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DICOM画像サーバ ImageARQS

DICOM Image Server ImageARQS

ImageARQS は DICOM 規格で定められた通信プロトコル，データ構造に基づき各種モダリティからの画像

データの受信，ビューアへの画像の送信などを行う医用画像サーバで，サーバに接続されたCD－Rチェンジャ

装置内のメディアへ画像をアーカイブして大量の画像ファイルを長期保存する機能も持つ。

ここでは ImageARQS の最近数年間の各社のDICOM機器との接続実績，厚生省の「電子保存」に関する通知

への対応とDVD－R へのアーカイブ機能を実装したImageARQS－Vについて紹介する。

131

木　原　　裕　之*1 原　嶋　　茂　夫*1

KIHARA Hiroyuki HARASHIMA Shigeo

木　村　　　　誠*1 大　槻　　　　彰*2

KIMURA Makoto OTSUKI Akira

ImageARQS is a medical image server that can communicate with any modalities and viewers based

on the DICOM protocol and data structure, and also archive securely many image data with the long

term archive equipment, CD-R changer.

This paper describes the result of connecting with many venders' DICOM instruments, and the

solution for "the digital storage guideline for medical image data" by the Ministry of Health and

Welfare.

Furthermore, we introduce ImageARQS-V series providing the archiving function for new DVD-R

changers.

1. は  じ  め  に

当社はGEYMS（GE横河メディカルシステム株式会社，

本社：日野）との協業によりD I C O M 画像サーバ

ImageARQS（イメージアークス）を開発し1996年より発売

を開始した。開発当初より医療の分野では将来電子化さ

れた画像の利用が増加することを予想し，ImageARQS

は当時日本でも業界標準となりつつあったDICOM規格に

準拠した画像サーバとして特にマルチベンダー/マルチモ

ダリティ対応を目標に開発された。

当時の日本ではDICOM規格に関する情報は十分ではな

くリファレンスとなる機器も存在していなかった。また

各種DICOM機器との接続テストの機会も多くは持てな

かったためImageARQSの実績を上げるには時間を必要

としたが，現在では自社/他社を問わず多くのDICOM機

器との接続が可能なサーバとなり，ImageARQSは当社

の医療ビジネスの中核をなす製品となっている。

2. 構成と機能

ImageARQSはDICOMサーバ機能，アーカイブ機能，

管理ツール（以下アドミンツールという）の３つのサブシ

ステムから構成される。D I COMサーバ機能は各種

DICOM機器との画像データの送受信，検索処理を行い，

また受信済の画像データの圧縮処理やCD－R，DVD－R

へのアーカイブ要求処理を担当する。アーカイブ機能は

サーバ機能から要求があった画像をDICOM規格で定めら

れたフォーマットでメディアに書込み，またメディアに

書かれた画像をサーバからの要求に応じてハードディス

ク上に読込む。アドミンツールはImageARQS全体の管

理用のツールで各種コンフィギュレーション項目の表示

/ 設定やデータベースの内容の表示 / 変更などを行う。

各サブシステムの機能と処理の流れを図１に示す。

3. 各社DICOM機器との接続実績

以下に最近４年間のImageARQSの各社のDICOM機器

との接続実績を示す。図２，図３はそれぞれモダリ

ティ，ビューアとの接続数の実績である。表１は接続し

た機器の機種と件数の累計を表にしたものである。

図２，図３のグラフにおいて1998年の値が突出してい
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るが，これはこの年に某医療機器メーカーが

ImageARQSを自社サーバ用に大量に採用したためであ

る。全体としては1996から1999年にかけて順調に右上が

りに推移している。

図３のグラフにおいて，1996，1997年は自社製ビュー

アが大半を占めているが，1998年以降は他社製ビューア

が大半を占めるようになり，より汎用的なサーバとして

使用されていることがわかる。現在では表１からもわか

るように約150機種のDICOM機器との接続実績を持って

いる。

4. 電子保存への対応

多くの病院ではフィルムに出力された大量の画像の保

管，管理が問題となっている。有効な対策としてフィル

ムは使用せず，画像を電子化してコンピュータの外部記

憶装置上に保管する方法がある。

当社では医療の分野でのこのような電子化の流れを受

けて厚生省から出された1999年4月22日の通知「診療録等

の電子媒体による保存について」の内容を検討し

ImageARQSへ電子保存の基準を満たすための機能追加

を行った。

厚生省の通知では電子保存適合の用件として患者のプ

ライバシー保護は当然のことながら「真正性の確保」「見読

性の確保」「保存性の確保」があげられている。以下にそれ

ぞれに対する対応について説明する。

4.1 真正性の確保

「真正性の確保」のためには「故意または過失による虚偽

入力，書換え，消去及び混同を防止すること」を満足する

必要がある。ImageARQSではユーザが設定した条件に

図１　ImageARQSの構成
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従いモダリティから受信した画像に対して「確定」のタイ

