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PACS（画像保存通信システム） 

 
日本赤十字放射線技師会 常任理事 広報部 荒井 一正 

 

 近年医療界ではフィルムレス化が進み、画像を PACS へデータ保管するのが主流となってきました。 

CT の thin slice 化などデータ量の増加に伴い、PACS の性能も向上してきています。 

また、年々ハードディスクの進化は止まず、今後も PACS によるデータ保管が医療において欠かせない

ものになってくるであろうという現状を踏まえ、PACS について会員の皆様にお知らせしたいと思い、

このテーマとしました。 

そこで、『現在の PACS の 新技術と病院規模によるシステムの考え方』と題して PACS 関連メーカ

3 社に寄稿をお願い致しました。また、『PACS の実際の運用』として PACS を導入している 2 施設よ

り寄稿して頂き、今後 PACS の導入や更新を考えている施設の方々の参考になればと考えております。 

そして、ご寄稿して頂いたメーカ・会員の方々へ、貴重な時間を裂いて御執筆をいただけましたことに

紙面を借りて深謝申し上げます。 

 

【現在の PACS 新技術と病院規模によるシステムの考え方】 

富士フイルムメディカル株式会社 IT ソリューション事業本部 五十嵐 昭人 

 

【信頼される PACS クラウド・データホスティングを支える技術と運用】 

GE ヘルスケア・ジャパン ヘルスケア IT 本部 松葉 香子 

 

【統合画像ソリューションへの取り組みと今後の展望】 

富士通株式会社 ヘルスケアソリューション事業本部 医療ソリューション事業部 

第三ソリューション部 村尾 晃平 

 

【京都第二赤十字病院 PACS システム・フィルムレス運用について】 

京都第二赤十字病院 放射線科・医療情報室 放射線画像管理係長 辻本 武志 

 

【武蔵野赤十字病院 PACS システム 運用について】 

武蔵野赤十字病院 放射線科 佐藤 恒輔 
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現在の PACS 新技術と病院規模によるシステムの考え方 
 

富士フイルムメディカル株式会社 

IT ソリューション事業本部 

五十嵐 昭人 

 

1.PACS と富士フイルム 

PACS は Picture Archiving and Communication System の略称で、1980 年代初頭に提唱されはじめ

ました。PACS はデジタル化された医用画像運用が前提です。医用画像の中でも単純 X 線撮影や断層・

造影を伴う X 線撮影画像(以下 X 線画像)は CT、MRI のように 初からコンピュータによる再構成画像

を使用していたモダリティとは異なり、光学的にフイルムに感光して現像処理されたアナログ画像を、

全く原理の異なる技術によるデジタル化が必要でした。富士フイルムは PACS 提唱時期とほぼ同時期の

1983 年に FCR(Fuji Computed Radiography)を発売開始し、当時モニター診断が実施されてはいませ

んでしたが、将来の PACS 普及に向けた大きなハードルを越える技術を商用化しました。FCR 画像は

フイルム保存だけではなく、光ディスクに保存され、保存データはモニターでより見やすく画像処理を

施し、研究・教育・カンファレンスに再利用され、一部モダリティ画像も運用可能なミニ PACS(非 Dicom

プロトコル)として使用されていました。その後の 10 数年で画像診断に供されるモダリティ技術の急激

な進歩により撮像時間が短縮され画像発生量が激増しましたが、一方でデータ保存技術、表示モニター

技術の革新により、医用画像をすべてデジタル化運用できるコストが実現可能になってきました。富士

フイルムはフイルム運用が全盛期であった 1999 年に、近い将来必要になることを予測し、フイルムレ

ス運用を提供する PACS として「SYNAPSE」を販売開始し、今日では全世界で 4,000 施設(2011 年 12

月現在)を超える導入実績があります。 

 

2.PACS の位置づけの変化 

 SYNAPSE は発売当初からフイルムレス運用を提唱してまいりましたが、実際にはフイルムで診断さ

れる場合が多く、完全に病院がフイルムレスされるまでには時間を要しました。その原因を振り返ると

X 線画像の究極の解像力に対するモニター診断能への不安、病院規模が大きくなるほど院内全体の診療

業務フローの切り替えが困難であったこと、整形部門におけるインプラントテンプレーティングなどの

フイルムの方が便利な運用が残っている等々、様々な理由があったかと思います。しかし、今日ではモ

ニター診断や電子保存のガイドラインによる指標明確化や診療報酬の改定もあり、フイルムレスに対す

る不安が除かれ、そして何よりも PACS のみではなく、診療システム全体がデジタル化され、それを医

療業務に応用することが当然という世の中に変貌してきています。 

 したがって、これからの PACS は単に PACS という定義にとらわれるのではなく、診療業務上どのよ

うに利用されることが 適か?ということが重要となります。その要件としては、院内における診療の

効率化、患者サービスへの応用、診療精度の向上、さらには地域医療連携という院外における利活用ま

で幅広くなることでしょう。これらの目的の達成には、医用画像中心のシステムだけでは成立しないた

め、診療録全体を運用するという発想が大切になります。 

特集                      日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 3 号
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図 1  PACS の変遷 

 

