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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マルチパラメータ映像獲得支援装置及び方法を
提供する。
【解決手段】マルチパラメータ映像獲得支援装置１００
は、患者情報に基づいて患者の疑いのある疾病を選定す
る疾病選定部１１０と、マルチパラメータＭＲＩモデル
に基づいて疑いのある疾病に対応するマルチパラメータ
ＭＲ映像の撮影条件セットを選定する映像選定部１２０
と、を含みうる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置において、
　マルチパラメータＭＲＩモデルを用いて患者の疑いのある疾病に対応するマルチパラメ
ータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する映像選定部を含むマルチパラメータＭＲ映像獲
得支援装置。
【請求項２】
　患者情報を分析して、１つ以上の候補疾病を選定し、各候補疾病の発病確率情報に基づ
いて、前記患者の疑いのある疾病を選定する疾病選定部をさらに含む請求項１に記載のマ
ルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項３】
　前記疾病選定部は、
　疾病感受性モデルを用いて患者遺伝情報に基づいた１つ以上の候補疾病を選定する遺伝
情報分析部を含む請求項２に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項４】
　前記疾病選定部は、
　疾病感受性モデルを用いて電子医務記録情報に基づいた１つ以上の候補疾病を選定する
電子医務記録分析部を含む請求項２又は３に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装
置。
【請求項５】
　前記疾病選定部は、
　ユーザによって入力される前記患者の診断補助情報に基づいて１つ以上の候補疾病を選
定する診断補助情報分析部を含む請求項２乃至４のうちのいずれか一項に記載のマルチパ
ラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項６】
　前記映像選定部は、
　前記マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいて、前記マルチパラメータＭＲＩ映像の位
置、方向、間隔、撮影順序、及び撮影変数のうち少なくとも１つを決定して、前記撮影条
件セットを選定する請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載のマルチパラメータＭＲ
映像獲得支援装置。
【請求項７】
　前記マルチパラメータＭＲＩモデルは、
　疾病別にマルチパラメータＭＲ映像の重要度を分析してあらかじめ構築され、各疾病に
対する撮影映像の種類及び撮影順序情報を含む請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記
載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項８】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置において、
　ＣＡＤシステムから獲得されたマルチパラメータＭＲ映像を分析して生成された診断結
果を受信し、その診断結果を分析する診断結果分析部と、
　前記受信された診断結果の分析結果に基づいて撮影条件セットをさらに選定するか、疑
いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の既に選定された撮影条件セットを調整
する映像調整部と、
　を含むマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項９】
　前記診断結果分析部は、
　ＣＡＤシステムから前記診断結果をリアルタイムで受信する請求項８に記載のマルチパ
ラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項１０】
　前記診断結果は、
　１つ以上の疾病の影響を受けやすい部位及び各部位の疾病感受性を含む請求項８又は９
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に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項１１】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置において、
　患者情報に基づいて患者の疑いのある疾病を選定する疾病選定部と、
　マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいて、前記疑いのある疾病に対応するマルチパラ
メータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する映像選定部と、
　ＣＡＤシステムから選定されたマルチパラメータＭＲ映像を分析して生成された診断結
果を受信し、その診断結果を分析する診断結果分析部と、
　前記受信された診断結果の分析結果に基づいて、前記疑いのある疾病に基づいたマルチ
パラメータＭＲ映像を調整する映像調整部と、
を含むマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項１２】
　前記映像調整部は、
　前記分析結果によって、前記疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の撮影
条件セットをさらに選定する請求項１１に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置
。
【請求項１３】
　前記映像調整部は、
　前記分析結果によって、前記映像選定部によって既に選定されたマルチパラメータＭＲ
映像の撮影条件を調整する請求項１１又は１２に記載のＭＲＩマルチパラメータ映像獲得
支援装置。
【請求項１４】
　前記疾病選定部は、
　前記分析結果によって、前記患者の疑いのある疾病をさらに選定し、
　前記映像選定部は、
　前記さらに選定された疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像をさらに選定
する請求項１１乃至１３のうちのいずれか一項に記載のＭＲＩマルチパラメータ映像獲得
支援装置。
【請求項１５】
　前記患者情報は、
　遺伝情報、電子医務記録情報、及びユーザによって入力される診断補助情報からなる群
から選択される少なくとも１つを含む請求項１１乃至１４のうちのいずれか一項に記載の
ＭＲＩマルチパラメータ映像獲得支援装置。
【請求項１６】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置において、
　疾病及び撮影条件と関連したデータベースを用いて患者医療情報に基づいてマルチパラ
メータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する映像選定部を含むマルチパラメータＭＲ映像
獲得支援装置。
【請求項１７】
　前記患者医療情報から患者の疑いのある疾病を決定する疾病選定部をさらに含み、
　前記映像選定部は、前記患者の疑いのある疾病に基づいて撮影条件セットを選定する請
求項１６に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項１８】
　前記撮影条件セットは、マルチパラメータＭＲ映像を獲得するための位置、方向、間隔
、撮影順序、及び撮影変数からなる群から選択される少なくとも１つを含み、
　前記患者医療情報は、遺伝情報、電子医務記録情報、ユーザによって入力された診断補
助情報、ＣＡＤシステムから受信された診断結果、及び患者の医療映像からなる群から選
択される少なくとも１つを含む請求項１６又は１７に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲
得支援装置。
【請求項１９】



(4) JP 2014-131741 A 2014.7.17

10

20

30

40

50

　前記患者の疑いのある疾病は、前記患者の以前医療映像に基づいてＣＡＤシステムから
獲得する請求項１７又は１８に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置。
【請求項２０】
　請求項１６のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置の映像選定部によって選定された
撮影条件セットを用いて患者のマルチパラメータＭＲ映像を獲得する撮影部を含むＭＲＩ
装置。
【請求項２１】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法において、
　マルチパラメータＭＲＩモデルを用いて患者の疑いのある疾病に対応するマルチパラメ
ータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する段階を含むマルチパラメータＭＲ映像獲得支援
方法。
【請求項２２】
　患者情報を分析して、１つ以上の候補疾病を選定する段階と、
　前記各候補疾病の発病確率情報に基づいて患者の疑いのある疾病を選定する段階と、
　をさらに含む請求項２１に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項２３】
　前記患者情報は、遺伝情報を含み、
　前記候補疾病選定段階は、
　疾病感受性モデルを用いて、前記遺伝情報に基づいた１つ以上の候補疾病を選定する請
求項２２に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項２４】
　前記患者情報は、電子医務記録情報を含み、
　前記候補疾病選定段階は、
　疾病感受性モデルを用いて、前記電子医務記録情報に基づいた１つ以上の候補疾病を選
定する請求項２２又は２３に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項２５】
　前記患者情報は、ユーザによって入力された診断補助情報を含み、
　前記候補疾病選定段階は、
　前記診断補助情報に基づいて１つ以上の候補疾病を選定する請求項２２乃至２４のうち
のいずれか一項に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項２６】
　前記撮影条件セットは、前記マルチパラメータＭＲ映像の位置、方向、間隔、撮影順序
、及び撮影変数情報のうちの１つ以上を含む請求項２１乃至２５のうちのいずれか一項に
記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項２７】
　前記マルチパラメータＭＲＩモデルは、
　疾病別にマルチパラメータＭＲ映像の重要度を分析してあらかじめ構築され、各疾病に
対する撮影映像の種類及び撮影順序情報を含む請求項２１乃至２６のうちのいずれか一項
に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項２８】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法において、
　ＣＡＤシステムから獲得されたマルチパラメータＭＲ映像の診断結果を受信し、その診
断結果を分析する段階と、
　前記分析結果に基づいてマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットをさらに選定する
か、既に選定されたマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを調整する段階と、
　を含むマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項２９】
　前記診断結果受信段階は、
　ＣＡＤシステムから前記診断結果をリアルタイムで受信する請求項２８に記載のマルチ
パラメータＭＲ映像獲得支援方法。
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【請求項３０】
　前記診断結果は、
　１つ以上の疾病の影響を受けやすい部位及び各部位の疾病感受性を含む請求項２８又は
２９に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項３１】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法において、
　患者情報に基づいて患者の疑いのある疾病を選定する段階と、
　マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいて、前記疑いのある疾病に対応するマルチパラ
メータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する段階と、
　ＣＡＤシステムから前記マルチパラメータＭＲ映像を分析して獲得された診断結果を受
信し、その診断結果を分析する段階と、
　前記分析結果に基づいて、前記マルチパラメータＭＲ映像を調整する段階と、
　を含むマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項３２】
　前記映像調整段階は、
　前記分析結果によって、前記疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の撮影
条件セットをさらに選定する請求項３１に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法
。
【請求項３３】
　前記映像調整段階は、
　前記分析結果によって、前記疑いのある疾病に対する既に選定されたマルチパラメータ
ＭＲ映像の撮影条件セットを調整する請求項３１又は３２に記載のマルチパラメータＭＲ
映像獲得支援方法。
【請求項３４】
　前記映像調整段階は、
　前記分析結果によって、患者の疑いのある疾病をさらに選定する段階と、
　撮影条件セットをさらに選定する段階と、
　を含む請求項３１乃至３３のうちのいずれか一項に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲
得支援方法。
【請求項３５】
　前記疑いのある疾病をさらに選定する段階は、
　前記分析結果によって、前記患者の疑いのある疾病をさらに選定する段階を含み、
　前記撮影条件セットをさらに選定する段階は、
　前記さらに選定された疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セ
ットを選定する段階を含む請求項３４に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項３６】
　前記患者情報は、
　遺伝情報、電子医務記録情報、及びユーザによって入力される診断補助情報からなる群
から選択される少なくとも１つを含む請求項３１乃至３５のうちのいずれか一項に記載の
マルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項３７】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法において、
　メモリに保存されたデータベースを用いて患者医療情報に基づいてマルチパラメータＭ
Ｒ映像の撮影条件セットを選定する段階を含むマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項３８】
　前記撮影条件セットは、マルチパラメータＭＲ映像を獲得するための位置、方向、間隔
、撮影順序、及び撮影変数からなる群から選択される少なくとも１つを含み、
　前記患者医療情報は、遺伝情報、電子医務記録情報、ユーザによって入力された診断補
助情報、ＣＡＤシステムから受信された診断結果、及び患者の医療映像からなる群から選
択された少なくとも１つを含む請求項３７に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方
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法。
【請求項３９】
　前記撮影条件セットを選定する段階は、
　前記患者医療情報に基づいて患者の疑いのある疾病を選定する段階と、
　前記疑いのある疾病に基づいて撮影条件セットを選定する段階と、
　を含む請求項３７又は３８に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項４０】
　前記患者の疑いのある疾病は、前記患者の以前医療映像に基づいてＣＡＤシステムから
獲得する請求項３９に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法。
【請求項４１】
　前記選定された撮影条件セットを用いて患者のマルチパラメータＭＲ映像を獲得する段
階と、
　前記選定された撮影条件セットを調整するか、他の撮影条件セットを選定するために、
前記獲得されたマルチパラメータＭＲ映像を分析する段階と、
　前記調整された撮影条件セットまたは前記他の撮影条件セットを用いて、前記患者の他
のマルチパラメータＭＲ映像を獲得する段階と、
　を含む請求項３７乃至４０のうちのいずれか一項に記載のマルチパラメータＭＲ映像獲
得支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の特性に基づいてマルチパラメータＭＲ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏ
ｎａｎｃｅ）映像を効率的に獲得できるように支援する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）は、ＭＲ映像を獲
得するために、放射線医学で使われる医療映像技術である。ＭＲ映像は、核磁気共鳴現象
を用いて得られる身体の断面映像である。身体は、特定周波数の電磁波の吸収によって反
転されうるスピンを有する多数のプロトン（１Ｈ核子）を含みうる。すなわち、静磁場内
