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はじめに 

放射線の利用には、医療にとどまらず工業、農業などにも幅広く用いられています。この小冊子は、 

おもに医療放射線についての理解を深めていただくための手助けになればと、編集いたしました。 

現在の臨床医学において放射線の応用範囲は多大であり、放射線なしでは診療を行っていけないと

言っても過言ではないほどに利用されています。その利用法としては、次のものがあります。 

 

1、X 線検査・診断 

2、放射線治療 

3、核医学(RI)検査・治療 

 

放射線の種類は多数あり、その中で一番利用されているのがＸ線です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1895 年レントゲン博士がエックス線を発見   1896 年ベクレルがウランから放射線を発見 

 

 

 

 

 

 

 

1898 年キューリー夫人がラジウムを発見 
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Ｘ線の生い立ち 

1895 年に、ウィルヘルム・コンラッド・レントゲン博士(1845－1923 年)

によって発見され、1995 年は、X 線発見 100 年の記念の年にあたり

ました。レントゲン博士は、1845 年 3 月 27 日ドイツのレンネップに 

生まれました。 

24 才で物理学を専攻し、49 才頃から陰極線の実験を始めました。 

そして 1895 年に実験中に色々の物をつきぬける不思議な光線を見

つけ、正体がわからないという意味で、この光線をＸ線と名づけまし

た。1901 年には、物理の分野で最も重要な発見をしたとして 

はじめてのノーベル物理学賞を授賞しました。博士の授賞の言葉に

「このＸ線の発見が認められたことは、全人類に役立つ科学の活動

に大きな励みとなるでしょう」とあります。博士の言葉どおりにまさに現在Ｘ線は、医学界をはじめ様々

な分野で有効利用されています。 

Ｘ線発見当初、多くの学者は彼の発見をたたえレントゲン線と呼びました。すなわち、レントゲン線とい

えばＸ線のことでありますが、放射線業務の領域では、誤解のもととなるのでレントゲンとはいわずに

正式にはＸ線といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 年ノーベル物理学賞受賞                   世界で初めてのＸ線写真 
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放射線の種類と性質 

◎種類           

                       X 線 

(制動Ｘ線、特性Ｘ線など、原子核外の現象に伴ってでる) 

        間接電離放射線               

                       γ線 (原子核のエネルギー状態の変化に伴って出る) 

               

中性子線 (原子炉・加速器ラジオアイソトープ等 

を利用してつくられる。) 

 

                       β-線(原子核から放出される電子) 

放射線 

β+線(原子核から放出される陽電子) 

                       

電子線(加速器でつくられる) 

 

直接電離放射線   α線(原子核から放出されるヘリウム原子核 

 

陽子線(加速器でつくられる) 

 

重陽子線(加速器でつくられる) 

 

種々の重イオンや中間子線(加速器でつくられる) 

◎性質 

１.透過作用(種類によって透過力は大いに異なる) 

２.蛍光作用(ある物質にあたると蛍光を発生させる) 

３.写真作用(写真フィルムを感光させる) 

４.電離作用(物質を透過するさい、その物質を作っている原子や分子 

        にエネルギーを与え原子や分子から電子を分離させる) 

 

※医療現場では、この放射線の作用を上手に利用しています。 

透過作用、蛍光作用、写真作用を利用して X 線検査、X 線 CT 検査が行われています。  

細胞の増殖を抑えかつ壊死させる効果を持つ電離作用を利用し、放射線治療が行われています。 
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放射線と放射能 

(同じモノと思われがちです。) 

放射線と放射能の関係を電灯と光線の関係にたとえてみると、放射線は、電灯からの光線に相当し、

放射能は電灯がもっている光線を出す能力、性質ということになります。つまり、放射能は放射線を 

出す能力、性質ということになります。 

             

 

放射線 

 

 

放射性同位元素 

                    （放射能） 

明るさのこと 

                                                         

 

 

 

                    

放射能は時間とともに減少していきます。その様子は、懐中電灯をつけっぱなしにしていると電池の 

消耗とともに光が弱くなりやがては消えてしまうこととよく似ています。 

 

放射線漏れ 

放射線漏れの場合は、漏れ口をふさぐことで解決できます。 

この場合、ドアを閉めれば OK です。 

放射能漏れ 

放射能漏れの場合は漏れ口をふさいだだけでは解決しません。 

一旦外に出た放射性物質は放射能がある限り放射線を出しつづけます。 

この場合は放射性物質の広がりを防ぐとともに、近くに寄らないことが肝心です。 

 

放射線による利益と害 

放射線を浴びることによる害よりも、検査によって病気を探すという利益の方がずっと多い。 

医療では患者さんの利益が十分大きいと予想される場合にのみ放射線を利用します。 
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放射線に対する感受性 

 

人体組織の放射線感受性については、次の法則が知られています。 

(ベルゴニー・トリボンドーの法則) 

