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原　著�原　著� テレラジオロジーに関する診療放射線技師の意識
－北海道における年齢層・施設規模別の調査研究

はじめに

　近年，情報通信機器の発達に伴い，遠隔医療，なか

でもテレラジオロジー（遠隔放射線画像転送システム）

が現実可能なものとなった．平成10年12月の段階で実

験・実用されているテレラジオロジー・システムは73

件に上っており1），現在では更に多くのシステムが稼働

しているものと考えられる．このテレラジオロジーが

広く効率的に普及することにより，放射線診療の地域

差が少なくなり，地方に居住している患者が受ける医

療の向上が期待される2～6）．特に，北海道は面積が広大

であるため，都市部とその近郊を除いては専門医のい

る医療機関への通院に多くの時間と費用がかかり，テ

レラジオロジーの必要性は高いと予想される3～6）．しか

し，テレラジオロジーを実現し円滑な運用を行うため

には，医療機関内の運用管理体制や地域医療のネット

ワーク（病診連携），医療経営などにかかわる多くの解

決されなくてはならない問題がある7～9）．

　私たちの研究グループでは，テレラジオロジーの社

会経済的影響について，1998年に診療放射線技師を対

象にしたテレラジオロジーに関する意識調査10）を行っ

た．今回，以前行った医療圏ごとの解析に加えて，年

齢階層および勤務医療機関の規模・形態ごとの解析を

北海道大学医療技術短期大学部診療放射線技術学科

論文受付
2003年 1 月17日

論文受理
2003年 5 月29日

Code No. 930

小笠原克彦

Questionnaire Survey on Teleradiology for Radiological Technologists:
Analyses by Age Group and Facility Type in Hokkaido

KATSUHIKO OGASAWARA

Department of Radiological Technology, College of Medical Technology, Hokkaido University

Received Jan. 17, 2003;  Revision accepted May 29, 2003;  Code No. 930

Key words: Teleradiology, Questionnaire survey, Radiological technologist, Hokkaido

別刷資料請求先：〒060-0812 北海道札幌市北区北12条西 5 丁目
北海道大学医療技術短期大学部　小笠原克彦　宛

A questionnaire survey was given to 1,951 radiological technologists in Hokkaido to examine their
views on teleradiology.  The questionnaire consisted of questions about their understanding of teleradiology
and interest in it as well as examining the need for teleradiology and problems with it.  A total of 1,275
radiological technologists responded to the survey, a response rate of 65.4％.  The returned questionnaires
were analyzed according to different groups categorized by age of the radiological technologists and type
of medical facility.  Almost all radiological technologists knew about teleradiology.  Among the different
age groups, the higher age groups showed greater recognition and understanding of teleradiology. About
60％ of radiological technologists were interested in teleradiology（no significant differences among age
groups）.  When it was assumed that a teleradiology system would be introduced,（1）the working load for
radiological technologists was estimated to be about 17,820（�24,233）yen per month. （2）Sixty percent of
the respondents considered that the system should be used for the reading and diagnosis of difficult cases.

（3）Fifty percent of them thought that the system should be managed and operated by radiological tech-
nologists. （4）Many radiological technologists pointed out problems concerning initial costs and the facility’s
management system.
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行い，医療機関へ導入する際の問題点などを検討した