で電磁波の吸収と放出とによる励起と緩和とをプロトン磁気共鳴と称し、ＭＲＩ信号は、
緩和される間にプロトンから放出される電磁波を言う。ＭＲ映像は、身体の内部に分布し
たプロトンからＭＲＩ信号を視覚化することで得られる。ＭＲ映像撮影のための様々な技
術が存在し、互いに異なる映像パラメータ及び変数を選択することで、映像コントラスト
は身体組織によってそれぞれ異なったものになりうる。
【０００３】
　ＭＲ映像は、プロトン密度、Ｔ１（スピン－格子緩和時間）、Ｔ２（スピン－スピン緩
和時間）、磁化率（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｉｌｉｔｙ）、
　化学シフト（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｓｈｉｆｔ）、化学交換（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｅｘｃ
ｈａｎｇｅ）、水分子の拡散（ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　ｏｆ　ｗａｔｅｒ　ｍｏｌｅｃｕｌ
ｅ）、弾性（ｅｌａｓｔｉｃｉｔｙ）などを含む多様な類型のコントラストによって重み
付けされうる。互いに異なるコントラストタイプ映像は、特定の映像パラメータからなる
組を用いて撮影している。したがって、身体の一領域についての互いにコントラストの種
類が異なる映像は、映像獲得に使われる重み付け及び変数を調整して、マルチパラメータ
映像を獲得するための方法を用いることによって獲得されうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、マルチパラメータ映像獲得支援装置及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明の一態様によれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置は、マルチパラメー
タＭＲＩモデルを用いて患者の疑いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮
影条件セットを選定する映像選定部を含む。
【０００６】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置は、患者情報を分析して、１つ以上の候補疾病
を選定し、各候補疾病の発病確率情報に基づいて、前記患者の疑いのある疾病を選定する
疾病選定部をさらに含みうる。
【０００７】
　前記疾病選定部は、疾病感受性モデルを用いて患者遺伝情報に基づいた１つ以上の候補
疾病を選定する遺伝情報分析部を含みうる。前記疾病選定部は、疾病感受性モデルを用い
て電子医務記録情報に基づいた１つ以上の候補疾病を選定する電子医務記録分析部を含み
うる。前記疾病選定部は、ユーザによって入力される前記患者の診断補助情報に基づいて
１つ以上の候補疾病を選定する診断補助情報分析部を含みうる。
【０００８】
　前記映像選定部は、前記マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいて、前記マルチパラメ
ータＭＲＩ映像の位置、方向、間隔、撮影順序、及び撮影変数のうち少なくとも１つを決
定して、前記撮影条件セットを選定することができる。
【０００９】
　前記マルチパラメータＭＲＩモデルは、疾病別にマルチパラメータＭＲ映像の重要度を
分析してあらかじめ構築され、各疾病に対する撮影映像の種類及び撮影順序情報を含みう
る。
【００１０】
　本発明の一態様によれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置は、ＣＡＤ（Ｃｏｍ
ｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ）システムから獲得されたマルチパラメータ
ＭＲ映像を分析して生成された診断結果を受信し、その診断結果を分析する診断結果分析
部と、前記受信された診断結果の分析結果に基づいて撮影条件セットをさらに選定するか
、疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の既に選定された撮影条件セットを
調整する映像調整部と、を含む。
【００１１】
　前記診断結果分析部は、ＣＡＤシステムから前記診断結果をリアルタイムで受信するこ
とができる。
【００１２】
　前記診断結果は、１つ以上の疾病の影響を受けやすい部位及び各部位の疾病感受性を含
みうる。
【００１３】
　本発明の一態様によれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置は、患者情報に基づ
いて患者の疑いのある疾病を選定する疾病選定部と、マルチパラメータＭＲＩモデルに基
づいて、前記疑いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選
定する映像選定部と、ＣＡＤシステムから選定されたマルチパラメータＭＲ映像を分析し
て生成された診断結果を受信し、その診断結果を分析する診断結果分析部と、前記受信さ
れた診断結果の分析結果に基づいて、前記疑いのある疾病に基づいたマルチパラメータＭ
Ｒ映像を調整する映像調整部と、を含む。
【００１４】
　前記映像調整部は、前記分析結果によって、前記疑いのある疾病に対するマルチパラメ
ータＭＲ映像の撮影条件セットをさらに選定することができる。
【００１５】
　前記映像調整部は、前記分析結果によって、前記映像選定部によって既に選定されたマ
ルチパラメータＭＲ映像の撮影条件を調整することができる。
【００１６】
　前記疾病選定部は、前記分析結果によって、前記患者の疑いのある疾病をさらに選定し
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、前記映像選定部は、前記さらに選定された疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭ
Ｒ映像をさらに選定することができる。
【００１７】
　前記患者情報は、遺伝情報、電子医務記録情報、及びユーザによって入力される診断補
助情報からなる群から選択される少なくとも１つを含みうる。
【００１８】
　本発明の一態様によれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置は、疾病及び撮影条
件と関連したデータベースを用いて患者医療情報に基づいてマルチパラメータＭＲ映像の
撮影条件セットを選定する映像選定部を含む。
【００１９】
　マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置は、前記患者医療情報から患者の疑いのある疾
病を決定する疾病選定部をさらに含み、前記映像選定部は、前記患者の疑いのある疾病に
基づいて撮影条件セットを選定することができる。
【００２０】
　前記撮影条件セットは、マルチパラメータＭＲ映像を獲得するための位置、方向、間隔
、撮影順序、及び撮影変数からなる群から選択される少なくとも１つを含み、前記患者医
療情報は、遺伝情報、電子医務記録情報、ユーザによって入力された診断補助情報、ＣＡ
Ｄシステムから受信された診断結果、及び患者の医療映像からなる群から選択される少な
くとも１つを含みうる。
【００２１】
　前記患者の疑いのある疾病は、前記患者の以前医療映像に基づいてＣＡＤシステムから
獲得することができる。
【００２２】
　本発明の一態様によれば、ＭＲＩ装置は、前記マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置
の映像選定部によって選定された撮影条件セットを用いて患者のマルチパラメータＭＲ映
像を獲得する撮影部を含む。
【００２３】
　本発明の一態様によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、マルチパラメータＭ
ＲＩモデルを用いて患者の疑いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条
件セットを選定する段階を含む。
【００２４】
　前記マルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、患者情報を分析して、１つ以上の候補
疾病を選定する段階と、前記各候補疾病の発病確率情報に基づいて患者の疑いのある疾病
を選定する段階と、をさらに含みうる。
【００２５】
　前記患者情報は、遺伝情報を含み、前記候補疾病選定段階は、疾病感受性モデルを用い
て、前記遺伝情報に基づいた１つ以上の候補疾病を選定することができる。
【００２６】
　前記患者情報は、電子医務記録情報を含み、前記候補疾病選定段階は、疾病感受性モデ
ルを用いて、前記電子医務記録情報に基づいた１つ以上の候補疾病を選定することができ
る。
【００２７】
　前記患者情報は、ユーザによって入力された診断補助情報を含み、前記候補疾病選定段
階は、前記診断補助情報に基づいて１つ以上の候補疾病を選定することができる。
【００２８】
　前記撮影条件セットは、前記マルチパラメータＭＲ映像の位置、方向、間隔、撮影順序
