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背景

•血液浄化に用いる中心静脈カテーテル（トリプルルーメン）の挿入
は透視を用いて行い、最後にカテーテルの位置と気胸の有無など
の合併症を確認するために胸部X線撮影を行っている。

•透視を用いて挿入する場合は患者をX線透視室に移動し、患者状
態が悪い場合には病室で挿入するため、挿入中にX線撮影でワイ

ヤーの先端等の確認撮影を何度も行うことがある。

•以前は確認撮影をCRカセッテで行っており、撮影の度にカセッテ
の入れ替えとIP読み取り操作が必要であったため多くの時間を要
した。当院では2年前から無線式フラットパネルディテクタ(FPD)カ
セッテを導入し、病棟X線撮影に用いている。

当院では血液浄化に用いるトリプルルーメンの中
心静脈カテーテルの挿入は、最後にカテーテルの位
置と気胸の有無などの合併症を確認するために胸部
X線撮影を行っています。透視を用いて挿入する場
合は患者をX線透視室に移動し、患者状態が悪い場
合には病室で挿入するため、挿入中にX線撮影でワ
イヤーの先端等の確認撮影を何度も行うことがあり
ます。

以前は確認撮影をCRカセッテで行っており、撮
影の度にカセッテの入れ替えとIP読み取り操作が必
要であったため、多くの時間を要しましたが、２年
前から無線式FPDを導入し、確認撮影にも用いて
います。 

中心静脈カテーテル挿入時の
確認撮影のタイミング

•カテーテルを入れる前にワイヤーの先端の位置が適切か。

•術者がカテーテルやワイヤーを挿入中に抵抗を感じた場合。

•挿入時に、カテーテル先端が血管壁に接触した場合。

•最後にカテーテル先端の適切な位置と気胸の有無の確認。

中心静脈カテーテル挿入時の確認撮影のタイミン
グとして、カテーテルを入れる前のワイヤーの先端
の位置や、カテーテルやワイヤーを挿入中に抵抗を
感じたとき、そして、最後にカテーテルの先端の位
置と気胸の有無の確認など行われています。

中心静脈カテーテルの右内頚静脈からの挿入

FPD
コンソール

FPD

FPD
中心静脈
カテーテル

中心静脈カテーテルを右内頚静脈から挿入した状
況になります。患者の下にFPDがあり、FPDコン
ソールでその場で画像確認を行うことができます。

ポータブル撮影で用いるFPDとCRの時間の比較

FPD CR

撮影後に画像で
確認するまでの時間

5秒

病棟からレントゲン室までの
往復の移動時間

3分

IPを読み込ませてから画像が
表示されるまでの時間

30秒

画像をフィルムにするまでの時間 60秒

合計 4分30秒

2度目の撮影を
行うまでの時間

10秒 最短4分30秒

２度目の撮影を行うまでの時間はFPDが10秒に
対して、CRでは移動やIPを読み込ませる時間など
を含めて最短でも４分半ほどかかっています。

目的

•FPDを用いて病室で中心静脈カテーテルを挿入

する場合の被曝線量を把握し、撮影時の問題点
について検討する。

今回FPDを用いて病室で中心静脈カテーテルを
挿入する場合の、被曝線量を把握し、また撮影時の
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問題点について検討しましたので報告します。

方法 1. 患者と術者等の被曝線量

① 撮影時の散乱線測定

② 患者の皮膚表面線量の測定

2. 撮影の際の工夫

① 中心静脈カテーテル挿入時にカセッテを長時間患者
の下にいれたままにすることの負担軽減方法の検討

② 血液付着等に対する改善方法の検討

使用機器 • 回診用X線撮影装置

SIEMENS Mobilett Plus
• デジタルX線画像診断システム

FUJIFILM DR CALNEO flex
• FUJIFILM DR CALNEO C 1417 Wireless

(耐荷重150kg)

