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用Ii骨頭部(caput Eel--01･is)大腿骨(Fc1-1ur)の

=描封こおけるPositioningの抽出とその背景

lJ.じめに

川小目十. 'lirl;r･Tと大腿冊渦の関にある仲川悶17F)であ

ー■桝むの自由は, FiJrll関節に比して苦しく制rJ'Rさ

!

rl Y川耶賢3のうちで,股関節は比較的舶疑39Tl度の稲

ll ,L',ろ｡正面位.欠状方向のBlほ壬が一触に広く用

ll . L･腿ili風　^･腿弧恥')Mは三がiifFIJやllJnの帆｢.1

川ら,交通･!,奴等による診帆　的始も多肘ヒL

LI'川小目tI促進It;とともに帆馴Hl'TJJI作に. I;-i,先晩

. tl rtlh11の収入があL).それにともないX線舶たき子にも

i 1㌧術,紐帯上1つ正確なW,像を求められるようにな

いる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J

HIIJ.lt7)股関節捉彩は.従来から行な寸っ九ていたもの

I r　して九大fJt股関節脱Flの検在を目的としたもの

I∴　乳幼児はX緑の吸収が少なく,旅主鮎に当()恐怖

U'HI ll 1'.B動がはげしく.静止像ならびに即効な像が‡ft

I . 11㌧vl鮒な変化の描出を不可能とし, .Jei給のP,lTJ朝をつ

Il Lうに正しい休(:(. JlI.確な中心線-恥入,カセyテ

I I'川′に11:(毛な他fqlをしなければならなし.o

I,L.･川iの相感紙, 100分の1秒以下の短鍔ILiでこれら

･qr･'HJ)いくつかは解消される｡

r!.経過観ま弓のため振彫回数も多くなるため.性腺

1■ "rl'･IUJ,fq.iに充分な注恩が必野であるo

IJr'ト))域針土,両帽.i■j荊ヒ純と恥iL3許,丹l･端中央掛こ

川Hlた三ITJ形を渡航すればよいD

州'. ll'け碁に体)Irにのせる場合には,幼LFlの動きによVっ

rljLたJ),はずれたりしないように戯榔こ貼Hの必

ull Jl.P-る｡

I圧C'1昭和ま,このてfr川クを迫川してJilりるP

l川の指′J,-がない限りLHEj】(衣,仲Tl引lTで舶EtZする｡

II llの7-クを忘れてはならないo

'J J､11の暇関節L7)税目. 7Jll反IJ貨.外刷'1の"釧リrに伽､

II ･',ことが矧対敵　大隠･i■相欄は3の･T:摺なr川't)の-/)
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IrJ　　駁二LX L1帥珊　NLll;'h

京都五条病院(院長･大橋鉄也) (llH川)I,

月Lll那Frと大敵F■3のn､常の(;/耶相対係に･)いて. 2

).q呼号線を示せば節l t旬の泊り'Cあるo

大敵宇Ljの付, [耶州税とBlf榔ElqlI純のなす/rJ ( JJL.州州

は. 120-130度rJil後が預通である0　人托削W)什川州

鯨了からドした7Tr紬がスキ/-タ一線で,拙iiT,八州11

ないしその卜をよぎるものであるo

閉銑孔のF.緑をなす州税と大腿Iilj孤[11',の州帖/

練は.rl一にほぼ延l主税卜にあるのがシJノト/抑(

これらのE対係がIE常Ⅹ線像朋解に役l■(.つもJ) C.i

とな轄潤して舶u',すると.tいo

また,卜脱の体唱のftHttに什う大腿一iF川llil;の快い

化は,祁2L絹のようになるo

大腿Ir■iは,人体の七･汁終車で心も大きいmJ:の｣

休と1-下のrJiJJ矧こ分ける｡上矧ま大きく和鮒fLEJTl.I

その全休の3分の之は球状をなし.そのノ川仙tHlt

肘甘〔lと対Lて階1父櫛をなし.ト端は附mAJ仙紺.
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仰臥(;/o Jl 11に舶帆してはならないD fl-…紘揃えて

仙i'L･帳訓を上にむけてJrlllに伽▲ないように7ほ

し･小川(Tとするo E･lmJiは大馴影との･rl-tl･Eをさりる

ため-体側から離して伸展するo

中心線

恥･rLA.ilT r一線を通り,カセyテにrJ･T･1(糊1人する｡

rp引｣

仰臥仲で臓をtJ･てると･以朋虹傑いTlVJ州L･るo

nrtl^井もあるが,そのTPjの中央部が人断郊の(1h,rr,Fit

P)えて.tいD

2　股関節　大腿骨上部　側位　側方向

側面1
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⊆萱塁竺竺男

体位

･uMyJをトにした側臥帆(-順を了!しく軸るo IITJ

帆後帆してはならないo

r.I,J LIL如醐嫁はさむ格IlSで1にあげる0両日枝は揃

えて伸rjiLl両F糠がカセyテと.(,ffになるように削

する｡

中心線
LJL即.介紬の･tl,かこ窮17iに射入する｡

3股関節大腿骨J=部(片側)前後位前後力

体位

仰臥托o Jr-111こl紺してはならない, l･-…如川･r

仙比･旺剛を1に仰ナてJ･ 1,1二はかない.…こr

r･1･J r一帖はねろしたまま,け抑相川鰍こ,T,h,iLない

に離しておくo併孤LfJlLrUr.W(1513を馴i:する｡

中心穣

川PrをL13で.rt･鮎川l削りり川とJFLhrirr.他hl./L /

の叫fLの2椛桁外側に相に射人するっ

A　内苑位

を1分に内施する∩

中心線

( "illlbl･hl純と肘JIU,(精紡んだ掛り小)･TjH),汁

桝指のJ･!Ltrこ8-柑こ射れするか･またはJJtfF小火に1Tur(

別人するo

箭工X Lイ研究' rぬ725

体位

UrLtWfTの捕りこ坐し, llF'j'卜腿は州比ていF

体帆ま肺臓7'｢に対し巾fF'l_にLlしく/hL, I

JrJI糠と恥ノrPI W,介】i絹菜を誇む竹rllをITnt'[にll山

がける｡両_L帖は恥部で怖く糾むn

中心後

LJl側へ20性のlrJI5-で火11坦珂l部を糾い. 1日1

人する｡

5　大腿骨預部　L&uenStein蹟位　約1

体位

EE=仰臥ト■′｡ RMIIJ

卜州別L】轍と恥‡iilr.行7Lli,FTんだ緑のLf･/.I..から, I/[側2　　　なお止;桝llにはrfL ,卜IL■lii

I川音のノEj.に耐iに別人す,1Jか.またはflh'糾7火=に耐fに　　.u川rjのJ､腿は45l'iJ/H,_･. i
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I■/urllrJ rJ IlllllLこIH A/r′'n

1 J

人1脚棚とJ州とのlrJJ生は約135雌であ7JかF'. LI缶

J'i gHhすると人脚･lmIF･-I1心根に対しrl,rTlJlこなる｡

さ上,に')叱外地, 45JB･伽斜でLT-しい佃flJi像が和られ

7J･.仙afrJo)IJ"JkLに虹川されるo

6　大腿骨頓部　前後斜位　前後方向

LauenSteiJl法

体位

1'lrrll恥h剛性卜にして45低の怖斜を佃つo削り卜

Jl川棚価を9叱桝仙し,帖を少しまげて外仙klL相打i

l･I仙川Zfrにはrr-させる.

I O"I J )I=Ih7祉仙よ性をまけ休仙ノ7-rl･)におき,伽f

iHP'lrA･榊Zl～に棚L･卜腿をlr)･ffJにa:てるo

中心横

川川州^lfJL.,てII'il耶こ射入するo

体位

11しく仰臥位をとる｡

一如て必努である｡

剛糊J115脚を[1Jr仙こ-flf(I.,こまけ.牡1 ,:捕; r

仙川他州ZiTにはrJさせる-馴州nrl仙

に沿,,て雌をまけ･ JilP･･仙川㍍イ｢に),川l

Jr1 lTJにたてるっ

両日伽的･那して咋く約,JJ　州に糾.lIIrlJPl

中心槙

以糾･火を滴り. ,rrV.に別)＼す7J｡

Ⅵ｣ Lauenste.n i批ll.lfjl.け亡･ m系L,'川

7'ことができる∩ /<馴舛け∴tび州対叫的, l,J

の硯熟二川いら11る｡

/P

8　大腿骨碩部　前後位　側方向

体位

rr仰附､〉〇柑こ,Y Jl.PこIFrjWlしてはなら.･こい)

:rLはけ≠れ=仙e･･内賂L,ノこ鵬‖ ･糊二をすこr l､Ll

するo Ji村側の卜帖州の如くfJFITl,F71,･紬上乙川川脚

他州させr JfFさせるo ･T.･L御])､をさ.kた竹(i

架をTTlいるのもEtい｡

カセノテは′iLlllr'jJ)桝jf如,i■川こ　枇トき　r,Ir

たて･む側Fl]主と川小J,如きlrf,riIこ1,1,1けこ,(

中心線

-･T y 1 rlJ　･･1175

lt lIHlサI頁　前後位　斜角庶方向

→

1

川付

目II L(.-,,特に7.Jtiの偏桁を逝ける(

川1 1】kはIT=しく伸展して･Hl'i】位をとるo心す1ち外転さ

' )､腿骨柵とITi巾頑が†'行になる｡

州HJkは撮影の師柑とならぬようにLlrlかこJyt Lする.

p　′テは大板目.13分のfk冊帥こ接触し,何のkrlく20

rrJInLで保持する.

