
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータで を実行する方法において、
　
　作業フローテンプレートを作成して記憶するステップを含 、
　ここで該作業フローテンプレートには、特定の医用イメージングプロシージャを表す、
あらかじめ定めた医用イメージングアクティビティからなる所定の所望のシーケンスが含
まれ、
　

　

　前記医用イメージングプロシージャを実行する患者に対する固有の患者データを、
作業フローテンプレートに入力するステップと、
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実現される、医用イメージングプロシージャ
該方法は、

んでおり

当該のあらかじめ定めた医用イメージングアクティビティはそれぞれ、少なくとも１つ
の入力コネクタおよび少なくとも１つの出力コネクタを有しており、各入力コネクタおよ
び出力コネクタはデータ型に関連づけられており、ここで相異なる医用イメージングアク
ティビティの入力コネクタと、出力コネクタとの間の接続を、当該のアクティビティの関
連付けられているデータ型が互換性を有する場合にのみ形成し、前記のシーケンスにて先
行するアクティビティの出力コネクタだけが、後続のアクティビティの入力コネクタに接
続可能であり、前記の接続により、アクティビティの出力コネクタから、接続されたアク
ティビティの入力コネクタにデータを転送し、

前記方法はさらに、実行しようとする特定の医用イメージングプロシージャを定める記
憶された作業フローテンプレートを取り出すステップと、

取り
出した当該の



　医用イメージング収集および処理装置と連携して前記作業フローを呼び出すことによっ
て を実行する ことを特徴
とする、
　コンピュータで実現される、医用イメージングプロシージャを実行する方法。
【請求項２】
　前記の には、
　データを選択するステップと、
　少なくとも１つの画像を収集するステップと、
　当該少なくとも１つの画像を処理するステップと、
　処理した画像出力を供給するステップと 含 、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　さらに前記実行ステップ中にアクティビティに変更が生じた場合に前記医用イメージン
グプロシージャにおける変更を検出するステップと、
　

ステップとを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　外部アプリケーションインタフェースを作業フローテンプレートに作成して、
　該外部アプリケーションインタフェースにより、外部アプリケーションをアクティビテ
ィとして実行する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　外部アプリケーションインタフェースを作業フローテンプレートに作成して、該外部ア
プリケーションインタフェースによって、外部アプリケーションをアクティビティとして
実行し、
　前記外部アプリケーションインタフェースによって、
　少なくとも１つの外部アプリケーション入力コネクタから外部アプリケーション入力デ
ータを読み出すステップと、
　必要であれば外部アプリケーション入力データを外部アプリケーション形式に変換する
ステップと、
　外部アプリケーション入力データを外部アプリケーションデータファイルに記憶するス
テップと、
　外部アプリケーションを起動するステップと、
　外部アプリケーション入力データの位置を外部アプリケーションに渡すステップと、
　外部アプリケーションの終了を待機するステップと、
　外部アプリケーションによって作成された、外部アプリケーション出力ファイルの外部
アプリケーション出力データを読み出すステップと、
　必要であれば外部アプリケーション出力データを 逆変換するステップ
と、
　外部アプリケーション出力データを少なくとも１つの外部アプリケーション出力コネク
タに送出するステップとを実行する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　記憶された作業フロー処理を含むシステムと通信媒体を介して通信する任意の装置によ
って、 記憶された作業フローテンプレートを起動する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記の のすでに実行されたアクティビティが変更ま
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前記のアクティビティからなるシーケンス ステップを含んでいる

アクティビティからなるシーケンス

が まれている

当該の医用イメージングプロシージャにおける変更の検出に基づいて、アクティビティ
の変更が発生したアクティビティに後続する、前記シーケンスのアクティビティだけを再
実行する

内部データ形式に

当該の

アクティビティからなるシーケンス



たは無効にされる場合、当該のすでに実行されたアクティビティに実行を逆戻りさせる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　コンピュータに表示されるアイコンによってアクティビティを表す、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記のコンピュータに表示されるアイコンを選択することによってアクティビティを選
択して前記の に含める、
　請求項 に記載の方法。
【請求項１０】
　

　
　
【請求項１１】
　

　

　
【請求項１２】
　 を実行する作業フローマネージャ装置において、
　 、少なくとも１つのＩ／Ｏ装置を含んでおり、該少なくとも１つのＩ／Ｏ装置
はオペレータによって使用されて前記作業フローマネージャ装置と通信し、
　
　分散形電子ネットワークを介して、

通信するネットワークインタフェースと、
　医用イメージングプロシージャに関連する実行可能な

を含む作業フローテンプレート を記憶するメ
モリとを有しており、
　ここで各アクティビティは、少なくとも１つの入力コネクタおよび少なくとも１つの出
力コネクタを有しており、各入力コネクタおよび出力コネクタは１データ型に関連付けら
れており、

　
　

　

ことを特徴とする
　作業フローマネージャ装置。
【請求項１３】
　前記メモリはさらにデータオブジェクトインタフェースを含み、該データオブジェクト
インタフェースによって患者データベースにインタフェースする、
　請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記メモリはさらに外部アプリケーションインタフェースを含み、該外部アプリケーシ
ョンインタフェースにより、前記の作業フローテンプレートが外部アプリケーションにリ

10

20

30

40

50

(3) JP 3842730 B2 2006.11.8

アクティビティからなるシーケンス
８

前記のあらかじめ定めた医用イメージングアクティビティのうちの少なくとも１つは、
少なくとも２つの出力コネクタを有しており、

各出力コネクタは、後続の相異なるアクティビティの入力コネクタに接続可能である、
請求項１に記載の方法。

前記のあらかじめ定めた医用イメージングアクティビティのうちの少なくとも１つは、
少なくとも２つの入力コネクタを有しており、

各入力コネクタは、先行する相異なるアクティビティの出力コネクタに接続可能である
、

請求項１に記載の方法。

医用イメージングプロシージャ
該装置は

また前記装置は、
医用イメージングプロシージャに使用される複数の

装置と
アクティビティからなるシーケン

ス およびＤＩＣＯＭイメージングプロトコル

ここで相異なる医用イメージングアクティビティの入力コネクタと、出力コネ
クタとの間の接続は、これらのアクティビティの関連付けられたデータ型が互換性を有す
る場合にのみ形成され、

前記装置はさらに、
前記の少なくとも１つのＩ／Ｏ装置、ネットワークインタフェースおよびメモリと通信

するＣＰＵを有しており、
ここで該ＣＰＵにより、作業フローテンプレートが作成されて記憶され、該作業フロー

テンプレートに患者データが記入されて作業フローが作成され、前記の少なくとも１つの
Ｉ／Ｏ装置からの入力に応答して該作業フローにしたがい、前記のアクティビティからな
るシーケンスが実行される



