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ONIS 3 システム構成例

異なるベンダ、異なるスケールのPACS同士を
相互に接続、クラウド化も可能
連携先医療機関
LAN

病院、クリニック、など

VPN

PACS（B社製）導入済
Modality
Modality

Viewer
Storage

地域中核医療機関

DICOM
Server

Viewer
Storage

DICOM
Server

PACS

Viewer

Modality

Viewer

Modality

導入済みの
既存の PACS

PACS

Modality
Modality

Viewer

Modality

DICOM Viewer

Viewer

地域中核医療機関

※院内サーバーの外部化、
クラウド化も可能
病院、クリニック、など

※新開発のブリッジ
ボックスにより、手
軽にリモートネット
ワークの構築が可能
になりました。
Modality

ONISに接続された全てのDICOMビューワは
ONISに接続された全てのDICOMサーバーにアクセスが可能
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ONISを追加のPACSとして導入することで
既存のPACS資産を活かしながら、PACSの追加導入が可能
地域医療連携、地域包括ケアのビジョンを実現させるには、医療情報のICTネットワークによる共有化が欠かせません。そのと
き、問題になるのが相互接続性の問題です。
DICOM規格への厳密な適用が求められる医用画像の分野では、相互接続の標準化がなかなか進まない時期が長く続き、異な
るシステム間での非接続性がいまだ現場では多く残されています。
地域医療連携を推進するために、SS-MIXなどの標準化への取り組みも進んでいます。しかし、これらの取り組みでは新たに開
発されるシステムを導入しなければその技術的なイノベーションの恩恵を受けることができません。
決して潤沢な投資予算があるとは限らない地域の小さな診療所やクリニックなどでは、それらがネット上でどことでも繋が
るという理由だけでは、新たな設備投資に躊躇してしまうのではないでしょうか。
古いシステムを使い続けるしかない医療機関では、医用情報の共有化にはDVDやCD-ROMなどの物理的な可搬メディアでや
り取りするしかない、とオンラインでの運用をあきらめていませんか？
提携医療機関とアライアンスを結ぶだけで、既存設備の設定を変えたり、新規にハードウェアを導入すること無しにPACSの
相互運用が可能になり、しかも既存のPACSはそのまま使い続けられるとしたら？
「つながるPACS」、デジタル・コアからのご提案です。
Background Image : Created by 4045 - Freepik.com

ONIS 3 構成プロダクト

【組織化サーバー】 【サイトサーバー】【ブリッジサーバー】【ONIS ビューワ】 【ONIS リモート】 【ONIS Web サーバー】
ONISサーバー同士を
接続する際のサーバー
間のルーティング管理
を行うサーバーです。
デジタル・コア社がク
ラウド上で管理し、医
療機関同士を接続する
際の機能サービスとし
てご提供いたします。

DICOM規格準拠の
PACSサーバーです。デ
ジタル・コア社独自の
リモートプロトコルに
より同社間製品におい
てスピーディな通信を
可能にします。
最新の64bitアプリ
ケーションです。

サイトサーバーに組み
込まれているPACSブ
リッジ機能のみを使用
します。異なるPACS同
士を相互に接続する際
にPACS間の差分を自
動的に吸収し、コンフ
リクトが起きないよう
に通信を制御します。

簡易ローカルサーバー
機能搭載のDICOM
ビューワです。
独自の「リモートプロ
トコル」を採用し、高速
な通信が可能。
DICOM準拠動画のスト
リーミング再生等の最
新機能をご提供します。

サイトサーバーとの通
信に最適化された
DICOMビューワです。
簡易サーバー機能は搭
載していません。
リーズナブルな価格設
定なので、
多数のビュー
ワを導入するケースな
どに最適です。

WebONISを利用する
ために必要なWebサー
バーです。
ONISサイトサーバー
と連動し、ブラウザか
らのリクエストに応答
し医用画像をセキュア
に配信します。

【WebONIS】

【ブリッジボックス】

Internet Exploreler上
のWebアプリケーショ
ンDICOMビューワで
す。iPad対応ビューワ、
今後リリース予定の
HTML5ビューワ（2018
年度中）などと合わせ、
多彩な医療シーンにお
応えしていきます。

ONIS 3 のブリッジ機能
をコンパクトな筐体に
収めたBOXです。
箱から出して電源、施
設内LANに接続し、簡
単な設定をするだけで
リモート拠点間をセ
キュアに接続します。
（2018年4月リリース）

通信スピード

セキュリティ

通信速度が早い！ 画面表示スピードも早い！
DICOM通信の速度に関する既成概念が変わります。
「遅いDICOM通信」
のプログラム例

DICOM Server

VPNでの接続の安全性をさらに強固なものにする
ONIS3の通信セキュリティの仕組み。

DICOM Viewer

独自
プロトコル

SSL による
通信の暗号化

パスワード
認証による
アクセス管理

パーミッション
管理

DICOM 通信規格の冗長性をそのままプログラムとし
て 実 装 し て し ま う こ と に よ る「通 信 の 遅 さ」

VPN

ONIS SiteServer

DigitalCore独自の
「リモートプロトコル」

ONIS Viewer

グループ、ロール、パーミッション

グループ別にアクセス可能なパーティションを割り当て
ロールを介してグループとユーザーに権限を割り当て

接続要求の並列化および簡素化と、DICOM 画像のス
トリーミング転送による応答性＆通信速度の高速化

［ルートグループ］

ロール1

※図は通信のイメージを示したもので実際の通信の手続き等を図示したものではありません。

［グループ1］

体感スピードを更に高め、より快適な読影環境をご提供
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スマートダウンロード機能
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Query...

