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遠隔医療の進展

京都プロメドの遠隔画像診断に対する考え方

D to DからD to Pの遠隔医療に向けて
河上 聡
京都プロメド株式会社

はじめに

在職病院の新規移転、放射線機器・システムの全
面更新を経験したため、必要に迫られ全国でもか

ドクター間の D to D（Doctor to Doctor）遠隔医

なり早い時期に PACS への全面移行、レポートシ

療（情報共有）として遠隔画像診断は十年単位の年

ステムを中心としたシステム連携等を行った。従来

月を経て、ある程度の成果を収めているかと思われ

のフィルム、手書きレポート時代には、シャウカス

る。今後はネットワーク越しの診察をはじめとする

テンさえあればどこでも所見をつけられた。また、

対患者D to P（Doctor to Patient）遠隔医療の普及、

個々のモダリティごとにフィルムが出力される場所

発展が新たな課題となるであろうが、それに際して

が異なる等の問題もあり、読影室にわざわざ重い

先行しているD to D の代表格である遠隔画像診断

フィルム袋をたくさん運ぶという作業も骨が折れ、

の事例が多少でも参考になるかもしれないと思い、

読影は検査室ごとに分散している状況も多かった。

本稿で京都プロメドの遠隔画像診断に対する従来

しかし、PACS導入、モニタ診断への移行とともに、

から今に至る考え方を紹介する。

読影端末のあるところでしか所見がつけられず、か
つ読影端末特に高精細モニタの高価格さゆえ端末

病院業務スタイルにみる遠隔医療の発展

台数が限られるという現実に迫られる一方で、
PACSによる情報の一括管理ができるのであれば

京都プロメドは 2007 年に創業以来、本年で 11 年

読影は全モダリティを1ヵ所で行うほうが効率的と

を数える。当初からの基本ポリシーは「ネットワー

考え、読影室での集中読影を採用した。ちなみに

ク越しのリモート読影室」であり、これはずっと変

新病院開設時にはフィルム読影も可能な環境を残し、

わっていない。現在ではかなり浸透したリモート読

フィルム読影、モニタ読影どちらでも好きな方を選

影室の考え方は、実は病院内のシステムの変遷に

べば良いという状況を作ってみたが、常勤、非常

伴って生まれてきたものであり、かつ、遠隔医療の

勤あわせて10 人以上の読影医の誰 1 人としてフィ

先駆的存在である遠隔画像診断の発展にもかかわっ

ルム読影を選択するものはいなかった。当時は少し

てきたと考えている。まずはこの歴史的背景を簡単

驚いたが、今から思えばフィルムを並べる煩わしさ、

に振り返りたい。

過去画像比較の際の効率の悪さ等を考えれば至極
当然の結果であったといえよう。複数の読影医が同

PACS：院内読影形態の変化
京都プロメド設立を考慮し始めるより少し前、
2000 年代前半はちょうど PACS の創成期ともいえ
る時期であった。筆者は、たまたま2000 年前後に
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じ読影室に集まれば、症例ごとの相談や情報共有
も容易となり、読影の質の向上にもつながる。

図1

京都プロメド読影室風景

現在、大学や大病院での使用にも耐えられるレベルの読影端末を総数13 台保有し、複数
の読影医が同時に読影にあたれる体制を構築している。1ヵ所に集まれば、読影医同士の
ディスカッションも行いやすい環境にある。

