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放射線部門業務システムAR-RISと
モダリティワークリスト管理システムAR-Work

Radiology Information System "AR-RIS" and
Modality Worklist Management System "AR-Work"

病院内での放射線部門は，多数の診療科からの放射線画像撮影依頼を受け，患者の診断画像の撮影，読影を

行うという位置づけにある。部門内のシステムは画像情報システム（PACS）と放射線部門システム（RIS）に分け

られ，前者はDICOM規格の策定に牽引されシステム化が推進されている。しかし，後者は電子情報化の要求が

高いにも拘わらず，現状ではシステム化の範囲，システムの位置づけが不明確となっている。

業務支援として必要とされる機能には予約，受付，撮影実績管理等があり，これら情報を電子化することに

より業務効率の向上が期待できる。また，撮影時に技師がモダリティで入力する情報を業務支援システムから

送信することにより，情報の二重入力の手間，誤入力の問題からも開放され，業務の効率を更に高めることが

出来る。

我々は上記を踏まえ，予約，実績を管理する“放射線部門業務システム「AR-RIS」”及びモダリティと業務シス

テム間での予約情報通信を行う“モダリティワークリスト管理システム「AR-Work」”を開発した。
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The radiology department in a hospital has work of taking or scanning patients' radiographs by

following doctor's directions, and also sometimes includes the doctor's image diagnoses. The system

in a radiology department is mainly composed of two systems ; Picture Archiving and Communication

Systems (PACS) and Radiology Information System (RIS).  PACS has being promoted recently on the

basis of the DICOM standard, but, on the other hand, RIS is not still well-defined in its range of system-

atization and system utility, in spite of great demand for systematization.

Required functions of RIS include the management of exam-reservation, reception, and exam-record-

safekeeping and e.g., and digitization of those administrative data will improve the work and manage-

ment efficiency.  For example, if radiographic data that ordinary inputs into each modalities can be

operated smoothly from RIS by users, the system will much contribute to the reduction of time-con-

suming and misoperation work such as redundancies or error-data-input, and then improve the man-

agement efficiency.

On the confidence of realization of such better management efficiency, we have developed Radiology

Management System "AR-RIS" and Modality Worklist Management System "AR-Work".  AR-RIS man-

ages the various administrative works, such as exam-reservation and exam-record-safekeeping, and

AR-Work sends exam-reservation data from AR-RIS to modalities.

1. は  じ  め  に

病院内の放射線部門システム（RIS）は病院情報システム

（HIS）と画像情報システム（PACS）の間に位置づけられ

る。病院の基幹業務を担う病院情報システムは，医事会

計システムをはじめとして古くからシステム化が進んで

いた。また，放射線部門で使用される画像情報システム

は93年に策定されたDICOM規格に牽引され，近年目覚ま

しく発展してきている。現在，画像情報の通信，保管等

に関してはDICOM規格がデファクトスタンダードとして

採用されている。

これに対し，放射線部門システムはシステム化が遅れ

ているのが現状である。要因としては，病院情報システ
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ムと画像情報システムの狭間にあり，両システムの融合

