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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴診断装置、核医学診断装置、超音波診断装置、
超音波治療装置、検体検査装置、レポート作成装置のうちの少なくとも２つの装置を用い
た医療業務について、業務を定義するプロセスを所定の順番に配列して構成される複数の
業務手順を、前記業務手順を構成するプロセスを実行可能な実行条件とともに記憶する記
憶手段と、
　入力手段に入力された情報に基づいて、複数の患者の順序を決定すると共に、選択され
た前記業務手順及びその業務手順のプロセスに対応する実行条件を記憶手段から読み出し
て、前記各患者毎の前記プロセスの実行順序を決定する管理手段と、
　前記管理手段によって決定された実行順序に基づいて、前記業務手順を構成するプロセ
スを並列的に実行する制御手段と、
　ネットワークを介して前記少なくとも２つの装置において発生したイベント情報を受け
取り、前記イベント情報に基づいて当該イベント情報に対応するプロセスが実行されたか
否かを前記複数の業務手順に反映させる監視手段と、
　前記進捗状況が反映された前記複数の業務手順に基づいて、前記複数の患者の順序と前
記各患者毎の前記プロセスの実行順序とを示すストリームリストを生成するストリームリ
スト生成手段と、
　前記ストリームリストを表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする医療業務管理システム。
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【請求項２】
　前記ストリームリストに示された複数の前記業務手順の内容を変更する変更情報を入力
するための入力手段をさらに具備し、
　前記管理手段は、前記変更情報の内容に従って前記各プロセスの実行順序を変更するこ
と、
　を特徴とする請求項１記載の医療業務管理システム。
【請求項３】
　前記表示手段は、予め設定された条件に基づいて、前記ストリームリストに示される各
プロセスの表示数を制御することを特徴とする請求項１記載の医療業務管理システム。
【請求項４】
　前記業務手順は、スキャン処理に係るプロセス及び画像生成処理に係るプロセスを含む
ものであることを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の医療業務管理シス
テム。
【請求項５】
　前記管理手段は、患者毎の前記業務手順を構成する前記プロセスが同一の装置において
時間的に重複しないように、前記各プロセスの実行順序を決定することを特徴とする請求
項１乃至４のうちいずれか一項記載の医療業務管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴診断装置、核医学診断装置、超音波
診断装置等の医用画像診断装置、医用画像処理装置、医用ワークステーション、医療情報
装置等の医療業務に関わる装置の動作を、ネットワークを利用して総合的に管理する医療
業務管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報産業の発展に伴う医療技術の革新は著しい。この技術革新は、新たな診断情
報を提供し、高度な医療行為を容易ならしめ、サービスとしての医療業務の質を向上させ
、医療行為及び医療事務を含めた医療業務を効率化する等、多方面に影響を与えている。
【０００３】
　具体的には、新たな診断情報の提供、高度な医療行為を容易にする技術例としては、各
種画像診断装置（Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴診断装置、核医学診断装置、超
音波診断装置）、超音波治療装置等がある。
【０００４】
　また、医療業務を効率化させる技術として、医療業務に関する情報を統括的に管理する
ためのシステムがある。病院内の事務的な情報を統括的に管理する病院情報システム（Ｈ
ｏｓｐｉｔａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：以下、「ＨＩＳ」と称する。
）、放射線部門内における医療情報を統括的に管理する放射線部門情報システム（以下、
「ＲＩＳ」と称する。）等は、その代表的な例である。
【０００５】
　さらに、医療行為の効率化等は、院内ＬＡＮ、医用ワークステーション等の情報技術の