脱フィルムによる院内情報共有形態の変化

ワークインフラも当時急速に進歩していた。光ファ
イバの普及により、院内と同等とまではいかないが、

読影医側の業務形態の変化だけでなく、臨床医

十分実用に耐えるスピードでの画像転送も可能と

との情報共有にも大きな変化をもたらした。臨床医

なった。院内でCTやMR、単純写真等のモダリティ

側からしても、従来はフィルムが手元になければ当

ごとの情報が PACSに集約され、集中読影可能と

然画像は見れず、レポート内容も確認できない（当

なったのと同様に、各病院の PACS があたかも1 つ

時はフィルム袋にレポートが入っていることも多

のモダリティとなり、さらにそれが京都プロメドの

かった）
状況から、画像・レポート配信により、病棟、

読影室に転送され、京都で大学病院と同等の環境

外来、あるいは医局ででも場所を問わず情報に接

で集中読影できるようになった。京都プロメドの読

することができるため診療効率は向上した。それに

影室は、日勤帯（現在は 9 時から19 時）に複数読影

加え、読影医との情報交換、疑問点の解消や治療

医が常駐（開設当初は 3 台の読影端末だったが、現

方針の相談等も、以前のようにフィルムを抱えて読

在は13 台に増設）し読影にあたるので、院内とほ

影室に足を運ばなくても、同じ画像が表示された異

ぼ同様の読影が可能であり、緊急読影には1 時間程

なる場所の端末画面を共有しながら院内 PHS で話

度での対応が可能となる。読影医が常駐している

をすることで、外来等の業務を行いながらでも十分

ので、依頼元の主治医や担当技師とも直接電話対

な意見交換が可能となり、情報交換の質、スピー

応が可能であり、所見に関する問合せやディスカッ

ドともに向上した。そして、極端なことをいえば、

ション、検査方法の相談等も直接話をしながら進め

大病院ではお互いの顔はよく知らないが、頻繁に話

ている（図1）
。また、予期せぬ病態が発見され緊

をし、情報を共有しているという関係も成立するよ

急の処置が必要と思われるときにはこちらから電話

うになった。

連絡をして所見を早めに確認してもらうことも行っ
ている。これらは、距離こそ離れているが、上述

ネットワークインフラ：情報共有の広域化
院内の環境変化に時をあわせ、社会的なネット

の現在の院内での情報共有とまったく同じとはいわ
ないもののかなり近い状況に実現できていると考え
ている。余談であるが、遠隔画像診断は「顔が見え
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図2

京都プロメド受付、システム側風景

図3

効率の良い読影をサポートするために、過去画像も含めた画像転送
状況や依頼内容の確認を細かく行う。また、手書き依頼内容の代行
入力にも対応しており、極力依頼元病院スタッフの負担を増やさな
いように心がけている。

京都ProMed CL紹介動画

小規模医療機関向けサービスの京都 ProMed CL
システムを紹介。

ない」という言葉の表面だけを捉えて論じる方がお

大病院と同等かそれ以上のものである。一般病院

られるが（ではテレビ電話なら良いのかという単純

では、必要性はあっても、人員確保、設備投資共

なものでもないことはいうまでもない）
、筆者は情

になかなか自前でもつことは困難な規模のものであ

報の共有とコミュニケーションが十分に行えていれ

るので、シェアリングで補えるメリットは大きいか

ば、物理的に顔を合わせていなくても、お互いに必

と思われる。また、最近のカーシェアリングの例で

要としている最も大切な部分は十分に見えていると

もわかるように、シェアリングのメリットは、
「常時

考えている。また、XML 等の情報共有の一般的な

持つ必要はないが、必要時に必要なだけ利用できる」

仕組みを使って院内レポートとも連携できるし、画

ということにもある。このメリットを、クリニック

像もDICOM 接続で自動的に転送される仕組みを作

を始めとする小規模医療機関でも共有していただく

れるので、院内スタッフの手を極力煩わせることな

ために、京都 ProMedCLという小規模向けシステ

く遠隔画像診断を可能にしている点も院内、院外の

ムを作った（図 3）
。これは、画像転送等は自分で

環境を近づける一因といえよう（図 2）
。

していただく必要があるが、初期投資や基本料は
無料で、必要な時に必要なだけ、京都プロメドの

読影医による読影室のシェアリング

多くの読影専門医と大規模な読影室をシェアリング
で利用いただけるものとなっている。ただし、画像

ネットワーク越しの読影室は、自施設固有ではな

転送等のシステムがどのような形態であろうと、読

いものの、それを複数施設で共同所有していると考

影する環境は同じであり、診断内容に関する依頼

えていただければ良いかと思う。最近の流行りでい

医との意見交換等はすべて同じように行っていると

うとシェアリングであるが、上述のように院内から

いう点が最も重要なことは改めて強調しておく。

始まった環境変化が、効率的かつ容易にシェアリン
グを可能にした。京都プロメドの読影室は、多数
の読影専門医が同時に常駐しており、専用の読影
システム（横河医療ソリューションズ社製ビューア、

D to P遠隔医療につながる可能性
幾分手前味噌となるが、京都プロメドの仕組み

ファインデックス社製レポート）と読影用高精細モ

が比較的うまく運用でき、創業以来 10 年以上のお

ニタ（EIZO社製）を多数配置した設備的にも大学・

付き合いの病院が多数あるのも、上述のように院内
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の仕組みにできるだけ近づけながら、病院固有では