を期待されているためシステム化が難しく，“RIS”という

言葉は一般化しながらも，その位置づけは不明確となっ

ていることが挙げられる。

2. 放射線部門業務の現状

放射線部門の業務は，診療科からの依頼を受け検査を

実施することである。診療科からの依頼の管理，検査結

果の管理を行っている。人手による情報管理では，事

務，看護婦および技師など複数の職種の人々が従事する

中でさまざまな業務が行われるため，以下のような問題

がある。

・複数の診療科からの撮影予約をランダムに受けるた

め，機器の多重予約等が発生する。

・装置別，患者別などさまざまな角度から予約情報を把

握することが困難である。

・受付場所と検査場所が離れているため，受付状況，検

査状況の把握が難しい。

・複数の業務で患者情報の転記，入力を行うため，ミス

が発生しやすい。

・モダリティで撮影を行う際に患者情報の再入力，撮影

条件の記録が必要となる。

・情報集計には患者の過去の記録参照が必要であり，業

務効率が思うように上がらない。

これ以外にも病院情報システムとの情報共有ができな

い，撮影枚数管理や照射録管理，フィルム管理が人手によ

るため煩雑であるといった問題が内在しており，病院規模

が大きくなるほど問題が表面化してくるケースが多い。

3. RISとしての要件

3.1 業務運用に対する柔軟な対応

業務は人間系が複雑に絡み合うものであり，病院に

よってすべて異なると考えた方が良い。従って各病院に

合ったシステムを構築する必要があり，運用形態を把握

し，柔軟に対応してくことが必要となる。

3.2 操作性の重視

ユーザは事務職，看護婦および技師などさまざまな職

種の人々が想定される。そのため容易に操作でき，短時

間で操作が習得できることが必要となる。特に，事務職

においては，定期的異動を想定する必要があり，習得の

容易性が重要な要素となる。また，特殊な放射線検査の

内容を詳しく知ることなく業務を行うことを可能とする

必要がある。

3.3 モダリティとの情報結合

検査を実施する場合，モダリティ操作の１つとして，患

者情報や検査情報の入力が必要となる。これらの情報は通

常は予約時点で既知のものであり，通信によりRISからモダ

リティへ転送することにより，モダリティでの情報再入力

が軽減されるばかりでなく，ミス入力防止策ともなる。

3.4 HISとの連携

RISは，その位置づけからもHISとの連携を想定したシ

ステム構築を行うことが多い。HISとの連携により，患

者情報等の二重入力，情報入力ミス，情報伝達ミスを軽

減することができるため，システムにとって重要な要素

となる。

4. 放射線部門業務システム AR-RIS

RISのパッケージ化に当たり，前記の必要とされる要件

を検討した結果，予約等のRIS機能を担う“AR-RIS”，モ

ダリティとの間で情報転送を行う“AR-Work”を開発し

た。（図１参照）

AR-RISの提供する機能は予約，受付，実績管理，その

他集計等で構成されている。これら機能は前述のように

病院毎に異なる運用に対応していくことが必要であるた

め，カスタマイズにも柔軟に対応することができる様に

設計されている。

以下にそれぞれの機能の概要を記載する。

図１　業務と機能範囲
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図２　予約画面
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4.1 予  約  機  能

