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明 細 苫

医用画像システム、電子カルテ端末及びプログラム

技術分野

０００1 本発明は、医用画像を提供する医用画像システム、医用画像の提供を受ける電子

かレテ端末及びそのプログラムに関する。

背景技術

０００2 医療機関では、放射線部門等で得られた医用画像や読影レポート等を電子データ

で保存、管理する画像ザーバと、電子かレテの作成が可能な電子かレテ機能を搭載

した端末 (以下、電子かレテ端末といぅ) との連携にょり、診療部門の医師が放射線

部門が保持する医用画像や読影レポート等を直接的に参照することが可能となって

いる (例えば、特許文献 参照 ) 。

０００3 画像ザーバでは、医用画像は C O (D g a m a g n g a n d Comm u n c a o n n Me

d c n e ) 規格に従って保存、管理されているが、電子かレテ端末に提供される医用画

像は、電子かレテ端末の電子かレテ機能にょって簡易に参照できるょぅに、J P Gや

P といったデータに変換されてWeb 通信にょり提供に付されていた。J P GやP

といったデータはデータ呈が少なく、汎用性のあることから、電子力ルテ端末ではW

e bブラウザのょぅな汎用ブラウザ上で医用画像等を表示させることが可能である。

特許文献 1 :特開平 ０ ０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 電子力ルテ機能においては、主に所見や診察結果等を示す文字情報を扱い、医