3.PACS 導入時の留意点 

 PACS 導入時の留意点（機能面を除く）を PACS 単体で考察いたします。今日では PACS 普及率が高

いため、システム更新を控えられている施設も多く、更新時に特有の留意点も添えました。 

① サポート体制 

システムを止めない品質は PACS には不可欠条件で、それを現実のものとするためには、老朽化が

避けられないシステムに対する予防保守が必要です。また、対象ベンダーのシステム普及率と障害

発生時サポート体制のバランス(サポート密度)も安定運用の観点となります。 

② システム運用期間と基盤 OS 等のサポート期間 

システム運用期間中の基盤 OS やプラットフォームのサポート継続性。対象ベンダーがこれらのサ

ポートを意識してシステム運用を考えているかが key point です。サポートがされないと例えば OS

が変わることで端末追加ができない等の弊害が生じます。 

③ ストレージ技術の高密度化技術と蓄積容量 

ストレージ技術は年々進化し、高密度化による単位容量当たりのコストダウンがなされています。

実際に運用している画像データ容量（更新時の場合は蓄積容量をプラス）から必要なトータルスト

レージ容量を算定し、 適なシステム選択とコスト計画が必要です。画像データ発生量が多い場合

は、一度に大容量ストレージを構築するのではなく、将来単位容量あたりコストされたダウンスト

レージを拡張していく構築方法もあります。 

④ 新ハードウェア技術 

  仮想化やブレード技術により可用性は進歩していますが、必ずしもコストダウンが図れるわけでは

ありません。これらの技術もストレージ同様に年々コスト要件が変化していきます。システム検討

時点の技術レベルで実現可能なコストを考慮して、施設規模に応じたハードウェア技術を選択する

ことが必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 サーバー構成と特性 
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 ⑤更新時のマイグレーション 

  システム更新時に異なるプラットフォーム環境へ移行される場合は、データと運用の移行が伴って

まいります。移行手法は対象ベンダーによって異なりますが、富士フイルムは大容量画像データや

膨大な数のファイルを確実に新環境に移行するために、複数の移行検証手法を重ね、さらには第三

者による検証確認を推奨しています。さらに万全を期すために、多重保護を目的として移行前サー

バのバックアップメディアの継続保管を依頼しています。 悪のケースからのリカバリルート確保

を心がけています。 

 

4.院内診療システムと PACS 

 診療上では患者に関わる基本情報から始まり、診療履歴、検査データ、診断レポート、処置レポート

など多くの診療情報が、書類、フイルム、磁気テープ等に記録されています。IT 化の進歩とともに、文

書、画像、動画等の診療録は電子媒体に保存可能となっていますが、必ずしも多くの医療従事者が共有

すべき診療情報を相互利用できる環境にあるわけではなく、また共有できるシステムとなっていても電

子的に保存されているだけで利活用し難いという状態も想定されます。 

 より多くの診療録を多くの医療従事者が利活用できる環境にするために、ポータル機能が多く利用さ

れています。図 3 はそのシステム例ですが、PACS をはじめとして、診療ドキュメント、内視鏡システ

ム、3D システム、循環器システム等の画像・レポート・診療録を時系列で参照できます。このような

ポータル機能で［ 診療データの共有 → 診療の効率化 ］が可能になります。より専門的な診療データ

が院内で共有できることで、IT 化による院内診療全体の潤滑化が果たせられる観点を持ち続けることで、

投資判断も可能になってきます。富士フイルムは今後もこの診療価値を創造し続けることを目標として

います。 

 

 

図 3  各種部門システム画像・レポート・ドキュメントのポータル機能 SYNAPSE SCOPE 

 

5.地域医療連携と PACS 

 少子高齢化問題と医療費、過疎、医師不足等、様々な医療現場の課題に対して、国策が進められてい

ます。その中でも、誰もがいずれかは自身で直面する課題で、特に近隣で十分な診療を受けにくい地域

の方々にとっては地域医療再生が 大の関心ごとであり、ひいては地域住民の診療に携わっている医療
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機関にとって医療連携の重要さを実感されていると思います。医療連携は地域ごとに課題・規模が異な

るため、ベンダー提供のパッケージ製品で解決することは少なく、関係医療機関の相互理解が大切にな

ってまいります。 

 富士フイルムは 2005 年に医療施設間で診療予約ができるネットワーク医用サービスとして「C@Rna 

(カルナ)」を発売開始し(現在は C@RNA Connect に改称)、医療機関の方々とともに医療連携の実現を

経験してまいりました。その後、2012 年 2 月現在までに病院約 90 施設、診療所約 1200 施設のご契約

をいただき、実際に医療連携をご利用いただいています。当初は検査・診療予約のみでしたが、予約情

報のオーダリングシステム連携、検査画像・読影レポート配信、Yahgee システムを利用したドキュメ

ント配信、PDI 画像のオンライン配信と医療連携をご提供してきた経験から得た必要な機能を拡充し続

けています。また、C@RNA Connect に加えて、遠隔読影診断支援システムを利用していただくことに

より、万一読影医不足となった場合でも、遠隔読影を担っていただける読影センターに読影を依頼し、

受託検査数を抑制することなく医療連携サービスを拡大していただくこともご提案しています（図 4）。 

図 4  拡がる医療連携 

 

関東・東北大震災当時ならびに震災後も被災地での医療現場の課題が報道され、よりいっそう深刻な

問題となっています。大切な診療データが被災して使用できなくなることが実際に発生したことで、診

療データの外部保存のご要望も多くなっておりますが、災害に備えた対策のみではなく、クラウドスト

レージへの期待感が高まっています。富士フイルムは 2005 年の C@Rna システムに始まり、2011 年か

らクラウドサービスを ASSiSTA Portal に統一し、デジタル骨塩定量測定サービス「+DIP（プラスディ

ーアイピー）」などのクラウドサービスコンテンツをご提供し続けております。今後は、クラウドによ

るストレージサービスも提供してまいります。 

 

7.おわりに 

 富士フイルムの医療 IT ソリューションは、先進技術・独自技術の融合、創出により、新たな診療価

値を創造しつづけていきます。そして、医学の発展、健康の保持に貢献し、クオリティ オブ ライフ

(Quality Of Life)のさらなる向上に寄与することで、人々に「歓び」を感じていただくことを目指して

います。 

PACS として誕生した「SYNAPSE」ですが、多くのユーザーから医療現場のご要望をうけたまわり、
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院内診療、医療連携に利用される様々なシステム・機能を追加強化してまいりました。その結果、

「SYNAPSE」は単なる PACS ではなく、富士フイルムのご提供する医療 IT ソリューションを表現す

るようになりました（図 5）。医療機関の IT 化の変遷とともに、PACS システムの役割も変化してきて

いることは確実です。PACS をご検討される場合に、今回ご紹介した「SYNAPSE」に生じた変化がわ

ずかばかりでもお役にたてれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  医療 IT ソリューション SYNAPSE 
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信頼される PACS クラウド・データホスティングを支える技術と運用 

