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施設内ディジタル画像伝送システムの構築

中村 悟 小山矩 吉田彰 砂屋敷忠

広島県立保健福祉短期大学放射線技術科学科

抄 録

本学のX線CT装置， MRI装置， CR装置， DR装置 yカメラ装置の 5機種が医用画像ファイリングシステ

ムとDICOM3.0で接続され 各装置で発生する医用画像を共通に取り扱うことができるようになった。この

システムは，医用画像の統合的診断，ディジタル保存，施設内通信，画像処理の学習を目的として構築された

ものである O 施設内での 1 画像の伝送時間はファイリングまで含めて14~21秒であった。

キーワード:DICOM，ネットワーク，ディジタル画像
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VISICUL model 100 

(使用機種名:Sun SP ARC station 20) 

(使用 OS名:SunOS4. 1.4， Solaris2.5) 

Konica杜の医用画像ファイリングシステム O 各モ

ダリティからのディジタル画像はDICOM接続によっ

て，またアナログフィルムはフィルムディジタイザか

らVISICULに取り込まれ，光磁気ディスクにディジ

タル保存される O フィルムディジタイザのサンプリン

グ間隔は 120.6 f1 m~208.0μmで，六切から半切サイ

ズまでのフィルムを取り扱える。 IS&Cフォーマ y ト

の光磁気ディスクも使用可能である。種々の画像処理

も用意されており，画像をバイナリーファイルとして

保存することができる O 保存画像を出力するためのレー

ザイメージャも接続されている口

ワークステーション 1

(使用機種名:Sun SPARC station 20) 

(使用 OS名:Sun OS4. 1. 4， Solaris2. 5) 

VISICULとオンライン接続されている画像観察端

末。画像をレーザイメージャに出力することもできる。

VISICULで画像をバイナリーファイルと Lて保存す

ると外付けのハードディスクに患者情報を削除した両

像が保存される。現在はこの画像を使用して画像処理

の実習を行っている O またこの画像はネットワーク上

の他のUNIXマシンへftpコマンド(ネットワークでファ

イル伝送するコマンド)などにより伝送可能である。

化を診たりすることができる o CRT診断を視野にい

れ，各診察室を模したワークステーション 1~ 5でも

同様なことが可能である O そのほかに， VISICULで

画像をバイナリーファイルとしてワークステーション

1の外付けハードディスクに保存することができる O

この画像(学生の画像処理実習等に用いるため，患者

名等の患者情報を削除しである o )は，ネットワーク

上の他のUNIXワークステーションで利用でき，本学

ではワークステーション 1~ 5を用いて，学生の画像

処理実習や研究に利用している O

ワークステーション 2~5

(使用機種名:Sun SP ARC station 5， Sun UL TRA) 

(使用 OS名:Sun OS4. 1. 4， Solaris2. 5) 

VISICULとオンライン接続されている画像観察端

末。画像をレーザイメージャに出力することもできる。

現在はワークステーション lの外付けハードディスク

に保存された画像を使用して画像処理の実習を行って

いる。

各ワークステーションについて
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X線CT装置， MRI装置などの各モダリティで発生

する医用画像のフォーマットはメーカーによってまち

ま九であり.ぞのままでは瓦換'聞がないわしかしDICOMJ)

(Digital Imaging and Communication in Medicine) 

規格によってフォーマットの違う医用画像を共通に取

り扱うことができるようになる o DICOM規格は， 1993 

年に米国でつくられた規格で，その母体は米国放射線

学会と電気製造業界である O 日本では， DICOM規格

を日本の現状にあてはめるため，漢字などの多バイト

文字コードを利用できるように拡張されている O 本学

でも DICOM3.0が導入され，各モダリティで発生す

る医用画像をファイリングシステムで一元管理できる

ようになり，さらにそれらの画像を学生の医用画像処

理実習に利用できるようになったのでその概要を述べ

るO

本学に構築したDICOMネットワークシステムを図

1に示す。実習施設の各モダリティで発生したディジ

タルの医用画像情報は， lObaseTケーブルによりDICOM-

GW (ゲートウェイ)を介してVISICULファイリング

システム (Konica社)の光磁気ディスクライブラリ

にディジタル保存される O また，アナログフィルムや

IS&C (Image Save and Carry) 形式の光磁気ディ

スクの情報は，それぞれフィルムディジタイザやIS&

C用光磁気ディスクドライブから取り込まれ，同様に

ディジタル保存できる。光磁気ディスクライブラリは

l枚の容量が2.6GBの光磁気ディスク20枚で構成され

ており， 512 x 512ピクセルの圧縮なしCT画像(1両

像容量約0.53MB) であればで約9.8万画像を記録で

きる O 記録された画像は，モニターに同時複数枚表示

可能なので，例えば同 A 患者の頭部のCT画像と MR

画像を並べて表示したり，あるいは胸部写真の経時変

畳一

富田昌一一自

1999 

⑤問~

55-59 4 (1) 広島県立保健福祉短期大学紀要

システム構成

匡霊

はじめに



アナライズシステム(使用機種名:Sun S-4/5) 

(使用 OS名:Solaris2. 4) 

