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牛のレントゲン撮影の基礎とピットフォール

三浦直樹 1)↑

1)鹿児島大学共同獣医学部 附属動物病院

(2018年2月20日受付 ・2018年3月 10日受理）

要約 近年の画像検査の進歩は目覚ましい．産業動物医療でも，レントゲン検査のデジタル化が

進み，フィールドでのレントゲン検査の機会も増加している．正しいレントゲン撮影と判読を行うこと

で，より正確で有用な情報が得られる．本稿では， レントゲン検査の撮像条件による画像の違い，読影

時に必要な 4つのピットフォール（落とし穴），実際の臨床例での画像の読影のポイントを解説する．

—キーワード：牛，デジタル画像， レントゲン検査

------------------------------------------------------------------…産業動物臨床医誌 8 (増刊号）： 269-275, 2018 

本総説は 2017年九州沖縄産業動物臨床研究会での教

育講演を元にしたもので，学術的なトピックではなく，

産業動物医療でのレントゲン撮影の基礎的な情報を確認

することを目的としている．近年の画像診断装置の進歩

は目覚ましいものがあり，獣医療現場へのコンピュー

夕断層撮影法 (ComputedTomography: CT)や核磁気

共鳴画像法 (MagneticResonance Imaging : MRI) な

どの導入は，獣医師の画像診断能を著しく向上させてい

る． レントゲン検査や超音波検査なども，技術の進歩に

伴い，装置の小型化やモバイル化，画質の向上など，周

辺機器の進歩は産業動物医療でも着実に画像検査の現場

検査（ベットサイド診療機器）としての地位を築きつつ

ある．特にレントゲン検査に関しては，画像のデジタル

化により従来のレントゲン検査を一新した．

コンピューター X線撮影 (ComputedRadiography: 

CR)では，従来のフィルム現像と異なり，イメージング

プレート (IP) にX線を照射して，デジタル化した画

像を得るので，撮影後に画質の調整が可能となった．さ

らに，デジタル X線検査 (DigitalRadiography : DR) 

ではレントゲン画像をそのままデジタル化し，直接モニ

ターに表示できるようになった．これらのソフト面の充

実がされてきている現在では，獣医師がより正しいレン

トゲン撮影と診断のポイントを知ることが必要である．

本稿では， レントゲン検査の撮像条件による画像の違

い，読影時に必要な 4つのピットフォール（落とし穴），

実際の臨床例での画像の読影のポイントを紹介する．

ポータブル X線発生装置による撮影時のポイントと撮

影条件

産業動物医療では症例の診断をフィールドで行う必要

がある. CRや DRの普及と， X線発生装置の小型化か

ら，フィールドでの利用機会が増加して， X線発生装

置を導入する施設も増えてきていると思われる．従来の

フィルム現像によるレントゲン検査では，撮影条件が適

切でなく不鮮明な画像により診断できないことが一番の

問題であった．一方で， CRや DRでは撮影後，デジタ

ル情報をコンピューター上である程度調整できることか

ら，以前ほど条件設定の重要性が高くないのは事実であ

り，大きな利点ではある． しかし，後からの画像処理に

も限界があり， より適切な条件で対象とする臓器が撮影

されていると診断が容易となり，より正確な診断が可能

となる．実例として， CRを用いて 70kg程度の子牛を

KvとmAを変化させて撮影して比較すると， Kvを上

げた条件（図 1-A) では， より骨が鮮明に確認でき，

mAを上げた条件（固 1-B) では，肺野の血管がより

鮮明に確認できる． より鮮明に確認できる装置になった

からこそ，条件による違いも考慮しながら，撮影するこ

とが望まれる．

t 連絡責任者：三浦直樹（鹿児島大学 共同獣医学部 附属動物病院）
〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-24 ft 099-285-3527 
E-mail : k9236024@kadai.jp 
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図 1. ポータブル X線発生装置により， CRで撮影した子牛の胸部レントゲン画像．