1、細胞分裂の頻度の高いものほど 

2、将来行う細胞分裂の回数が多いものほど 

3、形態および機能が未分化のものほど 

組織の放射線の感受性は、高くなる傾向がある。 

(妊娠中の胎児や乳幼児、子供のように成長期にあるものは感受性が高い) 

具体的に身体の部位についてみると、 

1、感受性の高いもの       *造血器官(骨髄)・生殖腺 

2、中程度の感受性のもの   *皮膚・腸上皮・眼など 

3、感受性の低いもの      *筋肉・神経など 

 

 

 

 

放射線に関する単位には、たくさんの種類

があります。その中でも人体への影響を表

す場合は、 

「シーベルト(Ｓｖ)」 

と言う単位が使われています。平均すると

人は 1 年間に約 2.4 ミリシーベルトの自然放

射線をあびています。 

 

自然放射線とは？ 

宇宙から絶え間なく、降りそそぐ放射線や 

大地からも放出される放射線のことです。 

 

 

 

 

出典/放射線医学総合研究所調べ等による 
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エックス線検査の危険度はどれくらい？ 
 

エックス線検査の危険度は、被曝したときの年齢、被曝線量、および被曝した体の部分によって大きく

異なるのが特徴です。年齢は若いほど、線量は多いほど、被曝した部分が生殖線や骨髄（造血臓器）

が含まれるほど危険度は増すといえます。 

しかし、エックス線検査は、受けたあなた個人の危険度をすぐ評価することはできないのです。エックス

線検査のように放射線量が低い場合は、公衆の集団を想定しその中から統計上の計算によって推定

する方法で危険度を求めます。その推定計算によりますと、全身に１ミリシ－ベルトを被曝すると、致死

性のがんの発生する確率（頻度）は１０万人に１人以下といわれております。しかし、エックス線検査で

は全身に照射することはなく、検査をする部分に限定されますから、その危険はさらに低くなります。 

 

私たちの生活環境には、様々な危険や健康を害するものがあります。人間の一生のうちで有害と考え

られるものがどの程度寿命を縮めるかについて、損失日数として比較してみると下の表のようになりま

す。特に喫煙、 肥満、アルコールなどは危険度が高いといわれています。 

また、X 線検査によって発見された病気の治療による延命ということを考慮に入れると、その日数は 

ますます少なくなると思います。 

一般的に放射線を利用した検査や治療は非常に危険度が高いと思われがちですが、適切な使用方法

が守られている限り危険度は決して高いものではありません。 

 

表 寿命の短縮からみたリスクの比較 

原因         寿命の短縮（損失日数） 

コーヒー                   ６日 

Ｘ線検査による被曝            ６日 

自然放射線                 ８日 

酒（アルコール）             １３０日 

自動車事故               ２０７日 

たばこ（女）                ８００日 

肥満（20%）                ９００日 

たばこ（男）              ２２５０日 

                                （BERNARD.L.COHEN I-SING.LEE による） 

 

この様なことから現在の医療において放射線の利用は必要不可欠なものとなっています。放射線によ

るわずかな危険を心配し、病気の発見や治療が遅れ生命を失うようなことがあってはならないのです。

医師や診療放射線技師から説明を受け、安心して放射線による検査や治療を受けてください。
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診療放射線技師の業務とは？ 
病院などでの診療放射線技師は、およそ次の１０種類の業務をしています。これらの業務には， 

放射線を利用する画像検査や放射線治療のほかに、磁気や超音波など放射線を使わない検査も 

含まれております。 

診療放射線技師は，医療行為として放射線（エックス線など）を患者さんに照射することを業とする他 

ほか、放射線の危険度やその防護の方法など、放射線管理の専門的な知識と技能を備えた職業人 

なのです。危険だ！不安だ！と思われる放射線を正しく管理し、より安全に最小限の放射線を最大 

限の医療情報として患者さんのお役に立てるように提供しています。 

放射線を利用する検査・治療 

胸部・腹部・骨撮影 Ｘ線ＣＴ検査 血管造影撮影 集団検診 胃・腸バリウム透視  

放射線治療 アイソト－プ（ＲＩ）検査 骨密度検査 乳房検査 

 

  胸部・腹部・骨撮影装置       Ｘ線 CT 撮影装置       放射線治療照射装置      ＲＩ検査装置 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   血管造影撮影装置        Ｘ線 TV 撮影装置       骨密度測定装置             乳房撮影装置  
 

放射線を利用しない検査 

磁気共鳴画像（ＭＲＩ）検査 超音波（ＵＳ）検査 無散瞳法眼底撮影 

 

 

 

 

 

 
           MRI 装置                  超音波検査装置          眼底カメラ撮影装置 
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１ Ｘ線写真の概要 

レントゲン博士が最初に発見した、見えない光線、Ｘ線を使用

した皆さんに一番なじみのある検査です。健康診断の胸のＸ

線写真や、ケガをしたとき骨折の有無を調べる検査で、誰で

も一度は経験していると思います。 

現在では、整形外科領域でスポーツ医学が発達しその 

撮影技術も大変複雑になってきています。 

また、乳がんの発見に有用とされる乳房撮影、歯科で 

撮影するパノラマ撮影などもあります。 

体内の骨や臓器の状態を最も手軽に画像情報として得る 

ことができますが、放射線の宿命である放射線被曝が 
                                                          胸部Ｘ線写真 

