
 
 

 
 

診断精度の向上を支援するソリューション 

Image Information Solution and Laboratory Test Information Solution 
for Improvement of Diagnostic Accuracy 

あらまし  

診療情報の電子化の波は，一医療機関における電子カルテ化から地域医療の連携基盤と

して拡大してきている。診療情報には，CTやMRIによる画像検査，血液や尿などの検体か

ら得られる検体検査結果がある。これらの検査を扱う画像診断部門や検体検査部門向けのシ

ステムは，部門向けの業務支援系システムとして普及してきた。しかし，昨今の医療機器の

高度化によって一患者に発生する画像データが飛躍的に増加していること，電子カルテ化に

伴い必要な診療情報が容易に参照可能となったこともあり，従来の業務システムから医師お

よび技師の意思決定を支援するシステム，さらには診断精度の向上を支援するシステムに変

わりつつある。 
本稿では，富士通が提供している診療画像ソリューションと臨床検査ソリューションの

現状と診断精度の向上を支援するための取組みについて述べる。 

Abstract 

A wave of medical record computerization is sweeping through the medical field, starting 
with individual hospitals and extending to regional cooperation.  Medical records include 
images obtained by computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) and 
numerical measurements of specimens such as blood and urine.  Systems for managing 
image and numerical information have become widespread as departmental business 
systems, and they are now evolving into decision-making support systems and systems for 
improving diagnostic accuracy because they transmit and process exponentially increasing 
image information for each patient and because they provide easy access to the electronic 
medical records.  In this paper, we introduce Fujitsu’s solutions related to medical images 
and laboratory tests and describe our activities for making systems better able to support 
improvements in diagnostic accuracy. 
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ま え が き 

 臨床現場における診断の根拠となる診療情報には，

CT，MRIなどの撮影機器で得られる結果がある。

また，血液や尿などの検体を分析装置にかけて得ら

れる検体検査結果がある。これらの検査結果は，臨

床上の病名を決定する上で重要視されている。画像

診断部門では，医療機器から発生する画像から病気

に関する情報を読み取る読影を主たる業務としてい

る。日々発生する画像データは，医療機器の進歩と

ともに膨大（1000画像以上/検査）になっており，

大量な画像データの中から正確に病変を読み取る必

要があり，医師の負荷も増加している。 
 このような背景から，近年，読影時の負荷を軽減

し，正確な読影を支援し，かつ，診断精度の向上に

貢献するシステムが求められている。 
 その中で，コンピュータ診断支援に関する研究も

進められ，一部，実用段階まできている。富士通で

は，画像診断業務を支援する診療画像ソリューショ

ンおよび検体検査部門業務を支援する臨床検査ソ

リューションを総称して中央診療部門ソリューショ

ンとして提供している。また，中央診療部門以外の

各診療科や病棟などで行った検査結果を管理する自

科検査ソリューションも開発中である。 
 本稿では，それぞれのソリューションについて，

現状と診断精度向上への取組みについて述べる。 

診療画像ソリューション 

 富士通が提供する診療画像ソリューションは，電

子カルテシステムと連携して検査オーダを受け取る

ことから始まり，実際に撮影を実施する診療放射線

技師を支援するシステム，画像の蓄積・伝送・表示

をするシステム，レポートを入力・参照して電子カ

ルテへフィードバックするシステムから成り立って

い る 。 こ れ ら の 機 能 を パ ッ ケ ー ジ 化 し て

“HOPE/DrABLE-EX”として広く医療機関に使用

いただいている。 
 病院内で発生する画像には，単純X線画像

（CR）やCT，MRIのような断層画像，血管造影や

超音波などの動画像，内視鏡の画像などがある。

HOPE/DrABLE-EXは，一人の患者の様々な検査

を俯瞰
ふ か ん

することができる（図-1）。また，同じ種類

の検査を時系列に並べて病巣の変化を観察すること

ができ，画像診断にかかわる医師を支援している。 
 放射線画像の観察は，従来，フィルムで行われて

いたが，撮影機器のデジタル化，電子カルテシステ

ムの普及により，モニタ上での観察が主流となって

きている。診療画像ソリューションは，フィルムを

使わないので現像液が不要となるばかりでなく，

フィルム保管場所の削減，廃棄物の削減など環境面

での貢献も非常に大きい。 
 

 

 
図-1 HOPE/DrABLE-EX画面例 

Fig.1-Screen example of HOPE/DrABLE-EX. 
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● 検像による精度向上 
 フィルムレスの時代になり，診療放射線技師によ

