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CTと血管撮影装置が独立した
2room型 Angio CTによる
“ハイブリッド ER”が稼働
救急初期診療におけるAngio CTのメリットと機器運用
の経済性を両立し、ハイブリッドERのさらなる普及へ

関西医科大学総合医療センター
関西医科大学総合医療センターでは、救命救急センターに 2 つの部屋に独立した CT と血管撮影装置を、必要に応じてドッキングして

Angio CT として使用できる ｢ 2 room 型 Angio CT ｣ を設置した Hybrid Emergency Room（以下、ハイブリッド ER ） を構築した。
救急外傷患者の初期診療における迅速な処置をサポートすると同時に、医療資源の有効活用という救急診療の課題を解決する新しいソリューショ
ンである。救命救急センターのハイブリッド ER における 2 room 型 Angio CT の運用について、岩坂壽二院長と救急医学科の中森 靖
教授に取材した。

新本館の完成を機に地域に
密着した超急性期医療を提供
関 西 医 科 大 学 総 合 医 療 センター は、

2016 年 5 月に本館がリニューアルし関西医
科大学附属滝井病院から改称し新たなスター
トを切った。新しい本館は、CCU/GICU
9 床、HCU 4 床、内視鏡専用手術室や眼科
専用手術室など 11 の手術室を備え、超急

せたい病院へ”を実現しています」と述べる。
現在、旧病院施設の跡地にサッカーグラ
ウンドと同じ広さを持つ“ホスピタルガーデ
ン”の整備を進めており、2018 年春には憩
いのある病院として完成の予定だ。

救命救急センターに 2 ルーム
タイプのハイブリッド ER を構築

岩坂壽二 院長

中森 靖 教授

同センターの救命救急センターは南館の

なことは間違いありませんが、一方で高額

性期医療を行う病院としての体制を整えた。

1 階にあり、スタッフは 10 名、ICU 14 床を

な Angio CT を救急医療のためだけに導入

34 診療科と、診療科の枠を越え共同で専
門的な医療を提供する 26 のセンターを設け

含めた 32 床体制で、24 時間 365 日、年間

するのは病院にとってハードルが高く、ハ

2000 件の三次救急を受け入れ、“断らない

イブリッド ER のさらなる普及のためには経

て超急性期医療を支えている。岩坂院長は

救急”を実践している。また、精神科医と

済性をクリアすることが一つの課題でした。

診療の特長を、
「本館のオープンを機に総合

精神保健福祉士が常駐し、精神疾患合併

そこで、普段は CT と血管撮影装置として

医療センターと名前を改めましたが、大学

救急症例の受け入れや「大阪府自殺未遂者

通常の検査に利用でき、緊急時のみドッキ

病院としてだけではなく、二次医療圏を中

支援センター（IRIS）」を設置しているのも

ングして利用できるシステムとして構築した

心に地域に密着した高度急性期医療を提供

特長だ。救命救急センターの位置づけにつ

のが 2 room 型 Angio CT です」と語る。

する病院としての設備、機器、診療体制を

いて岩坂院長は、
「超急性期を担う当センター

整えました。リニューアルから 1 周年を迎え、

にとって救命救急センターは診療における

地域の医療機関とも連携しながら最新かつ

柱の一つです。外傷センターや IRIS など、

安心で安全な医療を提供しています」と説

急性期を扱う病院だからこそ、病気を治す

2 room 型 Angio CT は、80 列 CT の
者を中心に多くの患者を受け入れています」 「A q u i l i o n P R I M E」と 血 管 撮 影 装 置
「Infinix Celeve-i」を隣接した 2 つの部屋
と述べる。
に設置し、通常は独立した CT と血管撮影
救命救急センターでは、2017 年 7 月から
装置として使用し、Angio CT として運用
東 芝メディカルシステムズの 2 room 型
が必要になった時に CT ガントリを隣室まで
Angio CT を導入したハイブリッド ER が稼
働している。2 room 型 Angio CT は、あら
移動（スライディングガントリ機構）して利
かじめ同室（1 ルーム）にセッティングされ
用する。CT 室で単独で使用する際には、CT
寝台と組み合わせて通常の CT とまったく同
た Angio CT ではなく、CT と血管撮影装置

