出る可能性がある。練り消しゴムは形を球形にすることができ、どのスライ

ス面でも同じような画像が描出することができる。 

 

【結語】 

練り消しゴムは比較的安価であることや、大きさを容易に変更でき、材質も柔らかく患者

に不快感を与えないことから最適であると考える。今後は、実際に患者に使用し、本検討が

読影の補助に有効かつ安価なものとなり得る可能性について、実践的な検討を続けていく予

定である。 
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院内広報活動 CT室ニュースの作成 

～検査に関する理解の向上、安全かつ効率的な検査の実施への取り組み～ 

 

香川県立中央病院 放射線部  

 

○岩見 佳奈・細谷 信博・松本 健志・西田 真奈実・黒瀬 義隆 

 

【背景・目的】 

放射線部門における各種検査(一般撮影，CT，MRI等)を行うにあたり，院内の医師，看護

師，その他医療職の検査に関する理解および協力は必要不可欠である．しかし，実際には医

師，看護師等における検査に関する理解は十分とは言えず，日常業務においてインシデント

になりうる事象(造影 CT 検査における造影ルートの不備等)が頻発している．そこで，①医

師，看護師等の理解の向上②安全かつ効率的な検査の実施③院内全職員への検査の広報活動

を目的として，本研究では CT検査に特化した“CT室ニュース”を作成した． 

 

【方法】 

CT 室での仕事紹介や造影ルートの意義についてまとめた“CT 室ニュース”を作成し，院

内の全職員が閲覧可能な院内 web掲示板に pdfファイル形式で掲示した．その後，看護師等

にアンケート調査を行い，理解度の変化や実際の業務における変化を検討した． 

 

【結果】 

当日発表 

 

【考察】 

院内 web掲示板を用いた広報活動は，看護師等の検査に関する理解の向上および，安全か

つ効率的な検査の実施に有用であったと考えられる．今後も引き続き，院内 web掲示板を利

用する方法で定期的に情報発信し、CT 検査の意義や放射線被ばくに関する内容を周知し，

院内全職員の CT検査に関する理解向上と安全な検査を目指していく． 
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3DCT 画像や骨標本を利用した頭部領域の単純 X線撮影マニュアルの作成 

香川大学医学部附属病院  

 

○勢川 博雄・三木 章弘・井手 康裕・竹内 和宏・森 裕一朗・大西優紀子・中空茉莉萌 

・藤田 昇吾・松本 圭祐・門田 敏秀 

 

 【背景】 

当院では、従来に比べ頭部領域の単純 X線撮影（以下、頭部 X線撮影）は現象傾向にある。

その要因は、CT検査への遷移などが考えられるが定かではない。 

減少傾向にある単純 X線撮影の依頼の中で、特に撮影頻度の低い撮影法においては骨構造

の理解と撮影マニュアルの存在が重要になる。 

【目的】 

3DCT 画像や骨標本を利用し解剖学的な解説を加えた、頭部領域の単純 X 線撮影マニュア

ルを作成したので報告する。 

【方法】 

当院における頭部 X線撮影法（撮影法における診療科との取り決め）を基に編集。 

１．頭部 X線撮影の各種撮影に対し、目的、方法、ポイントについて解説。 

２．頭部、副鼻腔、顎関節、眼窩、鼻骨、トルコ鞍、視神経管、唾液腺、シャントバルブ

撮影等を部位別に作成。 

３．各頭部 X 線撮影法の中で撮影法の理解に必要と考えられる部位に、3DCT 画像や骨標

本解剖の解説を加えた。 

【結果】 

3DCT 画像や骨標本を利用し、頭部 X 線撮影を実施するにあたり、理解しておくべき知

見を盛り込んだ頭部 X線撮影マニュアルを編集した。 

 【まとめ】 

撮影部位を描出するための X 線入射角度の意味を、3DCT 画像や骨標本で理解すること

により、その角度にする意味を視覚的に把握でき、ベッド上撮影にも応用しやすくなった。

経験にかかわらず要点を容易に把握できる頭部領域 X 線撮影法とするべく利用者が必要

と感じた点を 3DCT、骨標本、カラーイラストなどを利用して、今後も改訂していきたい。 
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