導入によって実現されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した近年の医療分野への影響は、同時に次のような問題を引き起こ
すこととなった。
【０００７】
　まず第１に、近年医療分野に導入されている多くの情報機器は、多種多様であるばかり
か、一般的に様々なメーカのシステムが導入されていたり、あるいは同一メーカ製品で構
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成されていても、装置毎の操作性が統一されていないことが多い。従って、操作に時間が
かかり、誤操作を行う危険性がある。また、導入時、新規メンバーの追加時の操作方法修
得時間が長いなどの問題点もある。特に、医師、技師の使用者が、これら多種多様な装置
の操作方法を修得するための負担は、多大なものといえる。
【０００８】
　第２に、ＨＩＳやＲＩＳ等に代表される技術は、個々の装置内或いは一の装置内の処理
に限定されたものである。従って、病院内外、部門内外などのネットワークシステム全体
を通した管理を可能とする技術ではなく、よりグローバルな範囲において自動化、省力化
、状態可視化等の技術を提供し得るものはない。特に、従来の技術では、機器間での作業
引き継ぎ、並行処理を整合するしくみが無いため、従来の技術によってただ単純にシステ
ムのグローバル化を図るのみでは、個々の機器において２重作業を発生させる等の問題が
避けられない。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、使用者が容易に操作することができ、単
一の装置のみならず複数の装置を使用したグローバルなシステムにおける医療業務の流れ
を、適切且つ容易に把握することができる情報を迅速に提供することができる医療業務管
理システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１１】
　Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴診断装置、核医学診断装置、超音波診断装置、
超音波治療装置、検体検査装置、レポート作成装置のうちの少なくとも２つの装置を用い
た医療業務について、業務を定義するプロセスを所定の順番に配列して構成される複数の
業務手順を、前記業務手順を構成するプロセスを実行可能な実行条件とともに記憶する記
憶手段と、入力手段に入力された情報に基づいて、複数の患者の順序を決定すると共に、
選択された前記業務手順及びその業務手順のプロセスに対応する実行条件を記憶手段から
読み出して、前記各患者毎の前記プロセスの実行順序を決定する管理手段と、前記管理手
段によって決定された実行順序に基づいて、前記業務手順を構成するプロセスを並列的に
実行する制御手段と、ネットワークを介して前記少なくとも２つの装置において発生した
イベント情報を受け取り、前記イベント情報に基づいて当該イベントに対応するプロセス
が実行されたか否かを前記複数の業務手順に反映させる監視手段と、前記進捗状況が反映
された前記複数の業務手順に基づいて、前記複数の患者の順序と前記各患者毎の前記プロ
セスの実行順序とを示すストリームリストを生成するストリームリスト生成手段と、前記
ストリームリストを表示する表示手段と、を具備することを特徴とする医療業務管理シス
テムである。
【発明の効果】
【００１２】
　 以上本発明によれば、使用者が容易に操作することができ、単一の装置のみならず複
数の装置を使用したグローバルなシステムにおける医療業務の流れを、適切且つ容易に把
握することができる情報を迅速に提供することができる医療業務管理システムを実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、ストリーム制御モジュール２０のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、放射線科のＣＴ検査の医療業務の流れを定義するストリームリストを表
示したコンソール画面例である。
【図３】図２は、放射線科のＣＴ検査の医療業務の流れを定義するストリームリストを表
示したコンソール画面の他の例である。
【図４】図４は、放射線部門に本医療業務管理システムを適用した例を示した図である。
