１．Simultaneous Multi Slice EPI の基礎的検討
〇佐藤 裕一 森 雅央 三上 由美子 松田 貴匡 玉澤 春菜 平田 洋介 村中 健太
岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 中央放射線部
【背景】HyperBand EPI は、GE 社の Simultaneous Multi Slice EPI (SMS-EPI)の技術であ
り、EPI 撮像時に同時に複数の異なる周波数の RF 送信を行い、多断面を同時に得る撮像法
である。原理としては、最初に同時に複数の画像が重なったデータを取得し、その後重な
った画像を Parallel Imaging の技術を応用して分離している。当院でも、機器更新により、
DTI や DKI などの臨床や研究に使用されるようになった。
【目的】従来のシングルショット EPI (ss-EPI) と SMS-EPI で DWI、DTI を撮像して比較し、
基礎的検討を行った。
【方法】GE 社製 MRI 装置 Artist 1.5T と 19ch の Head&Neck コイルを使用し、被写体には脳
実質と人体等価である MRS 用ファントム(MRS SPHERE) を用いた。同条件で ss-EPI、SMS-EPI
を撮像し、信号値、ADC 値などを測定し評価を行った。
【結果】DWI で ADC 値の大きな差はみられなかったが、信号値と SD に差が認められ、SMS-EPI
のほうが ss-EPI に比べて信号値が低くばらつきが若干大きい傾向があった。また、画像プ
ロファイルでも SMS-EPI のほうが位相方向へのアーチファクトが強い傾向にあった。
【考察】 ss-EPI に比べ、SMS-EPI では、再構成時の画像の重なりや、同時励起の影響で MPG
印可に伴う渦電流による歪みの影響を若干受けやすいと推察される。しかし、Volume 撮像
や DTI 撮像では問題になる程では無いため、時間分解能の向上、撮像時間延長を抑えての
高分解能化などのメリットを享受できる。

２．当院における Arterial Spin Labeling 法におけるラベル位置検討
○三浦 和真 目時 毅 菅原 毅 千葉 和勝 村中 健太
岩手医科大学付属病院 中央放射線部
【背景】Arterial spin labeling（以下、ASL）法は、非侵襲的に行える脳血流評価が可能
な撮像法である。当院でも検査件数が増加し有用な画像を提供する臨床的意味は大きい。ま
れに、初回検査時のラベル位置による画像不良が散見された。
【目的】初回検査時に適切なラベル位置設定を行う手法を確立する。
【使用機器】GE 社製

SIGNA Architect 3.0T 19ch Head&Neck coil

【方法】同意を得た健常ボランティアで以下の撮像を行い視覚評価で検討する。
（１）血管走行を把握するため２D-PC（Sagittal、Coronal）を撮像
（２）同じ撮影条件で以下の手法で撮像
① 内頚動脈水平部にラベル位置を合わせる
② 椎骨動脈水平部にラベル位置を合わせる
③ 適切（血管走行に対して垂直方向）にラベルを合わせる
（３）それぞれ得られた CBF カラーマップを視覚評価
【結果】視覚評価を行うと、①の場合、後方循環のみ描出、②の場合、前方循環のみ描出、
③の場合、前方および後方循環ともに描出された。
【考察】ラベル位置が走行血管に対し垂直でない場合は、ラベル位置不良により良好な脳血
流評価を反映できないと考えられた。初回検査時には血流走行を把握し適切な位置でラベ
ルする必要がある。

３．異なるメーカーの頭部非造影 3D TOF-MRA の比較
○岩間 一真 小瀬川 衣里

山中 理華子 藤村 雅彦

岩渕 正広

岩手県立中部病院
小野 美和 岡道 裕二
岩手県立胆沢病院
佐藤 文彦 佐藤 由貴
岩手県立磐井病院
【背景】MR 装置は、同じ画像種であってもメーカーが異なると画質や特徴に違いがあり、
その解釈に困惑することがある。そのため、他院からの紹介の持ち込み画像に対しての画質
の違いについて、診療科医師からの問い合わせに苦慮してしまう場合が見受けられる。
画質に対するメーカー間の違い、特徴をある程度理解して把握しておくことは、装置更新時、
施設間移動時、さらに MR 検査従事者として必要な知識であると考えられる。
【目的】今回われわれは異なる MR メーカー3 社の装置で、頭部非造影 MR Angiography の画
質の違いや特徴について比較し理解と把握することを目的とした。
【使用機器】GE Optima MR 450W 1.5T Expert Ver. DV25.1（中部）
PHILIPS Acheiva 1.5T single gradient R2.5.3.2（中部）
PHILIPS Ingenia 1.5T （胆沢）
SIEMENS

