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はじめに111

ここに記載する開発は，東京慈恵会医科大学との共同
研究契約により開発をスタートし，商品化を達成した成
果である。

脳血管障害疾病である脳卒中は，救急搬送される重症
患者の約3割を占め，日本人の死因としても3番目に多
い疾病である。脳卒中の発生時には，受け入れ先の病院
でいかに迅速かつ適切な処置ができるかが，患者の生死
や予後を大きく左右する。脳卒中の約6割を占める脳梗
塞の治療は，発症から数時間以内に脳血栓溶融剤rt-PA
の投与や，血栓を除去する血管内治療などの適切な治療
が行なわれれば，後遺症を軽減できる可能性が高い。し
かし，専門医が緊急時対応のために病院に24時間常駐
するのは難しく，緊急時対応のチーム医療環境の構築が
社会的にも求められている。

今回開発した「i-Stroke」は，脳卒中を発症した患者
が搬送された病院から，院外にいる専門医が持つスマー
トフォンに患者の検査画像や診療情報を送信し，脳卒中
発症時の治療に必要な情報をやりとりすることで，病院
内での診断や治療をサポートできるシステムである。
i-Strokeには，脳卒中の患者が運び込まれた病院から，
あらかじめ登録された専門医のスマートフォンに一斉連

絡ができる「ストロークコール機能」，すべての検査画
像や専門医のコメントを時系列で見ることができる「タ
イムライン表示」，rt-PA投与量の算出や禁忌項目の評
価の確認ができる「治療補助機能」，脳血管内画像を見
やすく表示するための「3D画像作成機能」，手術画像の
様子をリアルタイムで見ることができる「ストリーミン
グ機能」など，より速く，より正確な診断と治療をサポー
トする多彩な機能を搭載している。本報告では，i-Stroke
の概要と特長を解説する（Fig. 1）。

Fig. 1   i-Stroke.
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Abstract

Use of smartphones like the iPhone is rapidly expanding in the medical field. The main reason that use of 
such smartphones is expanding in the medical field is that ubiquity of smartphones would address certain 
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report presents an overview of its functional characteristics and technical features.
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システム構成，および主な機能特長211

i-Strokeは，i-Stroke Serverとスマートフォン，WiFiア
クセスポイント，VPNルーターで構成され，病院内外
のスマートフォンから診療，処置情報を参照できるほか，
富士フイルムの医用画像情報ネットワークシステム

「SYNAPSE（シナプス）」と連携し，シナプスに保管さ
れている検査画像を簡単な操作でスマートフォンに送信
し利用することができる。さらに，情報の送受信には
IPSecによるセキュアなVPN接続を使用し，画像情報の
匿名化と自動消去機能を備え，十分なセキュリティ環境
を構築している（Fig. 2）。
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Fig. 2   i-Stroke system.

ストロークコール機能による緊急時連絡2111
脳卒中が疑われる患者が病院に救急搬送された場合，

院内の担当医は事前に登録した専門医の所有するスマー
トフォンに，ストロークコールで患者基本情報を一斉に
配信する。ストロークコールを受けた専門医は，スマー
トフォン上のi-Strokeで，救急搬送された患者の基本情
報や検査画像情報を閲覧して適切な検査や処置について
コメントし，担当医の治療方針判断や，専門医が駆けつ
けるまでの診断，治療をサポートする（Fig. 3）。

Fig. 3   i-Stroke Emergency Stroke Callout.

タイムライン表示による緊急時の経過管理2121
発症からの時間経過と共に色が変わるタイムライン上

に患者の検査画像や医師のコメント，処置の状況を表示
することで，診療に関わる医療スタッフが発症から検査，
診断，治療などの情報を時系列で共有化できる（Fig. 4）。

Fig. 4   i-Stroke Timeline.

豊富な画像表示機能2121
CTやMRIなどの検査画像を表示することができ，医

師がスマートフォンから見やすいように画像のウインド
ウレベルやウインドウ幅（濃度コントラスト）を自由に
変更することもでき，病変部の視認性を向上させる工夫
を し て い る。 ま た， オ プ シ ョ ン 機 能 と し て 当 社

「SYNAPSE VINCENT」の基本技術を活かした3D画像
作成機能と，手術中の様子を遠隔地からリアルタイムで
見ることができるストリーミング機能も搭載している

（Fig. 5，Fig. 6）。
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Fig. 5   i-Stroke Diagnostic Image Viewer.

Fig. 6   i-Stroke Streaming.
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脳血管障害の治療補助機能を搭載2121
rt-PA投与量の算出や，投与にあたっての慎重投与項

目および禁忌項目の確認，意識レベル（NIHSS）などの
評価も確認することができ1），緊急時の脳血管障害治療
をサポートする（Fig. 7）。

rt-PA 自動計算 投薬禁判定の例rt-PA 投与禁忌チェックNIHSS チェック

Fig. 7   i-Stroke Treatment Support.