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【図５】図５は、放射線部門に本医療業務管理システムを適用した例を示した図である。
【図６】図６は、放射線部門に本医療業務管理システムを適用した例を示した図である。
【図７】図７は、放射線部門に本医療業務管理システムを適用した例を示した図である。
【図８】図８は、放射線部門に本医療業務管理システムを適用した例を示した図である。
【図９】図９は、病院で１つのストリーム制御モジュールを置き、病院全体のストリーム
を制御するシステム例を示した図である。
【図１０】図１０は、部門内を管理するサブ・モジュールを置く構成のシステム例を示し
た図である。
【図１１】図１１は、病院内に本医療業務管理システムを適用してストリームに従った医
療業務を行った場合の、病院内の外来患者及びデータの流れを概略的に示している。
【図１２】図１２は、本医療業務管理システムを複数病院に適用した例である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能
及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行
う。
【００１５】
　本実施形態に係る医療業務管理システムの重要な点は、対象とするシステムにおいて患
者に関する医療業務を実行する場合に、ストリームと称する形態によって各装置の動作状
況を総括的に管理することにより、当該システムにて実行される全ての医療業務の流れを
管理する着想にある。
【００１６】
（ストリーム）
　ストリームとは、対象とするネットワーク・システム全体の医療業務の流れを、コンピ
ュータ、コンピュータ機能を備えた医療機器等の動作に基づいて把握・管理するものであ
り、プロセスと呼ばれる所定の業務単位を所定の順序（例えば、実施予定の順序）に配列
して定義される。ストリームは、管理を対象とする部門内、病院内、あるいは病院間での
医療業務の流れを定義する。フォーマット、スクリプトなど手段は問わないが、単一装置
内のみならず、複数の装置をまたがって適応できる。一つの診療部門のネットワーク及び
それに接続された装置からなるネットワーク・システムに適用する場合を想定すれば、例
えば、患者登録、スキャン、再構成、画像処理、フィルミング、アーカイビングなど、実
施が予定される複数の業務単位によって定義される。なお、実施予定の医療業務が一つで
ある場合には、ストリームは、単一のプロセスによって構成される場合もある。また、プ
ロセスは所定の業務単位であり、その内容は、必ずしも単一業務である必要はない。例え
ば、再構成、画像処理、フィルミング、アーカイビング等の複合的な業務を全て行うもの
を、「診断画像生成」といった一のプロセスとして、定義することも可能である。
【００１７】
　ストリームによる医療業務の管理を対象とするシステムは、種々のものが考えられる。
例えば、単一装置内において複数の患者に関する医療業務を並列的に実行するシステム、
或いは、ネットワークを使用して、病院内外の複数の装置を利用したグローバルなシステ
ム等である。種々のシステムへの適用は、後述する各実施例において詳しく説明する。
【００１８】
　本医療業務管理システムにおいては、上記ストリームに従って医療業務のスケジュール
、及び接続された装置の動作等が一元的に管理される。これは、次に述べるストリーム制
御モジュールによって実現される。
【００１９】
（ストリーム制御モジュール）
　ストリームを使用した医療業務の管理は、ストリームを管理するストリーム制御モジュ
ールを装備することで、電子計算機を備えたエンジニアリングワークステーションや、パ
ーソナルコンピュータなどをベースにした装置であれば、どの装置にいても適用可能であ
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る。
【００２０】
　また、このストリーム制御モジュールを、独立した専用サーバとしてシステム上に設置
する構成であってもよい。当該構成は、ネットワークを利用して複数の装置の動作を管理
するシステムに主に適用される。この場合の当該モジュールは、ストリーム制御サーバと
称されることもある。後述する各実施例では、独立したストリートリーム制御モジュール
（ストリーム制御サーバ）を置き、病院全体のストリームを制御する例、部門内を管理す
るサブ・モジュールを置き、当該部門内でストリームを制御する例、例えばどこか１つの
病院にグローバル・ストリーム制御モジュールを置き、他の病院にはローカル・ストリー