用画像や読影レポート等は副次的なものとして、J P G にょる圧縮画像やP にょる

読影レポートの印刷イメージを電子力ルテに貼り付けて管理しているに過ぎない。近

年では、電子力ルテにおいてただ単に医用画像を参照するだけではなく、参照に適

した状態で画像を参照したいといぅ医師の要望がある。しかしながら、電子かレテ端

末ではJ P GやP のデータを受け取っているため、これらのデータを用いては画

像処理をすることができない。



０００5 また、 C 規格の医用画像では当該医用画像を個々に特定するための各種

情報 (例えば、撮影対象となった忠者情報や撮影、検査、画像 自体に関する情報 ) が

付帯されているが、JP GやP のデータにはそのよぅな付帯情報はない。よって、

電子かレテ端末では医用画像に関する情報がなく、どぅいぅ撮影条件で撮影された

医用画像なのか等、診療にあたり必要な情報を得ることができなかった。

０００6 また、Web 通信において、所望の忠者呵P G のファイルを によって指

定するだけでは、 情報の誤りがあった場合や誤って典なる忠者のJP G等が指

定された場合等にも、それを単に受け取って参照する医師には医用画像が所望の

忠者本人のものかどぅかの確認もできなかった。

０００7 本発明の課題は、医用画像についての確認を容易とすることである。

課題を解決するための手段

０００8 請求項 に記載の発明は、

医用画像をその医用画像に関する付帯情報と対応付けて保存する画像ザーバと、

電子かレテを作成する電子かレテ端末と、を含む医用画像システムにおいて、

前記電子かレテ端末は、

前記画像ザーバに保存された医用画像に関するオーダ情報を記憶する記憶手段

と、

前記画像ザーバから前記医用画像及び付帯情報を取得する取得手段と、

前記取得された医用画像の付帯情報と、前記記憶された医用画像のオーダ情報と

を用いて、前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じ医用画像であるか否

かを判断し、その判断結果を出力する判断制御手段と、

を備えることを特徴とする。

０００9 請求項2に記載の発明は、請求項 に記載の医用画像システムにおいて、

前記電子かレテ端末は、

医用画像を表示するための表示手段と、

前記判断制御手段により前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じた医

用画像であると判断された場合、当該医用画像を前記表示手段上に表示させる表

示制御手段と、



を備えることを特徴とする。

００1０ 請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の医用画像システムにおいて、

前記表示制御手段は、前記取得された医用画像とともにその付帯情報を表示させ

ることを特徴とする。

００11 請求項4に記載の発明は、請求項2又は3に記載の医用画像システムにおいて、

前記電子かレテ端末は、

前記取得された医用画像の画像処理を行ぅ画像処理手段を備え、

前記表示制御手段は、前記画像処理された医用画像を前記表示手段上に表示さ

せることを特徴とする。

００12 請求項5に記載の発明は、請求項 ～4の何れか一項に記載の医用画像システム

において、

前記取得手段は、前記医用画像をWeb 通信のプロトコルにより取得することを特徴

とする。

００13 請求項6に記載の発明は、請求項 に記載の医用画像システムにおいて、

前記画像ザーバは、前記医用画像の読影レポートを当該医用画像の付帯情報に

対応付けて記憶し、

前記電子力ルテ端末において、

前記取得手段は、前記医用画像とともに対応する読影レポートを前記画像ザー

バから取得し、

前記判断制御手段は、前記取得された読影レポートの付帯情報と、前記オーダ情

報とを用いて、当該読影レポートが前記オーダ情報に応じた読影レポートであるか否

かを判断し、その判断結果を出力することを特徴とする。

００14 請求項7に記載の発明は、請求項6に記載の医用画像システムにおいて、

前記電子力ルテ端末において、

読影レポートを表示するための表示手段と、

前記判断制御手段により前記取得された読影レポートが前記オーダ情報に応じた

読影レポートであると判断された場合、当該医用画像を前記表示手段上に表示させ
る表示制御手段と、



を備えることを特徴とする。

００15 請求項8に記載の発明は、

電子かレテを作成する電子かレテ端末において、

医用画像に関する付帯情報と対応付けて画像ザーバに保存された医用画像に関

するオーダ情報を記憶する記憶手段と、

前記画像ザーバから前記医用画像及び付帯情報を取得する取得手段と、

前記取得された医用画像の付帯情報と、前記記憶された医用画像のオーダ情報と

を用いて、前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じた医用画像であるか

否かを判断し、その判断結果を出力する判断制御手段と、

を備えることを特徴とする。

００16 請求項9に記載の発明は、

コンピュータを、

