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 当院で 1 日平均 200 件もの撮影をしているこの一般撮影について、今回放

射線科技師からわかりやすくご説明いたします。 

Ｑ：一般撮影の名前はいろいろありますが? 

Ｑ：X 線写真での白と黒の違いは何ですか？ 

す。ちなみに、レントゲンはＸ線を

発明した博士の名前であり、昔はＸ

線をレントゲン線と呼んでいたこと

から、現在でもレントゲンと呼ぶこ

とがあります。 

Ａ： Ｘ線はフィルムを黒く変色させ

る効果があるため、身体でＸ線を

多く透過した部分では黒く写り、

身体がＸ線の透過を阻止した部分

では白く写ります。 

Ｘ線の透過度が高いものの代表

は空気です。逆にＸ線透過度が低

いものの代表は骨（硬い物質）や

造影剤です。 

水を多く含んだ臓器や水分が管

腔内に入っている臓器の透過度は

その中間です。Ｘ線透過度の高い 

順に【空気＞脂肪＞水（肝臓・脾臓・

心臓・液体貯留した消化管など）＞

骨】となります。 

例えば胸部Ｘ線写真を思い出して

ください。肺のような空気を多く含

むためにＸ線が透過しやすい部位で

は黒くなり、肩や胸椎などＸ線を吸

収するため透過しにくい骨の部位で

は白くなります。 

また、心臓や肝臓などの水を多く

含んだ組織は灰色になっていること

が分かります。 

Ｑ：撮影時に検査着に着替えるのはなぜですか？ 

Ａ： Ｘ線撮影は、身体の部位を一枚

のフィルム上に投影したもので

す。ボタンや下着の金具などはＸ

線を透過しない材質が多いため写

真上に写り込んでしまう事がよく

あり、読影の妨げとなります。 

例えば左の図１(胸部Ｘ線) を見

てください。ネックレスが写り込 

んでいることが分かります。 

明らかに病変でないことは分かり

ますが、肺の先端部の観察の妨げに

なっています。 

もしこの被検者に気胸など上肺野

に病変があった場合、診断の妨げに

なる可能性があります。 

 図 1 

Ａ： 一般撮影とはＸ線撮影のことで

あり、この撮影で得られる写真は

Ｘ線写真（X-ray Photograph：

X-P）やレントゲン写真、単純写

真などいろいろな呼び方がありま 
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8 月末で退職した医師 

神経内科 山中 泉 

外科 松本 浩次 

次に、左の図 2(腹部Ｘ線)を見てくださ

い。これは下着（ブラジャー）の留め金とワ

イヤーが写りこんでいることに気づきまし

たか？これも異常とは判断せず、すぐに留め

金であると気づくでしょう。しかし、椎体と

重複してしまうため、この椎体の観察が困難

になります。よく、「お腹だからブラジャー

は大丈夫よね？」と問われることがあります

が、ご覧のとおり腹部の範囲内に下着の留め

金は写り込んでしまうのです。正しい診断を

行うためにも、検査時は下着を脱ぐよう指示

しています。 

図 2 

Ｑ：Ｘ線撮影は、被曝の影響がありますか？ 

Ａ： 通常のＸ線撮影による被曝の影響は

ほとんどありません。 

   私たちは、毎日自然放射線により全身

被曝しています。地域によって違いがあ

りますが、その量は胸部Ｘ線撮影に換 

算して一年で約 20 枚分（日本）です。 

 ちなみにブラジルのグアラパリ市街地で

自然放射線から受ける年間被曝量は、日本の

約 10 倍です。 

Ｑ：Ｘ線撮影後に CT を撮影する事がよくありますが、X 線写真でなく、CT だけを撮影す

ればよいのではないですか？ 

Ａ： ＣＴ画像はＸ線画像よりも圧倒的に多

くの情報を正確に得ることができますが、

Ｘ線写真だけでも十分な情報は得られま

す。例えば、腹痛でも腎結石や尿管結石は

Ｘ線撮影をすればＣＴを撮るまでもなく

ほとんどの場合が診断できます。 

また、カテーテル先端の位置確認や手術

直後の状態確認においてもＸ線写真で十

分な診断ができます。 

ＣＴ撮影装置は、Ｘ線撮影装置(ポータ

ブル)のように病室へ移動することが出来

ないため、状態の悪い患者さんの場合は検

査室まで移動するリスクが生じます。 

また、Ｘ線撮影より被曝量もはるかに多

くなり、医療費による経済的負担も多くな

ります。 

これらのメリット・デメリットを考慮し

た上で、目的に合った検査を選択する事が

大切です。 

上のＸ線写真は気胸の画像です。左肺が縮

んでしまっています。 

肺が収縮すると、肺血管などの肺実質が見

えなくなり、上の図のように黒く抜けるよう

になります。 

CT を撮影しなくても一般撮影だけで気

胸の診断が可能であった症例です。 

肺の縮んでしまった 

部分が黒く抜けてい 

ます。 

９月末で退職した医師 

産婦人科 桑原 慶喜 

麻酔科 石川 嘉昭 

 