ム制御モジュールを置くことで、複数病院間で横断的にテンプレート管理や、ストリーム
管理を実施する例等が説明される。
【００２１】
　なお、ストリーム制御機能を既存の装置に組み込むか或いは専用サーバを設けるかは、
適用する装置の範囲の規模や、検査数、装置の処理能力の余裕、コストなどを含めて総合
的に判断される。
【００２２】
（ストリーム制御モジュールの構成）
　まず、本実施形態に係るシステムに設けられるストリーム制御モジュールのブロック構
成を、図１を参照しながら説明する。
【００２３】
　図１は、ストリーム制御モジュール２０のブロック構成図を示している。
【００２４】
　ストリーム制御モジュール２０は、ストリーム・テンプレート保持部２００、ストリー
ム実行部２０１、ストリーム、ストリームリスト保持部２０２、状態監視、ストリーム操
作受付部２０３、状態表示部２０４、ＩＤ・セキュリテイ情報保持部２０５、表示情報保
持部２０６、接続装置情報保持部２０７を有している。
【００２５】
　ストリーム・テンプレート保持部２００は、当該ストリーム制御モジュール２０がコン
トロールする全ての機器に関するストリーム・テンプレートを、各機器からの要求に応じ
て記憶する。ここで、ストリーム・テンプレートとは、ストリームを各種目別（例えば、
症例、診断部位、操作者、患者、読影者或いは観察者、検査機器、読影機器或いは画像機
器、医療協会等の種目別）にテンプレート化（定型フォーマット化）したものである。
【００２６】
　また、ストリーム・テンプレート保持部２００は、プロセス毎のテンプレートをストリ
ーム・テンプレート内に保持している。
【００２７】
　ここで、プロセス毎のテンプレートについて説明する。プロセスとは、ＣＴ検査の例で
は、スキャン、画像処理、フィルミングといった、処理単位を指す。ストリームは、これ
ら、処理単位の流れ、接続といったことを規定するものである。各プロセスでは、スキャ
ンにおいては、例えば当社では、エキスパート・プランというスキャンの自動化、テンプ
レートがあり、患者体型、症例などに合わせたスキャン・プランがテンプレートとして保
存、選択できる。フィルミングにおいては、オートフィルミング、画像処理では、３Ｄテ
ンプレートなど、従来技術ではプロセス毎にテンプレートが用意されている。本発明のス
トリームでは、単に、プロセスの流れを定義するだけでなく、それぞれのプロセスで使用
されるプロセス・テンプレートや、その中で用いられるパラメータも保存できるので、適
切な内容でストリームを作成すれば、全自動、あるいは、半自動で（処理の区切りで、“
ＯＫボタン”や、“次ボタン”を押すだけで検査を進めることができる。例えば、頭部単
純ＣＴ検査というストリームの場合、スキャン、再構成・プロセスでは、大人用頭部単純
スキャンテンプレート、画像処理・プロセスでは、コロナルＭＰＲバッチ処理テンプレー
トフィルミング・プロセスでは、５×４コマ２枚のテンプレートのように設定する。
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【００２８】
　ストリーム実行部２０１は、選択されたストリームを自動実行する制御部であり、主に
実行するストリームの中で、対話操作を要しない処理を実行する。また、ストリーム実行
部２０１は、複数のストリームを並列的に実行する場合、所定の装置において所定のプロ
セスが他のプロセスと干渉せずに実行されるために、接続装置情報保持部２０７が記憶す
る情報と時間情報とに基づいて、プロセスの装置への排他的な割り当てを行う（以下、「
排他的処理」と称する。）。
【００２９】
　ストリーム・ストリームリスト保持部２０２は、本ストリーム制御モジュール２０がコ
ントロールする全ての機器のストリームを記憶する記憶部である。ここで、ストリームリ
ストとは、例えば図２に示すように患者毎のストリームを所定の順序（同図では、受付順
）に並列的に配列したリストであり、医療業務の総合的な進行状況を管理するためのもの
である。
【００３０】
　状態監視・ストリーム操作受付部２０３は、本モジュール２０がコントロールする全て
の機器で行われるストリームに対する操作要求等動作に関する情報を受け付け、関連する
機能ブロック（すなわち、モジュール２０の各構成要素）へ情報を送る。また、状態監視
・ストリーム操作受付部２０３は、更新情報を本モジュール２０へ自動送信しない機器か
ら、予め指定されたタイミングで状態情報を取得する。
