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Ai オートプシーイメージングのススメ
～へき地診療所の死因究明の大切さ～

発 表 者 大川 剛史 （高知県：四万十町国保大正診療所）

共同研究者 西尾 美紀、伊藤 浩史

腹部ではルーチンワークとして Ax画像と COR

画像を提供しています。３次元画像も短時間で

作成できるので、骨折の詳細な観察や外傷のあ

る救急患者の骨折の検索に活用しています。図

は、自損事故で救急搬入された症例で、意識不

明であったため、全身検索のため CTの依頼が

あり、撮影の結果、第三腰椎圧迫骨折、胸骨骨

折、肋骨骨折が疑われる画像を提供できました。
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これまでできなかった冠動脈の評価が新たに

できるようになりました。狭窄が疑われた症例

を紹介します。７５歳男性、労作時、登坂時の息

切れ、胸部圧迫感の訴えがあり、冠動脈 CTの

依頼がありました。施行した結果MIPや VRの

画像をみると、前下行枝に狭搾が認められまし

た。別のMIP画像をみると、他院で行った冠動

脈カテーテル検査と同様の画像が得られていま

す。他院で施行されたカテーテルの所見と一致

した症例でした。

６４列 CT導入の結果、当院では撮影の高速化

により検査時間の短縮と自由呼吸下における画

質が改善しました。腹部領域においては、ガイ

ドライン目標値の約半分の線量で診療に適する

画像が得られるようになりました。高画質な３

次元画像が容易に可能となり、病変部の詳細な

評価が可能となりました。冠動脈の評価が可能

となり、狭窄の可能性がある症例を経験しまし

た。

今後の課題として、画像数の増加や３次元表

示に伴うサーバへの負担増への対応や更なる低

被ばく化と画質の両立、また心臓 CTに特化し

た低被ばく撮影法の活用など検討したいと考え

ています。
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はじめに・・・

オートプシーイメージング Aiとは死亡時画像診

断のことで、全国の多くの施設が行っており、

平成２５年４月１日より施行される身元調査法で

は、Aiの実施が警察署長の権限でできるように

なった。
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救急の現場や警察依頼での異状死では死亡患者

の原因が不明であることが多く、そのため Aiが

重要となってきた。
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Aiでわかること・・・

・頭部の挫滅、心臓破裂、椎骨骨折といった外

傷性変化の解剖所見と Ai画像診断所見との一

致率は約８６％

・内因死においては、死亡時画像診断は、くも

膜下出血、脳出血、大動脈解離、大動脈瘤破

裂といった出血性の病態を死因として検出可

能。

・体内の情報を得ることができる。

・体表検視を補う手段としては有効。

・死ぬほどの事故の場合は、大量出血、縫合不

全などの所見が見られ、Aiで９０％以上の指摘

が可能。
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司法解剖の遅い開示が医療訴訟の一因と言わ

れており、解剖経験遺族の５４％が「死因につい

て納得できる説明があれば訴訟をしなかった。」

とあった。
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納得のいかない死因には、Aiをスクリーニン

グで行うことが大事で、解剖は行ってはいない

が、何も行わないで、死因を決定したわけでは

ない。

術後出血、カテーテル事故による出血、臓器

損傷、気胸など医療事故の主な死因は否定でき

る。（客観的陰性所見評価）

Aiの読影を第三者に依頼できることを示せ

る。（客観性の評価）

→Ai情報センターへ読影依頼

読影の結果は、遺族に提供できる。（即時性）

これらにより、ご遺族が死因を納得できる環

境を作ることが大事である。
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１、撮影範囲

Aiにおける CT検査は、死因検索という特質

から、頭部から足までの全身撮影が必要なケー

スがある。生前の臨床的なデータや状態がわか

らない院外症例および異常死症例は頭部から下

肢（膝）までの全身撮像を推奨。そして、異常

死症例の場合は、外傷による打撲や骨折などの

有無を確認するために撮影範囲に両上下肢を含

める。また、院内症例は頭部から骨盤（大腿上

部）までの撮像を推奨する。

小児では児童虐待症例を見逃さないためにも

頭部から上肢・下肢を含む全身撮像を推奨、ま

た、死亡所見に応じて虐待死が疑われる場合に

は、骨折の有無を確認するために出来る限りの

単純 X線写真や中枢神経損傷を正確にチェック

できるように頭部MRIなどが必要となるケース

がある。
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２、撮像体位

院内・院外症例を問わず、遺体が搬入された

状態のまま撮像することを原則とする。

院内においては、死亡時の状態で撮像するこ

とが原則で、チューブ、カテーテル、バルーン

留置した状態で撮像。また、エンゼルケア前に

必ず撮像とする。

院外・異常死に対しては、遺体そのものが犯

罪の［証拠］となるため、付随する物品（着衣・

成傷器・カテーテル等）も証拠品となり、腹部

刺創では刃器などの凶器を刺さったまま撮像

し、縊計では索状物も付属していれば、それを

含めて撮像する。
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３、撮影時の注意点

・遺体に新たな変化が生じないように考慮する。

体位変換をしない。

