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Abstract

Radiologic technologists have a responsibility to provide 

X-ray images taken with appropriate positioning for accurate 

diagnosis by physicians. If the positioning is inappropriate and 

not suitable for diagnosis, it causes image retakes. Therefore, it 

is important to understand the positioning criteria for each 

body part and take X-ray images.

However, due to the complicated positional relationship of 

the bones, it is particularly difficult to take the joints of the 

limbs with appropriate positioning, and the rate of image 

retakes is high. In addition, the radiologic technologists are 

required to visually evaluate a few millimeters of the positional 

relationship between bones and decide image retakes.  It is dif-

ficult for inexperienced radiologic technologists to always 

make appropriate decision, and bad decision causes the prob-

lems such as increased exposure to patients due to unneces-

sary image retakes and misdiagnosis due to interpretation of 

the images with inappropriate positioning.

Konica Minolta has developed the Positioning i that auto-

matically determines the adequacy of the X-ray image through 

image analysis technology. By integrating Deep Learning tech-

nology and our accumulated knowledge of X-ray images, the 

Positioning i can provide accurate positioning assessment 

result and alert of wrong side X-ray examination.

The Positioning i can provide reproducible positioning assess-

ment result and it is expected to lead faster decision of image 

retakes and reduce decision differences between radiological 

technologists.

　　＊ヘルスケア事業本部　開発企画部　画像処理グループ
　＊＊ヘルスケア事業本部　開発企画部　臨床開発グループ
＊＊＊IoTサービスPF開発統括部　AI技術開発部　第2グループ

要旨

病院でのX線撮影において，診療放射線技師（以下，放
射線技師とする）は医師が診断しやすいように正しいポ
ジショニングでX線撮影することを求められている。ポジ
ショニングが不適切で診断に適さない画像の場合は再撮
影となるため，放射線技師は各撮影部位に応じたポジショ
ニングと再撮影基準を理解し撮影しなければならない。
しかしながら，たとえば骨の位置関係が複雑な四肢の

関節撮影は特に難易度が高く再撮影の割合が増加する。
さらに再撮影すべきかどうかの判断は放射線技師が撮影
した画像を目視で確認し，骨部と骨部の数ミリ単位の位
置関係から判断しなければならない。この作業は，経験
年数の少ない放射線技師には難しく，判断を誤ると不必
要な再撮影による被曝増や医師から再撮影を求められる
ことによる手戻り，間違った画像による誤診等のデメ
リットが発生する。
このような課題に対してコニカミノルタでは，撮影さ

れたX線画像が適正かを画像解析により自動判定する機
能として「Positioning i」を開発した。本機能は，ポジ
ショニング判定機能と左右部位判定機能から構成されて
おり，AI技術の一つであるDeep Learningを用いて，大
量，多様な臨床画像を元に当社がこれまで培ってきた画
像に関する知見を加え開発している。
「Positioning i」機能により，これまで撮影担当放射線
技師の力量に頼っていたポジショニングの再撮影に，再
現性のある基準を提供できるため，再撮影判断に迷う場
面を減らすことが可能である。

再撮影判定支援機能「Positioning i」の開発
Development of Re-shooting Judgment Support System “Positioning i”
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1　はじめに

病院でのX線撮影において，診療放射線技師（以下，放
射線技師）は患者の担当医師から依頼された撮影オー
ダーに基づき，患者の撮影部位と撮影方向，X線の照射
条件を決めて撮影を行う。画像は医師が診断しやすいよ
うに部位ごとに被写体とX線装置の位置関係（撮影ポジ
ショニング）が定められており，放射線技師は医師の撮
影オーダーに対応するため，数多くの撮影ポジショニン
グを理解し撮影業務に臨まなければならない。

しかし，実際には人の骨の構造には個人差があり，体
外から見て一見正しいポジショニングで撮影された画像
においても，診断に適さない画像であれば再撮影をする
必要がある。

