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第 43 回香川県診療放射線技師会学術大会プログラム 

10：00～11：30 
 

開会の挨拶  10：00～      （一社）香川県診療放射線技師会 会長 門田 敏秀 

 

 

第 1部 10：05～10：45           

座長 香川大学医学部附属病院 井手 康裕 

 
1-1 Deep Learning技術を用いた 3Dカメラによるオートポジショニングの有効性 

高松市立みんなの病院 放射線技術科  黒川 和彦 

1-2 演題取り下げ 

 

1-3当院における COVID-19 感染者の CT検査フロー紹介 

さぬき市民病院 医療技術部 画像情報科 黒田 かれん 

1-4 前腕シャント PTA検査時に使用するガイドワイヤーの視認性向上 

キナシ大林病院 診療技術部 放射線診断科  秋山 亮太 

 

 

休憩・換気 10：45～10:55 

 

第 2部 10:55～11:25          

座長 おさか脳神経外科病院 宮武 祐士 

 

2-1 TOF-MRAにおける外頸動脈描出を目的とした撮像条件の検討 

香川大学医学部附属病院 放射線部 形見 茉莉萌 

2-2 頭部 MRIにおける Phase Cycling 法を用いた 3D Balancedシーケンスの 

スライス方向の折り返しアーチファクトの検討 

香川大学医学部附属病院 放射線部  石森 隆司 

2-3 画像診断装置における固定費の可視化から～（電気料金） 

            高松市立みんなの病院 放射線技術科   英 和則 

 

 

開会の挨拶                      学術担当常務理事 宮武 祐士 

 

11：30 終了 
 

 

 

 

 

 

 



 

Deep Learning 技術を用いた 3D カメラによる 

オートポジショニングの有効性 

 

高松市立みんなの病院 放射線技術科 

○黒川 和彦・川田 裕美・英 和則 

 

【背景・目的】 

X 線 CT 検査開始前の患者ポジショニングにおいて、技師の専門や経験によって、CT 画質

や検査を受ける患者への被ばく線量のばらつきが発生していた。これらの課題に対し、ディ

ープラーニング（DL）技術と 3D カメラを組み合わせたオートポジショニング機構を持つ

DL-3D カメラ（以下、DL カメラ）、及び CT 装置を導入した。そこで、DL カメラによるオー

トポジショニングのアイソセンターの精度と AEC への影響について検証した。 

【方法】 

 CT 装置及び DL カメラは Revolution Maxima（GE 社製）、人型ファントムは蘇生訓練用人

形、円柱型水ファントム（GE社製）を使用した。 

① ファントムを使用した DLカメラの精度評価として、ア）人型ファントムを使用し、Y軸

座標のアイソセンターのズレを計測する。イ）人型ファントムの体厚を変化させて同様

に撮影し計測をする。 

② DLカメラを用いた場合とマニュアルでのポジショニングの精度を比較するために、それ

ぞれのポジショニングにおける臨床画像の Y 軸座標のアイソセンターのズレを計測する。 

③ アイソセンターからズレた場合の吸収線量の変化を評価するために、アイソセンターか

ら Y軸方向に移動させた場合の CTDIvolを円柱型水ファントムを用いて計測する。 

【結果・考察】 

① ア）ファントム精度では、アイソセンターのズレ平均は-1.130cm、SD は 0.699cmとなっ

た。イ）体厚を厚くする程、マイナス方向へのズレが大きくなった。 

② 臨床画像の比較では、DLカメラのアイソセンターのズレ平均は-0.856cm、SDは 0.725cm、

マニュアルのアイソセンターのズレ平均は-0.140cm、SDは 1.267cmとなった。 

③ 吸収線量 CTDIvol では、アイソセンター±0cm では 5.07mGy、+1cm では 5.29mGY、+2cm

では 5.58mGY、+3cmでは 5.89mGY、-1cmでは 4.83mGY、-2cmでは 4.64mGY、-3cmでは 4.46mGy

となった。 

 DL カメラ（ファントム・臨床カメラ）は、マイナス方向にズレる傾向があり、つまり、

アイソセンターは背側に合う傾向があるものの、DL カメラ（ファントム・臨床カメラ）の

方がマニュアルより、ばらつきが小さかった。また、ばらつきが小さいことは、画像の均一

化や線量コントロールにつながると考える。以上のことより、DL-3Dカメラによるオートポ

ジショニングは有効だと考える。 
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演題取り下げ   
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当院における COVID-19 感染者の CT 検査フロー紹介 

 

さぬき市民病院 医療技術部 画像情報科 

○黒田 かれん・有馬 孝宏・矢野 佳海・泉谷 尚吾 

星川 恵美子・玉久 亮・三木 博文・井原 正治 

 

【背景・目的】 

 COVID-19 が全世界で急速に拡大し、香川県でも猛威を振るっている。当院では COVID-19

感染者の受け入れを行っており、現在までに多くの CT 検査を行ってきた。そこで、当院に

おける COVID-19感染者の CT検査フローを紹介する。 

 