だけではなく患者さんの不安や心配を取り

をそれぞれ独立した装置として部屋を分け

除いて、本当の意味で安心できる医療を提

、必要に応じて組み合
て構築し（2 ルーム）

中森教授は、
「2 room 型 Angio CT のコ

供することが重要です。大学病院の専門的

わせて利用できる。中森教授は、2 ルーム

ンセプトは、Angio CT の CT の有効活用で

な技術を持った多くのスタッフが連携して

「CT
でのハイブリッド ER 構築のねらいを、

はありません。普段は CT と血管撮影装置

高度な医療を提供することで、センターの

と血管撮影装置を組み合わせた Angio CT

をそれぞれ完全に独立して利用し、重症患

キャッチフレーズである“大切な人を受診さ

が、救急の重症外傷患者の初期診療に有効

者が発生した時のみ Angio CT として利用

明する。
同センターでは、滝井病院時代から精神
神経科のスタッフが各診療科と連携しながら、
身体と同時に精神的なケアを行うリエゾン
精神医療を提供している。また、患者の利
便性と費用負担軽減の観点から、外来調剤
を院内処方に切り替えた。岩坂院長は、
「超

高度医療の提供と経済性を
両立する 2room 型 Angio CT

他の診療科とも連携して三次救急の重症患

じ検査ができる。

インナビネット▶▶ http://www.innervision.co.jp/ad/suite/toshiba

■救命救急センターの 2room 型 Angio CT の構成

CT 室の 80 列の「Aquilion PRIME」

血管撮影装置「Infinix Celeve-i」

大画面モニタで透視、CT 画像、生体情報など必要な情報
が確認できる。

ガントリ裏面の操作パネルから寝台操作ができる。

するという発想の転換で装置の運用効率を

ド ER では、ほとんどの患者に対して CT が

じめ Angio CT としてセッティングしておく

高め、導入のハードルを下げてハイブリッド

可能であり、CT が撮影できれば患者の状態

のではなく、患者到着後に気道確保など救

ER を中小規模の病院でも導入できるように

が把握できます。その上で、IVR か、手術か、

急処置を行ってから、ガントリを呼び込ん

することがねらいです」と説明する。今回の

保存療法か、治療戦略を立てられる意味は

で撮影を行っている。また、血管撮影装置

2 room 型 Angio CT の導入について岩坂

大きいです。特に複数箇所に問題がある外

の C アームについても天井懸垂型でケーブ

院長は、「ハイブリッド ER は確かに救急診

傷患者の救命には有効で、問題を同時に把

ルも装置内に収められており、未使用時に

療には有効ですが、病院経営の観点では採

握し素早くアプローチして処置することが可

は部屋の隅に待避できるため、手術の際に

算性を考えると厳しい面があります。2 ルー

能です」

も広い空間が確保できる。

ムタイプにすることで、高度な医療と日常

大 阪 急 性 期・ 総 合 医 療センター での

2 room 型 Angio CT のメリットについて

診療に対応できる合理性の高い運用が可能

Angio CT 導入後は、導入前に比べて CT 撮
影までの時間が 23 分から 11 分に、撮影終
了までは 42 分から 18 分に短縮した。治療
成績（予後）に関しても、ハイブリッド ER

中森教授は、「救急の処置の際に初療室に

になり、中森教授を中心とした救命救急セ
ンターでの活用に期待しています」と述べる。

2011 年に日本初のハイブリッド
ER を構築
ハイブリッド ER は、2011 年に中森教授
が前任地の大阪急性期・総合医療センター

構築前後の比較で向上したという。

必要時に隣室から CT ガントリを
移動して Angio CT として運用

大きなスペースを確保できることです。1 ルー
ムタイプの Angio CT でも CT のガントリは
ベッドサイドから待避するので邪魔にはなり
ませんでしたが、2 room 型 Angio CT では
ガントリが完全に待避するので、初療室の
広さを実感しました。IVR や手術の際にも機
材を置くスペースが十分に確保でき準備が

2 room 型 Angio CT では、CT のガント

スムーズになりました。緊急の大動脈ステン

療室に Angio CT を導入するだけではなく、

リは床のレールを移動する。ケーブル類はす

ト留置術もハイブリッド ER で行うことがで

寝台や照明の天吊、大型モニタの設置など

べて床下に埋め込まれており、レールの段

き、CT が完全に待避するメリットを改めて

の改良を行い、患者を移動させずに救急初

差も少ないため、清潔な環境が保たれ、血

感じています」と評価する。

で世界で初めて構築したシステムである。初

期診療、CT 撮影、緊急手術、TAE などが

液や洗浄水による駆動装置への影響もない。

その場で行えるようにした。中森教授の考

ガントリの移動や部屋を分ける扉の開閉も

のワイドボアは、人工呼吸器や点滴のルー

また、Aquilion PRIME の開口径 78 cm

案によるハイブリッド ER のコンセプトは大

スムーズで、隣室から CT ガントリを呼び込

トなどさまざまな器具が装着される救急患

きな反響を呼び、現在までに全国 7 施設で

む時間は 45 秒程度。救急隊から重症外傷

者の検査でのメリットは大きいと中森教授

同様のシステムが構築、運用されている。

患者搬送の連絡があった場合でも、あらか

は次のように言う。

中森教授は、最初にハイブリッド ER を構
築するに至った経緯を次のように述べる。
「循環が不安定な重症外傷の初期診療で
は CT 撮影は禁忌とされていますが、日本で
は救急部門に隣接した CT で外傷患者の全
身撮影が行われています。最近のさまざまな
検討から、緊急止血術が必要な外傷患者の
スクリーニング CT が予後の改善に寄与する
ことが明らかになってきました。とはいえ、
患者の移動などで撮影から治療開始までに
時間がかかることが問題でした。ハイブリッ

