
経営戦略に基づく機器導入の実践
機能とコストのバランスを中長期的観点で
判断することこそがニューノーマル

加古川中央市民病院は地域医療構想における高度急性期・急性期を担う病院として、
内視鏡下手術支援ロボットやマグネティックナビゲーションシステムなどの多くの
新しい機器を導入し、低侵襲でより安全な医療の提供を目指すとともに、病院としての
中長期的経営計画の推進を図っています。「最新機器を導入することによる核医学
検査の画像診断能力の拡充はその重要な戦略の1つ」とする放射線診断・IVR科
の大西 章仁 医長、放射線室の指原 徹也 副技師長、酒井 剛 副技師長、大橋 明峰 

技師、岸本 明久 技師にお話をうかがいました。

PET/CTおよびSPECT/CTの機種選定のポイント
についてお聞かせください
大西 医長 まず、PET/CTに関しては半導体検出
器を搭載した装置を導入することに決めていま
した。PET/CTは、その使用年数から考えて今から
10年後においても先端と言える機能を備えてい
なければならず、今さらアナログの装置を導入
するという選択肢はありませんでした。また、
SPECT/CTについては、当院ではこれまでに導入
の経験がありませんし、読影医として、とにかく
CTつきのSPECTがほしいというのが本音でした。
いずれの装置についても、どのような点を評価

ついて一見すると粗い印象を持つものの微小
病変でも明瞭に描出し、実際の組織を正確に
捉えていると感じました。その理由が空間分解
能および time of flightの時間分解能の向上に
あるという理由も納得できました。操作性には
「操作パネル上のアイコンの意味するところが
直感的に理解できるか否か」を含めました。患者
さんにとっての快適さには、腕を挙上してもボア
に肘がぶつからないこと、検査時に装置による
圧迫を感じにくいこと、ベッドの幅と凹み具合、
床からの高さを挙げました。コストは高額なオプ
ション機能ではありますが、撮像時間延長を
必要としない効率的な体動補正機能である
OncoFreezeは検査効率を向上させるという意味
で有用であり、価格だけで判断すべきではない
と考えました。

岸本 技師 画質が良いのはもちろんですが、
FlowMotionにより、撮像範囲によらずPET収集
にかける時間を自由に変更できるところが大きな
決め手となりました。また、呼吸同期ができると
いうところもよかったと思います。もし呼吸同期
がなかったとしても画像はきれいだと思いますが、
呼吸同期を使うことで横隔膜近傍（肺野、肝臓、
膵臓）のFDG集積がピンポイントで分かるという
点もBiograph Visionを選んだ理由の1つです。
以前の装置では肝臓内に集積ムラがあり肝がん
や肝転移などは見落としがちで、遅延像がないと
判断が難しいことが多くありました。今回の装置
は早期像を撮るだけで分かるというところが
大きいと思います。さらにかなり小さい病変でも
見つけてくれますね。

Symbia Intevo Boldを選んだ理由を教えてくだ
さい
酒井 副技師長 いままで使用していたのが
ECAMで新しい装置になった際に、これまでの
ワークフローと同じものが使え、引き継げること
がメインの理由だと思います。やっぱりメーカー
が変わると一から使い方を考える必要があるの
でどのような使い方ができるかわからないところ
があるので、一番はECAMからの更新が大きい
です。

指原 副技師長 酒井副技師長が言っている知識
を含めて引き継げるところと使いやすさです。
前回ECAMを入れた際には核医学検査をするの
が初めてでしたが、すんなり使えるというところ
がありました。今回はSPECT/CT装置が入ること
で新しい取り組みができ、ほかの医療スタッフ
を教育する点でもECAMを使用していたことが
ベースに蓄積できるので教育がしやすいと思い
ます。さらに画像です。ECAMも10年以上使用し
ても臨床的に十分役立っているので、今回の装置
も10年以上臨床的に役立てると期待を込めて
同じメーカーでという考えになりました。また、
半導体SPECT/CTを導入しようと話もありました
が、半導体SPECT/CTでヨード131検査ができ
ないと説明を受け、オールマイティに使え、放射
線科からの要望であるヨード131検査ができ、
さらにCT金属アーチファクト低減機能（iMAR）
が人工関節や骨切りなど等の骨シンチに利用
できると考えて機種を選びました。

