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高速Web画像・所見参照システムImageMARS

High-Speed Image Reference System ImageMARS

医療機関の放射線部を中心に，DICOMに準拠した医用画像の電子化が急速に展開されている。当社でも，画

像サーバ（ImageARQS），画像ビューア（ImageVINS）が開発･販売され，多くのユーザに利用されている。こう

したシステムは，通常，診断に利用されるため，画像情報のサイズも大きく，操作する上で専門的知識が不可

欠なため，簡単に扱えるものではない。そこで簡単に医用画像を参照できるためのシステムを目的に，福井医

科大学と当社が共同で開発したのがImageMARSである。ImageMARSは，診断自体はフィルムを使用すること

とし，画像情報を小さくするとともに診断情報化された画像を取り扱うことにより，容易に参照できるように

した。また，参照方法はイントラネットを利用することによって，どこでも参照できるようにした。

143

*1 医療情報システムセンター  開発部

*2 福井医科大学附属病院  放射線部

日　野　　雅　夫*1 田　中　　雅　人*2 上　坂　　秀　樹*2

HINO Masao TANAKA Masato UESAKA Hideki

Recently, medical imaging systems based on the DICOM standard have been growing rapidly, espe-

cially in hospital radiology department. Yokogawa has developed DICOM server (ImageARQS) and

DICOM viewer (ImageVINS), and both have been being used by many users.

The main purpose of this system using both ImageARQS and ImageVINS is supporting diagnoses on

CRTs.  From such viewpoints, it is not convenient that image data is usually large in size and the

system operation requires of users professional knowledge and skill in its handling. Therefore, we

have developed ImageMARS that can minimize the image data in size by separately using actual films

in diagnoses, and also handle or refer the diagnosed images by simply and easily. With linking in the

intranet environment, users can be provided medical images conveniently whenever necessary.

1. は  じ  め  に

医用画像の電子化は，DICOM規格とともに浸透してい

る。

DICOM規格に適合した画像情報システム（PACS）で

は，16ビット階調を持つオリジナルデータ（以下，生デー

タという）を取り扱うシステムが一般的である。

こうしたシステムは，生データに適切な調整（階調）を

行って検査目的に合致した画像として表現し，診断を行

うことを主目的としているため，調整可能な16ビット画

像データが必要である。

しかしながら，診断以外での利用を考えるといくつか

の問題点もある。

（1）データ量が膨大（代表的なサイズのCT画像１枚の

データサイズは約512 KB）となるため，ディスク上

に保存できる期間は比較的短期間となり，CD－R・

DVD－R等のチェンジャーが必要になるなどサーバ

設備が高価

（2）データ量が大きいため，参照時のネットワーク負

荷，レスポンスに影響

（3）専門家による適切な調整（階調）操作が必要となるた

め，手軽に画像を参照することが困難。また，調整

（階調）操作は専門家にとっても煩雑

（4）専用のビューアが必要

そこで，通常，医用画像を参照する場合，専門家に

よって調整され診断情報化された８ビット画像で臨床上

ほとんどの場合十分であることを考慮し，診断は従来通

りフィルムにて行うこととし，検査実施や診断時の過去

画像参照等，リファレンスを目的とした｢高速・コンパク

ト・簡単に利用できる医用画像システム」の実現を目指し

て，福井医科大学と当社が共同で検討・開発したのが本

システムである。

尚，本システムの成果は，福井医科大学により，1998

年，1999年のRSNAにて発表され，1998年には，Certifi-

cate of Meritを受賞した。

2. コンセプト

ImageMARSは前述のとおり，「高速・コンパクト・簡
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単に利用できる医用画像システム」が目的であるため，こ

