
291号 2020.10 vol.71 No.1 
一般社団法人 三重県診療放射線技師会

web
版



2

公益社団法人　日本診療放射線技師会



□巻頭言 4

□お知らせ 6
第5回 北勢消化器画像研究会 ON LINE

□新役員紹介 7

□活動報告 8
第2回 北勢消化器画像研究会 in WEB
第3回 北勢消化器画像研究会 in WEB

□新事務所紹介 16

□ 編集後記 17

3

CONTNETS

291号 
Vol.71 No.1

一般社団法人　三重県診療放射線技師会 
〒514-0032　津市中央2-4　三重ビル 502号 

TEL/FAX (059)225-1491 
H.P. : https://mieart.jp/ 
e-mail : contact@mieart.jp 
郵便振替　00800-5-15152 
銀 行　百五銀行津駅前支店 
普通預金口座番号　0203779



□　巻頭言 

「コロナ禍のピンチをチャンスに」

界外　忠之 
一般社団法人三重県診療放射線技師会　会長 

　2020年1月、抜けきらないお正月気分と新たな年のスタートへの希望が入り混
じっていた最中、全世界の生活や常識を一変させる新型コロナウイルスの感染が始
まりました。
　この原稿を書いている10月末現在、国内の感染者数は93,933人、死亡者数は
1,679人（厚労省ホームページより）、治療薬もワクチンも開発されず今だ終息へ
の出口すら見えない状況が続いています。
　突然始まった未曽有のコロナ禍と言われる状況を約1年弱経験し、今私が思う
に、このコロナには3つの怖さがあるように感じています。まずは未知のウイルス
と対峙したことによる「ウイルス感染の恐怖」。次には自粛警察などと揶揄され
た感染者や医療従事者への誹謗・中傷をはじめとする「心の感染の恐怖」。そし
て最後には、自粛にかこつけ何もしなくなる「無気力の感染の恐怖」です。
　これまでの経験（陽性患者のCT撮影等）および各方面からの報告から「ウイル
ス感染の恐怖」にはマスクの着用が効果的であることが証明され、食事等のマス
クを外す場面では気を付ける必要はあるものの、3密を避ける行動や手指消毒の徹
底を合わせると大部分は感染リスクを避けられることがわかってきました。
　「心の感染の恐怖」は、人間誰もが心の中に差別の芽は持っていて、このような
非常時には自分が差別のターゲットに置かれないために誰かを差別してしまう構
造が根本にはあるようです。今回のコロナ禍ではSNSの発達に伴い人々の心のつぶ
やきが簡単になった分、差別がより容易に悪質に惹起されたように感じていま
す。未知のウイルスへの恐怖に端を発した心の恐怖の予防には、正しい情報を伝え
ることが大切と考えますが、悪質なものには法規制も必要だと感じるのは私だけ
ではないと思います。
　「無気力の感染の恐怖」は自分自身思い当たる節があり、誰しも知らず知らず
のうちに多かれ少なかれ感染している気がします。例年当たり前に開催していた地
元の催しでも、中止と聞くと準備がいらず楽なので喜び、「規模を縮小して開催し
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ます」と聞くと「なぜ中止にしないんだ」と腹立たしく感じてしまいます。知ら
ぬ間にコロナを理由に楽な方に逃げる癖がついてしまったようで恐ろしいと感じ
ます。
　さて当会の活動に目を向けると、ご多分に漏れずコロナの影響を受け、令和2年
度の県技師会事業を10月末まで全て停止することを理事会決議しました。そのよ
うな自粛一辺倒の雰囲気の中でも三重県診療放射線技師会の歴史に刻むべき大き
な事業を成し遂げることができました。それは県技師会事務所の移転です。
旧事務所は平成元年に開所した30年以上の大変古い、狭い事務所でしたのでい
ずれ近々に移転は必要でした。このコロナ禍で全ての事業が停止となっている今
こそ事務所移転に取り掛かるチャンスと考え、思い切って行動したことが功を奏
し大変良い物件に巡り合い移転することができました。これこそ正に、コロナ禍
のピンチをチャンスに変える事業であったと感じています。
　新事務所は、津市の中央郵便局と裁判所の間という立地で6階建てビルの5階部
分、間取りは旧事務所の2.5倍という広さでありながら家賃は従来より1万円程度増
えるだけの優良物件です。おまけに道路を挟んで向かいには170台以上駐車できる
市営駐車場もあります。
　旧事務所は、事務処理をすることだけがコンセプトでしたが、新事務所のコン
セプトは、①理事会などの会議を自分たちの事務所で開催できる。②会員が集ま
り小さな研修会等が開催できる。③各種助成団体の会議などで会員がいつでも事
務所を利用できること。つまり会員が実際に利用できる事務所とすることです。
今後、コロナが終息した暁には、会員の皆様にはどんどん事務所を利用していた
だきたいと思っています。
　当会もいよいよ自粛期間が明け11月1日のフレッシャーズセミナーを皮切りに事
業を順次再開いたします。三重県放射線技師会役員一同は「無気力の感染の恐
怖」に侵されることなく今まで充電したパワーの全てを技師会事業に注ぎ込む所
存ですので、会員の皆様には今まで以上にご参加ご協力をお願いいたします。 
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□　お知らせ 
第5回 北勢消化器画像研究会 ON LINE 
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【プログラム】 