• 電離箱式サーベイメータ

富士電機 NHA

• 指頭型電離箱

東洋メディック Radcal 9015型

(6ccイオンチャンバー)

患者と術者の被ばく線量を把握するために、撮影
時の散乱線と患者の皮膚表面線量の測定を行いまし
た。また撮影の際の工夫として、中心静脈カテーテ
ル挿入時にカセッテを長時間患者の下にいれたまま
にすることの負担軽減方法と血液付着等に対する改
善方法を検討しました。使用機器はスライドの通り
です。

方法１-①
撮影時の散乱線測定の方法

• 図のように50cm間隔で200cmの距離まで、高さ
100cm(生殖腺の高さ)と150cm(水晶体の高さ)の
散乱線を電離箱サーベイメータを用いて測定した。200cm 100cm

• 撮影条件

管電圧：60kV mAs値：5mAs
FFD：120cm
照射野： 14インチ×14インチ

ベッドの高さ：65cm
被写体：アクリル20cm

アクリル
ファントム

寝台

X線管球

床

電離箱

電離箱

120cm

20cm

65cm

150cm

100cm

術者

散乱線測定の方法
図のように50cm間隔で200cmの距離まで、高さ

100cmと150cmの散乱線を電離箱サーベイメータを
用いて測定しました。撮影条件はスライドの通りで
す。

方法１-①
透視時の散乱線測定の方法
•図のように50cm間隔で200cmの距離

まで、高さ100cm(生殖腺の高さ)と
150cm(水晶体の高さ)の散乱線を、電

離箱サーベイメータを用いて測定した。

• 透視条件

管電圧：80kV mAs値：7.3mAs
SID：110cm
寝台の高さ：90cm
被写体：アクリル20cm

床

寝台

アクリル
ファントム

X線管球

FPD

電離箱

電離箱

100cm
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110cm
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透視時の散乱線測定の方法
撮影時の散乱線測定と同じように散乱線の測定を

行いました。透視条件はスライドの通りです。

方法１-②
撮影時の患者皮膚表面線量測定の方法

•胸部撮影時の撮影条件で、FFD120cm、被写体厚20cmとして患者皮膚
表面にあたるFSD100cmの位置で空間線量の測定を行った。

•測定を5回行いその平均値を算出し、次式より皮膚表面吸収線量を求め
た。

Ｄ（Ｇｙ）＝Ｘair×Ｂ×Ｆ×（ＦＣＤ／ＦＳＤ）２

Xair:空中照射線量
B：後方散乱係数(1.4)※
F：吸収線量変換係数(33.97)※
FCD：Ｘ線間焦点－線量計実行中心間距離
FSD：Ｘ線間焦点－入射表面間距離
FCD=FSD=100cm、FCD／FSD=1
※実効エネルギーを40keVと仮定

Ｘair(C/kg)＝Ｍ×Ｎｃ×ｋ１×Ｐion

Xair:空中照射線量

M：線量計の指示値
Nc：校正定数(0.97を使用)
k1：大気補正係数
k1＝(273.2＋T)×Po / (273.2＋To) ×P
T、P：測定時の気温22度、気圧1013hPa
Pion：イオン再結合補正係数

撮影時の患者皮膚表面線量測定の方法
胸部撮影時の撮影条件で、FFD120cm、被写体厚

20cmとして患者皮膚表面にあたるFSD100cmの位
置で空間線量の測定を行いました。

測定は５回行いその平均値を算出し、スライドの
式より皮膚表面吸収線量を求めました。

方法１-②
撮影時の患者皮膚表面線量測定の配置図

指頭型電離箱
Radcal 9015型
(6ccイオンチャンバー)FCD=FSD=100cm

撮影時の患者皮膚表面線量測定の配置図になりま
す。

方法１-① 撮影時の散乱線測定の結果
• 高さ100cm(生殖腺の高さ) • 高さ150cm(水晶体の高さ)