院内での読影では電子カルテ端末を横に置きながら

整備しにくい人的、設備的環境をシェアしていただ

の環境が増え、臨床経過を十分に把握した上での

くことで、緊急読影や専門的な診断を共有し、最

読影が可能となっている場合が多い。遠隔画像診

終的に良い診療、患者のメリットにつながっている

断では、電子カルテ情報に十分にアクセス可能とま

と考えていただけているからかと思われる。今後、D

ではまだなっておらず、臨床所見は主治医の記載

to P 遠隔医療に際しても、最終的に患者のメリッ

に頼らざるを得ないのが現状であるので、その点で

トにならなければ普及はありえないことは論を俟た

は読影内容に差が生じてしまうことがある。電子カ

ないので、院内でのメリットをできるだけ保ったま

ルテ情報の外部共有は、システムのみならず情報

まで、院内では実現が難しいデメリットを補うとい

セキュリティの面からも十分な検討が必要であり、

う観点から進めるべきであろう。病院でのデメリッ

実現するにはお互いの信頼関係なしにはありえない

トの最たるものは待ち時間の長さであろうから、ま

話である。遠隔画像診断を通してお付き合いが長

ずはそれを改善するために受診の必要性の薄い方

くなったことで培われた信頼が、今後の仕組み改

はネットワークを通しての診察で効率化を図り、逆

善に役立てられるかは課題である。

に院内での待ち時間短縮、診察の充実につなげたい。

また、時間外での対応にはまだ改善の余地がある。

遠隔医療とはいえないかもしれないが、たとえば会

京都プロメドでも以前に夜間少し遅い 22 時頃まで

計の列に並ばなくてすむようなことは、現在のフィ

緊急対応を試みたことがあったが、思ったよりも依

ンテック技術をもってすれば簡単に実現できるであ

頼件数は少なく、現在はまた平日19 時、土曜日17

ろう。

時、日曜日16 時までの対応に戻している。潜在的

また、たとえば専門外来の日が限られるために受

な要求はあるものと思われるが、たとえば夜間だけ

診がしにくいというデメリットがあるなら、院内の

コストがかなり高いとか、依頼するのに手間がかか

診察室から大学にいる専門医にネットワーク越しで

る（連絡先が異なる等）というようなデメリットがあ

診察を受けるような体制作り等もありえるのかもし

るとやはり普及しにくい印象をもっている。時間外

れない。院内の看護師が診療の補助は行い、診察

も日中に近い条件や手続きで対応するには、やはり

だけはネットワークを介して（ただし、この時は D

マンパワー的にも一施設での対応は難しいかもしれ

to Dとは異なりやはり物理的に顔が見える、近く

ず、遠隔画像診断を請け負う施設同士でも人的、

に感じられるもののほうが良いとは思うが…。
）とい

設備的なリソースのシェアリングも考慮するフェー

うような仕組みも考えられるのではないだろうか。

ズに来ているのかもしれない。

何も、院外にいる患者を相手にすることだけが遠隔
医療ではないであろうし、ネットワーク技術を取り
入れた診察の仕組みをまずは院内で実現し、その

おわりに

後院外に持っていくという考え方も、遠隔画像診断

院内での PACS 等のシステム構築に際し指導い

の事例からみるとおり可能性があるかと考える。D

ただいた北里大学病院の村田晃一郎先生の受け売

to P 遠隔医療は、医療法の問題等もあり実現がよ

りであるが、
「医療情報の電子化と医療の電子化は

り難しいものであるのも事実だが、患者の、また診

似て非なるもの」である。今後のD to P遠隔医療に

療に携わるすべての人の負担軽減と、専門性の共

際してもその点は十分留意し、無理なシステム構築

有につながるシステムの出現に期待したい。

が医療そのものの足を引っ張ることだけは慎まなけ
ればならない。そして、われわれが実践するD to

遠隔画像診断の今後の課題

D遠隔医療とも有効に共存し、医療の質のさらなる
向上に貢献できることを希望している。

さて、完成しているかのような書き方をさせてい
ただいた遠隔画像診断であるが、当然まだまだ課
題も多い。上述の情報共有に関しても、最近の病
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