伴います。現在では、そのリスクも最小限に押さえる 

努力を我々、診療放射線技師が行います。一般的に診断領

域のＸ線検査では放射線障害の心配はいりませんが、専門

医の適切な診療を胸部 X 線写真で受けることが望まれます。 

最近では、Ｘ線写真もデジタル化されてきて、１枚の 

写真で骨だけでなく、筋肉の情報や輪郭がわかるように変換

して画像を出すことが可能となりました。 
                                      
 

足関節のＸ線写真 

写真撮影時には、撮影範囲の金属類は画像診断の妨げになりますので外していだくことになります。 

また衣服の金具やプリントなども、異常陰影になる場合がありますので、診療放射線技師が 

ご案内させていただきます。 

 

 

 
 
  

           歯科パノラマ撮影                            腰椎Ｘ線写真 
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２ 乳房撮影検査の概要 

乳房撮影検査(マンモグラフィ検査)とは 

この検査では、触診だけでは見つからない小さな病変も写し出すことができるので乳がんの早期発見

にとても効果を発揮します。現在、乳癌は女性の３０代～６０代で罹患率（病気にかかる率）１位となっ

ています。３０人に１人は乳癌になる程です。しかし、早期発見・早期治療すれば治らない病気ではな

いのです。胸部や骨などの普通のＸ線写真と違って乳房のように柔らかい物を写し出せる専門の機械

で検査します。撮影は、施設により異なりますが通常、２方向撮影を行います。

方法は、左右の乳房を片方ずつ機械に直接載せて圧迫板で押さえて平らに

して撮影します。圧迫することで乳房の中の構造を鮮明に写し出すことができ、

Ｘ線の量も少なくできます。 

ただし、人によっては圧迫時痛みを感じる方もいます。すぐそばで圧迫板を動

かしますので痛かったら診療放射線技師に伝えてください。 

           頭尾方向（CC）                  内外斜位方向（MLO）              

 

 

 

 

 

 

３ 骨塩定量検査の概要 

骨塩定量検査とは 

骨の中にあるカルシウム、マグネシウムなどのミネラル成分がどのくらいの量があるかを測定します。

このミネラル成分が不足し骨の密度が低下すると骨に鬆（す）が入った状態となり、骨がもろく骨折しや

すくなります。その状態を骨粗鬆症といいます。原因としては、加齢、閉経、カルシウムなどの摂取不足

運動不足などがあります。骨粗鬆症の検査の１つとして骨密度測定があります。測定にはいくつも方法

があり、代表的な方法に X 線を使用して腰椎、股関節、全身の骨密度を測定する方法や超音波により

測定する方法があります。どちらも短時間で手軽に骨密度を調べる事ができます。 

             腰の測定と解析結果                     股関節の測定 
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４ 消化管造影検査の概要 

消化管造影検査とは 

健康診断でおなじみのバリウムや、その他の消化管造影剤を使った、

食道・胃・十二指腸大腸等の検査を総称して言います。消化管の内

側に造影剤を塗り付けることによって、Ｘ線写真に写し出された形か

ら病状の診断を行います。 

内視鏡検査(ファイバースコープ)により直視した状態や、組織検査

(生検)により、確定診断を行い、治療方法を決定します。 

検査の内容 

検査は食物が通過し消化吸収される臓器の形状で診断するため、

食事制限があります。                                    上部消化管検査（胃透視） 

胃の検査等では、食事制限の他に、消化管の動きを止める薬の 

注射や、消化管をふくらませる薬、 (発泡剤)の飲用、またバリウムを

早く排世するために、下剤の飲用も必要になります。 

最近では、量も少なくまた、少量でも輪郭がはっきりするバリウムを

使用していますので、一昔よりも大変飲みやすくなっています。 

 

