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新世代ADCTのAquilion ONE /
GENESIS Editionで最先端を
追究した循環器医療を展開

冠動脈サブトラクション、FFRCTなどを駆使して
外来でのCTによる心臓のワンストップ検査を提供

華岡青洲記念心臓血管クリニック
2016 年 8 月に札幌市豊平区にオープンした医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニックは、循環器専門の有床診療所（ 19 床）である。
最新の医療技術で低侵襲かつ精度の高い治療の提供をめざす同院では、東芝メディカルシステムズの新しい Area Detector CT「 Aquilion
ONE/GENESIS Edition 」を導入、冠動脈サブトラクションや FFRCT を含めて外来での迅速診断の体制を整えている。同院での循環器
疾患に対する診療について、CT の運用を中心に華岡慶一理事長・院長と山口隆義理事・診療技術部長に取材した。

華岡青洲の精神を受け継ぐ
専門クリニック
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■ Aquilion ONE / GENESIS Edition による冠動脈撮影
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図 1 サブトラクション coronary CTA の 1 例

通常の coronary CTA（a）では強い石灰化のため、左前下行枝の評価は難しい。サブトラクション処理（b）によっ
て石灰化は除去され、カテーテルによる冠動脈造影（c）と同様の評価が可能であった。

ジについて山口部長は、
「64 列の心臓CTでは、

相の撮 影が可 能です。
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図 2 Aquilion ONE/GENESIS Editionと
ViSION Editionとの撮影線量の比較

撮影条件：120 kV, SD 25 , 0 . 5 mm slice, 0 . 275
s/rot. , prospective 1beat scan : padding width
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図 3 ステント症例における AIDR 3D Mild（a）とFIRST Cardiac
Mild（b）との比較
FIRST Cardiac Mild の方が、ステント内側の描出能が向上している。

（c：profi le curve)

1 月から外来でスタート
する予定だ。さらに次のステップとして、心

う」と語る。

筋パーフュージョン検査まで視野に入れて

山口部長は GENESIS を中心とした今後
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のみで診断から治療支援まで可能な情報を
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GENESIS を活用し非侵襲で
最善の医療を提供
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ていったという。心臓 CT の最新の検査法

GENESIS の検査件数は心臓検査のみで多い
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気に苦しむ患者さんに対して、で
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その医療を現在の技術で可能にす
る方法の一つといってよいでしょ

（2016 年 10 月 25 日取材）
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