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(57)【要約】
　本発明は、例えばＭＲ走査検査前又は検査中に患者の
不安を減らす方法及びシステムに関する。この方法は、
患者がスキャナ室に入るとき、患者が見ることができる
壁、例えば入り口のドア１０３に隣接する壁に画像が表
示されるように、スキャナ室１００の壁１０６、１０７
に画像を表示することに基づいている。患者がスキャナ
１０１のテーブル１０２に横たわっているとき、画像の
投影は、画像プロジェクタにより放射される光線内に移
される例えばミラーを用いて、投影される画像を反射す
ることにより、もう１つの壁に切り替えられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者を検査するためのスキャナ室で使用する画像投影システムであり、画像プロジェク
タが前記スキャナ室の面に画像を投影するために、前記スキャナ室に備え付けられる画像
投影システムにおいて、
－反射器を有する反射器ユニットであり、前記反射器は、前記反射器ユニットの第１のモ
ードでは、前記画像はスキャナ室の第１の面に投影され、前記反射器ユニットの第２のモ
ードでは、前記画像はスキャナ室の第２の面に投影されるように、前記画像プロジェクタ
に対して位置決められ、前記スキャナ室の第１及び第２の面は、同じ場所ではなく、前記
第１のモードから前記第２のモードへの変更は入力信号に依存している、反射器ユニット
、並びに
－前記患者の位置を示す前記入力信号を発生させるための信号発生器、
を有する画像投影システム。
【請求項２】
　前記患者と前記スキャナ室の第１の面との間の経路から、前記患者と前記スキャナ室の
第２の面との間の経路へ視野経路を変更するように配される１つ又は２つの反射器を備え
る視野装置をさらに有する、請求項１に記載の画像投影システム。
【請求項３】
　前記第１の面は、前記スキャナ室の患者の入り口に隣接する面であり、前記第２の面は
、前記スキャナ室のスキャナのテーブルに横たわっている患者が見ることができる面であ
る、請求項１に記載の画像投影システム。
【請求項４】
　前記信号発生器は、手動で操作可能なスイッチである請求項１に記載の画像投影システ
ム。
【請求項５】
　前記信号発生器は、走査動作を行うのに必要な特定の位置に患者がいるときを検出する
ことが可能な検出器である、請求項１に記載の画像投影システム。
【請求項６】
　前記画像プロジェクタは、前記反射器ユニットが第１のモードにあるときは２Ｄ画像が
投影され、前記反射器ユニットが第２のモードにあるときは３Ｄ画像が投影されるように
、２Ｄ画像の投影と３Ｄ画像の投影とを切り替え可能であり、前記３Ｄ画像の投影は、前
記第１及び第２の画像が前記患者の夫々左目及び右目により見ることができるように、コ
ード化された互いにずれている第１及び第２の画像の投影を有する、請求項１に記載の画
像投影システム。
【請求項７】
　前記視野装置は、患者の夫々左目及び右目に対しコード化された視覚要素を有し、請求
項６に記載の前記夫々の第１及び第２の画像を見ることを可能にする請求項２に記載の画
像投影システム。
【請求項８】
　前記画像プロジェクタは、前記画像の周りに境界を生じさせるように構成される、請求
項１に記載の画像投影システム。
【請求項９】
　前記反射器ユニットはさらに、前記スキャナ室に患者の入り口を設けている第３の面に
前記画像が投影される第３のモードに切り替わることが可能である、請求項１に記載の画
像投影システム。
【請求項１０】
　前記患者の生理学的パラメタを検出するための患者モニタリングユニットを有する請求
項１に記載の画像投影システムにおいて、前記制御ユニットは、前記画像プロジェクタに
供給される画像情報を含む画像信号を発生させる又は修正するための処理器を有する画像
投影システム。
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【請求項１１】
　カメラを備える監視システムを有する請求項１に記載の画像投影システムにおいて、前
記監視システムは、前記診療所の職員の存在を検出し、前記検出される診療所の職員の存
在に依存して、前記スキャナ室の状態を変更するための画像処理機能を有する画像投影シ