IIl･rJG

H'上りF方に19度帆十, I(腿.什風邪Ji柵と7 I ′lLム

L･)rTll笠の2 7分練を仮tllL,この耐こLTil(】に大腿でj

Ill ,て別人する｡

I I

r.Lt i;のlu:[_変換が同軸な喝fi,例えば骨折での糊rT

LL　7ィJLふな作11qFHこlti:指すdtは小心相の射7JTJl空

tL　はほ絹の如くになるo

ILI]ltlrJのE娘は牌,邪側方に伸映し,カセy千をLTしく

付けさせるのもよい

lll)　　富士×　L,1ful'ftJ rk11㌢l

体位

仰臥付, /1ィ.にll舶rLしてはlJ:｢'ll亡いい

l■l-]'卜JJ･HL_t/Fl貨rl即巾でまけ.川.Lミ【川ゝ仙l H H

あげ.そのままIFr川=こr棚肌]l川HlrJnI'lrlll

中心線

恥円も†,rT E軒かこ巾llJに. lH.Ir"にtlll-JLJ

Ja:

光)､十′L暇関節脱日の肘iil;/に川いt h ′

30

11大腿骨　前後世　嗣後方向

体位

州札付でI■FJJ卜り,生をjH■jえて伸ばすo

随蕊･円をlEしく　rにむけるo l■HQrElhにカt

をあわせるo jJ竺L即行か肱r5!]節のいすかカ/J'絹

の一一抑こ｣rkなき乏するように伽とljするo

令域を"lほ三す石,には､l′ UJを川いるかJJIL川

利川する｡

中心線
･iLi,;榊Tl rに-JJ･七ノテのりr心,Tw'lにJIT人寸,

l 】【

附;/'ならびにカヒッ-7の.rT/iIが終J'tJJ,

ままとして,仲川IjをIlHくのも.tい.,



施
12大腿骨側陸　側方向(A)上部

体杜

朋はー化した粁仰臥位Lauensteh脳仙こ析似の仏

陀をとるo ･Eil･rJ連の外伽をカセヅテに接札て脹榔恥よ

州'る∩畑榊,Jhとカセy-F<.IvIJを舶る｡脚的膝

をたてて回外し･ ･仙こ,Tljl･I･しないよ粥はするn

中心穏

骨馴れならびにカセヅテの小火に-に射人するn

｢.11｣

附の場的-梓川はBJlr蛸もしくは棚的

Nl冊のDkL形を流川し,人馴のみの獅示のJjyl紙JIl.

脚を含めて挺形するものと心紗〔よい0

13大腿骨側位　側方向(Jl)下郎

体位

朋IJを下にしてPIIJlyJ(7_a

紐〃批捌施越えて十分LjFJ JJ･EこEH･+,畑土雌をまHI

"1Jm節糾しし､枇をとるo骨糾枇カセノラの榊lを

･tJ)せるれまたはカセyテの脚線に合救させるo

脚絞ちびに膝が仙呪鮒してはならなしLo

中心線

削*･1,EI"悦ヵセyテの中央に-こ射入するo

rパ】】

^,Bとも.大敵　卜腿ともに別納とカセ′テ糾,

frとなるように胤亡の必酌ミあるD

2妓

撮影法　B(補遺)

14大腰骨耶巧後前斜位後前方向

KjBCh法

体位

瓜側を

他作に付!Jfける｡

山側のlllL,棚沌少Lま:F･細川rlJ細之IirJJITl

lu)JLこ‖けとともに, PMrlJlr･憎をlifJ j)lこ2【))･iBIJ I

中心穣

･u]nJIJD貨r蛸を如, 1てl(r "HL別人十:,∩

｢‖ZJ

･;i: nIJ人馴iP17がRMIlJ hLi･llJ, " ;一にが､Hl JJ

lS大腰骨即応前優位前後方向軸位

LAuenSteiT.法

体位

仰臥(.)-口/I 1-に仙してltか,I-〔し

I,r･JJ<Fyllll;1"々JE Fl"llTIL対L /1 /lLこ151･iW～r; Lこ.

で州JIFiu)'･%紬馴刷L I,1･iJllm fJJJIは的に馴十.

I掛よlr. fTIにまける｡

中心棲

射禁芸霊｡や州jnJ'.をJLbE,I ,,l二J ;一に････

持TX l rlT'IfT. ｢mlL,5

I 1】 (コ)州rlrIJl､Il■llllm I

lnJlサIZl耶l耶l他　AWlカ(AJ

hLtlen81ein　法

llfLll

F I MリJ:,J〔 1._f一にlf描愉してはならない｡

I l川T-亡びTjt･ryJ鰍ま901望外鮒,･棚rL,川の如く両F

I I T'J〔架千mにて1指し一安,iiiをよくする〔

･fll絹

仙'1rF l経を附し､ Ir Fr'7､仙rl‖こ7日､て.fTrl'rに射人

ト

.'.竃義

7'対比をHrJ')とす7,月71TTにIrJL ､ろことが多いo

‥ I /I ITr】札ト'F_亡/'Jliに仙川LLてはならないo

l州J脚つは打2IyHJ打)からJI小Irliに対し151Bl外心,Lて,

1 Wlに的日げろo fMIIJの卜IJkは作仙こtriiL ､怖くJLM'Y･

l , !LiWのitrl柁iIrほ竹にJlI1Y.し卜吐tlL'たてるc

H州L rEkは穿IfTTによI)賓′,iIをlliとJ締ると.I:い｡

中心線

=‥ HTLTJ桃の･11'Jt.何;を刑'てITlI仙こ別人する｡

IH　大腿骨　甥那　Lorenz法

川は

H:･､約J'･に町的､ける､ I･l･Jqllを瓜くF;'川け,yJ｡仰､■,[に

J'  .ll.二Xレrf,11㌢､, r州:

小.L･ml(川Il.rJ

てJpIJ JJー/1

し. 】.‥州

"作もた.hl'の.ら/uL',7(にI lM.I.しり,･J

しいT,J至当)のll三mと'/<'',ilをJr､しか′',上.1い.

弧馴伽こtEiい中心組を別人L lH附〔州

IICar'- 1の糾Iel亨に.tい｡

19　大腿骨　頭部　前後位　側方向

体位

仰附､■′とし,ぺ/1にll,抑しないように～1

一也.仙工少し帖をまげて卜伯をたて, I/LpI･r､ I

また少Lはをまげて.外nTJJ蛇析r(lLを"[榔T'

るo

カセyテまたは77レキ/フル･カセノ′屯

にたて.北川事り人11Tl州の内Irlllk仰こ胤く｣)捕

y千のド灘が入札,娘に化し1-分に卜が】,てい/.

ない｡

中心線

小心鰍ま水､lJに川い,瓜'郡を列ト,て仙川

の■IT火に指[,IZする.日に, rlT心線のノJI;U t l

ぶ｡

J!HL

J, l】を対附七校する糊付は, rF州,lF:'r

に人1即1;を外転し, rF州IJから行･HI'LL一ノノ八

り茄1㍍3,すろ.

附Tl;に綿7ト/へ字を挿入し,瓜!朋を'糾

あるC

20　股関節　蛙位　前後方向

体位

仙叫l,( ), /.にLl.純LL 〔比/cL､}′′CL､n



卜dJIJへ† 1J n

u】

人FulrllJr ENl滞,斜トIF性の糾触こよし､【

21股関節　Rippstein位　前後方向

二二
体位

nJI机仏/■ (-lAにTl‖棚し〔はならない∩

両卜仙よ帳rWJでまげて一　人即せ休輔とIFElrJまであ

げるoそのままのlll, r7.1でノr- /1-K終々20度の(,11笠にV.1:JM

に外転するo朋潤hl了もJllIl小こまけるc r･r,) I:lJ){は粁HJ_よ

'て(米持するo

中心接

料;Wr付の1線こ沿いu'U()に射入する｡

r,iu

人IおLurT馴油絵丁脚かこ用いられるo I,,]ir!の(,E (:,_て

人I馴嫁/I (,に各々45雌咋仮したLauenstem臼､があ

るoこれは'i'棚の観取肘7.ベルテス1,mの鑑別に

JrJL､られる0

22股関節軸位　軸方向　砕石位　ThomaB位

体位

舶桝了にFJIEJカ巾てr･7･J)上をr)Flくoそo)ままの姿妙亡r作

を放く帆‖1させ一両Tlで)止F朋抑付近をJIl,.I)川するn

中心線

休相の小心を泊')剛T_に別人する｡

｢,Ll｣

'k J<十′川別即別附または日器の骨折柑′Ir･nl:iの

槻矧こfllいられるo仙馴価1′pJqhl:fO)ll.は三傑と好!系の

像を7∫､すが･ I珊こ柵伽てパめる,I.･桝､5ffる｡

L】雌のゲ羊祐fll'jl■-をfリZJには,鮒の吋如･Wlい

解jiiの状態のaM,亨にはすく･九た(+(:/_tさかている〔

体位

的約1=に仰臥(I,o I. (.-にIt,,JnLてu′九CE▲..

I叫卜随をfT緑からrErl･に卜′)すい)Jl約1.;I　..

U)'f.心におく｡

中心線

日脚11とMJ榊rlU)交/jt′･'r.をriIl恐して.こ',1.･いh

Jll人する.

r"I

iil淋/旭′'J'1-Its.かr'-l紙IJ=Lrifll:叩批V. PI

IJIJYLWL　人m I ir,''Jr;カントF.;･川F.i I) r JJl bl

て･ l附)にi'u,～.FyこせるりこTLEをし､ I-' Inl:,-lf1.,日･I

】5(～25′てあろ(KumaEIa】日:411 1服l〝tJ

24　大腿郁男部前捻角の測定　甲斐法2

体位

仰I即■′｢ノ. ilにlJ.JlULLてErいけI,〔､

仙fL-脚吋の人帆珊I"(,i),j､t､)rfけ7JJF L L ′･

的は一iLiれこ(棚させるか鮒にU)せる, IJJ-･ノテ叫

畠土x L1IIl規　N､1125　1

11川lIJ/ハL'址LJJuぺWIll'lこ'F rJI rlIIJ HJ([◆lIIJり　ノJ l rJl

l

.い

州;'1位のとれれul.抑こよいC

洲　大腿骨　前後位　側方向

休1立

川玖位｡左右に伯悔し7Ji:いことc

rLIt側を守球側とし, I-EJ大腿部にて船影角に直角にたっ

`いるカセyテを慈くはさんで固定するo F河項と同様に

州IL"ド俄を浮l二させ,フィルムに正しく投影するように

Wnlする｡

中心線

lit.81TJから,カセプチの中央をaJlって水平に射入する｡

｢註｣

n7頂に比し.大腿上部の描出を困難とするD

余　録

密閉型オークフルの利用(こついて

大腿骨頗掛ま難しいPosltlOnlngに属するものの一つ

であるo　また身体を白山に動かし得ない場合も多いo

中心線をきめるに際し,菅球の挟rFに難酢し正確fJ:中

心線射人を不可能にしたりする｡従って.これらの場合

に群閉型ポータブルに助けられることが多い｡所謂,近

招投妙法の応用とも考えられる｡図を参.附されたいo

また,この朗膨鮒立はtl的附加ミフィルムから逸脱す

ることも多いから,菰長嘆王制在とカIt=,,テの抑j7-関係を舶

形L泊に充分な確.igを終えてから.お連も汐することが大切で

ある｡そのためにはrl的馴ttの広い範閲を搾J･させ,充

分に下方まで挿入されていなければならlJ:いハ

44　　冨TXレイ研芥　hkl125

図表記載の番号および名称

1　恥　骨

2　恥骨体

3　恥骨統合

4　腸　骨

5　胸骨体

6　7Lさ骨梨

Os pubis

Corpus ossis pubis

Symphy8is pubica

Os illum

Corpt】s ossIS ilii

Ala oss】s llii

7　大腿骨　　　　Femur

8　9　1　日　12　13　14　1 5　16　17　1 8　19　20　2 1　22　23　24　25　26　27　28　29　訓　3 1　32　33　3 大腿骨頭　　　Caput femoris