ンクされて該外部アプリケーションが実行される、
　請求項 に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
１．発明の属する技術の分野
本発明は、一般的には医用イメージングに関し、殊に医用イメージングにおける作業フロ
ーの設定および実行に関する。
【０００２】
２．背景技術の説明
医用イメージングは近代医学において利用可能で最も有益な診断ツールの１つである。医
用イメージングにより、医療従事者は非破壊的に生体内を観察して数多くのタイプの傷害
、疾患、状態その他を検出して評価することが可能である。医用イメージングによって、
医者および技術者はより簡単かつ精確に診断を行い、治療を決定し、薬を処方し、手術ま
たは別の治療を行うことなどが可能である。
【０００３】
数多くのタイプの医用イメージング処理が存在し、また相異なる多くの目的、状況または
使用に対して医用イメージング処理が存在する。これらが一般に共有するのは、患者の身
体部位の画像を作成する能力であり、しかもそれを非観血的に行うことが可能である。一
般的な医用イメージングのタイプの例は、核イメージング（ nuclear imaging）、磁気共
鳴イメージング（ＭＲＩ）、超音波、Ｘ線、様々なタイプのトモグラフィなどである。こ
れらのタイプまたは別のイメージングタイプおよび関連するマシンを使用することによっ
て、画像または一連の画像を捕捉することが可能である。つぎに別の装置を使用してこの
画像を何らかの形で処理することができる。最後に医者または技術者がこの画像を見て診
断を行うことができるのである。
【０００４】
この画像により、被検体の様々な詳細を捕捉することができ、これには骨、器官、組織、
管路、血管、神経、インプラントまたは瘢痕組織などの以前の手術によるアーチファクト
を含めることが可能である。１つまたは複数の画像は、２次元（すなわち平坦状でも）で
も３次元でもよい。付加的にはこの画像捕捉によって一連の画像またはビデオが作成され
、この一連の画像またはビデオにより、例えば機能している器官などの生の動作を表示す
ることできる。イメージングマシンにより、画像が捕捉され、それが操作され、何らか形
で処理され、これによって画像が改善され、それが医者または技術者に表示され、さらに
後で使用するために記憶されるのである。
【０００５】
コンピュータ画像処理に一般的に必要なのは、画像データが何らかのプロトコルに適合す
ることである。ここでプロトコルとは、規則および規格の集まりのことであり、これらに
より、別個の装置間で情報を効率的に通信しかつ操作できることが保証されるのである。
ＤＩＣＯＭ（＝ Dgital Imaging and Communications in Medicine）規格によって提供さ
れるのは、明瞭に定められかつ認められたデータ形式と、処理する医用画像データを通信
するための対話プロトコルとであり、ここでこれを文献として援用する。ＤＩＣＯＭ規格
は、北米放射線学会（ Radiological Society of North America） , Oak Brook, IL 60523
-2251から入手可能である。
【０００６】
このＤＩＣＯＭ規格が医用イメージングに対して広まったのは、この規格により、適合す
るマシンが、適合する別のマシンから通信された画像データを操作できることが保証され
るからである。ＤＩＣＯＭ規格を使用できるマシンは、ワークステーション、ＣＴスキャ
ナ、ＭＲイメージャ、フィルムデジタイザ、共有アーカイブ（記憶装置）、プリンタおよ
び画像および患者データを処理および記憶するために使用可能な別の装置とすることがで
きる。
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１２



【０００７】
図１には典型的な医用イメージングシステム１００が示されている。医用イメージングシ
ステム１００は、イメージャ１０７と、イメージャコントローラ１０６（これらは統合さ
れた装置でもよい）と、患者データベース１１０と、出力装置１１５と、スキャナ１１７
と、１つまたはそれ以上のワークステーション１２２とを含むことが可能である。イメー
ジャ１０７およびイメージャコントローラ１０６によって、患者の１つまたは複数の画像
が捕捉される。イメージャ１０７は、例えば、ガンマ線カメラ、Ｘ線イメージャ、磁気共
鳴イメージャ（ＭＲＩ）、超音波イメージャなどとすることが可能である。患者データベ
ース１１０は、患者情報（すなわち氏名、生体のパラメタ、医師、医学的に見た状態その
他を含む複数のレコード）およびイメージングデータを記憶することが可能である。出力
装置１１５は、例えば、プリンタ、コンピュータモニタまたは他のディスプレイ画面、フ
ィルム現像器（ film developer）などとすることが可能である。スキャナ１１７は、画像
をディジタル化するスキャニング装置とすることが可能である。ワークステーション１２
２は、患者データベース１１０にアクセスしてデータを追加または取り出すために使用可
能である。様々なコンポーネントを、分散形電子ネットワーク１０３によって接続するこ
とができ、ここでこれは例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリア
ネットワーク（ＷＡＮ）、仮想私設網（ＶＰＮ＝ virtual private network）、またはイ
ンターネットである。したがって個々のコンポーネントは、別の部屋、別の階、別の建物
または別の病院または診療所に配置することが可能である。
【０００８】
従来技術の医用イメージングで問題であるのは、イメージング処理を処理する断片的なや
り方である。従来技術の医用イメージングでは通例、イメージング処理は互いに依存しな
い複数のセグメントで処理される。ここでは複数のマシンまたはコンピュータが使用され
、各マシンまたはコンピュータによって全体的なイメージング処理の一部が実行される。
これにより、複数の独立した操作を設定して制御するために人間によるさらなる監視が必
要になってしまうのである。
【０００９】
従来技術では技術者は、患者データにアクセスし、患者データを入力し、スキャンを設定
して、得られたスキャンに画像処理を行い、この画像データおよび患者データを記憶しま
た取り出すために複数のマシンにアクセスしてこれを操作しなければならないこともある
。
【００１０】
従来技術では、先行する処理ステップまたはパラメタが変わった場合に後続の処理ステッ
プが必然的に再実行されることはなく、そのために画像の精度は妥協になってしまうこと
もある。
【００１１】
従来技術では、イメージングマシンまたは処理について包括的な制御がオペレータに提供
されることはない。したがってオペレータは医用イメージング処理を統合して制御できな
いのである。さらに従来技術ではオペレータは、包括的な処理スケジュールを作成するこ
とができない。
【００１２】
従来技術における上記の欠点に対処するため、医用イメージングにおける作業フローの設
定および実行の改善が必要である。
【００１３】
　発明の要約
　本発明により、コンピュータで実現される、医用イメージングにおける作業フローの設
定および実行の第１の方法が提供される。この方法には、
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作業フローテンプレートを作成
して記憶するステップが含まれており、ここでこの作業フローテンプレートには、特定の
医用イメージングプロシージャを表す、あらかじめ定めた医用イメージングアクティビテ
ィからなる所定の所望のシーケンスが含まれ、このあらかじめ定めた医用イメージングア



【００１４】
本発明により、コンピュータで実現される、医用イメージングにおける作業フローの設定
および実行の第２の方法が提供される。この方法には、作業フローテンプレートの一部と
して一連の画像捕捉を設定するステップと、作業フローテンプレートの一部として一連の
画像処理を設定するステップとが含まれる。この方法にはさらにコントローラを使用して
、上記の一連の画像捕捉および一連の画像処理の実行を制御するステップとが含まれ、こ
こではこのコントローラによって上記の作業フローテンプレートのステップが実行される
。さらにこの方法には、作業フローテンプレートに対して行われた任意の変更を検出する
ステップと、作業フローテンプレートが変更されていた場合にはすでに実行した、作業フ
ローテンプレートの影響を受ける部分を再実行するステップとが含まれる。
【００１５】
本発明により、コンピュータで実現される、医用イメージングにおける作業フローの設定
および実行の第３の方法が提供される。この方法には、空の作業フローテンプレートを呼
び出すステップと、患者データをこの作業フローテンプレートに追加するステップと、こ
の作業フローテンプレートに一連のアクティビティを作成するステップとからなる。ここ
でこの作業フローテンプレートにより、実行時に医用イメージング処理が制御される。
【００１６】
　本発明により、医用イメージングにおける作業フローの設定および実行のための作業フ
ローマネージャ装置が提供される。この作業フローマネージャ装置には、オペレータによ
って使用されて複数の装置と通信することのできる少なくとも１つのＩ／Ｏ装置が含まれ
る。さらにこの作業フロー管理装置には、分散形電子ネットワークにわたって通信するこ
とのできるネットワークインタフェースが含まれる。作業フローマネージャ装置は