平成 22 年 9 月 1６日(木)、㈱島忠ホームズ葛西店

の屋上で、葛西消防署主催の自衛消防訓練審査会が

開催されました。当院からは看護部・事務部の 2

チームが出場し、審査の結果、看護部チームが優秀

賞を受賞しました。 

 

毎年 1 回各地区の消防署主催により開催され、

指揮者と 1 番隊員の 2 名でチームが構成され、

火災発生時の｢通報｣｢初期消火｣｢避難誘導｣｢応

急手当｣｢消火活動｣等の一連の必要な行動を迅

速かつ適切な対応を競い合います。 

自衛消防訓練審査会で優秀賞を受賞！ 

 

自衛消防訓練審査会とは 

 

 



 

 

 

 

 

日時：平成 22 年 10 月 8 日(金)

時間：午後 2 時～3 時 

場所：当院 2 階第 1、2 会議室 

担当：医師・看護師 

費用：無料 
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１０月９・２３日 
１１月１３･２７日

１２月１１･２５日

原則として予約診療は 

いたしません 

■受付時間■ 
午前 8 時～ 

午前 10 時 30 分
 

●急な高熱、せき、のどの痛み等の症状がある方 

●インフルエンザと診断された人と接触した方 

 

 

感染予防と拡大防止に努めましょう 

■ 帰宅したら手洗い・うがいをしましょう 

■ 室内の換気、適度な湿度を保ちましょう 

■ 必要な栄養と睡眠を十分にとりましょう 

■ 人ごみの中に行く時はマスクをしましょう 

■ ワクチン接種をしましょう 
 ※今年のワクチンは昨年流行した新型インフルエンザにも効果があります。 

せきエチケット 

せき・くしゃみ症状がある時は、マスクをしましょう 

せき・くしゃみをする時は、口と鼻をティッシュなどで覆いましょう 

せき・くしゃみをする時は、回りの人から離れましょう 顔をそむけましょう 

事前に電話連絡をしてから

受診してください 

基礎疾患(慢性呼吸器疾患、糖尿病等)をお持ちの方、 

乳幼児や妊婦の方は特に注意が必要です！ 

■時間■1４時～15 時 ■場所■病院 2 階第 1、2 階会議室 

毎月第２金曜日に開催 

◎糖尿病とは? 

◎なぜ血糖があがるの? 

◎糖尿病予備軍になっていませんか? 

◎血糖値を測定してみよう 

平成 22 年 10 月より、糖尿病予防教室が再開いたします!！ 

興味のある方は、お気軽にご参加ください。 

開催日 担 当 場 所 

11 月 12 日 医師・栄養士 当院 2 階第 1、2 会議室 

12 月 10 日 医師・看護師 当院 2 階第 1、2 会議室 

1 月 14 日 医師・薬剤師 当院 2 階第 1、2 会議室 
  

 
 

開催予定 



 
 
 〒134-0086 

東京都江戸川区臨海町 1-4-2 

電話 03-5605-8811(代表) 

FAX03-5605-8113 

ホームページもご覧ください 

http://www.tokyorinkai . jp/ 

  

 

 

 

 

 

 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告  

 
◆発行：東京臨海病院  
◆発行責任者：山本 保博  
◆編集：広報委員会・企画経営課 
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 涼しいと感じるのは瞬間の感覚であると、ある作家は言う。涼しさが継続する

と寒さになる。一方で、暖かさは快感だが、暑さは苦痛だ。昨今の猛暑は耐えが

たいほどに辛く、瞬間の涼しさも極楽だ。梅雨のさなか、夏を待ちわびていた自

分が懐かしい。ところで、この｢はあと｣が発刊される頃は涼しさの快感にひたっ

ていられるのだろうか?それともすでに寒さの予兆を感じているのだろうか? 

いずれにせよ、時の移ろいは儚くも早いものである。 

葛西駅 発 
東京臨海病院 行 

東京臨海病院発 
葛西駅 行 

※外来診療のない日（休日、第 1･3･5 土曜 

日、年末年始等）は運行しておりません 

ので、ご注意ください。  

～リハビリとは～ 
最近では「リハビリ」という言葉は一般的に認知されるようになって

きました。「リハビリテーション」という言葉を短く略したものですが、

その語源はご存知でしょうか？ 

リハビリテーション（rehabilitation）はラテン語で、re(再び)＋

habilis(適した)、つまり、｢再び適した状態になること｣｢本来あるべき

状態への回復｣のような意味を持ちます。他に｢権利の回復、復権｣｢犯罪

者の社会復帰｣等の意味合いがあり、ヨーロッパにおいては｢教会からの

破門を取り消され、復権すること｣も意味しており、欧米では非常に広

い意味で用いられています。 

現在の日本では、心身に障害をもった方に対する機能回復訓練、能力

向上、社会復帰の意味で理解されていますが、本来のリハビリテーショ

ンとは、単に手足の機能回復などの部分的な意味にとどまらず、人間全

体としての、｢人間らしく生きる権利の回復｣を意味するものです。 

言葉の意味だけでなく、リハビリテーションが対象とする障害は非常

に幅広いため、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・

臨床心理士・義肢装具士・ソーシャルワーカーなど多数の専門職が協力

して、様々な障害により起きる問題の解決を支援するチーム医療とされ

ています。 

図：リハビリテーション医療チームを形成する職種 