ので報告する．

1．調査方法

1-1　調査対象と調査時期

　調査地域は北海道全域とした．調査対象はこの地域

の医療機関651施設に勤務する診療放射線技師1,951名

とした．診療放射線技師の調査は北海道病院年鑑11），

北海道放射線技師会名簿12）に基づき行った．アンケー

トの送付は各医療機関の診療放射線技師長宛に診療放

射線技師数分のアンケートを同封し郵送した．調査は

3 回（予備調査 1 回，本調査 2 回）に分けて，第 3 次

医療圏ごとに以下の要領にて行った．

　予備調査（1 回）

　　実施時期：1998年 2 月

実施地域：道央医療圏（胆振支庁・日高支庁・恵

庭市・千歳市）

　第 1 回本調査

　　実施時期：1998年 5 月

実施地域：道南医療圏・道北医療圏・道央医療圏

（後志支庁・空知支庁）

　第 2 回本調査

　　実施時期：1998年 8 月

実施時期：十勝医療圏・オホーツク医療圏・釧路

根室医療圏・道央医療圏（石狩支庁，

ただし恵庭市・千歳市を除く）

1-2　質問項目と集計方法

　質問項目は，テレラジオロジーの認識度・興味（問

1～3），導入されたと想定した際の運用・管理（問 4～

8）とした．詳細をTable 1，2に示す．集計は年齢階層

を，

・24歳以下　・25～29歳　・30～34歳　・35～39歳

・40～44歳　・45～49歳　・50～59歳　・60歳以上

とし，勤務医療機関の形態・規模を以下のように分類

した．

　・総合病院

　・病院（200床以上）

　・病院（200床以下）

　・精神病院および老人病院

　・その他（検診・健診機関，診療所など）勤務医療機

関の分類は，医療法の「病床の種別」に基づいた．精神

　　　Answer Choice

I am using it now or used it.
使っているもしくは使ったことがある

I know about it very well.
よく知っている

I know about it roughly.
概略は知っている

I have heard about it.
聞いたことはある

I don’t know about it.
知らない

Very much
大変ある

Some
多少ある

A little
どちらとも言えない

Not much
あまりない

Not at all
全くない

It is needed immediately.
今すぐ必要

It may be needed in the future.
将来的には必要

I cannot judge.
どちらとも言えない

It is not needed.
必要ない

1
　　How much do you know about teleradiology?
　  　テレラジオロジーという言葉を知っているか？　

 Survey Question #

2
　　How much are you interested in actually performing teleradiology?
　 　 テレラジオロジーに興味があるか？

3
　　Do you think it is necessary to introduce teleradiology into your region?
　  　現状の地域医療にテレラジオロジーは必要か？　

Table 1　Questions about teleradiology for radiological technologists.
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病院と老人病院は，画像検査の回数や入院期間が類似

し，医療機関数（病院数）が他の区分と比べて少ないと

予想されたため合わせて集計した．

1-3　評価方法

　初めに回答者の年齢階層により，勤務医療機関の規

模・形態に違いがないかどうかを検討するため，

Kruskal-Wallis検定を行った．問 1 では回答者の年齢

階層により，テレラジオロジーに対する意識に違いが

ないかどうかを検討するためにSpearman検定を，同

様に勤務医療機関の規模・形態により，意識に違いが

ないかどうかを検討するためにKruskal-Wallis検定を

行った．問 2 では回答者の年齢階層により，テレラジ

オロジーに対する興味に違いがないかどうかを検討す

るためにSpearman検定を行った．問 3 では回答者の

年齢階層により，地域医療に対するテレラジオロジー

の必要性に対する認識に違いがないかどうかを検討す

るためにSpearman検定を行った．問 4 では回答者の

年齢階層および勤務医療機関の規模・形態により，テ

レラジロジー導入を想定した際の画像発信または画像

受信の予想に違いがないかどうかを検討するためにχ 2

検定を行った．問 5 では回答者の勤務医療機関の規

模・形態により，テレラジオロジーが導入された際の

使用目的に違いがないかどうかを検討するためにχ 2検

定を行った．問 7 では回答者の年齢階層および勤務医

療機関の規模・形態により，テレラジオロジーが導入

された際の仕事量増減の予測に違いがないかどうかを

検討するためにχ 2検定を行った．検定にはOMS社製

　　　Answer Choice

Transmission
送り手

Reception
受け手

Both transmission and reception
送り・受けの両方

In emergency cases
救急時の診断

For difficult cases
難しい症例

Other（free answer）
その他（自由回答）

Doctor
医師

Radiologic technologist
放射線技師

Specialist system engineer
専門の職員

Other（free answer）
その他（自由回答）

Decrease
減る（減額）

Increase
増える（増額）

No change
変化しない

Don’t know/other
わからない・その他

Will the installation cost be too high?
導入コストが高い

Who will manage and use it in the hospital?
施設内の運用体制が確立されていない

Where will we transmit images to?
転送先が確立されていない

Will it increase the number of examination?
導入により検査数が増加する

Other（free answer）
その他（自由回答）

4*

　　If a teleradiology system were introduced into your facility,
　　   would you expect your facility to be involved
　　   in transmission or reception?
　　   導入された場合，画像の「送り手」「受け手」のどちらになるか？

5*
　　What would be your main use for teleradiology?