５ 血管造影検査の概要 

血管造影検査とは                               

カテーテルと呼ばれる細い管を使って                          注腸Ｘ線検査 

血管内に造影剤を注入し、その流れを X 線で

連続的に撮影する検査です。最近では 

それらの画像のほとんどがデジタル化され、血

管だけを描出する工夫がされています。 

人体内のあらゆる臓器の血管を選択的に 

描出し、各種の検査による診断結果の確定や

薬剤注入などによる治療を行っています。            

脳血管造影Ｘ線写真 

治療を目的とした検査 

近年・血管内治療を目的としたカテーテルの目覚ましい開発によりさまざまな治療を検査と平行して 

行うようになりました。 

心筋梗塞の治療では、血管内に風船を入れ狭くなった血管を拡げて、脳動脈瘤の治療では瘤の中に

金属製のコイルなどを詰め、動脈瘤の破裂を防ぎます。このほかにも抗がん剤の直接注入等多岐に

わたる治療が行われています。検査は、入院が必要となりますが、内容によっては日帰りで行う場合も

あります。 
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６ ＣＴ検査の概要 

ＣＴ検査とは 

今では大変知られた検査になっていますがその診断能力と検査の

迅速性は非常に優れたものがあります。人体の臓器や組織を、 

Ｘ線を利用して輪切りの状態で画像にする装置の代表格です。 

近の検査の多くが造影剤を使用する前と後で撮影しその画像の

変化による診断で飛躍的な診断能力の向上が図られています。 
                                                                       

Ｘ線ＣＴ検診車 

近では、いろいろな方向の断面像や立体像を作る装置も、多く

の病院に設置されています。 

撮影にかかる時間も、日々短縮されまた一度の検査で、多くの 

情報を得ることができるようになりました。 

また一般胸部Ｘ線写真に代わり、ＣＴ装置搭載の検診車による

肺がん検診も行われていて、その発見率は１ｃｍ以下の肺がんも

発見でき、早期発見に努めています。 
                               

 

CT 検診で発見された肺がん 

検査の内容                          

造影剤を使用する場合、検査前 1 食の食事制限を受けます。 

また腹部検査の場合は造影剤を使用しない場合も禁食が望ましく

なります。 

ただし、極端な水分制限は行いません。脱水状態での造影剤使用

は好ましくありません。水や、ぬるま湯程度は飲んでかまいません。

(技師、看護師に問い合わせ下さい) 

検査はＸ線を用いるため、検査部位にあたる部分の貴金属や財布、

金属製のボタン等も検査の邪魔になります。 

                                                     検診後精査で発見された肺がん 

近ではほとんどの病院で、検査衣に着替えていただくようになりました。 

造影剤の注射も機械を使って一定の速度で薬を注入します。 

薬による副作用が起きた場合は医師が迅速に対応する準備が整っていますので心配はいりません。

ＣＴ検査は、検査部位によっては、MRI 検査や超音波検査と併用することにより、診断能力が高まりま

す。 
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７ ＭＲI 検査の概要 

ＭＲI 検査とは 

電波と強力な磁石の力を利用していて、放射線を

利用した X 線や CT 検査などでは得にくい情報で

ある人体の組織を画像化しています。少し具体的

に言いますと、体内に存在する水素原子を磁石に

よって揺り動かし、発生してくる信号を受信してこ

れを画像化しています。検査中は装置よりさまざ

まな少しうるさい音がします。「ゴーンゴーン」「カン

カンカン」というような高い連続音が聞こえます。場

合によっては非常に大きな音になりますが、びっく

りしないで下さい。これは磁場を発生している磁石

の発する音です。正常な音ですが、検査を受けて 

いる人が機械の故障と誤解することがあります。    

               

 MRI 検査はＣＴなどのＸ線検査ではわかりにくい軟部や微細な組織（膝の半月板や脊椎の椎間板、婦

人科領域の子宮など）の診断に威力を発揮します。また、ＣＴとは違って造影剤を使用せずに血管を撮

像できる撮影方法があります（これはＭＲＡと呼ばれていますが、部位や範囲によってはより鮮明に写

すために少量の造影剤を使用する場合があります）。脳ドックでは主要な血管の動脈瘤の発見に非常

に有効な検査であります。強力な磁石を使っていますので、心臓ペースメーカー装着者は誤作動が生

じますので検査が出来ません。その他に体内に金属が入っている方については問診が重要となります。

現在では、人工骨頭やステントなど MRI 対応の金属（チタンなど）を利用して手術、治療を行ったりする

こともありますので検査が可能になることもありますし、その反面で身近な化粧品やカラーコンタクトレ

ンズなどに金属材料が混入している場合は軽い火傷や傷がついてしまう危険がありますので詳しくは、

検査のときに主治医や診療放射線技師に相談してみてください。よって、軽装になって検査をいたしま

すので身につけている貴金属類やキャッシュカードのような磁気製品をはずしたり、持ち込まないよう

にしていただきます。 

 

MRA（撮影時間約５分）                        膝関節の矢状断面        

腰椎矢状断面像 
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近の MRI 技術 

近年、MR 装置の高精度化により、良質な画像が短時間で撮像できる様に

なり、また新しい撮像方法も開発され、今まで MR 検査が困難としてきた動

き（心拍動、呼吸動、体動など）を制御して、より詳細な腹部・心臓の検査が

可能となりました。腹部においては、内視鏡検査で施行していた胆管・膵管

の描出を現在では、MRI でもできる様になりました。（MRCP）。 

                                              

救急の現場では、拡散強調画像（diffusion MRI）が登場してから急性期脳梗

塞診断のために、MRI が積極的に活用され、診断におおいに貢献しています。 

 

