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「医療行為」の対象は，言うまでもなく，１人の人間の

身体および精神の健康に拘わる全てを対象とする。しか

し，何処までが医療機関の行う医療行為であるかは，表

向きの法律や保険制度で国によって違い，その背景には

医療に対する国民性や歴史・地理的特性・宗教観などの

違いがある。従って，「医療情報システム」構築には，製

造業やサービス業と言った通常の企業の情報システムと

は同列には論じられない国別の法的規制と慣習の問題が

あり，標準化･規格化が進み難い背景が存在する。

患者の立場に立ってみれば，単なる情報標準化対象に

はなりたくない微妙な問題を持っている事は容易に理解

できるであろう。

このような環境の中でも，放射線診療部門は，大型の

画像撮影機器を中心として人体の物理的特性の計測を行

う為，他科と比較して地域性の少ない類似した構造をし

ている。

放射線診療部門においては，1983年に，機器のディジ

タル化や情報通信社会への移行を見通して，DICOM

（Digital Imaging Communications in Medicine）委員会

が結成され，他部門に先行してPACS（Picture Archiving

and Communication System），RIS（Radiology Informa-

tion System）の規格化が始まったのも標準化を進める契

機となった。DICOM委員会においては当初より，製造業

者と種類の異なる医療画像機器を，通信あるいは電子媒

体を介して相互接続し，画像検査情報や付帯情報を含む

画像データを容易に交換できるようにすることを目的と

して活動を開始した。現在も各国の機関と協調して，活

発に規格策定を続けている。

また，院内の全部門を対象としたHL7（Health Level 7）

やISO/TC215も加わり医療情報全体の標準化が議論され

ている（医療行為，医療制度の標準化ではない）。

日本国内においても，カルテの開示，介護保険，保険

定額制度，医療施設の機能･規模での分化など制度の変革

が進みつつある。昨年，厚生省から｢電子保存｣通知が出

されたことで規制緩和が図られ，情報開示，医療機関の

自己責任，事故に対しては司法による事後救済の方向に

動き出してもいる。今後の医療関係投資も情報化投資が

大きくなる傾向にある。

そこには，急速に発展するIT（情報技術）と医療技術の

進歩からの恩恵をどうやって受けるか，自由競争・市場

経済の市場原理とどの様に折り合いをつけるかが，背景

に存在する。利潤追求では割り切れない医療分野におい

ても，他産業と同様に制度の変革を促すITの波が押し寄

せている。

近年のITの進展には｢IT革命｣とも呼ばれるほどにパラ

ダイムシフトに目覚しいものがある。これに促されるよ

うに，社会制度も情報の電子化を前提として情報公開，

規制撤廃／緩和，グローバルスタンダード化の方向に動

いている。電子政府を目指す政府の動きも具体化しつつ

ある。

医療技術におけるマルチスライスCT，脳磁計など検査

機器の高度化に伴う情報量の飛躍的増大，DNA診断によ

る遺伝子情報の登場で情報が質的に変化してきているこ

となど，質量共に従来の尺度を超える医療情報が発生す

る時代となった。この大量な情報も，安価･大容量の電子

保存媒体，高速CPU･大メモリでの高速データ処理に支え

られて，従来の医療環境を変える要因になりつつある。

ITの代表とも言える通信により社会インフラである高

速通信網が発達し，情報伝達における距離感の縮小･喪失

が起こっている。この結果，単独の医療施設内に留まら

ず，通信を介しての遠隔医療，病院―病院間連携，病院

―診療所間連携による業務効率化と患者個人への木目細

かいサービスが図られて行く流れとなっている。

このような量的･距離的制約のみならず制度的障壁を越

えて交信できる通信技術の発達は各医療従事者，患者の
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メリットになると同時に，IT産業が本来持っている自由

競争原理，オープン化，グローバル化の思想が持ち込ま

れて来ることも避けられない事である。

更には，Webサイトへのハッカー侵入に象徴されるIT

進歩の影の面である侵入，盗聴，改竄，なりすまし等の

脅威に対し，プライバシー保護を図らねばならない事が

ある。当然，法的規制も必要な部分である。

以上の様な時代背景認識の元に，当社は医療情報シス

テム構築に深く関わっているシステムインテグレータと

して，IT革命を積極的に捉え，オープン化とグローバル

スタンダード準拠をキーワードに，医療現場において便

利に利用される実用的なシステム構築に注力していく方

針である。（図１）

システムインテグレータとしての役割を果たすには，

利用者の立場に立ったシステム構築に留まらず，システ

ム運用のコンサルテーション，システムの品質管理，保

守サービス，関連情報の標準化規格を熟知することが求

められると考える。更に今後は，PKI（Public Key Infra-

structure 公開暗号鍵方式）を用いたセキュア通信，個人認

証や暗号化技術，電子保存媒体，画像圧縮技術などIT分

野での国際規格動向に通じていなければならない。（図２）

図１　医療情報システムの構成
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図２　システムインテグレータの役割
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医療機関のシステムが外部世界と接続すると言うこと