第５回 北勢消化器画像研究会 ON LINE 
 

北勢消化器画像研究会 代表世話人 伊藤誠 

 

日時 令和 2年 1２月 1９日（土） 20:00～  ON LINE  
参加登録費 無料 

 

ZOOMを使った ONLINE研修会です。 

事前登録限定とさせていただきます。 

下記 URLにてチケットを入手してください。 

（11月 1日 0時より配布） 

 

https://hokuseishoukaki.peatix.com 
 

（申込期限 12月 16日 24時ただし定員に達し次第締め切ります）. 

 

20：00 招集 オリエンテーション ＝出欠確認＝ 

   四日市羽津医療センター 杉田 和久 

20：10  初心者セミナー 「胃模型による目的部位と示現領域の理解」 

鈴鹿回生病院 町田良典 

20：40 講義 「検診精度管理評価制度」 

JCHO四日市羽津医療センター 杉田和久 

 

2１：10 症例検討  

              司会進行 JCHO 四日市羽津医療センター 伊藤 誠 

2２：30 ＝出欠確認＝ 閉会 

 

当研修会は、日本消化器がん検診学会の「その他主催の研究会」に認定されました。 

胃がん検診専門技師の更新単位、年間につき 2単位が付与されます。 

日本診療放射線技師会の学術研修カウント２カウント付与されます。 

 共催：JCHO四日市羽津医療センター・(一社)三重県診療放射線技師会 

北勢消化器画像研究会及び、NPO精管構東海北陸支部学術研修会・三重消化器画像研究会は 

現在のところホールを使用した講演会としての開催見通しが立たない状態が続いております。 

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 問合せ先：ＪＣＨＯ四日市羽津医療センター 伊藤誠まで 

TEL ： 059-331-2000（代）内線 2717 

E-mail ： itou-makoto@yokkaichi.jcho.go.jp 

URL：http://hokusei.kenkyuukai.jp/ 



□　新役員紹介 
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2020・2021 年度 
三重県診療放射線技師会役員のご紹介

2020・2021年度役員 勤務先
1 会長 界外　忠之 岡波総合病院
2 山田　剛 三重大学医学部附属病院
3 武藤　裕衣 鈴鹿医療科学大学
4 森田　英稔 済生会松阪総合病院
5 浅沼　源示 三重大学医学部附属病院
6 丹羽　正厳 市立四日市病院
7 磯部　好孝 四日市羽津医療センター
8 難波　一能 とうかい整形かわげ
9 刀根　淳也 県立総合医療センター
10 白藤　裕敏 榊原温泉病院
11 小林　篤 伊勢赤十字病院
12 山本　房嗣 尾鷲総合病院
13 後藤　末成 伊賀市立上野総合市民病院
14 三好　佳仁 鈴鹿中央総合病院
15 姫子松　博洋 松阪中央総合病院
16 福田　剛史 鈴鹿回生病院
17 太田　茂治 三重県庁医療保健部
18 四竃　明日香 三重県健康管理事業センター

中西　左登志 鈴鹿医療科学大学
牧　浩昭 三重大学医学部附属病院

副会長

業務理事

理事

監事



□　活動報告 
第2回 北勢消化器画像研究会 in WEB 
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si第２回北勢消化器画像研究会 in WEB 

報告者 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 

日時 2020年 6月 20日（土） 21:30～23：55 

参加人数 ８名  

 

集団感染予防のため、WEB コミュニケーションツールを用いて在宅にて症例検討会を行った。

通信の接続性は概ね良好であったが、通信速度と PCの発熱が影響する点は今回も同じであった。 

 ＝症例検討＝   

事前に参加者へ症例画像を供覧（配布）して、読影結果の発表をお願いした。 

79才 男性  

既往歴：狭心症 高血圧 肺気腫 高尿酸血症 脂質異常症 

近医にて内視鏡施行、病変を指摘され加療目的で当院へ紹介 

術前胃 X線画像 

 