無理な体位変換により硬直が緩む

体位変換により体内の貯留液が対外に流出す

る

無理な体位変換により骨折が生じる（高度焼

損死体）

・遺体の付属物を外したり、移動したりしない。

・無理に動かして遺体損傷を起さない。

以下の法医学的診断事項を念頭に入れて撮影

や読影を行う。

・死因

・死因の種類

内因死と外因死の鑑別が重要

・損傷

成傷器、成傷機転、生前・死後の区別

死因の小さな損傷も記録

・死後経過時間

血液就下

腐敗状況

・個人鑑別

焼死体、白骨死体、高度腐敗死体

内性器、骨の特徴（頭蓋骨・歯・骨盤・人工

関節・義歯など）

・体内の手術材料の有無
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４、CT撮影推奨条件

死因検索として、異常所見・病的所見の検出

と評価を可能とする撮像手法などを標準化し、

一定レベル以上の画質を確保する必要がある。

各臓器や体液などの経時的変化によるコントラ

スト低下や死後硬直により肘や腕の固定位置に

よりアーチファクトなど、通常診療とは異なる

目的と撮像対象であることを認識しておかなけ

ればならない。

Ai画像スライス厚と間隔は、頭部、体幹部お

よび下肢で原則として５mmを推奨。また、テ

ント下から頚部（Th２くらいまで）までの Ai

画像スライス厚と間隔は１～２mmが望まれ

る。撮像条件や再構成関数や画像フィルタは、

使用装置と撮影部位や目的に合わせて最適なも

のを選択する。（シングル CTに関してはシング

ル CTの撮像条件を参照）

CT−AECは不用意な画質低下を招かないよう

に適切な方法で使用する必要がある。

臓器などのコントラストの明瞭化や上肢固定

に伴うアーチファクト対策には線量が高いほど

コントラスト分解能は高く、ノイズも低減され

るが X線管の負荷も増大することを考慮する。

螺旋軌道 Scanを用いる際には CT pitch factorは

１以下が推奨される。尚、シングルヘリカル CT

では、局所的に HRCTが必要となることも考慮

する。
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３D画像は裁判員制度により、医学知識を持

たない方々に、理解しやすく、また、ご遺族へ

の説明にも非常にわかりやすい。
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マルチ・シングル CT撮像スライス条件
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・シングルヘリカル CTの性能と制限から Ai専

用撮像条件設定
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５、撮影時の留意点

日本放射線技師会 Ai活用委員会のアンケート

によると、ほとんどの医療機関では、Ai施行用

の専用プロトコル設定を行ってはおらず、Aiに

合わせた撮像条件で行っていない、臨床撮像条

件に準じて施行されていた。Ai特有のアーチフ

ァクトやコントラスト分解能、３D処理やMPR

再構成画像、装置の性能や装置の保守管理など

考慮し、各施設で使用する CT装置に合った条

件で工夫が必要である。

また、留意点は撮影だけではなく Aiの受け入

れや遺体の搬送経路（外来の患者様から見えな

い経路）周囲への気配り、感染予防及び遺族の

同意書や警察や第三者（他の Aiを評価してくれ

る機関 Ai情報センターなど）への死亡時画像診

断書・Ai所見書（Ai撮像データを CD保存）な

ど作成や確認、検査後の清掃や画像保存提供な

ど、これら以外にもさまざまな配慮が必要とな

るため、高知県技師会の中で Aiの情報交換や勉

強会を行っていくことが肝要であり、まちがい

のない Aiで有効に CT・MRI・US・X線一般撮

影が死後画像診断に活用され、Aiよりご遺族と

医療側（担当医）の温度差を無くして医療訴訟

を少なくすることが出来る。ご遺族や亡くなっ

た方に我々医療従事者は誠意をもって対応して

いかなければならない。Aiには死因を解明する

役割が第一にあるが、亡くなった方のご遺族に

も死亡原因を理解し易く、そして、死を受け止

めていただくための医療機関コミュニケーショ

ン・ツールとして重要である。これからも「亡

くなった方、そしてご遺族に対して、我々医療

スタッフは何ができるか」を考慮し、Aiが社会

に認められるようには、放射線技師・医師だけ

ではなく、法医学者、司法、警察機関との連携

が重要となり、犯罪検挙率のアップ、犯罪防止、

児童・老人・障害者などの社会的弱者への虐待

抑制につながることを期待したい。

―１３８５―
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症例から読取るマンモグラフィ検査の改善

発 表 者 桂 孝英 （神奈川県：茅ヶ崎市立病院 中央診療部 放射線科）
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【目的】現在も尚、罹患者数、死亡者数の増加、

低迷する検診受診率が取りざたされる乳がん検

診は、２０００年３月老健第６５号「がん予防重点健

康教育及びかん検診実施のための指針」、２００４年

４月老老発第０４２７００１号のもと、マンモグラフィ

併用検診が確立し、診療放射線技師が提供する

マンモグラフィの品質が問われる事は周知の通

りであり、早期発見につなげる信頼性のある良

質が画像を提供しなければならない。

その中、マンモグラフィの精度維持に必須で

ある撮影技術について、症例から改善点を読み

取るトレーニング方法とその有用性を報告する。
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【方法】細分化した撮影技術の理解から、臨床画

像より問題点および改善点を洗い出し、改善前

と改善後の画像評価を施行する。

―１３８６―