【方法】 

 COVID-19 感染者の検査時間の決定と周知方法、検査時間枠の確保、検査室の感染防止対

策、検査室搬入経路確保、などの検査フローを構築する。 

 

【結果】 

 当院の COVID-19感染者の CT検査は多くの場合、午前中に外来（入院またはホテル、自宅

療養などを決める）、午後に入院のフォロー検査を行っている。当初作成した検査フローを

問題点がある度に改善し、現在はスムーズに検査を行うことができている。 

 

【まとめ】 

 作成した検査フロー通りに進めることでスムーズに検査を行うことができている。現在ま

でに担当スタッフ等への感染はなく、当院の COVID-19感染者の CT検査フローは有用であっ

たと思われる。 
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前腕シャント PTA 検査時に使用するガイドワイヤーの視認性向上 

 

キナシ大林病院 診療技術部 放射線診断科 

         ○秋山亮太 荒木瞭吾 清春人 鳥越秀尚 綾野宏隆 平尾和也 

 

【背景・目的】 

当院では、前腕シャント PTAを施行する際に診療報酬を請求できる場合とできない場合が

あり、価格の異なる以下の２つのガイドワイヤーを使い分けている。 

① HB-IVRガイドワイヤー（ボストン）  以下 Kyousha 

② ラジフォーカス®ガイドワイヤーM（TERUMO）  以下ラジフォーカス 

価格はラジフォーカスの方が Kyoushaより安価である。Kyoushaは、先端部に X線不透過な

素材を使用してあり視認性が優れている。しかし、ラジフォーカスは前述したような構造を

しておらず視認性が乏しい為、検査時に担当医はガイドワイヤーの先端が追いにくく、技師

は透視照射野の移動に困難を要している。そこで、アンギオ装置の画像処理パラメータを変

更し、視認性の改善が図れないか検討した。 

 

【方法】 

 アンギオ装置は Canon 社製の INFX－8000C/H5 である。ラジフォーカスを使用した際に、

ガイドワイヤーを進める段階で透視保存を行う。検査後、保存した画像に対してパラメータ

を変更した。その際、直接被曝線量に関係するパラメータである管電圧やパルスレートは変

更せず、あくまでも画像処理のパラメータのみの変更とした。視認性の改善については、旧

パラメータと変更後のパラメータの画像に対して、画像処理ソフト ImageJ の ProtProfile

にて、ガイドワイヤーの先端に対して垂直に ROI を引き、縦軸：Gray value（輝度） 横軸：

Distance（測定箇所）のグラフを作成し比較した。 

 

【結果・考察】 

 本研究で変更したパラメータ（ROI、EigenFilter、Frequency Image、DR Compression 

LUT(Fluoro)）により、背景（ノイズ成分を含む）の輝度が均一となり、線状の物が強調さ

れたことで、画像全体がぼやけずにはっきりした印象となった。またパラメータ変更後、担

当医から視認性について以前よりも向上したとの評価があった。 

 

【結語】 

 画像処理パラメータを変更したことで視認性の向上につながった。しかし、本研究で視認

性を比較できた患者数が７件と非常に少なかった為、今後も変更したパラメータを継続して

利用していくつもりである。 
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TOF-MRA における外頸動脈描出を目的とした撮像条件の検討 

 

香川大学医学部附属病院 放射線部 

○形見 茉莉萌・山崎 達也・小畠 巧也・小川 和郎 

 

[背景・目的] 

虚血症状を呈するもやもや病では、頭蓋外血管と頭蓋内血管を吻合する脳血行再建術(バ

イパス術)が行われるため、外頸動脈の情報が必要となる。当院では新規装置導入に伴い、

脂肪抑制法を併用した Time of flight-Magnetic Resonance Angiography (TOF-MRA)が撮像

可能となり、Maximum Intensity Projection（MIP）画像における外頸動脈の描出能が向上

した。一方、既存装置での脂肪抑制法が併用できない TOF-MRA(conventional TOF-MRA)では、

MIP 画像作成時に脂肪組織をカットしきれず、外頸動脈の描出能を低下させる要因になる場

合がある。本研究の目的は、conventional TOF-MRA の撮影条件を変更し、外頸動脈を含め

た動脈系と脂肪組織のコントラストを最適化することである。 

 

[方法] 

SIEMENS社製 Skyra(3T)及び 64ch head neck coil を使用し健常ボランティア 3名（男性、

年齢 28～35歳・平均 31 歳）の頭部血管 TOF-MRA を撮像した。撮像条件は当院の臨床で用い

ている条件（FOV180mm、TR20ms、TE3.69ms）にて行い、フリップ角を 14 度から 30度まで 2

度ずつ変化させた。眼窩脂肪を含む範囲で 1 スラブ（40 枚）の撮影を行った。血管が撮像

断面に対して垂直に走行しているスライス面において、内頸動脈、外頸動脈、皮下脂肪、眼

窩脂肪、脳実質に関心領域を設定し、信号強度を計測し各フリップ角間で比較検討を行った。 

 

[結果] 