る撮影実施後，検査依頼元の医師が診察室のパソコ

ンで観察できるまでの時間が短縮化された効果は大

きいが，その反面，検査オーダの目的に合致した撮

影内容であるかの検証，画質の検証などが不十分な

状態で画像診断専門医のもとに撮影画像が送信され

るという問題が発生している。また，電子カルテシ

ステムが導入されている場合は問題が更に深刻にな

り，放射線部門での検証をすり抜けて不適切な画像

が院内に配信されるという危険が生じる。 
 この問題を克服するため，院内に画像を公開する

前に生成された画像の検証を行う「検像」という概

念とそのシステム化の必要性が，電子カルテとフィ

ルムレスの普及とともにクローズアップされてきた。

現在，検像システムは徐々に普及の段階まできてい

る。実際の診療現場での調査結果によれば，検像に

より配信前に不適切と判断される割合は，検査の約

1％であった。配信が不適切と判断されるケースに

は，つぎのようなものがある。 
（1） 部位の撮り違え 
（2） 向きの間違い 
（3） 手足など左右の間違い 
（4） 正面・側面の間違い 
（5） 画質が不適切（明るさ，コントラスト，ブレ） 
（6） そのほか（セットになっている画像の並び順, 

左右識別文字板の入れ忘れなど） 
 現在，検像運用を行っている施設では，検像専任

担当者を配置しているのが実態である。しかし，上

述のとおり，1％以外の検査は適切に撮影されてい

る。病院経営上，検像専任者を配置することは，負

担となっている可能性もある。このような状況の中，

現在，富士通は先進的な試みとして，検査依頼内容

（撮影部位や撮影方向）と実際に撮影された画像と

の不整合を，画像パターンマッチングの技術を用い

て自動検出することを試行している。実際の診療現

場での試行結果は，撮影割合の多い胸部や腹部の撮

影に対し，95％以上を正しく判定した。(1) 今後，さ

らに識別範囲を拡大し精度を向上させれば，アラー

ム対象検査のみを検像するだけでよくなり，検像専

任者の配置が不要となることが期待できる。 
 検像システムは，今後もその機能・性能を向上さ

せ，診断の精度を確保するために，配信画像の質の

担保に寄与していく。 
● 断層画像から3D画像へ，主観評価から定量評

価へ 
 まえがきで述べたように，CTやMRIからは日常

的に大量の断層画像が出力されている。これらの断

層画像により，早期にがんなどの病気を見つけるこ

とができ，病気の場所と病態を正確にとらえられる

ようになってきた。しかし，読影する医師にとって

は，たとえベテランであっても大量の画像を読影す

ることは労力を要するので，疲労による見過ごしが

起こり得るほか，スライスが薄くなっていることで

病態全体の3次元的な構造の把握が困難になってき

ている。そこで，1枚ごとの断層画像ではなく，ボ

リュームとして画像を扱う必要性が出てくる。 
 HOPE/DrABLE-EXでは，上記の問題を解決す

るため，所望の厚みで加算した画像を表示する

SUMや厚み中の最大値を投影するMIPと呼ばれる

表示機能などを備えている。図-2のように脳血管の

MRI画像において，断面画像では血管のつながり

がとらえにくいが，頭部全体のMIP画像を表示す

ると血管の走行がよくとらえられ，動脈がんを見つ

 

（a）MRI画像 （b）MIP表示  

図-2 頭部のMRI画像（一断層画像）と頭部全体のMIP表示の例 
Fig.2-One slice image from MRI of head and MIP representation of whole head. 
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けるのに役立つ。このほかにも断層画像上で指定し