医用イメージングプロシージャに関連する実行可能な
を含む作業フローテンプレート を記憶するメ

モリとを有しており、ここで各アクティビティは、少なくとも１つの入力コネクタおよび
少なくとも１つの出力コネクタを有しており、各入力コネクタおよび出力コネクタは１デ
ータ型に関連付けられており、

。
【００１７】
本発明の上記および別の機能および利点は、添付の図面に関連して選択された、有利な実
施形態についての説明からさらに理解することができる。
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クティビティはそれぞれ、少なくとも１つの入力コネクタおよび少なくとも１つの出力コ
ネクタを有しており、各入力コネクタおよび出力コネクタはデータ型に関連づけられてお
り、ここで相異なる医用イメージングアクティビティの入力コネクタと、出力コネクタと
の間の接続を、このアクティビティの関連付けられているデータ型が互換性を有する場合
にのみ形成し、上記のシーケンスにて先行するアクティビティの出力コネクタだけが、後
続のアクティビティの入力コネクタに接続可能であり、上記の接続により、アクティビテ
ィの出力コネクタから、接続されたアクティビティの入力コネクタにデータを転送する。
上記の方法にはさらに、実行しようとする特定の医用イメージングプロシージャを定める
記憶された作業フローテンプレートを取り出すステップと、上記の医用イメージングプロ
シージャを実行する患者に対する固有の患者データを、取り出したこの作業フローテンプ
レートに入力するステップと、医用イメージング収集および処理装置と連携して上記作業
フローを呼び出すことによって上記のアクティビティからなるシーケンスを実行するステ
ップが含まれている。

さらに
、 アクティビティからなるシーケン
ス およびＤＩＣＯＭイメージングプロトコル

ここで相異なる医用イメージングアクティビティの入力コ
ネクタと、出力コネクタとの間の接続は、これらのアクティビティの関連付けられたデー
タ型が互換性を有する場合にのみ形成される。上記の作業フローマネージャ装置はまた、
上記の少なくとも１つのＩ／Ｏ装置、ネットワークインタフェースおよびメモリと通信す
るＣＰＵを有しており、ここではこのＣＰＵにより、作業フローテンプレートが作成され
て記憶され、この作業フローテンプレートに患者データが記入されて作業フローが作成さ
れ、上記の少なくとも１つのＩ／Ｏ装置からの入力に応答して、作業フローにしたがい、
上記のアクティビティからなるシーケンスが実行される



【００１８】
図面の簡単な説明
図１には典型的な医用イメージングシステムが示されており、
図２には本発明にしたがった作業フロー実行の起動についてのフローチャートが示されて
おり、
図３には作業フロー処理の代表的な例が示されており、
図４には画像の捕捉および処理の制御についてのフローチャートが示されており、
図５には図２の択一的なフローチャートが示されており、
図６には医用イメージングにおける作業フローの設定および実行のための作業フローマネ
ージャ装置が示されており、
図７にはデータオブジェクトインタフェースが示されており、
図８には代表的なコマンドモジュールの画面コピーが示されており、
図９には代表的な作業画面の画面コピーが示されており、
図１０は外部アプリケーションのインタフェースの仕方についてのフローチャートである
。
【００１９】
有利な実施形態の詳細な説明
図２には本発明による作業フロー実行の起動についてのフローチャート２００が示されて
いる。この方法は、作業フローマネージャ装置上で動作するコンピュータソフトウェアに
よって実現可能である。この作業フローマネージャ装置は、イメージャ、ワークステーシ
ョン、入力および出力装置などを含む、医用イメージングシステムの様々な装置と通信す
る。上記のコンピュータソフトウェアは、他のイメージングシステムと通信可能でありま
た他の装置を制御可能な任意のイメージングシステム装置上で動作することができる。
【００２０】
ステップ２０４では、ユーザによって作業フローテンプレートが作成されて記憶される。
このステップで形成される作業フローテンプレートは空のテンプレートであり、これは固
有の処理を実行するために使用することができ、一般的には患者データを含まず、むしろ
患者データに対して実行される処理を含んでいる。したがって作業フローテンプレートは
、作業フローを指定するリンクされたアクティビティおよびアクティビティプロパティの
集まりである。これに対して作業フローは、患者データに結合されたまたは関連づけられ
た作業フローテンプレートのことであり、すなわちこれは、実行、中断、または完了の準
備が整っている作業フローテンプレートである。
【００２１】
　作業フローテンプレートは、相互に結合されるアクティビティおよびそのプロパティ（
アクティビティとは、医用イメージング処理において行われる典型的な作業の単位である
）の集まりを定める。したがって一連のアクティビティ