内頸動脈と外頸動脈の信号強度は、フリップ角が大きくなると高くなる傾向を示した。フ

リップ角 14度と 30度の信号強度を比較すると、内頸動脈で最大 199%、外頸動脈で最大 183%

高くなった。皮下脂肪および眼窩脂肪の信号強度はフリップ角の変化によって傾向はみられ

ず、最大で 122%変化した。脳実質の信号強度はフリップ角が大きくなると低くなる傾向を

示し、フリップ角 14度と 30度で比較すると、最大 154%低くなった。 

 

[結論] 

conventional TOF-MRA における外頸動脈を含めた動脈系と脂肪組織のコントラストを最適

化するため、フリップ角を変化させて検討を行った。調査した撮像範囲において、フリップ

角を大きくすると血管の信号強度は高くなり、血管と脂肪のコントラストは増加した。 
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頭部 MRI における Phase Cycling 法を用いた 

3D Balanced シーケンスのスライス方向の折り返しアーチファクトの検討 

 

香川大学医学部附属病院 放射線部 

〇石森 隆司・山崎 達也・小川 和郎 

【背景】 

手術の際に、視野が限られる下垂体腺腫や髄膜腫の外科的治療において、その腫瘍性状を

術前に予測することが重要である。腫瘍周辺の状況把握には、3D で撮像することにより、

様々な角度で観察することが可能である。Phase Cycling 法を用いた 3D Balanced シーケ

ンス（以下、3D FIESTA₋C）は傾斜磁場の 3 軸において時間積分がゼロになるように設計さ

れている。これにより、横磁化の位相が保持された状態（定常状態）で信号として取り出す

ことができ、高分解能で高信号の 3D 画像を得ることが可能である。しかし、3D FIESTA₋C

はスライス方向の折り返しアーチファクトの多い撮像法であった。 

【目的】 

3D FIESTA₋C におけるスライス方向の折り返しアーチファクトについて対策を検討する。 

【検討項目】 

脳底部 20 例、頭頂部 20 例、合計 40 例の臨床データより 3D FIESTA₋C のスライス方向の

折り返しアーチファクトを計測する。また、6名の健常ボランテアにおいて、同一撮像領域

におけるスライス厚、また撮像領域によるスライス方向の折り返しアーチファクトの変化を

確認する。 

【結果】 

臨床データにおいて、脳底部の場合、スライス方向の折り返しは頭側で撮像領域の 11％、

尾側で 27％。頭頂部の場合、頭側で 22％、尾側 0％であった。また、健常ボランティアに

おいて、同一撮像領域においてスライス厚を変化させた場合、スライス厚が厚いほど、折り

返しアーチファクトが減少した。撮像領域を変化させた場合、撮像領域が 70 ㎜までは折り

返しアーチファクトは増加し、70㎜を超えると、ほとんど増加が見られなくなった。 

【考察】 

スライス方向の折り返しアーチファクトの度合いを考慮し、脳底部の場合、頭側に撮像領

域の 15％、尾側に 30％。頭頂部の場合、頭側に 25％。予め撮像領域を多めに撮像すること

で折り返しアーチファクトを回避することが可能であると考えられる。同一撮像領域におい

てスライス厚が厚いほど、折り返しアーチファクトは減少する理由については、slice 

discard（端のスライスを何スライスずつ捨てるか）を 16枚としたため、スライス厚が大き

くなると、撮像領域のスライス数が減少し、slice discard の影響が大きくなったためであ

ると考えられる。70 ㎜以下の小さな撮像領域で折り返しアーチファクトが減少した理由に

ついては、スライス厚と同様に slice discard の影響が大きかったものと考えられる。70

㎜を超える大きな撮像領域ではその影響が減少したと考えられる。 

2-2 



 

画像診断装置における固定費の可視化から～（電気料金） 

 

高松市立みんなの病院 放射線技術科 

○英 和則 

 

 

【背景】 

 当院の電気設備は新しいことや照明等については省エネルギーに配慮したこともあり電

気料金については旧病院と比較して負担軽減されると思われていた。 

しかし、実情は空調費の増加に伴い毎月１０００万円程になっており、管理部門からは省エ

ネルギーの推進や節電の要請が毎月出されているところである。 

当科として、画像診断装置の消費電力が大きいことは想像できるがどの程度なのか（一部の

空調費を含めて）試算することとした。 

 

【目的】 

当科で消費する電気料金を可視化することで院内においての共有認識とすること、また装

置特有な事項の再認識ならびに将来の方策等(省エネの推進等)を含めて検討することを目

的とした。 

 

【方法】 

・各装置の年間検査件数より装置の電気料金を算出する。 

・空調費(院内空調・個別空調)については、個別空調に限り算出する。 

 

【結果】 

・院内の空調費を除くと当科管理の装置が使用した割合は約 12％であった。 

・院内の空調費を含めると当科で使用した割合は約 8％であった。 

・MRI装置が当科の 44％を占有していることが判明した。 

・空調の設定時間等の見直しにより経費の縮減を行った。 

 

【考察・対策】 

今回の試算より、金額および当科の使用割合が可視化され、各装置の特異な事情を散見す

ることになった。装置の使用者として経費の縮減や運用の見直し等の対策が必要と思われた。 
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