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（きうち ともあき）
2001 年特別医療法人恵仁会くろさわ病院，
医療技術課画像診断室に診療放射線技師とし
て入職。電子カルテシステム委員として PACS
の導入を担当する。

はじめに

病院として，小回りの利く地域に密着
した医療を提供し，開かれた病院をめ
ざしている（図 1）。
また，当院の分院施設として，スポー

けを行った。クライアントは，基本的に

うさなだクリニ ッ ク， つかばらクリ

先行導入していた電子カルテ端末に画
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つかばらクリニック

くろさわ病院と分院との施設間連携図
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評価と今後の展望
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どの効果も考えられる。
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可能なシステムとなっている。
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運用開始したいという当院の希望から，

ク，地域支援診療所としての役割を担

の DICOM 化

菅平高原クリニック

施設間でのフィルム搬送というものが

メーカー選定後，できるかぎり早く
まずは2008年12月末にサーバの据え付
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DICOM対応していない内視鏡や超

システムの特長（図 2）

PACSの導入プロセス

ツ外傷を中心とした菅平高原クリニッ
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くろさわ病院外観

導入からまだ日が浅いため，評価す

今 後 に つ い て はRIS（Radiology

施できることをめざしたい。

るには早すぎるが，電子画像管理加算
の算定やフィルム保管・管理費用，施

特別医療法人恵仁会くろさわ病院

自施設の画像データはもちろん，他

設間でのフィルム郵送費用などを考え

施設で撮影されたデータも簡単に素早

ると，早い段階での設備投資を回収で

く表示することができるため，人的，

きるものと考えている。
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