病院間連携機能2121
自病院では対応しきれず患者を他の病院に紹介する場

合，紹介先の病院にも本システムが導入されていれば，
検査画像や診療処置情報などのタイムライン情報を転送
することや，紹介情報作成や転送とその閲覧や受け入れ
応答など，一連の患者紹介と受け入れに必要な機能を持
ち，迅速な患者紹介と受け入れをサポートできることに
より，迅速な診断・治療につなげられる（Fig. 8）。

Fig. 8   i-Stroke cooperation between hospitals.

技術特長211

検査画像圧縮とダウンロード2111
検査画像に対して，端末に合わせた適切なサイズへの

サイズ変更や画像フォーマット変換による圧縮などのレン
ダリングをサーバ側でほどこし，画像データサイズを十
分に小さくし，その画像を画像閲覧の前にスマートフォン
に転送している。これにより，画像転送時間の短縮と，
転送完了後の高速動作を両立している。すなわち，画像
ダウンロード完了後は，データ通信は発生せず，スマー
トフォン端末による内部処理のみの動作になるため，高速
かつ高機能な検査画像ビューイングが可能となっている

（Table 1，Table 2，Table 3）。

Table 1   Image file data size (Dicom Raw and i-Stroke data).

Modality
DICOM Image Data Per 1 Exam. i-Stroke
Image 
Count Matrix Data size

(approx)
Data size
(approx)

CT 175 512×512 88MByte 5.3MByte
MR 95 512×512 49MByte 3.7MByte
Angiography 398 512×512 199MByte 32MByte
3D Image 240 512×512 － 11MByte

Table 2   Download time (Dicom Raw data).

Modality
Downloading time to device

3G (approx) WiFi (approx)
CT 10min 42sec
MR 5min 23sec
Angiography 22min 1min 35sec
3D Image － －

Table 3   Download time (i-Stroke data).

Modality
Downloading time to device

3G (approx) WiFi (approx)
CT 35sec 3sec or less
MR 25sec 3sec or less
Angiography 3min 30sec 13sec
3D Image 1min 15sec 5sec or less

十分なセキュリティ2121
通信経路の暗号化として，厚生労働省の医療情報を扱

うための安全管理ガイドライン2）でも認められている
IPSecVPN方式を採用。デバイス認証としてデバイスID
の登録と認証を採用。さらに個人情報の匿名化と，端末
内の情報の自動削除機能を有し，十分なセキュリティを
確保している。

2D作成，表示部2121
3D画像の生成には，SYNAPSE VINCENTをレンダ

リングエンジンとして使用している。3D画像作成依頼
とそのパラメータを受け付ける受付部をSYNAPSE 
VINCENTのプラグインとして開発した。このi-Stroke
用プラグインは，端末からの要求をWebサービス経由
で 受 信 し，3D画 像 の レ ン ダ リ ン グ を 行 な っ てVR

（Volume Rendering）またはMIP（Maximum Intensity 
Projection）の3D画像データを応答する（Fig. 9）。
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Fig. 9   i-Stroke 3D option – system deployment.
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VR画像については，端末の操作で，自由な方向へ回転
した画像をすばやく表示できるようにするため，各方向へ
回転した画像をパラパラ漫画の要領で生成し，端末へダ 
ウンロードしておかなければならない。左右へ180度回転
した後の上下方向の操作が意図する向きとは逆になった
り，斜め方向の回転でねじれが生じたりしないようにする
ため，各座標軸の正の向きが正面になる位置から，上下，
左右，斜め方向へ回転できるように構成画像を用意した。
これらの画像を端末での操作に応じて適切に表示すること
で，任意方向へ回転しているように見せている（Fig. 10）。

Fig. 10   i-Stroke VR Image Viewer – rotatable direction.

MIP画像については，原画像全体からMIP画像を生
成するのではなく，MIP画像生成に使用する原画像の厚
みと位置増分とを指定し，Sagittal，Coronal，Axial方
向を同時に作成することで，クリッピング操作などの手
数を減らしている（Fig. 11）。

利用範囲の広いストリーミング方式2121
映像情報として，最も一般的で，最も利用されている

ビデオ信号を入力リソースとしており，多くの手術室な
どの現場に対応可能となっている。その信号をMPEG4

（H.264）コーデックにエンコードし，RTSPプロトコル
にてサーバにライブ転送。それをサーバにて細分化し，

HTTP Live Streamingプロトコルなど，端末に必要な
プロトコル変換を行ない，端末に送信している（Fig. 12）。

まとめ211

今回商品開発した脳血管障害遠隔画像診断治療補助シ
ステムi-Strokeのシステム概略，機能的特長，および開
発上のポイント（技術的特長）を概説した。医師不足に
悩む医療現場を助ける，「誰もが，いつでも，どこでも」
医療に参画できる，現時点で最良のシステムであると確
信している。

今後は，脳卒中分野だけでなく，多くの救急分野で使
用できる機能の拡充を図り，さらなる医療現場での救急
医療を強力に支援することで，医療の質の向上，人々の
健康の維持増進に貢献できるシステムを提供していく。
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Fig. 11   i-Stroke MIP Image Viewer.

Fig. 12   i-Stroke Streaming system.


