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1．はじめに

近年の医療技術の高度化により，臨床現場の医師が日々
の診療で参照する検査画像，検体検査，投薬，生体情報※1

などの診療情報は膨大な数におよび，一人の患者の診断や
治療方針の決定に用いる情報は飛躍的に増加している。

診療の際，医師は患者の疾患に応じて各検査を選択・実
施し，その結果を過去の診療記録と比較しながら病態変化
を把握し，診断・治療方針を検討している。

しかし，長期にわたって経過観察が必要な場合や，複数
疾患に罹っている場合では，診療に必要な情報が多くな
り，その収集や参照に多大な労力がかかるため，多様化す
る情報を効率的に整理し表示する方法が求められていた。

今回，富士フイルムが開発した診療支援ビューイングシ
ステム「CA-V※2」は，医師が診断や治療方針を検討する
ために必要な診療情報を，患者別・疾患別に取り出し，患
者の病態変化を一つの画面上で時系列に沿って一覧表示
し，医師の診療をサポートするシステムである。

また，CA-Vは，多様化する情報を効率的に整理して参

照できることに加え，当社医用画像情報システム
「SYNAPSE」※3と連携し，簡単に検査画像を参照すること
ができる。さらに，当社3次元画像解析システム「ボリュー
ムアナライザー	SYNAPSE	VINCENT」とも連携すること
で，3次元画像解析結果の参照も可能である。

本報告では，H25年7月に富士フイルムメディカル株式
会社を通じて発売を開始したCA-Vについて，臨床上の有
用性やシステム上の特徴などを紹介する。

2．CA-Vとは

CA-Vは，二種類のビューで構成されるシステムである。
各患者の診療情報を時系列にグラフで視覚的に表示する

「タイムラインビュー（TLV）」と，診療情報の全項目の数
値データを表形式で表示する「タイムスライスビュー

（TSV）」があり，用途に応じて使い分けることができる。
また，当社独自のデータベース技術により，高速な診療情
報の一覧表示を実現している。
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※1　脈拍や心拍数，呼吸数，血圧，体温など，人体の現在の状態を示す数値や波形情報の生体情報のこと。
※2　「CA-V」は，Clinical	Advanced	Viewerを意味します。
※3　富士フイルムの放射線科PACSの製品名称。PACSとはPicture	Arch	Picture	Archiving	and	Communications	Systemの略で，

CT，MRI，CRなどの医用画像診断装置からの検査画像を電子的に保存・検索・解析する医用画像情報システム。
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2.1　本システムの特徴
（1）病態変化を時系列に一つの画面上に表示

タイムラインビュー（TLV，Fig.	1）により，診療に必
要な情報（患者基本情報，検査画像・検体検査・投薬・生
体情報）を統合整理し，簡単な操作で瞬時に時系列にグラ
フ表示する。

タイムスケール設定バーのスライドや拡大・縮小という
直観的な操作で，表示期間を変更できる。これにより，視
覚的に病態変化を理解しやすくなっている。

（2）疾患別絞り込み表示機能で，主要疾患ごとに診療情報
を絞り込み表示

臨床医の声を取り入れた当社独自の機能により，主要疾
患ごとに診療情報項目を絞り込んで表示できる。これによ
り，膨大な情報の中から対象疾患で必要とする情報を抽出
する作業の効率化が図れる。

（3）診療情報の全項目の数値データを表形式で表示
タイムスライスビュー（TSV，Fig.	2）により，全検査

③

①

②

②疾患別絞り込み表示

疾患リストで選択された疾患に応じて， 表示
項目を絞り込み表示

患者ごとに登録された疾患を一覧表示
①疾患リスト

タイムスケール設定バーのスライド， 拡大・
縮小による直感的なグラフ表示

③表示期間変更

画像

投薬

生体情報・検体検査

Fig. 1   Time Line View (TLV).

①

②全検査項目を漏れなく表示

疾患リストで選択した疾患に依存せず，
すべての項目を表示。
正常域外のデータは赤字で表示。

②

ワンクリックで切り替え可能。

①TLV/TSV切替

簡単なマウス操作で移動可能。

③表示項目・期間の移動

Fig. 2   Time Slice View (TSV).
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項目のデータを漏れなく表示し簡単に参照できる。TSVで
は，初診時など疾患名が決まる前でもデータを確認するこ
とができる。また，疾患名が決まった後，TLVにより疾患
に関連する診療情報項目に絞り込んで参照している際に
も，簡単にTSVに表示を切替え，TLVで表示対象とされ
ていない診療情報項目の数値データを確認できる。

（4）SYNAPSEやVINCENTと連携が可能
SYNAPSEとの連携により，CA-V上の画像検査アイコ

ンにカーソルを合わせるだけで簡単に検査画像を参照でき
る。また，当社レポーティングシステムと連携して，画像
診断結果を参照することができる。さらに，SYNAPSE	
VINCENTとの連携により，CA-Vから3次元画像解析結
果も参照できる。