【００３１】
　状態表示部２０４は、状態監視・ストリーム操作受付部２０３が受け取った操作要求等
を反映して、ストリーム実行部２０１によって変更されたストリームの状態の最新情報を
、本モジュール２０がコントロールする全ての機器に送信する。
【００３２】
　ＩＤ・セキュリテイ情報保持部２０５は、本モジュール２０がコントロールする全ての
機器に関して、セキュリティを目的とする操作、表示に関する制限を、個人やグループ単
位で行うための情報を記憶する。また、ＩＤ・セキュリテイ情報保持部２０５は、システ
ム上の各機器から、セキュリティ関連の登録、変更、削除等の送信があった場合には、送
信された内容を新たに記憶する。
【００３３】
　このＩＤ・セキュリテイ情報保持部２０５内の情報に基づいて、ストリーム実行部２０
１は、各システムに対応したストリームに関する情報を特定する。例えば、所定の部門内
で展開されるシステム上の所定の機器からストリーム作成要求（後述する）あった場合、
ストリーム実行部２０１は、ＩＤ・セキュリテイ情報保持部２０５内の情報に基づいてＩ
Ｄチェックを実行し、当該所定システム、所定機器に対応する情報を選択し送信する。
【００３４】
　なお、本モジュール２０が、この様な構成によってセキュリティを重視するのは、一元
管理される複数の機器についての情報、或いは複数のグループについての情報が、対象と
するシステム外に漏洩することを防止するためである。
【００３５】
　表示情報保持部２０６は、例えば個人、グループ、装置毎の表示内容を記憶する。この
表示情報保持部２０６が記憶する情報は、後述するストリームリストのフィルタ表示に使
用される。また、表示情報保持部２０６は、各機器から表示方法に関する登録、変更、削
除等要求が送信された場合には、送信された内容を新たに記憶する。
【００３６】
　接続装置情報保持部２０７は、本モジュール２０がコントロールする全ての機器固有の
情報を記憶する。この接続装置情報保持部２０７に記憶された情報に基づいて、ストリー
ム実行部２０１は、ストリームに従った種々の接続装置の制御、或いはストリームの並列
処理を行う場合にはストリーム間で重複が生じないように各ストリームの管理及び接続装
置の制御を行う。
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【００３７】
（ストリーム制御モジュールの機能）
　ストリーム制御モジュール２０は、代表的な２つの機能を持つ。一つは、ストリームテ
ンプレート管理機能であり、もう一つは、ストリーム実行管理機能である。
【００３８】
　　ストリームテンプレート管理機能とは、ストリームテンプレートの新規作成、参照、
変更、複製などの管理を行う機能である。ここで、ストリームテンプレートの新規作成は
、所定の項目毎（症例、部位、操作者、患者種別、読影者、検査機器、読影機器など）の
ストリームを新規にテンプレート化するものである。この新規作成されたストリームテン
プレートは、登録保存し、ネットワーク上の端末から任意のタイミングで呼び出すことが
できる。ストリーム参照（選択読み出し）は、ストリーム実行開始の際に、使用するテン
プレートを選択する処理である。ストリームの変更は、選択して読み出されたテンプレー
トの内容を、任意のタイミングで変更する処理である。これらのストリームテンプレート
の新規作成、参照、変更、複製は、ネットワーク上の全ての装置から、任意のタイミング
で実行することが可能である。
【００３９】
　このストリームテンプレート管理機能は、主にストリーム制御モジュール２０の状態監
視・ストリーム操作受付部２０３、ストリームテンプレート保持部２００、ストリーム実
行部２０１によって実行される。すなわち、状態監視・ストリーム操作受付部２０３は、
ネットワーク上の装置から新規作成・変更等されたストリームテンプレートを受信し、ス
トリームテンプレート保持部２００に記憶する。また、ストリーム参照の際には、ストリ
ーム実行部２０１が、ストリーム制御モジュール２０中のストリーム・テンプレート保持
部２００を読み出して、状態監視・ストリーム操作受付部２０３が要求を受信したネット
ワーク上の装置に送信する。
【００４０】
　なお、ストリーム、ストリーム・テンプレートの保存先は、モジュール２０内のストリ
ームテンプレート保持部２００に限定する必要はなく、ローカル機器、関連システム機器
、リムーバブルメディア、サーバ（画像サーバ、ＨＩＳ／ＲＩＳサーバ、ＷＷＷサーバな
