
ご清聴ありがとうございました 

演題は「放射線情報管理システムの導入経験につ
いて」です。

目的です。
当院では画像サーバーの更新に伴い、放射線情報管
理システム：RIS の入れ替えが決定しました。
HITACHI 社製から FUJIFILM 社の F・RIS へ入
れ替え、今年の4月から運用を開始しています。
時間の都合上、マスタ作成など一部割愛させて頂き、
従来より安全で質の高い検査を行えるシステムを構
築しましたので発表させて頂きます。

まず簡単に RIS とは、ですが、病院情報システム、
HIS（Hospital Information System）があるように、
放 射 線 科 に も 部 門 シ ス テ ム の RIS：Radiology 
Information System と言う「放射線情報システム」
があります。

演  題

044

放射線情報管理システムの導入経験について

発　表　者 長岡　敏 神奈川県　小田原市立病院

共同研究者 尾川　真太郎、河野　圭治、品田　厚、渡邉　智彦、稗田　洋二郎

結論 

•  肝造影CT検査における低管電圧撮
影は、ノイズ増加の影響より、造影コ
ントラストが上回るため、造影剤減量
が可能であることが示唆された。  

目 的 

• 当院では昨年度より画像サーバーの更新に
伴い、新しい放射線情報管理システム：ＲＩＳ
の入れ替えが決定した。 
 

• 従来より安全で質の高い検査を行えるシステ
ムを構築したので報告する。 
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その RIS の主な機能と致しまして、依頼された検
査の予約や受付、患者情報を装置に送って検査、会
計、読影、そして統計などがあります。

導入前の準備と致しまして、従来のシステムの問題
点を挙げ、どのように改善でき、業務効率が上がる
かをワーキングで何度も議論しました。

導入後ですが、実際に運用をしながら、使いづらい
点や、改善希望があれば、さらに変更可能かメー
カーと打ち合わせて行きました。

そのために、各 RIS 端末の横に用紙を置いて、不
具合に気付いた点や変更の希望、要望を募りました。

問題点とそれに対する改善例を実際の画像を交えて
上記2つを紹介します。
まずは、禁忌情報の警告メッセージです。

従来のシステムでは、RIS の内部で情報を持つこと
は出来なかったため、造影剤アレルギーの確認はカ
ルテで行い、造影剤アレルギーが出た場合は、その
患者の受診カルテを全科取り寄せて、造影剤禁忌
シールを添付していました。

ＲＩＳとは 

ＲＩＳの主な機能 
• 検査予約管理 
• 放射線検査依頼受付 
• 撮影装置への患者情報送信 
• 撮影装置から実施情報取込み 
• 照射録管理 
• 医事会計情報出力 
• フィルム管理 
• 画像診断レポート作成、管理 
• 各種業務統計処理 

導入前 準備 
• ワーキング 
 従来のシステムの問題点を挙げる 
 新システムでどのように改善できるか確認 
  

• マスタ作成  

 ※ＨＩＳ－ＲＩＳ－医事会計 
 ※デフォルト、ショット、セットなど 
 ※薬剤、物品 
  

• 施設見学、テスト、操作トレーニング 等  

導入後 確認 

• マスタ確認  
 ※ＨＩＳ－ＲＩＳ－医事会計 
 ※デフォルト、ショット、セットなど 
 ※薬剤、物品 

 
• データ移行確認 

 
• 運用後の問題点、修正点 

問題点、修正点の回収 

些細なことでも結構です。
不具合に気づいた箇所や希望、要望があれば記入して下さい。

システム担当

確認チェック

RIS変更希望シート

月／日 モダリティ 場所・項目 内　　容 記入者

具体例 

• 禁忌情報の警告メッセージ 
  

• 過去画像、レポート参照 
  

• 画面レイアウト 
   

• デジタル管理 
 （統計、機器点検表、当直簿） 
  

• 掲示板 
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新システムでは、RIS にデータを入力すれば、検査
実施画面を開くと、造影剤ボタンが赤く表示し、そ
のボタンをクリックすると詳細を知らせてくれる機
能になりました。