は、医用イメージングタスク全体を実行するために使用可能である。例え
ば、アクティビティは、患者データの収集、患者データの編成、核またはＭＲＩ画像など
の画像の収集、フィルタリングまたは他の画像改善法を介する画像の処理、および画像デ
ータまたは患者データの出力を含むことができる。
【００２２】
アクティビティは可変の個数の入力および出力を有することが可能である。しかしながら
ほとんどの場合、１アクティビティの入力および出力の個数は固定である。作業フローア
クティビティはコネクタを有しており、これは、データを交換するために別のアクティビ
ティのコネクタとリンクさせることができる。入力コネクタは、別のアクティビティから
のデータを入力するために使用され、出力コネクタは別のアクティビティに対してデータ
を供給するために使用される。アクティビティの入力コネクタは、一連の作業フローにお
いて先行するアクティビティの出力コネクタだけに接続可能である。各出力コネクタは、
それに関連付けられたデータ型を有しており、したがって入力コネクタは、互換性のある
データ型を有する出力コネクタだけに接続可能である（このことは同じ型の出力コネクタ
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を必ずしも意味しないことに注意されたい）。入力および出力コネクタに加えて、アクテ
ィビティは１つまたはそれ以上のプリントエリアを含むことができ、ここでこのプリント
エリアには、プリントエリアディスプレイオブジェクトによる表示のためのデータ処理結
果が含まれる。
【００２３】
必要であれば、１作業フローに複数回同じアクティビティを含むことできることに注意さ
れたい。例えば、同じ収集を２回実行することが作業フローによって要求される場合、こ
の収集を実現するアクティビティは、作業フローに２回含むことができるのである。
【００２４】
作業フローテンプレートには作業フローの定義が記憶されているため、後でこれを実行す
ることが可能である。これによって同じ一連のステップを複数の患者に適用することがで
き、固定の診断プロトコルが実現される。１作業フローテンプレートにはつぎの情報が含
まれる。第１に作業フローテンプレートにアクティビティの順序づけられたリストが構成
される。各アクティビティには、パラメタをおよびアクティビティの接続が記憶されてい
る。第２に作業フローテンプレートには、オペレータが作業フローを完了した場合に、取
るべき任意のアクションが含まれている。第３に作業フローテンプレートには、このテン
プレートが最初に起動された場合に、拡大されるアクティビティが含まれている。ここで
拡大されるアクティビティとは、患者ディスプレイまたは例えばコンピュータモニタなど
の出力装置に極めて詳細に示されるアクティビティのことである。拡大されるアクティビ
ティは以下で図９に関連して説明する。
【００２５】
作業フローテンプレートは、名前、カテゴリ、アイコンおよび説明の語句によって識別可
能である。作業フローブラウザに表示される上記の説明の語句によって、この作業フロー
テンプレートがさらに詳細に説明される。上記のアイコンにより、特定の作業フローテン
プレートの目的またはカテゴリが視覚的に示される。カテゴリとは、例えばＭＲＩスキャ
ンアクティビティのようなアクティビティのタイプのことである。これらのカテゴリは、
作業フローブラウザにおいて作業フローテンプレートをグルーピングするために使用され
る。オペレータは、新たなカテゴリを定義して、これらのカテゴリに作業フローテンプレ
ートを割り当てることができる。オペレータが作業フローテンプレートを選択する場合、
このオペレータはすべての作業フローテンプレートを見るか、または特定のカテゴリの作
業フローテンプレートだけを見ることができる。
【００２６】
オペレータは、既存の作業フローテンプレートから新たな作業フローテンプレートを作成
することができ、ここでこれはアクティビティを追加または削除する、および／または１
つまたはそれ以上のアクティビティのプロパティを変更して、変更したこの作業フローテ
ンプレートファイルを新たなファイルとして保存することによって行われる。ネットワー
ク上の１システムに記憶された作業フローテンプレートは、このネットワーク上の別のマ
シンによって起動することができる。これによって同じ臨床プロトコル（ clinical proto
col）をネットワーク上の全システムにおいて使用可能である。
【００２７】
ステップ２０６では、適用可能な患者データを加えることによって作業フローテンプレー
トに書き込みが行われる。この作業フローテンプレートに含まれるアクティビティを選択
的に変更することも可能である。作業フローテンプレートは、以前に記憶されたテンプレ
ートでも、または新たに作成したテンプレートでもよい。
【００２８】
患者データは、患者データベース１１０から、病院情報システム（ＨＩＳ＝ Hospital inf
ormation system）や放射線情報システム（ＲＩＳ＝ radiological information system）
から得ることができ、またはオペレータが手で入力することも可能である。患者データベ
ース１１０から得られる患者データは、データ選択アクティビティ（ Data Selection act
ivity。通例、作業フローテンプレートの一連のアクティビティの最初のアクティビティ
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である）に自動的に転送することが可能であり、または患者データベース１１０からユー
ザにが対話的に選択することができる。
【００２９】
有利には患者データは、ＤＩＣＯＭ規格に整合した形態で（すなわち患者、検査、シリー
ズおよび画像で）患者データベース１１０に配置される。患者ブラウザによって、オペレ
ータは患者データベース１１０を対話的に見ることができ、しかも有利には患者データベ
ースを相異なる詳細レベルで見ることができる。例えば、患者ブラウザにより、オペレー
タは、患者データベース１１０を患者レベルで調べることができる。この患者レベルでは
、患者データベース１１０の各患者を見ることができる。患者に対する検査および画像シ
リーズの詳細は、このレベルでは見えないこともある。検査レベルでは、各患者に対する
それぞれの検査を個別に見ることできる。各患者に対するシリーズの詳細はこのレベルで
は見えないこともある。シリーズレベルでは、各患者に対するそれぞれのシリーズを個別
に見ることができる。
【００３０】
ステップ２１１では、作業フローテンプレートが実行されて、医用イメージングプロシー
ジャの作業フローが行われる。この実行は一般的に慣用のように順次に行われる。１実施
形態では、実行は処理トークン（ processing token）によって制御され、ここでこの処理
トークンは、一連のアクティビティのうちの目下実行中のアクティビティに渡される。こ
の一連のアクティビティは、外部アプリケーションを含むことができるため、上記の処理
トークンは、外部アプリケーションインタフェースに渡されることがある。ここでこのイ
ンタフェースにより、外部アプリケーションとの通信が行われ、データが転送され、また
外部アプリケーションの実行が制御される。
【００３１】
書き込み済みの作業フローテンプレートの実行は一般的に連続しているが、オペレータが
休止（ pause）することも可能である。さらに、作業フローパラメタが変更された場合に
は、この実行を前のアクティビティに再設定してリスタートすることができる。１実施形
態ではこのような任意の変更が自動的に検出され、作業フローの実行は、これらの変更を
再処理する作業フローテンプレート位置およびアクティビティに自動的に再設定される。
択一的には影響を受けたアクティビティの再実行を、オペレータまたは技術者によるコマ
ンドまたは入力に基づいてのみ開始することも可能である。
【００３２】
作業フローは様々な状態、例えば保留中（ pending）、動作中（ running）、中断（ suspen
d）、完了の準備が整っているなどの状態をとることが可能である。保留中の作業フロー
状態では、この作業フローはまだ動作しておらず、記憶されており、実行の準備が整って
いる。動作中の作業フロー状態では、この作業フローはコンピュータシステムのシステム
メモリにロードされており、目下患者データを収集中であるか処理中である。休止された
作業フロー状態ではこの作業フローはメモリにロードされてはいるが、アクティブではな
い。この休止された作業フロー状態おいてのみ、作業フローの構造を変更することが可能
である。中断された作業フロー状態では、部分的に動作した作業フローはメモリに常駐し
てはいないが、その部分的な結果と共に記憶されている。オペレータはこれを動作状態に
再設定することができる。動作状態に再設定されると直ちに上記の部分データが復元され