ステム。
【請求項１２】
　－スキャナ室にいる患者の位置を示す信号を発生させるステップ、
－前記発生した信号により与えられる前記位置に依存して、前記信号が第１の位置を示す
とき、第１の面に前記画像プロジェクタからの画像を投影し、前記信号が前記第１の位置
と異なる第２の位置を示すとき、反射器ユニットを用いて前記画像を方向転換することに
より、第２の面に同じ前記画像プロジェクタからの画像を投影するステップであり、前記
スキャナ室の第１及び第２の面は同じ場所ではない、ステップ
を使用して前記スキャナ室の面に画像を投影することにより、患者を検査するためのスキ
ャナ室において患者の気分をよくする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の不安を減らすためのシステム及び方法、特にスキャナ室において使用
するのに適したシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばＭＲ走査のような走査検査を受ける患者はしばしば、強いストレスを受けている
。ＭＲスキャナの細長いトンネルは、閉塞感を起こさせ、従って不安を増大させるか又は
閉所恐怖症型の症状を引き起こす。
【０００３】
　走査結果の品質は、患者がひどく不安がるとき、悪影響を与える。故に、走査結果を改
善するため若しくは少なくとも患者の気分を良くするために、患者のスキャナ及びスキャ
ナ室の嫌な体験を減らす又は補償する必要がある。
【０００４】
　米国特許番号US6,774,929号は、磁気共鳴（ＭＲ）画像装置内で診断治療を受けている
患者に視覚的な刺激を与えるＭＲビデオシステムを開示している。このシステムは、ＭＲ
装置のすぐ近くに置かれる磁気に不活性であり、ＲＦシールドされたプロジェクタを利用
して、このＭＲ装置のボアの内側にある透過スクリーン上にビデオ画像を映す。患者はプ
リズムを介してそのスクリーンを眺める。
【０００５】
　米国特許番号US6,774,929は、スキャナ室にいる患者の気分を良くするシステムを開示
しているのに対し、本発明の発明者は、患者の気分を良くするための改善が必要とされる
ことは分かっており、その結果、本発明を考案している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　走査検査前及び走査検査中の両方において、患者の不安を減らすための改善を達成する
ことが利点である。特に、本発明の目的として、スキャナにより引き起こされる上述した
従来技術の問題又は他の問題を解決する方法を提供することが分かる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　これらの問題の１つ以上をうまく対処するために、本発明の第１の態様において、患者
を検査するためのスキャナ室で使用する画像投影システムが示され、ここで画像プロジェ
クタがこのスキャナ室の面に画像を投影するために、前記スキャナ室に取り付けられる。
この画像投影システムは、
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－反射器を有する反射器ユニット、及び
－患者の位置を示す入力信号を発生させるための信号発生器
を有し、前記反射器は、反射器ユニットの第１のモードでは、画像はスキャナ室の第１の
面に投影され、反射器ユニットの第２のモードでは、画像はスキャナ室の第２の面に投影
されるように、画像プロジェクタに対して位置決められ、スキャナ室の第１及び第２の面
は、同じ場所ではなく、第１のモードから第２のモードへの変更は入力信号に依存してい
る。
【０００８】
　前記反射器ユニットは、信号発生器からの入力信号を受信するための入力部を有しても
よい。
【０００９】
　同じ場所ではない第１及び第２の面は、１つの壁において互いに距離を置いた第１及び
第２の範囲でもよいし、第１及び第２の面は、例えば平行ではない又は平行である壁のよ
うな１つの部屋の２つの壁でもよい。第１及び第２の面の何れかが壁の異なる又は同じ場
所ではない範囲、部屋の床又は天井を有してもよい。部屋の面は、この部屋に置かれるス
キャナの面でもよい。
【００１０】
　前記反射器ユニットは、画像プロジェクタの近くに置かれるように設計される別個の構