は，従来通りの院内だけを考えたシステムデザインだけ

では済まされず，社会の通信事情の動向に敏感でなけれ

ばならない。例えば，闇雲にセキュリティ技術を適用す

るだけでは充分とは言えず，守るべき情報，隠蔽する相

手，達成レベル（強度）を明確にしたセキュリティポリ

シーを定め運用する体制が必要になる。これらの各現場

に応じた適切なガイドをシステムインテグレータとして

は求められる時代になっている。

当社には，IT分野においても分散型制御システム開

発，WIDE Projectへの参加等で培った有益な通信技術を

保有している。素材としての通信技術だけでなく，

DICOM，ISO/TC215，HL7などの医療関連の標準化動向

フォローにも注力している。

また，医療分野に対しては，分析機器の提供の他，

1963年の現日本HP（株）創設，1982年の現GE横河メディ

カルシステム（株）創設と，医療機器とは深く関わってき

ている背景がある。

ユーザと共にシステム構築をし，その成功体験を共有

したいと願っている。

本特集号の各論文においては，放射線部門業務全体を

対象とする"ARTEMIS"とそのコンポーネント，イントラ

ネット／インターネット環境での院内外への画像配信シ

ステム"ImageMARS "，最近市場に投入した脳磁計

"MEGvision"を解説する。システムインテグレーションを

基調とする当社の取組み姿勢を汲み取って戴ければ幸い

である。

用語解説

ACR：American College of Radiology　米国放射線学会

CEN：Comité Européen de Normalisation　欧州標準化委員会
DICOM (ダイコム)：Digital Imaging and Communications in Medicine

画像検査情報や付帯情報を含む画像データを交換するための規格。ACRとNEMAが中心でDICOM委員会を設立し，RSNA，

CEN，JIRA(日本画像医療システム工業会)などが協力している。DICOM規格が目指すものは，病院内外で，異なる製造業

者の，異なる種類の医療画像機器を，通信あるいは電子媒体を介して相互に接続して，画像検査情報や付帯情報を含む画像

データを容易に交換できるようにすることである。

HIS(ヒス)：Hospital Information System　病院情報システム

病院全体の情報システムで，医事会計や薬剤管理などの業務を対象とする。

HL7(エイチエルセブン)：Health Level 7

患者の登録，入退院，保険請求，収集のオーダー情報，検査結果，画像，診療記録，マスターファイルに関する電子データ

を交換するための規格。ISOの開放型システム間相互接続のアプリケーション層(第７層)に因んだ命名。

ISO/TC215：Health Informatics (保険医療情報)を標準化対象とする ISOの専門委員会。5つのWorking Group がある。

Modality(モダリティ)：X線撮影，CT，MRなどの医療画像撮影装置の総称

NEMA：National Electric Manufacturers Association　北米電子機器工業会

PACS(パックス)：Picture Archiving and Communication Systems　画像情報システム

ネットワークを介した医用画像管理・参照システム

RIS(リス)：Radiology Information System 　放射線部門システム

放射線診療部門の情報システムで，予約／実績管理など部門の業務処理を対象とする。

RSNA：Radiology Society of North America　北米放射線学会

「電子保存」通知：1999.4.22 に出された「診療録等の電子媒体による保存について」の厚生省通知。規制緩和の一環として，診

療施設が法令に保存義務が規定されている診療録等を自己責任で電子媒体に保存するための条件(真正性，見読性，保存性，

運用規程制定，プライバシ保護，相互利用性等)が述べられている。

JIRA ：Japan Industrial Association of Radiological Systems　(社)日本画像医療システム工業会

JAHIS：Japanese Association of Healthcare Information Systems Industry 　保険医療福祉情報システム工業会

JRS ：Japan Radiological Society　日本医学放射線学会

JSRT ：Japanese Society of Radiological Technology 　日本放射線技術学会

JAMI ：Japan Association for Medical Informatics　医療情報学会
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