医用画像に関する付帯情報と対応付けて画像ザーバに保存された医用画像に関

するオーダ情報を記憶手段に記憶させる記憶制御手段、

前記画像ザーバから前記医用画像及び付帯情報を取得する取得手段、

前記取得された医用画像の付帯情報と、前記記憶手段に記憶された医用画像の

オーダ情報とを用いて、前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じた医用

画像であるか否かを判断し、その判断結果を出力する判断制御手段、

として機能させるためのプログラムである。

発明の効果

００17 請求項 、8、9に記載の発明によれば、医用画像が依頼した忠者のものであるかど

ぅか、その医用画像の真偽を容易に確認することができる。また、オーダ情報によっ
て指示した通りの医用画像が得られたかどぅかを容易に確認することができる。

００18 請求項2に記載の発明によれば、医師に対し其の医用画像と判断されたもののみ

提供することができる。よって、忠者の取り違え等を防止することができる。

００19 請求項3に記載の発明によれば、医用画像とともに付帯情報も医師に提供すること

ができる。これにより、医師は表示された医用画像に関する情報を容易に把握するこ

とができ、診察に有効に利用することが可能となる。



００2０ 請求項4に記載の発明によれば、電子かレテ端末において画像処理が可能となり

、医師が所望する画像状態とすることができる。よって、見やすい画像状態として診

察を行ぅことができ、効率的である。

００2 1 請求項5に記載の発明によれば、汎用的なweb通信のプロトコルにより医用画像を

取得することができる。通常、医用画像の取り扱ぅ場合には c に準拠したシス

テムを構築するが、この発明によれば既存のシステム構成で対応することが可能とな

る。

００22 請求項6に記載の発明によれば、電子力ルテ端末において医師は読影レポートを

容易に参照することが可能となる。また、読影レポートの真偽、指示に従って作成さ

れたか否かを容易に確認することができる。

００23 請求項7に記載の発明によれば、医師に対し其の読影レポートと判断されたものの

み提供することができる。よって、忠者や医用画像の取り違え等を防止することができ

る。

図面の簡単な説明

００24 図 本実施形態における医用画像システムの構成を示す図である。

図2 図 の画像ザーバの構成を示す図である。

図3 図 の電子力ルテ端末の構成を示す図である。

図4 医用画像システムにおける処理の流れを説明するフローチャートである。

図5 c に対応した医用画像の生成について説明する図である。

図6A 医用画像の付帯情報例を示す図である。

図6B 医用画像の付帯情報例を示す図である。

図6c 医用画像の付帯情報例を示す図である。

図6D 医用画像の付帯情報例を示す図である。

図6E 医用画像の付帯情報例を示す図である。

図7 電子力ルテの作成画面例を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

００25 まず、構成を説明する。

図 に、本実施形態における医用画像システム を示す。



医用画像システム は、画像ザーバ ０と、読影端末2０、モダリティ3０とがネットワー

ク を介して接続された第 のシステムと、画像ザーバ ０と、電子力ルテ端末4０と

がネットワーク 2を介して接続された第2のシステムを含んでいる。第 のシステムは

医用画像の読影を主に行ぅ読影医によって利用され、第2のシステムは読影結果を

用いて診察を行ぅ参照医によって利用される。

００26 まず、第 のシステムについて説明する。

画像サ一バ ０は、モダリティ3０において撮影により生成された撮影画像から、 C

対応の医用画像を生成し、これを保存、管理するものである。また、読影端末2０

において生成された読影レポートも同様に保存する。

００27 図2に、画像ザーバ ０の構成を示す。

図2に示すよぅに、画像ザーバ ０は、制御部 、通信部 2、記憶部 3、保存用

(Da a Base) 4を備えて構成されている。

００28 制御部 は、記憶部 3に記憶されている制御プログラムとの協働により、各部の

集中制御、各種演算を行ぅ。

制御部 は、電子かレテ端末4０から送信されるオーダ情報を用いて医用画像の

一元管理を行ぅ。オーダ情報については後述する。

００29 通信部 2は、通信用のインターフェイスを備え、ネットワーク 2上の各装置と

通信を行ぅ。なお、読影端末2０に医用画像を配信する際には C による通信プ

ロトコルを採用し、電子かレテ端末4０に医用画像等を配信する際には TP等の汎

用のWeb通信用のプロトコルを採用する。

００3０ 記憶部 3は、制御プログラム、当該プログラムの実行に必要なパラメータやファイ

ル等を記憶している。

００3 1 保存用 4は、大容量メモりからなり、医用画像の他、読影レポートを記憶してい
る。

００32 読影端末2０は、読影医の読影に供するため医用画像を表示するものである。読影
。端末2０としては、医用画像の閲覧用ソフトウェアを細み込んだPC (パーソナルコンヒ