右の画像は、急性期脳梗塞での CT 画像と 

MRI で撮像した diffusion 画像です。 

CT では、急性期（発症２～３時間）の、梗塞 

部位（血管が詰まった所）は画像上、見えに 

くいのですが、MRI では発症後、短時間での 

梗塞部位の描出ができる様になりました。 

それにより早期に発見ができ迅速な治療が可能

となりました。 

MRI の技術革新は目覚しく急速に進歩しています。その中で私達放射線技師も装置の性能を十分に 

発揮させ質の高い安全な検査の提供を行っています。 

 

８ ワークステーション（画像処理装置）の概要 

ＣＴやＭＲＩなどで撮影したデータを元に３次元画像の作成や任意の断面

の描出が、この装置で作成する事ができます。得られた画像をあらゆる方

向に回転させ観察を行なうことでより詳細な情報収集を行います。主に手

術前の計画や手術後の評価、経過観察などにも利用しています。 

ＣＴやＭＲＩで撮影された画像は２次元表示（輪切り画像）ですがそのデー

タを元に３次元処理を行なう事で立体的な画像を作り出す事が可能です。 

 

救急搬送時の CT 画像 救急搬送時の diffusion 画像 

MRI による胆管・膵管撮像 

３次元処理 ２次元画像 
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９ 超音波検査の概要 

超音波検査とは 

人の耳に聞こえない高い周波数の音を超音波といいます。

超音波を観察部位にあて、その反射を画像化して 

診断する検査です。反射をとらえることから、一般に 

エコー検査と呼ばれます。肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・ひ臓

などの腹部臓器、甲状腺・乳房などの表在臓器や心臓など

の診断に重要です。なかでも胆石や早期肝臓がんの発見

に有用です。 

人体に無害な検査 

検査は、視察する皮膚面と音波を出す探触子の間に空気

が入らないようにゼリーやクリームなど水分を含んだものを

塗ります。探触子を検査部位にあて動かしながら、音波の反

射像を画面に出して観察します。ほとんどあお向けで検査し

ますが、必要に応じて体の向きを変えたりします。人体には

まったく無害で苦痛もありません。 

そのため胎児の観察も盛んに行われています。 

 

 

１０ 眼底写真の概要 

眼底写真とは 

私たちの瞳孔(瞳)は、通常暗黒に見えますが瞳孔そのものが黒いためではなく、眼球全体が一つの暗

箱となっているためです。ふつう瞳孔を覗き込んでもなにも見えません。 

瞳孔から眼球の中に光を入れて眼球の奥(眼底)を観察しようとするのが、眼底写真です。 

人の血管は、通常見ることはできません。 

しかし、眼底を見ることによって、その人の血管を直接観察することが可能となります。 

血管を直接観察し、その血管の形状(色や形、走行の仕方)を

知り病気の有無や、病気の進み方の診断に役立てようと 

するのが、眼底検査です。 

眼底検査では単に目の病気だけなく、高血圧や糖尿病の 

診断と治療に貢献しています。 

我々診療放射線技師は、無散瞳(薬等で瞳孔を開いたりしな

い)方式での検査を行っています。 

 

眼底カメラで撮影したもの
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１１ 放射線治療の概要 

放射線治療とは 

放射線（Ｘ線・電子線・ガンマ線・陽子線など）を照射して腫瘍

を縮小・消失させる事を目的とした治療法です。 

放射線治療には、リニアック装置やコバルト装置のように、か

らだの外側から治療する方法と、ラジウムやイリジウムなど

の放射性同位元素を使って、からだに刺入して治療する方法

があります。しかし大量の放射線を腫瘍に照射するので、ま

わりの正常細胞にも多少影響が出てくる可能性があります。

例えば、頭部に放射線を当てれば脱毛、ロ腔内であればロ

内炎、腹部であれば吐き気や下痢などです。通常の放射線

治療には通常 4 週間から 6 週間と時間がかかります。 

                                                          

定位放射線治療とは 

近年、装置の高性能化と品質管理が向上して、多方向からの

放射線をより腫瘍に集中させる方法が出来るようになってきま

した。通常の放射線治療に比較して周囲の正常組織への線量

を極力減少させることが可能です。定位放射線照射では、患者

さまに対しての固定フレームなどの使用や装置の品質管理を

充分に行い、数 mm 単位の精度で照射分布が管理されていま

す。定位放射線照射装置のひとつとして、ガンマナイフがありま

す。ガンマナイフとは、２０１個のガンマ線が病巣に集中して放射線ガンマナイフ治療を行う頭部専用の

装置です。ナイフといいますが、腫瘍を手術で切るわけではありません。ガンマナイフは、動静脈奇形、

原発性良性脳腫瘍、転移性脳腫瘍、手術的操作が難しい頭蓋底腫瘍、振戦などに利用されています。

リニアック装置での定位放射線治療もあり、脳以外の病巣として頭頸部や肺の病巣（肺がんや転移性

肺腫瘍）などに実用化されており、他の部位でも治療がはじまっています。 

すべての腫瘍を放射線治療で治せるとは限りません。どうしても手術が必要な場合もあり、がんの種

類や進行状況により放射線治療医が的確に治療法を選択し治療計画を立てて、診療放射線技師など

がその治療計画を分析・検証してから治療が開始されます。 

                            ガンマナイフの実際 

                              転移性脳腫瘍 

                            