大腿骨諏　　　Collum femoris

大腿骨体　　　Corpus femor)8

大腿骨東宮　　Fovea capitl8 femo

大転子　　　　Trocoanter major

光秀管　　　　CanaJis nutrlC)uS

外側斯　　　　CondyltユS JaterallE)

閉ガほL Foramen obturatit)】

頚部相

貌体角

股尉節　　　　ArtulatlO COXLll

寛骨E 1 Acetabultl m

寛骨臼の後顧

吋側栢　　　Condylus medial.H

スキンナ一線　Sklnner's line

シェソトン線　Shenton's llne

小転1　　　　TrochallterminoT･

膝関節　　　　ArticuJatlO genus

膝蓋骨　　　　Patella

転f･溺　　　　Fossa trochanterlCa

転[間組　　　Llnea )nter trOChar

･E
胎

坐　すJ'1　　　09 18Chil

JL挫骨休　　　　Corpus os8lS ischli

叫骨技　　　　Ramus ossl8 】SChii

SpLna lSChLadiCil



骨81.'i.汁測撮影法の検.lEJ･

テ≒三十''J1-'

･フ･･ /丁　′

ううL /2-I-kv/7, /CB-A_ 0-0号ユ◎

っ･･1

でJL千ウ1

葬れ/2頼7,′叫- 0-/軍身丑
鳴1 72アキ

清孝医　畑中医院　州

江戸川区医師会医療センター放射線科｡小

n)j

lll＼二

m

I.J llめに

J'[･射人相領域における妊婦の骨盤計8暇掛蛸恕腔の

州打線･柄経,斜径,児頭径の計札特に′円塊の奇形

lト小ては重要である日｡そのⅩ線投影では正確なポi>

･ニー/グと高度な投影技術が要求される｡それにもか

/HJ,らず･その船影法は確立されていないのが現状であ

Ill JZ17ち屑鶴人口面投影を行なうのに恥骨結合と仙骨上

M･泉'lぷ線が水平になる様に並位をするのであが,那,

''lI(lIからそれを確認するのは守羊易なことではない｡又中

)･!,ltは両脚伸展座位で背仙こ450仔緑IJ'するとしている

/I:･全ての人に画一的に適合するとするのは合判籾でな

I

また胎児被曝の点からも取り直しなどは絶対さけなけ

Irはならずl',今回はそれらの点を考慮して投影補助台

4'rI域してその掘影法を検討したo

ll　　的

側面投影及び側面Ⅹ線写炎の怖鞭を用いて行なう骨無

人‖両投影の合理的ポジショニソグと粒形法の確立とiP

"llrrt7間を含めた投影終了までの時間短縮とその間の恩老

･J'tl担軽減｡

片影台仕様

｡外　観

三
一480→

申=_;粥川

嶋者の同定(体位)

ネットに座る(プラ./コ式)

o補助かこ要求される内容

1.十分な耐久力

2.安全性と堅牢性

3.移軌　固定が容易

4.取り故いが簡単

5.　カセッテホルダー

擁影方法
o側面投影

1.ポジショニl/グ及び投影方ll'rJ･ l

番披等で約1所位.約2即､'Tが･nfI

(第1顕位はR→Lu)船形ノjI'',J/I

ッテホルダーの位性も決定する0 -I

座り大腿部に水稚l器をあて水.r/pr I･

を確認する｡両足は朕を軽くIrJIげ/

のせ,両手は上部/くイブの上にn1

2･スケール:拡大率の冨1界のため｡

フィルムと平行になる様に両人Iu川

る6)0

3･ Ⅹ線中心:股洞恥こ垂桁に入射m

4･波度補正フィルター鳩冊の刑/)

ト- 600→

24　　FuJi Medical rr7rHm No. 142

パイプ径25mm

押収は角波調盤'71

キャスク一式(rJq起fll)

ネヅ卜(-ソキックJIJ)

IJ属lll'.ヵセッテホルダー(Jlt



tL- lJ′JII) FJ(,

5･柵TlIのJLJR:即i (l川下珊)に帆icrぐ

らいの如坤は-りつける(これはあとで取は

恥ら骨臥-までの距離を計測L,骨臥日

面鵬即後スケールグリットを押入する高さを

細るた-皮鵬を写井上に表現させる目的

で)｡

(シェ-7参照)

o骨盤入臼両投彫

1･ポジショニング及び彬方向:体位は柵馳

終了のままで･カセッテ-ットの下に馳こ帝

著させてセp/ける｡槻写舶参考に槻加

恥ヵセpJテと平行になる様に上半身の触抜び

足のrTEさを調整する｡

2 X糾い恥触倉上-ら約6cm桝lJに垂

iEiに入射する8,｡

mmAlを付加する｡

41ストル欄影が#7したら鵬は軸触ら

降りて･すでに馳してある側面写軸参考にし

て野部皮鵬から柵合線までの朗を引札,

その176gにスケールダリp/トをセットし粥馳

する9㌔

シェーマ

スケールグリット(=よるJ叫Ml

〔B〕骨盤人口面

配銀系の検肘

細この鮒と並行して八細馳よる…
ル触曲鮎作成して･ 2細のスクリ一･/.H

-ー､' A-Ⅵ1nlV)スクリ-ン.

3･獅正フィルター:m射方向に対し被写体厚　次の様なデ-得られた｡

-こ差があるた声-野の朋岬分に4　フィルムの舶せで取-郎-したh

(A〕側面

a :b-汰:10〔mmj

xt一半〔mm]

a '･円臥n剛や上座と恥棚合を鮎線から鴨皮

冊両までのX線フィルムj=Z)長さ
I-スケール桝mm〕のX線フィルム上か長さ

X '棚入nni枇時に写し込むスケールクリットのフ

J Jレム両からの距離

(世yrlJLq･)1崇,Y-エーO▲ー-
グラフJ

､　･≧■　　一叩IDT

グラフから舶れる様にd=1･0の舶朗と.

logJOT=o･93に対し皿･ Ⅲはそれぞれ1 25, I.2g

るDこれを彬時間に損料ると打はⅢの1.柵

zol･57倍の時間が必要ということになるoまたd

;かせ_7　_′.) ▼　_

p　~ '~■､~'■･`J o　式JL:

馳机もⅠの妙かンマであり･長規として

でなおかつ柵摺骨等のはっきりした橘コント

な写如ミGJ+RXoHの釦合せ-られるこ与

った｡

【駈頼sec,Fd'~tim7#T- 1, I/-(7モしニーの.V.

L

■H lk像液温皮　35 8oC

地理時間　　■ 90秒

フロ･t=プサー.コダックM8

■

～.い1)移動などの負担が軽減された0

. . 1に座る方法のため, ,患者白身の重量により

I仙･J)被写体厚がネヅトで締められ･今までより

l･州で撮影することが出来たo
I l胤[忙水準器を置いて調整することにより,今

l I J r)正確に大腿骨骨頭が重横した側面写真を得

l. ,lが出来たo

l l州人口面撮影で入｡面を水平に調整する方法を

p州た結果,背板を1段後方に倒すことにより

…州また曲げてある除を伸展し水平にすることに

''r,mmそれぞれ第1仙椎上線が下方に移動する

トr)結果が得られた.

州厚真を参考に計測するた軌骨盤人口面撮影

rlケーブレク1)ヅトの押入位置が正確になった｡

回同時に実験したタイムスケール法による特性

曲線を使用して汲慶比較をした結果.臨刺淋

験結果と合致することが認められ,低条件で:

ラストの優れた写真を得ることが出来た0

7.この方法により誰にでも目的に忠実で那加

る写真を得ることが出来る様になったD

最後に撮影補助台製作にあたって最後まで御肋〕

た｢ミック｣の海只氏に感謝致しますC

参考文載
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DORE MESCHAN, M.A , MD

2) Ⅹ線投影法のポイントGB Greenf.eld･ SJ･ C

x線撮影技術　江副正輔等

poslt10nlng ln Rad10graphy K･G･CLARK

3) ｢放射線技術の手引き｣東京都放射線技師会

4) rX線松影法｣市川平三臥中島曹二

5～9) ｢放射線技術の手引き｣東京都放射線技rEIJiT

10)日本放射線技師会報誌　第21番第6号



Positioningの抽出とその背景

池田回生病院(院長･村山長一)即仙二火

2　側方向

州山7TL脂l)I a'fl棚とは馴仁(Allas)ともいt.

I ･■′側t汁と脚節で統合しているo約2鮪縦は,軸推

トt･.H)と称し幽,突起(Dens)がある｡削願椎はこの

刷のまわ｡に回転するようにできている｡

州5(lrl牡以下は舵骨一般と変るとこはないが,餌椎は

Er帖へて解体は小さく･低く,左かこ長く,前後径は

Wrl形をなしている.

IL rllJ7執鮎は馴F-ともいい･鵬を附加こ車苦く倒す

i川lに戯突起をみるo

州～ 7執棚突起には･ jK,i･JL励刷細通る取突孔が

ル柑≠法　A (本論)

J　前後方向

Il (･LL

ILrI/･仰臥位いずれも札正しい姿勢保持のこと.上

州力汀顎骨に隠威されることを少なくする｡下掛ま

J I-げ気味がよいo下顎下線と後頗結節を結ぶ線を水

Jtくする｡

小心禎

1117里再版を細りカセットに政和こ射^o

JtH

r　3-7穿i推扱軌

n　中心組をjiyJUi向に15度の蜘斜で約4餓椎をねら

う人もある｡

I JLL-右帆IJを忘れねことo

･磯,･･,).

L沖1. tT. ''

体位

坐仲または立位にてaJL4位とするo背中を允か二伸ii･l

て両肩を落とすo少し下顎を上げ･下顎技の511帆馴化

さける｡

中心根

第6頚椎をねらいカセッテに的に射入.

ru-r｣

l下部頭鮭に中心線をおく方が第欄肝脳川良｡

汀　自然位で視線は真直ぐとし,移動させないo

皿　救急等の場合は仰臥位,凪帥こカセッテを立てZ丈

対側から同じ要弥増帽鮭をねらう0

■

3　第1第2頚椎(開口法)

体位

I ∴　-二∴∴ .∴
I ～⊥≠l M･1･山･L､仙nIJ･i･A"･lJ ll -. dr･IlII.. r

･　1.1　..=　P　　　　　　　;~~11　-.-一



1JFLl''l H I ･舶放き劫火の･r.I.../,･!,滋軸彬がよ

･柑りり′卜さくする｡

LbrNLrV)H JJl･仙脱J･rのための左右偏差の検査

H･いり什位でtJt部のllI中面だけを右または左に

仙いlトLr仙川ける(立入)

仙'/JA榔tJ･もbll.(tのこと｡

J･ (･肌fl他忘れねこと0

2

番7'S
＼/3･

OEIJ両　前屈

A/ E上/l他川面位とする｡上体を働かすことな

仙ノ)に倒す｡弥杜は伸ばしたままが良い｡

捕

y柵をねらってカセッテに政杓に射入するC

1

鵬的屈すると額艦下部の隆起を見る,これが筋

7 Wl船脚突起である｡

)tJJlJtLて上体を崩さないということは大変に難し

･が･ ･ui者をその状態にすることも技術者の大切

川L瀧であることを認識してほしい｡

とる｡ ltrJ■1/11りH I IJl･附.させ)1ii･よい.