、及び撮影変数情報のうちの１つ以上を含みうる。
【００２９】
　前記マルチパラメータＭＲＩモデルは、疾病別にマルチパラメータＭＲ映像の重要度を
分析してあらかじめ構築され、各疾病に対する撮影映像の種類及び撮影順序情報を含みう
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る。
【００３０】
　本発明の一態様によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、ＣＡＤシステムから
獲得されたマルチパラメータＭＲ映像の診断結果を受信し、その診断結果を分析する段階
と、前記分析結果に基づいてマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットをさらに選定す
るか、既に選定されたマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを調整する段階と、を
含む。
【００３１】
　前記診断結果受信段階は、ＣＡＤシステムから前記診断結果をリアルタイムで受信する
ことができる。
【００３２】
　前記診断結果は、１つ以上の疾病の影響を受けやすい部位及び各部位の疾病感受性を含
みうる。
【００３３】
　本発明の一態様によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、患者情報に基づいて
患者の疑いのある疾病を選定する段階と、マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいて、前
記疑いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する段階
と、ＣＡＤシステムから前記マルチパラメータＭＲ映像を分析して獲得された診断結果を
受信し、その診断結果を分析する段階と、前記分析結果に基づいて、前記マルチパラメー
タＭＲ映像を調整する段階と、を含む。
【００３４】
　前記映像調整段階は、前記分析結果によって、前記疑いのある疾病に対するマルチパラ
メータＭＲ映像の撮影条件セットをさらに選定することができる。
【００３５】
　前記映像調整段階は、前記分析結果によって、前記疑いのある疾病に対する既に選定さ
れたマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを調整することができる。
【００３６】
　前記映像調整段階は、前記分析結果によって、患者の疑いのある疾病をさらに選定する
段階と、撮影条件セットをさらに選定する段階と、を含みうる。
【００３７】
　前記疑いのある疾病をさらに選定する段階は、前記分析結果によって、前記患者の疑い
のある疾病をさらに選定する段階を含み、前記撮影条件セットをさらに選定する段階は、
前記さらに選定された疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セッ
トを選定する段階を含みうる。
【００３８】
　前記患者情報は、遺伝情報、電子医務記録情報、及びユーザによって入力される診断補
助情報からなる群から選択される少なくとも１つを含みうる。
【００３９】
　本発明の一態様によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、メモリに保存された
データベースを用いて患者医療情報に基づいてマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セッ
トを選定する段階を含む。
【００４０】
　前記撮影条件セットは、マルチパラメータＭＲ映像を獲得するための位置、方向、間隔
、撮影順序、及び撮影変数からなる群から選択される少なくとも１つを含み、前記患者医
療情報は、遺伝情報、電子医務記録情報、ユーザによって入力された診断補助情報、ＣＡ
Ｄシステムから受信された診断結果、及び患者の医療映像からなる群から選択された少な
くとも１つを含みうる。
【００４１】
　前記撮影条件セットを選定する段階は、前記患者医療情報に基づいて患者の疑いのある
疾病を選定する段階と、前記疑いのある疾病に基づいて撮影条件セットを選定する段階と
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、を含みうる。
【００４２】
　前記患者の疑いのある疾病は、前記患者の以前医療映像に基づいてＣＡＤシステムから
獲得することができる。
【００４３】
　前記マルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、前記選定された撮影条件セットを用い
て患者のマルチパラメータＭＲ映像を獲得する段階と、前記選定された撮影条件セットを
調整するか、他の撮影条件セットを選定するために、前記獲得されたマルチパラメータＭ
Ｒ映像を分析する段階と、前記調整された撮影条件セットまたは前記他の撮影条件セット
を用いて、前記患者の他のマルチパラメータＭＲ映像を獲得する段階と、を含みうる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置のブロック図
である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置の疾病選定
部の動作を示す図面である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置の疾病選定
部の動作を示す図面である。
【図３】本発明の他の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置のブロック
図である。
【図４】本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置に入力される
診断結果の例である。
【図５】本発明の他の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置のブロック
図である。
【図６】図１の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置を利用したＭＲＩ
マルチパラメータ映像獲得支援方法のフローチャートである。
【図７】図３の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置を利用したＭＲＩ
マルチパラメータ映像獲得支援方法のフローチャートである。
【図８】図５の実施形態によるマルチパラメータ映像ＭＲ獲得支援装置を利用したＭＲＩ
マルチパラメータ映像獲得支援方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　その他の実施形態の具体的な事項は、詳細な説明及び図面に含まれている。記載の技術
の利点及び特徴、そして、それらを果たす方法は、添付される図面と共に詳細に後述され
ている実施形態を参照すると、明確になる。明細書の全般に亘った同じ参照符号は、同じ
構成要素を指称する。
【００４６】
　前述したように、ＭＲ映像は、プロトン密度、Ｔ１、Ｔ２、磁化率、化学シフト、化学
交換、水分子の拡散、弾力性などを含む多様な類型のコントラストによって加重されうる
。互いに異なるコントラストタイプ映像は、映像パラメータの特定集合を用いて撮影して
いる。したがって、互いに異なるコントラスト映像は、映像獲得に使われる加重値及び変
数を調整して、マルチパラメータ映像を獲得するための方法を使って、身体の一領域とし
て獲得されうる。
【００４７】
　したがって、ＭＲＩ技術は、多様な物理的特性に基づいてマルチパラメータ映像を生成
し、正確に疾病を診断することができる能力は、マルチパラメータ映像を分析することで
改善されうる。しかし、特定疾病に対するＭＲ映像を撮影するのに使われる最適のコント
ラストタイプは、いまだにはヒューリスティック（ｈｅｕｒｉｓｔｉｃｓ）に基づいて決
定される。
【００４８】
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　以下、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置及び方法の多様な実施形態を、図面を参
考して詳しく説明する。マルチパラメータＭＲ映像獲得方法及び装置の実施形態は、ＣＡ
Ｄシステムとは別途のハードウェアコンポーネント、ソフトウェアコンポーネント、また
はそれらの結合で具現されうる。ＣＡＤシステムは、医療映像の分析を行って医療映像を
解釈することができる。しかし、これに限定されるものではなく、そのＣＡＤシステムの
一構成で具現されて、ＣＡＤシステムの診断を支援することも可能である。
【００４９】
　図１は、本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置のブロック
図である。図１を参照すれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置１００は、疾病選
定部１１０、及び映像選定部１２０を含む。
【００５０】
　疾病選定部１１０は、患者と関連した情報を分析して、その患者の疑いのある疾病を選
