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墨東病院 
テーマ名   Kindness ER ~患者と技師にやさしい撮影室を目指して～ 

サークル名 補助 Good！ 
メンバー名 放射線科 ◎佐々木三千代 福田祐二 大友淳 杉村英祐 佐藤信也 

○植木貴道 小川貴徳 
 
1. テーマ選定理由 
新棟の救急外来(Emergency room: ER)が稼働して 5 年が経過した。我々は患者さん一人ひとりの状

態を考慮した撮影を行っているが、痛みが激しい患者さんや小児を撮影する場合、静止状態を維持する

ことが困難であり、患者さんに苦痛を与えてしまう場合がある。 
ER では日勤帯 4 名、当直帯 3 名の少人数体制で業務にあたっている。同時に検査が重なる場合など

多忙時は一人で一室対応となり、患者さんを待たせてしまうことも多くある。 
我々は患者サービス向上のため、より安全で患者さんにやさしい検査を行えるように撮影補助具を検

討した。 
 
2. 現状と問題点 
多忙時には技師一人で一室対応しなければならないため、撮影法によっては患者さんに協力して頂い

て撮影を行っている。その中でも特に次の 3 種類の撮影(①膝関節 X 線撮影(スカイライン)、②小児手指

X 線撮影、③胸部立位 X 線撮影)においては、技師一人で対応することが難しく患者さんに苦痛を与え

てしまう場合があり、我慢を強いてしまうことが問題点として挙げられていた。 
 
3. 改善策 
これら３つの撮影に対してそれぞれ撮影補助具を作製した。 

①膝関節 X 線撮影(スカイライン)の撮影補助具 
…患者さんが寝た状態でも無理なく撮影を行うことが可能となった。材質は断熱材(発泡ポリスチ

レン)を用いることで軽くて丈夫な補助具となり、患者さんの負担軽減につながった。 
 ②小児手指 X 線撮影の撮影補助具 

…小児手指を上から押さえる補助具を作製した。技師の手によって直接力ずくで押さえる方法や、

テープで留める方法に比べて、小児の患者さんの皮膚への負担や痛みの軽減がなされて、検査

の安全性の向上が図られた。 
 ③胸部立位 X 線撮影の転倒防止ベルト 

   …CT のベルトを再利用し長さを調節したものを転倒防止ベルトとして使用した。患者さんが触

れる面にはサラサラした材質のものを使用することで、皮膚に対する不快感を低減した。実際

の現場では、立位可能な患者さんでも急な卒倒に備えて予防的に使用するようにしている。 
 
4. 考察(結果及び今後の取組) 
今回の撮影補助具を作製した結果、少人数体制の ER において患者さんが感じる痛みを軽減し、より

安全で患者さんに優しい撮影を行うことが可能となった。これによりサービス向上を実現した。さらに

撮影補助具が技師の撮影補助の手助けとなることによって、一人撮影対応が可能となり、技師の負担軽

減や被ばく低減にもつながった。 

 この撮影補助具は ER だけでなく他の撮影室においても使用でき、幅広い有用性があると考える。ま

た、都立病院間で有効的に活用することが可能である。 

今後はその他の撮影について、患者さんにやさしい検査対応を行うことを目的に、新たな撮影補助具

の作製や改良を継続していく予定である。 
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墨東病院 

テーマ名   Kindness ER ~患者と技師にやさしい撮影室を目指して～ 
サークル名 補助 Good！ 
メンバー名 放射線科 ◎佐々木三千代 福田祐二 大友淳 杉村英祐 佐藤信也 

○植木貴道 小川貴徳 
 

1. テーマ選定理由 

新棟の救急外来(Emergency room: ER)が稼働して 5 年が経過した。ER に来られる患者さんは、年齢層も幅広

く病状も多岐にわたっているため、我々は患者さん一人ひとりの状態を考慮した撮影を行っている。しかし、

痛みが激しい患者さんや小児を撮影する場合、静止状態を維持することが困難であり、患者さんに苦痛を与え

てしまう場合がある。 

ER では日勤帯 4 名、当直帯 3 名の少人数体制で業務にあたっている。3 次救命救急室(初療室)・一般撮影・

透視・CT・MRI・病棟を含むポータブル撮影を担っており、同時に検査が重なる場合など多忙時は一人で一

室対応となる。このため患者さんを待たせてしまうことも多くある。 

そこで我々は患者サービス向上のため、より安全で患者さんにやさしい検査を行えるように撮影補助具を新

しく作製し検討した。 

 

2. 現状と問題点 

多忙時には技師一人で一室対応しなければならないため、撮影法によっては患者さんに協力して頂いて撮影

を行っている。その中でも特に次の 3 種類の撮影においては、一人で対応することが難しく患者さんに苦痛を

与えてしまう場合があり、我慢を強いてしまうことがあることが現状である。 

① 膝関節 X 線撮影(スカイライン) 

② 小児手指 X 線撮影(正面) 

③ 胸部立位 X 線撮影 

 

① 膝関節 X 線撮影(スカイライン) 