中心強

窮7雛を剃ってカヒ-こIl･LllJ-こ射入する｡

｢証｣

l体位をきめてから操作室に戻る間に,撮影部

カセッテから逸脱することがあるので注意が

Ⅱ　松影の瞬間に射立後屈の状態の監視を怠らぬ

6　斜方向　椎伺孔

体位

坐位が良いoカセッテと背面は40-50度の斜位とす

るo頚椎は自然のまま下顎は心もち上げる0両上肢は両

側に下げる｡

中心旗

尾溺方向に15度で第6頚椎を狙う｡

｢証｣

Ⅰ椎間孔の形態と,その鯛的形態,その空間を通

る組織の臨床的観察に用いる.

Ⅲ　尾威方向に20度の斜人を指示する整酉(H. mr.

sgres法)もあるo

Ⅲ　身体と頚部が正しくその方向を揃えていなけ九は

ならない｡

Ⅳ　他側もこれに準ず｡

7　左(右)伽nt川叫1)

体位

原則として仰臥位とするも,坐位または立位をよくす

ることあり｡身体の姿勢を朋すことなく,入念な注意の

上-側に(左または右)正しく朗取部を曲げる｡下顎は

軽ろく挙上｡

中心線

第4璽頁椎を狙ってカセッテに垂直に射入.

｢註｣

l　窺推側噂像は,頭部の重量が負荷となっている場

合と,負荷のない場合と窺椎の哲曲に多少の違い

が生じることを忘れてはならないo

I　体位を同じくしたものと比較検討が望ましいとい

うことである｡

8　椎間関節　Dorhnd法

体位

仰臥位o iE中矢状面をカセッテに垂直にし,顎を極力

あげるようにする｡

中心線

正中面に沿って,由尾方向に25度の角度で第4実員椎を

狙って斜入｡

/㌢

＼､=′
r lJ

l A I

l　～ィ､ト.一　〉

体位

腹臥位｡

前額部をカセッテに'#flEさせる糾雌に

方に曲げる｡

中心線

正中面に沿って,乳様突起の打占さでカ

射入する｡

｢荘｣

r Fuchs法に較べて描LIiがすく･れてし

Ⅰ旗臥位のとれぬ人にはFuchs u､/

皿　左右標記,体位標記を忘れねこと

Ⅳ　末永氏によれは,ドイツ水平TTLlと

カセッテとのなす角度を301空とし

カセッテに垂直に位置せしめて,

孔を結んだ線と,正中矢状ITlTとの

1拭指下の点を通り,カ･L:ツケに

との報告がある｡

撮影法　B (補遺)

10　軸位　FtLChg法

隻∈
体位

仰臥位｡ 1321郡下町1.'経と乳棚'捌Il')ご州

ッテに頚粥とする｡ Jl lllク､状lrLFl, ･t/i /I

lる｡



I,･･I･-Hト･1｢トりHLl ･L

11推間関節　Abel法

体也

坐位または立位.カセツテに直面して正坐,下顎はで

強く回施させる｡揖影の直前に紐を引くo

中心綾

足方から第4現椎と顎の突端を通り,カ

きるだけ上にあげる｡下顎尖端と胸は.カセッテに接着　　する｡

する｡

中心根

図示の如き角度をもって第4致椎を狙う.その延長は

はば下顎尖端に達する｡

12　軸は(熊等)

∴…
体位

図示の如く,舟尖と唇を軽くカセγテに触れる程度で

頚部を固定する.

中心線

正中面に沿って,側方より見て国の如く外耳孔を通っ

てカセッテに斜入する｡

｢註｣

像の下九下顎骨像の下に投影される｡

13　第7頚椎挿突起　熊谷

体位

坐位で側面位をとる｡頭部を充分に前屈して,背中な

まるめる｡両肩もできるだけ下げる｡このまま丙上肢は

図の如く強く力を入れて抱きかかえる｡

中心綿

耶7野雌を狙って,カセッテに煎伽こ射入する｡

｢証｣

推間関節の間隙の観察に用いられる｡

15　0ttonello法

第1空自椎から第7璽自推までの正面像

のである｡頭部を固定し, 5-10秒の

ながら,その間,下顎を3-5回規則

て撮影する｡

｢註｣

私も坪田技師の協力を得て,私が被

たが理想像を得るには苦心を要した

に1回の撮影で目的に連することに

図表記載の番号および名称

1234..6789101112は1415161718192021詑お別25が272 上関節突起

上歯列弓

EEO tJ
-▲　rP A

横　突　起　　ProceBB trBnB▼ermB

辞　典　孔　　Proces和f1 8pino8uB

和椎の前弓　　ArcuS Anterior

lI　磯弓　　ATCuB POgterior

/I　横央息　Proc. tr8nBYerBuB At

印　　　椎　　Atl88

T q　枝　　RAnt18 7n8nditltllAe

T q　骨　　hhTlditlu18

辞　典　丘　　Proc. Bpinot18

甲状軟骨　　C&rtlBgO thyreoide8

切靭帯(石灰化) Lig. mtlCh8e

故　頭　骨　　08. 0ccipitBle

T関節突起　　Proc. JIrtlctZ]AriB in】

曲　突　起　　Den8

歯突起尖　　ApeE

下歯列弓　　ArctlS dcntAliB imf

軸　　　推　　AxiB

椎　　　体　　CorpllB ▼erebrAe

舌　　　骨　　08 hyoidetln

井一胸椎　VertebrB thorAcicA I

椎　弓　墳　　Pedlct11118 8rCuB VeTt

椎　同　原　IttterYertebrBl BpACe

稚rdl関節　JtLnCttL

稚　r'l　札　　ForzLm

大横頭礼　　ForAmen mzLgTttln

乱横枠JK Co‖ulAe m88tOideAe

混最封こおける
Positioningの抽出とその背

池田回生病院(院長･村山長一)　uI

はじめに

仙附ま12個あり,一般椎眉とほは同様の形態で.独立

IL肋骨と連結しているo

その椎体は窺椎よりも大きく,腰椎よりは小さい｡上

hlLl r)下部になるに従って,大きくなっている｡

I:部胸椎と下部胸椎は,その部分がⅩ線の吸収を輿に

lるため,撮影条件の選定が難しいし,上部胸椎は生理

的乃曲が強いこともあり,撮影に際して中心線の誘掛こ

い如ことl･恵が必要である｡

舶影に当り,その位置を認知することは大切であるが

什衣から触知するには次のように考えてよい｡

胸舵柄上端　約2胸椎

的鎖関節　　第4-5胸椎

乳堺の高さ　第7胸椎(女性の場%.個人差大)

胸骨下端　　第10胸椎

胸椎全体を撮影するには,第6胸椎を中心線の文通点

して選び,上部胸椎は斜光線によって撮影する方法が

一般に概観撮影として用いられている｡

損影法A (本論)

胸椎　前後方向

体位

仰臥位｡枕を使用しないカがよい. ELl.)'T

て正しく伸し,体は脊杜を其掛こして, ll

れにも頗斜しないようにするo

中心凍

正中矢状面に沿って水平に置かれたカL･

胸椎を通って垂直に射入する｡

｢LltE｣

上部胸椎は生理的琴曲が強いため,〟

投影するには常にこのことを念抑こおし

れはならないC第6胸椎に中心線を馴^

柾は斜光線を利用して投影する)]淡が-

ている｡頼突起と維弓択が等m隔. Jnlr

避ける目的を一応は配慮されたもので,ク

上部胸粗椎体および椎間腔のy川r仙

る場合は,中心線を尾頭方向に10-1.510

胸椎を狙って射入する｡

また,上部胸椎は胸骨に陰赦された/∫:

ことを食掛こして,条件の選定をするo



体位

姿勢の安定を良くするために･両膝を揃えて前方に曲

げ･正しい側臥位をとる｡胸椎をカセッテと正しく平行

させるために･必要に応じ綿比等を用い適正に矯正する

下側の上掛王即純イ帽して強く外施し,上側の上限

は手掌を盤く粛部後転につけ･胸部を張る｡左右肩甲骨

を背面に排除するのがH的である｡

中心棲

第6胸椎を通り･水5陀置かれたカセ,テに垂直に射

入する｡

｢孟王｣

上部胸椎は肩部にかくれることが多いため,別逮ゎ

撮影法をすすめたい｡また･この部分は断層投影が用

いられることも多いo下部は拭隔膜を境としてX線吸

収を異にするため･全胸椎の側面像を得ることは難し

いo探吸気で可及的に械隅を下げて.胸椎像を少しで

も多く得ようとするのも一法である.

全胸樵の側面像は･上部･下部の辺緑椎骨像が入射

斜光線によって糾されることは避けられないから,

必要に応じて目的椎骨を局部精密撮影する場合が発生

する｡体軸力鳩れたり･全体の漁度の不均衡を避けな

ければならない｡

体位

最初に正側臥位をとり･検側の上肢を正し(

強く内施して肩甲骨を前面に排除し,非横側07

及的に背面から遠ざけるよう心がける｡肘m巾

は容易となる｡この姿勢のまま45産後傾して. 4

を保つ｡

中心棟

木撮影において掛こ注意すべきことは,榊､叫

自然位以上に助長しないことであり,椎閉脚叫

瞭な表現である｡瀬突起,横突起の読影の容qIJt

望ましい｡

体を傾斜して,胸椎斜位像をフィルムの･小火叫

ることは習練によるはかないと思う.