前田：ピロリ菌現感染。胃体中部後壁に境界明瞭な隆起性病変。立ち上がりは急峻で高さは高い。 

   隆起の表面及び内部構造は滑らか。０－1型の早期がん（M）と考る。 

多賀糸：ピロリ菌現感染。陥凹を伴う隆起、 大きさ、椎体を 2.5センチとして約 3×3cm 2型の

進行がん（にしては、柔らかさを感じる）濃いたまり像 

高木：背景粘膜は既感染。胃体中部後壁の隆起性病変（中心陥凹あり）大きさ３０X２０mm硬さ

がなく、隆起で高さのある部分で SM浸潤を疑う。 

杉田：Hp現感染の疑い、高度萎縮粘膜 

  病変単発 陥凹性病変  

体下部後壁 大きさ４㎝×３㎝ 深い 

不整形の深いたまり像を認めその周りに辺縁隆起伴う。また側

面像で変形が見られる。辺縁隆起の厚みががほぼ全周に見られる

ことから深達度は粘膜下層までの浸潤を疑います。 

しかし圧迫像で陥凹の表現や辺縁隆起を示す様な像が見られず、蛇行した太いひだに見える。 
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若井：HP現感染（高度萎縮）部位は、体下部後壁にバリウムのたまりとはじき像を認める。 

陥凹部は、境界明瞭・不整形で棘状（鋸歯状）・陥凹面は整で顆粒状陰影あり・陥凹の深さに違

いあり、噴門側はバリウムのたまりが厚い（側面像でも他部分と違い突出像を呈する） 

隆起部は、境界明瞭・内部粘膜面均一・隆起は噴門側の一部は高く、形状不整形で隆起も急峻・

小弯、大弯、幽門側と形状違いあり、ひだ集中像なし。 

硬さは、空気量の違いによる形状変化があり柔らかい、噴門側の隆起に関しては空気量、圧迫の

強さによる形状変化が認められないため硬い。 

隆起部の形状・硬さの違いは腫瘍量の違いによるものと思われる 

Size 40×40mm ←椎体の形状が若干潰れており高齢者の可能性あり 

Type-0（Ⅱc＋Ⅱa） 分化型早期癌疑い 一部 SM以深浸潤あり（噴門側） UL－ 

 

町田： 病変部位は、胃体下部後壁。周囲粘膜は、萎縮性粘膜（軽～中等度） 

辺縁隆起を伴う陥凹性病変（空気中等量時は隆起性病変様）陥凹の形は、楕円形。陥凹の深さは、

深い。陥凹内面の性状は、無構造。陥凹内面の構造は、 SMT様隆起あり。陥凹境界は、明瞭。 

陥凹辺縁の形状は、棘状☆。粘膜集中（空気少量時）ひだの性状は、融合。 

隆起の立ち上がりは、明瞭（山田Ⅱ型、一部Ⅲ型？）。隆起辺縁の性状は、 凹凸大小不整。 

隆起表面の性状は、結節状。隆起の高さは、 高い（特に口側）側面変形は、 台形？。 

大きさ ： 4cm×4cm 硬さは、空気量による変形から全体として軟らかいですが、強圧迫時に 

陥凹が描出されていることから一部硬いと読めます。 

以上の所見より、所見が多彩で柔らかいため悪性リンパ腫と考えます。 
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内視鏡画像 

 

切除標本と対比 

 

病理結果 M,Type1+2,60x30mm,tub1>tub2,pT1b2,INFa,ly1a,v1a,pN1,M0,H0,Cyx Stage１B 

癌は粘膜固有層に限局して存在し、隆起の高い辺りに粘膜筋板のわずかに切れた場所があり、

そこから離れた筋層手前にわずかに腺管を認める程度に癌細胞が存在していた。 

 

癌はその大半が粘膜固有層に限局していて、非常に柔らかく深部浸潤や線維化もごく僅かであ

ったために空気量の変化に対して形態変化が非常に大きく読影に苦慮した症例となった。 

 