CT ガントリの呼び込み時間は 45 秒程度と、迅
速な使用ルームの変更が可能

C アームは天井懸
垂式で未 使 用時
には待避でき、さ
まざまな 人 的 配
置や機材の移動
に対応できる。

■ 2room 型 Angio CT での救急外傷患者の臨床例

❶

❷

画像 1：trauma panscan で脾臓破裂が判明

画像 2：脾臓を用手圧迫しながら脾動脈本幹の
コイル塞栓

❶ ハイブリッド ER に直接搬入。診療スペース確保のため、ガントリは隣室に ❷ 点滴ライン
を確保し、入室から７分後に trauma panscan 開始（画像 1） ❸ その場ですぐに開腹止血術、
脾臓摘出術へ。ガントリを隣室に移動しスペースを確保 ❹ 出血量が多く、出血コントロールの
。その後、脾臓摘出術を施行
ため、脾臓を用手圧迫しながら脾動脈本幹をコイル塞栓（画像 2）
❺ 術後 follow-CT を行い ICU に入室

❸

「外傷患者に創外固定具を装着すると従

❹

を行っています」と述べる。

❺

停止（cardiopulmonary arrest on arriv-

al：CPA）の患者の救命に貢献する可能性

来の CT では検査できないことがありました

ハイブリッド ER の運用で、救急部門のス

が、Aquilion PRIME ではテーブルを下げる

タッフにはより迅速な対応が求められるよう

ことで空間が確保できます。CT ガイド下の

になった。中森教授は、今後は緊急の外科

スクリュー固定などの処置も創外固定具を

手術や IVR の基本技術を習得した救急医の

が、ハイブリッド ER では、一般的な心肺蘇

装着したまま可能になり、開口径が広くなっ

教育と養成が重要になると次のように述べる。

生術から経皮的心肺補助装置（percutane-

たメリットを感じています」

CT 検査から治療への迅速な移行で

があると言う。
「CPA は救命できないことがほとんどです

「患者が到着して 10 分後には治療方針が

ous cardiopulmonary support：PCPS）

決まります。以前のように外科や放射線科

の導入と同時に、CT によるスクリーニング、

のスタッフを呼んでいる時間はありません。

冠動脈造影や PCI などが患者を動かすこと

救急スタッフは、全員が IVR や開腹手術が

なく一連の流れとして行うことができます。

2 room 型 Angio CT の 2017 年 7 月 4 日
からの稼働 1 か月（28 日間）の運用実績は、
IVR 42 件、CT 299 件となっている。IVR の
内訳は、救命救急センターが 9 件、救急患

できることが求められます。もちろん重症で

それによって実際に救命できる症例が増え

あれば、専門スタッフにバトンタッチします

ています」

が、少なくとも初期の止血術などに対応で
きる技術を身につけておくことが必要です。

2 room 型 Angio CT の登場で救急部門
での Angio CT 導入のハードルが下がり、重

者の少ない午前中を中心に放射線科が腹部

そのために、放射線科や外科の手術に救急

症患者の初期診療をサポートするハイブリッ

の TAE などを 33 件行っている。CT につい

スタッフが助手としてついて勉強できるよう

ド ER の普及に拍車がかかることが期待さ

ても 1 日 10 件のうち、半分が救急撮影、残

な体制にしています。その中で各科とのコミュ

れる。

りが入院患者などの緊急検査となっている。

ニケーションを深め、連携を密にした救急

初期の稼働状況について中森教授は、「当

医療を進められる

重症外傷の救命率を向上

初の想定どおり、CT と血管撮影装置それぞ

ようにしています」

れの稼働状況も順調であるのに加え、ハイ

中森教授は、ハ

ブリッド ER としても活用できています。本

イブリッド ER は重

館の放射線部の CT は予約で埋まっていま

症外傷患者だけで

すので、当日の緊急検査や入院患者の検査

なく、来院時心肺

（2017 年 8月30日取材）

関西医科大学
総合医療センター
大阪府守口市文園町10-15
TEL 06-6992-1001

◀関西医科大学総合医療センターの
本館
（左）
と救命救急センター
（右）
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