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乳がん診断をさらに充実させるために
マンモグラフィ装置
MAMMOMAT Revelation導入レポート
2018年に設立30周年を迎えた医療法人慶友会守谷慶友病院は、急性期医療の
拡充と、乳がん診断のさらなる充実に積極的に取り組んでいます。その取り組みの
一環として導入されたMAMMOMAT Revelationの使用経験について、また、今後
の乳がん診断のあり方について、院長の今村 明 先生、乳腺外科の池田 達彦 先生、
放射線科の塚田 勝 科長、湯澤 真世 主任、小室 香織 技師にお話をうかがいました。

守谷慶友病院と乳腺外科についてお聞かせくだ
さい。
今村 院長 当院は、つくばエクスプレスの開通
などで人口が増えている守谷市に立地しており、
乳腺外科は検診を必要とする年代から90歳台の
高齢者まで、幅広い年齢層の患者さんを診てい
ます。そして、近年は乳がんの手術件数が急激に
増えました。当院では、この1年半で150～160件
程度と茨城県内でもかなり多いほうです。さま
ざまな状況に対処するためには、関連医療施設、
患者さんとの間で、正確な情報を共有しなければ
なりません。このような事情で、以前から意識して
情報共有に注力してきましたので、乳腺外科は、
当院のなかでも地域医療連携が特に充実した
部門となっています。

MAMMOMAT Revelation導入の経緯をお聞かせ
ください。
塚田 科長 以前のマンモグラフィ装置は、当院

が2D画像では見えなかったのに、トモシンセシス
では見えたという事例がありました。Revelation

のトモシンセシスは振り角が大きいので情報量
が多く、深度方向の精度も高いのでよい画像が
得られるだろうと期待していましたが、我々の予想
以上に病変を捉えてくれる、診断しやすい画像で
した。

今村 院長 外来で受診された方については、
石灰化に強いマンモグラフィと腫瘤に強い超音波
検査をセットと考え、両方の検査を行っています。
今後、どの程度トモシンセシスが活躍してくれるか
興味深いですね。マンモグラフィと超音波検査
の両方が同時に行える装置があれば理想的なの
ですが、トモシンセシスがそれに代わる診断装置
として機能してくれれば、現時点ではそれが最良
だと思います。超音波検査とは異なり、トモシン
セシスには画像の再現性があり一定の読影環境
が得られますし、Revelationのトモシンセシスは
スライス画像が鮮明なので、客観的な判断が
容易になるのではないかという期待を持ってい
ました。

湯澤 主任 デジタルになることで、最適化された
画像をもとに診断ができるようになると期待して
いました。その一方で、撮影する立場としては、
トモシンセシス検査では通常より検査時間が長く
なることに不安を感じていました。
導入後は、以前より部屋の照明を暗くして撮影

していますが、装置本体のイルミネーションパネル
の明かりがとてもよい雰囲気を演出してくれて
います。そのおかげか、患者さんから不安な声
を聞いたことはありません。明かりの色はできる

かぎり患者さんの気持ちを考えて設定するように
しています。患者さんから「検査室がきれいに
なったね」と言われたこともあります。検査前には
患者さんに安心してもらえるように、お話をする
ことを心がけています。

検診、診断、治療支援、フォローアップなど、
各フェーズにおけるトモシンセシスの使い方や
メリットについてお聞かせください。
今村 院長 さまざまな使い方がありますが、
少なくとも人間ドックでは、将来的にトモシンセ
シスをメインに考えていこうと思っています。
情報量が格段に違うのは明らかですから、どんな
役割を与えるかということになります。たとえば、
最近の超音波検査でよく見えるようになってきた
リンパ節に対して、トモシンセシスで転移が見つけ
られるかどうか。超音波検査と比較してどのような
種類の腫瘍に対する診断能力が高いか。その
あたりが判断の基準になると思います。フォロー
アップについても、超音波検査の内容をカバー
する力があるかどうか、乳管内拡張や乳がんの
進展具合など進展度、深達度をいかに把握できる
かの見きわめが必要です。従来のマンモグラフィ
との比較ではなく、超音波検査やMRIなど他の
モダリティと比べてどうか、どれだけ正確に把握
して正しい術式を選択できるか、といったことが
重要になると思います。