私たちはさらに見落としをなくすために、この検査
実施画面、を開いた時点で、警告メッセージをポッ
プアップしてくれるようにカスタマイズしました。

重篤な副作用が出た場合は、薬剤科を通して HIS
の端末にも表示していますが、このシステムではそ
れ以下の軽微な副作用や造影剤情報を放射線科内で

も持てるので、現場では見落としがなく、患者には
より安全な検査を提供しています。
現場には依頼科のカルテしかありませんので、以前
は確認が大変で、そこで時間が掛かっていましたが、
RIS 内部にも情報を持てる事で、他科の情報も一括
管理出来る様になり、スムーズに検査を行なってい
ます。

次に過去画像、レポート参照です。

従来では RIS から画像サーバーにアクセスするこ
とが出来なかったため、隣に HIS 端末を置き、そ
こから過去画像を参照していました。
そのため、HIS 端末にも患者 ID を入力するなど、
時間がかかっていました。
また、RIS 端末の隣に HIS 端末がない場合は、最
寄りの HIS 端末まで確認しに行くのが手間でした。

造影剤（警告メッセージ） 

造影剤（警告メッセージ） 

造影剤（警告メッセージ） 

造影剤（警告メッセージ） 

具体例 

• 患者の禁忌情報のポップアップ 
  

• 過去画像、レポート参照 
  

• 画面レイアウト 
   

• デジタル管理 
 （統計、機器点検表、当直簿） 
  

• 掲示板 
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新しいシステムでは MWM 接続とアクセッション
番号で、レポート診断までを管理しています。
これは CR コンソールと RIS の一体型の画面です
が、導入後は各端末からサーバーにアクセスさせ、
過去画像、読影レポートを依頼画面や撮影画面から
参照出来るようになり、その場で撮影前に確認可能
になりました。

膝の撮影で一例を紹介します。
普段は膝の関節面を中心に撮影するのですが、過去
画像を確認して、金属プレートが下に長く入ってい

るのがわかり、フィルムを少し下にずらして欠かす
事のない撮影が出来ました。

コンソールと一体型でない通常の RIS 端末も、画
像参照からや検査実施画面から任意の画像を参照で
き、モダリティ間を超えて検査に役立っています。

レポート参照も、同じようにサーバーにデータをア
クセスしていますので、ワークリストの検査歴から
や検査一覧から見られるようにしています。

過去画像参照（一体型） 

過去画像参照（従来） 

過去画像参照（ＲＩＳ） 

過去画像参照（ＲＩＳ） 

過去画像参照（現在） 

レポート参照 
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RIS 端末で過去画像、レポートが見られる事は、
我々技師の導線を短くし、撮影時間の短縮・再撮影
の軽減・再現性の向上につながっています。

警告のポップアップ機能をはじめとして、当院オリ
ジナルのカスタマイズは100を超えて現在に至り、
検査の煩雑さや、間違いを減らし、効率の良い業務
を提供しています。

結論です。
放射線部門の業務の効率化を向上させるためには、
このシステムの構築は必要不可欠です。
システムを新しくすることは、機能が良くなり、出
来る事が増えるのは当たり前ですが、事前にどのよ
うなシステムを構築したいのか、様々な視点から議
題を挙げて作成することが必要です。
また、今後の電子カルテを見据えて、ペーパーレス
も視野に入れたシステム作りも目指し、MPPS な
ども将来持てる枠を設けました。