～医用画像保管サービス 「医知の蔵」ご紹介～ 

 

GE ヘルスケア・ジャパン ヘルスケア IT 本部 松葉 香子 

 

PACS（Picture Archiving and Communication Systems）は、今年でその誕生から 30 年を迎えます。

これを 10 年ごとのサイクルで振り返ると、80 年代は技術的・臨床的な検証を中心とした黎明期、90

年代では標準規格化の推進と医用画像の電子的保管に関する法的な整備、2000 年代では、モダリティ

の多列化に伴うデータ量の増大と、フィルムレス化に対する診療報酬・経済的な裏付けの確立、そして、

2010 年代に入り、データの外部保管への民間事業者の活用が容認される、といったハイライトになる

かと思います。 

 こうした中で、今後の PACS においては、データの発生量が幾何級数的に増えるなか、医用画像情報

をいかに効率的に活用し、また安全に管理するか、といった課題が見えてきています。 

 画像データの発生量については、例として、今日国内で一年間に発生する CT、MR、CR 画像のデー

タ量は約 5PB（ペタバイト）と試算されます。ペタバイトという単位はあまり馴染みがないかもしれま

せんが、これは、5 百万 GB（ギガバイト）に相当します。さらに、モダリティはますます進化し、フ

ィルムレス運用は急速に浸透していますので、この数値は将来においてこれまで以上のペースで増えて

いくことが予想されます。また、医用画像を日本における疾病構造の変化から鑑みると、急性感染症は

減少する一方で慢性疾患の増加、人口高齢化・診療治療技術の進歩に伴う疾病管理の長期化なども、保

管・運用される画像データ量の増大要因となっています。加えて、近年では、放射線関連検査のみなら

ず、病理、循環器検査・治療に関わる画像についてもデジタル化が進み、複数の診療・検査部門に渡る

データの管理が必要になってきています。 

 一方、画像データの保管・運用を支える情報システムの構成はどうなっているかと考えると、それぞ

れの医療機関においては、保守期間などの慣習から、約 5～6 年を一つのサイクルとしてハードウェア

投資を行うなか、購入し院内に設置された情報システムは、その耐用年数の前半期においては、実際に

稼働しているキャパシティは投資されたうちの半分にも満たないという現実があるかと思います。この

ような、いわゆる「不稼働容量」に対する経済効率性の改善、また、情報システム投資の一サイクルか

ら次のサイクルへの更新時に発生する、蓄積されたデータの移行についても、大きなコストとデータ管

理の懸念が発生しています。 

 

 このような現実を踏まえ、それでは、医療 IT のなかでも、クラウドコンピューティングがどのよう

にこれらの課題に対する改善策を提案するのでしょうか。 

 クラウド、という概念は、一言で表すと、「所有から利用へのパラダイムシフト」と言えるのではな

いでしょうか。IT は、例えば水やガス、銀行預金サービスなどと同様に、もはや社会におけるインフラ

になっています。その意味するところは、それぞれの利用者単位において長期にわたり必要な分を全て

自前・施設内に所有管理するのではなく、利用者はクラウドを経由して、必要な分を必要な時に利用す

るということになります。これによるメリットとしては、情報システムの全容量を前もって用意するこ

とがなくなるため、初期投資を抑え支出を平準化することができ、また、オンサイトの保守費について

も軽減、当然、施設内に設置する情報システムは軽量化されるため、これにかかる電気代や設置スペー

特集                      日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 3 号



~ 50 ~ 
 

スの他目的（本来医療業務など）への利用が可能になります。施設内における空調・耐震設備や、サー

バ室の管理にかかる人件費なども軽減することができるでしょう。 

 このように、クラウドを利用した医用画像の保管・運用には多くのメリットがある一方で、これまで

の「所有」から「利用」へのシフトにおいて、懸念されることと言えば、もちろん、他の社会インフラ

と同様に、その信頼性をどのように確認するかでしょう。では、この「信頼」という点ですが、何によ

って判断されるのか。GE ヘルスケアでは、これを、公共性、事業継続性、セキュリティ・コンプライ

アンスという三点から受け止め、医用画像データ外部保管サービス「医知の蔵」をご提供させていただ

いております。 

 まず、公共性については、冒頭にも触れました、厚生労働省の通知一部改正により、「診療録等の保

存を行う場所について」民間事業者への委託が容認されました。これは、震災などへの対策の一部とし

て医用データの外部保存を推奨しながら、社会全体における医療コストを抑制するという要請に応える

ために、民間事業者の経済性を活用するという方針であると考えます。次に、事業継続性については、

GE ヘルスケアのご提供する医用画像データ保管サービス「医知の蔵」は、ソフトバクテレコム社との

提携によるもので、これは、二社が医療に対する理念を共有し、互いの強みを活かすことで事業継続性

をより強固にしているものです。ソフトバンクはネットワーク、モバイル通信に加え、データセンター

事業にも実績があり、これに GE ヘルスケアの持つ医療 IT の知見、サービス、インテグレーションの

実績を合わせるという形です。 

（GE ヘルスケアのご提供する医用画像データ保管サービス「医知の蔵」概要図） 

ポイント①
院内には従来通り、PACSと
短期ストレージを置くので
快適なフィルムレス環境を
利用できます

ポイント②
国内2,000施設以上で導入
されている保守回線InSite
の活用で、回線使用料や
工事費の負担を削減します

ポイント③
国内の500km以上離れた
2ヶ所のデータセンターで
データを二重化し、災害から
もデータを守ります
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 後にセキュリティ・コンプライアンスの観点ですが、「医知の蔵」サービスは、医療分野における