陥凹の周囲に高さのある隆起を伴う病変。 

立ち上がりは病変のどこを見ても明瞭かつ急峻であり細かな切れ込みも存在する事から、隆起

部分が非上皮性由来であることは否定できると考えます。側面変形は、病変の側面像は、空気量

が十分でない状態では腫瘍の重さに胃壁が引っ張られて変形するので、空気量の少ない像で側

面変形を読むと読み誤る可能性が高いので注意が必要。この症例の場合は隆起の表面性状ある

いは陥凹内面の性状から深部浸潤（深達度）を読むことになります。 

陥凹内面に明らかな凹凸は見られず平坦と読むか、緩やかにうねっていると読み取るかで結果

が変わってくると思います。周囲隆起の表面には顆粒構造がみられるものの大小不ぞろいで口

側で一部粗大化しており、この点も深部浸潤を疑う所見といえます。 

早期に十二指腸へバリウムを流出させてしまっている点も読影を困難にしている理由であり、 

障害陰影を作らない、病変に重ねないという事は、撮影者としても大いに反省すべき点である。 

今後の課題として多数の参加者の管理と長時間に及ぶ安定した接続の確保できる環境やソフト

ウエアの整備が必要と思われる。 



第3回 北勢消化器画像研究会 in WEB 
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第３回北勢消化器画像研究会 in WEB 

報告者 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 

日時 2020年 8月 29日（土） 21:00～23：55 

参加人数 10名  

 

感染予防のため、Google ハングアウトを用いて各自在宅にて研究会を行った。 

 

講義 「基準撮影法」  JCHO四日市羽津医療センター 杉田和久 

 基準撮影法のコンセプトは、手技が簡便なこと、診断に必要な最低限の画像の質（造影効果）

が備わっている、画像の精度管理の基盤となり得ること、そして、胃がんによる死亡率の減少と

いう目標に対し一定の成果が期待できることとなっている。 

基準撮影法には、対策型検診として行う胃部二重造影 8体位、8曝射の「基準撮影法 1」と、

任意型検診として行う胃部二重造影 10 体位に食道と圧迫撮影を加えた 16 曝射の「基準撮影法

2」の 2種類がある。 

基準撮影法は、基本的に二重造影主体の撮影法であり、胃の下部後壁から前壁、そして胃上部

へと撮影する流れで体位変換を行う。一方、基準撮影法 2 の撮影の流れは、食道を撮影したの

ち、基準撮影法 1と同様な撮影順で２体位を追加した上で、最後に４か所の圧迫撮影を行う。 

 

枠内が基準撮影法１ 
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 ＝症例検討＝   

事前に参加者へ症例画像を供覧（配布）して、読影結果の発表をお願いした。 

症例① 

多賀糸：ピロリ菌現感染、胃体部大弯側粘膜不整、大彎を中心にして 1.25X２cm 長軸方向 2.5cm 

淡いバリウムのたまり像で口側がヒダ集中様に見える。 

陥凹の辺縁は辺縁断崖状、淡いたまりの中に２つ顆粒を認める。 

以上の所見から、type0-IIｃ型病変 未分化型癌 深達度はｍ ２X2cm を超えているため遠隔

転移しているかも？ 

若井：背景粘膜は現感染。胃体下部大彎に大きさ２cmφの

Type0-IIb型病変。組織型は未分化型で深達度は M。 

若井：背景粘膜は、胃小区模様（粗雑）ひだの形状（太い・

急峻）ひだの分布（中央～大彎側体部）、の所見より現感染

（中程度萎縮）体下部大弯前後壁に淡いバリウムたまり像

（F線境界領域）たまり像は、境界明瞭、多角形、粘膜面顆

粒状陰影を認める。 

大きさは約 30mm（1 椎体高さ 25mm）周辺に時折はじき像を

認める。ひだ集中あり、先端は病変境界で途絶。硬さは腹

臥位撮影にて枕形状変化が認められたため、軟らかい。ひだ集中が見られるが病変境界と思われ

るところで途絶しているため、上皮性腫瘍を疑う。周辺隆起部は再現性が乏しく、軟らかいイメ

ージである為、炎症性の隆起ではないかと思われる。以上の所見から、Type0-Ⅱc＋Ⅱa 型、未

分化型、深達度 Mと考える。 

町田：背景粘膜は萎縮粘膜（中等度）。胃体下部大弯（前後壁）、F境界線近傍に大きさ約 3.5×3.5cm

の陰影斑を認める。形状は類円形のたまり像、陰影斑が薄いため陥凹は浅いと考える。内面の性

状は細かいアレア状（前壁では比較的平滑）。陥凹境界は比較的明瞭で辺縁の性状は棘状。周辺

隆起は顆粒状で幅均一。粘膜集中ありで、襞の先端は断裂（大弯の襞はヤセを認める）硬さは、

空気量により変化あるため軟らかいと考える。以上の所見から、組織型分化型の Type0-Ⅱc型早

期がん、深達度は Mと考える。 
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 内視鏡像 

 

