
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
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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。 
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診断用モニター：NDSdome 社製 E4c（2台）
サイズ30インチ　表示画素数2562×1600　最高輝
度360cd/㎡
PACS：スリーゼット社製 Caps-Web

【方法】参照用モニターによる画像診断を行ってい
る当院の医師に、画質面や利便性・等のアンケート
調査を施行し、評価を行う。
アンケート実施時期
第一期調査　平成23年5月16日～31日　（13名）
第二期調査　平成24年5月21日～28日　（18名）

アンケートの項目
画像へのアクセスについて
モニター診断の画質について

空間分解能について
濃度分解能について
輝度について
画像が不十分だったときの対応
患者様への病状説明のときに PACS を使い
こなせているか

【結果】目的の画像を表示させるまでにストレスは
ない ?

PACS のアプリケーション機能を利用して患者様へ
の説明で見やすく表示できていますか ?

GX2MP （参照用）→ 各診療科・各病棟： 計33台 

輝度は医用画像表示用モニタの品質管理に関するガイドラインで推奨され

ている170cd/㎡以上に設定 

E2c （診断用）→ 放射線科読影室 ： 1台 

 

E4ｃ （診断用）→ 放射線科読影室 ・呼吸器内科： 計2台 
※サイズ 30ｲﾝﾁ 表示画素数 2562X1600 最高輝度 360cd/㎡ 定価 80万 

 

 

参照用モニター GX2MP 

サイズ 20.1ｲﾝﾁ  

表示画素数 1200×1600  

最高輝度 300cd/㎡ 

定価 20万円 

診断用モニター E2c 

サイズ 21.3ｲﾝﾁ  

表示画素数 1200×1600  

最高輝度 600cd/㎡ 

定価 40万円 

◦ 参照用モニターによる画像診断を行っている当院の医師に、

画質面や利便性・等のアンケート調査を施行し、評価を行う。 

 

◦ アンケート実施時期  

◦ 第一期調査 平成23年5月16日～31日 （13名） 

◦ 第二期調査 平成24年5月21日～28日 （18名） 

 

 画像へのアクセスについて 

 参照用モニターの画質について 

◦ 空間分解能（鮮鋭度）について 

◦ 濃度分解能（コントラスト）について 

◦ 輝度（明るさ）について 

◦ 画像が不十分だったときの対応 

◦ 患者説明時に、ＰＡＣＳを使いこなせているか 

 画像用モニターの総合評価について 
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空間分解能について
肺野や骨梁、微細な腫瘍や石灰化や血管などの目的
物、辺縁がシャープに見えていますか ?

濃度分解能について
微細な腫瘍や血管などの目的物が、濃淡で周りと区
別できていますか ?

輝度（明るさ）について
画面の明るさはどうですか ?

画質面にて不満を感じた時、どのような対処を行っ
ていますか ?（複数回答可）
画質面の総合としてはどうですか ?

総合的（画質面、使い勝手等）にフィルムレスシス
テムはいかがですか ?

【まとめ】電子カルテ導入に伴い、参照用モニター
による画像診断を開始した。
電子画像管理加算による医事増収が図れた。
使用者である医師は導入から時間が経過するにつれ
PACS 等のソフトの使い慣れが見られる。
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また、アンケート調査により、医師は参照用モニタ
の画質面、総合面等でほぼ満足と感じている。

【考察】一枚のレントゲンフィルムを眺めていた時
代からフィルムレス環境における画像診断は格段に
変貌した。フィルムレス化が各地で進む中、高画
素・高輝度が必要とする一般撮影のみでの画像診断
が減少しつつある。マルチスライス CT やダイナ
ミックにおける何百枚という画像やそれらを重ねた
3D 画像、脂肪抑制法や拡散強調画像など多様な撮
像法を有する MRI 画像等で画像情報は膨大化して
いる。また複数のモダリティにおける多方向からの
画像診断が主流化しつつあり、モニター診断は欠か
せないものになっている。しかし膨大な画像を一分
一秒が惜しい外来診療においてゆっくり眺めるわけ
にはいかない。そこで医師からの要望を理解し、読
影医による迅速なレポートの返却や PACS 習熟指
導や快適な通信の確保などが求められる。

院内のフィルムレス環境の構築は、各外来や各病棟
で設置するため多数のモニターが必要となる。経営
状況が切迫する中、高価な診断用モニターを病院中

にたくさん設置することは厳しい状況にある。そこ
で前述した画像を充分表現できるだけのリーズナブ
ルな参照用モニターを診断用に近い設定にし、精度
管理を行い使用していくことを実施し、短い期間で
はあるがフィルムレス環境を運用していけることが
十分示せた。
さらにシステムの問題点等を顕在化させ今後のシス
テム環境の維持と向上につなげる。

 電子カルテ導入から、参照用モニターでの画像診断を開始した。 

 電子画像管理加算による医事増収が図れた。 

 （一般撮影57点、CT:MRI120点など） 

 アンケート調査により、使用者である医師は、時間の経過に伴い、

PACS等のソフトの使い慣れが見られる。 

 また、参照用モニターの画質面・総合面等でほぼ満足と感じている。 

 

 

 院内のフィルムレス環境の構築は、多数のモニターが必要となる。 

 経営状況が切迫する中、高価な診断用モニターを、多数設置することは

厳しい。 

 診断可能な画像を充分表現できるだけのリーズナブルな参照用モニタ

ーを診断用に近い設定にて、精度管理のもと、運用した。 

 短い期間ではあるが、問題なくフィルムレス運用が行えた。 

 今後、問題点等を顕在化させ、システム環境の維持と向上につなげる。 

 

 フィルムレス化が進む中、高画素・高輝度を要する一般撮影のみでの診断が減少 

 マルチスライスCTやダイナミックにおける何百枚という画像やそれらを重ねた３D

画像、脂肪抑制法や拡散強調画像など多様な撮像法を有するMRI画像等で画像

情報は膨大化 

モニター診断は欠かせないもの 

• 膨大な画像を一分一秒が惜しい外来診療においてゆっくり眺めるわ

けにはいかない。 

• 医師からの要望を理解し、読影医による迅速なレポートの返却や

PACS習熟指導や快適な通信の確保などが求められる。 

が、しかし 
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