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〜女性の健康を豊かなものに〜

慶應義塾大学病院予防医療センター

Pe・ru・ruは優しさを求める
全ての女性のために
〜痛みや不安の少ない柔らかなマンモグラフィ〜

慶應義塾大学病院
予防医療センター
センター長

杉野吉則氏
日本の近代私学のさきがけとして歴史を誇る慶應義塾大学。その医学部は日本の最先
端医療を支えるコアとなる施設の1つである。慶應義塾大学病院の検診センターとして鳴
り物入りで開業した、慶應義塾大学病院予防医療センターは8月で1周年を迎えた。中で
も注目を集めているのは、乳房X線検診である。高精度で、なおかつ痛みが少ないという
のだ。その中核を支えているのがPe・ru・ru DIGITAL(以下Pe・ru・ru)である。
同センターのセンター長である杉野吉則氏、放射線診断科の上竹亜記子氏、中央放射
線技術室主任の阿部 悟氏、同室副主任の有本ゆり氏、診療放射線技師の潮見佳子氏に
お話を伺った。

検診による早期発見が
人々を守る
「精度の高い検診・診断を行うことで、
受診者の健康を守り続けたい」杉野氏は
そう語った。高精度の検診・診断によっ
て早期発見がなされれば、PACSやHIS
で連携された本院ですぐに治療を行うこ

れているレディースドックで、その手段

慶應義塾大学病院
予防医療センター
2012年8月1日開設。CT、MRI、PET-CTな
ど最新鋭のモダリティを導入し、大学病院で活
躍中の高度な診断力・技術力を持った医師や診
療放射線技師が検査読影を担当。
誰もが「無病」で幸せに暮らせるよう、さま
ざまな疾患に対して症状が出現する前に適切な
ケアや、生活習慣改善のアドバイスなどを行う
ことで、「未病」への対処を欠かさない。多彩
なプログラムの中から、自身の身体の状況や要
望に合うものを自由に組み合わせて受診するこ
とができる。
受診後のアフターケアについては、慶應義塾
大学病院外来への紹介はもちろん、大学病院な
らではの医療提携ネットワークを活用し、全国
の協力医に責任を持って紹介する。
所在地:東京都新宿区信濃町35 3号館(南棟)3階
TEL:03-6910-3533
URL:http://cpm.hosp.keio.ac.jp/

として選ばれたのが、東芝メディカルシ

安といったイメージを払拭するために導
入された。Pe.ru.ruのコンセプトは「女

ステムズが「全ての女性の健康を豊かな

性の、
女性による、
女性のためのマンモグ

ものに」とうたう、
デジタルマンモグラフ
ィ装置Pe.ru.ruである。

ラフィ装置」
だ。
外観から優しさを表現し、

痛みや不安を払拭する
優しさのマンモグラフィ

受診者がリラックスしてマンモグラフィ
を受けられることを何よりも重視してい
る。結果として得られる画質も向上、乳
がんの早期発見および治療に多大なる貢
献を続けている。

とができる。また、所見が見つかっても

日本人女性において、乳がんが高い罹

すべてを本院に送るのではなく、再検査

患率・死亡率を示すことは周知の事実だ

や経過観察検査をセンターで適切に行う

が、依然として検診受診率は低迷の一途

ことにより、受診者に安心を与えること

を辿っている。その原因の1つが、マン

も重要だ。しかし、そのためには定期的に、

モグラフィによる痛みや検査への不安と

同センターには北海道や九州、さらには

検診に来てもらうことが必要不可欠だ。

いったイメージだ。
Pe.ru.ruによる検診は、その痛みや不

海外からも検診の評判を聞いて、やってく

杉野氏が同センターにおいて特に力を入
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Pe・ru・ruによる高精度
な検診が広告塔に

る女性も多数いるという。杉野氏は、「東

は非常に精度が高く、多くの女性が評判を
聞きつけやってくる。Pe.ru.ruによる高
分解能・高画質な画像は、乳がんの早期発
見に大変有用である。特にレディースド
ックでは若い女性の乳腺に腫瘍が見つか
る場合が多い。本院にはがん専門の外来
もあるので、Pe.ru.ruによる乳がんの早
期発見によるベネフィットは計り知れな
い」と、東芝メディカルシステムズ製モダ
リティの評判と有用性について語った。

的確・迅速・
低被ばくの検診を

とても読影しやすい。
正常な組織なのか
腫瘤なのか、
より正確に診断
できるようになった。

芝メディカルシステムズ製のモダリティ

慶應義塾大学病院予防医療センター
放射線診断科

上竹亜記子氏

読影医師である上竹氏が1日に行う乳

師が最も頭を悩ませるのが乳腺の重なり

ジショニングがしやすいPe.ru.ruは良

がん検診の読影は、多くても7 〜 8件。

だ。日本人女性の特徴として、不均一高

い装置だと思う」
と語った。

診断の質にこだわり、1人1人の受診者

濃度乳腺の比率の高さが挙げられる。そ

とより深く接するためである。

のため、撮像画像において、
乳腺が重なり

同センターには遠方から検診を受けに
来る女性も多い。上竹氏は、「消化器系

あって診断を困難なものにしてしまう。
では、Pe.ru.ruによる診断ではどうだ

読影医師が
Pe・ru・ruを購入

のがんと比較して、乳がんは比較的若い

ろう。上竹氏に尋ねてみると、
「Pe.ru.