ど）等に保存する構成であってもよい。すなわち、病院内、病院間で共用、複製、販売等
できる構成であれば、目的を達成することが可能である。
【００４１】
　なお、ストリームテンプレート保持部２００内のストリーム、ストリーム・テンプレー
トには、原則としてネットワーク上からどこでもアクセスできる。しかし、セキュリティ
の観点から、本モジュール２０は、アクセス権を設定することが可能である。これは、Ｉ
Ｄ・セキュリティ情報保持部２０５によって実現される。
【００４２】
　また、変更・修正されたストリームテンプレートは、その変更・修正後の内容をシステ
ム全体に波及させることができる。これは、状態表示部２０４による、各接続装置への最
新の送信によって達成される。さらに、ストリーム、ストリームテンプレートをネットワ
ーク接続された機器間で共有する、或いは処理引き継ぎすることができる。モジュール２
０によって医療業務に関する情報が一元的に管理されているからである。なお、新たな処
理引き継ぎがあった場合には、引き継ぎ先の装置では、中断前の状態が再現できることが
好ましい。
【００４３】
　一方、ストリーム実行管理とは、ストリームに従ってネットワーク上の各装置の動作を
管理・制御するものである。当該機能によって、具体的に次のような処理が実現される。
【００４４】
（１）ストリームの進行状況に関する情報の提供
　ネットワークに接続された各装置において、各ストリームがどこまで進んでいるか簡単
に確認できるようにするため、ストリームの進行状況が判断可能な情報を提供する。例え
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ば、ストリームによる制御が、複数の装置を対象とする場合には、どの装置で（場所）、
何時（時間情報）、どの程度医療業務が進行しているか（進行状況）の情報が提供される
。これらの情報は、状態表示部２０４がストリームに従った医療業務の最新情報をネット
ワーク上の各装置に送信することで実現される。各装置では、例えば図２或いは図３に示
す形態によって、進行状況が判断できる形態（例えば、検査済み、実行中、予約（検査待
ち）の各状態がわかりやすい表示）にてストリームを一覧表示する。
【００４５】
　図２は、放射線科のＣＴ検査の医療業務の流れを定義するストリームリストを表示した
コンソール画面例である。検査ストリームを新規登録、テンプレートとして登録、テンプ
レート呼び出し、ストリームのクリア、オールクリア、元に戻す（操作取り消し）のボタ
ンがあり、テンプレートに対する操作を行う。
【００４６】
　また、検査ストリームリストで、ストリームの一覧、操作が行える。ここでは、このＣ
Ｔ装置での当日１日分のストリームが表示されている。右側のスクロールバーにてスクロ
ールさせて全検査を見ることができる。
【００４７】
　リスト表示においては、検査済み（正常終了、異常終了）、検査中、検査予約、などの
状態が確認することができる。ここでは、検査済みのものは、緑色、検査中が黄色、検査
予約のものが白色で色分けされて表示されている。さらに、検査中のストリームにおいて
、プロセスごとにも色分けされており、実行済みのものは、緑色、実行中のプロセスは、
赤色、未実行のものは白色で表示されている。
【００４８】
　患者情報入力プロセスでは、あらかじめ取得していた情報が表示され、さらに追加情報
を入力することができる。このストリームの例では、患者情報入力、スキャン、再構成、
画像処理、フィルミング、アーカイブ、転送のプロセスの順で、行うものとなっている。
患者情報入力の次のスキャンプロセスに移るには、“次ボタン”（図２には表してない）
か、ストリームリストの“スキャン”プロセスボタンを押すことにより行う。
【００４９】
　このストリームの内容は、病院、患者種別、部位、症例、操作者、急患などにより、内
容は異なる。操作者は、このような複雑な検査手順であっても、ストリームリストでの確
認、指定あるいは、“次”と指定するだけである。
【００５０】
　また、図２の例では、各プロセスの進行状況も表示できる。
【００５１】
　図２のストリームリストの下には、このＣＴ装置の状態や、接続している機器の状況を
表示している。ここでは、左から、Ｘ線管球のＯＬＰ状態、ＣＴスキャナー架台、寝台の
状況、ハードディスク容量、リムーバブルメディア容量、サーバーのハードディスクある
いは、リムーバブルメディア容量、バックグランド処理、例えばフィルミング処理、アー
