
ハイエンド装置の導入で広がる
地域連携・地域貢献

昭和41年に周産期医療を中心とする「関根産婦人科」として開院し、2006年に名称
変更を経て創業53年を迎えた「関根ウィメンズクリニック」。現在では、妊娠34週まで
の妊婦健診、一般婦人科、そして乳腺外来にも注力し、練馬エリアにおける女性の
生涯の健康管理の担い手となっています。今回は、地域医療の牽引役として、超音波
画像診断装置とマンモグラフィに最新のハイエンド装置であるACUSON Sequoia、
MAMMOMAT Revelationを導入された関根 憲 院長に、ハイエンド装置が地域
医療に果たす役割や、導入を決めた理由、実際使用してのご感想などについてお話し
いただきました。またマンモグラフィご担当の滝沢 理恵 技師には、放射線技師の立場
から、導入後の具体的な使用感についておうかがいしています。

関根ウィメンズクリニックのご紹介をお願いします。
関根 院長 当院は「ロマンのあるお産」という
言葉をスローガンに、快適な妊娠生活、安全で
感動的な出産、そして楽しい育児を目指して、私の
父が1966年にスタートしました。その後、1993

年に改築し、私が医師となり父とともに診療する
ようになった頃には、月に平均60件ほどの分娩
を扱っていました。夜も必ずといっていいほど
出産に立ち会う毎日でしたが、生命の誕生を共有
できる充実感は格別なものがありました。
しかしながら、不妊症や、高齢妊娠によるハイ

リスク分娩の増加に加え、夜間におけるマンパワー
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の問題などもあり、もう一人で分娩をする時代で
はないと考えるようになりました。そして少子化が
加速していることからも、創立40周年にあたる
2006年に方向転換を決断し、周産期を中心と
したクリニックではなく、女性の生涯の健康、すな
わち「ウィメンズヘルス」の担い手として、地域
の皆様に満足いただけるクリニックを目指して、
新たなスタートを切りました。現在では、妊娠34

週までの妊婦健診、一般婦人科、そして乳腺外来
にも力をいれています。これまで培ってきた信頼
を損なわないように、分娩とはまた違った形で
地域医療に貢献していきたいと考えています。
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練馬エリアにおける乳がん検診の取り組みについて
教えてください。
関根 院長 現在、精中機構（日本乳がん検診
精度管理中央機構）の理事ならびに教育・研修
委員を務めており、地元練馬区医師会の乳がん
検診班長も兼務しながら、さまざまな取り組みに
携わっています。
練馬区は人口約74万人*1であり、若い方も増加

しています。現在、30代女性で罹患率が最も多い
のは乳がんであり、40～60代では罹患率、死亡率
ともに乳がんが最も多くなっています *2。子育て
世代、働き世代の女性においては乳がんが最も
大きな問題となっていることから、自分の乳房に
関心を持ち、定期検診の重要性や何かあれば
早めの受診をしていただけるよう、啓発に日々
努めています。
現在、当院を含めた11施設が区検診を行って

いますが、読影は2人体制で、うち一人は精中
機構の試験でB判定以上の読影医としています。
新しくマンモグラフィを導入した施設は比較の
ための過去画像がなく、しばらくは要精査率が
上がる傾向がありますが、各施設別に要精査率、
陽性的中率などのデータを算出し、必要があれば
改善策などをディスカッションする検討会を行って
います。
以前、「他施設を受診した患者さんが来院した

場合に、過去画像がなく比較できないので困る」
といった議題があがりました。比較読影ができ
ないことで、見落としに繋がれば、患者さんの命に
関わる場合もあります。話し合いの結果、前述の
11施設全てがフィルムでなくデジタル画像で読影
を行っているので、他施設へ紹介する際には過去
に撮影した画像データをお渡しし、来院された
患者さんの過去画像がなければ取り寄せて、極力
比較読影するように努めようということになりま
した。まだ、検診施設が少ないからこそできるの
かもしれませんが、こうした精度管理をきちんと
していくことが地域住民の方々の健康増進に
繋がっていくものと考えています。