 

                           

                                                

                        治療時     ３ヶ月後 
                                                      

病巣
縮小・消失 

リニアック装置 
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１２ ＲＩ検査とは 

ＲＩ検査の名称は病院によりラジオアイソトープ検査または核医学検査と

呼ばれていますが内容はまったく同じものです。ＲＩ検査はラジオアイソト

ープ(放射性同位元素)を用いる検査で、ラジオアイソトープとは放射線

を出す物質のことを言います。 

これを飲むか、注射することにより目的の臓器にラジオアイソトープが集

まります。そこから放出された放射線を、専用の装置で測定して組織、 

臓器や病巣の働きを観察することができます。     

検査は、ほとんどベッドに寝ているだけですが、検査の種類によって所

要時間が異なります。 
 

体の中にラジオアイソトープをいれて心配はないのか。 

検査に使うラジオアイソトープの量は微量(胸の X 線撮影と同程度かそれ以下)で短時間に、自然消失

し体外に、排世されてしまうため心配ありません。またラジオアイソトープによる直接の副作用は、ほと

んどありませんが、検査に必要な負荷薬剤による頭痛や動惇が起きる場合があります。 

 

ＰＥＴ検査とは 

Positron Emission Tomography(ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝ ｴﾐｯｼｮﾝ ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨｰ)の略語で、日本語では陽電子放射断層 

装置と言います。まず、陽電子（ポジトロン）を放出する検査薬を体内に注入し、その検査薬から放出さ

れた陽電子が周囲の電子と結合した時にガンマ線を 180°方向に放出します。その放出されたガンマ

線を検出する事により、細胞の活動状況を画像として表示する検査です。 

ＰＥＴ検査で何がわかるのか 

現在、ＰＥＴで主に行われている検査は１８Ｆ－ＦＤＧという検査薬を使った検査です。この検査薬はブド

ウ糖とほぼ同じ構造のため、ブドウ糖の代謝を画像として表示できます。正常細胞と癌細胞を比べた

場合、癌細胞では正常細胞に比べ３～８倍のブドウ糖を消費すると言われています。このブドウ糖代

謝の画像により早期の癌を発見することが可能となりました。 

ＰＥＴ検査の特徴 

① 早期発見 ： 従来の診断機器では発見しにくかった１ｃｍ程度の癌を発見できる。 

② 全身の検査が可能 ： ＣＴ、ＭＲＩでは癌の可能性の高い部位に対し検査を行っているが、ＰＥＴで

は１回で全身の検査ができます。転移の有無等の検査に有効です。 

③ 安全性の高い検査 ： ＰＥＴでは放射性の薬剤を投与しますが、被曝量は、胃のバリウム検査とほ

ぼ同等と言われています。放射性物質は約２時間後には半分になり尿中の排泄もあるため翌日に

はほとんど体内には残りません。 

ＰＥＴ検査の限界 

ＰＥＴでも極小さい癌（ミリ単位）の発見は残念ながらできません。また癌以外の病気にも集積してしま

います。またＰＥＴが得意な癌、そうでない癌があります。 

ＰＥＴ検査が得意な癌 ： 肺癌、乳癌、食道癌、大腸癌、悪性リンパ腫、黒色腫 など 

ＰＥＴ検査が苦手な癌 ： 早期癌、腎癌、膀胱癌、前立腺癌 など 

ＲＩ装置



 17

【参考資料】医療で受ける放射線の量 

放射線検査・診断でうけるときの、放射線の量は次のようになります。 

 

診断・検査 診断部位 診断 1 件当たりの実効線量当量(mSv) 

頭部 0.05 

胸部 0.06 

胃 2.7 

バリウム注腸 4.3 

腰椎 1.5 

膀胱 1.9 

撮影 

股関節 0.32 

胸部 0.30 
集団検診 

胃 4.1 

頭部 0.49 

胸部 6.8 CT 

腹部 3.8 

頭部 0.27 

胸部 2.4 

胃 2.8 

バリウム注腸 4.2 

腰椎 3.7 

膀胱 3.0 

透視 

股関節 2.3 

口内法 0.029 
歯科 

パノラマ撮影 0.043 

核医学（RI) 診断 4.3 

 

*人体が放射線を受けたときの影響の度合いは実効線量当量(一部の組織が受けた放射線を、 

全身への影響として換算できるようにした線量)で表し単位はシーベルト(Sv)を用います。 

1000mSv=１Sv 
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質問にお答えします 
 

Ｑ:生理がないので妊娠している可能性があるのですが、胸部撮影をしても大丈夫ですか 

Ａ:胸部撮影の場合は、下腹部を充分に防護できるため、胎児への影響はほとんどありませんが、 

急がない場合は、月経開始後 10 日以内の検査をお勧めします。 

腹部や骨盤などの撮影は緊急検査以外避けてください。 

 

Ｑ:妊娠中のＸ線検査は、大丈夫ですか? 