池田 先生 乳がんだけでなく乳腺症や繊維腺腫
も含め、トモシンセシスがあるとないでは、見える
ものががらりと変わってきます。高濃度乳房の腫瘤
の診断精度が高まり、良性か悪性かの判別や
カテゴリー分類がこれまでより自信を持って行える
ようになります。それが一番の魅力です。石灰化

の広がりや分布も立体的に把握できますので、
たとえば区域性かどうかなど、判断の確度が
高まります。フォローアップでは、腫瘤について
は超音波検査で行うケースが多いのですが、
Revelationのトモシンセシスなら超音波検査が
なくてもわかると思えるくらいよく見えます。見える
世界が変わったという印象ですね。浸潤範囲の
精度についてはMRIに譲りますが、腫瘍の範囲、
石灰化の広がりの把握に関しては非常に優れて
います。

今村 院長 術前のトモシンセシスの適用として、
広がりの把握のために用いたらどうかと考えて
います。まだ使用経験として確たるものがありま
せんので今後のことになりますが、たとえば非浸潤
性乳管がん（以下、DCIS）では、超音波検査や
MRIで判断した範囲より、病理ではDCISが認め
られる範囲が広いことがあることを実際に経験
しています。手術をする側にとって最もほしい
情報は、乳房のなかでどこまでががんなのかと
いう正確な範囲です。がんの範囲によって手術方
法も変わります。本来なら乳房を温存できる人に
対して切除術を選択しているおそれや、温存術
を選択してはいけない患者さんに乳房を温存して
いるおそれもゼロではないのです。そういった
場面でトモシンセシスが、がんの進展、広がりを
どこまで表現してくれるかに興味がありますし、
実際に検証していきたいと思っています。
また、患者さんへ説明するときも同じ画像を

見ながら話すほうが理解しやすいだけでなく、
説得力も増すと思います。明瞭な画像を使い情報
を共有していくことは、医療機関と患者さんとの
信頼関係を築くためにも大切だと思います。

医療法人慶友会
守谷慶友病院
所在地：茨城県守谷市立沢980-1

病床数：178床
主なご導入装置：
 MAMMOMAT Revelation 

 MAGNETOM Symphony, A Tim System 

 SOMATOM Definition Edge
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で唯一フィルムレスに対応していませんでした。
更新を考えて、4月の ITEMをはじめ、実際の施設
を見学するなど各社の装置を確認しました。当院
では診断からフォローアップまで行っていますので、
基本的な性能の高さ、トモシンセシス機能が装備
されていること、被ばくが少ないこと、日本人に
適した画質が得られることという、4つの選定条件
を設定していました。Siemens Healthineersの
トモシンセシスは振り角がとりわけ大きく、より
広い角度から情報が得られますので期待して
いました。実際のトモシンセシスの画質を見て
MAMMOMAT Inspiration がよいと思っていた
ところに、タイミングよく新しくリリースされた
MAMMOMAT Revelation（以下、Revelation）を
紹介されました。同等の性能を持つトモシンセシス
が搭載されているだけでなく、マンモトーム検査
で穿刺したまま標本撮影ができる点を評価し、
導入を決定しました。

トモシンセシスにどのような期待をお持ちでしたか。
塚田 科長 乳房の病変はその形態や周りの組織
との位置関係によって、見やすい角度と見にくい
角度が発生します。従来の2Dでは撮影方向が
決まっており、デンスブレストや組織の形態に
よっては病変が見えづらいケースがありました。
診断の確度を上げるためには、超音波検査である
程度把握している病変が、マンモグラフィでも
見えることが重要だと思います。いろいろな角度
から撮影したデータで画像を作るトモシンセ
シスは、診断に有効であろうと期待していました。
また、トモシンセシスは超音波検査と比較しながら
診断することができますので、最初からよい印象
を持っていました。
実は先日、実際に、超音波検査でわかった病変