ュ一タ)等が挙げられる。すなわち、読影端末2０ほ、制御部、操作部、表示部、通信

部、記憶部等を備えて構成されている。



００3 3 また、読影端末2０は、読影レポート作成機能を有している。読影時には、画像ザー

バ ０から取得した医用画像を表示させるだけでなく、読影レポートの作成画面を表

示させ、当該作成画面において人力された情報を読影レポートとする。

００3 4 モダリティ3０は、検査撮影により撮影画像を生成するものである。モダリティ3０とし

ては、例えばC (Compu ed Ra d o g aph )装置や (Magne c Reso na e mag n

劫装置、C (Compu ed Tomog aph )装置等が挙げられる。

００3 5 次に、第2のシステムについて説明する。

第2のシステムでは、画像ザーバ が保存している医用画像、読影レポートを電子力

ルテ端末4０に提供する。

００3 6 電子かレテ端末4０は、電子かレテを作成する電子かレテ機能を有し、併せて参照

医の診察に供するため医用画像、読影レポートの表示を行ぅ。また、電子力ルテ端末

4０では、医用画像に関するオーダ情報を生成し、これを画像ザーバ ０に送信するこ

とで医用画像の撮影条件や読影条件等を指定することが可能な構成となっている。

００3 7 図3 に、電子力ルテ端末4０の構成を示す。

図3 に示すよぅに、電子かレテ端末4０は、制御部4 、操作部4 2、表示部4 3、通信

部4 4 、記憶部4 5、参照用 46を備えて構成されている。

００3 8 制御部4 は、C P 等から構成され、記憶部4 5に記憶されている電子力ル

テ作成用の制御プログラム等のプログラムとの協働により、各部の集中制御、各種演

算を行ぅ。例えば、制御部4 は電子力ルテプログラムとの協働により電子力ルテの作

成処理を行ぅ。また、画像処理プログラムとの協働により医用画像に各種画像処理を

施す。

００3 9 操作部4 2は、マウスやキーボード等を備えて構成され、これらの操作に応じた操作

信号を生成して制御部4 に出力する。

表示部4 3は、ディスプレイを備え、制御部4 の制御に従って当該ディスプレイ上に

医用画像の表示画面や電子かレテの作成画面等の各種操作画面を表示する。

００4０ 通信部4 4 は、通信用のインターフェイスを備え、ネットワーク 上の画像ザーバ ０

等と通信を行ぅ。

記憶部4 5は、上記制御プログラムやその実行に必要なパラメータやファイル等を記



憶している。

００4 1 参照用 46は、参照用に取得した医用画像や読影レポート、作成した電子かレ

テ等を記憶するためのメモりである。

００4 2 次に、上記医用画像システム の動作について説明する。

図4 は、医用画像システム の電子かレテ端末4０と画像ザーバ ０とで行われる処

理の流れを説明するフローチャートである。

まず、電子力ルテ端末4０において制御部4 により電子力ルテプログラムを起動し、

電子かレテの作成画面を表示部4 3上に表示する。そして、この作成画面において

撮影対象の忠者の選択を行ぅ(ステップ ) 。電子力ルテの作成画面には、診察を受

ける忠者に関する情報を入力するための項 目、検査撮影の有無を選択する項 目が

表示されるので、参照医はこの入力項 目に情報人力を行ぅことで忠者の選択及び検

査撮影の指定が可能である。

００4 3 検査撮影が指定されると、制御部4 は検査撮影に関する指定条件、読影に関する

指定条件等、検査撮影で得るべき医用画像に関するオーダ情報を入力する設定画

面を表示させる。検査撮影に関する指定条件とは、例えば撮影 日時、撮影部位、撮

影方向、造影剤の有無等を指定する条件である。また、読影に関する指定条件とは

、例えば読影医の指定や、特に注目して見て欲しい検査部位等の情報である。

指定条件が入力されると、その入力情報に某づいて制御部4 はオーダ情報を生

００4 4 オーダ情報とは、医用画像の撮影から生成、読影に至るまでの一連の処理、作業

に関しての指示情報をいい、例えば医用画像を撮影する忠者や医用画像の読影を

担当する医師等を指定する指示情報を含んでいる。図6 ～図6 は、医用画像に付

帯される情報の一例を示す図である。図6 、図6 に示すよぅに、オーダ情報には忠

者某本情報 、検査情報 2等が含まれる。忠者某本情報 は撮影対象の忠者

に関する指示情報 (例えば、撮影すべき忠者の氏名等 ) であり、検査情報 2は検査

撮影や読影に関する指示情報 (例えば、撮影を行ぅべき検査 日付、読影の担当とし

て指定した医師の読影担当医師名等 ) である。

００4 5 その他、図6 C～図6 に示すシリーズ情報 3、画像詳細情報 4、レポート詳細情



報 5は、オーダ情報の発行後に撮影や読影の過程で生成される情報であり、オー

ダ情報とともに撮影画像に付帯されることとなる情報群である (情報の付帯について

は後述する) 。シリーズ情報 3は一連の検査に得られる関連画像等に関する情報 (

例えば、検査に用いたモダリティ等 ) であり、画像詳細情報 4は医用画像の生成条

件に関する情報 (例えば、画像タイプ等 ) 、レポート詳細情報 5は読影レポートに関

する情報 (例えば、読影レポートの作成を担当したレポート担当医師名等 ) である。

各情報 ～ 5にはそれぞれ識別情報として忠者情報 、検査情報 、シリ

ーズ情報 、画像詳細情報 、レポート詳細情報 が付され、さらに一連の情

報 ～ 5を識別する情報として OPインスタンス が付されている。これらの

情報を他の情報 ～ 5内に含ませることにより、情報 ～ 5相互の関連付けが

００4 6 このオーダ情報がその後の検査撮影、読影時に技師や読影医によって参照され、

その指示に従って撮影作業、医用画像の生成処理、読影作業等が行われるので、

参照医は所望の医用画像を得ることができる。

生成されたオーダ情報は、制御部4 の制御によって記憶部4 5に記憶されるととも

に、ネットワーク 2を介して画像ザーバ ０及び図示しな Y (Rad o 町 nぬ a o

