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DICOM画像ビューアImageVINS Proと

所見レポート作成システム AR-Report
DICOM Viewer "ImageVINS Pro" and Reporting System "AR-Report"

一般病院放射線科における業務のうち読影作業に着目し，その中の画像を参照する部分，報告書を作成する部

分をそれぞれシステム化した。画像参照機能は，電子化された検査画像に関する扱いを規定したDICOM規格に

準拠し汎用的なシステムにするとともに，従来市場では高価なワークステーションに実装されていた表示機能を

ほぼ取り入れながら，PC上で動作させることにより，より広い範囲に受け入れられることを主眼としている。

報告書を作成する所見システムは，これまでの手書きやワープロといった次元と一線を画し，検査予約シス

テムや検査実績システムと連携し，ネットワークの優位性を発揮したシステムとなっている。横河の他の放射

線科業務向け機能と連携することでより効果的な所見作成環境を提供するが，他社のシステムとも容易に連携

できる汎用性も備える。特に上記画像参照機能との相互連携動作は業務効率を飛躍的に向上させるものとなっ

ている。
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We have paid much attention to the diagnoses of radiographs in the hospital radiology department,

and systemized the Image-referencing and Reporting work respectively.  The Image-reference system

is made for the general purpose on the basis of the DICOM standard, which prescribes the handling of

diagnostic image data.  And also, along with the conventional functions that were mounted only on the

high-quality workstations, the system's operability on general PCs is aiming for wider acceptability for

medical market.

 The Reporting system supports making a diagnosis report in cooperation with exam-reservation

and exam-record management system.  From the viewpoint of a network advantage, the system keeps

a distance from the previous diagnosis reporting system, such as conventional handwritings or using

simple word-processors.  With cooperation with other Yokogawa-made functions for the hospital radi-

ology department, especially with a viewer’s function, more effective operating environment can be

provided in the making of a diagnosis report.  Although, the system has to connect with other non-

yokogawa-made systems, it can work with them with no troubles because of its flexibility in the system

network construction.

図１　ImageVINS Pro外観

1. は  じ  め  に

一般病院の放射線科における読影業務は，従来，画像

参照としてフィルムを使用し，その結果を記載する手段

として手書きの報告書作成を主体としていた。

しかし，近年のコンピュータ技術の目覚ましい発展及

びネットワークによるシステム化という社会の追い風を

受け，元々ディジタル画像であるCTやMRIをはじめとす

る医用画像の読影作業において，その効率化を図るとい

う目的でのシステム化のニーズが高まっている。
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当社の開発した医用画像ビューア及び所見レポートシ