定する。患者情報は、患者の遺伝情報、電子医務記録（ＥＭＲ；ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＭ
ｅｄｉｃａｌ　Ｒｅｃｏｒｄ）情報、及び医師などのユーザが入力するその患者について
の診断補助情報を含みうる。電子医務記録は、患者の人的事項、病歴、健康状態、診察記
録、入退院記録など患者のあらゆる情報を電算で管理する情報を言う。診断補助情報は、
疾病の影響を受けやすいの影響を受けやすい部位、マルチパラメータＭＲ映像に撮影され
た部位、及び患者を検査する間に医師が決定した撮影条件セットなどを含む多様なタイプ
の情報を言う。
【００５１】
　疾病選定部１１０は、遺伝情報分析部１１１、電子医務記録分析部１１２、診断補助情
報分析部１１３、遺伝情報に基づく疾病感受性モデルデータベース１１４、及び電子医務
記録に基づく疾病感受性モデルデータベース１１５を含み、これを通じて疾病選定部１１
０は、患者情報を分析して感受性程度に基づいて１つ以上の候補疾病のうちから患者が有
しうる疑いのある疾病を選定することができる。
【００５２】
　遺伝情報分析部１１１は、患者の遺伝情報がマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置に
入力される場合、遺伝情報に基づく疾病感受性モデルデータベース１１４を用いて１つ以
上の候補疾病を選定することができる。遺伝情報に基づく疾病感受性モデルは、遺伝情報
に基づく疾病感受性モデルデータベース１１４に保存することができる。遺伝情報に基づ
く疾病感受性モデルデータベース１１４は、恒久的にコンピュータで読取り可能な記録媒
体またはメモリに保存することができる。遺伝情報に基づく疾病感受性モデルは、複数の
患者の遺伝情報を分析して、遺伝情報と疾病との相関モデルをあらかじめ構築して置いた
ものであって、候補疾病、及び視覚情報に基づいて計算される候補疾病のそれぞれの発病
確率を含みうる。遺伝情報分析部１１１は、候補疾病のうちから発病される可能性が高い
疾病を選択し、該選択された疾病が患者に存在することができる確率を計算することがで
きる。
【００５３】
　電子医務記録分析部１１２は、患者の電子医務記録情報がマルチパラメータＭＲ映像獲
得支援装置に入力される場合、電子医務記録に基づく疾病感受性モデルデータベース１１
５を参照して、その患者の疑いのある疾病を選定するための１つ以上の候補疾病を選定す
ることができる。電子医務記録に基づく疾病感受性モデルＤＢ１１５には、多くの患者の
電子医務記録を分析して、あらかじめ構築して置いた電子医務記録に基づく疾病感受性モ
デルが保存される。
【００５４】
　診断補助情報分析部１１３は、医療陣などのユーザが、その患者の疑心領域や疑われる
疾病などの診断補助情報を入力すれば、診断補助情報を分析して、１つ以上の候補疾病を
選定することができる。
【００５５】
　疾病選定部１１０は、あらゆる候補疾病のうち、所定基準を満足する候補疾病を、その
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患者の疑いのある疾病として選定することができる。この際、所定基準は、例えば、発病
確率が５０％以上であってよい。３つの候補となる疾病は、発病確率が高い順に選定され
て良い。あるいはその代わりに医療者が入力した又はCADシステムから得られた候補とな
る疾病が、他よりも先に疑いのある疾病として選定されても良い。たとえばCADシステム
は、過去の医療映像（たとえば患者のX線又はMRI映像）を解析することによって、疑いの
ある疾病を疾病選定部に供して良い。
【００５６】
　映像選定部１２０は、マルチパラメータＭＲＩモデルを用いて、選定された疑いのある
疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定することができる。す
なわち、映像選定部１２０は、マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいてマルチパラメー
タＭＲ映像の位置、方向、間隔、撮影順序、及び撮影変数のうちの１つ以上を決定して、
選定された疑いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定
することができる。この際、マルチパラメータＭＲＩモデルは、疾病別にマルチパラメー
タＭＲ映像の重要度を分析してあらかじめ構築されたものであって、各疾病に対する撮影
映像の種類及び撮影順序情報などを含みうる。構築されたマルチパラメータＭＲＩモデル
は、マルチパラメータＭＲＩモデルデータベース１３０に保存することができる。
【００５７】
　あるいはその代わりに、映像選定部１２０は、疑いのある疾病を判断できない場合に、
患者の医療情報に基づいてマルチパラメータMR映像の撮像条件の組を決定して良い。たと
えば映像選定部１２０は、疑いのある疾病を判断できない場合に、医療者が入力する診断
を補助する情報のような患者の医療情報、疾病に対する影響を受けやすい身体領域、又は
、患者の過去の医療映像での疑いのある病変若しくは異常に基づいて撮像条件の組を決定
して良い。
【００５８】
　図２Ａは、本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置の疾病選
定部の動作を示す図面である。遺伝情報分析部１１１は、患者の遺伝情報がマルチパラメ
ータＭＲ映像獲得支援装置に入力される場合、遺伝情報基づく疾病感受性モデルデータベ
ース１１４に保存されている遺伝情報基づく疾病感受性モデルを用いて、候補疾病Ａ、Ｂ
、Ｃ、Ｄと患者が各候補疾病Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを有する確率を決定することができる。図２
Ａは、身体の互いに異なる位置に発生する候補疾病Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを図示する。例えば、
候補疾病Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、互いに異なるタイプの癌であり、遺伝情報は、特定類型の癌
に対する患者の感受性を増加させる遺伝情報を含みうる。表１は、患者が候補疾病Ａ、Ｂ
、Ｃ、Ｄを有する確率を提供する。
【００５９】
【表１】

　表１に例示されたように、遺伝情報分析部１１１が、患者が候補疾病Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを
有する確率を決定する場合、疾病選定部１１０は、所定の基準に基づいた患者の疑いのあ
る疾病であって、候補疾病Ｄを選定することができる。例えば、所定の基準は、確率が５
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０％以上であるものであり得る。前記の例で、患者が候補疾病Ｄを有する確率は、５０％
以上である。
【００６０】
　図２Ｂは、本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像を獲得するのに使われ
る複数の撮影条件セットを図示する。
【００６１】
　映像選定部１２０は、マルチパラメータＭＲＩモデルデータベース１３０に保存された
マルチパラメータＭＲＩモデルを用いて、選定された疑いのある疾病Ｄに対応するマルチ
パラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定することができる。すなわち、映像選定部１
２０は、図２Ｂに例示されたように、マルチパラメータＭＲ映像の位置、方向、間隔、撮
影順序、及び撮影変数を決定して、疑いのある疾病と関連した１つ以上のマルチパラメー
タＭＲ映像（ＭＰＩ＿１、ＭＰＩ＿２、ＭＰＩ＿３、ＭＰＩ＿４）のそれぞれの撮影条件
セットを選定することができる。
【００６２】
　映像選定部１２０が選定した１つ以上の撮影条件セットは、撮影予定映像情報データベ
ース（図示せず）に保存することができる。撮影装置は、撮影予定映像情報データベース
（図示せず）に保存された撮影条件セットに基づいてマルチパラメータＭＲ映像を撮影し
て、ＣＡＤシステムに伝送して分析するように要請し、撮影が完了したマルチパラメータ
ＭＲ映像は、撮影完了映像情報データベース（図示せず）に保存することができる。ＣＡ
Ｄシステムは、撮影装置によって獲得されたマルチパラメータＭＲＩ映像を分析して、診
断結果を生成することができる。
【００６３】
　撮影予定映像情報データベース（図示せず）及び撮影完了映像情報データベース（図示
せず）は、撮影装置内に含まれうる。但し、これに限定されるものではなく、別途のＣＡ
Ｄシステム内に、またはマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置１００に含まれることも
ある。
【００６４】
　図３は、本発明の他の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置のブロッ
ク図である。図３を参照すれば、本発明の他の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像