n s em 放射線科情報システム) に送信される。 S ではモダリテイ3０ヘオーダ情

報を配信し、モダリテイ3０ではオーダ情報の表示等を行う。この表示されたオーダ情

報を技師が参照し、指定された撮影条件、生成条件をモダリテイ3０に設定して撮影

を行う。

００4 7 モダリテイ3０ではオーダ情報により指定された撮影条件で撮影を行うと、モダリテイ

3０は指定された生成条件で撮影画像を生成する。生成した撮影画像は画像ザーバ

０に伝送される。

００4 8 画像ザーバ ０では制御部 において、オーダ情報に某づいてモダリテイ3０から

取得された撮影画像から、 CO 対応の医用画像を生成し、これを保存用 4

に保存する (ステップS 3 ) o CO では、典なる機器間における医用画像の互換，性

を持たせるため、医用画像に関する情報を医用画像に付帯させるにあたり、その情

報の内容や形式に共通規定をおいている。 CO 対応の医用画像とは、この規定



に従って作成された医用画像をいぅ。

００4 9 図5を参照して制御部 による C O 対応の医用画像の生成過程について説

明する。

まず、制御部 はオーダ情報に某づいて付帯情報を生成する。付帯情報はオー

ダ情報に上述したシリーズ情報、画像詳細情報を迫加したものである。図6 ～図6

に示す例で説明すると、付帯情報は忠者某本情報 (氏名、生年月 日) 、検査情報

2 (検査 日時、検査の依頼医師名、技師名等 ) 、シリーズ情報 3 (モダリティ、忠者

位置、検査部位等 ) 、画像詳細情報 4 (撮影画像の剖当ビット数、圧縮率等 ) 等から

なる。なお、シリーズ情報、画像詳細情報はモダリティ3０において撮影画像の生成

時に作成し、画像ザーバ ０がこれを撮影画像とともに取得することとする。

００5０ 次いで、制御部 はモダリティ3０から得られた撮影画像にこの付帯情報を付帯さ

せ、これを CO 対応の医用画像とする。生成された医用画像は保存用 4 に

保存される。保存用 4 内の医用画像はその付帯情報によって個々に特定され、

管理されることとなる。

００5 1 このよぅに画像ザーバ ０において管理下におかれた医用画像は、読影端末2０へ

の提供に付される。画像ザーバ ０の制御部 は、保存用 4 に保存された医用

画像を読影端末2０に配信する。読影端末2０では、配信された医用画像を表示し、

読影医の読影に付すとともに、当該医用画像の付帯情報、例えば読影に関する指示

情報等を表示する。また、読影端末2０では読影レポートの作成画面を表示する。読

影医は読影端末2０において表示された医用画像を読影し、その所見等を作成画面

において人力すればよい。読影端末2０では、作成画面における入力に某づいて読

影レポートを生成し、これを画像ザーバ ０に送信する。このとき、読影レポートがどの

検査分の医用画像に対して作成されたものであるかを特定するための特定情報 (例

えば忠者 と検査 等 ) を読影レポートと対応付けて送信することとする。

００5 2 画像ザーバ ０では、特定情報に某づいて読影端末2０から受信された読影レポー

トがどの医用画像に対応するかを判断した後、当該読影レポートと医用画像とを対応

付けて保存用 4 に保存する (ステップS5) 。読影レポートと医用画像との対応付

けは医用画像の付帯情報を用いて行ぅ。すなわち、図5 に示すよぅに読影レポートに



も対象となった医用画像と同一の付帯情報を付帯させる。またこのとき、レポート詳細

情報 5を付帯情報に迫加させる。これにより、読影レポートも C 対応のものと

なる。なお、レポート詳細情報 5 は読影端末2０において読影レポートの作成時に

作成し、画像ザーバ ０は読影レポートとともにこのレポート詳細情報 5を取得する

００5 3 ここまでの処理が第 のシステムにおける処理である。上述したよぅに、第 のシステ

ムでは医用画像の生成、読影までを担ぅこととなる。

画像ザーバ ０に保存された医用画像及び読影レポートは、電子かレテ端末4 ０に

配信され、参照医の診察に供されることとなる。これが第2のシステムである。

００5 4 まず、電子力ルテ端末4 ０からの要求に応じて、画像ザーバ ０では要求された医用

画像及び読影レポートを制御部 が保存用 4から読み出してこれを電子力ルテ

端末4 ０に配信する制御を行ぅ(ステップ55) 。このとき、対応する医用画像及び読影

レポートには同一内容の付帯情報が付帯されている。また、配信時の電子力ルテ端

末4 ０の通信部4 4 と画像ザーバ ０の通信部 2 間の通信プロトコルは C では

なく TP ( Pe Tex T ans6e o oco ) P ( e T ans6e o oco )等の汎

用のWeb 通信によるものである。

００5 5 電子力ルテ端末4 ０では、制御部4 が記憶部4 4からオーダ情報を読み出し、この

オーダ情報と、画像ザーバ ０から配信された医用画像の付帯情報とを照合して医用

画像がオーダ情報に応じたものであるか否かを判断する (ステップ56) 。照合は全て

の項 目について行ぅ必要はなく、例えば忠者 、忠者氏名、検査 等の医用画像

の特定に必要な項 目のみ抽出して照合すればよい。医用画像がオーダ情報に従っ
て撮影、生成されたものであれば、その付帯情報はオーダ情報を元に生成されるた

め、両者の情報の内容は一致するはずである。一方、誤って要求した忠者と典なる

忠者の医用画像は配信された場合、忠者 等の多くの項 目において不一致となる

はずである。

００5 6 オーダ情報と付帯情報とが不一致であった場合には (ステップ5 6 不一致 ) 、配信

された医用画像は要求した忠者のものではないと判断し、その判断結果として制御

部4 はその旨を通知するエラーメッセージを表示部4 3上に表示させる (ステップ5 7



一方、オーダ情報と付帯情報とが一致する場合 (ステップ56 一致) 、配信された医

用画像は要求した忠者のものであると判断できるので、制御部4 は医用画像がオー

ダ情報に応じたものであるとの判断結果を示すものとして、当該医用画像及び付帯

情報を表示部4 3上に表示させる (ステップ58)