クラウドに関連する 3 省・4 ガイドライン※に対応しています。具体的には、厚生労働省、総務省、経

済産業省の規定するガイドラインで謳われているように、医療機関よりお預かりするデータを国内、500

㎞以上離れた二か所のデータセンターで同期・二重化し、またデータセンター施設の物理的な災害・安

全対策についても、第三者機関による評価を踏まえ構築しています。サービスに使用されるネットワー

クに関しても、GE ヘルスケアのご提供するリモート保守回線の活用により、医療機関における初期投

資を軽減しながら、ネットワークに対する外部からのアクセス・管理対象機器以外のアクセスを遮断す

る構成をとっています。情報システムの保守管理には、医療情報技師を含む PACS に精通したスタッフ

があたり、また、サービスの開始にあたっては、ご利用されるお客様との間でその内容についても確認、

合意し、ガイドライン対応において必要となる医療機関側からの準備についてもご理解をいただいてい

ます。 

 （※このうち、経済産業省の発行するガイドラインについては、平成 24 年 2 月末現在、内容の一部に

ついて改訂案が出され、これに対する意見募集が行われています。当会誌の発刊される 4 月時点におい

て、改訂ガイドラインが発行されている可能性がありますが、弊社としても、現行および改訂後のガイ

ドラインを踏まえた運用のための体制を整えています。） 

 医用画像データ外部保管サービスについて、契約関係という観点では、お客様である医療機関との信

頼関係に基づきサービスをご提供させていただいておりますが、GE ヘルスケアでは、このサービスに

関わる職員の一人ひとりが、医療機関における運用だけでなく、お預かりするデータの先にある患者様

の視点についてもできる限り理解するように努め、日々の業務に携わっています。 

 

 クラウド利用によりもたらされる便益としての、固定資産の圧縮、情報システムに対する投資の平準

化、データ管理業務のアウトソーシング、メディア管理負担の軽減、大規模災害から患者情報を守るデ

ィサスターリカバリーを、公共性、事業継続性、セキュリティ・コンプライアンスを踏まえたうえで「信

頼」とともにご提供するサービスとして「医知の蔵」をこれからも育てていければと考えています。 

 



~ 52 ~ 
 

「統合画像ソリューションへの取り組みと今後の展望」 
富士通株式会社 

ヘルスケアソリューション事業本部 

医療ソリューション事業部 

第三ソリューション部 

村尾 晃平 

 

１． はじめに 

 病院内の画像のフィルムレス化は 2000 年頃から放射線部門の画像を中心に徐々に浸透してきた。当

社は早くから画像情報を院内で共有すべき検査記録と捉え、DICOM などの標準規格に準拠した画像シ

ステムを提供し、モニタメーカとも連携してフィルムレス化を進めてきた。また、電子カルテや医事会

計のシステムと連携して病院内の業務をトータルに支えている。近年は、病院と診療所、病院間での医

療情報の連携が求められている。その中でも画像情報は傷病の位置や状態を含むエビデンスとなり得る

で、連携することにより施設間での重複検査を避けることにも役立っている。 

 本稿では、当社の画像ソリューションへの取り組みとして、院内の業務を支えるシステムを紹介する

とともに、今後の展望について述べる。 

 

 
図１ 富士通の提供する画像ソリューションの位置づけ。 

 

２．病院情報システムとしての画像ソリューション 

 当社の提供する画像ソリューションは、電子カルテシステムと連携して検査オーダを受け取ることか

ら始まり、撮影の実施を支援する技師支援システム、画像の蓄積・伝送・表示をするシステム、レポー

トを入力・参照して電子カルテへフィードバックするシステムから成り立っている。これらの機能をパ

ッケージ化して HOPE/DrABLE-EX として広く医療機関にお使い頂いている[1]。 

 

■業務を支援する画像システム 

 病院内で発生する画像に、一般撮影(CR)や CT，MRI のような断層画像、血管造影や超音波などの動

画像、内視鏡の画像などがある。HOPE/DrABLE-EX は、一人の患者の様々な検査を俯瞰することがで

きる（図１）。また、同じ種類の検査を時系列に並べて病巣の変化を観察することもできるので、経過

特集                      日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 3 号
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観察や患者への説明にも役立っている。 

新の画像システムでは、電子カルテとの連携を強化している。例えば、放射線部門の業務の中では

患者の詳細な状態を電子カルテで確認する場面がある。そのような時でも、技師支援システムやレポー

トシステムから改めてログインすることなく電子カルテを参照し、患者プロファイル情報や患者の移動

情報をリアルタイムに見ることができるような仕組みを実現している。他方、各診療科の業務において

は、電子カルテから画像を参照する場面がある。特に患者への説明に使う場合には待たせないことが重

要である。そこで、ログインや検査選択の入力が不要なことはもちろん、画像ビューアの立ち上がりを

裏で準備しておくような仕組みも開発している。 

 

 
図２ HOPE/DrABLE-EX の画面例。放射線、生理、内視鏡部門などの画像を見ることができる。 

 

 このようなフィルムレス化の浸透と電子カルテとの情報連携によって、撮影実施後に検査依頼元の医

師が診察室のパソコンで観察できるまでの時間が短縮化された効果は大きい。しかしその反面、検査オ

ーダの目的との整合性、画質の検証などが不十分な状態で画像診断専門医のもとに撮影画像が送信され

たり、放射線部門での検証をすり抜けて不適切な画像が院内に公開・参照される危険も生じている。 

 この課題を克服するため、院内に画像を公開する前に生成された画像の検証を行う「検像」という概

念とそのシステム化の必要性がクローズアップされてきた。現在、検像システムは徐々に普及の段階ま

できている。実際の診療現場での調査結果によれば、検像により配信前に不適切と判断される割合は約

1％の検査で発生している。配信が不適切と判断されるケースには次のようなものがある。 

（1） 部位の撮り違え 

（2） 向きの間違い 

（3） 手足など左右の間違い 

（4） 正面・側面の間違い 

（5） 画質が不適切（明るさ、コントラスト、ブレ） 

（6） その他（セットになっている画像の並び順, 左右識別文字板の入れ忘れなど） 

 現在、検像運用を行っている施設では、検像専任担当者を配置しているのが実態である。しかし、上
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述のとおり約 1％以外の検査は適切に撮影されている。病院経営上、検像専任者を配置することは負担