、作業フローは、中断された個所において実行が再開される。完了の準備が整った作業フ
ローの状態では、すべてのアクティビティおよび作業フローは処理が終了している。
【００３３】
作業フローは、処理の完了の間に多くのアクションを実行することができる。これは任意
の出力コネクタの内容を患者データベース１１０または別のアーカイブ装置に保存するこ
とができる。これは指定されたすべてのハードコピーを印刷することができる。これは分
散形電子ネットワーク１０３を介して作業フローの結果を別のシステムに送信することが
できる。またこれはウェブでみることのできる情報を作成することができる。最後にこれ
は保留状態において別の作業フローを作成することができ、この結果、目下の作業フロー
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は、新しい作業フローの入力データになる。作業フローの存在および状態は、この作業が
実行されているシステムに接続されているすべてのシステムに表示することができる。さ
らに１システムにおいて保留または中断中の作業フローは、このネットワーク上の別の任
意のシステム上で起動可能である。
【００３４】
作業フローにおいてつねにただ１つのアクティビティだけがアクティブである。このアク
ティビティは、処理トークン（ processing token）を有すると称される。作業フローが起
動され、実行が開始されると、この作業フローに含まれる第１アクティビティには処理ト
ークンが与えられて実行が開始される。このアクティビティが終了すると、処理トークン
はつぎのアクティビティに渡され、以下同様に続く。実行中の作業フローにおける各アク
ティビティは、レディ、実行中または終了の３つの状態のうちの１つの状態にある。レデ
ィ状態においてアクティビティは処理トークンを受け取る必要がある。ここでは処理トー
クンがこのアクティビティに到着していないか、タスクを終了する前にこのアクティビテ
ィが休止されたか、またはこのアクティビティの再処理を必要とする何らかのアクション
をオペレータが実行したかのいずれかである。実行状態ではアクティビティは処理トーク
ンを有しており、オペレータの入力を待っているか、または目下患者データを収集中また
は処理中のいずれかである。終了状態では、アクティビティはそのタスクを終了している
。例えば、データ収集が完了しているか、またこの作業フローが完了しているのである。
【００３５】
オペレータは、作業フローの実行中にパラメタおよびアクティビティを変更することがで
きる。実行中に変更されたアクティビティの処理が終了すると、処理トークンは、変更さ
れたこのアクティビティに再設定される。続いてこの処理は、変更されたこのアクティビ
ティにおいて再開され、後続のアクティビティを順次に移動する。これは、すべてのアク
ティビティが、更新されたパラメタの処理を終了するまで続けられる。
【００３６】
図３には作業フロー処理３００の代表的な例が示されている。エリア３０３では、データ
選択が行われる。これには例えば患者データベース１００からの患者データの収集が含ま
れ得る。
【００３７】
エリア３０８では、画像収集が実行される。これにはＭＲＩイメージング、ｘ線、超音波
、トモグラフィ、核（すなわちガンマ線）イメージングなどの、医用イメージング処理の
任意のタイプを含むことができる。
【００３８】
エリア３１２では画像が何らかの形で処理される。この処理は様々なタイプのフィルタリ
ングおよび画像改善アルゴリズムを含むことができる。例えば、単光子放射形コンピュー
ター断層撮影法（ＳＰＥＣＴ＝ single photon emission computer tomography）再構成を
使用して、有利な１つまたは複数の画像を得ることができ、ここでこれには関心対象の身
体部位または器官の３次元画像およびリアルタイム画像が含まれる。
【００３９】
しかしながらＳＰＥＣＴスキャンは、結果としての画像を作成して改善するためにコンピ
ュータ処理を多用してしなければ、通常は読むことも使用することもできない。ＳＰＥＣ
Ｔスキャン中に放射される光子は、通過時に患者の外に散乱されることがある。散乱して
検出装置から遠ざかった光子が検出されず、また散乱してこの検出装置に入射した光子が
検出されるにより、画像が劣化してしまうことになる。したがってＳＰＥＣＴ画像の収集
および処理には、物理的およびシステムパラメタの補償および調整を含めなければならな
いのである。この物理的およびシステムパラメタには、検出器応答の線形性、一様性、減
衰および散乱、コリメータの幾何学的空間的分解能および感度、検出装置の内在的な空間
分解能および感度、電子装置のエネルギー分解能、システムの感度、画像の丸め、カメラ
またはカメラ支持構造体の機械的な偏移、電子的な偏移、回転軸の較正、画像ノイズ、画
像スライスの厚さ、再構成マトリクスのサイズおよびフィルタ、角度および直線サンプリ
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ング間隔、検出されるカウントの統計的な変動、線源からの距離による視野の変化、およ
びシステムむだ時間などを含めることができる。これらのパラメタのうちの多くのパラメ
タの較正および監視は、一般的な品質管理の部類に入る。
【００４０】
別のタイプの様々なツールを使用して身体の器官をイメージングすることができ、これに
は心臓イメージングソフトウェアアプリケーションなどがある。このようなソフトウェア
の１つが Emory Cardiac ToolboxＴ Ｍ であり、これは市販されており入手可能である。 Emo
ry Cardiac ToolboxＴ Ｍ によって、心臓ポジトロンエミッショントモグラフィ（ＰＥＴ＝
positron emission tomography）およびＳＰＥＣＴスキャンの、統合ソフトウェアシステ
ムへの読み込みが容易になる。 Emory Cardiac ToolboxＴ Ｍ は、心臓の潅流および機能の
高速かつ効率的な評価に使用可能である。
【００４１】
エリア３１４では医師または技術者が使用する形態で画像およびデータの結果が出力され
る。これには紙へのプリントアウト、画面への表示、作成されたフィルムまたはネガその
他を含むことができる。この出力機能にはフレキシブルディスプレイアクティビティ（ Fl
exible Display activity）を含むことができ、これによりディスプレイをカスタマイズ
するためのメカニズムがオペレータに対して提供される。このフレキシブルディスプレイ
アクティビティにより、オペレータは、出力画面において任意の個数のディスプレイオブ
ジェクトを設定して位置決めすることができる（ディスプレイオブジェクトはオペレータ
に情報を表示するために使用される）。ディスプレイオブジェクトは、サイズおよび位置
が変更可能な画面エリアとすることが可能である。ディスプレイオブジェクトタイプは数
多く存在し、ここでは各タイプは、別個のタイプの情報を表示するために指定される。イ
メージディスプレイオブジェクト（ Image Display object）により、所定の時間における
単一の画像または画像のシリーズからなる動画またはスライドショーを表示することがで
きる。シリーズディスプレイオブジェクト（ Series Display object）により、ラスタの
形態で構成される画像のグループを表示することができる。スライスディスプレイオブジ
ェクト（ Slice Display object）により、関心領域の直交方向の複数のスライスを表示す
ることができ、ここでこれらのスライスは体積体の３つの軸に沿って並べられる。曲線デ
ィスプレイオブジェクト（ Curve Display object）により、データの１次元または２次元
ベクトルのグラフを表示することができる。テキストディスプレイオブジェクト（ Text D
isplay object）により、任意のテキスト、テキストの患者データ（例えば患者名など）
、または検査から得られた別のテキストの注釈を表示可能である。ビットマップディスプ
レイオブジェクト（ Bitmap Display object）により、診断画像でない画像または図形（
例えば機関のロゴなど）を表示可能である。プリントエリアディスプレイオブジェクト（
Print Area Display object）により、この作業フローの前のアクティビティからのプリ
ントエリアを表示することができる。これによって別のアクティビティからの出力を単一
の表示ページに組み込むことが可能である。
【００４２】
上記のフレキシブルディスプレイアクティビティにより、オペレータは、複数の表示ペー
ジを作成することができ、また各ページを別個に設定することができる。フレキシブルデ
ィスプレイアクティビティにはページレイアウトおよびディスプレイモードを含むことが