獲得支援装置３００は、診断結果分析部３１０、及び映像調整部３２０を含みうる。
【００６５】
　診断結果分析部３１０は、ＣＡＤシステムから患者の診断結果３１を入力されて分析す
る。撮影装置が、その患者の疑いのある疾病に対してマルチパラメータＭＲ映像を撮影し
てＣＡＤシステムに伝送すれば、ＣＡＤシステムがマルチパラメータＭＲ映像を分析し、
診断結果３１を生成し、その診断結果３１は、診断結果分析部３１０に入力される。診断
結果３１は、１つ以上の候補疾病及び各候補疾病の影響を受けやすい部位、及び各候補疾
病の発病確率を含みうる。診断結果３１は、ＣＡＤシステムからリアルタイムで入力され
うる。
【００６６】
　診断結果分析部３１０は、診断結果３１が入力されれば、その診断結果３１に含まれた
１つ以上の候補疾病、及び各候補疾病の発病確率を分析して、新たに追加されるマルチパ
ラメータＭＲ映像に対する撮影条件セットや疑いのある疾病を選定することができる。
【００６７】
　例えば、図４に示したように、ＣＡＤシステムは、疑いのある疾病Ｄの影響を受けやす
い部位１に対して撮影装置で撮影した最初のマルチパラメータＭＲ映像（ＭＰＩ＿１）を
分析し、診断結果を生成することができる。前記の例で、疑いのある疾病Ｄの影響を受け
やすい部位２も、所定の基準を満足するならば（例えば、５０％以上の疾病感受性を有す
る場合）、診断結果分析部３１０は、部位２に対してマルチパラメータＭＲ映像をさらに
選定する必要があると分析することができる。もし、疾病Ｃの影響を受けやすい部位１及
び２のうち少なくとも何れか１つが、所定基準を満足するならば、診断結果分析部３１０
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は、疾病Ｃを新たな疑いのある疾病として追加選定する必要があると分析することができ
る。
【００６８】
　映像調整部３２０は、診断結果分析部３１０の分析結果に基づいて患者の疑いのある疾
病に対してマルチパラメータＭＲ映像のための撮影条件セットをさらに選定するか、既に
選定された撮影条件セットを調整することができる。
【００６９】
　映像調整部３２０でさらに選定した撮影条件セットまたは調整された撮影条件セットは
、撮影装置に伝送されて、撮影装置の撮影予定映像情報データベースに保存することがで
きる。本発明の一実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置で追加された撮
影条件セットは、リアルタイムで選定されることができるために、患者の追加映像は、最
初のマルチパラメータＭＲ映像（ＭＰＩ＿１）を撮影した後、ＭＲＩ装置から患者を除去
せずに獲得されうる。しかし、これに限定されるものではない。
【００７０】
　図５は、本発明の他の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置のブロッ
ク図である。
【００７１】
　図１ないし図４を参照して、ＭＲＩマルチパラメータ映像獲得支援装置の一実施形態を
詳しく説明した。以下、図１ないし図４に示された装置と同一の特徴についての詳しい説
明は、便宜上省略する。
【００７２】
　図５を参照すれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００は、疾病選定部５１
０、映像選定部５２０、診断結果分析部５３０、及び映像調整部５４０を含みうる。
【００７３】
　疾病選定部５１０は、図１を参照して前述したように、患者と関連した情報を分析して
、その患者の疑いのある疾病を選定する。
【００７４】
　映像選定部５２０は、疾病選定部５１０によって患者の疑いのある疾病が選定されれば
、あらかじめ構築されているマルチパラメータＭＲＩモデルを用いて、その疑いのある疾
病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定することができる。
【００７５】
　選定されたマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットは、撮影装置（例えば、ＭＲＩ
スキャナーなど）の撮影予定映像情報デバイスに保存することができる。撮影装置が撮影
予定映像情報データベースを参照して、その患者のマルチパラメータＭＲ映像を撮影して
ＣＡＤシステムに伝送すれば、ＣＡＤシステムは、獲得されたマルチパラメータＭＲ映像
を分析して、診断結果３１を生成することができる。
【００７６】
　診断結果分析部５３０は、ＣＡＤシステムから診断結果３１を受信し、その診断結果３
１を分析して、その患者に対する疑いのある疾病の追加選定の有無、既存の疑いのある疾
病に対するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セット追加選定の有無、既存の疑いのあ
る疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の既存の撮影条件セット調整の有無などを決定
することができる。
【００７７】
　映像調整部５４０は、その分析結果に基づいて患者の疑いのある疾病に対するマルチパ
ラメータＭＲ映像の撮影条件を調整することができる。すなわち、映像調整部５４０は、
その分析結果によって、既存の疑いのある疾病に対するＭＲＩマルチパラメータ映像の撮
影条件セットをさらに選定するか、映像選定部５２０によって、その疑いのある疾病に対
して既に選定されたマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件を調整することができる。
【００７８】
　一方、診断結果分析部５３０が診断結果３１を分析した結果、その患者に対して新たな
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疑いのある疾病の選定が必要であると判断した場合、疾病選定部５１０は、その判断結果
によって、その患者の疑いのある疾病をさらに選定することができる。映像選定部５２０
は、疾病選定部５１０によって疑いのある疾病がさらに選定されれば、追加された疑いの
ある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定することができる。
【００７９】
　映像選定部５２０によって新たな疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像が
選定されるか、映像調整部５４０によって追加撮影条件セットの選定、または既存の撮影
条件が調整されれば、結果情報は、撮影装置の撮影予定映像データベースに反映されうる
。撮影装置が新たに反映された撮影予定映像データベースを参照して、マルチパラメータ
ＭＲ映像を撮影すれば、ＣＡＤシステムは、その患者に対して診断結果を生成し、これは
、再び診断結果分析部５３０に入力されうる。
【００８０】
　そして、本発明の一実施形態によるＭＲＩマルチパラメータ映像獲得装置５００は、患
者の遺伝情報、電子医務記録、及び診断補助情報などの関連情報以外にも、ＣＡＤシステ
ムの診断結果３１を即時患者のマルチパラメータＭＲ映像撮影に反映するために、同じ時
間内に重要度が高いマルチパラメータＭＲ映像を迅速に獲得し、それによって、診断の正
確度を向上させることができる。
【００８１】
　図６は、図１の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置を利用したマル
チパラメータＭＲ映像獲得支援方法のフローチャートである。以下、図６を参照して、マ
ルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置１００を利用したマルチパラメータＭＲ映像獲得支
援方法を説明する。以下で説明されていない部分は、図１ないし図２Ｂを参照して詳しく
前述したところによって理解されうる。
【００８２】
　図６を参照すれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置１００は、患者と関連した
情報を分析して、その患者の疑いのある疾病を選定する（段階６１０）。例えば、患者の
疑いのある疾病を選定する段階は、患者と関連した情報を分析して、１つ以上の候補疾病
を選定する段階と、疾病選定部１１０によって選定される各候補疾病の発病確率に基づい
て疑いのある疾病を選定する段階と、を含みうる。
【００８３】
　候補疾病選定段階は、あらかじめ構築されたモデルを用いて１つ以上の候補疾病を選択
することができる。例えば、モデルは、多数の患者の遺伝情報及び一般人の遺伝情報を用
いて構築されうる。さらに他の例を挙げれば、図１を参照して前述したように、モデルは
、多数の患者の電子医務記録情報と一般人の電子医務記録情報とを用いてあらかじめ構築
されうる。また、医師が、その患者の問診などを通じて把握した疑いのある疾病などの診
断補助情報を入力すれば、その診断補助情報を用いて候補疾病を選定することができる。
【００８４】
　以後、マルチパラメータＭＲＩモデルを用いて疑いのある疾病に対応するマルチパラメ
ータＭＲ映像の撮影条件セットを選定することができる（段階６２０）。マルチパラメー
タＭＲ映像獲得支援装置１００は、図２Ｂに例示されたように、マルチパラメータＭＲＩ