検査一覧 

25 検査ワークリスト 検査タブで呼び出し状況を使えるようにする 4/26
26 使用記録簿（RI,PET） 使用記録簿で検査種の条件を選択できるようにする 4/26
27 RI実績（RI,PET） RI実績で検索条件に検査種を用意する（帳票に検査種を表示する） 4/26
28 検査予定表 検査種のボックスを上にして、検査種ごとで印刷。部屋を入れた場合は検査種＋部屋で印刷。 4/26
29 検査ワークリスト（コンソール検索時に一件しかヒットしなくても検査実施画面まで展開しない設定をもてるようにする 4/26
30 検査実施 一時保存後に再度、検査変更追加をするとデフォルト物品を読み込まない 4/26
31 検査予定表 病棟コードではなく病棟名称を表示し、リスト名で他検査/状況を表示する。 4/26
32 機器点検簿 点検日付、点検対象、機器を左寄せにする 4/26
33 機器点検簿（帳票） 項目削除(機器型式名,製造番号,製造販売業者名,購入年月日,装置室名,保守形態,医療機器安全管理責任者) 4/26
34 マスタ ショットマスタの見直し 4/26
35 コンソール 検査完了ボタンの色を変更する 4/26
36 コンソール 検索ボタンの色を変更する 4/26
37 RI 放射性医薬品管理画面で管理状況の各ステータスの色を保管廃棄の背景色にする 4/26
38 機器点検 特記事項については入力欄を横幅を増やして、縦幅を短くする 4/26
39 機器点検 フォーマットを選んだ際にデフォルトで機器も選択されるようにする 4/26
40 機器点検 PETCTでは小数点を表示できるようにする 4/26
41 コンソール ワークリストのリストでオーダコメントの有無が表示されていない 4/26
42 掲示板 掲示板機能の修正 4/26
43 RI RIミルキング帳票 4/26
44 マスタ マスタメンテにロック画面が出力した際に、ホスト名と場所を表示するＮａｍｅ１を表示 4/26
45 当直簿 当直簿の条件で当日も選べるようにしてほしい 4/26
46 当直簿 当直簿のリストにおいて「[日勤]8:30～17:15」のリストを作成する 4/26
47 メニュー メニューの文字がアイコン同士でかさなってしまう 4/26
48 RI 放射性医薬品画面で保管廃棄を選択した場合、デフォルトで廃棄場所を「RI保管庫（廃棄）」にする 4/26
49 RI 受入日の初期値を今日に変更 4/26
50 照射録 患者番号での特定をできるようにする 4/26
51 統計 統計リリース 5/17
52 RIS全般 前日から起動している端末でフリーズしていることがある 5/17
53 RIS全般 前日から起動している端末でメニューがない状態でRISを起動すると起動しているとのメッセージが表示される 5/17
54 検査ワークリスト 受付のファンクションキーが動作しない場合がある 5/17
55 検査ワークリスト 検索した際に、カーソルが一番上に合わさるが画面も上に合わせるようにする。横のスクロールも戻せるようにする 5/17
56 検査実施 RI端末のRI,PET検査種のみ一時保存ボタンを消したい 5/17

57 検査実施
全中止時でいいえを押した際に「全ての検査を中止し、物品、詳細を削除しますか？」にする。
→いいえの場合、何も処理せずにもどる

5/17

58 検査実施
中止時でいいえを押した際に「検査を中止し、物品、詳細を削除しますか？」にする。
→いいえの場合、何も処理せずにもどる

5/17

59 紹介病院 紹介病院の統計の数が合わない 5/17
60 検査ワークリスト 検査ワークリストからの中止 5/17
61 コンソール ショットマスタの切り替え 5/17
62 検査実施 物品名称の幅をずらさないで表示したい 5/17
63 使用記録簿 使用記録 5/17
64 検査実施 モダリティのTV室で条件の透視mAを小数点で入れられるようにする 5/17
65 検査実施 フィルム分割数を修正 5/17