2.2　本システムの構成
本システムは，CA-Vサーバーとクライアント端末で構

成される。クライアント端末ではWebブラウザを利用し
て診療情報を表示する。また，患者基本情報・検体検査・
投薬・生体情報は，電子カルテサーバより取得している。

Fig.	3に，本システムの構成例を示す。

3．高速表示を実現するデータベース技術

高速なデータアクセスを可能にする，当社独自のデータ
ベース技術について，Fig.	4，および，Fig.	5により説明する。

Fig.	4に示すように，本システムでは，患者中心に必要
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データ取得する

最小限の非正規化
したデータを患者
情報に追加する
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…
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Fig. 4   Building a database summary for each object.
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Fig. 3   Example of system configuration.
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Fig. 5   Parallel data acquisition by BASE transaction.
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な明細情報を結合してデータ取得することは行わず，目的
別にサマリ表を作成（ディメンションは，データタイプ，
時間：月・日）することにより，高速なデータアクセスを
実現した。

また，Fig.	5に示すように，表示に必要なデータを多重
で取得することにより，従来システムの欠点であった，診
療期間が長くなればなるほど，診療データが増加しデータ
取得が遅くなる問題を解決している。

4．CA-Vの商品コンセプトと提供価値

数値やグラフの経時変化を時間軸で一覧表示し，
①分断された多種多量の医療データをわかりやすく。
②重要なデータだけに集中できるように。
③重要なパターンや関連が見えるように。

とのコンセプトで，診療情報を可視化し，医師の思考を支
援することを目指して，本システムを開発した。

4.1　従来システムとの違い
（1）従来システムの問題点

現在の病院情報システムは，電子カルテ，検査部門シス
テム，看護システム，PACSといった異なるシステムから
構成され，検査結果は検査部門システム，看護情報は看護
システム，画像はPACSといったように，別々に管理され
ている。

電子カルテ自体は，カルテ記事と薬剤や検査のオーダを
管理することが主体であるため，各種情報を参照するため
の入り口ではあるが，データの中身に立ち入り統合表示す
ることは十分できていなかった。

診療的な観点でみると，初回診断時は，その日の検査結
果などを確認できればよいが，入院中では治療（投薬）と
その効果や副作用（検査結果）を対比させながら時系列変
化を把握することが重要となる。

しかし，単純にすべての薬剤や検査を時系列に表示した

のでは，表示項目数が膨大すぎ，1画面で表示することは
現実的でなく，さらには情報量の多さによる性能的問題な
どもあり，適切な操作性の実現はできていなかった。

（2）CA-Vが提供する解決策
患者に対して実施される多数の投薬や検査の役割・重要

度はさまざまである。たとえば検査では，現在の疾患状態
を把握するための検査以外に，何らかのイレギュラーな状
態が発生していないかを確認する検査も実施される。前者
は時系列表示が有用な項目であるが，後者はその都度確認
するだけで十分と考えられる。

投薬も，主疾患とは直接関係のない慢性疾患の治療薬や
点滴の輸液などは，患者の主疾患の治療状態を把握するに
は不要である。

つまり，注目している疾患に限定し，その疾患に重要で
時系列での確認が必要な項目に限定すれば，表示項目は削
減でき，1画面での表示が現実的になる。

そこで，われわれは，疾患に対応した表示項目をあらか
じめ定義し（定義ファイルは疾患別表示セットと呼ぶ），疾
患を選択するだけで重要なデータのみを時系列に表示する
仕組みを搭載した。これにより，医師が関心のあるデータ
を探し出し，詳細に確認する手間を大幅に削減することを
可能にした。

さらに，時系列で治療薬と検査結果などを表示すること
で，治療（投薬）と，その効果や副作用としての検査結果
などの因果関係が容易に把握可能となっており，医師は操
作に煩わされることなく医師本来の思考にのみ注力するこ
とができる。

4.2　疾患別絞り込み表示の対応疾患
診療ガイドラインなど1）～ 12）を参考に，疾患に対して実

施される治療，検査の用途を検討し，時系列表示すべき項
目の定義（疾患別表示セット）を作成して本システムに搭
載した。現在，表示セットは，約40疾患（Table	1）に対

呼吸器 循環器
消化器

内分泌
胃腸 肝胆膵

癌・腫瘍 肺癌 胃癌
食道癌
大腸癌
GIST

肝腫瘍
胆道癌
膵癌

甲状腺癌

癌以外の
主要疾患

肺感染症
COPD
間質性肺炎

虚血性心疾患
・狭心症
・心筋梗塞
心不全

胃十二指腸潰瘍
潰瘍性大腸炎
クローン病

肝炎
肝硬変
胆道炎・胆石症
膵炎

糖尿病

リューマチ 膠原病科 泌尿器 乳腺科 婦人科
癌・腫瘍 腎癌

前立腺癌
膀胱癌
腎盂尿管癌

乳癌 子宮頸癌
子宮体癌
卵巣癌
子宮筋腫

癌以外の
主要疾患

関節リューマチ
その他の膠原病

慢性腎疾患・腎不全
透析

Table 1   Supported diseases of disease-specific view.
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応しており，購入施設では，システム導入時から活用する
ことが可能である。