成要素でもよいし又は反射器ユニットは画像プロジェクタの構成要素でもよい。しかしな
がら、反射器ユニットは如何なる画像プロジェクタとも共に使える別個の構成要素である
ことが有利である。同じプロジェクタからの画像は、スキャナ室の別の面に投影され得る
ので、患者がスキャナ室において別の位置にいるときでも、患者は、投影される画像を見
ることができる。
【００１１】
　ある実施例において、画像投影システムはさらに、患者とスキャナ室の第１の面との間
の経路から、患者とスキャナ室の第２の面との間の経路へ視野経路を変更するように配さ
れる１つ又は２つの反射器を備える視野装置を有する。
【００１２】
　従って、前記１つ又は２つの反射器は、反射器ユニットが第２のモードにあるとき、患
者が投影される画像を見ることができるように、患者から投影される画像への光の経路を
変更するように配される。言い換えると、患者の視野角は、前記１つ又は２つの反射器に
より方向転換され、反射器ユニットが第２のモードにあるとき、患者が投影される画像を
見ることができる。
【００１３】
　ある実施例において、前記第１の面は、スキャナ室の患者の入り口に隣接する面であり
、前記第２の面は、スキャナ室のスキャナのテーブルに横たわっている患者が見ることが
できる面である。
【００１４】
　ある実施例において、信号発生器は、手動で操作可能なスイッチである。例えば、この
スイッチは、患者又は診療所の職員により操作されてもよい。それ故に、患者は、自分が
スキャナのテーブルに横たわった後、画像を見たいと思うときを決めることができる。
【００１５】
　もう１つの実施例において、信号発生器は、走査動作を行うのに必要な特定の位置に患
者がいるときを検出することが可能な検出器である。それ故に、患者は、自分がスキャナ
のテーブルに横たわっているとき、画像が見られるようにするための如何なる行動も考え
る又は行う必要はない。
【００１６】
　ある実施例において、画像プロジェクタは、反射器ユニットが第１のモードにあるとき
は２Ｄ画像が投影され、反射器ユニットが第２のモードにあるときは３Ｄ画像が投影され
るように、２Ｄ画像の投影と３Ｄ画像の投影とを切り替え可能である。３Ｄ画像の投影は
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、第１及び第２の画像が患者の夫々左目及び右目により見ることができるように、コード
化、例えばカラーコード化又は偏光コード化された互いにずれている第１及び第２の画像
の投影を有する。有利には、２Ｄ画像に比べ患者の不安がさらに減るように、３Ｄ画像が
視覚体験を高めてもよい。
【００１７】
　ある実施例において、視野装置は、３Ｄ画像を表示する実施例に従って、患者の夫々左
目及び右目に対しコード化、例えばカラー又は偏光コード化された視覚要素を有し、夫々
第１及び第２の画像を見ることを可能にする。
【００１８】
　ある実施例において、画像プロジェクタは、画像の周りに境界を生じさせるように構成
される。境界の様相は、部屋の明かりの様相に対応して設定されてよい。境界が視野装置
又はスキャナのトンネルにより使用可能な視野に一致するとき、視野は限られていないと
境界が印象付けるので、視覚体験は、視野の減少による悪影響を受けない。
【００１９】
　ある実施例において、反射器ユニットはさらに、スキャナ室に患者の入り口を設けてい
る第３の面に画像が投影される第３のモードに切り替わることが可能である。従って、患
者がスキャナ室から離れるとき、患者に画像が示される。このスキャナ室の最終的な印象
がしばしば体験の記憶を決定するので、これは有益である。患者の気分を最大限によくす
るために、ＭＲ室の最後に見る面がさらに個人的に選択した部屋のテーマの一部であるこ
とがそれ故に重要である。
【００２０】
　画像投影システムの実施例は、制御ユニットが画像プロジェクタに供給される画像情報
を含む画像信号を発生させる又は修正するための処理器を有している、患者の生理学的パ
ラメタを検出するための患者モニタリングユニットを有する。それ故に、投影される画像
は前記生理学的パラメタに依存して設定されてもよい。さらに、心拍数が増大するとき、
穏やかな音楽が再生されてもよい。
【００２１】
　ある実施例において、請求項に記載の画像投影システムは、カメラを備える監視システ
