
MOBILE  MRI  SYSTEM 
～巡回検診車モービルＭＲＩ～   移動脳検診車のご案内 

公益財団法人 北海道脳神経疾患研究所 



地域とともに、地元とともに  

モービルＭＲＩによる頭の検診は 

 公益財団法人北海道脳神経疾患研究所の 

 公益事業として実施 

各自治体における検診は 

 各自治体保健師さん達のご協力を得て実施 

健康普及講演会の実施は 

 地域住民の健康を守り、最新の情報を提供 



脳神経外科の「パイオニア」として  

・昭和４２年、日本初の脳神経外科単科専門医療機関とし
て産声を上げた中村記念病院（当時：中村脳神経外科医
院）が運営母体の団体 

・昭和５５年の中村記念病院開院の際、脳神経疾患の研
究を行い、臨床の場にフィードバックさせることを目的に、
「中村記念病院脳血管研究所」を理事長の故 中村順一が
開設したのが発足の起源 

・昭和６１年１２月に「財団法人北海道脳神経疾患研究所」
に独立発展、平成元年に当時世界初のＭＲＩ移動検診車
を導入し、翌平成２年春から檜山管内熊石町・今金町ほか
で検診開始、報道機関からの取材や自治体の視察が相
次ぐ 

・平成２２年１２月、財団法人より公益財団法人に改組 



時代のニーズに応える脳検診  

・平成２年、熊石・今金・瀬棚・北檜山・乙部の檜山北部５
町で開始した移動脳検診は、平成８年に早くも１万人、平
成 ２６年には５万人が受診され、平成３０年時点では６万
５千人以上（いずれも延べ）の方が受診されております。 

 

・平成１７年には、これまでのフィルム現像に代わり、撮影
画像をデジタル化し、無線ＬＡＮを通じてリアルタイムに医
師が診断することが可能な新検診車に更新し、更なるス
ピードアップと撮像画質向上が図られました。 

 

・平成８年に開始した健康普及講演会（後述）は２００回を超
え、タイムリーな話題を専門医からお届けしています。 



約３０年にわたり、             
     道民の脳疾患予防をサポート 

◎法人格としては昭和６１年１２月に開設 

 以後、平成元年より当時世界初と言われたＭＲ Ｉ 搭載
のトレーラー型検診車を導入。「移動診療所」として、 
翌 平成２年より道内希望自治体にて検診を実施。 

届出正式名称 ： 巡回検診車モービル Ｍ Ｒ Ｉ 

 これまでに６５，０００名を超える方々の検査を通じ、医
師より受診者へ結果説明に加え、適宜健康面での  ア
ドバイスなどを行っています。 
※ＭＲＩ搭載車は本州に数台ありますが主としてレンタル対応であり、 
移動脳検診と講演会活動を行う法人としては国内唯一です 
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現在検診を実施している自治体 

かつて検診を行っていた自治体 

これまでに、「平成の大合併」などがあり、検診を終了す
る自治体が多くありましたが、平成２５年以降、参加自
治体数は再び増加に転じております。 



初代検診車 (1990-2004年: 15年間稼動) 

車両諸元: 全長; 13.6m, 幅員; 2.49m, 車高; 3.66m, 重量; 25.56t 

 製作会社: 日立メディコ株式会社、株式会社ヤナセ、北海道日野自動車株式会社 



モービルＭＲＩ検診車の変遷 
 

初 代        二代目       改善点 

  25t, 300馬力 27t, 450馬力 登坂・高速性能向上 

  外部収納ハッチ増設 収納力強化 

 発電機外部設置 発電機室内設置 騒音低減・機材保護 

 5名/1時間 (Cycle time) 5名/45分 撮像 7’50 ⇒ 4’50 

 診断はフィルム 無線LAN ⇔ PC上 プリント時間不要 

   ⇒ 待ち時間短縮 

 画像は診断時使用  CD-Rとして受診者へ 精査時他医へ持参 



２代（台）目検診車 (2005.04.17より稼動開始) 