MAGNETOM Aera 1.5T（磐井）

造影剤希釈自作 PHANTOM（模擬血管）
Image J
【方法】異なる 3 メーカー、4 機種で頭部非造影 MR Angiography 3D Time Of Flight を同
一撮像条件にて、造影剤希釈自作 PHANTOM と健常ボランティア頭部を撮像する。
得られた画像より模擬血管の CNR、鮮鋭性などを評価する。健常ボランティア頭部 MRA 画像
では、視覚評価を行った。
【結果・考察】Optima と Acheiva での視覚評価では血管径や、CNR に差はみられなかった。
撮像条件が同じでも同一の画像を得ることが難しく、装置の特色を理解する必要がある。

４．Metal アーチファクトを低減した頭部 3D TOF-MRA の最適化
○山中 理華子 小瀬川 衣里 岩間 一真 藤村 雅彦 岩渕 正広
岩手県立中部病院
【目的】脳神経外科領域における脳血管治療術後患者の Metal アーチファクトを低減でき
る頭部３D-TOF MRA の撮像条件を検討し、最適化する。
【使用機器】Optima MR450w 1.5T Expert DV25.1 （GE）
造影剤希釈自作 PHANTOM（正常模擬血管、ステープラ針付着模擬血管）
【方法】1.血管を模擬した自作 PHANTOM を①TE ②BWz ③FA ④Slicethickness
⑤Frequency Matrix ⑥Phase Matrix のパラメーターを可変させて撮像する。
１．得られた画像より Metal アーチファクトおよび SNR を評価する。
【結果】①TE は短いほうが、Metal アーチファクトが低減した。
②BWz は大きいほうが、Metal アーチファクトが少なく、ノイズが多くなった。
③FA の小さいほうが、Metal アーチファクトが少ないかまたは同等であり、ノイズが多い。
④Slicethickness は薄いほうが、Metal アーチファクトが少ない。しかし、ノイズが多い。
⑤Frequency Matrix の少ない場合、Metal アーチファクトがやや低減される。しかし、ノイ
ズが多い。
⑥Phase Matrix の多いほうが、Metal アーチファクトが少ない。しかし、ノイズが多くなっ
た。
【考察】①～⑥より、Metal アーチファクトの大きさとノイズの量にはトレードオフの関係
性があると考える。今回は流速のないファントムを使用したため、今後の課題として、流体
ファントム等を使用してその他のパラメーターについても詳細に検討する必要があると考
える。

５．Pitch Factor と Rotation Time の基礎的検討
○髙橋 遼真 太田 佳孝 佐々木 彰宣 上山 悠太 千葉 工弥 鎌田 雅義 佐々木 忠司
岩手医科大学附属病院
【目的】体幹部の CT 撮影では吸気の息止めが不可欠である。しかし、患者さんの様態次第
で息止めが不良な状況もあり、画質の劣化の要因となりうる。この場合、時間分解能を向上
させる撮影を行うことが有用であり、今回は時間分解能に寄与する Pitch Factor と
Rotation Time について検討を行った。
【方法】CT 装置は Canon 社の Aquilion Precision を使用し、撮影対象は遊戯鋼玉を用いた
自作ファントムを作成した。当院の胸部 CT のプロトコルに焦点を当て、Pitch Factor（以
下 PF）は 0.813(standard

pitch)と 1.388(high pitch)に設定し、各 Pitch Factor で

Rotation Time を変えて撮影した。得られたデータを CTmeasure に転送し TSP を求めた。ま
た、画質の検討として高コントラスト能と実行スライス厚、ノイズ特性を求めた。
【結果・考察】求めた TSP を比較すると、実行スキャン時間に当たる FWHM は PF：1.388 の
方が短くなった。これより、PF：1.388 の方が時間分解能は良好であると考えられる。高コ
ントラスト能と実行スライス厚ではプロファイルカーブを算出して比較したところ類似の
形状を示した。しかし、ノイズ特性では値に差異が生じ、PF：0.813 の方が良好であった。