［グループ4］
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After...

ONISビューワーは JPEG2000のプログレッ
シブ ストリーミング再生に対応しています。
これは画像取得の完了を待たずにディスプレ
イ上での表示を行う機能です。体感スピード
を向上させる効果があります。

ロール2

ONISビューワーは HD/4K内視鏡装置による
手術や X線テレビ検査等の動画読影に用いら
れる、DICOM規格準拠の H.264動画再生に対
応。しかもサーバーからのストリーミング再
生によってディスク容量を節約できます。

Retrieve...

シリーズ画像を取得する際に、シリーズ内の
全画像データの取得を待たず、シリーズ内の
特定の部位の画像を指定して即座に取り出し
ます。スピーディな読影が実現します。

［各ユーザー

↓

プログレッシブストリーミング
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現場で鍛え上げられた多彩な機能とインターフェース

ONIS Viewerの主な特長
[ 入力ソース ]

データベース画面
データベース画面ツールバー

Local database
CD/DVD
Folder
DICOM server
Site server

検索条件入力ボックス

[ インポート ]

DICOM image
JPEG to DICOM
BMP to DICOM
PNG to DICOM

検査リスト
ウィンドウ

ソース
選択

[ エクスポート ]
DICOM
JPEG
BMP
PNG
DICOM DIR
Template naming
ONIS Preview

[ ビュータイプ ]

2D
Double Oblique MPR
Maximum Intensity Projection
3D Volume Rendering
Mammo

[ レポート ]

シリーズリストウィンドウ

シリーズアイコン/画像リストウィンドウ

ビューワ画面
アノテーションツール群

Create
Modify
Verify
Delete
User templates

Add a location
Remove a location
Modify a location

[ アカウント管理 ]

User account management
Specify a partition access
Specify a DICOM server access
User group management
Role, partition, DICOM server
and preference sets assignment

表示中の
患者情報
インスペクタ
ウィンドウ
シリーズ
情報

Show/Hide
Sorting
Cine mode
MPEG Player
Multi-frame player
Key image
Calibration

[ レンダリング ]
Window level
Opacity table
Color lut
Convolution ﬁlter
Rendering ﬁlter
Scout lines

[ オーバーレイ表示 ]
DICOM annotations
Rulers
Graphic annotations

[ 編集機能 ]

Patient modiﬁcation
Study modiﬁcation
Series modiﬁcation
Image modiﬁcation
Split series
Re-attach study
Re-attach series
Study reconciliation
Delete studies
Delete series
Delete images

[ 画像の操作 ]

[ アノテーション ]

[ 同期機能 ]

[ ROI ]

Pan
Zoom
Rotate
Scope
Flip
Quick rotation
Original resolution
Fit mode
Reset
Multi-frames

By slice id
By slice position
Using oﬀset
Limit to same study

Measure
Angle
Line
Polyline
Arrow
Text
Cardio-thoracic
Rectangle
Ellipse
Polygon

Min/Max
Mean
Surface area
Total
Standard deviation
Pixel threshold adjustment
Surface accumulation

[ 外部ディスプレイ ]

Multiple monitor support
Virtual monitors

[ ハンギングプロトコル ]

[ アノテーション機能 ]
Measure segments
Angle between segments
Ratio measurements
Parallel
Single orthogonal
Double orthogonal
Segment calibration

Multiple layers
Quick layer and Protocol switching

[ 印刷 ]

Regular printer
DICOM printer

[ 機能拡張 ]

[ アノテーションのコピー ]
Copy/Paste
Propagation

Plugin manager

[ 外部制御 ]

XML commands

ONIS SiteServerの主な特長
[ メディア ]

画像操作ツール群

[ イメージの表示 ]

[ ロール ]

Role management
Deﬁne the permissions of a role

[ パーティション ]

Partition management
Auto-routing
Activate auto-routing
Managing locations
Add a rule
Modify a rule
Delete a rule

Failure management
Statistics
Compression
Sub-partitions

[ 履歴管理 ]
Logs

[ レポート機能 ]

Add a template
Modify a template
Delete a template
Template speciﬁcations

[ クライアント ]

Create an AE Title
Rename an AE Title
Delete an AE Title
Register a client
Modify a client
Delete a client

[ クライアントログイン ]
Client Login

システム要件
CPU
Memory
HDD
Internet access

: x64 MultiCore (recommended)
: 4GB or more
: 512MB or more free space
required for communication

OS

: Windows7 /8 /8.1/ 10, Windows server
2008 / 2012 / 2012R2 / 2014
High IOPS RAID system recommended for ONIS Site Server

医薬品医療機器等法 医療機器プログラム認証製品
日本国内で医療行為としてご使用になる場合は、下記製品をご用命ください。
ANYTIME, ANYWHERE, AND FOR EVERYONE

ONIS 3.0 MD

アクティブなビュー（青枠）

ビューの分割数、表示情報の種類表示する
ツールなど多彩なカスタマイズが可能

DigitalCore Corporation
https://www.onis-app.com

※表示画面は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。

製造販売業者 ：株式会社デジタル・コア
住所
：東京都世田谷区砧五丁目８番３１号 銀河M2
一般的名称 ：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム
販売名
：DICOM ビューワー ONIS MD
認証番号
：227AGBZX00048000 管理医療機器