できる。ページレイアウトモード（ Page Layout mode）は、ページに表示する情報を設定
するために使用可能である。このモードでは、ディスプレイオブジェクトの位置およびサ
イズを決定することができ、また各ディスプレイオブジェクトの個別のプロパティを設定
することができる。各ディスプレイオブジェクトは、ゼロまたはそれ以上の入力コネクト
を有する。上記のディスプレイモード（ Display mode）は、操作の通常のモードであり、
このモードではディスプレイオブジェクトの位置またはサイズを決定することはできない
。例えば、ディスプレイモードでは、オペレータは表示コントラストを調整したり、動画
または画像のシリーズを再生することなどが可能である。
【００４３】
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図４は、本発明にしたがって画像の捕捉および処理を制御する１プロセスのフローチャー
ト４００である。ステップ４０２では画像捕捉が設定される。これには、画像捕捉タイプ
、画像捕捉マシンなどの選択を含む、画像を捕捉するために必要な任意の変数の選択また
は設定を含むことが可能である。
【００４４】
ステップ４０７では、画像処理が設定される。これには、画像の結合、画像操作、フィル
タリングなどを含む、画像捕捉後処理の任意のタイプの選択および設定を含むことができ
る。したがってこの画像処理設定は、ソフトウェアパッケージまたはモジュールの指定ま
たは捕捉された１つまたは複数の画像を何らかの形態で処理するために使用可能な外部の
アプリケーションの指定を含むことが可能である。
【００４５】
ステップ４１１では作業フローマネージャによって画像捕捉の実行が制御される。これに
は作業フローテンプレートの命令にしたがったイメージング装置の操作が含まれ、これに
よって１つの画像または画像のシリーズが捕捉される。
【００４６】
ステップ４１４では作業フローマネージャにより、作業フローテンプレートの命令にした
がって処理の実行が制御される。これには、外部の処理アプリケーションを含む作業フロ
ーアクティビティ間での処理トークンの転送を含むことができ、またアプリケーションの
スタートおよびストップ、パラメタの転送、画像処理アプリケーションの完了のチェック
などを含むことができる。
【００４７】
ステップ４２２では、作業フローマネージャにより、処理中に何らかの変更が行われたか
否かが決定される。例えば、オペレータまたは技術者によって何らかの変更が一連の作業
フローに行われると、この方法によって、このような変更が検出され、再処理を実行しな
ければならないか否かが決定される。つぎにすでに実行されており影響を受けるアクティ
ビティを再実行することができ、これによって保証されるのは、オペレータまたは技術者
の命令にしたがってこの作業フローが処理されることである。これに関して図４において
点線の矢印で示したように、変更されたアクティビティだけが再実行されることに注意さ
れたい。例えば、捕捉アクティビティにおける変更により、捕捉アクティビティおよびこ
の捕捉アクティビティに関連する処理が再実行されるが、すべての処理を再実行する必要
はないのである。同様に処理アクティビティに対する変更により、この処理アクティビテ
ィと、この変更された処理アクティビティの結果に依存する後続のすべてのアクティビテ
ィとの再実行が行われるが、捕捉アクティビティは再実行されないのである。
【００４８】
図５は図２の択一的な実施形態のフローチャート５００である。ステップ５０５ではオペ
レータによって作業フローテンプレートが呼び出される。有利には医用イメージングセッ
ティングに、複数の空の作業フローテンプレート（これらは所定のタスクに対する一連の
アクティビティを含んでいるが患者データは含んでいない）がすでに存在しかつ所定のタ
スクを実行するように設定されている。例えば、特定の身体部位または器官のゲートされ
たトモグラフィ検査の実行を希望するオペレータまたは技術者は、所望のイメージングお
よび処理ステップを含むゲートされたトモグラフィ作業フローテンプレートをサーチする
のである。これによってこのオペレータは、処理を行わなければならない場合につねに適
切な作業フローテンプレートを作成しなければならないことから開放されるのである。
【００４９】
ステップ５１０ではオペレータによって、選択された作業フローテンプレートに患者デー
タが加えられる。例えば、オペレータまたは技術者は患者名を入力しなければならない。
さらにいくつかの患者データは、患者データベース１１０またはＨＩＳ／ＲＩＳから得る
ことができる。
【００５０】
ステップ５１２ではオペレータは、作業フローの実行の起動および制御を（作業フローテ
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ンプレートに指定されたように）行うことができる。さらにこのオペレータは、既存の作
業フローの一連のアクティビティを変更することができる。これはこの作業フローテンプ
レートが実行される前か、またはこの作業フローテンプレートの実行中または実行の中断
中に行うことが可能である。例えば、画像の解像度または品質を受け入れられないとオペ
レータが判断した場合、このオペレータは、別個の画像処理法を試行して、完成した画像
において所望の質を達成することができるのである。
【００５１】
図６には医用イメージング処理における作業フローの制御に使用可能な作業フローマネー
ジャ装置が示されている。装置６００は、ネットワークインタフェース６０３，ＣＰＵ６
０６，少なくとも１つのＩ／Ｏ（ input/output）装置６１０およびメモリ６２０を含むこ
とが可能である。
【００５２】
作業フローマネージャ装置６００は、インタフェース６０３により、例えばＬＡＮ，ＷＡ
Ｎ，ＶＰＮ，インターネットなどの分散形電子ネットワーク１０３に接続可能である。イ
ンタフェース６０３は分散形電子ネットワークの任意のタイプとすることが可能であり、
これは例えば、ネットワークカード、モデム、ハブ、ルータ、ゲートウェイなどである。
【００５３】
ＣＰＵ６０６は、任意のタイプの汎用ＣＰＵまたはコンピュータまたはコンピュータ装置
を動作させ制御するために使用されるプロセッサとすることが可能である。
【００５４】
Ｉ／Ｏ装置６１０は、任意のタイプの入力装置、例えばキーボードまたはキーパッド、タ
ッチスクリーン、ジョイスティックまたはマウスのようなポインティングデバイスなどを
含むことができる。さらに、少なくとも１つのＩ／Ｏ装置６１０は、コンピュータモニタ
またはディスプレイ、タッチスクリーン、プリンタ、フィルム現像器等の任意のタイプの
出力装置を含むことが可能である。
【００５５】
メモリ６２０は、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ＝ random access emory）、リ
ードオンリメモリ（ＲＯＭ＝ read-only memory）、磁気ディスクテープ、バブルメモリ、
光メモリなど任意のタイプのデジタルメモリとすることが可能である。メモリ６２０には
、データと実行可能な命令とが記憶されており、これらは作業フローマネージャ装置６０
０の操作に使用可能である。これにはオペレーティングシステムおよび作業フローマネー
ジャプログラムを含むことができる。
【００５６】
メモリ６２０は、少なくとも１つの作業フローテンプレート記憶領域６２６と、少なくと
も１つの保留中の作業フローテンプレート記憶領域６２９と、少なくとも１つのＤＩＣＯ
Ｍプロトコル記憶領域６３１と、少なくとも１つのアクティビティシンボルセット記憶領
域６３４と、少なくとも１つのデータオブジェクトインタフェース記憶領域６３８と、少
なくとも１つの処理トークン記憶領域６４３と、少なくとも１つの外部アプリケーション
インタフェース記憶領域６４６と、少なくとも１つの処理アプリケーション記憶領域６４
９とを含むことができる。
【００５７】
空のテンプレート記憶領域６２６は、以前に作成された１つまたはそれ以上の空の作業フ
ローテンプレートを記憶することができ、これには一連のアクティビティが含まれている
が、患者データは含まれていない。
【００５８】
保留中の作業フロー記憶領域６２９は、実行の準備が整っている可能性のある１つまたは
それ以上の保留中の作業フローを記憶することができる。保留中の作業フローは、一連の
アクティビティと、アクティビティの実行に必要なすべての患者データとを含むことが可
能である。保留中の作業フローは択一的につぎのような程度の患者データを含むことが可
能である。すなわちこれは、作業フローマネージャが患者データベース１１０の患者デー
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タにアクセスできるようにするのに十分な程度の患者データを含むことできる。