疾患別表示セットは，たとえば呼吸器疾患では，肺癌，
肺感染症，慢性閉塞性肺疾患（COPD），間質性肺炎といっ
た大分類の疾患単位で定義されており，これだけで呼吸器
の入院患者数の7割以上に対応できる。

対応疾患は，検査が重要とされ入院を要する疾患，およ
び，生活習慣病などの主要疾患を網羅している。

現在未対応である診療科の主要疾患については，次版以
降での対応を考えている。

4.3　TSV・TLVの活用シーン
（1）TSV

患者に対して実施された投薬，検査などについて，特定
の日付近辺のデータのみを一通り確認する場合を想定して
おり，初診時や経過観察でのイレギュラーな状態の発生を
確認するといった用途を想定している。

多くの電子カルテでは検査結果リストが一検査単位に限
定されるため，いつ実施したか不明確な“まれな”検査の
データを確認することが手間であるが，TSVは全検査項目
のリスト表示であるため，このようなデータの参照も容易
である。

（2）TLV
画面の詳細について，Fig.	6の具体例を用いて紹介する。

（なお，図中で使用しているデータは，実在データではな
く，説明用に作成したものである）。

画面中央上部の疾患リストから，この患者は肺癌，糖尿

病に罹患していることがわかる。現在は，肺癌を選択した
状態であり，肺癌に対応した投薬・検査結果が絞り込み表
示されている。複数疾患を併発している場合は，この疾患
リストにて選択疾患を切り替えることで，表示する診療情
報項目を，疾患ごとに変更できる。

肺癌で重要な投薬は，抗癌剤，副作用の治療薬，疼痛を
抑える治療薬である（疼痛治療薬は進行癌でのみ重要なた
め，Fig.	6では表示していない。選択で表示・非表示を切
り替えできる）。本例ではパクリタキセル，カルボプラチン
を抗癌剤として選択し，第1クールの治療を実施している。

検査項目としては，患者の基本的な状態把握のためバイ
タル（体温，脈拍など）と抗癌剤副作用で注意が必要な検
体検査，また，癌の状態を把握する腫瘍マーカが表示され
ている。

本例では，抗癌剤投与により発生しやすい副作用であ
る，白血球の減少が生じており，治療が必要な1000個/μl
以下（900個/μl）まで低下したため，治療薬のグランシリ
ンジを投与し，患者状態が改善されていることが一目でわ
かる。また，第2クール目の抗癌剤治療では，第1クールで
の副作用を考慮して抗癌剤の投与量を減らしている。

さらに，TLV上で画像参照が可能であり，抗癌剤治療の
前後で腫瘍サイズを比較して治療効果を確認することが容
易に実施できる。

上記は短期の例であるが，時間スケールの変更は容易で
あり，たとえば癌治療後の経過観察では画像での確認と腫
瘍マーカの確認が1年程度の長期レンジでも表示可能であ
り，気がつきにくい緩やかな腫瘍マーカの変化なども把握
が可能である。

抗がん剤投与

白血球数

白血球数
正常範囲

治療薬投与 用量を減らし抗がん剤投与

正常範囲に回復
副作用による白血球数減少
（好中球減少症）

Fig. 6   Case of using Time Line View in clinical practice.
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また，現実には疾患を決定しても，患者状態はさまざま
であり，必要に応じて，特別な検査値の確認が必要になる
場合がある。この様な場合は，TSV上にて，TLVにて追加
表示する項目を設定することが可能である。追加項目は，
患者の疾患情報とともに保存されるので，次回参照時に再
設定することなくTLV上で確認できる。

このように，CA-Vは治療実施内容の把握，治療効果の
確認，副作用の把握とその治療，新たな治療計画の立案，
経過観察など一連の診療過程で有用な情報を容易な操作で
わかりやすく提供することが可能である。

（3）スナップショット機能
タイムライン画面は，患者にとって重要な情報の経過が

サマライズされて表示されている画面でもある。　
本システムは，表示画面を保存しいつでも再現できるス

ナップショット機能を備えており，カンファレンスなど，
他医師やコメディカルと患者の状態を共有して診療を進め
る場面での活用も期待できる。

5．まとめ

今回開発したCA-Vは，多様化し膨大な数におよぶ診療
情報を参照して診断や治療方針の意志決定を行なう臨床業
務において，情報参照を効率的に最適なビューで提供し，
診療における医師の思考を支援することを狙っている。

今後は，さらなる支援機能の追加や情報共有化機能の充
実化を予定している。

本システムが，臨床現場に広く導入され，さまざまな臨
床シーンにて診療の支援に寄与することを願っている。
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