池田 達彦 先生 湯澤 真世 主任

塚田 勝 科長今村 明 院長
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マンモグラフィの圧迫についてご意見をお聞かせ
ください。
池田 医師 超音波検査は術後のフォローとして
ガイドライン上は推奨されていませんし、精度も
各施設によってばらつきがあります。一方でマン
モグラフィのトモシンセシスは変形して構築に乱れ
のある状態でも有用だと感じています。当初は、
痛がる方の多い術後に、検査時間が長くなるトモ
シンセシス検査を実施するのは不安がありました。
しかし、当院ではRevelationになって大半の患者
さんが前より痛くなくなったとおっしゃっています
ので、今後も積極的に使っていきたいと思ってい
ます。

湯澤 主任 装置を更新してから、圧迫による痛み
を訴える方はあまりいらっしゃいません。しかも、
これまでより圧迫圧を大きくしても痛がられません。
最適圧迫機構のOP-Compで自動停止した後、
追加で圧迫しても、以前と比べて痛いという方が
あまりいません。OP-Compで止まったところで、
すでに乳房がしっかりホールドされていますので、
トモシンセシス検査時の追加の圧迫は少し弱めに
して撮影することもできます。私は数値で圧迫力
を決めてはいませんが、実際に使ってみて100N

くらいはかけられる印象です。｢痛くていやだ｣と
いう印象は与えたくないので、患者さんにやさ
しい装置であってほしいと願っていましたが、
Revelationはこの点でもすごく優秀です。

小室 技師 私は80N以上の圧迫をかけるように
意識しています。圧迫板そのものにしなりがある
ことや、ポジショニングしやすい撮影台の薄さは
撮影する技師にとってもうれしい設計です。イルミ

ネーショングラスの効果で検査環境がやさしい
印象に変わっただけでなく、圧迫による痛み軽減
の工夫が随所に見られます。

池田 医師 マンモグラフィは、乳がん診断装置
として歴史があり、今までの実績やさまざまな
データが蓄積されていますので、これからもずっと
残る検査の1つだと思います。しかし一番の問題
は痛みが伴うことですね。先日、テレビに出させて
いただいたときも、全体のトーンとしてマンモグ
ラフィは痛いというイメージでした。Revelation

では痛みに対して細かく配慮された設計になって
いると思います。今後も痛み低減への取り組み
に期待しています。

バイオプシー検査についてご感想をお聞かせく
ださい。
小室 技師 事前の準備は、通常の撮影台にバイ
オプシー専用台を装着し、圧迫板をつけるだけ
です。シンプルかつ容易で助かっています。また、
専用台はネジを使わずに、スムーズに装着でき
ますし、非常に軽いので負担もほとんどありません。

今村 院長 Revelationになって圧倒的に生検
の時間が短くなりました。検査の手順は自動で
展開されますし、ターゲット病変を決めると自動
計算され、その位置までニードルフォルダが
動いてくれますのでスムーズな検査が可能です。
吸引および採取の時間も含めて検査が終了する
まで 15～ 20分程度ですみます。さらに標本
撮影用の InSpect機能があり、バイオプシー検査
中にニードルを刺した状態で標本撮影が行え、
採取した標本に石灰化が入っているかどうかも
すぐに確認できますので、検査を終了するかどうか

の判断に役立ちます。

今後、乳がん診断はどのように進化していくと
お考えでしょうか。
池田 医師 トモシンセシスは見える世界がこれ
までとまったく違い、診断精度が非常に高くなって
います。新しい検査が登場した、診断のための
武器が1つ増えたという印象です。
先ほど話題にあがったDCISですが、検診の