れを実現するために，下記の３点を基本コンセプトとし

ている。

（1）様々な画像発生機器（以下，モダリティという）から

の画像を一元管理するために，画像取得に関して

は，世界的な標準規格であるDICOM規格を採用す

る。

（2）簡単に参照できるために，取り扱う画像データは，

診断情報化された８ビット画像とし，更にJPEG圧縮

をすることにより，画像データサイズを必要最小限

とする。

（3）生データに比べ情報量の少ない画像を利用するため

に，所見が画像と同時に参照できるようにする。ど

こからでも参照できるために，クライアントでの検

索・参照はWebブラウザで行う。超音波（US），内視

鏡（ES）といったモダリティは，8ビット画像データ

が出力されるが，CT，MR等は，16ビット画像であ

るのでフィルム出力（８ビット画像データ）をキャプ

チャーし，DICOM出力する機器を介する等の方法を

取っている。

3. 機  能  概  要

図１に，ImageMARSのシステム構成概要を示す。

ImageMARSは，サーバとクライアントから構成され

る。サーバにはWindows NT Server を採用し，CT，US

等のモダリティからDICOM Storage Serviceにより画像

を取得し，JPEG圧縮後，画像DBに格納する。クライア

ントのプラットフォームは特定せず，Windows NT, Win-

dows 95, Windows 98, Macintosh, UNIX等の各マシンか

らWebブラウザを利用して，サーバ上のJavaアプレット

をダウンロードして参照することとした。ダウンロード

されたJavaアプレットは，サーバ上の検索サーバとの間

でTCP/IPソケット通信により，検索結果及び各画像デー

タを受け取り表示する。

3.1 サーバ処理

サーバは，次の３つの機能から構成される。

（1）DICOM Storage Serviceにより，画像を取得し，

JPEG圧縮後，画像DBに格納する「画像取得」機能

（2）クライアントからのHTTPリクエストを処理する，

「Webサーバ」機能

（3）クライアントの参照アプレットからの要求を処理す

る，「検索サーバ」機能

3.1.1 画像取得機能

画像取得機能は，モダリティからの「C-STORE」要求に

従って画像データを取得し，２種類のJPEG圧縮画像（オ

リジナル画像，サムネイル画像）を作成し，画像DBに保

存する。サムネイル画像は，オリジナルサイズの縦横を

それぞれ，@1に間引いた画像である。これは，参照時に

複数の画像を一度に表示するために利用されるものであ

る。圧縮Qualityはモダリティ毎に要求される画質が異な

ることを考慮し，モダリティ単位で設定できる構成とし

た。また，検査情報として「患者ID，患者名，検査日，モ

ダリティ種別」に加えて画像ファイルへのポインタ情報，

画像枚数等を保存するとともに，参照時の検索を高速に

行うためのインデックスファイルを作成する。インデッ

クスファイルを更新する際，「検索サーバ」機能へ通知す

る。

図１　システム構成概要
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3.1.2 Webサーバ機能

Webサーバ機能は，Internet Information Server（IIS）

により，実現されている。本機能は，クライアントから

のHTTPリクエストを処理するだけの機能である。実際

の検索・画像の参照は，全てサーバからダウンロードさ

れたアプレットにより実装されている。

3.1.3 検索サーバ機能

検索サーバ機能はJavaアプリケーションにより実現さ

れており，クライアントにダウンロードされた参照アプ

レットからの検索要求及び画像要求を受けて該当する検

査情報及び，画像データを返信する機能である。

検索サーバは前述のインデックスファイルをハッシュ

テーブルに展開することにより，検査情報の検索の高速

化を実現している。

また，複数のサーバが存在する場合，検索サーバは他

のサーバに要求を中継し，全サーバの検索結果をまとめ

てクライアントに返信するサーバ連携機能も有してい

る。この機能により，利用者はどのサーバに接続してい

る場合も，個々のサーバを意識すること無く，必要な検

査情報及び画像データを参照することを可能としてい

る。

3.2 クライアント処理

クライアント機能は，Javaアプレットで実現されてい

る。Javaを採用した理由は次の通りである。

（1）ブラウザさえあれば，プラットフォームに依存せず

参照できる。

（2）複雑な処理を容易に開発できるプログラム言語であ

る。

（3）各客先毎のカスタマイズが容易である。

（4）安価である。

まず利用者はブラウザからURLを指定することによ

り，図２に示す検索画面を呼び出す。検索画面で患者

ID，患者名，検査日，検査種別を指定し，SEARCHボタ

ンを押下することにより，目的の検査を検索する。

図２は検査日のみを指定した例であるが，組み合わせで

の検索（AND検索）も可能である。

検索条件に合致した検査情報が下部にリスト表示され

る。表示される項目は患者ID，患者名，検査日，モダリ

ティ種別，画像枚数，所見枚数である。（患者名は図中で

は「???? ????」としてある）リスト内の１検査を選択する

と，右部に選択した検査の1枚目の画像が表示され，この

画像部分をクリックすることにより，図３に示すような

サムネイル表示画面が表示される。

図３の例は，単一検査の画像を表示する場合で，CRT

サイズと表示する画像のサイズに応じて，一度に表示す

る画像数を自動的に最適化して表示する。この画面で

は，ページ単位，画像単位での画像移動等の操作を行う

図２　検索画面例

図４　画像表示例（複数検査）図３　画像表示例（単一検査）
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ことができる。画像番号を直接入力することも可能であ