スカイライン撮影は膝関節軸位撮影とも呼ばれ、Fig. 1 のような X 線写真

が得られるように撮影する。この撮影は膝蓋骨の骨折や脱臼の有無などを把

握するために行う(Fig. 2)。当科ではスカイライン撮影時、資料 1-1 のように

座ったような姿勢で患者さん自らがカセッテを保持した状態で撮影を行って

いる。しかし、高齢者や体格の良い患者さん、痛みが強く座位を維持できな

い患者さんの場合、体を起こした状態をキープすることが不安定で難しい。

当科ではその場合、患者さんに寝ていただき、技師がカセッテを持った状態

で、もう一人の技師が撮影するといった 2 人がかりで検査にあたるようにし

ている(資料 1-2)。しかし、少人数体制の ER では技師一人での対応であるこ

ともあるため、そのような場合は、患者さんは痛みを伴うが無理を承知で座

位になって頂くか、もう一人の技師が到着するまで待つなど、どちらにおい

ても患者さんにとっては不利益な状況であることが問題点であった。 

 

Fig. 1 スカイライン撮影 

Fig. 2 膝蓋骨骨折例 
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② 小児手指 X 線撮影(正面) 

覚醒中の小児の場合、撮影中動かない状態でいることが大変難しい。そこで、小児手指 X 線撮影では小児

の動きを抑えるために技師が押さえる、または手指をテープで留めて撮影(Fig. 3 a,b)し、Fig. 3 c のような X 線

写真を得ている。技師が押さえる場合は、小児手指に対して力を加えるため、患者さんに苦痛を与えてしまっ

ている可能性がある。テープ固定の場合は、テープをはがす際に皮膚が引っ張られるために、痛みを感じてい

る可能性があることが問題であった。 

   
Fig. 3 小児手指撮影 

 

③ 胸部立位 X 線撮影 

車いすの患者さんで胸部立位 X 線撮影をする場合、足に力が入りにくい場

合や、ふらつく恐れのある患者さんには、転倒を防止する目的で Fig. 4 のよう

に支え棒を掴んでもらって撮影している。支え棒を握っていても立位保持が困

難な患者さんの場合には、技師が立位保持の補助を行いながら、もう一人の技

師で撮影を行っている(資料 3-1)。しかし、少人数体制の ER において技師一人

での対応の場合は、立位保持の補助を担うことができないため、撮影中に患者

さんが転倒してしまうリスクが高くなってしまう。そのため現状としては技師

の応援が来るまで患者さんには待って頂いて撮影を行っていた。 

また、3 階の別メーカーの装置には固定用ベルトが付属している機器もある

が、ER の撮影室には導入時から付属していなかった。 

 

3. 改善策 

これら 3 つの撮影に対してそれぞれ撮影補助具を作製し、実際に患者さんに使用した。その後、改善点につ

いての話し合いから出た意見を基に、撮影補助具の改善を行った。 

 

① 膝関節 X 線撮影(スカイライン)の撮影補助具 

患者さんが寝た状態でも無理なくカセッテを保持できるようにするた

め、カセッテ挿入が可能な台を作製した(Fig. 5)。資料 1-4 に示すように、

この撮影補助具は断熱材(発泡ポリスチレン)と 木の板(木材チップ形成

板)を張り付けて作製している。この撮影補助具を使用した時の問題点と

して 

 撮影補助具の奥行きが短いため、手が届きにくく保持しづらい

(資料 1-3)。 

 

Fig. 4 胸部立位正面撮影 

Fig. 5 スカイライン撮影補助具 
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 カセッテの重さに耐えられるように撮影補助具の裏面を木の板にしたが、患者さんが保持するものと

しては重過ぎる(資料 1-4)。 

ことが挙げられた。 

それらの問題点を改善した新たな撮影補助具を作製した。 

 資料 1-5 に示すように、撮影補助具の奥行きを長くしたことで手が

届きやすくなり、楽に保持できるようになった。また、断熱材のみで

もカセッテの保持に必要な耐久力があることが作製段階で判明した

ため、撮影補助具の材料は断熱材のみに変更した。これにより撮影補

助具を軽量化させた(資料 1-6)。また、最初に作製した撮影補助具は前

面部分をくり抜いていないが(資料 1-4 丸)、新たな撮影補助具では、

前面部分をくり抜き、枠を作製したことにより左右の動きが制限され

動きにくくなり、安定して撮影をすることが可能となった(Fig. 6 丸)。 

 これにより患者さんは無理に座位になる必要が無くなり、患者さんの負担軽減につながった。また、カセッ

テを持つ技師の被ばくを低減することができた。この撮影補助具は養生テープで覆われているため、患者さん

が触れた後にアルコール等の消毒薬で消毒することができ、汚れが酷い場合は、テープを張り替えることで再

度使用することができる。 

 

 