高額な装置やオプション機能について事務にどの
ように価値を説明されましたか
指原 副技師長 他のご施設と比較すると装置
選定方法が逆方向なのかもしれません。はじめに
診療部門の医師のニーズを聞き、導入候補に挙げ
られている装置機能と照らし合わせ、それを満た
せるか否かを確認しました。相談した診療部門の
医師たちとは、導入候補の装置を使ってできる
検査をオプション機能も含めて解説資料ととも
にフィードバックする形で情報交換し、機器選定
会議に向けてこれを何回か繰り返しました。技師
の使い勝手なども判断に加味し、One Teamで
関係者全員が満足できる装置の導入を目指しま
した。その上で、機器選定委員会において放射線
室による診療部門のニーズの調査結果を示し、
診療部門の医師から必要性について説明して
もらい、さらに、導入候補装置のどの機能が要求
を満たせるかを放射線室から説明しました。

コストは、中長期的な視点から候補装置間の
価格差と機能の新規性を維持できる年数の差に
ついても検討し、データ化して提示しました。10

年先を見据えたとき、その時点でも機能的に
入れ替えの必要のない装置を選ぶべきだという
意見を添えましたし、診療部門の医師たちからは
「機能的に最も優れる装置の導入を」という見解
が示されました。

酒井 副技師長 診療部門のニーズは、導入機種
を決める上で強い力を発揮しますので、放射線室
側とのニーズの摺り合わせは事務に納得を得る
上で必須と言えます。また、担当技師の使い勝手
を事務に伝えていることも重要だと思っています。
iMARオプションについて診断用CTで使い勝手が
わかってるから今回欲しいと思いました。しかし
iMARがどのくらい価値があるか使ったことがない
と判断できないので入れるかどうかを迷われる
こともあると思います。

大橋 技師 PET/CTは機器選定委員会で具体的
に提示したのは、装置導入に伴う検査件数変化
に基づく収益データです。当院の検査件数の現状、
近隣の施設との比較、候補装置を導入した際に
期待できる検査件数に基づく収益（保険点数×
検査件数）を算出し、そこから人件費、装置維持
費等を差し引いて購入時費用の回収に必要な
期間についての試算を提示しました。その際、検査
件数増加の主な根拠になったのが、OncoFreeze

などオプション機能による検査効率の向上です。
事務は収益に直結することから、装置の検査
効率に対して極めて敏感に反応します。さらに、
最新鋭の機器導入は当院が目指す医療機関と
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して機種選定するかは、実際に装置を操作する
放射線室の技師の判断によるところが大きかった
と思います。

指原 副技師長 個人的に大切に思っているのは
私が以前の施設ではじめてSiemens Healthineers

のアンギオ装置を入れた際に、価格差があった
ので10年使うというのを目標にしていたところを
12年使うことで装置を導入した経験があります。
減価償却を考えたら装置を購入する時に10年
使うところを12年使うことで減価償却部分を
カバーできることを考えます。また、12年後に
選定した装置が他の施設に比べて見劣りするか
どうか、他に比べて上とまでいかないかもしれま
せんが、平均点ぐらいのものであれば購入すべき
だと考えてます。逆にいえば装置購入時に価格
が安くても10年後に周りの施設と比べて見劣り
するようなパフォーマンスが低い装置では、結局
各診療科のニーズを満たせないと思っています。
10年先にまだ使える装置であるか、一般的に
最先端を走っている装置であるかという目線で
選んでいるところがあります。

Biograph Visionを選んだ理由について教えて
ください
大橋 技師 画質、操作性、患者さんにとっての
快適さ、コストの4点を重視しました。画質に
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評価されています。理由は当院CTが3台とも
メーカが違うために自然と使い勝手を比較する
環境ができているのだと思います。

岸本 技師 今回導入したBiograph Visionと
Symbia Intevo Boldについて「使いやすい」と
いう感想を最初に抱きました。医師たちが評価
したように、特にPET/CTは画質に注目が集まる
ことが多いと思いますが、実際に装置を使う

してのステータスの向上に繋がり、地域に対する
よいPRになるということも説明に加えました。

岸本 技師 各メーカーの提案装置を確認すると、
以前の装置よりも撮影時間が伸びる提案装置に
気が付きました。PET撮影視野とオーバーラップ
の違いで、撮影時間が他社装置と比較して、
FlowMotionはPET撮影時間を短くできる可能
性があり、検査件数を増やしたいと考えた病院
事務の意向と合致したのも大きな理由であった
と思います。