4　胸椎　斜方向　70度(立入)

∴

J川化てイl(h)の関節rnFを･榊l= I..

rr),亡t*

耶6胸柾の高さで(8/YllliからllTlノ)に約3cmの点を通

･亡,カセッテに垂直に射入する｡

｢,.1｣

椎間突起閑節の観察ができる｡

5　胸椎　上部側方向(堀尾)

体位

坐位で側位をとり･視線は正しく前方を注視する｡脊

柱は正しく伸展して･正中面とカセッテ面を平行に保持

する｡カセッテ側の上掛ま90度前方に挙上する｡この時

眉甲屑を外転させて肩甲骨を後かこ移動する｡反対側の

上肢は可及的に後方へ外施して伸展する｡この時,肩叩

眉を内転させて後方に移動するが,前腕の如く直角に挙

上することは不可能である○この場合,朗βが回施して

はならない｡

中心撫

垂掛こ保持されたカセッテに,直角に節2胸牡を狙う

｢証｣

上部胸椎に垂枚する両肩をそれぞれ前後に移動させ

て,それらの間に胸椎の側面像を投影することをEl的

としたものである｡

肩を十分に7171経に挿uJLrlWlL ･.ui mJ. lLLd伽を.5-7

度同施させて,仙lll蝕Hl,叶n'rJ-rIJr / W･川/Jr Jl

にする｡

6　胸椎　上部側方向

体位

立位または坐臥側所l位をとるo W､･J

よいo管球側の肩を下げ,かt=ッケ仙FJ〝

って正しく伸ばす｡両側肩甲骨をIIFL仙-

うな気持ちで.扱く胸を張る｡

中心後

節2胸椎を狙って, aは25-30141州`

bは直角に,垂直に保持されたカ11ッノ

｢註｣

bの方が体払中心線の射入mJ･T'i

の方が像に多少歪曲される欠点をIIl I)

椎の描出がすく･れている｡

この部分はⅩ線の吸収が大きいから

LIiL得る.条件の吟味が大切であl),

を用いて高圧,短露出に救われること.

この税の体位では,体軸の捻鯨は烈.

ィよ＼ -､

＼

∫.
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州別ん川　　中　　　　　　　　　如附　釧

釆出　　　　てな　　　　い肩　　　　お

に

げ　　　さ　○曲　o　　高　るな　る　　の　す膝す　　体　人で　質　　椎射位　合　横　る　に

･1.1･p　人　.

食膳　机　にも　o　で　時を　す　方　同性適後　と隈　は　部　るほ　に　頭　せで　者　は　さ位　患手　除立穀　雨　排.:　.に位　が　し　方立　方　は　後は　の　伸　をた　位　を　骨ま　坐柱　甲

低　位　ー脊　肩体　坐　ら　ず　側

か　ま　両

損影法B (補遺)

7　胸椎　左(右)01位

体位

坐位または立位D臥位はなるべく避けた方がよい｡

坐位.立位は負荷のかかった状態であり,臥位の場合は

れ荷が除かれており,両者の比較が必要な時は,その両

プJ-の撮影がなされる.

一般に負荷時のみの撮影が行われるが,旗を正しく押

えて体操をしている感じで上体を左または右に屈折する

屈折された体位では,カセッテと身体等の監視を充分

にしなければ,胸椎像がフィルムから逸脱するおそれが

ある｡

中心棟

背面におかれたカセッテに,第6胸椎を通り直角に射

入する｡

｢註｣

琴曲させる｡

第6胸椎を狙って,垂直に匿かれたカ小

射入する｡

10　胸椎Twining法

闇〝
体位

し

側　保換　をら　位か　体位　た倒　し.憤初　前最　に〇度位　75坐　には　うた　よま　の位　図

中心線

上部胸椎1-2を狙って,水平または

臥位ではFP想の屈折位が待にくい.下部は腰椎の3　　　たカセッテに直角に射入する｡

を含めるとよい｡

8　胸椎　前屈

体佃:

坐位または立位｡側面位をとる｡

膜を正しく据えて,胸椎を前方に琴曲させる.両上肢

は肩の力を抜いて体両側の前部に垂れる｡カセッテは側

ガより見て適当に誘導すればよい｡

中心頼

約6胸椎を狙って垂直に保持されたカセッテに,直角

に射入する｡

｢証｣

上部胸椎,側位撮影に用いられる｡

11胸椎　Dehlecker法

体位

坐位,側面位とする｡椅子の端に旗をかけ. I

側の大腿部に国の如く両手をまわして肩を前hKI

頭を其直に伸ばす｡

中心抜

肩蛙突起の革さで推体を狙い･垂直に保持きり

./テに直角に射入するo

き引に方後けどち

セカたiめ匿に千衣

を　　　　　テ辛

この体位で側臥位をとれば,脊柱とカセッテを平行

が生じる｡この点か

い｡

ー疋　笥　子　十　ら
安.椅を　なに　け　た定　は後　か　れ　安　て背旗　さ　の　え.に　意体与り　子　用　身　をと　椅　てー感を　は　し　り　安位者は張　不 定度のす(･れた椅子を用

脊柱を十分伸展し,両手

子を回の如く振るQ

十分に考慮する必要があ

ない

中心横

胸骨と眉間関節の間と,第1胸椎を通り垂直に録持さ

れたカセッテに直角に射入する｡

｢註｣

この部分は, X線の吸収が大きいが,グリッドは使

用しないで高圧を用い,全般が見えるような条件を選

択しなければならない｡

14　胸椎　斜位

中心軸

45度の111度で附州mLLい,水lf/にl削､jl IL

射入する｡竹凪ILr_rl,紙上l)胸部llTHluに.目し

に7-10cm寄せた!.rlが射入点と心flJて.LL

｢註｣

身体を動かし難い屯症者にmいてよく,

中心線射入方向にずらし,ダリyドのId･)I

方向と一致させなければならない｡

aの中心線に対し,カセ,/テはn′

bの中心線に対してはカセッテほl)′ U)加･

15　断JT絹影

下部顕椎,上部胸舵は正中欠状面の断榊舶

とが多い｡特別の理由のない限り,患者は1In

線と体軸を軽く斜交させて,正しい側臥(,I/な

背面より見て,脊柱が撮影台表面とTTl.しく

ように頭取頗部下方に発泡スチ.,-ル, utt

して,体位矯正が必要である｡

頭一足方向に振って撮影する振れIT!10此化

を試みてもよい｡体軸と原形か中央線が.介地

金に像が消滅せず,像の不鮮明の原関と〔[1,.

(参考文献は最終回に掲載)

図表記載の番号および名称

1　頼突起

2　下地切痕

3　肩甲骨

4　機突起

5　肋骨

6　暴発骨

ProCeSSuS SplnOSuS

Tncisvra Vertebratis infer;

Scapula

Proc transversus

Costae

Clavlcle

7　下関節突起　　proc aTtlCulELrlS inferlor

8　椎弓枝　　　　pediculu8 Vertebrile

9　椎体　　　　corpus verterbrae

lO　樵間関節　　Juncturae zygo叩PllyWnl(

11椎間孔　　　　Forilmem lntCrVerLehrnlぐ

12　上関節突起　Proc nrLLCUlnri=urx,rior

lTl　桝攻起肋′円椛　Fovez. mRtnlぐS tnlmV.･rF.,Lll

111　MJJFl椛　　　Fnv(Ⅵ LIONtHlpN illr,Ti-.r

H　川川珊　ll."…川仙It･""J'r…

川　Mrl l　川W" Vr.I.LH..lp



画　一L∵∴　+∴ :.::-:)..-ミ`:
の怒味を教示してください.また,グラフが記載されて

おりますが読み方もあわせてお臥･しますo

(千葉･A)

回　一　㌦　∴.　-..‥･

写真懸光材料は通常.現像後の濃度をD,照度を(,

i琵光時間をEとすれば. D-I(J･l)という関係になりま

すoこの関数は･濃度が照度と時間の鼠すなわち琵光

iTL E(Ill-E)の関数として示されることだけでなく,

指光時間と照度との軌)ミ一定であれは,同一濃度が待ら

れるということを示しております｡

もう少し具体的に述べるため,一般の7マチュア用カ

}ラで撮影する場合を考えてみましェう｡

当社のF一甘400で,ある情景を写すとします｡音別lj

171の指針が絞り5 6,シャッタースピード1/250を示して

いれば･誰でもこの指示通りに撮影すると患います.し

かし,ちょっぴりカメラにうるさい人ですと,他人とは

過ったこと,すなわち撮影魚枠設定を変えてみたいと思

うはずです｡

例えは,絞りを8.シャッタースピードをl/125.あ

るいは絞りを11,シャッタースピードを1/60のように｡

こうなりますと最初の条件とかなり異なりますが.現実

には被写体の写其液圧は同一になります.変るのは被写

界深度(ピントの合う範閲.奥行)であり(絞り込むほ

どピントの合う奥行が深くなる),運動プレが増減する

ことです｡

では･どうしてこのような撮影条件にしても同一の写

英濃度が得られるかと申しますと,これは通常の使用条

件内では･シャッタースピードや絞りがまちまちであっ

ても,写真洩度は露光盈(ソ十ッタ-スt='- I:は鍔光時

軌絞りはフイルム面の照度を変えるものとお考えくだ

さい)に応じて変化するものであり,シャッタースt:･_

ドや絞り各々に対して変化するものではないということ

です｡つまり,鍔光量が一定ならはyヤックースピ_ド

絞りの数値にとらわれないのです｡

一般にご使用になっているカメラには, EE機構とか

露出計内蔵のものがあると思います. 7,イソダーを覗

き,露出言1の指針を合わせれば再出が簡単に合わせられ

シャブタ-スピ~ドや絞りのいずれか一方を自動的にコ

ソトロールしたりしてfm一郎こできる機構ですoこれらの

椀隅は,前述の考え方をそのまま利用して設計されてい

るわけです｡

I r (i. tTl'7mの.1.榊こTi!りますと, 1日,'Jlエ

l-tuM.ほ和光l=こ伐るもので.時間や矧糾いI

い)那.はめられる切介を佃反則が成立すると〟叫も

また,これが認められない場合を相反則小机J

すo写其乳剤としては相反則が成立するものuIJIAl

やすく優れていることは勿論のことですが, MVhト

ずれのフィルムにも相反別不軌の現象は起こと',11手

ので一般的なようです｡

一般のカメラでの揖彪において, 1/1000秒ulM■川

砂の撮影ではフィルム面での霜光量を例え伺I Qll

うに絞りを選択しても,同一の写真渡度が紺r･J･仙わ

けです｡通常･/ヤックースピードが長時間側.hL'川t

時間側に寄りすぎた場合,通常の使用条件よりit什Il

光量を増やすことが必要になります, F.g.10-′tl

Aが相反則が成立する理想的なグラフ, Bが榊ルMA

立しない,いわゆる相反則不軌dtl線です(かなIJ■

卦一､てありますのでご了東掛,ます)｡このグrl ･lI

軸に露光畳.拭軸に時間(露出時間)をとり,爪冊l

の違いにより･ある写真濃度(Fig.1では掛r IJ..I

とする)を得るのに要する露光量の違いを示しrr l川

す｡ F･g lにおける曲線Bは, 1/10秒近辺が叔1.TI

が少なくてすみ(感度が高い).他の琵出時W川l

量を増やさなければならない(感度が低い)こJ, I･qll

ております｡

このような現象は. -pゲl/化銀の光化学反山川

に起因するものですが,今回は省略させていたたH l I

lJ n点しf CIVlt'), llLJIJlyjIX:I

の板柳こおけるPositioningの抽出とその昔i出｣一(

京都五条病院(院長.大橋鉄也) M･HIl

はじめに

I II/(ほ昭肺と連i,+,するド肢瑞1liと,その七柑こつづく

りI卜帖i■jとに'J)けらh f.服･.ri:をつくる1■Bを総称して

Jl七いい,隅札'Jl′円および恥i■トに分けFJかるt.