再撮影は患者のX線被曝量が増え，検査時間が増大す
るため，可能な限り低減させたいが，骨の位置関係が複
雑な四肢の関節撮影は特に撮影ポジショニングの難易度
が高く，再撮影の割合が増加しやすい。さらに再撮影す
べきかどうかは放射線技師が撮影した画像を目視で確認
し，骨部と骨部の数ミリ単位の位置関係から判断しなけ
ればならない。この作業は，経験年数の少ない放射線技
師には難しく，判断を誤ると，不必要な再撮影による被
曝増や医師から再撮影を求められることによる手戻り，
間違った画像による誤診等のデメリットが発生する。

このような課題に対してコニカミノルタでは，撮影さ
れたX線画像が適正か否かを画像解析により自動判定す
る機能「Positioning i」を2020年に開発した。本機能は，
AI技術の一つであるDeep Learningを用いており，これ
まで担当放射線技師の力量に頼っていたポジショニング
の再撮影に再現性のある基準を提供できるため，再撮影
判断に迷う場面や誤診に繋がる撮影の間違いを減らすこ
とが可能となる。

2　「Positioning i」機能について

2. 1　対象部位と機能構成
本機能の開発にあたり，対象とする撮影部位の検討を

行った。国内の協力施設から受領した，当社の線量管 
理システム「RADInsight（ラドインサイト）」の統計
データ（四肢関節のX線撮影件数〔Fig. 1〕と，再撮影率

〔Fig. 2〕）を基にして，共同開発施設へのニーズ調査を
行った。

その結果，施設によって各部位の撮影件数や再撮影率
にばらつきはあるものの，撮影件数が多い膝関節のほか，
患部が小さく目視確認が難しい足関節の側面撮影におい
て再現性のあるポジショニング自動判定の要望が特に高
いことがわかった。さらにこれら四肢の関節は，まれに
部位間違いとして左右の取り違えが発生する可能性があ
り，主に責任者クラスの放射線技師からは撮影時の検像
機能として左右間違いを検知する機能の要望が高いこと
がわかった。

そこで，まずは要望が特に高い膝関節側面と足関節側
面のポジショニングの判定と左右間違いを検出する機能
を開発した。

Fig. 1  Number of X-ray shots by a month in certain  hospitals.

Fig. 2  Re-shooting ratio of X-ray in certain hospitals.
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2. 2　再撮影判定の基準
被写体のポジショニング方法については決められた手

技が存在するが，再撮影の基準については病院の医師や
放射線技師が診断能や患者の状態について考慮しながら
判断することが多く，再現性のある明確な指標が存在し
ない場合もある。たとえば膝関節側面については「大腿
骨内の外顆と内顆のずれが7 mm以内」1)との指標も提案
されているが，撮影現場では目視で評価する場合がほと
んどで再撮影の判断は撮影を担当している放射線技師の
技量に影響されるところが大きい。

そのため「Positioning i」がどのような指標で画像の
ポジショニングの良悪を判定するかについても，明確な
基準が無い状態から共同開発施設と協議を重ねた。その
結果，膝関節側面については「大腿骨顆部の外顆と内顆
のずれ」，足関節側面については「脛骨下関節範囲内にあ
る距骨滑車上面の内顆と外顆のずれ」（Fig. 3）をずれの
領域とし，その領域の幅をずれ量とした。ずれ量は施設
毎に定める基準値（mm単位で設定可能）を用いて「A：
良好，B：許容，C：再撮影の検討が必要」の区分を判定
表示できるようにした。

左右部位の判定については体位の容易さから膝関節側
面と足関節側面では外側面をX線検出機の受像部に接面
して撮影を行うことが一般的であり，本機能でも外側面
をX線検出機に接面した状態である前提で骨部の位置関
係から左右部位を判定することとした。
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3　再撮影判定機能アルゴリズム

