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 河上　聡
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会社概要

画像診断は医療の主役ではありませんが、

良い医療を提供するためにはかかせないものです。

京都プロメドは、患者様に

よりよい医療を提供したいと願う医療機関、

医師、技師のみなさまの力となることを

目標にしています。

遠隔画像診断のしくみ

遠隔画像診断サービス概要

NTT
IP-VPN

病院病院

ご要望に合わせて、最適なシステムを
ご提案いたします。

検査画像をProMedへ送信。

読影センター

独立した複数のブースで集中して
読影作業を行います。

データセンターデータセンター

読影データは、データセンターで
一括管理されます。

PACS（画像管理システム）

イーサネット回線
100Mbps

読影依頼

読影結果

検査画像 Gateway PC

京都プロメドの中心となっているのは、複数の医師が日勤時間帯

に常駐する読影センターです。私自身が現役の放射線診断医であ

り、読影環境の重要性を誰よりも感じておりますので、受付事務

や技術担当職員とも協力しあって、医師が落ち着いて読影に専念

できる環境を整えるようにしています。大学や大病院と変わらぬ

環境のもと、同等レベルの読影診断を提供できるよう読影医は

皆、日々努めています。また子育て支援の観点からこの度、本社施

設を拡張し、その一角に託児ルームを設置しました。子供を預け

ながら勤務できる体制づくりを進めることで、子育て世代の先生

達にも存分に力を発揮してもらい、今後さらに充実した読影診断

を提供できるものと思っております。

一方で、日々進化するシステムや通信技術は常に更新を進めてい

ます。読影用のPACS、読影端末やレポートシステムは大学と同等

のものを使用し、安定した運用と読影の質の向上を図ります。ネッ

トワークもNTT西日本様とタイアップし、安全かつ高速なネット

ワーク構築を行っています。また、小規模施設様向けの京都

ProMedCLの仕組みを今回リニューアルし、従来の画像送信の

手間を軽減し、読影依頼やレポート配信もより安全かつ便利に行

えるようになりました。京都プロメドでは大病院からクリニックま

で様々な検査を読影していますので、それぞれの施設様にあった

形での画像・情報送信が選択していただけます。ただし、いずれの

形式を選ばれても読影自体は全て同じ形で行っていますので安

心してご利用ください。　

これらの方針をご理解いただき、2007年の創業から現在に至る

まで「内容が不満で解約する」という事例は幸いありません。もち

ろん、個々の症例では診断内容や検査方法等に疑問が生じる場

合もありますので、その際には主治医や担当技師等の方々との対

話を通じてより正確な診断を目指します。こうした過程は、病院内

の放射線診断医が日々行っている仕事と何ら変わりありません。

私たちがご提供したいのは、単なる通り一遍の診断レポートでは

なく、医療人同士のコミュニケーションです。　

最近では日本海側や、関西にとどまらず東北等の医療機関様での

ご利用も増えてきました。我々の業務実績に対し少しずつ信頼を

いただけるようになった成果と思っております。今後も読影医の

不足する地域でも質の高い画像検査を実現していくことで、地域

の患者様に貢献できるよう引き続き努力していきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

京都プロメドでは医療機関様に
「ネットワーク越しのリモート読影室」をご提供したいと思っています。

京都プロメド株式会社
代表取締役　画像診断センター長
河上　聡

　受付時間
〈  平　日  〉 9：00 ～ 19：00

〈  土　曜  〉 9：00 ～ 17：00

〈日曜・祝日〉 9：00 ～ 16：00　※日曜・祝日は緊急依頼のみ受付
※上記時間内は、読影センター内の読影医及び事務員が、
　ご質問等に対応します。読影依頼自体は24時間受付が可能です。

※14時頃までの依頼であれば原則当日返信が可能です。それ以降のものは翌日午前中返信が原則となります。

診断レポートは当日（または翌日）に返信可能

緊急読影依頼への対応は原則１時間以内

その他の読影に関しても柔軟に対応いたします

高品質、高セキュリティの遠隔画像診断を提供する

京都プロメド株式会社

C O M P A N Y  P R O F I L E



優秀なスタッフと、読影室を
あなたの病院に。

京都プロメドは、4つの力で医療機関様のお役に立ちます。

1
読影の質とスピード

複数人の医師が常駐する読影センターを
持ち、大病院や大学と遜色のない環境で、
質の高い読影を行っています。診断レポー
トは、当日または翌日に返却。緊急時には
1時間以内の対応も可能です。

