胸部読影支援システムClearReadによる
経時差分処理導入の効果と必要性
― 健診施設：京都工場保健会様における使用例 ―
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Introduction
健診施設における胸部X線画像。
それは最も汎用的な検査の1つであり、
日々膨大な
数の検査が実施されている。
その反面、読影を行う医師の数は限られており、長時間
の集中力の維持や読影時の心的負担など、
その負担はますます大きくなっている。
そのような課題の解決に取り組んでいる施設として、国内でも有数の検査数を誇る
京都工場保健会の医師、技師に話を聞いた。

京都工場保健会様インタビュー
POINT

POINT

医師の熟練度や、
体調・疲労による精度のばらつきを抑制
健診現場に適した、撮影装置メーカを選ばない画像処理
京都工場保健会診療所

所長

京都工場保健会についてお聞かせください。

丸中所長

丸中 良典 氏

初は重工業関係の11の会社を対象とし、
その従業員の健康増進、
ある

いは健康維持を目的とした施設でした。当時結核が非常に多い時期で

したので、
それを
「予防する」
という観点から、病気になる前に従業員の
方々の健康を守ることが使命でした。
その姿勢は今も変わりません。

Q

導入にあたって考慮した事項について、
お聞かせください。

平井技師

Q

現在実施されている検査数、
及び読影の体制をお教えください。

丸中所長

胸部X線検査数は年間およそ38万件です。胸部X線の読

影医は25名います。
これは誇るべき数字と思っています。
もちろん数字

だけではなく、質的にも高い先生方が読影にあたっておられます。

CTの検査数は年間3,500~3,600件です。その中でCTをきっちり
読影できる専門の先生が2名で読影にあたっています。

ました。当然処理速度を考えなければなりませんが、すべての画像
に対して処理を実施することが重要であると考えました。

丸中所長

はい。京都工場保健会に属する者全員がそのような団体

におけるリーダーシップをとって組織を引っ張っていくくらいの意識を

もっています。

世界的に見ても日本のような健診のシステムは他にありません。
この

ようなすばらしい「病気になる前に発見する」
というコンセプトを世界

た機器の整備が重要であると考えていました。

また当会では出張健診車に搭載している装置、所内に設置している装

置で合計3社のメーカ製のものが混在しています。昨年A社の装置で

画像処理が可能である」
ということが当会で導入を行う際の重要な条
件でした。

Q

大地技師

当時一般の方々の健康志向の高まりとともに当会も健康

健診センターでは
ClearReadのように異なる
装置間で差分画像が生成
できることが重要。

Q

有本医師

Q

読影に要する時間について、
導入前後で違いはありますか？

有本医師

モニタ上の初期表示でオリジナル画像と差分画像を並列

増えていないと思います。読影の主体はあくまでオリジナル画像です

すべて所見ではないのでそれをさらに見直します。過去との差が出て

落とさないというのがメリットです。
もちろん差分が描出された部分が

いる部分を拾えるという点が非常に役に立っていると思います。

見ればよいのかのポイントも示してくれますし、自分のコンディション
役立っていると思います。
南端医師

基本はオリジナルそのものを読む。ただ、先ほどからお話

している通り気づく場を提供してくれている、
とすごく感じます。オリジ

ナル画像を見た後、差分画像を見て
「これはなんだろう」
と思いオリジ

ナルを見返すいい機会を与えてくれています。やはり差分画像がある

ことは心強いです。
平井技師

経時差分処理を導入して私どもの健診機関としての読影

精度も向上しています。それとともに他施設から見学したいという要

望を多くいただいてます。先日も東京から見学者がいらっしゃり、
この

見て読影医の負担を軽減するとても有効な技術だと私は思っていま

す。今後も東陽テクニカとコミュニケーションを図りながら協力してい

きたいと思っています。

ClearReadによる差分画像
は自身のコンディションに左
右されず客観的な指摘を与え
てくれる。読影時間はほとん
ど変わらない。
診療部 医療次長 有本 太一郎 氏