ムを有し、このシステムは、診療所の職員の存在を検出し、検出される診療所の職員の存
在に依存して、例えば光の強度のようなスキャナ室の状態を変更するための画像処理機能
を持つ。
【００２２】
　本発明の第２の態様は、スキャナ室に取り付けられる画像プロジェクタを使用してスキ
ャナ室の面に画像を投影することにより、患者を検査するためのスキャナ室おいて患者の
気分をよくする方法に関し、この方法は、
－スキャナ室にいる患者の位置を示す信号を発生させるステップ、
－発生した信号により与えられる前記位置に依存して、その信号が第１の位置を示すとき
、第１の面に前記画像プロジェクタからの画像を投影し、前記信号が前記第１の位置とは
異なる第２の位置を示すとき、反射器ユニットを用いて前記画像を方向転換することによ
り、第２の面に同じ前記画像プロジェクタからの画像を投影するステップであり、前記ス
キャナ室の第１及び第２の面は同じ場所ではない、ステップ、
を有する。
【００２３】
　一般的に、本発明の様々な態様は、本発明の範囲内において可能な如何なる方法と併用
及び結合されてもよい。本発明のこれら及び他の態様、特徴及び／又は利点は、以下に記
載する実施例から明らかであり、これら実施例を参照して説明される。
【００２４】
　要するに、本発明は、例えばＭＲ走査検査前及び検査中に患者の不安を減らす方法及び
システムに関する。この方法は、患者がスキャナ室に入るとき、患者が見ることができる
壁、例えば入り口のドアに隣接する壁に画像が表示されるように、このスキャナ室の壁に
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画像を表示することに基づいている。患者がスキャナのテーブルに横たわっているとき、
画像の投影は、画像プロジェクタにより放射される光線内に移される例えばミラーを用い
て、投影される画像を方向転換することにより他の壁に切り替えられる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】スキャナを備えるスキャナ室を示す。
【図２】反射器ユニットを備える画像投影システムを示す。
【図３】患者の視野角を方向転換するための視野装置を示す。
【図４】限られた患者の視野を示す。
【図５】本発明の実施例による方法のステップを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の実施例は、図面を参照して、単なる例として説明される。
【００２７】
　図１は、テーブル１０２に横たわっている患者（図示せず）を走査するための例えばＭ
Ｒスキャナのようなスキャナ１０１を備えるスキャナ室１００を示す。このスキャナ室１
００は、このスキャナ室の外にいる診療所の職員が走査処理中の患者を注視することを可
能にする患者の入り口、例えばドア及び窓１０４を持っている。
【００２８】
　スキャナ室の面１０６に画像を投影するための画像プロジェクタ１０５がこのスキャナ
室に取り付けられる。投影される画像の内容は、例えばコンピュータから画像プロジェク
タ１０５に画像データとして供給される静止画又はビデオ画像でもよい。
【００２９】
　前記投影される画像を画像プロジェクタの投影方向１１１とは異なる第１の方向１１２
に方向転換するために、反射器ユニット（図２の２０２参照）が画像プロジェクタ１０５
に対して配される。場合によって、前記画像が投影方向及び第１の方向とは異なる別の方
向に方向転換されてもよい。
【００３０】
　例えば、反射器ユニット２０２は、スキャナ室に患者の入り口１０３を設けた壁面に画
像が投影される第３のモードに切り替え可能である。
【００３１】
　従って、反射器ユニットの第１のモードでは、画像は投影方向１１１に沿ってスキャナ
室の第１の面、例えば表面１０６に投影され、反射器ユニットの第２のモードでは、画像
は第１の方向１１２に沿ってスキャナ室の第２の面に投影される。
【００３２】
　前記第１及び第２の面１０６、１０７は、部屋の壁、部屋の天井若しくは床、あるいは
投影される画像がスキャナ自身の存在をカモフラージュするスキャナ自身でもよい。第１
及び第２の面１０６及び１０７は、部屋の異なる面である、すなわちスキャナ室の第１及
び第２の面は互いに同じ場所ではない、例えば平行又は垂直である。