　　   （multiple responses allowed）
　　   どのような目的で利用されるか？（複数回答可）

6　
　 Who should manage and operate the teleradiology system?

          （Multiple responses allowed）
          誰がテレラジオロジー・システムの操作・管理をしたらよいと思うか？（複数回答可）          

7

　　 Do you think there will be any change in work load if a teleradiology
          system is introduced?
          How much do you expect your salary to change?
          導入することにより，仕事量が変化するか？
          給与に換算すると？

8
　　 What problems do you expect in introducing a teleradiology system?
　　   （Multiple responses allowed）
　　　導入する際に予想される問題点（複数回答可）

 Survey Question #

*Except for the regions of Iburi and Hidaka

Table 2　Questions about teleradiology for radiological technologists（cont’d）.
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Statcel97を用いた．

2．結　果

2-1　回答率

　本アンケート調査の北海道全体での回答者数は

1,275名，回答率は65.4％であった．Fig. 1に回答者の

年齢階層に対する勤務医療機関の規模・形態比率を示

す．回答者の平均年齢（±標準偏差）は37.4�11.5歳，

平均診療放射線技師経験年数は14.9�11.1年，男女比

は男性1,159名（90.9％），女性108名（8.4％），性別未記

入 8 名（0.7％）であった．

2-2　テレラジオロジーの認識・興味

　Fig. 2に問 1「テレラジオロジーという言葉を知って

いるか？」の年齢階層および勤務医療機関の規模・形

態ごとの集計結果を示す．年齢階層および勤務医療機

関の規模・形態ごとの認識に有意差が認められた．

Fig. 3に問 2「テレラジオロジーに興味があるか？」に

対する年齢ごとの集計結果を示す．年齢階層，医療機

関形態・規模ごとともに有意差は認められなかった

（医療機関の形態・規模ごと：p=0.22）．
　問 3「地域医療にテレラジオロジーは必要か？」の質

問に対しては，北海道全体での集計で「今すぐ必要」

15.1％，「将来的に必要」65.7％，「どちらとも言えな

い」16.1％，「必要ない・未回答」3.1％であった．年齢

階層，医療機関の形態・規模ごとの集計において，い

ずれも有意差が認められなかった（年齢階層：

p=0.57，医療機関の形態・規模ごと：p=0.12）．

2-3　導入されたと想定した際の管理・運用

　Fig. 4に問 4「導入を想定した場合の画像発信（画像

の送り側）か画像受信（画像の受け側）かの予想」の医療

機関形態・規模ごとの集計結果を示す．医療機関の形

態・規模ごとの集計では，総合病院において「受け側」

との回答が多く（25.6％），精神病院・老人病院，その

他で「送り側」との回答が多く，60％を超えた．「受け

側・送り側」の関係と医療機関の形態・規模の間に有

意差が認められたが（p<0.01），年齢層の間には認めら

れなかった（p=0.32）．
　Fig. 5に問 5「どのような目的で利用されるか？（複

数回答可）」の医療機関形態・規模ごとの集計結果を示

す．「難しい症例の読影依頼」が全体の60％を占め，次

いで30％が「救急時の診断」となった．「その他」に記載

されていたものとして「専門外の検査・依頼検査」な

ど，他医療機関から依頼された検査を回答者が勤務す

る医療機関で行い，その検査画像を依頼先の医療機関

に転送することを想定したものが最も多く，「教育

用」，「放射線治療計画」，「重複検査防止」を挙げてい

る回答者もいた．医療機関形態・規模ごとの検定は，

すべての形態・規模を含めたものでは有意差があった

（p<0.01）が，精神病院・老人病院とその他を除いたも

のでは有意差がなかった（p=0.93）．
　問 6「誰がテレラジオロジー・システムの操作・管理

をしたらよいと思うか？（複数回答可）」の北海道全体

での集計では，診療放射線技師が42％と 4 割を占め，

続いて医師が29％，専門職員が27％であった．「その

他」の回答の意見として「誰もが操作できるようにす

る」，「誰でも」などが多かった．複数回答を組み合わ

せ別に集計したものをFig. 6に示す．最も多かったも

のは「診療放射線技師のみ」の24％，続いて「医師・診

療放射線技師」の21％であった．

　「画像転送の操作には，撮影・撮像で必要とした時

間の10～20％の時間を必要とする」と想定した問 7「導

入することにより，仕事量が変化するか？　給与に換

算すると？」の医療機関形態・規模ごと，年齢階層の

集計結果をFig. 7に示す．両方の集計ともに有意差が

認められた（p<0.01）．給与換算もしくは増減のパーセ

ンテージによる仕事量の変化は給与換算の場合，

17,820�24,233円（平均値±標準偏差）（最高値 100,000

円，最低値 −50,000円，回答者70名）であった．パー

センテージの場合，平均+12.8％（回答者86名）であっ

た．この質問に関しては，50名を超える診療放射線技

師から「給与に換算できるものではない」，「不適切な

質問である」との指摘があった．

　問 8「導入する際に予想される問題点（複数回答可）」

の北海道全体での集計結果は「院内での運用体制（37.2

％）」，「導入コスト（36.3％）」，「転送先が確立されてい

ない（16.7％）」，「導入により検査数が増加する（5.6

％）」であった．自由回答により挙げられた問題点は

「画質は十分か？（診断の参考程度にしかならないので

は）」，「現状では操作性が低い（転送速度が遅い，機器

Fig. 1 Types of medical facilities surveyed and age groups
of respondents.
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Fig. 2 Q1: How much do you know about teleradiology?