６．読影の補助における虫垂同定のための一考察
○高橋 伸光
奥州市総合水沢病院
【背景】急性腹症で頻度が高い疾患に急性虫垂炎が挙げられる．今日，診療放射線技師の読
影の補助が重要視される中，虫垂の同定，腫大，炎症の有無の把握は最早日常業務と言って
よい．しかし，虫垂の走行には多くのバリエーションがあり，同定が難しい場合がある．ま
た実際の症例では，先行報告で述べられているバリエーションの頻度に疑問を抱くことが
多い．
【目的】虫垂の走行のバリエーション頻度を明らかにし，読影の補助業務で活用する．
【方法】虫垂炎疑いの有無を問わず，腹部骨盤単純 CT を実施した連続 207 例について虫垂
同定の可否，バウヒン弁からの距離，走行位置を調べた．画像は 5mm スライスとし，軸位断
と冠状断を用いた．
【結果】85.5%の症例で虫垂が同定可能だった．同定困難の理由は摘除後，原因が特定でき
ないもの，アーチファクトの順だった．また，痩せ，盲腸内の糞便貯留，盲腸の正中偏位例
で同定に時間を要した．バウヒン弁から尾側に 8 スライス以内，中央値で 3 スライス目に
虫垂根部を認めた．走行は Pelvic が 50.9%で最も多く，次いで Retrocecal が 32.7%で先行
報告の頻度と解離があった．但し，手術施行例に絞ると Retrocecal 52.4%，Pelvic 42.9%
だった．
【考察】広く知られているバリエーションより Retrocecal の頻度は低く，Pelvic は高いこ
とを念頭に入れると，読影の補助の精度，時間短縮に繋がると考えられる．

７．回転時間の異なる３DDSA 撮影の使い分けを目的とした基礎的検討
○川村 優太
岩手県立中央病院診療支援部放射線技術科
【目的】当院では血管撮影装置更新により、SIEMENS 社製 Artis icono を導入した。本装置
では 3DDSA 撮影として、バイプレーンで撮影する 4s スキャンとシングルプレーンで撮影す
る 3s スキャンが選択できるが、
回転時間の違いから時間分解能に差が生じると考えられる。
よって、検査のスループット、撮影部位の違いなどにより 3DDSA 撮影の使い分けが求められ
る状況となったため、基礎的検討として 4s スキャンと 3s スキャンのそれぞれについて、
ア：空間分解能評価のため MTF、イ：ノイズ特性評価のため NPS、ウ：時間分解能評価のた
め TSP を測定した。
【方法】前述のア、イについて以下のように検討を行った。ア：Catphan700 の CTP682 モジ
ュールを撮影し、モジュール内の Bone50％部分について CTMeasureBasic にて MTF を解析、
イ：Catphan700 の CTP712 モジュールを撮影し、同様に NPS を解析した。また、ウについて、
内径 15mm の園芸用ホースをスライス面と直交し、且つその中を直径 11mm の鉄球が一定の
スピードで通過するように傾斜をつけて設置した。管球回転中に鉄球が通過するように撮
影し、同様に TSP を解析した。
【結果】ア：高周波数領域において 4s スキャンのほうが高分解能である傾向があった。イ：
両者ともほぼ同様の NPS の値となり、ノイズ特性に大きな差はなかった。ウ：TSP の半値幅
が 3s スキャンのほうが小さくなり、時間分解能が良好であった。
【考察】以上の結果から検査のスループットを鑑み、全身麻酔の症例、体動の少ない症例に
おいてバイプレーンで 4s スキャンを使用し、体動の多い症例、モーションアーチファクト
の多い部位の撮影に 3s スキャンを使用することが適当であると考える。

８．CT 線量管理における検査プロトコル名の重要性
○廣田 靖之、太田 佳孝
岩手医科大学附属病院
【背景・目的】今年 4 月より医療法施行規則改正に伴い医療被ばくの管理が義務化された。
その中では CT 検査のプロトコル毎に管理が要求される。当院では線量管理システムを用い
管理を行っているが、一つのプロトコル名で撮影範囲が多岐にわたるものが散見される。
それが線量データにどのような影響を及ぼすか後方視的に検討した。
【使用機器】線量管理システム Radimetrics (バイエル薬品株式会社)
【方法】調査対象は 2019 年 1 月~2020 年 4 月の臨床例で体幹部を撮影した、単純一相、単
純+造影(平衡相)のものとした。2019 年 1 月～9 月までを整理前、以後を整理後とし、撮影
範囲および phase に対するプロトコル名の整理を行った。整理前後の DLP、スキャン長を
Radimetrics で算出しその結果を比較した。
【結果】整理前は、スキャン長に対するヒストグラム上で４つのピークを認めた。DLP75％
タイル値は約 1770mGy・cm であった。整理後はスキャン長のピークは多くが 1 つとなり、
件数の多かった胸部～骨盤単純一相では DLP75％タイル値は約 1260 mGy・cm、腹部+胸部～
骨盤(造影)の 2 相撮影したものでは約 1720 mGy・cm となった。
【考察】スキャン長４つのピークの原因は撮影範囲、phase の影響であった。これらを整理
する事で適正な線量管理が可能と考えられた。