2
セキュリティへの十分な配慮

データのやりとりには、NTT西日本と提携
した安全かつ高速な専用回線IP-VPNを
利用。機器も含めNTTの一括管理でトラ
ブル時も迅速に対応します。
また、画像サーバー本体は「NTT京都デー
タセンター」に保管し、災害や盗難等によ
るデータの紛失や、情報漏洩のリスクを最
低限に抑えています。
さらに、医療情報安全管理推進部（MEDIS）
が認可する保険医療福祉分野のプライバ
シーマークも取得。運用面でも患者様の個
人情報保護に万全を尽くしています。

3
専門システムへの対応

主要各社のPACSとの接続およびレポー
トシステムとの連携実績は多数。システム
の構築や維持・管理は、専門的な画像・医
療システムに精通した専任のシステムエン
ジニアが行います。

4
確実かつスムーズな受付管理

お送りいただく画像の枚数は、専任の受付
スタッフが複数人で確認。診断レポートの
返却状況も厳重にチェックし、遅延がない
よう十分に注意を払っています。
ご依頼内容の入力も必要に応じて受付ス
タッフが行うため、現場の医療スタッフの
方々には負担をおかけしません。ご依頼内
容の変更・確認などにも、お電話にて細や
かに対応いたします。

京都プロメドの読影センターでは、大学や病院と同等の環境を整えています。

読影システムは、多くの医療機関で実績のある横河医療ソリューションズ製を採用。

読影に集中できるよう座席は個人ブースに区切り、参考文献もそろえています。

同時に読影できるのは最大8名で、常時5～6名の医師が勤務しています。医師同士

で議論を尽くすことによって多角的な視点から診断を下せることに加え、緊急読影

や診断レポートに関してのお問い合わせに対する対応も問題ありません。

読影センター

京都プロメドの読影センターの特徴

複数の読影医が、それぞれの専門領域に沿ったハイレベルな診断を行います。

難しい症例は複数の領域の読影医が相談し合い、多角的な視点から対処します。

ご依頼を受けてから1時間程度で診断を返却する、緊急対応が可能です。

検査方法や診断内容に関するお問い合わせには、電話にて即時対応します。

1

2

3

4

京都プロメドで読影を行っているのは、京都大学大学院 医学研究科 放射線医学講座

（画像診断学・核医学）に所属する放射線診断専門医です。

同学では従来より各地の医療機関様の読影をサポートしていましたが、現地へ医師を派

遣していたため限られた地域と時間での協力しかできず、緊急時の対応も困難でした。

そこで、より多くの医療機関様を支援できる

よう京都プロメドを設立。医師が移動せずと

も、画像送信可能なネットワークを構築しま

した。全国各地に同レベルの画像診断を提

供することによって、日本全体での医療の向

上に貢献したいと考えています。

京都大学医学部との連携

遠隔画像診断サービス内容
京都プロメドの遠隔画像診断サービスでは、高速かつセキュリティ上も安全な専用回線を使用しています。

「標準タイプ」と「システム連携タイプ」の2種類から、状況に合わせてお選びください。

なお、小規模医療機関向け「簡易タイプ」京都ProMed CLというサービスもご提供しています。

PACS接続に加え、各社の電子カルテなど
各社のレポートシステムもデータと連携します。
患者様の依頼情報も自動で転送できるので、
検査数の多い医療機関様におすすめです。

システム連携タイプ

件数目安及び
選択基準

回線

使用端末

申込から
開始までの期間

目安： ～1000 件／月
・依頼件数が多い
・運用にあまり手間をかけたくない
・現在入っているレポートシステムと連携させてレポートシステム
上で所見を確認したい

NTTのIP-VPN 回線を新たに敷設

当社GWPC or GWサーバを導入

約2～3ヶ月
（専用回線敷設＋システム連携にかかる期間）

まずはお電話、ホームページからお問い合わせください。資料をお送りしたうえで、お電
話にて病院様のご希望を含めた全般的なお話を伺います。

1. お問い合わせ

ご契約を検討いただける場合には、京都プロメドのスタッフが現地に伺い、システム設計
や運用などについてさらに具体的にお話を伺います。

2. 現地でのお打ち合わせ

3. ご契約お手続き

システムやネットワークの導入にあたっては、京都プロメドの専属システムエンジニアが
各部署のご担当者やメーカーの方とのお打ち合わせ、および現地での作業を行います。
専用回線への申し込み手続きやシステム連携の設定などもすべて京都プロメドにお任せ
いただけますので、通常の病院業務に差し障りはありません。