Fig. 3 Q2: How interested are you in actually performing
teleradiology?

Fig. 4 Q4: If a teleradiology system were introduced into
your facility, would you expect your facility to be
involved in transmission or reception?

Fig. 5 Q5: What would be your main use for teleradiology?
（multiple responses allowed）

Fig. 6 Q6: Who should manage and operate the teleradiology
system?（multiple responses allowed）
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Fig. 7 Q7: Do you think there will be any change in work load if a teleradiology system is introduced?

の更新が必要）」，「セキュリティが確立されていない」

など技術的な問題，「利用率が低い（あまり利用されな

いのでは）」，「病院収入が減る（検査数が減る）」，「医

療費が請求できない（画像の送信側と画像の受信側の

医療費の配分の問題をどうするのか？）」，「地域性・

専門性を十分考慮すべき（特定病院に集中する）」など

経済的な問題，「画像・システム運用の管理体制が確

立されていない（フィルムレス運用が可能か？）」，「放

射線科医が不足しているためテレラジオロジーが機能

しないのでは？　医師間の連絡が十分か？」，「テレラ

ジオロジーに対する診療放射線技師・医師の理解が不

足している」，「テレラジオロジーの運用が面倒であ

り，関与したくない」，「他院へ画像転送する場合，患

者のインフォームド・コンセントが必要では？」，「災

害時に十分運用できるか」など運用に関しての問題等

が提起された．

3．考　察

3-1　回答率

　今回の調査で回答率（北海道全域）が65％を超え，私

たちが予想した以上に診療放射線技師の反応が良いも

のであった．平成 8 年の厚生省の統計では2,113名の診

療放射線技師が北海道内の医療機関に勤務している6）．

今回われわれの調査では1,951名に対してアンケート

用紙を送付した．その比率は92％にあたり，北海道で

勤務する全診療放射線技師の60％が回答した計算にな

る．この数字は非常勤の診療放射線技師も含まれてい

るため，実際に常勤として勤務している診療放射線技

師数はやや低くなると考えられる．本調査研究は地域

限定ではあるが，全数調査に近いものであり，日本で

初めてテレラジオロジーに関するものとして行われた

意識調査と考えてよいであろう．今回の調査では，ほ

とんどの医療機関でテレラジオロジーが導入されてい

ないため，われわれが考えた以上に曖昧な回答が多く

見受けられた．今後，同様な調査研究を行う際には，

質問内容を検討する必要があろう．

3-2　テレラジオロジーの認識・興味

　ほとんどの診療放射線技師は「テレラジオロジー」と

いう言葉を耳にしたことがあり，約55％の診療放射線

技師がその内容を知っていた．年齢階層の解析では，

年齢層間に有意差が認められ（p<0.01），年齢層が高く

になるに従い，認識・理解が深くなっていく傾向が明

らかになった．24歳以下では，「概略なら知っている」

を含めて35％であり，50～60歳の同じ設問に対する回

答結果67％のほぼ半分であった．一方，興味に関して

は，積極的に興味を示している診療放射線技師はわれ

われが考えていたよりも少なく10％強，多少あると答

えた診療放射線技師を含めて60％であった．また，興

味に対しては年齢層による違いは認められなかった．

今後，低年齢層の診療放射線技師を中心としたテレラ

ジオロジーの啓発・教育も必要であろう．

　テレラジオロジーの必要性に関する質問（問 3）で

は，今すぐ必要と感じていた診療放射線技師は15％と

少なかったものの，ほとんどの診療放射線技師が地域

医療のためには将来的にテレラジオロジーが有効であ

ると感じていた．この理由として，例えば，釧路根室

医療圏（約9,500km2）は青森県（約9,200km2）や鹿児島県

（約9,100km2）よりも広い面積があり，大規模病院も釧

路市や根室市などの一部に限られている．更に，専門

医が集中している札幌市・旭川市などから離れている

（札幌－根室間：約500km，旭川－根室間：約600km）



2003 年 9 月

1153テレラジオロジーに関する診療放射線技師の意識－北海道における年齢層・施設規模別の調査研究（小笠原）