Aは70kv, 3 mAsで， Bは46kv, 4 mAsで撮影

図2. ポータブル X線発生装置により撮影した子牛の飛節の CR(A)とDR(B)のレントゲン画像．

実際の臨床現場での撮影時のポイン トには以下のよ

うなものがあげられるまず，各施設で所有する装置で

おおよその条件を確認しておく必要がある．次に，撮影

時は X線発生装置と被写体との距離を一定にすること，

カセッテパネルをできるだけ被写体に密着させることで

あるさらに， X線発生装置を構える獣医師とカセッテ

を保持する獣医師が撮影時に全く動かないでぶれない画

像を得る ことである．そのために撮影の瞬間は双方が息

を止めて撮影することが重要である．

最後に DRはCRと比較すると非常の多くの利点があ

る 1つ目は撮影後すぐに画像がコンピューター上で確

認でき る条件を調 整 で き 必要に応じて同じ場所を異

なる条件で撮影することもできる 2つ目は一度の往診

で複数の撮影が可能である. 3つ目は画質の調整もより

容易で画質も良い図 2はCRとDRで撮影した飛節の

拡大画像であるが，関節面など明らかに DRの画質が優

れている DRは初期投資が多い点を除けば，フィ ール

ドでの応用を考えると明らかに利点が多いと思われ，今

後DRの普及が望まれる

レントゲン読影時のピットフォール

レントゲン検査では 3次元の実像を2次元に投射した

静止画を診断しているそのために，一般的に次に説明

する 4つのピ ットフォ ールをよ く理解 して，画像を評価

する必要がある. 4つのピ ットフ ォー ルとは，1)拡大

と変異効果 2)形を良く知っているものが形状変化し

たことへの対応ができない （潜在的な思い込み認知），

3) 奥行（深さ）に対する感覚の消失， 4)前後の重なり

による透過性の変化などであり，それぞれに簡単な例

を示す

1)拡大と変異効果

X線発生装僅からカセッテプレートに対して，X線が
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図3.アキレス腱断裂した子牛の飛節のレ ン トゲン画像．

照射されるがその際に X線は扇状に被写体に入射さ

れて行く ．その結果，カセッテプレートから被写体まで

の距離が大きくなる程，実際の被写体の画像が拡大され

る．同時に，よりカセッテプレートに近い被写体の臓器

の辺縁が， より鮮明に見える．図 3はアキレス腱断裂症

例の後肢のラテラル像である．図中では患肢側をカセッ

テプレートの近くにて撮影している （図3-A).その

ために反対側の肢 （図3-B)と比較すると骨皮質がよ

り鮮明に確認でき ，さらに大きさも小さく見える． この

例は実際に，正常肢側に拡大効果がみられている． この

症例では，患肢側のアキレス腱部の軟部組織が消失して

いること，大腿骨の成長板の骨融合と変形も確認される．

2)形を良 く知っているものが形状変化したこと への対

応ができ ない（潜在的な思い込み認知）

常にこの問題点を心がけて読影しないと ，非常に改善

が難しいピットフォールである最近の報告であるが，

画像診断の能力向上のトレーニングに，絵画や歴史的な

画像 （実際には何でもいいのであるが）を観察して，所

見を確認することが，画像診断に有用であると報告され

ている [ll「ウォーリーを探せ」は多くの読者が知っ

ていると思うが同じ色のセーターを着たり ，帽子を被

たりすることで，本当のウォーリーに気が付きにくくな

るのと同じ現象である．実例を示すと，図 4のAでは

金属製のものが見られるが，長い金属の一部が分岐して

いるように見える．少し角度を変えて撮影すると ，注射

針であることは直ぐに気が付く．また，図 4のAでは

注射針との接合部位のプラスチック部が確認できない

が，図4のBでは確認できる． この違いは前肢の筋肉

の位置により， X線の透過性が異なることにより生じて

いる．この症例は肋骨の骨折による気管虚脱症例のレン

トゲン画像である．

3)奥行 （深さ） に対する感覚の消失

このピットフォ ールは頻繁に陥りやすいが，同時に角

度を変えた複数の撮影を行うことで回避できる．図 5は

骨折の症例で，簡易ギブスを装着されてレントゲン撮影

された．図5のAは骨折部位の AP像であり ，一見す

ると骨は重なり固定はされているようにも見える． しか

し，図5のBはラテラル像で， この角度から見ると骨

折部は離れていることが明白である．奥行きがあるもの

が重なっていることで錯覚する現象である．この例は単

純で簡単なものであるが，実際の臨床ではこのピット

フォ ールに陥ったために， 一方向からの撮影だけだと問

題がないと判断してしまう誤診が多くみられるので注意

が必要であり，角度を変えて撮影することで回避できる

ピットフォールであることに注意してほしい．

図 4.前胸部の X線不透過性の異物．
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図 5. 骨折した患部の 2方向からの撮影．