Mayo Foundationの画像表示・処理・解析ソフト

ウェアを有するワークステーションでワークステーショ

ンlの外付けハードディスクに保存された画像を使用

できる O 学外研究施設の同じシステムで取扱われた画

像情報を交換する目的で設置したもので，国内外との

共同研究を目的としている O

各モダリティの画像伝送の特徴について

X線CT(日立 W950SR)画像

画像{云送は，患者単位または画像単位のどちらか

を選択可能で画像伝送先も複数設定可能であるが，

現在はVISICULのみに設定されている o DICOM 

ネットインターブエースはX線CT本体に内蔵さ

れている O

MR (目立 MRH -500AD)画像

画像伝送は X線CT同様，患者単位または画像単

位のどちらかを選択可能。画像伝送先は最大16で

あるが，現在はVISICULのみに設定されている O

画像伝送及びデータ変換はMergeTechnologies 

社のMergeMVP(Multi-Vendor Protocol convert-

er unit) を使用している O

CR (FUJIX AC-3HQ)画像

CR画像の表示装置HI-C654で画像伝送コマンド

を実行し，伝送先に"Net."を選択すると画像情報

はNECのパソコン経由で伝送される。 (DICOM

規格の伝送ソフトウェアはNECのパソコンにイ

ンストールされている O 使用OSはWindows3.1)

画像単位の伝送のみ可能である。

DR (島津 IDR-700)画像

医用X線テレピジョンシステム (X線透視装置，

1.1.， X線テレビジョン装置)より得られる X線

画像をIDR-700でA/D変換後，光磁気ディス

クに保存し，その画像をIBM-PC互換機で伝送す

るo VISICUL側がマルチフレーム※に対応してい

ないため，画像単位の伝送のみ使用可能である O

IDR-700ではDSAの動画記録ができる O

yカメラ(目立 R W -3000)画像

核医学データ処理装置RW-3000のオプションプ

ログラム百ICOMI/F"を実行し画像情報を伝送

する o VISICUL側がマルチフレームに対応して

いないため，画像単位の伝送のみ使用可能である O

またVISICUL'まカラー画像をサポートしていな
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いため，送信されたカラー画像は白黒濃淡画像に

変換されて処理されてしまう O

※VISICULiま連続した画像も 1枚 l枚の画像とし

てファイリングする o MRI， CTでは患者単位の

複数画像でも 1枚 l枚の画像に対して患者情報

を持っているため患者単位での伝送が可能である

が，その他はそうではないために，画像単位の伝

送のみ可能である O

画像伝送時間等について

各モダリティからVISICULへの画像伝送がオーバー

ラップしないようにし 1画像を伝送するのに要する

時間等について表 1に示した。伝送時間とはVISICUL

が受信画像ファイルをチェックし，ファイリングを終

了するまでの時間である。また総伝送時間とはVISICUL

が伝送メッセージを受信してから画像伝送が完全に終

了するまでの時間である O

表 1 各モダリティからの 1画像伝送時間

表 lより，最も画像容量の小さいMR画像の総伝送

時間が約13.4秒，最も画像容量の大きいCR画像の総

伝送時間が約21.2秒であることがわかる o CRの画像

容量はMRの画像容量の約57倍もあるのに総伝送時間

は1.53倍程度である O このように画像容量の違いによ

る総伝送時間の差があまりないのは，正味の伝送時間

が最大で10秒程度なのに対して，画像ファイルサイズ

チェック，通知ファイル伝送等のファイリングに要す

る時間が，画像容量の大小にかかわらず約11.5秒必要

だからである O

まとめ

各モダリテイで発生する医用画像をファイリングシ

ステムにDICOM規格で伝送できるようになりディジ

タル画像として一元管理できるようになった。またそ

の画像をバイナリーファイルとして保存することによ

り，学生の医用画像処理実習等に使用できるようになっ

た。施設内での画像伝送時間は 1 画像あたり 14~21秒

で，実用上問題にならない程度であった。しかし装置

によっては 1画像単位の伝送しかできないものがある

ので，最低でも患者単位での伝送ができないと不便で

あり時間がかかる O また今後はRI画像，超音波画像

等のカラー画像を取り扱うことが増えてくると予想さ
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れるため，画像ファイリング装置はカラー画像をサポー

トする必要がでてくると思われる C

将来的には，学外からのアクセスを視野に入れて，

伝送速度やセキュリテイの問題を解決する必要がある

と思われる O また画像データベースの充実をはかり，

ティーチングファイル等の作成もおこないたい。

文献
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Construction of digital imaging transmission system 
in radiological department 

Satoru NAKAMURA Tadashi KOY AMA Akira YOSHIDA 
and Tadashi SUNA Y ASHIKI 

Department of Radiological Sciences and Technology， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

Abstract 

X -ray computed tomography (CT) ， magnetic resonance imaging (MRI) ， computed radiography (CR) ， digital 

radiography (DR) and y -camera were connected to medical imaging filing system with digital imaging and 

communication in medicine (DICOM3. 0) in our department. We can treat medical imaging generated from each 

modality in the same way. 

This system is constructed for integrating diagnosis， digital storage， communication in our department and 

learning image processing. 

It takes about 14 to 21 seconds to transmit one image including storage in our department. 

Key words : DICOM， network， digital imaging 
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