上竹氏はPe.ru.ruを気に入り、相模原

女性に多い。中には小さい子供がいたり、

ruの画像はとても読影しやすい。今ま

で開業している実家のクリニックでも購

育児と仕事を懸命に両立している方もい

で乳腺の重なりによって、正常な組織な

入したという。ポジショニングがしやす

る。そのような方は、悩みや不調を抱え

のか腫瘤なのか判別が困難だった症例に

く、放射線科医の自分でも容易に撮影が

ていても、検診を受ける時間をなかなか

できる。実際に撮影をしてみると、受診

設けることができない。多忙な受診者の

おいても、
正確な診断が可能となった」
と
.
.
の答えが返ってきた。Pe ru ruではピ

ためにも、しっかりと悩みを聞いて、早期

クセル等倍時、推奨されている5Mモニ

発見・治療につなげていくことが大事だ」

タにおいて、読影に適切な画像拡大率と

質の変化などが把握できて大変勉強にな
る」
と上竹氏。Pe.ru.ruの登場により、読

と語った。同センターで要精密検査とさ

解像度を持つよう設計されている。この

影医師が自ら撮影をしようとする機会が

れた受診者は、本院の乳腺外科をスムー

設計によりむやみに要精査を増やすこと

増えてくるかもしれない。

ズに受診することができる。

なく、見落としも最小限にできるのだ。

また、同センターでは検診時の被ばく
線量にも気を遣っているという。上竹氏
に伺ってみたところ、「福島第一原子力
発電所事故以来、被ばく線量を気にされ

ポジショニングが
何より大切

者の気持ちや、コンディションによる画

早期発見を活かす
連携システム
「情報は共有化されていなくてはならな

読影に最適な画像を得るためには、装

い」これは同センター中央放射線技術室主

診 を 躊 躇 さ れ て は 本 末 転 倒 な の で、
Pe.ru.ruをはじめとして被ばく線量の

置の性能も肝要ながら、ポジショニング

任、阿部氏の言葉だ。同院のマンモグラフ

をしっかりと行う必要がある。上竹氏は、

ィで要精密検査とされた受診者が、そのま

少ないモダリティを導入している」との

「写っていないものを診断することはで

ま乳腺外科へ紹介されるケースは多い。

きない。乳頭が真横を向いていなかった

その際、PACS・HIS・RIS・電子カルテ

り、乳腺が重なってしまっては、
診断が困

などのシステムが共通化されていなけれ

難になり精密検査に送らなければならな

ば、情報のやり取りが困難になってしまう。

い場合もある。技師さんには、乳腺をよ

早期発見のメリットを最大限活かすため

り良く伸展して、情報量の多い美しい画

には、病院とのスムーズなシステム連携が

像を撮影して頂くことが大事なので、ポ

肝要なのである。

る受診者が増えた。被ばくの不安から検

ことである。

Pe・ru・ruによる
高精度な診断を実現
マンモグラフィによる検診で、読影医
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【Pe・ru・ru DIGITAL】

「女性の、女性による、女性のためのマンモグラ
フィ」をコンセプトとした装置。パール塗装によ
り優しげな外 観になっている。2 0 0 7 年 度と
2009年度にグッドデザイン賞を受賞。