ステムは，これらのニーズを踏まえた上で，読影業務の

主たる２要素のうち，ほぼ作業方法が確立されている画

像参照と，病院毎に独自の運用形態が多い所見レポート

作成・管理を敢えて２システムに分け，それらが連携を

とるという形にすることにより，それぞれの特長を最大

限に生かしながら，汎用的，効率的なシステムを構築す

ることを可能としている。

2. ImageVINS Proの機能

ImageVINS Proは，日常の読影業務を快適に行える環

境を提供することを目標に開発を進めた医用画像ビュー

アである。図１に高精細CRT（2048×2560画素）２面の構

成例を示す。医師・技師が快適に読影業務を進めるに

は，まず思考を妨げない高速性が要求される。このた

め，研究で用いるような複雑な画像の処理機能をはず

し，いたずらに多機能を誇るのではなく，読影業務に必

要な機能を必要な速さで実現している。表１に

ImageVINS Pro/Basicの機能一覧表を示す。読影業務に

基づいた特長である通信機能の拡張，画像表示機能の構

成について，以下に示す。

2.1 通  信  機  能

通信機能の特長としては，業務に基づいた予約取得が

あげられる。日中の通信の負荷を下げ，画像表示を早く

するために，夜間に指定した必要なデータを医用画像

ビューアのローカルディスクに取得しておく予約は，一

般に考えられている。しかし，病院の業務を考えた場

合，検査後，データが作成されてから予約取得の設定が

行われるとは限らず，検査の予約と読影の予約が同時に

行われる，あるいは検査の予約のみで読影の予約はな

く，未読影の検査のデータを読影することも多くある。

これらの場合，データを指定しての予約は行うことがで

きない。

そこで，データを指定するかわりに，検査日などの条

件を指定して，予約が行える機能を実現している。この

機能は，取得を行う前に指定された条件にしたがって検

索を行い，その検索結果のデータを医用画像ビューアに

取得するという二段階の構成によって，実現している。

2.2 画像表示機能

医用画像ビューアは一施設のシステムで数台から数十

台が納入されるため，高価なハードウェアの使用はシス

テムの価格競争力を落とすことになる。このため，安価

なハードウェアを用いての高速性が要求される。安価な

ハードウェアとしてPCを，OSは安定性，マルチタスク

などの所定の機能を果たしながら，市販のアプリケー

ションとのリンクを考えることのできるWindows NTを

用いている。

高速化を考えた場合，ハードウェアを限定し，その

ハードウェアの特長を生かした開発が考えられる。しか

し，PCの場合，ハードウェアの陳腐化が激しく，製品化

した時には標準のAPI（Application Programming

Interface）でより高速，安価なハードウェアを用いること

ができるようになっていることが多くある。このため，

ハードウェアを限定した開発は効果的ではなく，自由度

を奪うだけの結果になりかねない。結局，Windowsの標

準のAPIを用いて，高速化を意識した無駄のない設計

で，ソフトウェアを作成することが効果的になる。

画像表示には，以下の２種類がある。

・ブラウザからデータを特定して表示する初期表示

・表示されている画像に回転や階調の行って表示する再

表示

DICOMの画素データは直接表示できる形式でないた

め，処理が必要だが，初期表示の高速化には，処理の段

階を少なくすることが効果的である。一方，再表示の高

速化には，毎回，すべての処理を行うのではなく，中間

段階のデータから必要な処理を行うことが効果的であ

る。しかしながら，中間段階を増やすことはメモリを圧

迫することにもなる。

画像表示の機能は，医師，技師がすべての機能を同じ

頻度で用いるわけではなく，以下の３つに分類するこ

とができる。

・階調処理など，頻繁に用いられる機能

・回転など，モダリティによって頻度が異なる機能

・フィルタ処理など，あまり用いられない機能

画像表示では，この分類を検討し，内部の処理の順

序，中間段階のデータの有無を決めている。表２に処理

の順番を示す。

初期表示では，必要のない処理は行わないようにして

いる。処理を行わない場合，処理後の中間段階のデータ

は，処理前のデータと同じであるため，処理後の中間段

階のデータも作成しない。しかし，処理後の中間段階の

データは，その次の処理に必要になるため，データの位

表 1　ImageVINS Pro/Basicの機能一覧

通信機能� 画像送信／受信，画像検索／取得，画像転送，予約�
取得／送信，圧縮画像の取得�

ブラウザ機能� ローカル画像検索，ローカル画像削除，サーバ検索�

印刷機能� プリントサービスによる画像印刷機能�

画像表示機能� 分割表示，拡大／縮小，（上下左右）反転，回転，マ

ルチスタディ表示，虫眼鏡機能，階調処理（線形／

非線形*），白黒反転，画像マーキング，シネ表示*，

フィルタ処理，画像情報表示，各種計測機能*，

DICOMファイル複製，画像フォーマット変換／保

存，スカウト画像のクロスリファレンス�

* はImageVINS Proにのみ機能を搭載�
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置を示すポインタを処理前のデータと同じにする。この