② 小児手指 X 線撮影の撮影補助具 

 我々は改善策として、小児手指を上から押さえて動きを抑制した状態で撮影する撮影補助具を作製した。押

さえている間、常に手指の状態(斜めになっていないか、指は伸びているかなど)を観察する必要があるため、

手指の部分は目視できる透明(または半透明)にすることが必

須である。そこで資料 2-1 のようにビニール製の緩衝材(以下、

緩衝材 A)とコの字型に加工した木の板（木材チップ形成板）

を組み合わせ、常に小児手指が確認できるものとした。この撮

影補助具の問題点は、緩衝材 A のサイズが大きいため力が伝

わりづらく、手指を固定しにくいことであった。よって、Fig. 7

のように、撮影補助具の中で手が動くことで斜位になってしま

ったり、指が曲がってしまったりしていた。 

 その問題点を改善した新しい撮影補助具を資料 2-2 に示す。こ

の撮影補助具は資料 2-1 とは異なる緩衝材(以下、緩衝材 B)とその大きさに合わせた木材を材料として作製し

た。緩衝材 B は緩衝材 A と比較してサイズを小さく(資料 2-3)、

高さを低く(資料 2-4)したことにより力が伝わりやすくなり、小

児手指の固定が容易となった。これによって、テープで固定す

る必要がなくなり、皮膚への負担が解消した。 

 この撮影補助具は緩衝材を使用しているため、患者さんが触

れた後は消毒薬で消毒することができる。また、緩衝材と木材

をテープで貼って作製しているため、仮に怪我し出血している

患者さんの手指を撮影した場合においても、新しい緩衝材に取

り替えることで繰り返し使用することが可能である(Fig. 8)。 

 実際撮影で用いた結果、技師一人だけでの対応は難しく、親

御さん等の保護者の方の協力や、技師の応援が来るまで待って
Fig. 8 改良型小児手指撮影補助具(展開) 

Fig. 6 枠による動きの抑制 

Fig. 7 小児手指の体動(補助具除去) 
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頂いている。しかし、力ずくで直接押さえる方法やテープで留める方法に比べて、患者さんの皮膚への負担や

痛みの軽減がなされて、検査の安全性の向上が図られたと考えられる。 

 
 
③ 胸部立位 X 線撮影の転倒防止ベルト 
 転倒防止策として、CT のベルトを再利用し長さを調節したものを転倒防止ベルトとして使用した(Fig. 9)。
資料 3-2 のように使用することで、腕の力が急に抜けた場合もベルトが体を保持する役割を担うため、転倒を

防ぐことが可能となった。また、患者さんが触れる面にはサラサラした

材質のものを使用することで、皮膚に対する不快感を低減した。 
 これによって、足に力が入りにくい患者さんにおいて、技師一人での

対応で立位撮影が可能となり、患者さんの安全性を確保することができ

た。実際の現場では、立位可能な患者さんでも急な卒倒に備えて予防的

に使用するようにしている。さらに、胸部立位撮影において撮影補助を

する技師の被ばく低減にも貢献した。このベルトの材質は消毒薬を使用

することが可能なため、他の撮影補助具同様、患者さんに使用後はアル

コール等で拭いて再度使用することができる。 
 

 

 

4. 考察(結果及び今後の取組) 

今回の撮影補助具を作製した結果、少人数体制の ER において患者さんが感じる痛みを軽減し、より安全で

患者さんに優しい撮影を行うことが可能となった。3 次救急・2 次救急を優先的に検査対応するため、ER(1 次

救急)の患者さんを待たせてしまうが、今回の補助具を使用したことにより少人数での技師の対応が可能とな

った。 

これによりスムーズな検査を行えるようになり、患者さんの待ち時間が減少しサービス向上を実現すること

ができた。さらに撮影補助具が技師の撮影補助の手助けとなることによって、技師の負担軽減や技師の被ばく

低減にもつながった。 

この撮影補助具は ER だけでなく 3 階の通常診療を行う X 線撮影室などにおいても使用可能であり、幅広い

有用性があると考える。実際、これらの補助具はリウマチ患者さんの膝関節撮影の補助や、NICU・GCU の小

児の患者さんの手関節撮影の補助に使用している。また、都立病院間で有効的に活用することで患者サービス

の向上につなげることが可能である。 

今回作製した撮影補助具は一部の撮影に対応しているものである。今後はその他の撮影について、患者さん

にやさしい検査対応を行うことを目的に、新たな撮影補助具の作製や改良を継続していく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 転倒防止ベルト 
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資料編 

1. 膝関節 X 線撮影(スカイライン) 

 

  
1-1 スカイライン撮影法 1-2 技師による撮影補助 

  

  
1-3 撮影補助具使用のポジショニング 1-4 スカイライン撮影補助具(表面、裏面) 

  

  
1-5 改良型撮影補助具のポジショニング 1-6 改良型スカイライン撮影補助具 
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2. 小児手指 X 線撮影 

 

  
2-1 小児手指撮影補助具 2-2 改良型小児手指撮影補助具 

 

  
2-3 新旧撮影補助具の比較(大きさ) 2-4 新旧撮影補助具の比較(高さ) 

 

 

3. 胸部立位 X 線撮影 

 

  
3-1 技師による撮影補助 3-2 転倒防止ベルトの使用方法 
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