画像・レポート参照は 

• 検査の導線短縮 
 

• 撮影時間の短縮 
 

• 再撮影の軽減 
 

• 再現性の向上 

検査一覧 

66 コンソール タブの名称を夜間→時間外 5/17
67 検査ワークリスト ワークリストの自動更新時に検査暦、他検査のリスト選択が一番上に戻ってしまう 5/31
68 検査ワークリスト 患者番号検索した際に１件以上検索された場合、一番上にカーソルを合わせる 5/31
69 コメント入力ボックス コメント入力時のコメントボタンを追加した際に改行するようにする 5/31
70 RI 核種の隣に全表示ボタンを用意する。チェックなし時は特定薬品のみ表示 5/31
71 コンソール フィルムの物品を追加登録したときに最後に登録した物品が表示されない。依頼表示をクリックし、戻ると表 5/31
72 紹介病院 紹介病院で年度報でもだせるようにする 5/31
73 コンソール 部位のイメージ図を出せるようにする。 5/31
74 機器点検 機器管理の帳票印刷で特記事項の縦幅を４倍にする 5/31
75 検査実施 検査詳細の条件名称の幅を検査種ごとに設定する 5/31
76 統計 物品件数（検査種別）、物品件数（検査室別）、検査条件において年報、年度報でも出力できるようにする 5/31
77 統計 依頼科別の統計を作成する。患者数のみで出力できるようにする 5/31
78 統計 検査条件でだす項目を検査種ごとに出せるようにする 5/31
79 検査予定表 shot数、film数で名称を「shot数」のみにし、カウント数を実施済みの検査詳細数にする 5/31
80 機器点検 機器管理でPETの「ノーマライズ実施」項目のみ未実施、実施にしたい 5/31
81 統計 時間内・時間外のチェックを用意し、チェック時のみ該当のデータを表示する 対応することができない旨を説明しました 5/31
82 統計 検査条件の統計でも検査室別でカウントする 5/31
83 機器点検 点検者は前回値を表示する 5/31
84 コンソール 検査全中止ボタンとサマリボタンを入れ替える 5/31
85 機器点検 ＭＲ２点検フォーマットを作成する 5/31
86 PET PET-CT端末の薬品受け入れのデフォルトをFDGスキャン注にする 5/31
87 検査実施 RIS、コンソールの中止、全中止の表示位置を入れ替える 6/21
88 実績一覧 実績一覧の期間レンジを1週間から一ヶ月の期間幅にする 6/21

89 機器管理
機器点検管理表で穴をあけるので全体を下げる。1.7cm程度余白をだす。各項目の縦幅を少しのばす。PET
の点検項目を確認し、項目と特記事項の枠を２ｃｍぐらいあける

6/21

90 機器管理 機器管理項目一覧を作成する 6/21
91 検査ワークリスト 検査歴で表示されるステータスをキャンセル以外すべて表示する 6/21
92 RI RI一時保存ボタンを実施し、再度開くと再度、検査詳細を読みこむ 6/21
93 機器管理 機器管理票のRIS・REPORTを選択した際、特記事項がプレビューに表示されない 6/21
94 RAWデータ 実施者を出力する際にコードと名前が一緒に表示されるので名前のみ表示する 8/14
95 検査ワークリスト 自動更新時にレポート表示を上までスクロールしないようにする 8/14
96 検査ワークリスト 特定の操作で端末がフリーズする障害対応 8/14
97 検査ワークリスト 画像参照ボタンを押した場合、スコープを呼び出すようにする 8/14
98 検査ワークリスト カレンダーに休日&祭日の場合は赤字表記にする 8/14

99 検査実施
RI受入れ薬剤にて購入を　　　Aが2本　　　Bが2本　としても会計時の使用入力では、
『BABA』とランダムに表示されてしまうので修正する。

8/14

100 検査実施 撮影装置選択欄を表示しないようにする 8/14
101 検査実施 値を中央揃えにする 8/14
102 RI 使用記録簿のフォーマットを一部修正 8/14
103 RI 使用記録簿で特定技師が依頼科に表示されることがある障害について修正 8/14
104 コンソール 各項目欄のスクロール幅で１クリックでの移動幅を大きくする 8/14
105 コンソール フィルム分割、理由の余計な空白をなくす 8/14
106 コンソール 検査詳細の幅を条件名称幅に調整する 8/14

カスタマイズ（当院オリジナル） 

No レポート 備考 対応日
1 レポートワークリスト タブ移動時に検索を行わない 4/17
2 レポート記入画面 キー画像を削除する際に確認メッセージを表示しないようにする 4/17
3 レポートワークリスト レポートワークリストで検索タブのタイトルが変わってしまう 4/17
4 レポート記入画面 紹介病院を登録するスペースを広げてほしい 4/17
5 全文検索 全文検索再作成処理 5/31
6 レポート記入画面 レポートシステムの旧システムで使っていた特記事項を移植する 6/21