ようにすることで，処理が逐次行えるようにしながら，

必要のない処理，中間段階のデータの作成を行わないよ

うにして高速化を図っている。

再表示では，要求された処理について，表２に示すそ

の処理以降の処理だけを行うことで高速化を図っている。

また，表２の順番は利用頻度が多いほど処理が少なくなっ

ているので，読影全体としての高速化にもなっている。

今後は，一般にも標準となりつつある高速なAPIであ

るDirectDraw（Direct Xの２次元グラフィックスコンポー

ネント）の使用，描画領域に着目した処理画素数の削減な

どを検討していく。

3. AR-Report の機能

AR-Report（図２参照）は，基本的には放射線部門で行

われる各検査の結果報告書を作成するためのシステムで

あるが，本システムの設計思想は，他のシステムとの連

携，即ちデータの流れを中心として考え，所見を作成す

るために必要な情報の取得と作成した情報の管理に重点

を置いている。

3.1 全  体  構  成

まずこのシステムの役割を理解する上で，所見レポー

トの作成という業務とその全体の中での位置付けを知っ

ておく必要がある。胸部X線写真等の放射線検査や内視

鏡等の生理検査は，その検査部門が独立している病院で

は通常，検査の予約という手順が行われ，その後実際の

検査が行われてその検査結果（主として画像）について解

析し，診断を下し，更にその報告書を作成するという作

表２　内部処理の順番
1�

2�

3�

4�

5�

6�

7

フォーマット変換�

フィルタ処理�

回転処理�

階調処理�

ビットマップ作成�

サイズ変更�

描画サイズ切り出し処理�

図３　機能構成

所見入力機能�

受診者検索機能� 画像参照機能�

所見管理機能�

予約DB（オーダリング）および�
実績（画像）DBとの連携�

レポート出力機能�

VINS Proとの連携�

受診者情報および検
査情報の入力・選択�

・受診者情報�
・検査情報     　の印刷
・所見情報�
・レポート情報�

・受診者情報�
・検査情報     　の管理�
・所見情報�
・レポート情報�

所見情報（画像情報）の入力・選択�

所見情報の入力，変更，確定操作�
過去所見情報の検索表示�

図２　AR-Report 外観



DICOM画像ビューアImageVINS Pro と所見レポート作成システム AR-Report

18横河技報　Vol.44 No.3 (2000)138

業が所見レポート作成作業である。

このため，この業務を行うには検査予約や検査自体で

発生する情報が不可欠となっている。図３に示すように

AR-Reportは５つの機能から構成されている。一般的な

所見作成システムとしての機能は，このうちの所見管理

機能，所見入力機能，レポート出力機能を持っている

が，それだけではワープロや簡易型データベースソフト

と機能的には何ら変わりない。それらとの差別化のため

に，本システムがその特長として持つものとして，まず

受診者検索機能が挙げられる。これは所見を作成するた

めの基礎情報を他システムから取り込むための機能であ

る。もう一つの特長として画像参照機能が挙げられる。

これは検査結果画像を即座に呼び出し，読影作業を効率

化させるためのものである。

3.2 受診者検索機能

所見レポートは通常検査単位に作成されるため，その

検査に関する情報，特に患者情報が，所見を入力する上

でも報告する上でも必要になる。これらの情報は業務フ

ローの検査予約や検査自体で既に使われている情報であ

るにも拘わらず，独立した所見システムではこの情報

を，検査依頼書等を元に再入力する等の手間が発生して

いた。

本システムではこの情報の多重入力を一元化し，患者

名や性別，生年月日等の患者情報や依頼元，検査種別，

部位等の検査情報を検査予約システムおよび検査実績シ

ステムから取り込めるようにした。検査予約システムの

ターゲットとしては通常ARTEMISシステムの一つであ

るAR-RISを用いるが，相手先がORACLEのデータベー

スで，必要な情報を管理している機器であれば，アプリ

ケーションの変更なしで接続できるよう汎用性も確保し

ている。また実績データベースとしては同じく

ARTEMISシステムの一つであるImageARQSをターゲッ

トとしているが，放射線画像管理の標準プロトコルであ

るDICOMによる情報収集の機能も備えるため，この規格

に準拠した画像サーバであれば，基本的にベンダを問わ

ない設計になっている。

更にこれら検査予約や検査実績側の情報と所見入力機

能によって作成された所見データとを組み合わせ，１つ

の検査についての情報を統合し，所見作成に関する業務

の進行状況をも把握できるようになっている。即ち，ど

のデータベースにどんな情報があるかを把握することに

より，予約済み，検査済み，所見仮入力，所見確定と

いったステータスが判断でき，画面上に一覧表示できる

のである。

3.3 画像参照機能

もう一つの特長である画像参照機能は，所見レポート

システムと画像ビューアとの連携動作で実現されてお

り，以下の機能がある。

・所見の検査一覧または所見入力画面から画像ビューア

に対象画像を表示させる。

・画像ビューアで表示した画像に対応する所見データを

所見レポートシステムに表示させる。

・読影の際に，所見ありと判断された画像を画像ビュー

ア側で選択すると，所見データにその画像が患者情報

や計測データ等も含めて自動貼付される。

・所見データに貼付された画像の元画像を検査単位で画

像ビューアに表示させる。

これらの機能をどう組み合わせるかはそれぞれの病院

の運用によるが，これまでのフィルムを探して読影する

環境から，飛躍的な効率アップにつながること，および

より分かりやすい報告書の作成ができることは容易に想

像できる。

4. お  わ  り  に

従来，フィルム及び手書きを用いて行っていた放射線

部門の読影業務は，本稿で紹介したImageVINS Pro 及び

AR-Report により，飛躍的に効率化された。

今後はCTやMRI等モダリティの進化により，大幅に増

加している画像量への対応や，放射線科の他の業務との

連携の更なる強化などを進め，個々のアプリケーション

及びシステムとしての価値を高めていく必要がある。

＊本文中の社名，製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。