【００３３】
　図２は、反射器ユニット２０２及びこの反射器ユニット２０２の入力部２０５と接続可
能な制御ユニット２０３を有する画像投影システム２０１を示す。前記入力部２０５は、
反射器ユニットの実際のモードを制御する入力信号を受信するためものである。
【００３４】
　入力信号は、制御ユニット２０３又はこの制御ユニット２０３に含まれる信号発生器２
０４により発生する。従って、制御ユニット２０３が反射器ユニットへの入力信号を発生
させること以外の機能を持たないとき、この制御ユニットは、信号発生器２０４と呼ばれ
てもよい。
【００３５】
　反射器ユニット２０２は、少なくとも第１の位置及び第２の位置に位置決められること
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ができるミラー２０６であり、第１の位置では、プロジェクタの投影方向１１１は変化せ
ず、第２の位置では、プロジェクタからの画像形成光が、第１の方向１１２に方向転換さ
れる。従って、反射器ユニット２０２の第１のモードでは、ミラー２０６は、プロジェク
タ１０５により放射される前記画像形成光線から取り除かれ、この光線を遮らずに通過さ
せる。第２のモードでは、ミラー２０６は、光線内に移され、この光線を第１の方向１１
２に方向転換する。投影方向１１１及び第１の方向に対する前記ミラー２０６の角度は、
スネルの反射の法則に従って決められる。
【００３６】
　反射器ユニット２０２の実際のモードは入力部２０５により受信される入力信号に依存
しているので、スキャナ室にいる患者は、自分が入り口１０３を通ってスキャナ室に入っ
ても又はテーブル１０２上に横たわっていても画像を見ることができるように、画像が投
影される面１０６、１０７は反射器ユニット２０２により制御されることができる。つま
り、画像形成光線の投影方向は、患者の位置に依存して調整されることができる。
【００３７】
　患者は通常、テーブルに背中を付け、目は天井の方を向いて横たわっているので、図１
に示される面１１２のような壁に投影される画像を見ることは難しい。
【００３８】
　壁に投影される画像を患者がうまい具合に眺めることを可能にするために、視野装置は
、天井を向いている患者の視野角から、壁の１つに向く視野角へ前記視野角を方向転換す
るのに使用される。
【００３９】
　図３は、垂直方向３０２から水平方向３０３に患者の視野角を方向転換するように配さ
れる１又は２つの反射器３０１、例えば各々の目に対し１つの反射器を備える視野装置３
００を示す。従って、この視野装置は、反射器ユニットが第２のモードにあるとき、患者
が投影される画像を見ることを可能にする。
【００４０】
　視野装置は、患者が着用する眼鏡、又は患者の目の前に置かれるようにテーブル１０２
若しくはスキャナ１０１に固定されるミラーリング装置の形式でもよい。
【００４１】
　図２における信号発生器２０４は、患者又は診療所の職員により動作可能なスイッチで
もよい。例えば、患者がテーブル１０２上に横たわっているとき、画像プロジェクタ１０
５からの画像は患者が見ることができる面に表示されるように、患者はミラーユニットの
モードを第２のモードに変更することができる。例えば、幾つかのスキャナ若しくは幾つ
かのスキャナの動作において、患者は天井を見ることができる、従ってミラーユニットは
、天井に表示される画像を方向転換するように動作する。しかしながら、多くの場合、ス
キャナは、唯一自由な視野角は細長いトンネルに沿って床と平行するように、患者を包囲
する前記細長いトンネルにより構成される。この場合、トンネルの開口の一方に隣接する
壁面に画像が投影されなければならない。
【００４２】
　手動で操作可能なスイッチの代わりに、信号発生器１０５は、患者が走査動作を行うの
に必要な特定の位置にいるときを検出することが可能な検出器でもよい。この検出器１０
５は、患者が横たわっているとき、患者の体重で検出器が稼働するように、テーブルと共
に配される接触スイッチ又は圧力センサでもよい。あるモードを前記第２のモードに変更
させるために、検出器の変化がミラーユニット２０２の入力部２０５に信号で送られる。
代わりに、前記信号発生器は、患者の位置若しくは向きを検出するため又は単に患者がテ
ーブル１０２の上に置かれているかを検出するための画像解析機能と共に構成されるカメ