てしまうことはないと思います。
南端医師

私も同じです。ただ、差分画像上で目立ってしまう箇所、

アーチファクトもあるのでその際オリジナル画像を再度見直し、本当に
取るべき箇所かを確認しなければならない場合もある、
という意味で

は手間はわずかに増えます。ただしそれがあったとしても
「過去からの

変化に気づかせる」
ということがあるので、時間を気にするよりそちら
尾花技師

ClearReadにより施設全体
の読 影 精 度が 向 上するとと
もに読影医の負担軽減にも
寄与している。

差分画像の導入で読影時間が長くなることを懸念してい

ましたが、導入後は心配するような読影時間の延長はないようです。

技術部 部長 平井 聡 氏

現在は全員の先生が差分画像を診断の参考にしているようです。

院内の医師全員が診断の
参考にしている
ClearReadの差分画像は
必要不可欠なもの。
技術部 画像診断課 課長 尾花 吉彦 氏

Q

施設の管理者から見た、ClearReadによる
経時差分処理のメリットをお聞かせください。

丸中所長

管理者の立場から言いますと、京都工場保健会では年間

38万件の胸部X線画像を25人の医師で読影していますが、先生方に

はかなりの負担がかかっていると思います。人というのはその日のコン

ディションによって感度のばらつきが発生してしまう可能性があり

ます。
これはどの施設でも起こりうることです。
このような体調の変化

による感度のばらつきはコンピュータではありえないと思います。

このように画像処理システムが人間の目を補強してくれるという部
分で私は非常に期待しています。

コンディションに左右されず、
健診機関としての読影精度も向上。
人の目を補強し、読影医の負担を軽減。

多くの件数を読影する健診という業務の中で、経時差分

置き換わっていましたので、読影に関する部分も何か改善の余地があ

るのではないかと以前から考えていました。

「差分画像が追加されていても
読影時間はそこまで増えない」

ClearReadによる経時差分処理技術導入後に
感じたメリットについてお聞かせください。

画像上のどこに過去との違いがあるかが描出されますので、そこを見

分画像上に差として描出された箇所をもう一回見るという習慣がつ

経時差分処理を見学していきました。経時差分処理は健診機関から

過去との差を拾い、見落としを防ぐ。
「気づく機会」
を与えてくれる。

診断の受診者数が年々増えておりました。それに伴い、読影を担当す

る医師への負担も大きくなっていました。撮影画像自体もデジタルに

総合健診センター 医師 南端 朝美 氏

の方が大事だと思います。

技術部 画像技術課 課長 大地 邦彦 氏

ClearRead導入以前のご施設の状況、
課題についてお聞かせください。

ClearReadによる差分画像
は医師に「気づきの機会」を
与え、画像を見直すきっかけ
となる。差分画像があること
は非常に心強い。

ので差分画像はポイントを絞って使用することで時間を大幅にとられ

X線画像件数は多いときで1日7000人、少ないときでも1000人程度

に広げていきたいと考えています。

健康診断の受診者数が年々増加。
それに伴い、読影担当の医師への
負担も大きくなっていく。

に左右されず、客観的な「これを指摘しているのだな」
という見直しに

あります。特に繁忙期の件数に対する処理を確実に実施できる安定し

「そのような（複数の異なるメーカ製装置が混在する）環境であっても

Q

えてくれる技術だと思います。

で表示していますので、差分画像が追加されていてもそこまで時間は

撮影された方が今年はB社の装置で撮影することが当然ありますので

全国健康増進協議会などの健診を
よりよくしていくための団体、協議会に
積極的に参画されていますね。

き、症例の見直しに役立っているというのが実際のところです。
どこを

る、前回画像と比較するということでさらに深く評価するいい機会を与

健診業務は時期によって閑散期と繁忙期がわかれ、胸部

大地技師

やはり基本はオリジナル画像ですから差分がなくても読

く機会」を与えてくれます。その上でオリジナル画像に戻って再確認す

一部の胸部画像だけではなく、当会で健診を受けてい

ただいた方すべてに対して同じ品質の画像を提供することを考え

有本医師

影できなければなりません。
しかしこのような技術があることで経時差

3社メーカが混在している環境下でも、
画像処理が可能。

京都工場保健会は昭和15年に設立されました。設立当

見落としを防ぐということではすごく役に立っています。