4)前後の重なりによる変化

X線が入射され最初の臓器に吸収されると，その後ろ

に位置する臓器をマスクしてしまうことがある．同時に

X線の吸収値が同程度であると，境界が区別しにくくな

り，この現象はボーダー効果と呼ばれるまた，前後に

不透過性の充進する物体が重なることで， X線上では，

より白く見えることも十分に理解しておく必要がある．

図6は飛節関節にできた腫瘤の 3方向からのレントゲン

画 像である図 6のAでは．矢印で示す比較的大きな

腫瘤が確認されるが，図 6のCでは，矢頭で示す小さ

い腫瘤が確認できる．一方で，図6のAでは小さい腫瘤．

図6のCでは大きな腫瘤の存在確認は難しい．両方の画

像を確認後に．図 6のBの画像を読影すると，双方の腫

瘤が明瞭に確認されるこのような重なりによりマスク

されてしまうことがあることにも注意が必要であるが，

普段から注意深く観察することで，透過性の著しい増加

や減少している部位の存在に気が付 くようになるまた，

この症例の画像では全ての画像を注意深く確認するこ

とでそれぞれの関節面には異常がないことも確認される

実例の紹介

本稿では紙面の都合上，多くの症例を紹介することは

割愛するが， レントゲン検査が非常に有用で，フィ ール

ドで応用可能な病態を数例紹介する．

1) 関節炎の症例

図7は左前肢の挙上を主訴に， レントゲン検査で関節

の腫脹と成長板解離を伴う感染性関節炎の症例である．

関節内洗浄による 30日間の治療後のレントゲン画像で

図6.関節にできた腫掴の 3方向からの撮影．
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図 7.関節炎により腫脹した患部の治療前 (A),後 (B)の画像．

は，関節内の骨化が進み，関節が固定されているのが分

かる．症例は前肢の変形は残るが疼痛が消失し，経過は

順調で 6カ月後には変形は残ったが，体重は順調に増加

したこの画像でも分かるが，治療後は骨化により関節

は大きく見えるが，骨病変周囲の軟部組織の腫脹は軽減

していることが確認できる ．図8は別の症例であるが

大腿骨にピンを入れて骨折治療を行ったが，経過が悪く

てレントゲン検査で確認した症例である．この症例のレ

ントゲン検壺では，関節の軟部組織に条件を合わせてい

るために， ピンと骨折部位は鮮明でない画像になるが，

矢印に示すように関節内に空気の存在が示されている．

このように関節のレントゲン検究での評価では，骨条

件での骨梁や関節面の変形の有無と透過性の変化を観察

し，軟部組織条件での腫脹や空気の存在を確認すること

が重要である．

図8.骨折の治療前後に関節の感染が存在した症例の画像．

図9.a因喉頭部の異物による狭窄の症例．
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図 10.気管狭窄と肋骨骨折の症例．

2)気道内異物と気管狭窄の症例

図9は呼吸困難を主訴とした症例である． レントゲン

検査で矢印に示す部位の解剖学的な変化を確認して内視

鏡にて観察することで，異物の除去が可能となった症例

であるこの症例からも，普段から正常な レント ゲン画

像を確認することと，デジタル化した画像を部位ごとに

まとめておくことの必要性が分かる．図 10のAは喘鳴

音を主訴にする気管狭窄 （矢印）症例のレントゲン画像

である．さらに，肋骨部位に骨折線が確認される （黒円

内図 10のBのCTで骨折部位を確認できる）．この

肋骨骨折による気管狭窄は，外科的手術により改善する

症例が報告されている [2,3]. さらに，この症例では黒

い点線円内の部位の変化がレントゲン検壺上重要な所見

である．図 lで分かるように正常であれば， 心臓の尾側

辺縁はスムースなラインとして確認される． しかし，こ

の症例では黒い点線内の辺縁は不整であり ，肺の構造物

（血管や気管支）が確認で きない． この部位は CT画像

（図 10-C)で確認されるように間質性肺炎が存在して

いることが分かる

最後に

画像診断では，実際には「知っているもの，狙って見

つけよう としたも の」しか見えて こないと 言われてい

る．図 11は30代のヒトの頸椎レントゲン画像である

が，小動物臨床獣医師は変形性関節症に精通しているに

もかかわらず，矢印の骨棘の存在に気が付かないことが

図 11. ヒトの頸椎すべり症の症例．
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ある． これは普段は小動物臨床獣医師が脊椎を水平に観

察するのに対して， このレントゲン画像では頸椎が垂直

になっていること，さらに，「犬」ではなく「ヒト」と

いうことで，直ぐに気が付かないのである．一方で， こ

の患者の問題は矢頭に示される椎間の狭窄であるが， ヒ

トの整形外科医はまずはこの病変に注目するらしいが，

獣医師は言われるまで問題に気が付かないことが多い．

また，歯科医師はこの症例の親知らずが上下とも残歯し

ており，且つ，下顎の親知らずが水平方向を向いている

ことが気になるようである． この実例が示すように，臨

床病態や臨床的な問題点を知っていることが疾患の画像

の特徴を見抜き， より正確な読影ができるために重要な

要因となる． さらに， より多くの画像を見ることで， よ

り早く大切なポイントを見つけることができるようにな

ることも事実である．多くの獣医師が臨床の現場で画像

診断を活用できるように， レントゲン検壺を，より身近

に感じて，検査を行うことが必要であると考える．
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