ラシステムでもよい。信号発生器１０５は、患者がテーブル１０２上に横たわっていると
き光線の通過が妨げられるように配される光線検出器でもよい。
【００４３】
　ユーザによる視覚体験を高めるために、反射器ユニット１０５が第２のモードにあると
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き、３Ｄ画像が２Ｄの代わりに部屋の第２の面１０７に投影されてもよい。この目的のた
めに、画像プロジェクタは、反射器ユニットが第１のモードにあるときは２Ｄ画像が投影
され、反射器ユニットが第２のモードにあるときは３Ｄ画像が投影されるように、２Ｄ画
像の投影と３Ｄ画像の投影とを切り替え可能である。３Ｄ画像の投影は、第１及び第２の
画像が患者の夫々左目及び右目により見ることができるように、コード化、例えばカラー
コード化又は偏光コード化された互いにずれている第１及び第２の画像の投影を有する。
【００４４】
　この３Ｄの実施例において、画像プロジェクタ１０５は、画像投影システム２０１に含
まれてもよく、この画像プロジェクタ１０５が信号発生器２０４又はこの信号発生器２０
４により発生した入力信号を受信するための反射器ユニット２０２と接続可能な入力部２
１５を持ってもよい。前記画像プロジェクタは、反射器ユニット２０５の第２のモードへ
の切り替えを行うために、信号発生器２０４により発生した入力信号が入力部２１５によ
り受信されるとき、３Ｄ画像の投影に切り替えるように構成されてもよい。従って、患者
がスキャナ室１００に入るとき、隣接する壁１０６に２Ｄ画像が投影され、患者がテーブ
ル１０２上に横たわるとき、患者が見ることができる壁１０７に３Ｄ画像が投影される。
【００４５】
　投影される３Ｄ画像を３Ｄ画像として知覚するために、視野装置３００は、患者の夫々
左目及び右目に対しコード化された視覚要素、例えばカラーコード化又は偏光コード化さ
れるミラー又はガラス板を有する。従って、投影される３Ｄ画像のわずかに変位した第１
及び第２の画像は、左目の視覚要素が単に第１の画像の伝達を可能する、及び右目の視覚
要素は単に第２の画像の伝達を可能にするように、左目及び右目の視覚要素のコード化と
一致して偏光コード化又はカラーコード化される場合、第１及び第２の画像は３Ｄ画像、
すなわち深さ情報を含む画像と知覚される。立体知覚(stereoscopy)とも呼ばれるこのよ
うな３Ｄ撮像技術は、様々な教科書に説明されている。
【００４６】
　図４は、スキャナのテーブル上に横たわっている患者が見ることができる視界の外側境
界４０１を説明している。この視界は、視野装置３００が原因又は患者を取り囲んでいる
トンネル形状のスキャナが原因により制限される。視覚体験を高めるために、画像４０２
を少なくとも一部を囲んでいる境界４０３が作られる。この境界は、部屋の明かりと調和
する色及び強さを持ってもよい。このようにして、前記境界が視界の外側境界４０１への
段階的移行を作り出すので、画像４０２をより快適に見ることを体験する。加えて、前記
境界は、画像が徐々に部屋の明かりに消えていくような領域を含んでもよいし又は境界４
０２が他の視覚効果を含んでもよい。
【００４７】
　前記境界を作り出すことを担当する画像データは、プロジェクタ１０５により投影され
る画像を前処理するための処理器により、例えば画像４０２の段階的な色褪せを作るため
に画像４０２の画像データを使用することにより作られてもよい。境界４０３は、部屋の
明かりの色及び強度に関するデータ情報を含む画像プロジェクタの補助入力（図示せず）
に応答して作られてもよい。
【００４８】
　鎮静効果をさらに高めるために、投影画像の内容が患者の生理学的状態に適合してもよ
い。この目的のために、画像投影システムは、例えば患者の心拍数及び呼吸のような生理
学的パラメタを検出するための患者モニタリングユニット２９８、例えば画像処理器に接
続されるカメラを有してもよい。
【００４９】
　例えば心拍数は、カメラの画像から皮膚の画像を解析することにより決定されることが
でき、呼吸は、胸部又は腹部の動きの振動数を決めるために記録した画像のフレームを比
較することにより決定されることができる。
【００５０】
　これら画像を測定した生理学的状態に適合させることは、検出した生理学的パラメタに