HfL'.tほ,左1,1■r.jmqの食門と仙矧笑価により1,1付,したiil

/】仙門およびその卜端につづく増骨により鵬成されて

■叩け､ら･川､粗1【しけ櫛,恥F■派t.lTtTn l経にi､る'rJ外

.り'_よって, I.排の人でi盤と~トだ【;の′卜円髄に'JIけらJtる

l､rjl馴ま,相川のド料こ11171するものであるL,

■肘Zを隅bkLする耶H巧はLーノ)Jの大部分をLrlより.これが暇

IHlと町Flj矧こ分けr'Iして. LIL,Hは綬卜流をLllめるo

m細孔は, 'lAil葺が下搾JjかF:人l^,汁休,人Itilf'枝o恥†‖ま

■山卜1託的l ･を占めてrTtは【iILをnlJ lJからLTqみ.恥′け休と恥

lHiに桝ナr-,かている｡

し1~手lのhll掛こおいても.体位が11しく.中心紋の射

/､がu確であることが艮い写f吉を得る-･つの要素である

/J'･.乍;怒投影においても同様であるoその判断は,恥i弓

T)よぴALl骨に閉まjlた′円盤閉5/H.孔の位臥　形等で判定の

El'Rとされている｡ r:L4を参照されたい0

0-　　　　b C d.

lll　･　　･

a lT-p試

b　作トuJ棚ノ)に逆帥斜Lているか, rl.心根の射^r∴･,か

ll湖の.rJlよりナ))にずれた場rT

c　什†如1~ト小二仰斜するか, Li'･L朋/､･.r!が11湖のもの

よI) l▲JJにIi'tb'1た均rT

d　什こ位が左右いす才=こ偏仰するか. tl心射人ノ,I,..カニ左Ji

いずれかに片寄/,た喝合

掃影法A (本論)

1　骨盤　前後132　前後方向

62　　　TTT!× l lll rl】1 1

体位

rlしく仰臥付｡ /[一1.に侃仰しないこと..川

えて伸rHすo lil純はlHl"l1位をとる｡ IllL F'l･JJJll

l■tIH一帖はi■i俄の外綿に･TIT_桁しないよ･-)に仙川ノ

伸照する｡

中心横

ll FI･/)<肘仙こ糾い, Imと恥rj &r泊の小...I.I.ITJJL

射人する｡

｢言JJ

rPJI盤全般の概観のほか人腿′i■はし'lL H HL′

川さILる｡

2　骨盤　小骨盤腔　前後任　国尾方向
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体位
､l′FLAl立o船影台比較く膝をまげてFJAL,称上肢は体

の彼方に仙i'Lて上附緬と桁彫台とのなす角度を55)A

に保ち, J一半身を支持する｡大腿は正しく揃えるo

中心線

仙IdlRL恥こむけて脇机lJの州払ら･ 20JB;の郎…丁入

する｡

15　寛骨Ej　斜位　属領方向　h,iB法

体他
'臓臥位o柵を取形台と52度の析斜を保つo

･uI舶下にして,両上肢は休の郎lWl･保川るよう円u

個するo ･むDLrJの下肢はド)jrこ伸餅し･上川の下肢はL･4の

/wIく股的取捌対節をまけ･体の棚に出し,体の肘Ji

附かこつとめる｡

中心棟

F踊方向に12度の傾斜で正中面に平行に,凪側那臼

をねらって射入する｡

｢,"A:J

大腿骨頭部の侭掛こも目的を果たすことが出来る｡

本法も･大腿骨野郎振紛こ流用することも可能である

撮影法Il (補遺)

16　膿骨翼(片側)前後位　前後方向

士二
【=≡≡==三._

体位

正仰臥位,杭に偏qI-しないことo拘下肢は州什Jlr

とり,膝を揃えて仲序章する0

両上掛ま体側に沿って伸展し･ ･憎の外縁と敗が州

しないよう注意するo

中心洩

鹿側の上欄骨鰍を渦.)割引こ射入する0

17　恥骨　坐位　軸方向　Lilienfeld法

体位

i'7盤･軸方向に準ずる｡

中心線

恥骨折合をねらって重訂氾射入する.

｢誰｣

投影法(7) MarJtJuS法引田のことo

紅X_レイ研究他.24　67遥

体位

I粒臥位をとり左†jに偏怖しないようにtl I.jTTtする.

.1りm)iは揃えて芥拒ぐに伸展する0両上肢は体側から少

I rJWLて伸ばす｡頭部は好きな方に隣位をとればよい.

中心横

帽頗方向に10rriの角度で恥一円をねらって射入するo

｢註｣

恥骨,坐骨の観架によい｡

19　仙腸閉節　片側　前後他　斜角庶方向　Clark法

体位

仰臥位｡両下肢を左右同掛こ伸展して休軸の方向に並

べるo左右偏頓に注悲し膝B,許な上にむけて大腿部で

国定するo J.L仰の股関節に異常ある場合には,他側の股

関節も同型に矯正する｡

中心按

仙暢関節にむかって外方から30度の角度で射入する.

20　仙勝関節　片側　前後位　斜角度方向

GraSkey法

体位

仰臥払雨下牧を伸展して作軸の方向に並べて,隆之主

項を正しく上にむけ,大腿部で固定するo

雨下掛ま互に対称的な体型をとるD例えば,片側の肥田

節が異常の体型の場合は,他側の股LM節も【司型とする｡

中心部

仙股関節にむかって内方から30度の怖斜角で斜入する0

68　　　郡IIX L/イ研究　rb124

図表記載の番号および名称

1 T己.H

2　腸骨罪

3　胸骨稜

4　上前脂付根

5　腸朋体

6　帽　朋

7　陀廿粗而

8　上後暇IFi-蘇

9　脂17岱

10　研5陀ffE

ll　的4LI鮒(_

12　印確骨輔

13 1(怯了

14　大腿.i∃

15　大腿′日Ti'(

16　外結合線

17　外側邪

18　閉鼻附し

19　WL.･門.臼

20　股関節

21解剖鮎合繰

22　兜円日間

23　硫　搾

24　仙　竹

25　小転子

26　仙腸関節

27　産科結合綜

28　仙　舵

29 iIi中仙骨横

30　仙il】孔

31恥竹体

32　恥IP3-校

33　恥骨結合

34　恥　骨

35　恥骨下枝

36　恥骨結節

37　恥骨上肢

38　転子馬

39　腰　脈

40　坐　骨
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.12　坐･円体

43　坐11組節

44　坐骨枝
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1.四　五　骨

後　前　世

休位　牌臥位'胸の下に砂藩を敷き顎を充分引かせドイツ水平面を10o iTq-僧させ,矢状面は垂直に保たせる.

㊨分度器

中心隷　後頭帯筋直下に垂直に入射する｡

Ⅹ-P　頚茸琴蔭が明腺で,矢状面上に鶏冠および矢状縫合が位置し限店上練と蝶形骨小異切面がほぼ一致し

限宿陰影内に聴器錐体部が按摩されその内耳道が識別できる寝床のコ-/トラストを有し,かつ頭蓋全般の●

が認められることが望ましいg

Jl出　㊥ 751⊂Vp 100mA l･Osec grid⑳100cm, ㊨ 65kVp 15mA 3.Osec grid⑳80cm

部　　位

件位=腹臥位または側臥杜,槙剛;下になるように頭を掛こし,矢状面を掘影色に正しく平行にさせる, ㊥矢

面角度計

中心独りルコ階(次ページ)に垂直に入射する｡

Ⅹ-P.トルコ併背勤;ほぼ一致し.頭蓋等篠が明瞭で冠状練合および脈管溝が判別でき,全般の骨梁が苛め

れることが望ましい.

J也'諾(6窟鎧mG#)ec gld㊥100cm･ ㊨ 65kVp 15mA 2'Osec gid@80cm

体位　仰臥位まf=は坐位,東武酌;カセγテに楼するまでのけそらせ-カセ-'テに対しトイツ水平面は平行

矢状面は垂直になるようにさせる｡

中心強;耳垂線の中央をとおり耳垂面に向けて足方J:り100で斜入する. ㊨ tan e scale

X-P　前歯が前頭骨をわずかに越える程度に下顎骨が位置し,聴器錐体乱卵円孔が明瞭に判別でき,蝶形洲.

節骨蜂巣も観察されることが望ましい｡特に一方に偏らず左右対称であることが必要である｡

申出　㊥ 75kVp lOOmA 20sLeC grid◎100cm, ㊨ 70kVp 15mA 3sec grid㊥80cm

奄警'"T;wBTgを充分引かせドイツ水平面を1｡o後傾させ.失脚瀞こ保たせるo ㊥分度器†

中心線●耳垂線の中央に向けて東側1り40Uで科人する｡ ㊨ tan e scale

x-p ;後顧結節紳心とした後頚骨全般が観察され特に大後頑孔,耗休部上棟および三相鞘が明断こ/

出L,一方iこ偏らず左右対称であることが必要であるD

井出　㊨ 75kVp lOOmA l･5sec grld⑲100cm, ㊨ 70kVp 15mA 2.5sec grld⑮80cm

墳形骨位
体位:後前位と同体位o

中心線　眉間中央に向けて東側より200で科人する｡

Ⅹ-P　眼帯上線.蝶形骨小巽が分離し讃部の観察に適する｡

斜　　位

体位･仰臥位,東部を4So横側-回旋させドイノ水平面は垂直に保たせる｡

中心線:非横側限頂外線上掛こ垂直に入射する｡

Ⅹ-P　側頭骨一脳内男物,内後意横が梗崇され脳血管掘影の場合は斜位保が得られる｡

逆towne,逆軸位-上述の基準撮影法の応用体位である｡

井脱　前後方向で前曲骨J=り後頭結滞まで･後頭方向で後頭仇軸方向で頭蓋嵐これらと側方向とで球状体の■

普骨全般が視察され骨の変化緯合の解戯-トルコ軌磯潜錐体の状態一脳内異物(松只体結石等)等が■

査される｡

.r　-　t

ト　ル　コ　鞍



2.ト　ル　コ　鞍

前後位(;1ぅF)(V-'p)

体位　仰臥位,顎を充分引かせドイツ水平両を100後傾させ,失状両は垂直に保たせるB ㊥分度器

中心頼　耳垂線の中央に向けて頭側より39?で科人する｡ ㊨ tan e scale

x-p　大後頭孔の内にトルコ接の後床突起が投影され　その辺練が認められる程度のコントラス

る0

8出　㊨ 65kVp 100mA 2.Osec grld⑮100cm. ㊨ 65kVp 15mA 30sec grid◎80cm

側　　位

体位　側臥位,頭を掛こさせ矢状面を正しくカセッテに平行にさせる｡ ㊥矢状面角度計

相　即ES:　脳
中心緑 皿に上田症塞のこて立を級塞に点のmC

Lr>

りよ礼早外で上面千水ツイド

に入射する｡

Ⅹ-Pトルコ戟背部(蟻形骨小異上面J:り後味突起に至る曲線)が正しく一致し Jf明が部T,

らない0

8出　㊨ 55kVp lOOmA 1.5Sec grlde l00cm, ㊨ 55kVp 15mA 3sec grid0 80cm

対称点汝影法

補助具一透明フイルムに直交する2線を引き,

をたて,その交点(P)ド,穴を穿つ.