練馬エリアの地域連携はいかがでしょうか。
関根 院長 近隣には、大学病院をはじめ、大きな
総合病院などもいくつかあります。
また、手術件数の多い病院への紹介希望も多く

ありますが、東京都内では、どの病院にも1時間
以内でアクセス可能であり、連携もスムーズに

行えています。

クリニックには以前からエコーならびにマンモ
グラフィのハイエンド装置を導入されています。
その理由をお聞かせください。
関根 院長 これまで研鑽し積み重ねたことを、
地域医療に還元することが重要であると考えてい
ます。ハイエンドの装置は、比較的高価ですし、
使わない機能も備わってはいますが、何よりも
鮮明な画像で診断ができること、将来性も考えて
拡張性が高いことが購入に踏み切った理由です。
ハードの拡張性について、ハイエンド装置では、

例えばソフトが少々古くなってもバージョンアップ
すれば十分に使えるなど、長く時代に通用する
メリットがありますが、安価な装置ですと、拡張
しようにもすぐにソフトを受けつけなくなると
いったことも想定されます。質の高い医療を地域
に提供し続け、装置をある程度長期間、大事に
使いたいと考えると、ハイエンドな装置を購入する
のが最も良いのではないかと考えています。

現在の乳がん検査の状況をお聞かせください。
関根 院長 マンモグラフィによる乳がん検診は、
自費検診（ドック）の他に、練馬区から委託された
検診を年間3,000件ほど行っています。一方、
何らかの痛みやしこりを感じるといって来院された
患者さんには、保険診療としてマンモグラフィと
超音波検査を行い、必要であれば当日に針生検
まで行い、次回結果をお伝えできるようにしてい
ます。
当院では、長年マンモグラフィと超音波は、

Siemens Healthineersの装置を使用してきま
したが、デザインも綺麗で高級感があり、患者さん
に安心して検査を受けていただけていると評価
しています。

今回、超音波画像診断装置ACUSON Sequoiaと、
マンモグラフィMAMMOMAT Revelationを
更新された経緯について教えてください。
関根 院長 今までMAMMOMAT Inspirationや
ACUSON S3000を使用してきましたが、低被ばく
のグリッドレス撮影やトモシンセシスをそのうち
追加したいと考えていました。こうしたタイミング
で紹介されたのがMAMMOMAT Revelationと
ACUSON Sequoiaでした。MAMMOMAT Revelation

は、グリッドレス撮影対応だけでなく、従来より

多機能なトモシンセシスも搭載できるようになった
点に魅力を感じました。また、当時リリースされた
ばかりのACUSON Sequoiaは、高性能エンジンの
搭載により操作性や視認性が向上していることが
導入の決め手になりました。ACUSON Sequoia

には石灰化や細かな病変がよりクリアに見える
こと、トモシンセシス撮影時の振り角が大きい
MAMMOMAT Revelationには、情報量が多く、
さらに精度の高い画像が得られるものと期待して
います。

MAMMOMAT Revelation

ACUSON Sequoia
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ACUSON SequoiaとMAMMOMAT Revelation

を実際に使用されてのご感想はいかがでしたか。
関根 院長 マンモグラフィは放射線技師の方に
操作を任せていますが、ACUSON Sequoiaは精査
目的で使用しており、自ら操作を行っています。
ACUSON S3000からACUSON Sequoiaに更新
してまだ１か月と日が浅いのですが、利点としては、
静粛性に優れていて全く機械の音が気にならない
こと、ボタンがシンプルに配置され使いやすく
なったこと、さらにエラストグラフィでは、煩雑で
あったプローブの切り替えがタップすることで可能
となり、操作自体もしやすくなったことなどがあげ
られます。B-モードも非常にきれいで、カラー
ドプラの感度も上がっているような印象です。
診断能がさらに向上したと思います。