予約は，各診療科からの依頼に応じて，撮影するモダ

リティ単位で行われ，患者情報，撮影情報を登録する業

務である。この業務を円滑に行うために以下の機能を提

供している。

・予約を10分単位で管理する。１時間に最大６検査の予

約が可能であり，実運用に支障の無い単位となってい

る。

・業務を円滑に進めるため，予約に制限を設けることが

できる。制限は２種類ある。１つはモダリティ別の制

限である。もう１つは入院・外来区分，依頼科，検査

の組み合わせで決まる制限である。

・予約時に他の検査の予約状況を自動的にチェックし，

ある期間内に同時に実施してはいけない検査の有無を

識別することができる。

・予約を登録したタイミングで，予約票を印字する。こ

の予約票には検査日時などに加え，検査時の注意事項

が記載されている。

・３ヶ月分の予約状況をカレンダー形式で表示する。ド

リルダウン形式で日，時間の順で選択する毎に画面が

展開し，予約を希望日時に登録することができる。

（図２の画面イメージ参照）

これらの機能を持つことにより，業務に携わる誰もが

素早く予約を取ることを可能としている。また予約の状

況をモダリティ単位，患者単位などで表示することがで

き，状況に応じて情報を容易に知ることができる。

4.2 受  付  機  能

受付は予約された日に患者が来院した際，放射線部門

で患者の来院確認を行うという業務である。この時，患

者に対して当日に複数の検査を実施する場合の順序や待

ち合い場所を指示すると共に，撮影者に対して患者の来

院を認知させる。AR-RISでは以下の機能を有している。

・予約されている検査を患者別に表示し，該当検査を選

択し受付を行う。

・予約のない当日検査，緊急検査（救急等）も受け付ける

ことができる。

・予約あり，予約なしの検査の受付を同一ユーザインタ

フェースで実現することにより操作を容易にしている。

（図３参照）

4.3 実  績  管  理

撮影を行うと，その時の撮影枚数や放射線照射量等を

撮影実績として記録する必要がある。記録すべき情報は

モダリティによって異なり，実績管理では以下の機能を

持つ。

・モダリティの種類としてCT，MRを始め６種類のモダリ

ティおよび治療に対応した入力形態を用意している。

・実績値は，予約した検査に対応したデフォルト値が表

示される。検査後に，デフォルト値と異なる個所を差

分入力することにより，手入力を最小限で済むように

考慮している。（図４参照）

4.4 その他機能

その他の機能としては，RI薬品使用量，検査分類別の

統計，フィルム在庫管理等の機能を有している。また，

統計出力に際しては，通常画面とは別にリレーショナル

データベースの検索ツールを提供しており，ユーザ独自

の統計作成を可能としている。

5. モダリティワークリスト管理システム AR-Work

前項で述べたように，AR-Workは撮影対象患者の予約

情報，患者情報等をRISからモダリティに対して情報転送

を行うものである。つまりRISとモダリティ間での情報の

ゲートウェイ機能を実現するものである。これにより，

モダリティで撮影時に必要とされる患者情報，撮影情報

等の入力作業が軽減されるばかりでなく，情報入力時の

ミス防止にもなる。

図３　受付画面 図４　実績登録画面
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5.1 DICOM準拠のモダリティ通信

モダリティからの情報検索要求に従い，RISから該当す

る患者の患者情報，撮影情報等をモダリティに転送する

機能である。モダリティとの接続は各メーカ独自の接続

形態に対応する方法が考えられるが，AR-Workでは

DICOM規格に準拠した。

DICOM規格は画像情報，画像保存に関してモダリティ

との間で通信を行う際のデファクトスタンダードとなっ

ており，今後，画像に限らずモダリティとの間での通信

はDICOM規格に準拠することが必須である。

5.2 RIS情報の取得

RISは前記の様にシステムの位置づけが不明確となって

いる部分もあり，RIS単独で導入する場合もあるが，HIS

やPACS導入の際に機能を付加して実現しているケース

も多い。AR-Workは，RISから必要な情報を取得するア

クセスモジュールとモダリティとの間でDICOM通信を行

うモジュールを独立させた構造を持っている。（図５

参照）従って自社のAR-RISだけを接続のターゲットと

するばかりではなく，他社製品との接続も考慮されて

いる。

AR-Workはアクセスモジュールの変更により相手RIS

が他社製品であっても，最低限の修正で情報接続が可能

となる。

5.3 将  来  機  能

今回実現した機能は，RISで管理された情報をモダリ

ティの要求に応じて検索し，患者情報，検査情報等をモ

ダリティに転送するというものであるが，将来的にはモ

ダリティでの撮影実績をRISへDICOM規格を利用して転

送することも視野に入れている。この機能の実現によ

図５　AR-Work ソフトウェア構成

り，撮影実績の入力の手間や入力ミスの危険性を減少さ

せることができ，業務効率の大幅向上が望める。

6. AR-RISとAR-Workの統合環境

AR-RISとAR-Workは各々独立して導入することがで

きるものとして開発したが，両システムを連携して導入

することにより，放射線部門の検査業務の殆どをサポー

トするシステムを構築することが可能となり，一層効率

化された作業環境を実現する。また，両機能を１台の

サーバにインストール可能となるなど，コスト面でのメ

リットも期待できる。

7. お  わ  り  に

本稿で紹介したシステムは，既に複数の病院に納入し

た実績を持っている。しかし，現在は導入してからの日

も浅く，今後導入効果の把握に努めていきたい。

またこれからは高速通信，セキュア通信等，コン

ピュータ技術の進化が医療の分野にも適用され，高度な

システム化，HL7などの標準規格による他システムとの

情報連携が一層推進されるであろう。これら技術・標準

化動向にもスピーディに対応し，病院の業務合理化に貢

献していきたい。
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