4. 各種工事、ネットワーク導入、システム設定

お申込みから約1～3ヶ月後が目安です。開始前には受付担当者が現地まで伺い、打合せ・
確認を行います。 ※運用開始日はシステム連携の有無によって異なります。

5. 運用開始

導入フロー 標準タイプ システム連携タイプ

導入フロー導入フロー 京都ProMed CL

専用の回線や機器は設置しないので、
初期費用やランニングコストがかかりません。
画像情報は匿名化して取り扱うため、
セキュリティ上もご安心いただけます。

簡易タイプ（京都ProMed CL）

件数目安及び
選択基準

回線

使用端末

申込から
開始までの期間

目安： ～20 件／月
・依頼件数が少ない
・すぐに開始したい
・低コストで依頼できるなら、多少の手間はかかってもいい 

ご自身のインターネット回線を使用

ご自身のパソコン

画像送信テスト後、翌日より開始可能
※導入に現地対応はありません

PACSまたは検査機器と接続し、検査機器から京都プロメドの
データセンターへ自動的に画像を転送します。患者様の情報や
読影指示などのご依頼情報は、スキャンやファイル共有など

ご都合のいい方法で別送していただきます。

標準タイプ

件数目安及び
選択基準

回線

使用端末

申込から
開始までの期間

目安： ～200件／ 月
・レポートシステムを導入していない
・レポートシステムはあるが、連携するための費用は掛けられない

NTTのIP-VPN 回線を新たに敷設

当社GWPCを導入

約1.5 ヶ月
（専用回線敷設にかかる期間）

1. お申し込みから契約まで
ホームページのお問い合わせフォームま
たはお電話からお申し込みください。画像
送信テストを行うための連絡を差し上げ
ます。テスト後契約書面を交わしていただ
き、手続き完了次第、アカウント・専用ツー
ル・マニュアルをお送りいたします。

2. ご利用開始の準備
マニュアル手順に沿って読影依頼・レポー
ト配信接続システム（いずれも専用ツー
ル）に使用するアカウント情報を入力し、
接続をご確認いただきます。

3. DICOM画像をアップロード
DICOM画像を保存したメディアを挿入し、専
用ツールの画像アップローダーを起動すると、
自動的に画像のアップロードを開始します。　
※画像内の情報は匿名化して送信されます。

4. 読影依頼
依頼用ツールを起動し、入力フォームに必
要項目を書き込んでご依頼ください。　
※フォームには画像上の情報（ID、検査日、検査
種別等）が予め表示されます。　※依頼内容は
VPN接続下で、内容も暗号化して通信されます。

5. 診断レポート返却
診断レポートのビューワー（専用ツール）
を起動すると、診断済み検査リストが表示
されますので、所見ボタンからPDF表示
し、その後保存または印刷してご使用くだ
さい。　※レポート配信はVPN接続下で、内容
も暗号化して通信されます。

読影、レポート作成

京都ProMed 
ゲートウェイPC
（+オーダーPC）

PACS レポートシステム

読影オーダー画像QR

各社レポートシステム

データ共有
（CSVまたはxml.）

オーダー作成

照合、画像転送

病院

データ共有エリア

データ取得、院内と統合

データ共有
（XML）

PACS
院
内
配
信
へ

読影、レポート作成

京都ProMed ゲートウェイPC

PACS レポートシステム

スキャン画像転送またはQR

依頼票

共有フォルダ

オーダー作成

照合、画像転送

病院

データ共有エリア

レポート検索、印刷（PDF）

レポート用フォルダ

PACS または 
検査機器

複合機（スキャナ、プリンタ）

読影、レポート作成

京都ProMed ゲートウェイPC

PACS レポートシステム

Faxまたは専用ツールから依頼画像転送

ご自身のパソコン

専用システム

オーダー作成

照合、画像転送

病院

データ共有エリア

レポート（PDF）確認

京都ProMed CL紹介動画
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