ミングを設け，確定後の画像に対して標準の設定では「画

像の削除操作」「同一画像のモダリティからの再受信」を禁

止するようにした。しかし急患対応などでは，患者情報

の本人確認ができない場合もあり，後から患者名などを

入力，変更する操作が避けられないためこれを禁止する

ことは病院での運用としては現実的ではないため，あら

かじめシステムに登録された一定の権限を持つユーザの

みがこの操作を可能とし，また変更時には操作者と変更

の内容を含む詳細なログが履歴として残るようにした。

4.2 見読性の確保

「見読性の確保」のためには「情報の内容を必要に応じて

肉眼で見読可能な状態に容易にできること」を満足する必

要がある。ImageARQSでこれに該当するのは検索処理

と画像をビューアに送信する処理のパフォーマンスであ

るが，特に問題がないため従来と同一処理としている。

4.3 保存性の確保

「保存性の確保」のためには「法令に定める保存期間内，

復元可能な状態で保存すること」を満足する必要があ

る。ImageARQSが画像のアーカイブに使用しているメ

ディアはこれらの基準を充分に充たすものであるが，機

器の故障など予測できない事故でメディアを破損する可

能性もゼロではない。画像をメディアにアーカイブする

際に同じ内容を複数のメディアに書けば信頼性は向上す

るが製品のコストに直接影響するため，比較的低コスト

で保存性をより確実なものとするために，画像ファイル

をテープメディアにバックアップする機能をオプション

機能として実装することとした。

5. 大  容  量  化

従来のImageARQSは最大構成ではCD－Rを500枚装着

可能なチェンジャを４台接続可能だったが，2000年より

700枚装着可能な新チェンジャにエンハンストし，約1.68

Tbyteのデータを１台のサーバで直接管理できるように

なった。

この容量を超える画像をアーカイブする場合はチェン

ジャからアーカイブ済のメディアの入ったマガジンを取

外し，未使用のメディアが入ったマガジンを装着するこ

とで対応する。取外されたマガジンは，同じサーバに接

続された任意のチェンジャのいずれかのマガジン位置に

装着されればサーバに認識され，取外される前と同様に

使用することができる。

最近ではモダリティからの画像の発生量の増大により

上記のマガジンの入替えを頻繁に行うシステムや，１回

の検査で発生する画像がCD－R１枚に収まらない場合が

あり，CD－Rでは画像をアーカイブするメディアとして

は容量不足となってきた。このため，DVD－Rに画像を

アーカイブする機能を実装したImageARQS－Vを開発し

た（図４）。

DVD－Rの容量は4.7GB*3で，CD－Rの約７倍に相当す

る。また，DVD－RはDVD－RAMと比較するとWrite

Onceメディアであるため，ディスクファイナライズ*4を

行った後はDVD－R上のファイルの変更，削除ができな

くなる。このことは，データの改ざんが不可能になるこ

とを意味し，前述の電子保存基準を充たすという点から

も医療には適していると言える。

5.1 技術的特長

CD－Rへの書き込みは，Disc At Onceで行っていた。

Disc At Onceはディスクの内周部分からリードイン，

データ，リードアウトの順に一括して書く方法で，書き

込みはこの一回のみしか行うことはできない。この方法

ではメディア１枚分のデータを１度に書くが，サーバの

負荷が高いときにはデータの転送が追いつかずバッファ

アンダーランというエラーになることがある。この問題

表１　ImageARQSの接続実績（2000年4月1日現在）
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図４　ImageARQS-V
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に対しては，メディアへの画像のアーカイブを深夜に実

行する設定でサーバを運用してエラーを回避しているの

が現状であった。これに対し，DVD－Rへの書き込み

は，Packet Writeを用いた。（図５）

この方法は，DVD－Rをハードディスクのように扱え

るのが特長で，必要なファイルを必要なときに書くこと

ができる。未ディスクファイナライズの状態であれば，

ファイルの変更や削除をすることも可能である（実際には

DVD－Rから物理的にファイルを削除することはでき

ず，論理的に見えないようにする）。Packet Writeは，メ

ディアに書き込む際にデータをパケットと呼ばれるサイ

ズに分割して書き，このパケットサイズをDVD－Rドラ

イブのバッファサイズより小さく設定するため，バッ

ファアンダーランが起きない。Packet Writeの欠点は，

パケットとパケットをつなぐときにオーバーヘッド（リン

クロス）が発生するので，書き込み可能な容量が，Disc

At Once方式より少なくなる点である。また，OSTA

（Optical Storage Technology Association）によって定め

られたUDF（Universal Disk Format）を使用した場合は，

上記リンクロスの他にUDFの管理情報をDVD－Rに書き

込むため，さらに書き込み可能な容量は少なくなる。し

かしPacket Writeにより受信した画像を瞬時にDVD－R

に書くことができるのは，データを安全に保存するため

に大変有益である。

図５　Packet Write
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5.2 DVD－R用デバイスドライバ

今回はTracer Technologies社のデバイスドライバを使

用した。DVD－Rにファイルシステムを作成しmount操

作を行うことでハードディスクと同様に扱うことがで

き，一般のUNIXコマンドで画像の書き込みや空き容量

の計算等を行うことが可能である。またDVD－Rから画

像を読み込む場合はデバイスドライバが該当メディアを

自動的にReadドライブに搬送する制御を行うのでアプリ

ケーションの負担が軽くなる。

5.3 DICOM規格との関係

DICOM規格part10では，メディアの種類毎にその記憶

フォーマットを規定している。例えば，CD－Rでは，

ISO9660 Level 1の記憶フォーマットを使用することが規

定されており，ImageARQSもこれに準拠している。

DVDに関しては，まだ正式に規格化されておらず，現状

ではdraftの段階だが，DVDの規格としてはDVD－Rおよ

びDVD－RAMが候補で，画像ファイルを記録する場合

は，UDF1.5以上を使用することとなっている。そのため

ImageARQS－VはDVD－Rに画像をアーカイブする際に

UDF1.5を採用している。

6. お  わ  り  に

ImageARQSの市場での実績，電子保存への対応，大容

量化について紹介をした。今後，より小規模なシステム

の市場へも医療情報ビジネスを展開していくため，Linux

版ImageARQSの開発に着手している。
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