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320列CTの導入で高度医療の

提供や教育、研究の拠点として
地域医療に貢献
ドクターヘリでの救急医療からがん診療まで
ADCTの特性を生かした画像診断を展開

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター
国立病院機構長崎医療センターは、病床数 643 床、36 診療科を標榜し、救命救急センター、総合周産期母子医療センターを設置。長崎県の県
央地域唯一の地域がん診療連携拠点病院として、高度医療を提供する。同センターでは、東芝メディカルシステムズの Area Detector CT（ADCT）
の「Aquilion ONE/Global Standard Edition」が 2013 年 12 月から稼働している。高度な診療の提供と同時に、教育、研究の充実にも力を入れ、
高レベルの診療の提供、人材育成を通じて、離島も含めた長崎県の医療を支える同センターの診療の現況と、320 列 ADCT の運用を取材した。

高度医療の提供と教育、
臨床研究で地域に貢献

2015 年 3 月に“人材育成センター”を新た
に開設。地域に対して質の高い医療の提供
をめざして、カンファレンス室や研修室など

長崎医療センターの診療の特徴について

のほか、離島からのスタッフの受け入れもで

江﨑宏典院長は、
「地域から信頼され選ば

きるように宿泊施設を完備し、医療スタッ

れる病院であるためには、質が高く安全な

フの育成が可能な体制を整えた。

医療を提供することが必要です。ドクター
ヘリを含めた救急医療や、がん診療への体
制などを強化してきましたが、それに限らず

320 列 ADCT をはじめとする

江﨑宏典 院長

高度な検査体制を構築

松岡陽治郎
統括診療部長

地域を支える最後の砦であるという気概を

同センターには、2013 年 12 月に Aquilion

持って診療を提供しています」と説明する。

センターの役割について、
「地域連携は、医

ONE/Global Standard Edition が導入さ
れ、CT は、Dual Source CT（DSCT）と合
わせて 2 台体制となった。そのほか主な画
像診断機器としては、1 . 5 T MRI が 2 台、
血管撮影装置が IVR-CT を含め 2 台、マン
モグラフィ、PET/CT などがそろう。松岡陽

療機関や介護施設だけでなく、行政との連

治郎統括診療部長は画像診断機器の整備

携が不可欠です。特に長崎県は島嶼（とう

について、
「A D C T の 導 入 に 合 わせて、
IVR-CT や血管撮影装置の更新、PET-CT の

意見交換しながら、必要に応じた追加撮影

しょ）地域を多く抱えており、そういった
離島の医療環境の向上については行政と連

導入など、一気に画像診断機器の充実を図

長は、「放射線科医が現場でリアルタイムに

携して展開していきます」と述べる。

りました。CT については、DSCT に加えて

検査にかかわることで、的確で無駄のない

320 列の ADCT を導入することで、短時間
で高画質の検査が可能になり、冠動脈 CT

画像診断を提供することがねらいです」と述

など心臓領域や救急対応、さらに今後の

の対応や救急の撮影の際に指示を仰げる安

同センターは、長崎県の地域医療連携ネッ
トワークである“あじさいネット”の創設時
の中核医療機関の一つとして、地域医療連
携に取り組んできた。江﨑院長は地域での

同センターは、臨床研修・修練指定病院
として研修医の教育に力を入れているが、

べる。松永技師長は、
「造影剤の副作用へ

4 D イメージングへの期待などを含めて、臨

心感がある一方で、技師にとっては検査目
的に合った撮影内容を判断することが必要

ができました」と、そのねらいを説明する。

で、高いレベルの知識と準備が求められます」

勤含む）、放射線治療医 1 名、診療放射線
技師は松永

博技師長以下 25 名の体制で

診療を行っている。放射線科の特徴の一つ
が、CT、MRI の操作室に読影端末を設置し

Aquilion ONE/Global Standard Edition

など臨機応変な対応が可能になる。松岡部

床の第一線病院としての体制を整えること
放射線科では、放射線診断医 7 名（非常

のコンソール。操作室に読影端末（奥）を設置
し、放射線科医と診療放射線技師が一体となっ
た検査環境を構築。

髙山隼人
赤澤史生
救命救急センター長 CT 担当主任技師

て、その場で放射線科医が読影しながら検
査を行っていることだ。検査の現場に常に
放射線科医がいることで、主治医や技師と

と説明する。

ADCT の導入で救急、

心臓検査の精度が向上
CT 検査は、2 台を技師 2 名で担当し 3 D
画像作成まで行う。検査件数は 1 日約 80 〜
100 件。CT 担当の赤澤史生主任は、「検査
件数が多く、心臓検査や頭部の 3 D 作成な

インナビネット▶▶ http://www.innervision.co.jp/ad/suite/toshiba
どもありますので、看護師や受付のスタッフ
と協力して進めています」と言う。Aquilion