９．血管撮影装置の新規導入に伴う被ばく線量の推移について
〇佐々木 彰宣 佐々木 忠司
岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 中央放射線部
【背景・目的】血管撮影の被ばくは患者及び手技に携わる医師や医療スタッフにとって、欠
くことのできない問題であり、低減することが求められる。近年被ばく低減の技術開発が進
んでおり、臨床機に応用されている。当院は 2019 年 9 月の病院移転に伴い、新たに血管撮
影装置を導入された。今回は心筋焼灼術（アブレーション）における被ばく線量の推移を報
告する。
【方法】移転前に使用していた装置（旧装置）で行ったアブレーション（75 件）と、新規に
導入した装置（新装置）で行ったアブレーション（61 件）を対象とした。評価項目は照射時
間、面積線量積（DAP）
、装置線量表示値（AK）とした。
【結果】結果は中央値で示す。DAP は旧装置で 34.0Gycm2 、新装置で 9.43 Gycm2。AK は旧装
置で 170mGy、新装置で 86.7mGy であった。
【結語】症例や手技に左右されるところはあるが、旧装置に比し新装置は明白に被ばくが低
減されていた。装置ごとの線量を把握することは、手技と装置選択を勘案するうえで重要で
ある。

１０．検診車の胸部 X 線撮影装置の被ばく線量と DRLs2020 との比較検討
○菊田 純 五十 嵐泰 戸沼 慶 小林 亮太 田村 惇 水野 和幸 小野 寺健
澤口 純也 菅原 連太郎 金濱 雄悦 久保田 憲宏

渡辺 孝明 女鹿 隆徳

公益財団法人岩手県予防医学協会
【背景・目的】2020 年 5 月に医療被ばく研究情報ネットワークより発表された DRLs2020 の
中で、検診胸部正面一般撮影の被ばく線量の DRL 値は 0.2m ㏉と設定された。この発表を受
け、当施設が保有する 21 台の胸部検診車内の胸部 X 線装置（FPD：19 台、CR：2 台）の入射
表面線量を算出、DRL 値と比較検討したので報告する。
【方法】縦 30 ㎝、横 30 ㎝、厚さ 10cm のアクリルファントムを被写体とし、各装置の立位
胸部撮影条件で撮影した。撮影時の条件から茨城県診療放射線技師会が作成した線量計算
ソフト EPD（Estimation of patient dose）で入射表面線量を算出し、DRLs2020 の被ばく線
量値と比較した。
【結果】DRL 値 0.2m ㏉を上回った装置は 5 台（FPD：4 台、CR：1 台）
、下回った装置は 16 台
（FPD：15 台、CR：1 台）であった。
（全 21 台の平均は 0.15m ㏉）
【考察】DRL 値を超えた原因について、撮影条件については各車ともほぼ差異はないことか
ら、Ｘ線装置の使用期間やＸ線管球の通算曝射回数との関連を調べたが、はっきりとした被
ばく線量との関連は見出せず、現在原因をさらに調査している。
DRL 値 0.2m ㏉を上回った 5 台の装置については、今後、装置メーカーにも協力をお願い
し、画質は担保しつつ、撮影条件や画像処理条件を見直す必要があると考える。

