HD映像コミュニケーションユニット

山形大学医学部附属病院 様

ご導入事例 Vol.32

HD映像コミュニケーションユニット
ご導入事例

システム概要

山形大学医学部附属病院 様

液晶ディスプレイ
TH-47LF60J
HIS（電子カルテ）

青森

スピーカー

RTP（治療計画画像）

（11 拠点）

CT/MRIなど

専用カメラ
GP-VD131J

専用マイク
KX-VCA001

HD映像コミュニケーションユニット
KX-VC1300J

秋田

Vol.32

PET（検査画像）

医 療

広域放射線治療遠隔カンファレンスシステムにより
県を越えた高度ながん放射線治療を可能に

スイッチャー

（9 拠点）

岩手

青森県

（11 拠点）

山形大学医学部附属病院

弘前大学医学部附属病院
青森県立中央病院
青森市民病院
青森労災病院
八戸市立市民病院
三沢市立三沢病院
むつ総合病院
つがる総合病院
八戸赤十字病院
黒石市国民健康保険黒石病院
十和田市立中央病院

山形

（7 拠点）

宮城県

宮城

（13 拠点）

福島

（9 拠点）

岩手県
岩手医科大学附属病院
岩手医科大学附属
PET・リニアック先端医療センター
盛岡赤十字病院
岩手県立中央病院
岩手県立中部病院
岩手県立二戸病院
岩手県立釜石病院
岩手県立胆沢病院
岩手県立磐井病院
岩手県立大船渡病院
岩手県立宮古病院

東北大学病院
みやぎ県南中核病院
仙台医療センター
仙台総合放射線クリニック
大崎市民病院
石巻赤十字病院
東北労災病院
仙台市立病院
宮城県立がんセンター
仙台厚生病院
古川星陵病院
東北薬科大学病院
宮城県立こども病院

秋田県

VPN

秋田大学医学部附属病院
能代厚生医療センター
市立秋田総合病院
大曲厚生医療センタ−
由利組合総合病院
秋田厚生医療センター
大館市立総合病院
平鹿総合病院
中通総合病院

福島県
山形県
山形県立中央病院
山形市立病院済生館
米沢市立病院
日本海総合病院
鶴岡市立荘内病院
公立置賜総合病院

千葉県

タイ

放射線医学総合研究所

マヒドン大学

福島県立医科大学附属病院
北福島医療センター
太田西ノ内病院
白河厚生総合病院
福島労災病院
いわき市立総合磐城共立病院
竹田綜合病院
南東北がん陽子線治療センター
寿泉堂綜合病院

納入システム

HDコムを61病院に導入し、離れた病院間での遠隔カンファレンスを実現

●HD映像コミュニケーションユニット
KX-VC1300J（×67）

●専用カメラ
GP-VD131J（×67）

●バウンダリーマイクロホン（デジタル）
KX-VCA001（×67）

●フルハイビジョン液晶ディスプレイ（47V 型）
TH-47LF60J（×67）

ご導入のきっかけ

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO 2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
●パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

受付：9 時〜17 時 30 分
（土・日・祝祭日は受付のみ）

お問い合わせは
ホームページからのお問い合わせは
〒104-0061

東京都中央区銀座8丁目21番1号

https://sec.panasonic.biz/solution/info/

汐留浜離宮ビル

PSJ-JJ4T032

高度ながん治療のための放射線治療装置を持つ病院は、東北地方全域にわたって散在しており、病院間の距離にもかなり隔たりがあり
ます。また、設備されている装置にもそれぞれ違いがあり、症状に応じた最適な治療を選択する場合、患者様自身が何時間もかけて病院
間を移動しなければならず、その負担をいかに減らすかが課題となっていました。そのため山形大学医学部附属病院様では、患者様の居
住地域に関わらず、高度放射線治療の相談や選択を可能とすることを目的とした「広域がん放射線治療ネットワーク」を発足。61病院と
連携し、遠く離れた病院間で遠隔カンファレンスが実施できるシステムの構築を検討されていました。
※ モニター内画像はサンプルです。