観点からは早期の段階で拾い過ぎることはどう
かという意見がある一方で、｢心配だから初期の
段階で治療したい｣と患者さんが思われるのも
当然だと思います。正確に病変を把握できる精度
の高い検査が必要になってくると思います。40歳
代は乳がんへの罹患が増える年代です。一方で、
デンスブレストのケースも多いので、マンモグラフィ
と超音波検査の併用を検討したいところですが、
マンパワーやキャパシティの問題で実施が難しい
というのも事実です。解決策として、40歳代は
任意型検診ではトモシンセシスを撮るという方法
を検討してもよいのではないでしょうか。また、
Revelationでは通常のトモシンセシス画像だけ
でなく、トモシンセシス撮影から画像再構成した
合成2D（Insight 2D）や、少し回転させて観察
する3D画像（Insight 3D）への画像処理も可能
です。今後、臨床での有用性を検討していきたい
と思っています。

Revelationは、私が今までに出会ったマンモ
グラフィ装置のなかで、最も精度が高い装置だ
と思います。より正確な診断ができるという意味
でですが、診断が楽しくなりました。これからも、
臨床的メリットがあるテクノロジーの開発に期待
しています。

（2018年12月1日、8日取材）

多機能でありながらシンプルな装置構成
撮影装置本体と画像収集ワークステーションの2ユニット構成です。高電圧
発生装置が装置本体一体型であることに加え、冷却ユニットなどの外付け
キャビネットが不要で、検査室内がすっきりし、動線を確保しやすくなります。
乳腺密度が比較的高いと言われる日本の女性達にむけて、広角トモシン
セシス機能をベースにした高精度バイオプシーなど多彩な機能を搭載。
日常の乳房検査で、高精度の画像評価を可能にします。

トモシンセシス技術「Wide Angle Tomysnthesis」
X線管だけを大きく±25°（振り角50°）動かしながら撮影を行い（図1）、
スライス画像を再構成する広角トモシンセシス撮影。狭角撮影に比べて
深さ方向の分解能に優れ、どのスライス断面もボケがなく、組織に隠れて
見えなかった関心領域を明瞭に描出します。

広角撮影トモシンセシスがもたらす高画質は、明瞭で診断しやすいトモ
シンセシス画像をご提供するだけでなく、画像再構成テクノロジーである
HDBTが今後の診断をサポートします。（図2）

小室 香織 技師
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See the difference Make the difference
MAMMOMAT Revelation
MAMMOMAT Revelationは、これまでのMAMMOMATシリーズの良いところはそのままに、新機能を搭載し、より正確な
診断に貢献していきます。さらに簡単な操作性と快適なワークフローが検査の効率化をサポートします。

狭角撮影 広角撮影

図1 図2

低被ばく機構【PRIME Technology】
グリッドレス撮影によって乳房透過後のX線を最大限活用し、独自の
アルゴリズムによるソフトウェア処理で、散乱線による画質への影響を
除去します。低被ばく、高画質を提供します。

痛み軽減の工夫
痛み軽減の工夫として、ポジショニングをしやすい薄い撮影台を搭載。
CC撮影時にも無理なくポジショニングが可能です。
また、圧迫板（図3）にはしなる素材を用い、痛みを軽減だけでなく、
しっかりと乳腺を伸展させることができます。
さらに、最適圧迫機構OP-Compでは最適なところで圧迫が一旦停止し、
過度な圧迫を防ぐことができます。

HDBT（High Definition Breast Tomosynthesis）
トモシンセシス撮影を行い、そのデータを画像再構成することで下記3つ
の画像をご提供します。
･Insight 2D：緻密なデータを用いた合成2D画像
･Insight 3D：回転をさせて見ることができる3D画像
･EMPIRE：FBP+逐次近似法のトモシンセシス画像処理

トモバイオプシー／標本撮影 InSpect

バイオプシーでは、従来どおりのステレオ撮影だけでなく、ターゲッティ
ングには精度の高いトモシンセシス画像を用いるトモバイオプシーが

可能です。また、そのクリアなトモシンセシス画像は、±1 mmの精度
を保ち、IECに準拠しています。
検査終了させるかの判断に標本撮影を行うことがありますが、その際も
標本専用ボックスに標本を入れ、バイオプシー検査台にて、標本撮影
を行うことができます。（図4）

図4

標本画像

図3

Mammography
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