【００５９】
ＤＩＣＯＭプロトコル領域６３１は、ＤＩＣＯＭメッセージデータの復号化および符号化
のための規則を含む任意の所要のＤＩＣＯＭプロトコルデータを記憶することができる。
【００６０】
アクティビティシンボルセット記憶領域６３４には、ユーザのディスプレイ画面に所定の
アクティビティを記すために作成または使用される任意のシンボルまたはアイコンが記憶
される。例えばバタワースフィルタアクティビティは、それに関連づけられた一義的なシ
ンボルまたはアイコンを有することできる。したがってアクティビティシンボルは所定の
アクティビティを表すことができ、このアクティビティにより、選択および実行に応じて
所定の処理アクティビティが実行されるのである。
【００６１】
データオブジェクトインタフェース記憶領域６３８にはデータオブジェクトインタフェー
ス７０３が記憶され、ここでこれは、アクティビティ間およびアクティビティと、例えば
ワークステーションのようなシステムノードとの間でデータを転送するために使用される
（以下の図７に付随する説明を参照されたい）。
【００６２】
処理トークン記憶領域６４３には、目下実行中のアプリケーション（または動作が中断さ
れている場合に実行が許容されるアプリケーション）をそれぞれ示すシンボルまたはアド
レスのような１つまたは複数の処理トークンを記憶することができる。作業フロー毎に１
つずつのトークンがあるため、複数のトークンを指定することにより、複数の作業フロー
を同時に動作させることができる。
【００６３】
外部アプリケーションインタフェース記憶領域６４６には、作業フローテンプレートによ
って作成された少なくとも１つの外部アプリケーションインタフェースを記憶することが
でき、これによって作業フローマネージャ装置６００と外部アプリケーションとの通信が
可能になる。外部アプリケーションは作業フローマネージャと同じコンピュータに存在す
るか、または物理的には別個の、または分散形電子ネットワーク１０３に接続されたリモ
ートのコンピュータ装置に存在することが可能である。例えば、別のワークステーション
は画像またはデータ処理に使用されるソフトウェアアプリケーションを有することができ
、外部アプリケーションは作業フローテンプレートにリンクされて所望の動作が実行され
るようにすることも可能である。外部アプリケーションは、統合されていないまたはリモ
ートであるという性質を有しているため、外部アプリケーションインタフェースを作成し
て記憶し、これによって装置６００と外部アプリケーションとの間でデータが変換される
ようにする。さらに、この外部アプリケーションインタフェースによって、外部アプリケ
ーションの実行を制御することが可能である。したがってこの外部アプリケーションは、
データを送信してもらわなければならず、何をすべきかを伝達されなければならず、スタ
ートしてもらわなればならないのであり、またこの外部アプリケーションが完了して終了
した際にはデータをこれから受信しなればならないのである。
【００６４】
処理アプリケーション記憶領域６４９は、患者データまたは画像データを処理するために
使用される１つまたは複数の外部アプリケーションを記憶することができる。例えば、処
理アプリケーション記憶領域６４９は、心臓画像処理ソフトウェアプログラム、画像フィ
ルタリングまたは処理ソフトウェア、ビューイングソフトウェア、ＳＰＥＣＴ再構成ソフ
トウェアなどを記憶することができる。
【００６５】
図７には本発明の１実施形態によるデータオブジェクトインタフェース（ＤＯＩ＝ data o
bject interface）７０３が示されている。ＤＯＩ７０３には共有メモリ７１０と、クラ
イアントサービスライブラリ７１３と、患者データベースサーバ７１６とが含まれている
。ＤＯＩ７０３は患者データベース１１０に対するシステムインタフェースであり、この
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インタフェースにより、患者データベース１１０に記憶されたデータへの、ＤＯＩオブジ
ェクトを介するアクセスが提供される。このＤＯＩオブジェクトは、患者データベース１
１０に記憶されている情報をカプセル化し、またこのＤＯＩオブジェクトにより、作業フ
ローはその中の情報を読み出したり書き込んだりすることが可能である。
【００６６】
アクティビティは、ＤＯＩ７０３によって提供される機能を使用することができ、ここで
これはＤＯＩクライアントサービスライブラリ７１３の関数を呼び出すことによって行わ
れる。またＤＯＩ７０３は、この作業フローのアクティビティ間でデータを通信するため
にも使用され、ここでこれは入力および出力コネクタ間でデータを転送することによって
行われる。データを形成するアクティビティにより、そのデータがその出力コネクタから
ＤＯＩ７０３に記憶される。後続のアクティビティの入力コネクタは、このデータをＤＯ
Ｉ７０３から取り出すことができる。
【００６７】
データおよび制御情報は、（クライアントサービスライブラリ７１３を使用して）アクテ
ィビティと、ＤＯＩサーバ７１６との間で、例えばマイクロソフトコンポーネントオブジ
ェクトモジュール（ＣＯＭ）コールを使用して転送することができる。ＤＯＩ７０３によ
って、このデータがＣＯＭコールまたは共有メモリ７１０のどちらを介して転送されるの
かが決定される。この選択が、オペレータに意識されることはない。
【００６８】
例えば、患者データを目下の作業フローに書き込むため、アクティビティ７２０により、
クライアントサービスライブラリ７１３にこのデータが要求され、このライブラリによっ
て、この要求が患者データベースサーバ７１６に転送される。患者データベースサーバ７
１６によって、要求されたデータが患者データベース１１０から取り出されて共有メモリ
７１０に配置される。患者データベースサーバ７１６は、データの準備が整っていること
をクライアントサービスライブラリ７１３に通知し、クライアントサービスライブラリ７
１３によりこのデータが共有メモリ７１０から取り出され、要求を行ったアクティビティ
７２０に転送される。
【００６９】
ＤＯＩが個々のアクティビティ７２０に提供できる別のサービスには、ＤＯＩオブジェク
トの新しいインスタンスの作成、ＤＯＩオブジェクトのインスタンスの削除、ＤＯＩオブ
ジェクトの属性の取得または設定、既存のＤＯＩオブジェクトの保存、新しいデータベー
スオブジェクトの保存、またはデータベースのオブジェクトを指定する識別子に基づくＤ
ＯＩの作成を含めることができる。
【００７０】
図８には、本発明の１実施形態による代表的なコマンドモジュール（ Command Module）の
ハードコピーが示されている。このコマンドモジュールはグラフィカルユーザインタフェ
ース（ＧＵＩ＝ graphical user interface）であり、このグラフィカルユーザインタフェ
ースによって、オペレータは作業フローテンプレートを作成および／または設定すること
が可能である。この実施形態では、エリア８０１は患者ブラウザであり、エリア８０２は
作業フローテンプレートブラウザであり、エリア８０３は作業フローマネージャアクセス
エリアであり、またエリア８０４はメニューバーである。
【００７１】
エリア８０１の患者ブラウザにより、オペレータは患者データベース１００の個々の患者
データを見ることができ、作業フローテンプレートに含める患者データを選択することが
できる。コマンドモジュールの１実施形態では患者ブラウザの患者データをダブルクリッ
クすることによって、選択したデータを表示するように設定された作業フローが起動され
る。
【００７２】
エリア８０２の作業フローブラウザにより、オペレータは対話的に、すべての作業フロー
テンプレートか、または所定のカテゴリの作業フローテンプレートだけを見ることができ
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る。コマンドモジュールの１実施形態では、作業フローテンプレートブラウザの作業フロ
ーテンプレートをダブルクリックすることによって新たな作業フローが起動され、ここで
は選択された作業フローテンプレートと、患者ブラウザにおいて選択された患者データと
が使用される。
【００７３】
エリア８０３の作業フローマネージャアクセスエリアにより、オペレータは作業フローを
見て制御することができる。この作業フローマネージャは、オペレータがコマンドモジュ
ールから作業フローを起動する度に更新される。
【００７４】
エリア８０４のメニューバーは、オペレータに対するオプションのメニューを含むことが
できる。患者メニューは、患者データを扱うコマンドを含むことができる。作業フローメ
ニューは、作業フローを起動および休止するためのコマンドを含むことができる。ユーテ