となっている場合もある。このような状況の中、先進的な試みとして、検査依頼内容（撮影部位や撮影

方向）と実際に撮影された画像との不整合を、画像パターンマッチングの技術を用いて自動検出するこ

とを試行している。実際の診療現場での試行結果は、撮影割合の多い胸部や腹部の撮影に対し 95％以上

を正しく判定した[2]。今後さらに識別範囲を拡大し精度を向上させれば、アラーム対象検査のみを検像

するだけでよくなり、検像専任者の配置が不要となることが期待できる。 

 

■検査画像の俯瞰 

 各部門からの検査結果が電子化されたことにより、電子カルテ上で検査結果の状態をサムネイル画像

で一望できるような仕組みが求められるようになってきている。特に、病院規模が大きいほど各部門で

個別に調達が行われシステムのベンダーが異なるケースが多く、部門システムごとに操作性が異なり、

結果内容を確認するまでに手間がかかっていた。そこで、各部門システムの結果情報と電子カルテの情

報を統合して１つの画面に時系列で表示する統合ビューを開発した。 

これまで電子カルテの文字情報から古い検査を探し出すことは困難であったが、統合ビューでは画像

結果がサムネイル表示され、視覚的に検査種別や部位などが判別可能となる。回数表示モードやマトリ

クスエリアの縮小表示を行うことにより、検査結果が多い患者様の場合でも全体を俯瞰して把握できる

ようにもなる。 

 

 

図３ 画像の統合ビューの画面例。画像だけでなく検査数値や手術などのイベントを時系列に沿って俯

瞰できる。 

 

３．地域医療ネットワークを利用した画像ソリューション 

施設間での検査の重複を避けるために、画像情報が地域で共有することが望まれている。現在 も手

軽な方法として、CD などを使って画像やレポートが病院間でやり取りされているが、この方法では管
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理上の問題から技術的な問題まで様々な問題が発生している。例えば、CD に同梱されているビューア

で表示すると CD ごとに操作性が異なり使い慣れないといった問題から、異なるビューアを同一 PC に

インストールすることで競合により動作不安定になるといった問題などが上げられる。そこで、提供さ

れた画像を院内の画像システムに取り込もうとするが、規格に対する実装の差異や情報の矛盾などによ

り取り込めなかったり、取り込めたとしても院内の検証をすり抜けた画像がストレージ容量を圧迫する

といった問題が生じる。 近では、外部から提供された画像はシステムには取り込まず、専用の共有デ

ィスクに置き、院内で取り決めたアプリケーションで画像表示を行っているお客様も多い。当社として

もこのような使用に耐えうるビューアを提供している。ただし、この方法でも管理の手数や閲覧可能に

なるまでに時間がかかるといった問題が残る。 

当社では診療情報も含めて HumanBridge という名称でソリューションを提供している。この中で、

画像データは各拠点に置いたままで、患者 ID などの紐付け情報をきめ細かな公開レベルで開示するこ

とができる。病院間で使用している画像システムのベンダーが異なっていても、ユーザは意識すること

なく少ない時間差で情報共有できるのがメリットである。 

医療情報の共有を院内から地域、社会へと拡大し、新たな医療情報の価値を創造していくことが必要

だと考えている。 

 

 

図４ HumanBridge での画像表示例。同一患者の複数病院での検査を一画面で閲覧できる。 

 

４．将来の展望 

撮像装置の技術の進歩により、日々、高精度の画像が大量に発生している。情報量が増えることで診

断の精度が高くなることが期待されるが、他方で異常部位の見逃しの可能性も増えるのでアプリケーシ

ョンによる検出の支援の要求や、高精度の情報を活かして計測による定量的な分析をしたいという要求

も発生している。当社は、そうした要求に応えるため、大量の画像情報を迅速に伝達し、有効な可視化

手段や定量的な分析手段を提供していきたいと考えている。 

可視化手段の例を一つ示す。CT で 1mm のスライス厚、間隔の画像が低線量・短時間で撮影できる

ようになったことで精密な断層画像が生成されるようになったが、断層画像から病変部分の全体像を頭

の中で再生するのは読影の専門家でないと困難である。そこで、例えば当社の開発した興味領域のみを

即時に 3 次元表示できる機能「ROI VR」を使えば専門医でなくとも病変の全体を捉えやすくなる（図
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４）。この機能は患者への説明に役立つことが期待される。また、この機能を研究開発中の異常陰影の

検出アプリケーション[3]と組み合わせることによって、検出した対象を確認するのに役立つ。 

定量化と分析の例を一つ示す。結節計測の機能では、領域を囲むように大まかに指定すると輪郭を抽

出して体積を計測する（図５）。この計測を時系列で組み合わせると、何日でこの結節が倍の体積にな

るか VDT を求めることができる。これは、経過観察において有用な参考情報となることが期待される。 

このような新しい技術の評価・利用方法の検討は病院の中でも技師さんに負うところが大きい。これ

らの技術を発展させ、医療スタッフの業務を支援すると共に、 終的に患者さんへ納得のいく医療サー

ビスを提供できるよう支援したい。 

 

 
図５ 部分的なボリュームレンダリング表示（ROI VR）の例。興味部分のみを任意に回転させること

もできる。 

 

 
図６ 時系列で肺内結節のボリュームを半自動で計測した例。この例では VDT(Volume Doubling 

Time)は 163 日と計算された。 
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京都第二赤十字病院 PACS システム・フィルムレス運用について 
京都第二赤十字病院 放射線科・医療情報室 

放射線画像管理係長 辻本 武志 

 