Ａ:妊娠の時期と検査内容によって違います。 

直接胎児がＸ線を被曝する腹部撮影や消化管撮影は、できれば避けた方がよいでしょう。骨盤計測と

いって児頭と骨盤の出ロの大きさを計測する検査では、被曝線量を最小限に押さえるようにしています。

胸部 X 線撮影は、鉛で防護し胎児が被曝しないようにしています。 

 

Ｑ:乳児に母乳を与えているが、胸部撮影をしても子供に影響はありませんか? 

Ａ:放射線が体内に蓄積され母乳とか体から放射線をだすことはありません。 

従って子供への影響は全く心配いりません。 

 

Ｑ:Ｘ線検査は、月にどれくらい受けてもよいでしょうか？ 

Ａ:回数はできるだけ少ない方がよいのですが、一回に受ける放射線の量は極わずかですので、妊娠し

ている女性以外はまず心配ありません。数回撮影することで病気を早く見つけ、早期治療ができる等、

あなたの利益は X 線被曝による損失よりも、はるかに大きいと考えます。 

しかし、心配な原因をつくらないために検査を受ける前に医師または診療放射線技師に良く相談してく

ださい。 

 

Ｑ:病室で X 線写真を撮るとき、周りの人には影響ないのですか？ 

Ａ:病室での X 線撮影において周囲に影響を及ぼすものといえば、撮影の際に発生する散乱線があり

ます。この散乱線は、撮影のためのX線（直接線）が人体を透過するさいに人体を構成する分子との衝

突などで散乱したＸ線で、エネルギーが低くそう遠くまでは到達しません。数々の実験や測定が行われ

ており、現在では最低でも 2ｍ離れれば影響がないとされていますし、胸部の撮影では 50cm 離れれば

良いともいわれています。ですから、仮に同室だとしても心配はいりません。 

 

Ｑ:放射線検査を受けると子供が生まれなくなる事はありますか? 

Ａ:通常の放射線検査では、全く心配ありません。 

私たちのように毎日放射線の取扱い作業をしている者でも子供が生まれなくなるという心配はありませ

ん。 
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Ｑ:放射線は身体に残りますか？ 

Ａ:放射線を浴びると、その放射線はいつまでも体の中に残るのでは、との疑問がありますが、放射線

の被曝という現象は熱とか太陽光線を受けるのと同じで体に残ることはありません。体に残るとすれば、

それは放射線ではなく放射線の影響なのです。放射線を被曝した細胞は損傷を受けることがあります。

この細胞は何回かの細胞分裂ののち死亡します。影響を受けた細胞が死に絶えてしまえば、放射線

の影響も残らないことになります（健康な細胞もいずれは老化して死滅しますが、これは放射線で損傷

を受けた細胞も同じです。）。 

一方，放射性同位体（ＲＩ）を体内に投与することもあります。その結果、体内から体外に放射線を出し

ますが、この性質を利用して行うのがアイソト－プ検査です。この検査には体内から短時間で消滅して

しまう半減期の短いＲＩが使われます。 

 

Ｑ:放射線検査を受けると奇形児が生まれる心配はありませんか? 

Ａ:放射線以外にも遺伝的障害を引き起こす原因は多数あります。 

妊娠していない時期のＸ線撮影により奇形児が生まれる確率が増すことはないでしょう。しかし、妊娠

初期(およそ妊娠 3 か月まで)の放射線被曝は奇形児が生まれる確率を高めるため、できるだけ避けな

くてはなりません。 

 

Ｑ:ＲＩ検査による身体への影響はどうですか? 

Ａ:薬による副作用の心配はありません。一般に胸や胃の X 線検査と同じかそれ以下になります。放射

性物質は時間とともに少なくなり、体外に排出されますので身体への影響については心配ありません。 

 

Ｑ:乳児に母乳を与えているがＲＩ検査をしても子供に影響ありませんか? 

Ａ:ＲＩが完全に体外へ排出されるまでは授乳をさしひかえられた方がよいでしょう。少量とはいえ、母乳

にＲＩが含まれる可能性があり、子供が放射線被曝を受ける危険があります。授乳停止期間について

は、医師または診療放射線技師に相談してください。 

 

Ｑ:放射線に対する不安がどうしてもあって診察を受ける事が怖いのですが? 