車輛諸元 全長： 13.74m, 全幅： 2.49m, 全高： 3.56m, 重量： 27.11t 

外装上の改善点  発動発電機を外部露出型から車内格納とし、 

    防錆を図るとともに外部への騒音を大幅軽減 

      製作会社: 日立メディコ株式会社、東京特殊車体株式会社、北海道日野自動車株式会社 



これまでの受診者数と実施地区数 

 1990年 2018年 合  計  
    (1990-2018) 

受診者 (名) 1,065 2,993 65,146  

    男性 (名) 312 1,030 22,055  

    女性 (名) 753 1,963 43,091  

実施市町村 5 31 52  

※実施市町村の合計５２は、検診の訪問を終了した自治体の数を含みます 



モービル ＭＲＩ による 頭の検診手順 

1. 事前配布済の予診票をもとに診療録作成  

  当日は保健師による予診票を用いた問診、血圧・脈拍測定 

2. 検診車にてＭＲＩ撮影（０．２テスラ） 

3. 画像サーバーに撮影画像を保存 (医師用PCで閲覧可能) 

4. 医師 (脳神経外科 ・ 神経内科専門医) による画像診断 

     診断結果分類  :  「異常なし」・「有病」 ・「精査」 に分類 

5. 医師判断による他院紹介者には、診療情報提供書を発行 

6. 受診者全員に個々の撮影画像をCD-Ｒとして進呈 



診療所の形態: 移動診療所 (医師帯同必須)として札幌市保健所へ届出 

 １会場での連続設置（検診）は、3日間までとなります 

検診前日または前々日: 会場入り、検診車電源確保、検診車固定、PC等設置 

受診者数(最大): 1・2日目 各40名、３日目 20名 最大で合計100名 

検診日程とタイムスケジュール 

     1・2日目      3日目 

 08:15 第①G集合 08:30 検査開始 08:15 第①G集合 08:30 検査開始 

 09:00 第②G集合 09:15 検査開始 09:00 第②G集合 09:15 検査開始 

 09:45 第③G集合 10:00 検査開始 09:45 第③G集合 10:00 検査開始 

 10:30 第④G集合 10:45 検査開始 10:30 第④G集合 10:45 検査開始 

 12:45 第⑤G集合 13:00 検査開始  終了次第、撤収作業 

 13:30 第⑥G集合 13:45 検査開始  昼食後 

 14:15 第⑦G集合 14:30 検査開始  次会場地区へ移動 

 15:00 第⑧G集合 15:15 検査開始 

 16:00頃検診終了 ※標準的な例 ※ G: グループ (1グループ5名ずつ) 

午  

前 

午  

後 



検診車乗降口 

検診車：  

後部を会場玄関向き
に駐車 

（会場の条件等により
横向き等向きは異な
る場合があります） 
 

受診者:  

階段で乗降 
(手すり： 階段乗降時
の補助) 
※杖歩行・ふらつきのある
方などは当方職員が介助
いたしますが、保健師さん
などのご協力をいただく場
合もあります 



検診車の設置作業について① 
供給電源：  
外部（商用）電源を
必要とするため、原
則的に200Ｖのコン
セントを有した配電
盤があることが要件
となります。 

早めの給電が必要
なことから、到着後
すぐに配電盤の鍵を
お借りして解錠しま
す。 
 
※配電盤の用意がない
会場では、この作業は省
略となります 

こちらはケーブルコネクタ（接続部）を
雨・水から予防するために設置している
ボックスです。 
このボックスは当方で持参します。また、
付近にアースも設置します。(上写真) 



検診車の設置作業について② 

検診車：  
前後に“振れ止めジャッ
キ”をセッティングし検診中
の車体の揺れを抑制させ、
受診者の負担を軽減し、
安定した撮影が行えるよう
にしています。 
 

このため、検診車の駐車
位置には「平坦な場所」を
ご用意いただいています。 
 
※傾斜があると正しい撮影ができな
かったり、検査後に受診者にふらつき
を招き、転倒に至る恐れがありますの
でご理解願います 



検診車の設置作業について③ 

注意点：  
前述の通り、この検診車は牽引式の「大型トレーラー」（特殊車両扱い）
となっています。せっかく適地な会場をご用意いただいても、会場までの
取付道路が通行許可申請で“却下”（不適合）となれば利用することが
できません。 