• 単位：μSv

術者

撮影時の散乱線測定の結果
単位はμSvです。術者の立ち位置は距離50cmの

赤枠の位置になります。
ポータブル装置の後ろになるとほとんど被曝せ

ず、全体的な測定値は距離が遠くなるほど低くなっ
ていっています。
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方法１-① 透視時の散乱線測定の結果
• 高さ100cm(生殖腺の高さ) • 高さ150cm(水晶体の高さ)

• 単位：mSv/h

術者

術者の位置の散乱線

195μSv/5分

透視時の散乱線測定の結果
単位はmSv/hです。撮影時の散乱線測定と同様

に距離が遠くなるにしたがって測定値が低くなって
おり、術者の立ち位置で５分透視を用いた場合195
μSvになります。

方法１-② 撮影時の患者皮膚表面線量の測定結果

測定回数 患者皮膚表面線量

1 10.59

2 10.69

3 10.61

4 10.63

5 10.63

平均値[mR] 10.63 

照射線量[C/kg] 0.0027 

皮膚表面吸収線量[mGy] 0.127
日本放射線技師会が定めている胸部単純撮影の医療被曝ガイドライン0.3mGy

撮影時の患者皮膚表面線量の測定結果
方 法 で 示 し た 式 か ら 皮 膚 表 面 吸 収 線 量 は

0.127mGyでした。

考察
方法１ 患者と術者等の被曝線量について

•隣のベッドまで2m以上の距離があり、散乱線は0.09μSv/回以下となり
非常に低くなるので、患者への散乱線の影響はほとんどない。

• スタッフも2m以上離れれば実効線量限度である50mSv/年には到達す

ることはない。

•単純撮影時の散乱線が、術者の立ち位置(距離50cm)では0.75μSv/回
であり、また透視を5分間用いた場合の散乱線は195μSvであるので透
視と比べて極めて少ない。

•患者皮膚表面線量は日本放射線技師会が定めている胸部単純撮影の
医療被曝ガイドライン0.3mGyを大きく下回っていた。

病室での撮影でも隣のベッドまで２m以上の距離
があり、散乱線は0.09μSv以下となり非常に低くな
るので、患者への散乱線の影響はほとんどありませ
ん。スタッフも２m以上離れれば実効線量限度であ
る年間50mSvには到達することはありません。

撮影時の散乱線が、距離50cmの術者の立ち位置
では0.75μSvであり、また透視を用いた場合の散乱
線は195μSv/ ５分であるので透視と比べて極めて
少なくなりました。

方法２-① 撮影の際の工夫

患者負担の軽減

(円背の強い患者等)

長時間固いFPDカセッテの上に寝た状態になるため、円背が

強い場合には、患者とカセッテの間にタオルやスポンジ等を
敷くことを考えた。

どの程度のものを敷けば痛みを改善できるのか、肘を背骨と
仮定して痛みの軽減がどのくらいになるか検討を行った。

撮影の際の工夫として、挿入中の15分以上は硬い
FPDカセッテの上に寝た状態になるため、円背が
強い場合には、患者とカセッテの間にタオルやスポ
ンジ等を敷くことを考えました。そして、どの程度
のものを敷けば痛みを改善できるのか、肘を背骨と
仮定して痛みの軽減がどのくらいになるか検討を行
いました。

方法２-① 患者負担の軽減

①FPDカセッテの上に、肘を1分間体重をかけた状態にした痛みを10とし

た場合、タオルやスポンジを敷いた際の痛みの軽減がどのくらいか評
価を行った。

②負担軽減に用いたタオルやスポンジがどの程度アーチファクトとして
画像に表れるかの確認を行った。

① ②

FPDカセッテの上に、肘を１分間体重をかけた
状態にした痛みを10とした場合、タオルやスポンジ
を敷いた際の痛みの軽減がどのくらいか評価を行い
ました。

また、負担軽減に用いたタオルやスポンジがどの
程度アーチファクトとして画像に表れるかの確認を
行いました。

タオル1枚 タオル2つ折り タオル4つ折り スポンジ

画像

痛みの強さ(5名)
7/8/6/8/3 
(平均6.4)