００5 7 図7に、その表示例を示す。

図7に示すよぅに、医用画像及びその付帯情報はかレテ作成画面d 上に表示され

る。

かレテ作成画面d は、かレテの入力領城d と医用画像の表示領城d 2からなる

。かレテの入力領城はさらにかレテ 領城d 、かレテ 領城d 2に分けられる。

力ルテ 領城d は、電子力ルテの対象となる忠者の忠者氏名、性別、忠者 等

の忠者に関する入力領城である。かレテ 領城d 2は、所見、観察結果、診断、こ

れらかの治療計画等、診察に関する入力領城である。

００58 医用画像の表示領城d 2は、医用画像の画像領城d 2 、画像処理のツール領城

d 22、付帯情報の表示領城d 23に分けられる。医用画像の画像領城d 2 は、画

像ザーバ ０から配信された医用画像を表示するための領城である。画像処理のツ

ール領城d 22は、医用画像に対し、線画や文字を合成するための描画ツールd3

、画像の操作を行ぅための画像ツールd32 、拡大 縮小ツールd 、階調変換処理

を行ぅための階調ツールd34 を含む。

００59 画像ザーバ ０から配信される医用画像はJP GやP 等のデータではないので、

電子力ルテ端末4０では配信された医用画像について、階調処理や拡大縮小等の

画像処理が可能である。これら画像処理を行ぅための操作手段が各ツールd3 ～d3

4である。

描画ツールd3 は線画、文字等、合成する対象を指定するためのキ一からなる。画

像ツールd32 は回伝や位置の移動、トリミング、ザムネイル画像の貼付等を指示操作

するためのキ一からなる。また、拡大 縮小ツールd33 は拡大又は縮小の選択キ一

と、その倍率の入力領城からなる。階調ツールd34 はコントラストの調整バ一により所

望の階調を選択可能となっている。参照医は画像領城d 2 に表示された医用画像



の画像処理を行いたい場合にはこれらツールd3 ～d34 により画像処理の種類及び

画像処理条件の指定操作を行ぅ。

００6０ 付帯情報の表示領城d 23には、医用画像の付帯情報 (図6 ～図6 参照 ) の一

部が抽出されて表示されている。なお、当該表示領城d 23に詳細キ一を設け、この

詳細キ一の操作によりその他の付帯情報を参照できるよぅな構成としてもよい。

００6 1 また、医用画像の表示領城d 2には、画像領城d 2 に表示されている医用画像

の読影レポートを表示するよぅ指示するための読影レポートキーd 24が設けられて

いる。参照医は医用画像について読影レポートを参照したい場合にはこの読影レポ

ートキーd 24を操作する。

００62 上記かレテ画面d において、各ツールd3 ～d34 の操作によって画像処理が指示

されると、制御部4 は医用画像に対し指定された画像処理条件で指定された画像、

処理を施す。画像処理された医用画像は、制御部4 の制御により表示部4 3上に表

００63 次いで、読影レポートキーd 24の操作がなされると、制御部4 は当該医用画像と

対応して画像ザーバ ０から配信された読影レポートの付帯情報を読み出し、当該付

帯情報と、記憶部44に記憶されているオーダ情報とを照合して、読影レポートがオー

ダ情報に応じたものであるか否かを判断する (ステップ )。医用画像の付帯情報

はオーダ情報と一致するはずであり、医用画像とその読影レポートとは同一の付帯情

報が付帯されていることから、読影レポートが表示された医用画像についての其の読

影レポートであれば、オーダ情報と読影レポートの付帯情報とは一致するはずである

。読影レポートが典なる医用画像のものであったりする場合には、その付帯情報とオ

ーダ情報とは不一致のところが生じる。

００64 なお、読影レポートがオーダ情報で指示された忠者のものかどぅかを確認するため

には、例えば忠者 、忠者氏名等の項 目を照合すればよい。一方、読影レポートが

オーダ情報で指示した通りに読影がなされているかどぅか、内容的な確認を行ぅ場合

には、例えばオーダ情報の検査情報 2に含まれる読影担当医師名と、付帯情報の

レポート詳細情報 5に含まれるレポート担当医師名を照合すればよい。

オーダ情報と付帯情報とが不一致の場合は (ステップS 不一致) 、その判断結



果として制御部4 はオーダ情報に応じた読影レポートではない旨を示すエラーメッ