とを点の∩C

J･j

に上線の〟各
hリ

よ0点交の早

対称点の求め方-0魚を外耳孔に合せ,水平線をドイツ水平面と一致させ, P点に該当する皮甘面

これを左右両側について行なうo

補助台一約10cmのかこアグ1)-ル坂を固定し,中心線描下点を錘または光来で求めⅩ印を付ける｡

実技一台を固定し,敬老は側臥位となり,台上に用をのせ鐘の授影像によりⅩ印と下方のP点とが一致す

うに保ち,次に意を動かして上方のP点と簸とを台致させて良を除き,小型カセッテをアグリール板に

可く近づけて,小線束にて撮影を行なう｡

後　前　任

体位　腹臥位,顎を充分引かせドイツ水平面を100前傾させ失状面は垂直に保たせる.

中心線･トルコ件部を那lい足方より101で斜入する,

Ⅹ-P　前頭洞内`こ裸体突起と的珠突起が投影される｡

片　側　位

体位■側位と同体位にさせる｡

中心線トルコ撒郡を狙い.頭BnlrJよE)50で科人する.

X-P　左右の桜低がスレ片方のみが親祭される｡ IILJmllを掘ノて比較する｡

解脱　浦横方向で30つの封入角で入射すれば､環椎を外して大検9-fl孔の内に後席実'tEを投彫させることが一

疾Lft.がトルコ伴内にある喝合はLl壬跡後は突起より変化が起こり始めるので,術後方向撮影は必要である.

聴　　　　器



川　MT川日脚1 J

3.聴　詩

シユ-ラ氏法(Schuller)

体位腹臥位または側臥位,検側を下にして頭を真機にさせ耳介を前方に折り･失状-彬かこ平行にさせ4.

㊨失状面角度計｡

中心穎･検側外耳孔を狙いドイツ水平面に向けて.軸はり25｡-300で斜入する(耳垂面内において)｡

㊥tanβ scale

x-p瑚検仰外耳道が其下方向にずれて,洞および蜂巣が耳介と重ならず明断こ現出することが望ましい. I

た顎関節の観察にも適す｡両側を掘って比較する｡

f出'㊨ 65kVp lOOmA 20sec grld◎ 100cm･ ㊨ 65kVp 15mA 3･Osec grld⑳ 80cm

ゾンネンカルプ氏汝(Sonzlenkalb)

体位旗臥位,横側を下にして頚を俵にさせ耳介を前かこ折り･矢-を水平の(I-川JJと皿jJ･とに,とIJ

に150 'rつ傾けさせる(ドイツ水平面は15口授傾になる)ら ㊥眉熊剖/昭計,分JE器.

中畑･検脚絹孔に向けて垂直に入射する-亡.線入射点は非剛桝耳孔より後JJと上方とに約3･5cm (剛

外耳孔臣膿×tan150)の距離の点となる○市販の専m掘諺台有りo

X-p非舶外耳道が斜め前方に･rれて.洞及び蜂蜘-にER山することが望ましい｡-細って比断ち.

Jl出⑱65kVp 100mA l･5sec grld㊥ 100cm, ㊥65kVp 15mA 2･5sec grld◎ 80cm

ステンバース氏法(Stenvers)

体位喝臥払酌450換珊-回旋させ.次ぎ-を引かせてドイツ水平面を120前傾させる○ ㊥骨叔型朋

汁,分度冴.

中畑検mIJFl体の中央に向けて垂直l=入射する-中心線入射点は非-外耳孔と-紺を蝕んだ線上で糾

孔J:りほぼ4城相の点となるC

Ⅹ-p.三糊管の真下に顎関節が比臥し錐体尖が他の骨欄けられす-でき三糊軌錐繊および蝉JI　を

が明瞭に現出することが望ましい｡両側を掘って比較する｡

8出⑳ 80kVp lOOmA l･Osec grid㊥ 100cm一･㊧ 70kVp 15mA 2･Osec g,ld@ 80cm

マイト氏法(Mayer)仰臥位･ 97iを検mlJ-45咽施し耳舶前方に折りカセッテを当て･ドイツ水和を垂

直に保たせるeまた･カセyテは水平に招いてもよいo

中心線輪形台に垂直な-において朗は｡ 45｡で検側乳様突起に向けて斜入する｡

Ⅹ-P ･裁量の観察に適する｡

乳様突起切功法仰臥仏非検伽へ97は400回rjL.ドイツ水平軌ま垂直に保[:せるo

中心繰検脈L械突起に向け恨影か二重正な州において捌打よl) 20で科人するo

X-P　乳手は起尖端の観察に滴する｡

紬Schuller sonnenkalb他よ維--して多少の角度の鵬はあるが,斜め上方よ｡桁した図とな｡l

乳突畔鵜の全駄乳'jf洞おJ=び顎関節の槻掛こ娼する.

stenvers氏勤まn榊は土■flJrfよ｡脚した凶とな｡維糊全般の-性がf守られ維件9:.雄脚上棟,三川

半規管および内耳遥7)税祭に娼する｡

視　神　経　管



.　　　T.･　二　二･-I.I.･.･･;'･　.'.'.　:.'　.

JJd跳　税神州冊　u

角　　　に型　　瞭忠　　　叫骨　　が

4.視神経管

後　前　任

体位.腹臥位,頭を検脚へ350回旋させ.顎を出させドイy水平面を120後傾させる.

中心線　輪側限濡外側下隅に向けて垂直に入射する｡

㊨

Ⅹ-p　祝神鯉管は眼病縁の下隅で,蝶形骨小買切面の先端に授影され形(普通は円形)

はならない｡紛らわしい陰影としては阻動脈の切線像がある.左右を繰って比較するo

8出. ㊨ 70kVp lOOmA 1.5sec grld噛100cm, ㊨ 65kVT) 15mA 3･Os∝ gnd 80cm

戸塚氏法

補助具　透明7イルムで頂角750の2等辺三角形を作り.底辺に等間隔の平行線を引く｡

入射点の求め方-予め非検側乳突先端と後頭結節に印をつけるこの2点に補助具の底辺を

せ乍ら2点間距離(乳実先端～後産結節旧師醜)と三角形底辺の良さが一致するところを

点の位置が入射点となるのでそこに印をつける｡

射出点の求め方-検側眼済外側下隅(図示)に印をつける｡

実　　技

収臥位　頭を検側-回旋し多少頂を出し気味l=し射乱点

く)とが一致するように保ち=欠に頑を劫して中心線

入射点-一視神経管軸-射出点は一直線に並ぶ)a

解呪　posltlOnlngの際,

準伶(傾斜角550仰角

列したのが左図である｡

せ　め合　求

､

台　にめ　束行場

~　一

点　.下　せ汚　さ個　数
･J 1

軒　をの　印上　点台　射影　入梅　にと　姓

･‥
たとSFか　10榔州岬榊

Iつ･

器
副い朋鰍Sc

--　　　JI

に　ー近　れ　　い　な付　ら　　多　にの　け　　　が　能管　受　　合　可経　見　　場　が神　に　　　る　等祝　う　　　い　正が　よ　　　て　補副　い　　　し　の稀　な　　　こ　虎狼　は　　底　角つ　化　　　を　正か　変　　　形　適.い　　　変　た

仰角の測定誤差は或る程度迄は無視出来るように思われる｡

日常我々が掘影する,81着は疾患,外僻等の為該部に多少の

の図表と比較することにより掘彫角度の分析,個人差を含め

影技術を習得することが出来る.

なお限侍裂の他にPT,L

るて也よ隅下

九　のこ　もo　じる　同あ　とが　保と　るこ　ける　食め　見認　にを　近影　付陰　影の　陰形　門円　肺で　のん　共並　軍と　耶℡　胸椎　.神　で視　保て　線し　切と　の諺　脈陰　測
巾日　限

が診断上支障があれは少し仰角を変えることによって陳は淡くなり祝神経管との区別はつくものである｡

技碓帥上のため,このようなハターンを各絡†;Lについて作nIriされんことをお奨めする｡

右図は視神経管榊と.失状TErおよびドイy水平Lkllとの兆畔角度を示す｡管･1qbの良さは約7-8m
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副　　鼻　　腔

顔　　面　　正　　使

ウオターズ氏法

前　　頭　　洞

上　　顎　　洞　　位
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2.椎骨捷影法

基準練腰椎鵜準頼一両断線外線を結んだ線-第5腰椎

喜状冨=忘≡芸……芸完苦…去た面)互いに直交する｡

f芸頭降芸　　　芸34_芸芸

辛ll-12陶椎の中央

lヽ ～ i,-:1' 

ry. � ��ﾂx6r�燃� ��

ヽ ･.∫ ��r�

ヽ◆ ��

:I+ 亦謦�

艶 ン- ＼ト i:.- ､､魂 

/■ �-トト■ 

､簡 刪鼾� 劔 �� 

i_¥. 