モデルに基づいてマルチパラメータＭＲ映像の位置、方向、間隔、撮影順序、及び撮影変
数のうちの１つ以上を決定することによって、疑いのある疾病に対応するマルチパラメー
タＭＲ映像の撮影条件セットを選定することができる。
【００８５】
　図７は、図３の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置を利用したマル
チパラメータＭＲ映像獲得支援方法のフローチャートである。以下、図７を参照して、マ
ルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置３００を利用したマルチパラメータＭＲ映像獲得支
援方法を説明する。以下で説明されていない部分は、図３及び図４を参照して詳しく前述
したところによって理解しなければならない。
【００８６】
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　図７を参照すれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置３００は、ＣＡＤシステム
から診断結果を受信して、その診断結果を分析する（段階７１０）。診断結果は、患者の
疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像を分析して、ＣＡＤシステムが獲得し
た結果であり得る。図３を参照して前述したように、ＣＡＤシステムの診断結果は、リア
ルタイムでマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置３００に入力されうる。
【００８７】
　次いで、その分析結果に基づいてマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置３００は、撮
影条件セットをさらに選定するか、既存の疑いのある疾病に対する既存のマルチパラメー
タＭＲ映像の撮影条件セットを調整することができる（段階７２０）。
【００８８】
　この際、さらに選定されるか、調整された撮影条件セットは、撮影装置に保存すること
ができる。撮影装置が追加されるか、調整された撮影条件セットに基づいてマルチパラメ
ータＭＲ映像をさらに撮影すれば、ＣＡＤシステムは、撮影装置によって新たに撮影され
たＭＲＩマルチパラメータ映像を分析することができる。また、ＣＡＤシステムによって
診断された結果は、再びマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置３００に反映されること
によって、診断の正確性を向上させることができる。
【００８９】
　図８は、図５の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置を利用したマル
チパラメータＭＲ映像獲得支援方法のフローチャートである。以下、図８を参照して、マ
ルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００を利用したマルチパラメータＭＲ映像獲得支
援方法を説明する。以下で説明されていない部分は、図５を参照して詳しく前述したとこ
ろによって理解されうる。
【００９０】
　図８を参照すれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００は、患者と関連した
情報を分析する（段階８１０）。患者と関連した情報は、その患者の遺伝情報、電子医務
記録情報、及び医師などが入力した診断補助情報を含みうる。患者の遺伝情報、電子医務
記録情報または診断補助情報を受信すれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５０
０は、受信された情報を分析して、１つ以上の候補疾病を選定することができる。
【００９１】
　次いで、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００は、候補疾病のうちからその患
者の疑いのある疾病を選定する（段階８２０）。疑いのある疾病は、各候補疾病の発病確
率に基づいて選定することができる。
【００９２】
　次いで、患者の疑いのある疾病が選定されれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装
置５００は、あらかじめ構築されているマルチパラメータＭＲモデルに基づいて、その疑
いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する（段階８
３０）。ＭＲＩマルチパラメータ映像のための選定された撮影条件セットは、撮影装置に
伝送される。
【００９３】
　次いで、撮影装置が、その患者のマルチパラメータＭＲ映像を撮影し、該撮影されたマ
ルチパラメータＭＲ映像をＣＡＤシステムに伝送する（段階８４０）。
【００９４】
　次いで、ＣＡＤシステムが、撮影装置から受信されたマルチパラメータＭＲ映像を分析
して、診断結果を生成すれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００は、ＣＡＤ
システムから診断結果を受信し、その診断結果を分析する（段階８５０）。ＣＡＤシステ
ムは、診断結果をリアルタイムでマルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００に伝送し
、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００は、診断結果を疑いのある疾病としてさ
らに選定するか、段階８２０で選定された疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ
映像のための撮影条件セットをさらに選定するか否かを判断するのに利用されうる。
【００９５】
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　次いで、分析結果、その患者に対する疑いのある疾病の追加選定が必要であれば（段階
８６０）、その分析結果に基づいて患者の疑いのある疾病をさらに選定し（段階８２０）
、その段階（８２０）以下を再び繰り返し行うことができる。
【００９６】
　分析結果、その患者に対する疑いのある疾病の追加選定が不要であれば（段階８６０）
、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００は、段階８２０で選定された疑いのある
疾病に対するＭＲＩマルチパラメータ映像のための撮影条件セットの追加選定や段階８３
０で選定された既存のマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを調整するか否かを判
断することができる（段階８７０）。
【００９７】
　段階８７０で、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００が、撮影条件セットの追
加選定や調整が必要であると判断すれば、撮影条件セットをさらに選定するか、既存の撮
影条件セットを調整する（段階８８０）。
【００９８】
　撮影条件セットがさらに選定されるか、既存の撮影条件セットが調整されれば、マルチ
パラメータＭＲ映像獲得支援装置５００は、追加された撮影条件セットまたは調整された
撮影条件セットに基づいてマルチパラメータＭＲ映像をさらに撮影するために、段階８４
０、段階８５０、段階８７０、及び段階８８０を繰り返す。
【００９９】
　次いで、ＣＡＤシステムによって患者のマルチパラメータＭＲ映像の分析が完了するか
、ユーザによって診断の終了情報が入力されれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装
置５００は、診断を終了し、そうではなければ、ＣＡＤシステムから次のマルチパラメー
タＭＲ映像に対する診断結果が受信されるまで待機する（段階８９０）。
【０１００】
　本発明の一実施形態によれば、マルチパラメータＭＲ映像獲得支援装置５００が、新た
な疑いのある疾病の追加や既存の疑いのある疾病に対するマルチパラメータＭＲ映像の撮
影条件セットの追加、既存の疑いのある疾病に対する既存のマルチパラメータＭＲ映像の
撮影条件セットの調整などを行えば、その結果情報は、即時撮影装置に反映されて、新た
な疑いのある疾病やマルチパラメータＭＲ映像を撮影可能にする。このように、ＣＡＤシ
ステムの診断結果をリアルタイム反映した撮影条件情報を直ちに撮影装置に反映すること
によって、その患者の診断に必要な疑いのある疾病やマルチパラメータＭＲ映像を正確に
獲得することができる。
【０１０１】
　前述したように、ＭＲ映像獲得支援装置及び方法の多様な例がある。本発明の一実施形
態によれば、ＭＲ映像獲得支援装置は、患者の疑いのある疾病を選定するために、患者と
関連した情報を分析する疾病選定部と、マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいて疑いの
ある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを決定する映像選定部と