ため，専門医の受診に10時間近く必要である3，4），な

どの医療機関へのアクセスに対する認識が影響してい

ると予想される．

3-3　導入されたと想定した際の管理・運用

　問 6「誰がテレラジオロジー・システムを操作・管理

したらよいか？」（Fig. 6）の結果，「診療放射線技師」と

の回答が42％を占め，診療放射線技師が「診療放射線

技師によるテレラジオロジー・システムの操作と管

理」を予想していた．また，問 8「導入する際の問題点」

においても，技術的な問題点だけでなく経済性に関す

る問題点を提示する診療放射線技師が多く，システム

の操作性に関する問題点を挙げる診療放射線技師もい

た．これらの結果からも，将来，日本におけるテレラ

ジオロジーの導入と管理には，診療放射線技師の役割

は大きくなるであろうと考えられる．テレラジオロジ

ーを普及させるためには，必要性の周知，医療機関

内・医療機関間の運用体制，コストの問題7～10）などの

ほかに，診療放射線技師に対して，最低限の情報シス

テムの管理が行えるだけの情報工学・医療情報学の教

育が不可欠であろう．

　近年，環境アセスメントなど環境経済学の領域で仮

想評価法（CVM：contingent valuation methods）13，14）

が広く用いられている．仮想評価法は環境の変化やレ

クリエーションの価値などを対象に，マーケッティン

グなどの手法では算出できない事象の貨幣価値を推定

する手法である．方法は，対象とする人々にアンケー

トを用いて支払い意志額（WTP：willingness to pay）

や受け入れ補償額（WTA：willingness to accept

compensation）を質問し，統計処理を行ったうえでそ

の事象の貨幣価値を算出する．医学・医療の分野で

も取り入れられ始めているが，まだ少ないのが現状

である15，16）．仮想評価法の特徴として，感覚的な金

銭価値を直接算出できる，金額で答えてもらうため質

問者が理解しやすい，などが挙げられる．一方，アン

ケートの方法によっては，さまざまなバイアスを生じ

る，などの欠点も知られている．今回，テレラジオロ

ジー導入による診療放射線技師の負担を予測するた

め，仮想評価法を想定した労働負荷の給与換算額の推

測を試みた．問題設定や質問内容が不十分であったた

め，検討の余地があるが，平均で 1 万 7 千円前後の

負担となるであろうことが予測された．本調査は，診

療放射線技師からの推測であったが，テレラジオロジ

ー導入が地域医療へ及ぼす影響を検討するためには，

地域住民を対象とした仮想評価法を行う必要がある．

　今後，今回得られた結果を考慮し，札幌と他地域，

画像を送る側と受け入れる側の意識差，各質問項目と

地域性，などを検討したいと考えている．

4．結　語

　今回，テレラジオロジー導入の効果を予測する研究

の一環として，北海道全域の診療放射線技師に対して

テレラジオロジーに関する意識調査（回答率：65.4％）

を行い，年齢階層および勤務医療機関の規模・形態ご

とによる解析を行った．その結果，以下が明らかにな

った．

・ほとんどの診療放射線技師はテレラジオロジーを知

っていた．年齢階層の解析では，年齢層が高くなる

に従い，認識・理解が深くなっていく傾向が明らか

になった．

・テレラジオロジーに興味を持っている診療放射線技

師は60％であり，年齢層による違いは認められなか

った．

・テレラジオロジー・システムが導入された際の診療

放射線技師の労働負荷は，仮想評価法を想定した推

計では 1 万 7 千円程度であった．

・導入された際，6 割が難しい症例の読影に利用され

るであろうと予測していた．また，4 割が操作・管

理は診療放射線技師が中心となるであろうと考えて

いた．

　本研究は医療科学研究財団，ホクサイテック財団の

援助を受けた．
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Fig. 1 回答者の病院規模・形態および年齢層
Fig. 2 Q1：テレラジオロジーという言葉を知っているか？
Fig. 3 Q2：テレラジオロジーに興味があるか？
Fig. 4 Q4：導入された場合，「送り手」「受け手」のどちらになるか？
Fig. 5 Q5：どのような目的で利用されるか？（複数回答可）
Fig. 6 Q6：誰がテレラジオロジー・システムを操作・管理したらよいと思うか？（複数回答可）
Fig. 7 Q7：導入することにより，仕事量が変化するか？　給与に換算すると？

Table 1 アンケート調査内容
Table 2 アンケート調査内容（続き）

*胆振・日高地域では未設定質問
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