ィリティメニューは、コマンドソフトウェアを設定したり、プリンタキューを調べるプロ
グラムを起動するコマンドを含むことができる。オプションメニューによって、サービス
のオプションが得られる。ヘルプメニューによって、使い方についてのヘルプが提供され
、またはオペレータと、オンラインヘルプ機能とを接続することが可能である。
【００７５】
図９には、本発明の１実施形態による動作中の代表的な作業フローディスプレイのハード
コピーが示されている。この代表的なディスプレイはＧＵＩであり、このＧＵＩによって
オペレータは、実行中の作業フローテンプレートにアクセスしてこれを制御することがで
きる。
【００７６】
エリア９０１では作業フローのアクティビティの目下の状況が示されている。この作業フ
ローの第１アクティビティは、エリア９０１の最上部に示されており、続いてのアクティ
ビティは降順に示されている。右側の列には、この作業フローにおけるアクティビティの
名前およびアイコンが示されており、ここでアクティビティの各タイプはそれぞれ固有の
アイコンおよび名前を有している。左側の列には上記のようにアクティビティのそれぞれ
の状態が示されている。この作業フローに沢山の作業フローがありすぎて一度に表示的な
い場合、これらの列はスクロールアップまたはスクロールダウンできることに注意された
い。この作業フローのアクティビティ毎に状態アイコンをディスプレイに設けることがで
きる。この状態アイコンは、アクティビティの状態の状態をオペレータに示すために使用
される。目下のシステムにおいてレディー状態は空で示され、実行状態は（黄色の）矢印
であり、休止状態は停止の記号であり、終了状態は（緑の）チェックマークである。図示
の例では、最初の２つのアクティビティは完了しており、第３アクティビティは実行中で
あり、第４および第５アクティビティは実行の準備が整っている。
【００７７】
エリア９０２は、拡大される（実行中のアクティビティによって捕捉または処理されたい
くつかまたはすべての画像をグラフィックに示すために拡大される）アクティビティを含
むことができる。オペレータは、このシステムのＧＵＩの作業フロー区画にある、アクテ
ィビティを表すアイコンをクリックすることによって、この拡大されるアクティビティを
制御することができる。オペレータは、処理の順番に影響を及ぼすことなく、アクティビ
ティを拡大および調べることができる。例えば、エリア９０２において１つのアクティビ
ティが拡大されている間、他のアクティビティはバックグランドで動作し続けることがで
きる。
【００７８】
エリア９０３は、作業フローの状態を変更するために使用することのできるアイコンを含
む。（緑の）矢印は、休止された作業フローを再開するためにクリックすることができる
。（赤の）バーは動作中の作業フローを休止するためにクリックすることができる。中断
（ suspend）ボタンを選択することによってこの作業フローは中断される。完了ボタンを
選択することによってこの作業フロー（ここではすべてのアクティビティの処理が終了し
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ている）が完了する。
【００７９】
エリア９０４は、セットアップボタンを含むことができる。オペレータがこのボタンをク
リックすると、画面を表示することができ、この画面ではオペレータは、完了の間に作業
フローによって実行されるアクションを設定することができる。
【００８０】
エリア９０５は、作業フローメニューバーである。これらのメニュー項目により、別の任
意のエリアにおけるアイコンの選択と同様に、作業フローテンプレートを設定および制御
することができる。このメニュー項目は、目下拡大されているアクティビティに基づいて
変わり得ることに注意されたい。
【００８１】
作業フローマネージャおよびコマンドモジュールによって使用される様々なアイコンは、
その性質上何らかの情報をオペレータに伝える認知可能なアクティビティアイコンとする
ことができる。例えば、認知可能なアクティビティアイコンにより、イメージングすべき
身体部位または器官を示すことができ、または存在する画像に実行される処理についての
何らかの表示またはシンボルを付与することができる。
【００８２】
図１０は、外部アプリケーションインタフェース処理のフローチャートである。ステップ
１００２では、外部アプリケーションの入力データが、少なくとも１つの外部アプリケー
ション入力コネクタから読み出される。この入力データは、この外部アプリケーションに
よって処理されるデータである。
【００８３】
ステップ１００５では、必要であれば、データが外部アプリケーションのデータ形式に変
換される。この選択的な変換により、相異なる多くの外部アプリケーションと、作業フロ
ーマネージャとがインタフェースすることができ、またこれらを作業フローマネージャか
ら使用することができる。
【００８４】
ステップ１０１１では、外部アプリケーション入力データが外部アプリケーションデータ
ファイルに記憶される。この外部アプリケーションデータファイルにデータが保持され、
また外部アプリケーションが実行される場合、この外部アプリケーションによってアクセ
スすることができる。
【００８５】
ステップ１０１４では、外部アプリケーションが起動される。この外部アプリケーション
は、上記の外部アプリケーションデータファイルを入力として使用して動作する。外部ア
プリケーションの実行は、外部アプリケーションインタフェースに転送される処理トーク
ンによって制御可能である。
【００８６】
ステップ１０１９では、外部アプリケーション入力データまたはデータファイルの位置が
、この外部アプリケーションに渡される。これは、例えば、入力データの開始メモリ位置
および入力データのサイズとすることができる。これにより、この外部アプリケーション
は、外部アプリケーションデータにアクセスして、この外部アプリケーションデータを処
理のために使用することができる。
【００８７】
ステップ１０２６では、作業フローマネージャは、外部アプリケーションが処理を完了し
て終了するのを待機する。外部アプリケーション処理の一部として、外部アプリケーショ
ンはデータを変換または作成することができ、また外部アプリケーション出力ファイルを
作成することができる。
【００８８】
ステップ１０３６では、外部アプリケーション出力ファイルが読み込まれ、これによって
外部アプリケーションによる任意のデータ出力にアクセスする。
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【００８９】
ステップ１０４１では、必要であればアプリケーションインタフェースによって出力デー
タを逆変換することができる。この逆変換により、最初にこのアプリケーションインタフ
ェースによって変換されたデータ形式が再現される。例えば、外部アプリケーションがＤ
ＩＣＯＭプロトコルを実現していないか、または使用していない場合、これに転送される
患者データは、何らかの形態で再構成または変換しなければならないこともある。
【００９０】
ステップ１０４８では外部アプリケーション出力データを、少なくとも１つの外部アプリ
ケーション出力コネクタに送出することができる。これにより、外部アプリケーションで
操作されたまたは形成された任意のデータを作業フローの別のアクティビティに転送する
ことができる。上では本発明を詳しく説明したが、本発明はここに記載した具体的な実施
形態に制限されるものではない。いまや当業者は本発明の数多くの使用および変更を構成
することができ、また上記の具体的な実施形態から出発することができるが、その際に本
発明のコンセプトから逸脱しないことは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　典型的な医用イメージングシステムを示す図である。
【図２】　本発明にしたがった作業フロー実行の起動についてのフローチャートである。
【図３】　作業フロー処理の代表的な例を示す図である。
【図４】　画像の捕捉および処理の制御についてのフローチャートである。
【図５】　図２の択一的なフローチャートである。
【図６】　医用イメージングにおける作業フローの設定および実行のための作業フローマ
ネージャ装置を示す図である。
【図７】　データオブジェクトインタフェースを示す図である。
【図８】　代表的なコマンドモジュールの画面コピーを示す図である。
【図９】　代表的な作業画面の画面コピーを示す図である。
【図１０】　外部アプリケーションのインタフェースの仕方についてフローチャートであ
る。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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