１. 病院の概略 

当院は京都市の中心、御所の西側に位置し、病

床数 680 床、外来延患者数 402,929 人/年、入院

延患者数 210,146 人/年、京都で 初に開設された

救命救急センターを併設しており、救急車搬入数

6,000 件超/年、京都市内のみならず近隣の府県を

含めた医療圏における第三次救急を担う地域中

核急性期病院です（いずれも平成 21 年度実績）。 

 放射線部門には放射線科医 5 名（診断医４名、

治療医１名）、診療放射線技師 25 名、看護師 11

名（初療室と同一勤務体系）が配置され、一般撮

影、CT、MRI、X 線 TV、血管撮影、RI、放射線

治療、骨密度測定、結石破砕などの業務を行って

います。 

 

２. 放射線部門のシステム化の現状 

平成 16 年 1 月、病院医療情報システムの整備

に伴い、RIS・レポートシステムが導入され、放

射線部門は救急を含め、完全オーダリング運用と

なりました。その後平成 18 年に 64 列 CT の導入

とともに小規模 PACS を設置、翌平成 19 年には

12TB のストレージ容量を持つ本格的 PACS を導

入し、3 年間の移行期間を経て、平成 22 年 10 月

より、CT・MRI・X 線 TV の３モダリティーにつ

き部分フィルムレス運用を開始しました。 

昨年平成 23年 11月には病院医療情報システム

の大規模更新が行われ、放射線部門においても

RIS・レポート・PACS を更新、生理検査部門を

RIS・PACS に統合、院内完全ペーパーレス・フ

ィルムレス運用(RI 除く)を開始いたしました。 

 

３. 導入システム 

電子カルテ：MegaOak HR（NEC） 

RIS：Rapid-eye Agent（東芝） 

PACS・Report：Rapid-eye Core（東芝） 

 

 

Fig.1 画像系システム概要図 

 

４. 運用管理体制 

病院総合システムの担当部署としては病院長

の直轄組織の医療情報室と事務部企画統計課が

連携して業務にあたっています。またシステム管

理会社が常駐しており、部門サーバの管理等もサ

ポートしてくれる体制が整っています。 

放射線科には現在、医療情報技師 7 名、医用画

像情報専門技師１名、医用画像情報管理士４名が

おり、サーバ管理・運用管理・モニターQC 斑の

各グループを作成して、部門システムの運用管理

にあたっています。 

 

５. 運用にあたって工夫した点 

① ハードウェア構成･･･RIS・PACS/Report サー

バともに、物理的に完全二重化構成とし、障害時

には RIS は手動・PACS/Report は自動的に切り

替え運転して、大規模なシステムダウンを回避す

るようにしています。 

 RIS 端末はすべて HIS と同一の PC を使用、全

端末 HIS と相乗りとしています。リカバリー用イ

メージも院内全端末で共通となっていますので、

端末障害時にはシステムサポートにより速やか
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に代替え RIS 端末が準備される体制を整えてい

ます。 

 PACS サーバは 24TB×2 系統（メイン・サブ）

と ThinSlice 一時保管サーバ４TB で、メインサ

ーバでの ThinSlice 配信は原則なし、動画も心エ

コー及び嚥下造影を除き原則扱わない方針とし

て、ストレージ容量を抑えるようにしています。

閲覧環境の整備に際しては、部分フィルムレス時

に 1M 相当民生用モニタから段階的に整備、定期

的に診療各科へのアンケートを実施し、完全フィ

ルムレス時に本当に必要とされる部署に重点的

に高精細モニターを配備することで全体の導入

費用を抑えました。読影室の読影端末は、レポー

ト（読影 1 面+モノクロ３M2 面）+電子カルテ（カ

ルテ 1 面+カラー１M2 面）を基本構成として配置。

整形・呼吸器・小児・救急等の外来及び、各病棟

管理室には電子カルテ 1 面+カラー２M2 面を、そ

の他の外来には電子カルテ 1 面+民生用１M 相当

カラーモニタを参照用として配置しています。 

 

② ハードウェア管理･･･PACS システム関連の

サーバ群は、血管撮影用動画サーバを除き、全て

病院電子カルテサーバ室に設置しています。サー

バ類の日常管理は全てシステム管理会社の SE が

担当し、何か問題が発生すれば速やかにシステム

ベンダ及び放射線システム管理者に報告が入る

態勢になっています。また、サーバ室までの物理

的な距離の問題への対策として、放射線科エリア

に 2 箇所、全てのサーバへのリモートアクセスが

可能な端末を設置、サーバ管理担当技師により毎

朝始業点検（ストレージ残容量や各サービスの稼

働状況、Oracle のセッション数などのチェック）

を行っています。 

 

Fig.2 院内端末配置図 
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③ 運用面の管理･･･運用管理規定・各種マニュ

アル類を整備、院内総合 Web サイトからいつで

も閲覧可能な状態にしています。新採用医師向け

の電子カルテ操作研修会には当科技師が講師と

して出向き、操作研修に加えて運用面での注意事

項も周知するようにしています。また不定期です

が、医師向けに PACS ビュアーの操作研修会も行

っています。 

 システムダウン時の運用に関しては、マニュア

ル類の整備だけでなく、受付事務員も含めたシス

テムダウンシミュレーション訓練を行い、ダウン

時運用の見直し等、万が一の事態に備えるよう努

めています。 

 

④ 検像・画像再現性向上への取り組み･･･一般撮

影・CT・MRI では、過去画像参照を効率的に行

うために、HIS/RIS 端末を 2 面モニター化、ラン

チャーボタン１クリックでサブモニタに過去同

一部位画像が表示されるように設定しています

（Fig.3）。また撮影法マニュアルへのリンクボタ

ンも作成、 小限の操作で必要な情報が全て取得

できるようにして、撮影業務の効率化及び再現性

の向上、再撮影の防止に努めています。 

 

Fig.3 一般撮影室コンソール 

 

 一般撮影部門には検像 WS（ Infocom 社

i-RadQA）を３台配置し、第三者による二次検像

を実施しています。多忙な日常業務の中、二次検

像のための人員を常時配置することはなかなか

困難ですが、検像コーナーを一般撮影エリアの動

線の中央に配置することにより、検像担当者が不

在の際にも、常に検像業務をカバーできる体制を

整えています（Fig.4）。 

 