セージを生成し、表示部4 3上に表示させると(ステップ5 ０) 、本処理を終了する。

００6 5 一方、オーダ情報と付帯情報とが一致する場合 (ステップS 一致 ) 、制御部4

は配信された読影レポートは表示された医用画像に対応する其の読影レポートであ

ると判断し、その判断結果を示すため、当該読影レポートを表示部4 3上に表示させ

００6 6 その後、入力領城d においてヵルテの入力がなされると、制御部4 は電子力

ルテ画面で入力された入力情報、貼り付けられた医用画像のザムネイル画像等から

電子かレテを作成する (ステップS 3 )。作成した電子かレテを参照用 46に保存

すると、本処理を終了する。

００6 7 以上のよぅに、本実施形態によれば、医用画像の生成、読影等、医用画像に関す

るオーダ情報を電子かレテ端末4０において生成、保存する。画像ザーバ ０ではオ

ーダ情報に某づいて医用画像の付帯情報を生成し、医用画像及び付帯情報を電子

かレテ端末4０に配信する。よって、電子かレテ端末4０では、医用画像の付帯情報と

オーダ情報とを照合することにより、医用画像が要求した忠者のものであるかどぅか、

その医用画像の真偽を判断することができる。また、オーダ情報によって指示した通

りの医用画像が得られたか否かを判断することができる。

００6 8 従来の電子かレテ端末ではJP G等の軽呈で簡易に表示が可能なデータ形式に

変換された医用画像が配信されていた。JP G画像のみが配信されるため、電子力

ルテ端末側の参照医 まJP G画像に関して依頼した忠者のものなのか、どのよぅな撮

影条件で得られたのか等を知ることができなかった。

しかし、上述のよぅに本実施形態によれば電子かレテ端末4０へは圧縮等せずに医

用画像を配信するので、その付帯情報を付帯させて配信することができる。付帯情

報はオーダ情報を某に C 規格に従って生成されるので、これを電子かレテ端

末4０において保持しているオーダ情報と照合することにより、真偽の判断が可能とな

る。

００6 9 また、電子かレテ端末4０では、画像ザーバ ０から取得した医用画像とともにその

付帯情報を表示するので、参照医は電子かレテの作成画面d 上で医用画像及び



付帯情報を参照することができる。よって、参照医は付帯情報から医用画像がどのよ

ぅな撮影条件で撮影されたのか、指示通りに撮影されているのかどぅか等を容易に確

認することができる。

００7０ また、医用画像については、電子かレテの作成画面d 上で画像処理が可能である

。従って、参照医は参照しやすい画像状態とするため、又は電子かレテに利用しや

すい画像を作成するため等、様々な目的に応じて医用画像の画像処理を行ぅことが

可飴となる。特に、別途医用画像の表示、画像処理に応じたソフトウェアを起動する

ことなく、電子かレテの機能と一体的に行ぅことができるため、参照医の作業効率が

向上する。

００7 1 また、電子力ルテ端末4０ではオーダ情報において読影に関する指示も可能であり

、画像ザーバ ０では読影端末2０において生成された読影レポートに、対応する医

用画像の付帯情報を付帯させる。よって、電子かレテ端末4０において画像ザーバ

0から酉 言された読影レポートの付帯情報と、電子力ルテ端末4０において保持して

いるオーダ情報とを照合することにより、読影レポートが要求した医用画像の読影レ

ポートであるかどぅかその真偽を判断することができるとともに、読影レポートが指示し

たとおりに読影され、作成されたものかどぅかを判断することができる。

００7 2 また、付帯情報の表示により、参照医は読影レポートが指示したとおりに読影されて

作成されているかどぅか等を容易に確認することができる。例えば、読影 日時や読影

レポートを承認した承認医師名等の情報が付帯情報に含まれていれば、これらを参

照することにより、指定した日時までに読影が行われたか、指示した医師によって読

影レポートが承認されたかどぅか等を確認することができる。

００7 3 また、画像ザーバ ０から電子かレテ端末4０へは、通常医用画像の通信について

用いられる C によるプロトコルではなく、Web 通信によるプロトコルによって医

用画像を配信する。これにより、画像ザーバ ０と電子かレテ端末4０間を CO に

