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放射線部門総合情報管理システム“ARTEMIS”

Total Information System for Radiology Department "ARTEMIS"

この度，放射線部門総合情報管理システム“ARTEMIS”を開発した。本システムは，放射線部門の画像情報シ

ステム（PACS）と，放射線部門システム（RIS）とを融合させたシステムである。

ARTEMISの機能は，放射線部門の業務を職域毎（事務職，技師職，医師職）に分散して構築している。その為

に各ユーザ毎の意見を反映させた場合においても，制作上の独立性を保つ事ができ，高いシステムの完成度を

確保する事ができる。また，ARTEMISは各職域毎のデータが統合的に管理されているため，利用者に対しては

重複操作の無い合理的な操作環境を提供する事ができる。
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We have newly developed a total information system for radiology department "ARTEMIS".  ARTEMIS

consists of picture management system called PACS and administrative data management system called

RIS.  ARTEMIS is composed of several independent sub-systems that are classified by job types such

as office work, radiographic work and doctors' work.  Therefor, even in a case that users' requirements

are fully accepted in each sub-system, the sub-systems can be kept assembled independently, and as a

result, ARTEMIS can achieve a highly reliable system.  Further more, ARTEMIS can provide rational

and no-redundant operations, because the data for each type of work is managed comprehensively.

図１　ターゲットマーケットの仕組み

1. は  じ  め  に

近年病院に求められているものは従来の公共性，信頼

性に加えて経営の健全化，病院機能の特定化，患者サー

ビス向上等があげられる。これらの課題を解決するため

には様々なアプローチが考えられる。

一方，病院における情報システム化は，製造業，流通

業，金融業等に比べるとはるかに遅れているのが現状で

ある。そこで，今回当社が開発した放射線部門総合情報

管理システム“ARTEMIS”は，IT技術を使って少しでも

前述の課題解決に寄与する事を前提としている。その

ARTEMISの概要をここに紹介する。

2. 放射線部門の位置付け

一般的に放射線部門は，各科（内科，外科，整形外科

等）から撮影依頼を受けて（検査オーダー），その指示に従

いX線撮影あるいはMR，CT，超音波，RI等を撮影し，

その画像に対して医師が読影し，その所見を付けて依頼

科に対し回答を出す部門である。（図１参照）

すなわち，病院内の全ての診療科に対し共通的にサー

ビスを繰り返す。言わばユーティリティ的部門であると

言える。またこの部門では職域が明確になっており，事

務職，技師職，医師職と大別する事ができる。

3. 背　　景

3.1 画像情報システム（PACS）
放射線部門内で取り扱う情報で特徴的なものは，X線

写真，MR画像等に代表される医療画像である。これは白

黒画像が大多数であり，16 bitで情報が構成されている
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ケースが多い。つまり白黒256色ではなく，場合によって

は白黒10 bit=1024色，もしくは白黒12 bit=4096色を有し

ている。また画像のTAG情報も医療に特化した情報が多

い。この様な中，1993年に策定されたDICOM 3.0によ

り，各モダリティメーカの規格対応率が高まり，オープ

ンで安価な画像ネットワークが構築し易くなった。

一方各病院は新旧のモダリティが入り混じる中，

DICOM規格モダリティを求める様になり，その結果とし

てマルチベンダー，マルチモダリティ対応で，かつ長期

間に亘る保存が可能なシステムが求められる様になって

きた。

3.2 放射線部門システム（RIS）

従来放射線部門で稼動しているシステムは，予約・実

績管理システム，物品管理システム，所見入力システム

等に大別する事ができる。しかし現状ではユーザの職域

（事務職，技師職，医師職）によりシステム構築が別々に

行われてきたケースが多い。また，システムメーカ側も

RISを構築するメーカが，PACSを構築するケースは少な

かった。しかし，放射線部内のトータルスループットを

考えた場合，全てのシステムが患者オリエンテッドの前

提において有機的に連携したシステムが求められて来て

いる事は当然の流れである。

3.3 電子保存の流れ

1999.4.22に厚生省より「診療録等の電子媒体による保存

について」が通知された。この内容を受けて，保存性，真

正性，見読性をシステムとしてどの様にとらえどのよう

に実現するかが，各施設，各メーカにおいて，現在最も

議論の中心となっている事の一つである。これを実装す

る上でも，PACSとRISが有機的に連携するシステムは，

今まさに市場から求められているものである。

4. 放射線部門総合情報管理システム“ARTEMIS”