１１．大腸 CT 検査における側臥位撮影選択時の受診者要因の検討
○一方井 正宏 勝政 亮 釜沢 政慶 村田 宗二 久保田 憲宏 金濱 雄悦 女鹿 隆徳 藤原 幸治
公益財団法人岩手県予防医学協会
【背景と目的】大腸 CT 検査（CT

colonography：以下 CTC）では、残液や拡張不良の影響を少なくする

目的で 2 体位（背臥位・腹臥位）を撮影する。腸管拡張不良時の対策として側臥位撮影を 3 体位目に加
えることが有効であり、当施設もその方法を採用している。今回、側臥位撮影選択時の受診者要因に特
徴がみられないか検討したので報告する。
【対象と方法】2019 年度に大腸 CT 検査を受診した 217 名のうち側臥位撮影を選択した 67 名を対象と
し、①年代、②BMI、③排便スコア、④腸管蠕動抑制剤使用の有無について、割合を算出した。
【結果】①では 40 代、50 代の 95％信頼区間で有意に差が出た。②、③では明らかな差がみられなかっ
た。④では体位選択に有意な差が出た。
【考察】40 代から 50 代、腸管蠕動抑制剤不使用の症例については側臥位撮影を選択することが多くな
る傾向がみられた。年代に関しては検査数の多さ、腸管蠕動抑制剤については蠕動の影響による拡張不
良が原因と考えられる。上記の条件に該当する受診者ついては、側臥位撮影が必要であるという認識と、
検査時間短縮、被ばく線量を極力抑えるという観点から、将来的には側臥位撮影を 2 体位目とする検討
も重要と考えられる。今後、他の腸管拡張に影響する要因がないかについても検討する。

※2020/11/26 抄録差し替え

１２．MDL 検査時の嚥下障害
○新沼 勇士 髙橋 伸光
奥州市総合水沢病院 放射線科
【背景】バリウム造影剤による嚥下障害の発生により検査の中断、中止を余儀なくされる例
がある。ここ数年で増加傾向がありそうなので調査した。
【目的】安全に胃検診を遂行するため、撮影前評価を行い、誤嚥を防止すること。
【方法】過去 5 年間の嚥下障害発生率を算出する。嚥下障害発生者の背景を調査し、先行文
献と比較、傾向を把握する。
【結果】嚥下障害発生率は 5 年で 0.5%とガイドライン上での誤嚥発生率 0.02%よりも大幅
に高いことが分かった。年代別の発生率は 60 歳代から上昇した。また、男性の発生例が女
性の 2.5 倍以上であった。発生者に最も共通した因子として喫煙 55.5%が挙げられた。既往
歴は高血圧が 27.8%、次いで呼吸器疾患が 11%であった。
【考察】自施設の嚥下障害の発生率は増加傾向である。これは、誤嚥のほかに咽頭残留など
ムセが発生するきっかけとなった事象も含め算出した結果が、高値を推移した理由の一つ
と考えられる。男性、加齢に伴う発生率の上昇は文献による傾向と同様であった。嚥下能低
下と喫煙の関連が考えられ、喫煙歴の聞き取りは誤嚥リスクの把握、対策をすべき因子の一
つと考えられる。フローチャートは、事象発生時の対応の画一化に繋がると考えられる。今
回嚥下障害に着目し、傾向の調査と安全面の整備を行ったが、整備を行ったうえで今後見え
てくる課題等、継続した調査は必要である。

１３．胃がん検診における技師レポートの様式の検討
〇菅原 将人 橋本 康二 立花 慶太

石田 卓也 川又 健一

公益財団法人岩手県対がん協会
【背景】今年度から日本消化器がん検診学会において読影補助認定の制度が導入された。こ
の制度は、今後の胃がん検診における診療放射線技師の役割に大きな変化をもたらすもの
であると考えられる。
【目的】胃がん検診における読影補助認定獲得を目指すにあたって、日本消化器がん検診学
会、胃がん検診精度管理委員会の「胃Ⅹ線検診読影補助のための読影判定区分の運用指針」
の内容を確認し、より客観的な技師レポートの作成に必要な様式について考える。
【委員会報告の概要】(1)専門技師には医師とのコミュニケーションを図るための表現力が
求められる(2)カテゴリーは所見の良悪性の確信度を表す共通言語(3)検診に求められる読
影精度は、がん発見に結び付く所見確実な拾い上げ(4)読影補助に求められるのは異常所見
の拾い上げ(5)技師の所見チェックはあくまでも補助であり判定の責任は医師が負う
【技師レポートに求められる要件】委員会報告ではレポートの様式については施設の責任
ある医師の指示により定めるべきとされている。この要件を満たすため、委員会報告の指針
内に記載のあるレポートをベースに技師レポートの様式を考える。
【結語】委員会報告の指針から読影補助の役割を確認した。施設内で医師とのすり合わせを
重ね、より良いレポートの作成を目指したい。