標本 

 

結果 M,Gre,Type 0-IIc,30x18mm,tub2>sig>por,pT1a(m),ly0,v0,pN0,pPM0,pDM0, 

 

症例２ 

多賀糸：発見 1年前の画像では、胃体胃体中部に隆起性の何か

があると思われカテゴリー３ｂ。 

発見年の画像では、下部～胃角部にかけ、淡い陥凹面を認めま

す。陥凹の境界は断崖状、内部に顆粒状陰影を認めます。大き

さは１cm弱 X0.8cmぐらい no 

未分化癌を考える 深達度ｍ 青色四角枠は不明（悪いもんで

はなかろう） 

 

若井： HP感染は既感染（高度萎縮） 

胃小区模様：不明瞭 ひだの形状：太まり・蛇行等なし ひだの分布：大弯側のみ 

存在診断 病変は２つ 

体下部後壁にバリウムのはじきとたまり像（2部位：①、②）幽門腺領域 

質的診断 

陥凹部： 

 ①境界明瞭・形状多角形で辺縁不整・内部均一・深さ均一・周堤隆起あり 

 ②境界明瞭・形状星忙状毛羽立ちあり・内部顆粒状陰影あり・周堤隆起あり 

ひだ集中なし 

質的診断 
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硬さ：圧迫、空気量の違う画像がないため、評価困難 

②の粘膜面（顆粒状陰影）は経年変化があり、上皮のみで成長していると思われる 

量的診断 

①約 20×15mm 

②約 15×15mm  （1 椎体高さ 20mmとする） 

深さ：①陥凹部のみ SM以深まで、その他は Mまで 

所見 

①0-Ⅱc 未分化型がん疑い SM浸潤 

②0-Ⅱc＋Ⅱa 未分化型がん疑い 

町田：背景粘膜：萎縮（中～高等度） 

病変①胃体下部後壁、隆起性病変 

隆起の立上がり ： 口側～大弯側は明瞭

だが他は SMT様 

隆起辺縁の性状 ： 平滑 

隆起表面の性状 ： 正常粘膜様 

隆起の高さ ： 比較的高い 

隆起の大きさ ： 3cm×2cm 

硬さ ： 柔らかい 

（空気量による変化あり） 

読影所見：リンパ腫（鑑別すべき疾患 ： 3型） 

 

病変② 

胃体下部後壁、陥凹性病変 

陥凹の形：地図状 

陥凹境界：比較的明瞭 

辺縁の性状：棘状 

陥凹の深さ：浅い 

内面の構造物： 

中心に大きめの顆粒 

複数の小型の顆粒 

 

陥凹の大きさ ： 1cm×0.8cm 

硬さ ： 柔らかい（空気量による変化） 

読影所見：0-Ⅱc  分化型 

深達度：M 
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検診で異常を指摘されている。左が初回、右が一年後の検診の画像。 

 

内視鏡像 

 

切除標本 

  

 

結 果 Tubular adenocarcinoma (tub1),M, Post,pType0-IIc,pT1a(M),12×10 mm,ly0,v0,  

pHM0(10 mm), pVM0 

7 

2 

3 5 
9 1111

122



□　新事務所紹介 
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三重県診療放射線技師会事務所移転しました！
　平成元年に以前の事務所に移転
してから32年経ち、今年あらたに
事務所を移転しました。 
　市役所や裁判所などが立ち並ぶ
津の官庁街の一角で、見晴らしの
良い5Fです。 
　部屋面積も2.5倍ほどになり会議
や小勉強会も開催できます。 
　お城公園でのんびり散歩も楽し
めます。 
　近くにお越しの際は是非お立ち
寄りください。 

〒514-0032 
　三重県津市中央2-4 
　　三重ビル 502号 

☎ 059-225-1491（変更なし）

近鉄津新町駅から徒歩17分 
無料駐車場はございません。 
近くのコインパーキング等をご利用ください。



□　編集後記 

With コロナの生活もリズムに慣れてきてそんなに違和感がなくなっ
てきました。 
　ほとんどの学会がzoomなどによるオンライン形式となり、移動時間
や旅費の削減効果もあり、この形態で開催出来るのならこれでも良い
かと感じる今日この頃です。 
そんな中、三重県診療放射線技師会事務所が移転しました。 
なんと32年ぶり！ 

来年、津祭りが開催されたら絶好の観覧席になるんじゃないかな
あ。屋台でいっぱい買ってみんなで集合しませんか？ 

県内の各研究会もほどんど開催されず、今号は稀に見る少ないペー
ジ数での発行となりました。
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