■症例 1 頭部 CT perfusion 検査
a

b

ONE/Global Standard Edition について
は、
「1 回転のボリュームスキャンで高速撮
影が行えることから、冠動脈 CT や頭部の
CT angiography（CTA）、救急などを中心
に ADCT で検査しています。ワンスキャン
SEMAR で画像処理を行う
ことで、金属からのアーチ
ファクトが低減された。
a：SEMAR なし
b：SEMAR あり

による正確なサブトラクションをはじめ、金
属アーチファクト低減技術の“SEMAR”な
どが可能になり、高画質で効率的な検査が
行えるようになりました」と述べる。
面検出器の ADCT と 2 管球の DSCT の使
い分けについて赤澤主任は、
「高速撮影が求

■症例 2 心室性期外収縮（VPC）時の冠動脈 CT 検査
a

b

められる救急や、頭部、胸腹部など広範囲
の撮影が必要な部位では、Aquilion ONE/

Global Standard Edition を選択していま
す。呼吸器外科の肺の動静脈分離撮影につ
いても、1 呼吸下で 2 相撮影することで画質
が向上しています」と説明する。

a：心電図
撮影中に心室性期外収縮が発生した症例。不整脈部分をはずして
再構成を行うことで、冠動脈が明瞭に描出されている。

冠動脈 CT について、赤澤主任は、「冠動
b：VR 画像

脈 CT 検査の多くがβブロッカーを使用して

HR 75 以下になるため、1 心拍のボリューム
スキャンが可能になります。寝台移動の
ないボリュームスキャンは心室性期外収縮
（VPC）時でも、その位相をはずして再構成

は、救急医療での Aquilion ONE/Global

影が可能になっています」と説明する。松

Standard Edition の有 用 性について、

岡部長は被ばく低減の取り組みについて、
「被

ができるため、検査の成功率が上がりま

「ADCT の高速撮影によって、呼吸管理が

ばく低減については、医師や技師が CT 線量

した。冠動脈 CT については、7 〜 8 割を

難しい患者さんでもモーションアーチファク

当量などの概念や数値の意味を理解するこ

Aquilion ONE/Global Standard Edition

トの少ない画像が得られるようになり、評価

とが必要です。その上で、検査後の線量レ

で撮影しています」と説明する。松岡部長

が可能になりました。また、脳血管のアン

ポートで実際にどれくらいの被ばくがあった

は冠動脈撮影について、
「冠動脈の診断では、

ギオグラフィは CTA に置き換わっています」

かを把握し、リスクとベネフィットを判断し

石灰化とアーチファクトが問題になりますが、

と述べる。同センターでは、救急の撮影は

て検査を進めることが重要です」と述べる。

Aquilion ONE/Global Standard Edition

ほぼ Aquilion ONE/Global Standard

松岡部長は今後の放射線科医に求められ

では画質が向上し、診断が可能な割合が向

Edition で行っている。赤澤主任は、「特に
頭の CTA については ADCT のサブトラクショ

る資質について、「病院の機能分化が進み、

ンによる画像の評価が高く、頭部の救急患

ようになります。その中で放射線科医に求

上しました」と述べる。

ドクターヘリを含めた三次救急に
救命救急センターで対応
救命救急センターは 28 床（うち HCU4 床）
で、院内外からの年間 1700 〜 1800 人の救急
患者を受け入れている。スタッフは、救急
専任の医師が非常勤を合わせて 12 名、その
ほかに院内の研修医がローテーションで加
わる。看護師は救急外来、ドクターヘリな

高度医療を行う急性期病院の数は限られる

者については ADCT を優先して撮影してい

められるのは、救急や教育などの現場に深

ます」と、ADCT の高速撮影とボリュームス

くコミットし、その中で画像診断専門医と

キャンによるスループットの良さが、救急撮

しての読影力を発揮することです。急性期

影に大きく貢献していると評価する。

病院に求められる放射線科医を育てていく

AIDR 3 D をメニューに組み込んで

被ばく低減を実施

被ばく低減技術である“AIDR 3 D”は、

どを合わせて約 60 名で、24 時間 365 日の

ほとんどのスキャンプロトコールにあらかじ

対応を行っている。ドクターヘリについては、

め組み込んで使用されている。基本的に

Weak（25％）を使用し、造影検
敷地内のヘリポートから現場に直行する。 査 の 3 D 再 構 成 な ど で M i l d
年間の出動件数は 800 件弱で、1 日平均で （50％）を使用する。赤澤主任は、
は 2 回以上、多い時には 6、7 回出動するこ 「2 台の CT で SD 値が同じになる

ことも当センターの役割です」と述べる。
臨床と教育を高いレベルで提供する同セン
ターでの診療を Aquilion ONE/Global

Standard Edition が支えていく。
（2015 年 2 月 19 日取材）

基地病院として医師と看護師 1 名が待機し、

ともある。
救命救急センターの髙山隼人センター長

ように調整して設定していますが、
すべての領域で線量を下げた撮
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