る。表示されている画像をクリックするとオリジナル画

像が，REPORTボタンを押下すると所見が，それぞれ別

ウィンドウに表示されるので，所見と画像を同時に参照

することができる。更に，連続した画像を指定周期で順

次表示することにより，シネ表示（疑似的な動画表示）機

能も有する。

図４の例は，複数検査（最大３検査）の画像を表示する

例である。同じ患者さんの，前回検査と今回検査の比較

表示や，CT，MRといった異なる検査画像を多角的に参

照する場合に有効な機能である。

複数検査表示も単一検査と同様に，CRTサイズと表示

する画像のサイズに応じて一度に表示する検査数，画像

数を自動的に最適化して表示する。単一検査と同様に，

各検査毎に，ページ単位，画像単位での画像移動操作が

できる他，画像単位で複数検査全てを同時に画像移動す

ることもできる。所見表示・オリジナル画像表示につい

ても，単一検査と同様である検査情報は守秘性の高い個

人情報であるため，利用者には一定の制限を設ける必要

がある。そのため，ImageMARSではユーザ名・パス

ワードによる個人認証による制限，端末のネットワーク

アドレスによる制限等，各病院の実状にあわせた方法に

より，利用制限を設けることができる。また，画像の配

信においても，端末に情報が残らない手法を採用してい

る。

4. フィールド評価

フィールド評価を簡単にまとめる。（詳細は参考文献を

参照されたい）画像情報のサイズは，DICOM Standardに

比べA;1～Ag1程度となった。同サイズのサーバであれば，

保存期間が10倍程度に拡張され，CD－R・DVD－R等の

チェンジャーが無くとも十分な期間の保存が可能であ

る。

・ 運用スピードは検索１秒以内，サムネイル表示（16画

像表示完了）２秒以内で非常に高速での参照が可能で

ある。因みに，福井医科大学では現在３台のサーバに

検査数で約24,000検査，画像数で300万枚を超えるデー

タが保存されている。

・ 簡単に過去の画像・所見が参照でき，検査の質の向上

と省力化が実現できた。

・ 他科の医師とのコミュニケーションが正確かつ迅速に

できるようになった。

・ 医師，技師，看護婦の教育用としても効果的である。

・ 他科の医師からも導入を要望する声が上がっている。

5. お  わ  り  に

｢高速・コンパクト・簡単に利用できる医用画像システ

ム」を実現するという，当初の目的は一応の達成を見た。

ImageMARSは，新たな付加価値を目指してカンファレ

ンスでの利用，動画連携，遠隔参照，HISとの連携等の

試みを行っているが，今後は，「高速・コンパクト・簡単

に利用できる」特長を生かした更なる付加価値の創造を進

めていきたい。

参  考  文  献
（1）田中雅人，上坂秀樹，石井 靖，山下芳範，“イントラネットを

用いた画像管理システム”，新医療，vol. 25, no. 284, 1998, p. 54-

57

（2）田中雅人，上坂秀樹，小室裕冉，河村泰孝，石井 靖，米倉義

晴，山下芳範，定藤規弘，日野雅夫，岡野泰三，“イントラネッ

トとJavaを用いた低コスト高レスポンス画像管理システム”，映

像情報，vol. 31, no. 10, 1999, p. 527-530

（3）木本達哉，“臨床における電子画像情報の有効運用”，新医療，

vol. 26, no. 297, 1999, p. 98-102

（4）田中雅人，上坂秀樹，小室祐冉，伊藤春海，山下芳範，米倉義

晴，定藤規弘，野津 勤，日野雅夫，冨澤英明，“疎結合マルチ

サーバシステムの実現”，国立大学放射線診療部門会議・画像管

理を検討する小委員会，1999年10月22日

（5）田中雅人，上坂秀樹，小室祐冉，伊藤春海，山下芳範，米倉義

晴，定藤規弘，野津 勤，日野雅夫，冨澤英明，“マルチエージェ

ントサーバシステムによる動画像への対応”，国立大学放射線診

療部門会議・画像管理を検討する小委員会，2000年2月23日

＊ 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。