【ユニバーサルデザインで
設計されたボタン】

使い込むほどに、手に馴染んでくる操作感で、
各部の動作をスムーズに行うことができ、検査
効率の向上にも貢献している。

【ラウンドフォルム】

角ばった箇所がないため、体が触れた際に痛みを感
じにくい。威圧感を排除し、受診者に安心感を与え
ている。

操作者の手が挟まることがないため、乳房をより良
く伸展した、適切なポジショニングが可能。診療放
射線技師の手への負担も軽減。

女性技師による検診に
不安も和らぐ
同センターではマンモグラフィによる
撮影は全てマンモグラフィ認定資格を持
った女性技師が行っている。また、乳腺

てくださる方もいる」と過去の検診を振

に応じて圧迫速度を最適に自動制御する

り返る。技師としてだけではなく、1人

「美圧」
圧迫機構も、受診者の痛みを大幅

の女性として親身になってくれる彼女た

に軽減する重要な役割を担っている。

ちの存在が、受診者にとって大きな心の
支えとなっているのだ。

考え抜かれたデザイン

上で乳腺超音波を行うことができ、より

ドフォルムにより、徹底的に威圧感を排除

精度の高い検査が行えている。「受診者

している。さらに同センターでは、間接照

の心情を鑑みれば、同一の技師による連

明の光をパールホワイトの外装に当てる

続的な検診は理想的であると思う」と阿
部氏は語る。また、Pe.ru.ruは、近接操

ことで、より柔らかな印象を演出している。

作卓に画像観察用の高精細モニターを搭

的確な撮影が行えないため、入室した際の

載することができ、撮像画像の確認から

雰囲気に重点を置いているのだ。

過去の検診データの参照まで全て受診者
の隣で行うことが可能だ。
同室の診療放射線技師である潮見氏は、

受診者が緊張してしまっては、スムーズで

撮影時、体が触れた際も装置に角張っ
た箇所がないので当たりは柔らかい。ま
た、握りしめるのではなく、
手を軽く置く

「撮影室や装置の雰囲気、スタッフとのや

スタイルになっているアームレストによ

りとりから安心して心を開いてくれる受

り、自然と胸や大胸筋の強張りも緩和さ

診者も多く、時には、個人的な悩みを話し

れる。従来の装置に比べると、圧迫圧力
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年度にはグッドデザイン賞を受賞。潮見
慶應義塾大学病院予防医療センター
中央放射線技術室 主任

Pe.ru.ruはコンパクトな設計とラウン

を 考 慮 し て い る デ ザ イ ン が 評価され、
Pe.ru.ruシリーズは2007年度と2009

悟氏

ため、マンモグラフィの所見を把握した

このような、受診者に対する検査環境

阿部

超音波検査も同技師の中で対応している

【アームレスト】

握 り しめるのではな く 、手 を 軽 く 置
く 設 計 に なっている 。腕 や 大 胸 筋 に
余 計 な 力 が入 るのを 防 ぎ 、圧 迫 時の
痛みを軽減してくれる。

【小乳房用スロープ圧迫板】
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〜女性の健康を豊かなものに〜

氏は、「マンモグラフィの受診者は、我々

とはほとんどなくなった」同室副主任の

の想像以上に環境や痛みに敏感であるこ

有本氏は晴れやかに語った。

と が 多 い。 そ の よ う な 受 診 者 か ら も、
Pe.ru.ruによる検診は快適だったと言
って頂けている」と語った。

撮影する技師にとっても
優しい装置

余裕を持って、
適切なポジショニングを
「受診者が緊張して力が入っていると、
画像を見れば胸筋の写り具合で分かる」
と潮見氏は語る。それほどポジショニン

通常の圧迫板に加え、標準で備わって

グが画質に与える影響は大きい。診療放

いる小乳房用スロープ圧迫板。このパー

射線技師にとって、ポジショニングのし

ツは、受診者の大半を占める日本人のた
めに作られたものだ。独自の成型技術に

やすさは重大なファクターなのである。
Pe.ru.ruでは受診者の乳房のポジシ

より、多面スロープ形状を実現しており、

ョニングさえ決定すれば、後は適切な条

操作者の手が挟まることなく引き抜ける。

件が自動的に選択される。そのため、診

そのため、薄い乳房のMLO撮影でも、乳

療放射線技師は安心してポジショニング

腺を十分に伸展することができ、適切な

に専念することが可能だ。また、表示が

ポジショニングでの撮影が可能となって

全て日本語なので、万が一のエラーの際

いる。

も落ち着いて迅速に対応できる。同セン

【同センター受付】

清潔感が保たれており、来訪者を温かく迎える。

【同センターロビー】

受診者がリラックスできるよう、座り心地の良いソファ
や雑誌が用意されている。

同センターでは7割ほどの受診者が小

ターでは圧迫の際、受診者の様子を見な

あり、Pe.ru.ruはその手段として存在

乳房用スロープ圧迫板による検診を受け

がら、常に声かけし、
リラックスして検査

する。さらに潮見氏は、
「マンモグラフ

ている。そのため、診療放射線技師もまた、

を受けて頂けるように工夫している。診

ィに不安を持っている方にも乳がん検診

小乳房用スロープ圧迫板による恩恵を享

療放射線技師の余裕のあるポジショニン

受しているという。「日本人には乳房の

グや対応が、そのまま受診者の安心へと

の重要さを理解して頂いて、まずは検査
を 受 け て 頂 く こ と。 そ し て、1度Pe.

薄い方も多い。従来の装置の圧迫板では、

つながっているのだ。

薄い乳房の場合、乳房をつかむ技師の手
の方が先に挟まってしまう中で、乳腺を
伸展させなければならなかったため、手
あざ

乳がん撲滅のために！
「我々の最終目標は、
乳がんで死亡する

に痣ができてしまうケースも稀ではなか
っ た。 現 在 は、Pe.ru.ruの 小 乳 房 用 ス

患者を減らすことである」と潮見氏は語

ロープ圧迫板のおかげで、痣ができるこ

る。目標の実現には早期発見が不可欠で

あざ

慶應義塾大学病院
予防医療センター
中央放射線技術室

有本ゆり氏

副主任

慶應義塾大学病院
予防医療センター
中央放射線技術室

潮見佳子氏

ru.ruによる検診を受けた方が、「これな

らこれからも受けてみたいわ」と思って
定期的に受診して頂くことが何より重要
であり、ご家族やご友人にもお勧めして
頂けるとさらによい」と、Pe.ru.ruへの
今後の期待感を語っていた。

【実際に撮影を行う4人のマンモグラフィ認定技師】
左から順に中央放射線技術室の潮見佳子氏、
本松沙理氏、田中志穂氏、同室副主任の有本ゆり氏。
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