滝沢 技師 マンモグラフィはおおよそ週5日、1日
約15人撮影しています。MAMMOMAT Inspiration

からMAMMOMAT Revelationに更新されて
一番感じたのは、ばく射間隔、画像表示までの
スピード、装置の起動時間など、あらゆるスピード
が速くなったということです。操作に関する反応が
全体的に速まり、患者さんをお待たせすること
が減ったことが非常にありがたいと思っています。
撮影が終わって次の撮影ができるまでの時間が

以前は今より少し長かったので、ポジショニング
を早く終えた時にはすぐに次の撮影ができず、
何秒かお待たせすることがありました。今では
お待たせすることはまずありません。先ほど先生
もおっしゃっていましたが、装置のデザインも
重要で、ムードライトの照明効果もとてもいいと
思います。MAMMOMAT Revelationではライト
パネル含めて少しコンパクトになって、より使い
やすくなったと感じました
先日、とても大きな乳房の患者さんがいらした

のですが、一般的な装置であれば3回に分けて
撮影するようなところを、圧迫板を変えて1回で
撮影することもできました。デザインはコンパ
クトですが、画像は広い範囲を撮影でき、非常
に実用性の高い装置だと思います。

手術を行わない場合でも、トモシンセシスは有用性
が高いとお考えでしょうか？
関根 院長 最近、高濃度乳房対策が話題に
なっています。デジタルマンモグラフィは、スク
リーン・フィルムマンモグラフィに比べ高濃度乳房

に対して有効ではありますが、それだけでは
不十分で、通常のマンモグラフィだけではなく、
マルチモダリティによる乳がん検診を行うことが
重要です。その候補として超音波、トモシンセ
シス、MRIがあげられますが、この中でMRIは
最も感度が高いものの、高コストなどの問題が
あることから、超音波やトモシンセシスのニーズ
が高まってきています。トモシンセシスが有効な
症例は、周囲に脂肪が存在するものや、構築の
乱れや石灰化などの随伴所見があるものが多いと
報告されており、検診の場においても、トモシン
セシスの有用性は高いと考えています。

今後の展望についてお聞かせください。
関根 院長 まずは、トモシンセシスをどのように
有効活用していくかについて考えています。トモ
シンセシスは重なる乳腺組織を排除して病変を
検出でき、FAD（局所的非対称性陰影）としてしか
認識されなかった症例についても、腫瘤の辺縁を
鮮明に描出することが可能で、感度、特異度とも
上昇すると考えられます。ただ、現時点では保険
が適用されないため、コストの問題も含め、使い
方についてはこれから最良の形を考えていきたい
と思っています。

また、J-START（日本の40歳代の女性を対象
とした大規模臨床試験）「乳がん検診における
超音波検査の有効性を検証する比較試験」の
結果では、マンモグラフィに超音波検査を加える
ことで、早期乳がんの発見率が1.5倍に上昇し、
超音波検査の有効性が示されましたが、死亡率
減少効果はエビデンスが得られず、今のところ
対策型検診に超音波検査は導入されていません。
しかしながら患者さんのニーズは高まっており、
不利益を最小限に抑えるような精度の高い検診
を行っていく必要があると考えています。女性の
健康を担う産婦人科の医師の役割は非常に
大きいものと受け止め、今後も自己研鑽を積み、
最新の機器を上手く活用しながら、少しでも
女性の健康を支え地域に貢献していければと
考えております。

（2019年6月18日取材）

*1 練馬区公式ホームページより（世帯と人口　2019年7月）
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/tokei/jinko/
chochomoku/h31/tyoutyoumokubetu0701.html

*2 国立がん研究センター　がん情報サービス
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/brochure/monitoring.
html

境界部、内部エコーを繊細に表現するBモード

ノイズ少なく感度の高いカラードプラモード

InFocusにより深部まで安定した描出

検者依存性の少ない2D Shear Wave Elastography
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