 

 

 

Fig.4 一般撮影エリア二次検像コーナー 

 

⑤ モニターQC への取り組み･･･技師６名でモニ

ターQC 班を構成、院内各所の PACS 用モニター

の QC 活動を行っています。QC ツールには

Nanao 社の RadiCS を使用し、JESRA-X0093 ガ

イドライン準拠でモニターの不変性試験及びキ

ャリブレーションを行っています。作業は月 1回、

業務終了後に 2 時間程度かけて行い、1 年ローテ

ーションで院内全域を巡回しています。 

 

Fig.5 手術室でのモニターQC 作業 

 

⑥外部画像入出力･･･Array 社 AOC1.4 を受付と

画像管理室に各１台配置、取り扱い業務の大部分 
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を占める記憶媒体での入出力業務を受付事務員

に業務委託、技師 1 名が一般撮影の二次検像と兼

任する形でフィルムでの入出力業務や PET-CT・

ThinSlice 等の含まれるメディアの取り込みを担

当する体制を取っています。 

 PACS 運用開始以降、外部画像の取り込み依頼

は増加傾向にあります。当院では持ち込まれたメ

ディアはまず PC で閲覧することとし、診療上保

存の必要があると判断される場合のみ取り込み

依頼をする運用としています。また、PET-CT は

フュージョン画像と MIP 画像のみ、ThinSlice は

保存しない等のルールを「外部画像入出力運用規

程」として明記、過剰な取り込みでサーバ容量を

圧迫しないように留意しています。 

 

 Fig.6 画像管理室メディアインポータ端末 

 

６．今後の課題 

 現在当院の動画系システムは心臓カテーテル

専用で、単独のネットワークで構成されています。

今後、心臓以外のアンギオ、IVUS や術中イメー

ジ等も統合した動画系PACSとしての拡充を検討

しています。３DWS は現在放射線科部内のみで

の運用となっており、ネットワーク型 WS の導入

が望まれます。 

 増え続ける画像データ容量への対応も課題で

す。フィルム運用下では、永久保存の対象と廃棄

してよいフィルムの区別が容易でしたが、フィル

ムレス運用下では両者の区別がつきにくく、原則

永久保存とせざるを得ません。今回のシステム更 

新では過去データを全て新サーバへ移行しまし

たが、次回更新時には過去データのオフライン保

管や、データセンター等への外部保存も検討した

いと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 画像ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 47inch ﾜｲﾄﾞﾓﾆﾀｰ 
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武蔵野赤十字病院 PACS システム運用について 
 

武蔵野赤十字病院 放射線科 佐藤 恒輔 

 

1.病院の概要 

 当院は東京都の武蔵野市にあり、病床数611床、

外来患者延数 397,183 人/年、入院延患者数

210,263 人/年、救急車台数（ヘリコプター含む）

6,595台/年と多摩地域の急性期医療を担う中核病

院として、昭和 53 年東京都内で も早く都指定

の救急医療センター（昭和 57 年から救命救急セ

ンター）が設置され、さらに、急性期医療・がん

医療の中核病院として地域医療支援病院および

がん診療連携拠点病院に指定されています。（平

成 21 年実績） 

 放射線科では、画像診断【一般撮影・CT・MRI・

X 線 TV・血管造影・DEXA・核医学】、IVR【脳

血管内治療・心カテ・TAE・非血管性の IVR】、

放射線治療、に関し主に放射線科医師 7 名（診断

5 名 治療 2 名）、循環器科医師 12 名、脳外科医

師 7 名、消化器科医師 12 名、33 名の診療放射線

技師、13 名の看護師、7 名の事務で業務にあたっ

ています。 

（2012 年 3 月現在） 

2.フィルムレスの現状 

当院では 2004 年 5 月より循環器動画システム

が稼働し、2005 年 4 月に RIS と PACS の運用が

開始され、フィルムレス化となりました。2011

年 11 月に電子カルテの導入が行われ、それに伴

い RIS・PACS の更新を行いました。現在も新

PACS へのデータ移行中です。 

 

3.病院システム－図 1 

〈電子カルテシステム〉 

HOPE/EGMAIN-GX（富士通） 

〈RIS（放射線・内視鏡）システム〉 

HOPE/DrABLE-EX（富士通） 

 

 

 

〈画像管理シムテム（PACS）〉 

 HOPE/ABLE-GX（富士通） 

〈循環器動画システム〉 

 Goodnet（グットマン） 

 

4.PACS システム－図 2 

当院のPACSシステムの構成は 70TBの容量を

持ち、二重化されています。3 機のハードディス

クでレイドを構成し、1 つは一般撮影、もう 1 つ

は CT・MRI、さらにもう 1 つは血管造影・透視・

RI として、各モダリティーには 2 つのハードデ

ィスクが接続されており、メイン側のハードディ

スクのダウン時にサブとして使用できるように

なっています。また、PACS の特徴としては放射

線科内の画像だけではなく内視鏡・循環器領域の

動画像などの原本を統合ストレージにて管理し

ており、それまで各部門ごとにストレージ、配信

Web サーバを保持することで発生していたコス

ト・管理業務の負荷を軽減しています。 

管理体制としては、PACS を院内の電子カルテ

システムの一環として導入したため、電子カルテ

と共に一括管理しています。また、PACS はリモ

ートにて常に監視されています。さらに 1 週間に

1 度、土曜日の早朝に 3 つのインターフェイスの

15 分程度の再起動を行っています。 

PACS viewerの特徴は、ユーザーごとに viewer

をカスタマイズすることができるので、個人で必

要な機能を追加するなど自由に変更できること

です。また、電子カルテ側の特徴となりますが、

「統合ビューア」という機能を採用し、院内のほ

ぼ全ての検査結果（放射線・読影レポート・心電

図など）および診療記録を統合的に参照し医師が

効率的に検査結果を一覧（１画面で可視化）でき

るビューア機能を導入しています。（図 3） 
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現在は大分減少しましたが、電子カルテシステ