3. 1　処理の概要
「Positioning i」では撮影されたX線画像に対して

Deep Learningを用いてポジショニングの判定と左右の
判定を行う。

国内の協力施設より受領した臨床画像に，判定指標に
基づくずれ領域や左右の部位などのラベルを付与し，
Deep Learningにより入力画像と付与ラベルの関係性を
学習させた。なお，学習は製品開発時のみ行い，施設導
入後自動的にシステム性能および精度が変化することは
ない。

結果の表示方法は，（A）ポジショニングの判定ではポ
ジショニングずれ領域を撮影画像上に重畳表示し，測定
ずれ量と，その数値があらかじめ設定した基準値を上回
る場合は再撮影を促すアラートとを表示する。（B）左右
の判定ではあらかじめ設定した部位情報と比較して左 
右が異なると判定された場合にアラートを表示する

（Fig. 4）。

撮影された画像は判定対象となる関節位置を推定する
前処理を行った後，Deep Learningを用いてずれ領域を
推定するセグメンテーション処理を行う。セグメンテー
ション処理結果の領域に対して，関節の中心方向からそ
の幅を計測し，最も幅が広い部分を最大ずれ量として決
定する。このずれ量がどの程度許容されるかは施設ごと
に異なるため，ユーザーは，ずれ量の数値が「A：良好，
B：許容，C：再撮影の検討が必要」のどれに該当させる
かを予め設定することができる。「C：再撮影の検討が必
要」と判定された場合は医師の診断に適さない可能性が
高いため，再撮影するように促すアラートが表示される。

Fig. 3   Knee side X-ray image with gap area of femur (left image). Ankle side 

X-ray image with gap area of talus (right image).

Fig. 4  Exposure screen on diagnostic X-ray image workstation CS-7.

3. 2　ポジショニング判定処理
ポジショニング判定では撮影された画像に対して関節

のずれ領域とずれ量を同定する（Fig. 5）。さらにX線撮
影装置ではアラートを表示するずれ量の大きさを予め設
定することができるため，導入施設ごとに判定基準を変
更することが可能となる。
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Fig. 5  The positioning detection support algorithm.

3. 3　左右部位判定処理
左右部位判定は，撮影された画像の左右と，医師から

依頼された撮影オーダーを元にX線撮影装置に入力され
た撮影部位の左右情報とを比較して両者が異なっていれ
ば再撮影を促すアラートを表示する（Fig. 6）。

まず，撮影された画像に対してサイズ変更，階調・濃度
調整等の前処理を行った後，Deep Learningを用いて左
部位である確率と右部位である確率とをそれぞれ推定す
る。その確率が高い方を画像から推定した左右部位とし
て，X線撮影装置に入力された撮影部位の左右情報と比
較する。両者が異なっていれば誤った部位を撮影してい
る可能性が高いため，再撮影を促すアラートを表示する。
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撮影した放射線技師はアラートをきっかけにして撮影
オーダーを再確認することで，思い込みによる左右部位
の間違いに気づくことが可能となる。
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Fig. 6  The right and left detection support algorithm.

4　まとめ

われわれは，撮影されたX線画像が適正かを画像解析
により自動判定する「Positioning i」を開発した。本機
能により再現性のあるポジショニング基準の導入と医療
事故につながる患部の左右間違いを防止することが可能
となり，臨床現場の生産性向上に寄与すると考える。

なお，「Positioning i」を実際に導入いただいた病院か
らは，判定の有用性2)や再撮影基準の統一によるワーク
フロー改善効果が示唆される3)との報告が挙がっている
ほか，新たな機能や部位拡張についての要望も挙がって
いる。

コニカミノルタは今後も「Positioning i」の改良，拡張
にとどまらず，臨床現場を変革する魅力的な製品を開発
し，医師や放射線技師の業務効率化，撮影技術向上，患
者の被ばく量低減に貢献して行く所存である。
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