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報道関係者各位 2019 年 11 月 19 日 

 

シーメンスヘルスケア、脳卒中治療にフォーカスした血管撮影装置

「ARTIS icono D-Spin」を発売 

 進化したコーンビーム CT でアーチファクトを抑制した高画質 CTライクイメージングを提供 

 2D 撮影と 3D撮影をシームレスに切り替え、救急治療のワークフローを大幅に改善 

 低被ばくで最適な画像コントラストを自動的に実現する新機構「OPTIQ」搭載 

 

シーメンスヘルスケア株式会社（東京都品川区、代表取締役社長: 森 秀顕）は、治療までの時

間が予後に大きな影響を与える脳卒中の治療に迅速に対応するため、高度な脳血管内治療を行

っている施設を対象に、脳血管内治療にフォーカスした画像診断装置「ARTIS icono D-Spin（ア

ーティス アイコノ ディースピン、以下 ARTIS icono）」の販売を 2019 年 11 月 19 日より開始し

ます。 

 

日本人の主な死亡要因の 1 つである脳卒中は、患者数 110 万人以上で年間約 11 万人が死亡し

ています*1。寝たきり（要介護 5）になる最大の原因であり、QOL の重要性からも脳卒中の包括

的な治療体制の実現が求められ、昨今ガイドライン改訂や脳卒中・循環器病対策基本法*2の制

定が進められています。 

 

脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019］では、血管内に詰まった血栓をカテーテルやステ

ントなどを用いて除去する血栓回収療法の適応が、従来の発症後 6～8 時間以内から最終健常確

認後 24 時間以内まで広がりました。これによって、起床時に発症に気づいた患者に対しても血

栓回収療法を行うことが可能になり、対象患者が大幅に増えると見込まれています。ARTIS 

icono は、高度で複雑な救急医療の現場で必要とされる新機能の搭載により、今後増加する血栓

回収療法に対して、最適なインターベンション治療の環境を提供します。 
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急性期の血栓回収療法では治療までの時間の長さが予後に大きな影響を与えます。ARTIS icono

の C アームは、柔軟かつスピーディーな動きで撮影時間を短縮するとともに、新たなイメージ

ガイダンス機能の搭載により、見たい領域を高い精度ですぐに見ることが可能になります。 

 

■ARTIS icono の特長 

治療のための診断能を高める新機能 

 syngo DynaCT Sine Spin      

従来の 3D 回転撮影は、左右方向の一定軌道回転のみだったた

め、コーンビーム CT 特有のアーチファクトが生じていました。

ARTIS icono は回転撮影中に頭尾方向の傾斜を加えた独自の二重

軌道回転機構により、多方向のスキャンデータによる 3D 画像再

構成が可能になりました。骨構造近くの出血などの描出能も向

上し、さらなる高画質 CT ライクイメージングを提供します。 

 
 syngo DynaCT Multiphase 

脳実質の血液量分布評価のみだった CT ライクイメージングによ

る 3D 機能画像に、時間軸情報が追加され、血流評価が可能にな

りました。急性虚血性脳卒中の側副血行動態確認を血管撮影室

でも行え、脳梗塞か脳出血かを瞬時に判断できるため、診断か

ら治療への迅速なワークフローを実現します。 

 
 
 Twin Spin 

脳血管内治療では、透視の 2D 画像でカテーテル治療を行い、

血流回復やコイリングによる塞栓状態を 3D 画像で確認しま

す。治療が成立していない場合は、セッティングを戻して透視

による治療を続け、その後 3D 画像で確認を繰り返し行うこと

もあるため、2D 撮影と 3D 撮影のセッティング切り替え時間の短縮が求められてきました。

ARTIS icono はこれまで 3D 撮影時に退避させていた側面アームを移動することなく、2D 撮影と

同じセッティングで行えます。また、「syngo DynaCT High Speed」により、従来 20 秒かかって

いた高精細モードの撮影を 8 秒*3まで短縮可能にしました。Twin Spin により、迅速な判断が求

められる治療をより的確にサポートします。 
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常に適正な X 線量で治療に必要な高画質を自動的に実現する「OPTIQ」搭載 

血管撮影において、患者体厚や血管撮影装置の C アームの角度などにより、必要以上の X 線照

射や、逆にあきらかな線量不足による画質低下が避けられないことがあります。新機構 OPTIQ

は、求める画質を設定するだけで各設定パラメータを自動的にコントロールし、体厚が薄い場

合などは不必要な X 線を抑制し、体厚が厚い場合などは X 線量を上げることで、高画質を維持

します。治療に求められる安定した高画質を常に適正線量で提供可能となり、被ばく低減と治

療時間短縮に貢献します。 

 
*1 平成 29 年（2017）人口動態統計（確定数）の概況、平成 29 年（2017）患者調査の概況－厚生労働省 

*2 正式名：健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 

*3 当社比 2.5 倍速 

 

本製品に関する情報は、Siemens Healthineers ホームページをご覧ください。  

ARTIS icono D-Spin 製品ページ： http://siemens-healthineers.jp/artis-icono 

脳卒中に関するページ：https://www.siemens-healthineers.com/jp/news/at-ir-stroke-patient.html 

 

シーメンスヘルスケア株式会社は、2019 年 11 月 21 日（木）～23 日（土）に福岡国際会議

場・福岡サンパレスで開催される「第 35 回 NPO 法人 日本脳神経血管内治療学会学術総会」に

出展し、ARTIS icono を紹介します。ご来場の際には、ぜひ Siemens Healthineers ブースへお立ち

寄りください。 

 

写真：ARTIS icono D-Spin 

据置型デジタル式循環器用 X 線透視診断装置 

アーティス icono 認証番号：301AABZX00030000

 
 
 
 
 
 
 

報道機関からのお問い合わせ先 

シーメンスヘルスケア株式会社 

コミュニケーション部 丹野 

TEL: 03-3493-5229  E-mail: yukari.tanno@siemens-healthineers.com 

http://siemens-healthineers.jp/artis-icono
https://www.siemens-healthineers.com/jp/news/at-ir-stroke-patient.html
mailto:yukari.tanno@siemens-healthineers.com
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シーメンスヘルスケア株式会社 広報代理店 

オグルヴィ PR  担当：田中 / 大北 

Phone: 03-5793-2334 / 2345 FAX: 03-5793-2381 
E-mail: siemens.pr.tokyo@ogilvy.com 
 
Siemens Healthineers は、シーメンス AG より独立経営となったヘルスケア事業の新ブランド名です。  

「プレシジョン・メディシンの拡充」、「医療サービス提供の変革」、「ペイシェント・エクスペリエンスの向上」、「医療デジタル化

の推進」を通して、世界中の医療従事者がさらなるバリューの向上ができるようサポートしています。また、Siemens 

Healthineers は医用技術におけるリーダーとして、診断・治療を目的とした医用画像技術から診断薬、遺伝子検査分野

に至るまでの事業領域で、製品やサービスを継続的かつ革新的に発展させています。さらに、医療の最前線にいる方々の

声をもとに、デジタルヘルスサービスや病院経営に関するソリューションも積極的に拡充しています。  

2018 年 10 月～2019年 9 月末までの 2019 年度において、Siemens Healthineers の売上は 145 億ユーロ、純利益は

25 億ユーロ、全世界の社員数は 5 万 2,000 人でした。詳しい情報はこちらでご覧いただけます。  

 

グローバルサイト: www.siemens-healthineers.com 

日本のウェブサイト: www.siemens-healthineers.com/jp/ 
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