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依存して画像プロジェクタ１０５に供給される画像信号を発生又は修正する制御ユニット
２０３に含まれる処理器により行われてもよい。例えば、検出した生理学的パラメタに依
存して異なる画像のテーマが選択されてもよい。
【００５１】
　ある実施例において、画像投影システム２０１はカメラを備える監視システム２９９を
有し、この監視システムは、診療所の職員の存在を検出するための、例えば顔を検出する
ための処理器により処理されるアルゴリズム形式のような画像処理機能を持つ。診療所の
職員又は他の如何なる人間の存在が検出されると、前記監視システムは、制御ユニット２
０３に含まれる処理ユニット又は例えば
－患者の邪魔をすることなく作業を楽にするために、検出した診療所の職員の位置におい
てスポットライトをオンに切り替える、
－診療所の職員が部屋に入るとき、及び患者とのより良好な連絡を達成するために、音楽
の音響レベルを下げる又は弱めること、
－診療所の職員が消毒のために手を出すとき、ＵＶ光を稼働させること、
－職員が投影面の前にいるとき、前記光のレベルを下げる又は画像プロジェクタのシャッ
ターを閉じること、又は
－テーマの内容の不快な繰り返しへの自分自身の露出を制限したいと望んでいる場合、診
療所の職員がスキャナ室に入るとき、ビデオの音を下げる又はオフに切り替えること、
が可能な他のデータ処理システムに信号を送る。
【００５２】
　もう１つの例として、前記システムがカメラを有するとき、このカメラの画像は、診療
所の職員がいる画像の領域を検出し、この領域を用いて例えばその領域における投影され
る画像の強度を低減させることにより、この職員がいる投影される画像の領域をブロック
するために処理されてもよい。代わりに、診療所の職員のシルエット画像がこの投影され
る画像に作り出されてもよい。投影される画像の一部をブロックする又はシルエットを作
り出すことは、例えば投影される内容の画像を用いて職員は０及び残りは１以上である全
てのピクセルを作ることにより、画像プロジェクタのＬＣＤスクリーンにより放射される
光の強度及び／又は色を調整することにより行われる。
【００５３】
　図５は、本発明の実施例による方法のステップを説明し、
－ステップ５０１は、スキャナ室にいる患者の位置を示す信号を発生させるステップを有
し、
－ステップ５０２は、前記信号が第１の患者の位置を示すとき、第１の面に画像プロジェ
クタからの画像を投影するステップを有し、及び
－ステップ５０３は、前記信号が前記第１の位置と異なる第２の患者の位置を示すとき、
反射器ユニットを用いて、前記画像を方向転換することにより第２の面に同じ前記画像プ
ロジェクタからの画像を投影するステップを有する。
【００５４】
　他の実施例による他の又は追加の方法のステップが含まれてもよい。
【００５５】
　本発明は、図面及び上述した説明において詳細に説明及び記載されているのに対し、こ
のような説明及び記載は、説明的又は例示的であり、限定的ではないと考えるべきであり
、本発明が開示する実施例に限定はされない。開示した実施例とは異なる変形例は、図面
、明細書及び特許請求の範囲を検討することで本明細書を実行する当業者によって理解及
び成し遂げられることができる。請求項において「有する」という言葉は、それ以外の要
素又はステップを排除するものではなく、複数あることを述べないことが、それらが複数
あることを排除するものではない。
【００５６】
　単一の処理器又は他のユニットが請求項に列挙した幾つかのアイテムの機能を果たして
もよい。ある方法が互いに異なる従属請求項に挙げられているという事実は、これらの方
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法の組み合わせが有利に使用されないことを示しているのではない。
【００５７】
　請求項における如何なる参照符号もその範囲を限定すると考えるべきではない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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