た興味領域のみをボリュームレンダリング（VR）

表示するROI VRというオリジナルな機能も備えて

いる。これは，例えば肺内の断層画像上で肺がん候

補となる固まり（結節）がどのような形態をとって

いるか，周囲の血管とどのような関係にあるか即時

にとらえられる（図-3）機能で，読影医のみならず

診療科医にも好評の機能である。これらの3D画像

表示機能は，専用の3D画像表示装置ではなく，普

段診療で使っているビューアで容易に使えるので，

外来や病棟で患者への説明にも利用できる。患者に

とっても，自分の体内の病態の場所や大きさを確認

できるので，医師の治療方針も理解しやすく，納得

して医療行為を受けることが可能となる。 
 HOPE/DrABLE-EXでは肺内結節や肝臓がんな

どの体積を計測できる機能も備えている。従来は

1枚の断層画像上において結節などの異常部分の最

大径を測っていたが，それでは3次元的に扁平な形

や複雑な形の病変の体積を正確に測ることができな

かった。近年，厚さの薄い断層画像が撮影されるよ

うになったことと，HOPE/DrABLE-EXの画像処

理機能が強化されたことにより，病変部分の体積や

濃度の平均や分散など定量的な扱いが可能となって

きた。 
● 検診における画像診断 
 がんの中でも死亡者数の多い肺がんについては，

CT装置を使って早期発見によって治せるがんを早

期治療しようとして，多くの施設が肺がんCT検診

を行っている。そこで，撮影や読影の技術や知識を

共有化し，認定するために，NPO法人肺がんCT検
診認定機構が設立された。この中で，診療放射線技

師の役割として，結節などの異常箇所を医師に伝え

るという役割が新たに設けられている。富士通は異

常箇所を見つける技量を認定するための試験システ

ムを提供している。試験会場で約100人の受講者が

一斉にCT画像にアクセスし，異常箇所と思われる

部分に印を入れると，試験終了後即座に採点・分析

できるようになっている。このように診断精度を向

上するための診療放射線技師への教育に寄与する活

動も行っている。 
 検診においては，結節の時系列変化をとらえるこ

とも，医師が診断する上で重要な情報となる。富士

通では，3D画像解析で実現している体積計測から

結節のダブリングタイム（体積が倍になるまでの日

数）を算出するプログラムをプロトタイプシステム

に組み込み，臨床評価を進めている。これまで行っ

た臨床評価では，医師が判断に迷うような濃度の薄

い結節に対してダブリングタイムの数値が良性・悪

性の判断に参考になることが報告されている。(2),(3)

 このように，HOPE/DrABLE-EXは時代ととも

に変化するニーズに応えて今後も機能アップし，診

断精度の向上に寄与していく。 

臨床検査ソリューション 

 富士通の臨床検査ソリューションは，一般検査・

血液学的検査・生化学的検査などの検査を支援する

検体検査システム，微生物学的検査を支援する細菌

検査システム，管理血清の結果を管理する精度管理

システム，データの後利用を支援する検査室運営支

援システム，検査室外に検査結果を提供する検歴シ

ステム，感染症管理を行う感染症管理システムから

成り立っている。 
 検査室の業務は主に，医師から検査依頼を受け取

り，患者から検体材料（血液・尿など）の採取・検

 

（a）CT画像 （b）ROI VR表示  

図-3 肺内の結節に対するROI VR表示の例 
Fig.3-Example of ROI VR for lung nodule. 
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体の受付・検査準備・検査実施・検査結果確定を行

い，依頼医に結果を報告する。診療画像ソリュー

ションと違い，検査対象は，検体（血液や尿など）

となる。 
 検査室には，上記業務を行う上で，いかに早く・

安全・正確な検査結果を主治医・担当医に提供でき

るかが求められている。 
● 富士通の臨床検査システム 
 1995年ごろパソコンが普及してから，富士通グ

ループ内でも地域ごとに複数の臨床検査システムが

誕生し，環境変化・技術変化に迅速に対応すること

ができず，大きな課題となっていた。現在提供中の

パッケージ“HOPE/LAINS-GX”は今まで複数存

在した臨床検査システムを統合し，全国一律のサー

ビス・サポートの提供を実現した。この統合をきっ

かけに，20病院以上の要求仕様書の組込みや，電

子カルテベンダの富士通だからこそできる電子カル

テとの情報連携を実現させた。 
● 速く・安全に・正確な結果を提供 
 検体を測定する分析装置は現在の検査室に不可欠

なものであるが，その分析装置のデータの正確性を

担保する機能が精度管理である。精度管理にはコン

トロール血清を用いた分析装置の管理（以下，外部

精度管理）と，患者検体の測定結果の精度管理（以

下，内部精度管理）がある。 
 外部精度管理とは，測定結果の決まっている管理

血清を用いて測定を行い，その測定結果を蓄積する。

その蓄積したデータを基に，統計学的な手法で管理

することである。また内部精度管理とは，患者検体

の測定結果が正しく測定できているか（検体取り間

違いや分析時の機械的エラーなど）を確認すること

であり，測定結果の上下限チェック，前回値との比

較，デルタチェック，項目間チェックなどの手法が

ある。 
 しかし，これらの機械的な精度管理だけでは患者

検体を正確に測定できているとは断定できない。採

血したときの患者の病状などを考慮する必要があり，

患者の病名や服用している薬などにも測定結果は影

響しやすい。例えば，糖尿病患者は血糖値やグリコ

ヘモグロビンが高く，ワーファリンを服用すると，

PIVKA2の結果が「偽陽性」になってくる。(4)