No RIS 備考 対応日
1 RI 放射性医薬品登録時の検定時間を消す 4/17
2 RI 使用物品の投与時間を消す 4/17
3 RI 数量についてプルダウンにする（1～10） 4/17
4 RI 放射性医薬品登録編集画面の次へボックスを直す 4/17
5 検査ワークリスト 自動検索エラーが発生 4/17
6 検査ワークリスト 受付タブで検索をかけるとリストの並び順を変更したものが戻ってしまう 4/17
7 シールラベル（ポータブル） ラベルシールにおいて名前が長い患者名が切れてしまう 4/17
8 検査ワークリスト 検査ワークリストの各タブで検索ボタンを行った場合はカーソルを上に合わせる 4/17
9 RI 使用物品の数量が入っていないので「1」を立てる 4/17
10 検査変更 検査変更画面で追加削除し保存する時に確認メッセージを表示するようにする 4/17
11 検査ワークリスト 検索条件のタイトル名とボックスを近づける 4/17
12 検査ワークリスト ラベル印刷もファンクションでできるようにしてほしい F8キー 4/17
13 検査ワークリスト 検査予定日が本日ではないオーダの受付を行う場合は警告メッセージを出してほしい 受付タブ、検査タブ 4/17
14 機器点検 印刷フォーマットに応じた検査室が自動的に選択されてほしい 部屋もデフォルトで選ばれるようにする予定 4/17
15 検査ワークリスト 優先受付ボタンとファンクションキーを用意する F5キー 4/17
16 RI 容量、比放射能を消して、検定量のみ表示する 4/17
17 RI RIとPETで使用する放射性医薬品を区別したい 4/17
18 検査予定表 検査予定表にHIS依頼コメントを表示する リスト名を変更する予定 4/17
19 検査ワークリスト 検査予定日が本日ではないオーダの受付を行う場合は警告メッセージを出してほしい(コンソール) 4/17
20 検査ワークリスト キャンセルオーダを見えるようにしてほしい 4/17
21 RI 放射性医薬品管理でのシリンジ、ミルキングの在庫表示の不具合 4/26
22 コンソール 実施者を選択するスクロール部分の動きをワンクリックで切り替えてほしい 4/26
23 造影剤 造影剤の表示をわかりやすくする 副作用の重篤度の名称を短くしました 4/26
24 RIS 使用物品編集画面で放射性医薬品名称をすべて表示するようにする 4/26
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日々変化する業務内容にも、未来のヴィジョンを
持って、柔軟に対応出来るシステムにすることが重
要であると思います。

ご清聴ありがとうございました。

結 論 

• 事前にどのようなシステムを構築したいのか、
様々な視点から議題を挙げて作成することが
必要である。 

 
• 日々変化する業務内容にも、未来のビジョン
を持って、柔軟に対応出来るシステムにする
ことが重要である。 

 

ご清聴ありがとうございました 

小田原城 

【目的】当院では、2005年3月より簡易的な PACS
を導入。DICOM 画像を保存し、院内へは LAN
ケーブルの都合で JPEG 画像のみ配信していた。当
時1M 程度の汎用モニターしかなく、画素数の多い
CR 画像の診断は厳しく、フィルムを使用していた。
2011年4月より電子カルテが稼動し、PACS ソフ
トを更新。2メガ画素参照用モニターを設置し、画
像診断は、MMG（マンモグラフィ）を除き、フィル
ムレス化とした。

今回、導入したモニターの画像診断における評価を
検討する。

導入した環境
参照用モニター：NDSdome 社製 GX2MP（33台）
サイズ20.1インチ　表示画素数1200×1600　最高
輝度300cd/㎡
診断用モニター：NDSdome 社製 E2c（1台）
サイズ21.3インチ　表示画素数1200×1600　最高
輝度600cd/㎡
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 当院では、2005年3月より簡易的なPACSを導入。DICOM画像を

保存し、院内へはＬＡＮケーブルの都合でJPEG画像のみ配信し

ていた。当時１Ｍ程度の汎用モニターしかなく、画素数の多いCR

画像の診断は厳しく、フィルムを使用していた。 

 2011年4月より電子カルテが稼動し、PACSソフトを更新。2メガ

画素参照用モニターを設置し、画像診断は、MMG（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ)を

除き、フィルムレス化とした。 

 今回、導入したモニターの画像診断における評価を検討する。 

 つるぎ町立半田病院ＤＡＴＡ 
診療科9 病床数134 常勤医師数17 職員数188 
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