Biograph VisionおよびSymbia Intevo Bold

の導入で診療にどのような変化がありましたか
大西 医長 Biograph Visionの画像の見え方は、
以前の装置とは全く違うというのが第一印象
です。最初は、肺や大動脈などへのFDGの集積
の様子が違っていて、単なる炎症なのか、転移
巣なのか判断に迷うこともあったのですが、慣れ
てくると微小病変が明瞭に把握できることが
わかってきました。読影をする立場の医師として
高く評価しています。正確な診断を下しやすく
なったことは医療者側にも患者さんにとっても
大変なメリットですし、今後のトレンドとして
半導体PET/CTは主流になるでしょう。その傍証
として学会や研究会では半導体PET/CTに関する
講演が増え、「半導体PET/CTの有用性は？」と
いったテーマが多く見受けられます。

大橋 技師 Biograph Visionの導入により、1件
あたりの撮像時間が短縮されたため、従来は
最大８件にとどまっていた1日あたりの検査件数
が10件にまで増やせるようになりました。また、

放射線技師にとっては操作性が重要です。これ
は、他の装置にも言えることですが、Siemens 

Healthineersの製品はいずれも操作系が統一
されていて、すぐに慣れることができます。この
ことは、撮像時間の短縮という装置の利点ととも
に検査業務の効率化にいい影響を与えていると
考えています。

（2020年12月17日取材）

感度が高いことから、従来の装置では捉えられ
なかった乳癌の造骨性骨転移など、FDGの集積
が不良とされる病変の把握が可能になりました。
十二指腸乳頭部腫瘍など、腫瘍量が少ないもの
も見えるようになりましたので、乳腺外科や消化器
外科で高く評価されています。

酒井 副技師長 診療部門からSPECT/CT検査
についての相談が持ちかけられるようになりま
した。

指原 副技師長 各診療科からの相談について
は酒井副技師長と話し合って運用計画を立て、
それをフィードバックしています。新規導入装置
のため、依頼された検査が可能かどうかを即断
できないこともあり、Siemens Healthineersの
アプリケーションと酒井副技師長を交えて対応を
決めています。普遍性のあるアイデアであれば
院内で情報を共有し、診療に役立てるようにして
います。

酒井 副技師長 なかでもセンチネルリンパ節
シンチグラフィが、最も大きく変化したのではない
でしょうか。3D画像によって深さまで把握できる
ようになりました。また、脳血流シンチグラフィは、
Fusion画像によって視認性が向上したために
検査数が増加してきています。

指原 副技師長 確かに、以前とは格段の差を
感じます。SPECT画像では困難であったセンチ
ネルリンパ節がSymbia Intevo Boldを使うことで
同定可能となり、アプローチできるようになった
という話を乳腺外科の医師から聞きました。Fusion

画像を見せられることで、手術計画に関する医師
の説明に納得する患者さんが多くなっているよう
です。xSPECT Boneというオプション機能も優れ
もので、iMARを併用した人工関節部分の画像は、
これが骨シンチグラフィと思うくらい骨梁が見え、
鮮明です。

岸本 技師 各診療科の医師からは、画像が見
やすくなった、明瞭になったという声が聞かれ
ます。消化器疾患が疑われる場合のピンポイント
な集積を把握するためにWhole Body Dynamic

撮影を有用に使わせてもらってます。撮影は全身
5回繰り返すぐらいで集積の動きがあればわかり
やすいし、動きがなければ病変として気づきやすい
と思います。後はFlowMotionになり設定の手間
が省けて非常に楽になり、以前は全てのベッド

が同じ撮影時間ではないと検査ができなかった
のである意味簡単でしたが、今回腹部は時間を
長く、大腿部から足先は時間を短く撮影したい
など、同じことをStep and Shootで撮影する場合
は非常に大変になります。また、Flow Motionは
撮像時間の把握が非常にしやすいです。撮影範囲
や設定など変更した場合、リアルタイムで変更
され、認知症の患者様や小児の患者様など時間を
短くしなければいけない際に非常に検査時間を
伝えやすいと思います。

最後にSiemens Healthineers製品について、
印象を教えていただけますか
指原 副技師長 細かなところまで設定できる
ので使い勝手がいいですね。

酒井 副技師長　当院は他にもSiemens Healthineers

製品があり各診療科から要望を受けた時にあまり
”No”を言わずに対応できることが多いと感じて
います。ユーザーとして使い勝手がよく、あまり
考えずに直感的に操作できるところがあります。
なんと表現すればいいか難しいところもあります
けど、例えばスマートフォンをいじっている感覚
に近く、ほかの若いスタッフからも使いやすさが
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SPECT/CT検査室

PET/CT検査室

骨シンチ 全身、xSPECT Bone 閉所恐怖症患者 
PET6分収集MIP画像

センチネルリンパ節シンチ Fusion VRT
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