、を含む。疾病選定部は、患者と関連した情報を分析して、１つ以上の候補疾病を選定し
、各候補疾病の発病確率に基づいて疑いのある疾病を選定することができる。疾病選定部
は、患者の遺伝情報に基づいてあらかじめ構築された疾病感受性モデルを用いて、１つ以
上の候補疾病を選定する遺伝情報分析部を含みうる。疾病選定部は、患者の電子医務記録
情報に基づいてあらかじめ構築された疾病感受性モデルを用いて、１つ以上の候補疾病を
選定する電子医務記録分析部を含みうる。疾病選定部は、ユーザから入力された診断補助
情報に基づいて１つ以上の候補疾病を選定する診断補助情報分析部を含みうる。映像選定
部は、マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいてマルチパラメータＭＲ映像の位置、方向
、間隔、撮影順序、及び撮影変数のうち少なくとも１つを決定して、撮影条件セットを選
定することができる。マルチパラメータＭＲＩモデルは、各疾病に対してマルチパラメー
タＭＲ映像の重要度を分析してあらかじめ構築されたものであって、各疾病に対する撮影
映像の種類及び撮影順序を含むモデルであり得る。
【０１０２】
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　本発明の他の実施形態によれば、ＭＲ映像獲得支援装置は、ＣＡＤシステムが患者の疑
いのある疾病と関連したマルチパラメータＭＲ映像を分析して生成した診断結果を受信し
、該受信された診断結果を分析する診断結果分析部と、診断結果分析部の分析結果によっ
て、撮影条件セットをさらに選定するか、疑いのある疾病に対する既存のマルチパラメー
タＭＲ映像の撮影条件セットを調整する映像調整部と、を含みうる。
【０１０３】
　診断結果分析部は、ＣＡＤシステムからリアルタイムで診断結果を受信することができ
る。診断結果は、１つ以上の疾病の影響を受けやすい部位及び各部位の疾病感受性を含み
うる。
【０１０４】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、ＭＲ映像獲得支援装置は、患者と関連した情報
を分析して、患者の疑いのある疾病を選定する疾病選定部と、マルチパラメータＭＲＩモ
デルに基づいて疑いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを
決定する映像選定部と、ＣＡＤシステムがマルチパラメータＭＲ映像を分析して生成した
診断結果を受信し、該受信された診断結果を分析する診断結果分析部と、診断結果分析部
の分析結果によって、疑いのある疾病と関連したマルチパラメータＭＲ映像を調整する映
像調整部と、を含みうる。
【０１０５】
　映像調整部は、分析結果によって、疑いのある疾病と関連したマルチパラメータＭＲ映
像の撮影条件セットをさらに選定することができる。映像調整部は、分析結果によって、
疑いのある疾病と関連した既存のマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを調整する
ことができる。疾病選定部は、分析結果によって、患者の疑いのある疾病をさらに選定し
、映像選定部は、追加疑いのある疾病と関連したマルチパラメータＭＲ映像を選定するこ
とができる。患者と関連した情報は、患者の遺伝情報、電子医務記録情報、及びユーザに
よって入力された診断補助情報のうち少なくとも１つを含みうる。
【０１０６】
　また、ＭＲ映像獲得支援方法の一例が提供される。本発明の一実施形態によれば、ＭＲ
映像獲得支援方法は、患者と関連した情報を分析して、患者の疑いのある疾病を選定する
段階と、マルチパラメータＭＲＩモデルに基づいて疑いのある疾病に対応するマルチパラ
メータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する段階と、を含みうる。疑いのある疾病を選定
する段階は、患者と関連した情報を分析して、１つ以上の候補疾病を選定する段階と、各
候補疾病の発病確率に基づいて疑いのある疾病を選定する段階と、を含みうる。１つ以上
の候補疾病を選定する段階は、遺伝情報に基づいて構築された疾病感受性モデルに基づい
て１つ以上の候補疾病を選定する段階を含みうる。１つ以上の候補疾病を選定する段階は
、電子医務記録情報に基づいて構築された疾病感受性モデルに基づいて１つ以上の候補疾
病を選定する段階を含みうる。１つ以上の候補疾病を選定する段階は、ユーザによって入
力された診断補助情報に基づいて１つ以上の候補疾病を選定する段階を含みうる。
【０１０７】
　マルチパラメータＭＲ映像の選定は、マルチパラメータＭＲ映像の位置、方向、間隔、
撮影順序、及び撮影変数のうち少なくとも１つを決定する段階を含みうる。マルチパラメ
ータＭＲＩモデルは、疾病別にマルチパラメータＭＲ映像の重要度を分析して構築された
各疾病に対する撮影映像の種類及び撮影順序情報を含みうる。
【０１０８】
　本発明のさらに他の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、患者の
疑いのある疾病に適したマルチパラメータＭＲ映像を分析した結果である診断結果をＣＡ
Ｄシステムから受信し、診断結果を分析する段階と、分析結果によって、マルチパラメー
タＭＲ映像の撮影条件セットをさらに選定するか、既存のマルチパラメータＭＲ映像の撮
影条件セットを調整する段階と、を含みうる。診断結果分析は、診断結果をＣＡＤシステ
ムからリアルタイムで受信する段階を含みうる。診断結果は、１つ以上の疾病の影響を受
けやすい部位及び各部位の疾病感受性を含みうる。
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　本発明のさらに他の実施形態によるマルチパラメータＭＲ映像獲得支援方法は、患者と
関連した情報を分析して、患者の疑いのある疾病を選定する段階と、マルチパラメータＭ
ＲＩモデルに基づいて疑いのある疾病に対応するマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セ
ットを決定する段階と、マルチパラメータＭＲ映像を分析した結果である診断結果をＣＡ
Ｄシステムから受信し、診断結果を分析する段階と、分析結果に基づいて疑いのある疾病
に対応するマルチパラメータＭＲ映像を調整する段階と、を含みうる。マルチパラメータ
ＭＲ映像調整段階は、分析結果によって、疑いのある疾病と関連したマルチパラメータＭ
Ｒ映像の撮影条件セットをさらに選定する段階を含みうる。
【０１１０】
　マルチパラメータＭＲ映像を調整する段階は、分析結果によって、疑いのある疾病と関
連した既存のマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを調整する段階を含みうる。疑
いのある疾病をさらに選定する段階は、患者と関連した情報の分析結果によって、患者の
疑いのある疾病をさらに選定する段階を含み、撮影条件セットを選定する段階は、追加疑
いのある疾病と関連したマルチパラメータＭＲ映像の撮影条件セットを選定する段階を含
みうる。
【０１１１】
　患者と関連した情報は、患者の遺伝情報、電子医務記録情報、及びユーザによって入力
された診断補助情報のうち少なくとも１つを含みうる。
【０１１２】
　一方、本実施形態は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体にコンピュータで読み取
り可能なコードとして具現することが可能である。コンピュータで読み取り可能な記録媒
体は、コンピュータシステムによって読み取れるデータが保存されるあらゆる種類の記録
装置を含む。
【０１１３】
　コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ
、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装置などがあり、また、
キャリアウェーブ（例えば、インターネットを介した伝送）の形態で具現するものを含む
。また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークで連結されたコンピュ
ータシステムに分散されて、分散方式でコンピュータで読み取り可能なコードとして保存
されて実行可能である。そして、本実施形態を具現するための機能的な（ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎａｌ）プログラム、コード及びコードセグメントは、本発明が属する技術分野のプログ
ラマーによって容易に推論されうる。
【０１１４】
　当業者ならば、本発明がその技術的思想や必須的な特徴を変更せずとも、他の具体的な
形態で実施可能であることを理解できるであろう。したがって、前述した実施形態は、あ
らゆる面で例示的なものであり、限定的ではないということを理解せねばならない。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、マルチパラメータ映像獲得支援装置及び方法関連の技術分野に適用可能であ
る。
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