 さらに，単純に病名や服薬の状態だけでは人間の

体内の状況は分からない。現在のコンピュータに実

装されているアルゴリズムでは考慮できない要素に

ついては，長年の経験で蓄積された臨床検査技師の

判断も重要になってくる。 
 そこで，HOPE/LAINS-GXは，コンピュータで

チェック（上下限チェック，前回値チェック，デル

タチェックなど）を行い，疑わしい測定結果につい

ては警告を出し，リアルタイムに電子カルテの病名

情報，投薬情報を測定結果と一緒に表示し，検査技

師の判断で結果の承認を行うようにしている。これ

により，コンピュータのチェックと臨床検査技師の

判断が互いに補い合い，より正確な検査結果を主治

医・担当医に提供し，診断の手助けを行えるように

した。 
 また，安全で正確な品質の高い検査結果を提供す

るという点では，ISO 15189(5)という国際規格があ

る。ISO 15189を取得することにより，検査室の信

頼と能力を対外的に示す有効な手段となる。

HOPE/LAIN-GXは，ISO 15189の要求事項に対応

しており，お客様（検査室）がISO 15189を取得す

る際にお役に立つものと考えている。 

 

～ISO 15189とは～ 
 ISOI/IEC 17025およびISO 9001をベースとし，臨

床検査室に特化した国際規格である。 
 正式にはISO 15189：2007「臨床検査室－質と適

合能力に対する特定要求事項」という名称である。 
 ISO 15189は，臨床検査室が以下を実証しようと

望む場合，臨床検査室が満たさなければならないす

べての要求事項を含む。 
・マネジメントシステムを運営し， 
・技術的に適格であり， 
・技術的に妥当な結果を出す能力がある。 
 ISO 15189はISO/IEC 17025同様，主に次の二つ

から構成されている。 
 「品質マネジメントシステムの要求事項」 
  →健全な管理に関する要求事項 
 「技術的要求事項」 
  →臨床検査室が請け負う臨床検査の種類に応じ

た技術能力に関する要求事項 
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自科検査ソリューション 

 これまで，病院内の中央診療部門で行われる診療

画像ソリューションと臨床検査ソリューションにつ

いて述べてきた。しかし，病院内の検査という観点

から考えれば，この中央診療部門以外で行っている

検査結果の取込みを行わなければ検査結果全体の管

理は行えない。中央診療部門以外で発生する検査と

しては，産科の超音波検査，耳鼻科の内視鏡検査や

ICUでの血液ガス検査などがある。そこで，富士通

は，各診療科や病棟などで行った検査結果を管理す

る「自科検査ソリューション」の提供を予定して

いる。 
 自科検査は，文字どおり自科で検査を行うことで

ある。その検査実施者は，各診療科の医師が自分自

身で行うことがほとんどである。そのため，自分に

対して検査オーダを発行することはなく，検査結果

も紙で保存し，診療を行う。電子カルテ化が進んで

いくと，紙で保存する検査結果は，電子カルテに記

載されず，結果の取りこぼしにつながる可能性があ

る。その日だけの診察では，問題はないかもしれな

いが，その患者の経過観察やほかの診療科の受診時

に自科で行った検査結果が見られないのは，診療に

支障を来す。 
 また，検査を行っているのに，会計入力をわざわ

ざ行わなければ，診療報酬を請求することができず，

請求漏れが発生しやすい。逆に，検査実施記録をカ

ルテに残さずに請求すると診療報酬などの請求誤り

につながってしまう。さらに，病院をまたがって受

診した場合，患者個人のヘルスケア記録を見られな

くなってしまう。 
 これらのことを解決させるために，自科検査ソ

リューションは病院にとって必須のソリューション

である。 

む  す  び 

 本稿では，画像診断業務を支援する診療画像ソ

リューション，検体検査部門業務を支援する臨床検

査ソリューションおよび上記以外の診療科や病棟な

どで発生する検査業務を支援する自科検査ソリュー

ションについて，富士通が現在提供しているソ

リューションとお客様のニーズの変化に対応した活

動について述べてきた。 
 一人の患者が医療機関内において受ける検査は，

多種多様である。中でも生体系検査結果，検体系検

査結果は，個人の診療情報としてどれも欠くことの

できない貴重な診療情報の一部である。富士通は，

一医療機関において発生する患者一人一人の診療情

報を大切にし，複数施設での検査結果を地域連携の

中で提供していく。さらには，ヒューマンセント

リックな社会において，いつでもどこでも精度の高

い検査結果を提供するソリューションを提供し続け

ていく。 
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