う」
という描出があればその箇所を再度注意して見直そうという
「気づ

「気づきの機会」
を与えて読影精度を向上

POINT

Q

南端医師

オリジナル画像を読んでから差分画像を確認し、
「あ、
ここはなんだろ

Q

経時差分処理画像に対する
先生方のお考えをお聞かせください

医 師の熟 練 度やその日の
体 調による感 度のばらつき
をおさえ、読影における医師
の目を補強するClearRead
に管理者として大きく期待。
京都工場保健会診療所 所長 丸中 良典 氏

胸部X線読影業務の人材育成から
エキスパートとして現場で活躍を。

ClearReadシリーズ
胸部X線画像への画像処理により、感度の向上、見落としの防止に寄与
する胸部読影支援ツールです。

Q

単純撮影像の鎖骨・肋骨を除去した補助画像を生成し、肺野内の視認性

ClearReadシリーズに
今後期待することを教えてください。

南端医師

を大きく向上させて医師の読影作業を支援します。
肋骨除去のほか、経時差分やチューブ強調処理にも対応しています。

経時差分処理に期待することとして、学生健診のような

若い方の胸部X線画像で気胸の見落としを防ぎたいと考えています。
肺尖部の変化を顕著にするような処理をする技術を開発していただ

けたらと思います。
大地技師

現在（ClearReadの新シリーズである）肺血管透過処理

ClearRead CT-VSも使用しています。導入からしばらく経過してそれ

現在画像
Bone Suppression

現在画像例

なりに感度も上がってきており、順調に使用できているのではないかと

思います。ただまだまだ動向は注視していかなければならないかな、
と
感じています。
また、先生方のご意見として、今後はCTについても経時
差分ができないかとおっしゃっています。

経時差分画像

Q

最後に一言お願いします。

丸中所長

過去画像例

Registered Prior画像
（位置合わせ後画像 BoneSuppression）

ClearRead＋Compare 画像処理例

多くの件数の胸部X線読影業務を行う当会から胸部X線

特長

画像のエキスパートが巣立っていってくれたらと考えています。現場で

活躍している先生方のように人材育成という観点からも当会が寄与で

きれば幸いです。

●

1枚の画像から骨組織透過処理を実現

●

高精度な位置合わせアルゴリズム

●

骨組織透過画像での差分処理により、肋骨影の走行に

●

撮影装置やメーカに依存しない画像処理を実現
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京都工場保健会 様
名

称

一般財団法人 京都工場保健会

設

立

昭和15年 12月 13日

職員数等

609名（平成28年4月1日現在

所 在 地

＜本部＞

契約職員含む）

〒604-8472 京都市中京区西ノ京北壺井町67番地
電話番号

075-802-0131（代表）

メディカルシステム部
〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3279-0771 FAX.03-3246-0645 E-Mail : medical@toyo.co.jp

www.toyo.co.jp/medical
大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） TEL.06-6399-9771

FAX.06-6399-9781

名 古 屋 営 業 所 〒465-0095

愛知県名古屋市名東区高社1-263（一社中央ビル）

TEL.052-772-2971

FAX.052-776-2559

宇 都 宮 営 業 所 〒321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル）

TEL.028-678-9117

FAX.028-638-5380

東京都中央区八重洲1-1-6

TEL.03-3279-0771

FAX.03-3246-0645

TEL.03-3279-0771

FAX.03-3246-0645

大

阪

支

店 〒532-0003

電子技術センター

〒103-8284

テクノロジーインターフェースセンター 〒103-0021

東京都中央区日本橋本石町1-1-2

本カタログに記載された商品の機能･性能は断りなく変更されることがあります。
RMI-4848-00-1805000-324-2.0-N53-CA