筈p 

- 劔��∫ 

tJ... 廃:. � ��ﾚB��� ��i ;∫; A ��侈ﾂ�Dﾒ��ﾖb���5�6ﾒ�

-"ー馴RJ占碓綿､--､__ ��

J七 ����H*粐� ��-;㌻ ��

l'Ositioningの抽出とその背黒

池田回生病院(院長･村山長-)野村IrL.)'J

はじめに

側頚骨岩様部は,解剖的に頭蓋の左右両側壁の例頭骨

の後壁にあり,外側から乳突郡,錐体部(岩棟部)の二

部に分類されている｡これらほ乳様突起,中耳.内耳を

いれるところである｡

乳様突起ほ乳突部の下方にあり,耳巽のうしろで簡単

に外部から触知することができ,中耳は錐体内の長方面

体の膳所で,その主要部は鼓重,聴覚羊の一部をなし,

内耳は中耳より奥にあり,形状も複雑で聴覚告の主要部

をなすととともに平衡覚器でもある｡

これらのもののレントゲン診断を目的として行う乳棟

突起の撮影体位は,仰臥佐一正面,仰臥位-叙位,半仰

臥位一例位,伏臥位一例乱伏臥位一斜位等に大別する

ことができる｡

伏臥位で頭部を正面位,側位,叙位とすることは,す

こ4ぶる容易である｡仰臥位で頚部を正面位,斜位をとる

ことは易く,側面位をとることは難しい｡この場合,皮

検例の肩部に支持体等を入れて上体を斜位にすれば次の

換作は容易となる｡

撮影法　A (本論)

q sch"er法

体位

正しく伏臥位または半伏臥位｡両手拳を下

両側におき,肘部をまげ,上腕および肩部に

を支え,頭部を息側を下に側位にする｡胸下

入れるのもよい｡息側耳巽を前方にまげ.耳

様部影像に重ならないようにする｡

ツ水平面はカセッテに直

中心強

健側外耳孔の上,約4珠指の点を通り, PR

垂直面に沿って息側外耳孔を狙って,約30度

入する｡

｢証｣ 1.入射角は長頭の人には大きく,

は小さくする｡

2.内,外耳道が重なり,左右下顎

4 cmはなれ, -直線上にあるのカ

3.開口時と開口時の2回に撮影す

る｡医師の指示を受けるのがよい.

4　下顎関節撮影法として価値あり.

5　体位が容易であり,中心線の辞.

簡易であり,利用度も高い｡

6･側頭骨の鱗乱塾堕窒毎払放

よい｡

Il l･"⊂･Jt

/-:..:':針:､ -.l'l'
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H　些事ーll

nTコIy　烹

1　鼓'二,｢

-~∴i　-

体位

伏臥位または半伏臥位｡国のような耳撮影台を用い

る｡直角に相隣接する二辺が,各15度に憤斜する二等jZZ

三角形の耳撮影台である｡

体側より見て15度の傾斜面と正中面は平行,ドイツ水

平面は直角とし,顕頂より見てもその方向の15度の傾斜

面と正中面は平行であり,耳垂直面は直角とする｡

カセッテは水平におき,その上にカセッテの辺縁とそ

ろえて耳撮影台を置く｡

中心洩

息側外耳道を狙って,カセッテに直角に射入する｡

｢証｣ 1回のように･艶eRenk申b琴では中心線が

カセヅテに重斜入するため,遮光板の使用法

を不可能とする｡ Law法はその改良である｡

2.側頭骨の鱗弧乳様突起部,安室の観察に

よい｡

/
ヽ.ヽ■ ◆1■1.(.I fl trfり

3. StezL▼erB法

体位　　　　　　　　　　　　　　　l

伏臥位または半伏臥位｡

カセッテは水平に置く｡ドイツ水平面はカセッテに直

角とし,正中面は息側を下に45度の傾斜に保つC息側の

舌尖,頬骨,限馬上鼠が軽くカセッテの表面につけさせ

るように誘導すればよいo I

中心禎

体側より見れば,尾頭方向に追及聖月度で,頭頂より

見ればカセッテに垂直に息側外耳孔を狙って射入する｡

r註｣ 1実は蛮盤娃星ミ旦影される0

2　側頭骨の錐体部の側面魚が得られるから,

tpIJ.1

･LpiJ･:,･,A,･蓋..I... "･L,}･:.,.,･･･,A

4. Af&yer法

体位

仰臥位または半仰臥位｡

頚部は正中面を寝台平面と45度の傾斜で息側を下に
^サIt=ッテの位置なとりやすくするために,適度の高さ

発泡スチp-ル若しくは薄い綿フトン等で頭を少し高

し･カセヅテは頚部側面に沿って正中面と平行とし,.

等辺三角形の補助具を用いて回のように固定するo

中心il

体側より見て東尾方向に45度,頭頂より見て水平UJiE

直角に息側乳様突起を狙い射入するo

｢註｣ 1.外耳道,鼓童,迷路,あるいは錐体郡の(.

像が重複しない｡

2　慢性中耳炎,鼓茎の診断に補助的に川い1

れることが多い｡

3　カセヅテに中心線が斜入されるから,伽

歪はさけられない｡

;I .I:



'ハ叫'L.ノJr''Jr-lI)lit;,トイノ水､7L仰こIF/
'r∫で馴lj)rr'･JqこlSJRlの仰斜で,馴桝朋を狙う｡

rifJ l･中心線軸方向に射入するから,遮光板は

使用できない｡

2　遮光肋;なくても,読鰍こ充分耐える撮影

が可能である｡

3･小円筒のツーブスを用いるか,多重絞りを

小さく絞って振る｡

41側頭骨の鱗部･乳様突起部･安室の観察の

対象となるC

＼こ:二二三-., /

撮影法　B (補遺)

6･甘enSCheJl溝

体位

Sc仙ler法に準ず｡

中心線

耳垂直面に沿って･頭尾方向に10度の傾斜で息側外道

孔を狙って射入する｡

7･ Fischer法

体位

SchuLIer法に準ず｡

中心模

ドイソ水平面にLrlって･裡前-こ45度の桁斜で朗rJ

乱伐実凪邪をfrL ･,

体位

鮎川Ier法に準ず｡

中JC.#　　　　　一部i1-751･ , Sch触法硝ず｡

体側よりみて軸方向に10度の鰍で･癖r｡みて　中畑　-,

′→~-＼

一一ナヽ小　｡■

体位

警Es?hP=u;Z3eTy慧eT･･,:側乳様突如5:一　突言霊警-て頚尾方向に15度の憤斜で･ -いR

-pL一′｢`､ / rT. Ill Ir'LJ研　. / 1

13･ hTLge･Soztnenhlb法

≠11{ ;■一-　14TfWEj
qP r

任位

≡hc:;er法に準ず･恥するo L体位

SchulZer法に準ず｡耳垂直面に沿って覇尾方向に25度の懐斜で･息恥耳I中心練

道を狙う｡

10･ Rtn且tr8n 3法

体位

SchuJZer法に準ず｡

中心頼

棚よりみて鳥原方向に10度の便斜で･頭頂よりみて

後前方向に30度の角度で患側外耳道を軌㍉

11･ RunBtr6m 2法

体位

SchtlJJer法に準ず｡

中心撫

耳垂緬に沿って粥万IL帖:15唖の舶托朗rJM1

迫を狙う.

｢･JILH･ Ly舶m u､上企(lJqLu

耳垂直面に平行に25鼠鼠罵方向に･また仰ツ水平

面に平行に後前方向に20度の傾斜で=亀側外耳道を狙う｡

㌔ 14. LyAholm法

Run如･8m 2と全く同じ｡

を15･ Eenle法

/I

体位

Schuller法に準ず.

中心撫

ドイツ水平面に沿って後前方向に15度の傾斜で,息側

/外耳道を狙って射入するo　　/一

16l JIickey法

体位

ダ■b≡讐位｡即,上.)に-脚･･SI-JllH川川'.I,,.

- I ･･二:la
l

J] I

■.`●●●llll

中小Al

仙仙d｣り.吋If q■々{l llll

垂山こ息付け川一IHいIl A 1

18･ ^･りrAMPI L*

体位

仰臥位または半仰臥払JJl･ i■

ツ水平面はカセッテに直角. rl小川11

傾斜させる｡

中心線

図のように耳垂直に沿う｡=2.T,川1

万b-5cmの点を通りカセ,テにI('1

19･ NomtlrA開口法

体位

半仰臥仏カセノチは水仰l,Tr.

't=ノ7'と75雌とし, lJ州仙川､仙

川土日l氷るだけ大き･(川ト:.

中心細

捌抑rleF3/"･とくHpM.IIW.･l IJrfh

仰州dl･I触Tしたが▲･.I,fllu･L′り/lJrJ･ I

J帥iJL - rWJ(ド(.‖

川日.札付'JlJr･dl･･ ll,･ihl,il･.JHPJL
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･一手

q I

Lて1;(

仰臥位｡カセ･/テほ太平に置くBドイツ水平面はカセ

プチと97丸正額面は息側を下に45度懐斜させるC

や心強

体側より見て頚尾方向に45度r贋頂から見てカセo/-チ

に直角に息胡乱様突起を狙って射入する｡

21･ dt&tmig 68tBCher法

♯粒　　　々.

仰臥位｡そ七,テは水平に置くBドイツ永平面はカセ

･テに直魚正中面は45度に息伽こ併斜する｡

中心■

ドイツ水平面に沿Ll･局側外耳孔を狙い垂直に射入す

る｡

｢証｣ 】･内耳･乳横蜂常の描出がよい｡

22. Ch■tLHe法

体仕

仰臥位｡カセッテは水平に置く｡ [･Jィッ水平面はカや

ツテに直角とし,正中面は非息側を下降75度の候斜をと

る｡

i　中心錘

)　体側より見て蘭島方向に20度の懐斜で,頭頂より見て
カセッテに直角に息側乳様突起狙い射入する｡

■　23･斜他方向稚形法(熊谷)

体仙川比て山一liJJr･･･JmO風脚より堵て.帆

額超む狙いlltめに射人するo

ur.aふよ的芸芸芸で霊芝;'批像となる｡ I

鹿他

伏臥払カIeヾ列羊水平に帆ドイツが叫まカ

サテに垂乱正中面は息側を下R:6膿の債斜で保つ｡

中心♯

棚J=り見て東尾方向に12定の債斜で,斯頂Zや克

息僻L様突息を軌､かセヅテに垂直に射入す串｡

｢凱1･前(切放的彬)法とは中心軸J*入加

を適にしたものである｡

25.主軸壬■形法　_-

し

.I lT　;

倖也

仰臥位oカセッテは水平に髭く｡上体の下如大

支持物を入れて･牢塀をカセッテに接着し得如

部を逆立てるoドイ宛平取汚セッテに平行と> .

って正中面も直角となる｡

中aJL1

両外耳孔を敵ぢ線の中央を漁り,

入する｡　7-

直にチッ也カ

附_　言

体噂説明図のように,カセヅテの長軸方向と

耳垂直面等が常に平行的関係を正掛こ保持すれ

の位置づけ,中心線の誘導等も容易となり,影

くかつ整頓されて撮れる｡

ー女川,し面　康男.幹ー_Jーもー正　は　像