4.1 概　　要

放射線部門の業務は職域が明確化されているケースが

多い。その枠の中で見た場合，各施設の業務はそれぞれ

に相似形にあると言える。この相似形にある業務作業に

対して各職域毎に機能分散化し，複数パッケージを開発

した。このパッケージ群を組み合わせる事により，放射

線部門全体をカバーするPACSとRISとを融合させたシス

テムを構築する事ができる。このシステムを

“ARTEMIS”と言う。以下に“ARTEMIS”の構成パッ

ケージの主たる機能を紹介する。図２に構成パッケージ

関連図を示す。

・ ImageARQS：マルチモダリティ，マルチベンダー対

応のDICOM画像サーバである。保存容量は約３TB～

６TBである。また，メディアオフライン管理にも対

応している。

・ ImageATLS：複数のDICOM画像サーバ（他社製も含

む）を統括的に管理し，クライアントからは複数の画

像サーバが一つの様に見せる機能を有している。

・ ImageVINS Pro：マルチモダリティ，マルチベンダー

対応のDICOM画像ビューアである。所見システムを

始め他システムとのインタフェース機能を装備してい

る。１CPUにて一般モニタの１～３面または，高精細

（2000×2500）モニタの１～３面構成が標準で可能であ

図２　ARTEMIS構成パッケージ関連図
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る。また事前に画像サーバからビューアのローカル

ディスクへ画像情報をプリフェッチする機能を有して

いる。

・ ImageUNI：DICOM規格に準拠していない機器等（旧

モダリティ，イメージスキャナ，ディジタルカメラ）

の画像出力をDICOM規格形式に変換し，DICOMサー

バへ送信する機能を有している。

・AR-Report：医師が画像を読影した所見を入力する事

を目的としたシステムである。その為に以下に示す様

な機能を有している。

（1）階層的な所見マスターを有している。

（2）「確定」の管理。

（3）ImageVINSと連動し，所見に対するキー画像を貼り

付ける機能。

（4）過去の検査履歴から画像を表示する機能。

（5）シェーマを作成する機能。

・AR-RIS：事務，技師を対象とした業務の効率化を目

的としたシステムである。放射線部門における，予約

から実績収集，統計処理等を行う機能を有している。

また，病院情報システム（HIS）とのインタフェースも

用意されている。

・AR-Work：AR-RISの予約情報を，DICOM規格に基づ

き各モダリティに通信する機能を有している。

・AR-Wave：AR-Reportで作成された所見及びキー画像

を，webブラウザーにより参照できる機能を有してい

る。現状では，Internet Explorer4.1，Netscape4.7以

上に対応している。

4.2 ARTEMISの情報の流れ

図３にARTEMIS使用時の情報の流れを示す。また，図

４に典型的な業務のフローを図３に関連付けて記述する。

5. 特　　長

ARTEMISには以下に示す特長を有している。

①ART EM I Sの各構成パッケージは，基本として

DICOM規格とOracleがベースとなって構築されてい

る。この事により，各構成パッケージがそれぞれお互

いにdata baseを必要に応じ検索，参照する事が容易で

ある。またDLL等を用いる事により，必要な時に必要

なシステムが起動され，シームレスな操作環境をユー

ザに提供している。

②機能を職域毎（事務職，技師職，医師職）に分散して構

築している為，各ユーザ毎の意見を反映させカスタマ

イズする場合においても，制作上独立性を保つ事がで

き，かつ完成度を向上させる事ができる。

この様な特長をベースにし，エンジニアリングする上

で以下に示す様な効果が得られる。

図３　情報の流れ図
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図４　全体システムフロー

①ユーザの環境に類似したモデルシステムを，前記パッ

ケージを組み合わせる事により，構築することができ

る。このモデルシステムをベースに，運用シミュレー

ションを容易に行う事ができる。

②ユーザ意見聴取が容易になる。

③技術的限界点を説明し易くなる。

④高い品質維持と短納期とを同時に実現できる。

6. お  わ  り  に

ARTEMISの開発により，客先のシステムに対する満

足度の向上，当社としてのエンジニアリング効率の向上

等，客先にとっても当社にとっても良い効果をもたらし

ている。

しかし，ITの進歩の速さ，業務改善による運用変更，

モダリティの更新，DICOM規格の進化，パッケージの

バージョンアップ等々，全て速やかに対応していかなけ

ればならない課題である。また，機能的にも常にエンハ

ンスを続ける事が唯一の陳腐化を防ぐ方法であると考え

られる。

当面の課題としては，以下の３点を考えている。

①Linuxへの対応

②業務支援のwebへの対応

③Windows 2000への対応

現在，全国の国立大学病院の50％以上に情報システム

を納入してきた実績を持っており，ARTEMISを各地域

の中小病院でも広げてゆく事により，病院間の業務効

率，業務高度化の差をなくし，結果として多くの患者

サービスへつながる事を期待する。
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