現在訪問している自治体の会場はすべて要件をクリアしておりますが、
今後開催会場の変更等を検討される場合、最低半年前までにご相談い
ただきたく存じます。 
 
★軟弱地盤および舗装直後のアスファルト上や、気温が高温 
の場合は地盤・舗装面が検診車の重量や熱によって沈下 
する恐れがありますのでご注意ください。 
（これに対応するため、一部自治体では敷地内の取付道路に 
散水をしていただくなどのご協力をいただいております。） 
※ロードヒーティング施工箇所には十分な注意が必要です 



検診車の設置作業について④ 

設置作業に並行して：  
事務員は「会場内のセッティング」を行います。 
いす・テーブルなどをお借りしますのでお願いいたします。 
 
 
  ※精密検査の紹介があった場合 
  自治体からのご要望により別室を 
  ご用意いただいております。 

他院紹介時にご案内するスペース（一例） 

医師診察室 
 
椅子は医師・受診者・
保健師と付添家族の予
備をプラスαで 

事務員執務席 
 
事務員の席と、この
場で精密検査の紹介
を行う場合は受診者
の分も(希望による) 



検診車内 操作室・次受診者待機室 ① 

靴の脱着: 椅子に座ったまま可能 

棚の支持棒 (→): 立ち上がり時の支え 

乗降口から
室内 

室内から
乗降口 



検診車内 操作室・次受診者待機室 ② 

椅子等: 

移動時は
ベルトで 
固定 

MRI操作用 

画像ｻｰﾊﾞｰ 診療録確認用 

受診者監視用モニター 

CDﾗﾍﾞﾙ印刷用 
ﾌﾟﾘﾝﾀ 

撮影室 

※バージョンアップや機器更新に伴い、写真の装置と異なることがあります 

受診者との応答用マイク完備で安心です 



撮影室 (ガントリー室) 内 

日立メディコ社（当時社名）製 
(永久磁石垂直磁場) 

オープン型MRI:HITACHI Airis-Mate, 0.2T 

開放感のあるオープンタイプで圧迫感減少 

・温度は冷暖房で管理し、快適な状態を保ちます 

室内マイクで技師との応答が可能でとても安心 

ベッド/ファントム:  
移動時はベルトで固定 

オープンタイプ（横があいている）のＭＲＩ
なので、圧迫感を感じず、トンネル型が
苦手な方でも検査を受けやすく好評です 



無線LANによる画像転送システム 

診療録 

事務員PC 
☛ ☛ 
検診車 

診療録確認用 
PC 

診断用PC (左 : 診療録, 右 : 画像情報) 

撮影画像 

検診車 
画像サーバ 
☛ ☛ 

診断用PC 

診  断 

事務PC: 事務職員 
 診療録作成、診療情報提供書発行 

診療録確認用PC: 診療放射線技師 
 撮影条件入力 
 MRI画像撮影 
 画像サーバーへ転送 

診断用PC: 医師 
 診療録確認と画像読影 
 受診者へ結果説明 



中村記念病院・中村記念南病院の専門医が 
直接受診者へアドバイスしています 

撮影した画像を医師ＰＣに転送し、 
事前に入力された診療録（受診者記
入の予診票）も参考に医師が診断 

診断結果を受診者に担当医より説明 
禁煙や血圧管理などのアドバイスも 
適宜行っています 

結果を聞くために後日出直すことなく、撮影後（*）結果を聞いてお帰りいただける点が便利です 
 （*撮影状況・待ち人数・精密検査紹介などにより、若干お待ちいただく場合がございます） 



