PACS導入による業務プロセスの簡略化に成功
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システム構成と運用方法

CR，MRI，DR，超音波診断装置の
画像は DICOM 画像を直接サーバに送

る対策を講じている。

導入後の評価

などのメリットが得られた。
2．業務面

セスが簡素化され，スマートかつモダ
ンなワークフローとなり，フィルムを探

1．臨床面
① 同 一患者さまの過去画像の比較，
内視鏡・超音波診断装置などほか
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パソコンの操作に不安を抱いていた
スタッフからも好評である。業務プロ

すなどの煩雑な作業が劇的に減った。
現場の声を大別すると，

医療法人恒和会松石病院

3．経営面
導入してまだ日が浅いので，評価に
は早過ぎるが，診療報酬改定で新設さ
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