A：診療放射線技師は放射線に関する知識を養成学校の教育により、充分備えて職務を行っています。

ですから不安である放射線をより正しく安全に利用し、最小限の放射線を、最大限に患者さんの医療

情報として役立つように提供しています。放射線に関して不安のある方は、まず診療放射線技師のい

る医療施設での受診をおすすめします。 
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診療放射線技師養成校一覧 

平成 19 年 4 月現在 

 

＊１ 自衛隊中央病院診療放射線技師養成所：この養成所は自衛隊員の中から募集養成し、卒業後は各陸・海・空自衛隊

の医療部門に派遣する制度をとっているので直接入学することはできません。 

 

学校名 住所 電話番号 

大学 

国立  

北海道大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 

弘前大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻  

東北大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 

新潟大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻 

金沢大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻 

名古屋大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻  

大阪大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻 

岡山大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻 

徳島大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻   

九州大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 

熊本大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 

公立 

茨城県立医療大学 保健医療学部放射線技術科学科  

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学科 

東京都立保健科学大学 保健科学部放射線学科 

広島県立保健福祉大学 放射線技術科学科  

私立 

国際医療福祉大学 保健学部 放射線・情報科学科  

日本医療科学大学 保健医療学部 診療放射線学科 

駒澤大学 医療健康科学部 診療放射線技術科学科 

北里大学 医療衛生学部医療工学科診療放射線技術科学専攻 

岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科 

藤田保健衛生大学 衛生学部 診療放射線技術学科  

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科  

広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科  

 

短期大学 

私立  

京都医療技術短期大学 診療放射線技術学科 

川崎医療短期大学放射線技術科  

 

専門学校 

国立  

自衛隊中央病院 診療放射線技師養成所*1 

私立  

城西医療技術専門学校 診療放射線学科 

城西放射線技術専門学校 診療放射線学科 

中央医療技術専門学校 放射線科  

東京電子専門学校 診療放射線学科  

専門学校東洋公衆衛生学院 診療放射線技術学科 

帝京大学付属放射線学校 放射線技師養成科 

昭和大学診療放射線専門学校  

東海医療技術専門学校 診療放射線科  

近畿医療技術専門学校 放射線科  

大阪物療専門学校放射線科  

清恵会第二医療専門学校 放射線技師科  

神戸総合医療介護福祉専門学校 診療放射線科  

NBU メディカルカレッジ専門学校 診療放射線科  

鹿児島医療技術専門学校 診療放射線学科  

 

 
 
〒060-0812 北海道札幌市北区北 12 条西 5 

〒036-8203 青森県弘前市本町 66-1 

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町 2-1 

〒951-8518 新潟県新潟市旭町通 2-746 

〒920-0942 石川県金沢市小立野 5-11-80 

〒461-8673 愛知県名古屋市東区大幸南 1-1-20 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-7 

〒700-8558 岡山県岡山市鹿田町 2-5-1 

〒770-8509 徳島県徳島市蔵本町 3-18-15 

〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1 

〒862-0976 熊本県熊本市九品寺 4-24-1 

 

〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見 4669-2 

〒371-0052 群馬県前橋市上沖町 323-1 

〒116-8551 東京都荒川区東尾久 7-2-10 

〒723-0053 広島県三原市学園町 1-1 

 

〒324-0011 栃木県太田原市北金丸 2600-1 

〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原 1276 

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 1-23-1 

〒228-8555 神奈川県相模原市北里 1-15-1 

〒501-3892 岐阜県関市市平賀字長峰 795-1 

〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町 1-98 

〒510-0293 三重県鈴鹿市岸岡町 1001-1 

〒724-0695 広島県賀茂郡黒瀬町学園台 555-36 

 

 

 

〒622-0041 京都府船井郡園部町小山東町今北 1-3 

〒701-0194 岡山県倉敷市松島 316 

 
 

 

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 1-2-24 

 
〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原 1276 

〒171-0044 東京都豊島区千早 1-10-26 

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-5-12 

〒170-8418 東京都豊島区東池袋 3-6-1 

〒151-0071 東京都渋谷区本町 6-21-7 

〒173-8605 東京都板橋区加賀 2-11-1 

〒173-8605 神奈川県横浜市都筑区荏田東 4-10-5 

〒444-0802 愛知県岡崎市美見合町字平端 24-45 

〒531-0061 大阪府大阪市北区長柄西 1-7-53 

〒593-8328 大阪府堺市鳳北町 3-33 

〒590-0026 大阪府堺市向陵西町 4-214 

〒654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘 7-1-21 

〒870-0022 大分県大分市大手町 1-1-45 

〒891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町宇都口 5417-1 

 

 
 
011-716-2111 

0172-33-5111 

022-717-7905 

025-227-2353 

076-265-2500 

052-723-1111 

06-6879-5111 

086-251-7193 

088-631-7397 

092-642-6672 

096-373-5456 

 

0298-40-2111 

027-235-1211 

03-3819-1211 

0848-60-1126 

 

0287-24-3200 

049-294-9000 

03-3418-9111 

0427-78-9760 

0575-22-9401 

0562-93-2504 

0593-83-8991 

0823-70-4541 

 

 

 

0771-63-0066 

086-464-1033 

 

 

 

03-3411-0151 

 

0492-95-3211 

03-3973-6346 

03-3691-1879 

03-3982-3131 

03-3376-8511  

03-3964-1211 

045-949-7340 

0564-51-2588 

06-6358-9271 

0722-64-8663 

0722-22-6226 

078-795-8000 

097-533-9200 

099-261-6161 
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