ム導入時は、他科の医師などから PACS の画像参 

照方法についての問い合わせを多数受けたため、

PACS viewer の簡易使用マニュアルを電子カル

テからいつでも閲覧できるようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：当院における電子カルテシステムの概要 
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武蔵野赤十字病院 システム構成図

放射線部門システム（富士通）
（RIS・PACS・レポート）

DrABLE-GX

内視鏡室

×2

自動受付機

CR・ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ×10
OT×1

CT×3

MRI×2

X線TV×3
ｱﾝｷﾞｵ×3

RI×2

骨密度測定×1

治療×1

統合画像管理ストレージ
（70TB・2重化）

×4

内視鏡情報システム（RIS）
DrABLE-GX （富士通）

内視鏡画像システム
Solemio （オリンパス）

ﾊﾟﾉﾗﾏ×1

循環器科（外来・病棟）

循環器動画システム
Good-Net （グッドマン）

受 付

各撮影室

読 影 室

電子カルテシステム（富士通）

総端末数：900台＋PDA50台

×2

受付端末

RIS端末×32

ﾚﾎﾟｰﾄ端末×6
（3Mモノクロ2面）

内視鏡装置

放射線科

MG×1

US×1

放射線治療

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰ×1
ﾃﾞｼﾞﾀｲｻﾞ×1

検像

ﾚﾎﾟｰﾄ端末×1
（2Mカラー2面）

WorkStation×8

MWM

Strage
Q/R

Strage

HIS端末
（ｼﾝｸﾞﾙﾓﾆﾀ）
（ﾃﾞｭｱﾙﾓﾆﾀ）

HIS端末
（2Mｶﾗｰ1面）

HIS端末
（ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ）

大型ﾓﾆﾀ
（ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室）

画像参照ﾓﾆﾀ
（手術室）

院内各所 各部門
システム

医事会計
検体検査

他･･･

図 2：PACS システム構成図 

 

 

図 3：統合ビューア 



~ 64 ~ 
 

5.PACS 運用にあたっての問題点 

旧 PACS からのデータ移行が完了しておらず、

完全移行までには数年単位での期間が必要とな

っていて過去画像を見るために旧 PACS と新

PACS の 2 重運用になっています。 

当院では Good net（循環器動画システム）を導

入しており、PACS へも動画を保管する 2 重保管

をしています。循環器科では、検査結果、解析、

サマリーを Good net で運用しています。現状の

PACS viewer での動画参照は、再生速度が遅い、

LVG や QCA 解析機能ができないなどの問題があ

ります。同様に血管造影では、DSA 画像を viewer

でリマスクやピクセルシフトを行えないので、

DSA 動画と、リマスク及びピクセルシフトをした

静止画像の両方を保管しています 

 

6.モダリティー接続の問題点 

一般撮影部門では、当院は検像システムを導入

していますが、検像モニターと PACS viewer 間

での濃度差（少し白く表示される）が生じており、

問題になっています。また一部の検像端末におい

て、画像送信にタイムラグが発生しています。 

CT・MRI 部門では、thin slice で撮影した場合

などイメージ数が多い画像を転送すると一度に

全イメージが送信されない現象が、複数に発生し

ています。 

血管造影部門では、電子カルテシステム導入当

初は DSA で撮影した画像が白黒反転された状態

で転送されてしまう事などがありましたが、それ

は送信側の問題で現状では問題なく画像を転送

できています。 

 

7.他院画像の取り扱いについて 

他院より、フィルムで画像を持ちこんだ場合は、

放射線科にて放射線技師がフィルムの裏表や取

込む順番を整理し、業務員がデジタイザでフィル

ムを読み込み PACS へ転送しています。その後、

放射線技師が取り込まれた画像を確認する運用

となっています。 

画像が CD-R で持ち込まれた場合は、医事課に

てデータを取込み PACS へ転送しています。 

他院紹介用などの画像出力は放射線技師が担

当しており、その時手の空いている技師が CT 室

のワークステーションでPACSから画像を呼び出

し、フィルムと CD-R の出力をしています。 

出力の問題点としてはCD-R出力を行う際に一

部の患者情報に文字化けが起こる現象が発生し

ており、現在も調整中です。 

 

8．放射線システムについて 

 当院では電子カルテ導入に伴い、PACS の更新

を同時に行いました。放射線システムの特徴は以

下の通りです。 

・自動受付機・撮影室の自動割振り 

 放射線科では 2005 年の RIS 導入時から自動受

付機（図 4）を使用し、窓口業務の負担軽減に役

立っています。また、オーダが飛んできたタイミ

ングで自動的に撮影室が割振られる設定になっ

ているため、患者様は受付窓口にある自動受付機

に診察券を通すだけで撮影室に案内される仕組

みとなっており、受付待ちが発生しないように、

患者サービスの向上を図っています。 

 

図 4：自動受付機 
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・電子カルテとの連携 

当院では、電子カルテシステムの一部として

RIS を導入しているため、電子カルテで蓄積され

ている患者プロファイル情報（既往歴・感染症情

報など）とリアルタイムに連携しています。また、

RIS で患者を選択した状態で、該当患者のカルテ

画面を閲覧可能であるというメリットがありま

す。 

 

・利用者なりすまし防止 

電子カルテ及び RIS では、なりすまし防止のた

めにログイン後の利用者変更を意図的に制限し

ており、ID/PASS の入力無しには利用者を変更で

きないようになっています。 

 

・患者属性（氏名など）の世代管理 

 結婚などにより患者氏名が変わった場合にも

過去の名前が管理できるので、2 つの氏名を 1 人

の患者として認識・管理できるようにしています。 

 

9.今後の課題 

医事の患者登録間違えの修正や伝達方法の運

用手順の作成。画像の送信ができなくなる等のシ

ステム障害が発生した場合に、滞りなく業務を遂

行できるよう、障害時対応マニュアルの整備。紙

伝票運用時の患者情報登録や電子オーダとのひ

も付けの定期的な練習が必要と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