応じたシステム構成とする必要がなく、簡易かつ低コストのシステム構成とすることが

できる。

産業上の利用性

００7 4 医用画像を取り扱ぅ分野において利用することが可能である。



符号の説明

医用画像システム

０ 画像ザーバ

制御部

4 保存用

2０ 読影端末

3０ モダリティ

4０ 電子かレテ端末

4 制御部

4 2 操作部

4 3 表示部

4 6 参照用



請求の範囲

医用画像をその医用画像に関する付帯情報と対応付けて保存する画像ザーバと、

電子かレテを作成する電子かレテ端末と、を含む医用画像システムにおいて、

前記電子かレテ端末は、

前記画像ザーバに保存された医用画像に関するオーダ情報を記憶する記憶手段

と、

前記画像ザーバから前記医用画像及び付帯情報を取得する取得手段と、

前記取得された医用画像の付帯情報と、前記記憶された医用画像のオーダ情報と

を用いて、前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じた医用画像であるか

否かを判断し、その判断結果を出力する判断制御手段と、

を備えることを特徴とする医用画像システム。

2 前記電子かレテ端末は、

医用画像を表示するための表示手段と、

前記判断制御手段により前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じた医

用画像であると判断された場合、当該医用画像を前記表示手段上に表示させる表

示制御手段と、

を備えることを特徴とする請求項 に記載の医用画像システム。

3 前記表示制御手段は、前記取得された医用画像とともにその付帯情報を表示させ

ることを特徴とする請求項2に記載の医用画像システム。

4 前記電子かレテ端末は、

前記取得された医用画像の画像処理を行ぅ画像処理手段を備え、

前記表示制御手段は、前記画像処理された医用画像を前記表示手段上に表示さ

せることを特徴とする請求項2又は3に記載の医用画像システム。

5 前記取得手段は、前記医用画像をWeb 通信のプロトコルにより取得することを特徴

とする請求項 ～4の何れか一項に記載の医用画像システム。

6 前記画像ザーバは、前記医用画像の読影レポートを当該医用画像の付帯情報に

対応付けて記憶し、

前記電子力ルテ端末において、



前記取得手段は、前記医用画像とともに対応する読影レポートを前記画像ザー

バから取得し、

前記判断制御手段は、前記取得された読影レポートの付帯情報と、前記オーダ情

報とを用いて、当該読影レポートが前記オーダ情報に応じた読影レポートであるか否

かを判断し、その判断結果を出力することを特徴とする請求項 に記載の医用画像

7 前記電子力ルテ端末において、

読影レポートを表示するための表示手段と、

前記判断制御手段により前記取得された読影レポートが前記オーダ情報に応じた

読影レポートであると判断された場合、当該医用画像を前記表示手段上に表示させ

る表示制御手段と、

を備えることを特徴とする請求項6に記載の医用画像システム。

8 電子かレテを作成する電子かレテ端末において、

医用画像に関する付帯情報と対応付けて画像ザーバに保存された医用画像に関

するオーダ情報を記憶する記憶手段と、

前記画像ザーバから前記医用画像及び付帯情報を取得する取得手段と、

前記取得された医用画像の付帯情報と、前記記憶された医用画像のオーダ情報と

を用いて、前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じた医用画像であるか

否かを判断し、その判断結果を出力する判断制御手段と、

を備えることを特徴とする電子かレテ端末。

9 コンピュータを、

医用画像に関する付帯情報と対応付けて画像ザーバに保存された医用画像に関

するオーダ情報を記憶手段に記憶させる記憶制御手段、

前記画像ザーバから前記医用画像及び付帯情報を取得する取得手段、

前記取得された医用画像の付帯情報と、前記記憶手段に記憶された医用画像の

オーダ情報とを用いて、前記取得された医用画像が前記オーダ情報に応じた医用

画像であるか否かが判断し、その判断結果を出力する判断制御手段、

として機能させるためのプログラム。
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