医師の診断用PCで即座に診断可能 

Sagittal and Coronal Image 



12枚のAxial Image 

Axial Image 



画像上をダブルクリックで拡大画像 



受診者全員に撮影画像の入ったCD-Ｒを進呈 

ＭＲＩ 検査後、医師の診断終了までの間に、検診年月日 ・ 

実施自治体名 ・ 受診者名をラベル印刷したCD-R (下記) に、

個々のＭＲＩ 画像を保存し、受診者全員にお渡ししています。 

◎画像は内蔵のビューアソフトによりパソコンで閲覧可能 

ＣＤ-Ｒの役割・・・  

精査時、他医受診の際に持参。 

眼科・耳鼻科を受診する場合にも持参されると、今

回受診時との画像比較が必要な時に有用。 

※ＣＤ-Ｒの作成は検診料に含まれておりますので全員に

お渡ししております 

※一部パソコンではご覧いただけない場合があります。ご了承ください。 



モービルＭＲＩ検診時に開催する 

地域住民を対象とした「健康普及講演会」について 

 ■  検診担当医が講師を務め、質疑応答にも対応 

 ■ 地域住民に対する健康啓発・普及活動 

 ■ 検診終了後の、質疑応答含約1時間(開始時刻は応相談) 

 ■ 役場から住民に周知(広報紙 ・ 防災無線 ・ 回覧板などで案内) 

 ■ 自治体の費用負担なし(講師謝金・講演料などは不要です) 

 ■ 講演テーマは、自治体からの希望による 
  （テーマについては当方からのご案内もありますのでお問合せください） 



「健康普及講演会」のご案内 

ポイント： 
訪問自治体の健康普及が目的のため、講演料・交通費は頂戴しておりま
せん。このため、住民の方が無料で聴講していただくことが可能です。 
借用するのは会場・椅子・机・プロジェクターと電源などです。  
事前予約は不要とし、極めて少人数でも開催が可能な講演会です。 



「健康普及講演会」の演題について 

演題内容： 
脳疾患の話題をメインに、可能な限り希望に沿った演題を用意します 
 
（例として） 

・頭痛を克服しよう 
・熱中症を予防しよう 
・認知症ってどんな病気？ 
・脳の若さを保つために 
・脳卒中と高血圧について 
・生活習慣病を克服しよう  など 
 
ご希望の演題は約3ヶ月前までにはお申し付けください 

 
   



巡回診療開始への準備等 

年末 : 保健師宛に次年度実施の希望調査 

年始 : 希望日程調査 ⇒ 回答集約 ⇒ 検診日程決定 ・ 通知 

３ 月 : 医師 ・ 診療放射線技師 ・ ドライバーへ日程提示 

走行 : ２５ｔ超のトレーラー ⇒ 特殊車輌通行許可申請 
   (北海道開発局札幌開発建設部・一部の所轄警察署など) 

保守 : 検診車点検 : 開始前 ・ 一年点検、必要に応じ適宜 

   ＭＲＩ点検 : 開始前 ・ 検診期間中、必要に応じ適宜 

ＭＲＩ保護 : 恒温状態を維持するため、常時通電が必要 

    ⇒ 検診時 : 商用電源 / 走行時 : 発動発電機 
※停電・切替時および配電盤が無いなどの場合は軽油を用いて発動発電機を稼働 



モービルＭＲＩ による頭の検診実施を 
行われている自治体の皆様へ 

モービルＭＲＩ による頭の検診は・・・ 

公益財団法人北海道脳神経疾患研究所の公益事業として、自治

体の協力を得て実施しておりますＭＲＩを用いた「脳の一次検診」

です。 

なお、診断は中村記念病院・中村記念南病院の脳神経外科・ 神

経内科の専門医が行います。（担当医は毎年変わりますのでご承知おき願いま
す） 

受診者がお住まいの自治体で実施するため、時間も費用も少な

い負担で受診することができます。 



「モービルＭＲＩによる頭の検診」事業は、 
中村記念病院・中村記念南病院の       

脳神経外科・神経内科専門医が従事しています 

社会医療法人医仁会 中村記念病院 
 
併設 

 公益財団法人 北海道脳神経疾患研究所 
            （中村記念病院1階） 

社会医療法人医仁会 中村記念南病院 
 
併設 

 訪問看護ステーションなかむら 
           （中村記念南病院１階） 

公益財団法人 北海道脳神経疾患研究所 