61病院をビデオ会議でつなぎネットワーク化
高度ながん放射線治療の技術を東北地方全域で共有

システム活用ポイント
定期的な遠隔診療相談窓口の開設

広域医療連携による遠隔カンファレンス

「広域がん放射線治療ネットワーク」に加盟する61病院では、

現在、山形大学医学部附属病院様では従来の放射線治療より、

患者様の症状にあわせた最適ながん治療を行うために、より効

さらに効果が高いとされる重粒子線治療の施設建設に向けて

果的な治療環境を持つ病院とHDコムをつないで遠隔診療相

研究、開発を行っています。重粒子線治療は、がん病巣に狙いを

談を行っています。相談する病院は、患者様の情報（CTやMRI

絞って集中的に照射できる、日本が世界に先駆けて行っている

の画像、電子カルテなど）を相手医師のディスプレイに表示させ

放射線治療法です。
この希少な重粒子線治療を、県を越えて東

て症状の説明を行います。その際に重要となるのが、患者様の

北地方全体で行えるように、7つの専門施設が連携した「東北

情報を正確に、詳細に伝えることですが、CTやMRIは身体を

がん粒子線コンソーシアム」を設立。HDコムを利用して、遠く

輪切り にした断面像のため、1度の撮影画像が何十枚にもお

離れた施設間でも専門的観点から意見交換ができ、大規模な

よびます。その膨大な量の画像から病巣部を確認するために

重粒子線の有効利用体制を整えられました。また粒子線コン

は、同じ部屋で画像を指し示すか、電話で「何枚目を見てくださ

ソーシアムのカンファレンスだけでなく、月に1度、タイのマヒド

い」などと伝えるやり取りが必要になってしまいます。そこで、各

ン大学の附属病院と遠隔カンファレンスを行っています。日本

病院のHDコムをスイッチャーにつなぎ、相談する医師がワン

だけでなく、海外ともリアルタイムにコミュニケーションが取れ

タッチで相手医師に画像を提示できるシステムを構築しまし

ることで、さらなる高度ながん医療の研究を進められています。

た。さらに、導入時に不可欠と言われていたセキュリティの面で
も、患者様の個人情報を適切に管理。安心してシステムを使用
いただいています。HDコムは、病巣部が確認できるほど高画質
で操作も簡単であ
ると医師の皆様か
ら評 価 い ただき 、
医療現場では難し
いとされていたリ
アルタイム遠隔カ
高画質映像により専門知識を結集させたカンファレンスを実現

ンファレンスを可
能にしました。

システム選定のポイント
システムの導入にあたり、医師同士の会話がスムーズに行われることと、放射線治療現場で求め

CTやMRIなどの画像を確認しながらカンファレンス

医療用画像も適切なサイズで高画質に表示

られるRTP（放射線治療計画装置）やCT、MRI、電子カルテなどの画像を劣化なく相手の病院に
提示できるシステムが必須でした。その高いレベルの仕様をクリアしていること、会話、画像とも
に、病院間の距離をほとんど感じないほど遅延が少ないことが評価され、HD映像コミュニケー

大学病院から発信する地域連携コンサルテーション

ションシステム（HDコム）が採用されました。また、山形大学医学部附属病院様では以前からHD

大学病院から近隣の病院へ医師を派遣した外来診療は従来

コムを利用されていたため、
「 広域がん放射線治療ネットワーク」に加盟する全61病院のシステ
ムを構築するにあたり、使い勝手の良さと、これまでに問題なく運用してきた信頼のおけるシステ
ムであったことが選定の大きなポイントとなりました。

各病院の専用ラックにはHDコム、
ディスプレイ、スイッチャー、カメラを設置

お客様情報

小児がんの治療に、9病院をつないでカンファレンス
山形大学医学部附属病院様は、小児科を持つ他8病院のビデ
オ会議システムとつないで小児がん治療の遠隔カンファレン
スを実施しています。小児がんの治療においては、患者様の年
齢や状態を考慮して診療方針の大枠の決定から時間を掛けて

から行われていましたが、医師の移動に時間が掛かるため、1

行うことが必要になります。そのため、1対1のカンファレンス

度診察した患者様の状態が変化して診察日でない日に受診さ

ではなく、多くの病院と同時につないで専門知識を結集させ、

れる際など、急な対応ができないという問題がありました。そ

より充実したカンファレンスを行っています。現在では、6病院

のような場合には、診察した病院と大学病院をHDコムでつな

を同時接続して実施することが多く、同時に話してもクリアに

ぐことで、最初に診断した医師に遠隔で確認をとることがで

聞こえ、画面を分割して表示できることで、運用の頻度も多く

き、より迅速で的確な治療を行えるようになりました。

なっています。

1973 年、山形大学に医学部が設 置され、その3 年後の1976 年に開 院し
た山形大学医学部附属 病院様は、インフォームド・コンセント（医師が患

ご導入の効果

者に診 療 の目的・内容を十 分に説 明して、患者の 納 得を得て治 療するこ
と）を原点に、
「 地 域に開かれた医療」、
「 最高水 準の医療」によって約4 0

遠隔診療相談窓口を開設して、患者様の負担を減らせたことが、最大の成果

年にわたり東北 地方の人々の 健 康を支えています。2 015 年度から、重粒

だったと山形大学医学部の根本教授は語ります。従来、患者様は、最寄りの病院

子線がん治療の整備事業に着手。時代の先端を行く大学 病院として、東北

を訪れても、適切な装置がその病院になかった場合、紹介状とCD-Rに焼いた

だけでなく、日本中のがん医療のさらなる発展を支えています。

診療データを持って治療が可能な病院を自ら訪れなければなりませんでした。
そこで再診察を行い診療方針が検討されるため、早期治療が必須となるがん治

広域がん放射線治療ネットワークとは…
東北に住む患者様が、地 域に関わらず粒子 線な
どによる高度放 射線治療の相談・選択を可能と
山形大学医学部 がん臨床センター長
放射線腫瘍学講座 教授

根本 建二 様

山形大学医学部附属病院
放射線治療科の皆様

することを目的とした、東北 61病 院が参加する
広域ビデオ会議ネットワークです。

療で、何週間も時間が過ぎてしまうことを根本教授は問題視されていました。
HDコムの導入により、医師同士で事前に診療方針を話し合ってから患者様に
伝えられ、初診医と紹介された医師との情報共有もリアルタイムに行えること
で、地域に関わらず、医師と患者様が高度放射線治療を選択のひとつとして意
識できるようになりました。東北地域全体の医療連携を志した山形大学医学部
附属病院様は、HDコムを活用し、同じ志を持つ多くの病院とともに、県を越え
た、さらなるがん医療の改革を推進されています。

フルHDで画像の細部まで確認可能