5/7/6/6/3
(平均5.4)

3/3/4/4/2
(平均3.2)

1/2/1/2/1
(平均1.4)

負担軽減に用いた
タオル、スポンジの

アーチファクト
(画像左半分)

今回タオル１枚、２つ折り、４つ折りにした状態
とスポンジを用いました。

タオルを４つ折りにするかスポンジを用いた場合
に痛みが半減しています。また、負担軽減に用いた
タオル、スポンジは特に目立ったアーチファクトに



― 437 ―

はなりませんでした。

方法２-② 血液付着等に対する改善方法

血液付着等を防止

中心静脈カテーテルの挿入には血液の付
着を考慮し、事前にシャワーキャップの装
着を行った。
さらに、シャワーキャップがアーチファクト
にもならないか確認を行った。

シャワーキャップの画像

血液付着等に対する改善方法として、カセッテや
タオル等を包むことができるシャワーキャップを使
用しました。そして、シャワーキャップがアーチファ
クトにもならないか確認を行い、特に目立ったアー
チファクトは見られませんでした。

考察
方法２ 撮影の際の工夫について

•円背が強い患者の場合タオルを4つ折りにするかスポンジ敷いた場合
がよく軽減できている。

• タオルやスポンジ、シャワーキャップは目立ったアーチファクトにならな
いため、使用するのにほとんど問題にならない。

• シャワーキャップは血液が付着したとしても、すぐに捨てられるため扱
いが非常に簡単である。

•今まで中心静脈カテーテル挿入にかかる約15分の間、カセッテを下に
敷いたままの状態で痛みを訴える患者がいなかったので、下にタオル
等は使用した経験はない。円背が強く負担が大きいようであればシャ
ワーキャップと4つ折りタオル又はスポンジを併用して使用し、そうでな
ければシャワーキャップのみ装着が適切だと考える。

円背が強い患者の場合タオルを４つ折りにするか
スポンジ敷いた場合がよく軽減できており、タオル
やスポンジ、シャワーキャップは目立ったアーチ
ファクトにならないため、使用するのにほとんど問
題になりませんでした。

今まで中心静脈カテーテル挿入している間、カ
セッテを下に敷いたままの状態で痛みを訴える患者
がいなかったので、下にタオル等は使用した経験は
ありませんが、円背が強く負担が大きいようであれ
ばシャワーキャップと４つ折りタオル又はスポンジ
を併用して使用することを考えています。

結語
• FPDを用いてカテーテルやワイヤーの先端を手技の途中で

瞬時に確認できることは、臨床上非常に有用である。

•散乱線の測定結果より、医療従事者の被曝が実効線量限
度を超えることは考えられず、患者の皮膚表面線量も数回
の撮影では極めて少ないことが確認できた。

•患者とカセッテの間に4つ折りタオル又はスポンジを敷くこと
で負担を軽減し、シャワーキャップを用いて血液付着を防止
することができる。

•当院では中心静脈カテーテル挿入以外にもテンポラリー
ペースメーカーの挿入を経験し、EDチューブの確認や挿管

の確認などへの応用が考えられる。

FPDを用いてカテーテルやワイヤーの先端を手
技の途中で瞬時に確認できることは、臨床上非常に

有用です。また、散乱線及び被ばく線量も極めて少
ないことが確認できました。

撮影時に患者とカセッテの間に４つ折りタオル又
はスポンジを敷くことで負担を軽減し、シャワー
キャップを用いて血液付着を防止することができま
す。

当院では中心静脈カテーテル挿入以外にもテンポ
ラリーペースメーカーの挿入を経験し、EDチュー
ブの確認や挿管の確認などへの応用が考えられると
思います。