カイビング処理、転送処理などの表示を行っている。バックグランドプロセスステータス
ボタンを押すと、個々のバックグランド処理の詳細表示や、キャンセル処理を行うことが
できる、ダイアログが出る。
【００５２】
　各種状況表示の下には、患者、検査情報表示と、各プロセスの詳細パネルがある。患者
、検査情報表示では、ＨＩＳ／ＲＩＳから取得した情報や、手入力も行う。また、誤入力
を防ぐため、自動的に取得した情報と、この装置で入力した情報をフォントや色で区別し
て表示できる。
【００５３】
　各プロセス表示エリアでは、各プロセスでの入力、選択項目や、処理結果などを表示す
る。図２では、スキャンプロセスの例なので、スキャンのテンプレート選択画面が表示さ
れている。あらかじめストリームを定義したときに指定されたテンプレートが自動的に表
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示される。プロセス開始時、実行時に変更できる。
【００５４】
　図３は、ストリームリストの別の表示例である。
【００５５】
　これは、このＣＴ装置での当日１日の検査スケジュール表示と、検査ストリーム管理を
同時に行う例である。通常、検査時間スケジュール表は、ＨＩＳ／ＲＩＳ端末や、ペーパ
ーで閲覧、チェックされているが、このような表示形式をとることにより、いちいちＨＩ
Ｓ／ＲＩＳ端末や、ペーパーで確認する必要が無くなる。
【００５６】
　図２での説明と同様、検査済み、検査中、検査予約などの状態別に、色分けできる。こ
の例では、ＣＴ装置にて、スキャン、再構成、画像処理、画像転送のプロセスしかないも
ので、検査予定時間や、依頼科、担当医師、装置名、操作者も表示するように設定された
場合を示す。このようなリストをＨＩＳ／ＲＩＳのみらなず、ＣＴ装置、ワークステーシ
ョンなどにも表示できる。検査予定時間の他、検査終了時間、検査所用時間などの時間も
表示できる。
【００５７】
　その他、ストリームリストを表示した画面は、例えば次に述べるような内容の表示形態
が可能である。
【００５８】
（i）誰が操作しているか、誰に操作させるかなどの入力、あるいは表示。
【００５９】
（ii）処理が滞っていないか、リソース待ちしていないか、問題発生していないかなど表
示。
【００６０】
（iii）正常終了か異常終了を判別可能な表示。
【００６１】
（iv）ストリーム関連の状態状況表示：例えば、ローカル機器、ネットワーク機器の状態
表示
（v）ストリーム、プロセス単位で、優先度指定、表示。
【００６２】
（vi）操作者毎、機器毎、プロセス毎、読影者毎、検査室毎などに分別あるいはフィルタ
リングしたストリームのカスタマイズ表示（後述（２）「表示フィルタ」参照）。
【００６３】
（vii）プロセスを実行する場合の、あらかじめ処方内容、及びそのパラメータの表示。
【００６４】
（viii）ストリーム関連の処理状況表示：例えば、フォアグランド処理、バックグランド
処理の処理進行状態表示
（ix）ＯＬＰ待ち、架台位置、角度、ＨＤＤ容量、リムーバブルメディア容量などの表示
。
【００６５】
（２）表示フィルタ
　ストリームリストは、広域的な医療業務の流れを定義することがある。この様な場合は
、例えばある部門おいては、他の部門のプロセスを表示する必要性がない場合が多い。こ
の点に鑑み、本システムでは、表示フィルタ機能を有し、当該機能によって所定の区分毎
にその表示内容を制御することが可能である。なお、この表示フィルタ機能は、表示情報
保持部２０６の内容に従って、状態表示部２０４が各装置に送信する情報を選別すること
によって実現される。
【００６６】
　図４は、表示フィルタにて表示を限定する機能を説明するための図であり、表示情報保
持部２０６に保持される所定の区分での表示情報を示している。図４に示すように、部門
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全体、複数のＣＴ装置全体、あるいは、病院全体、複数病院全体など、表示フィルタを変
更することで、様々な区分による一覧を閲覧、操作できる。また、新たな区分とそれに対
応する表示項目を定義することによって、装置毎にその表示内容編集することができる。
なお、新たに定義、変更、更新等された表示情報は、表示情報保持部２０６に記憶される
。
【００６７】
　表示情報の区分の例としては、上記以外に次のようなものが挙げられる。
【００６８】
（i）依頼科、依頼病院別
（ii）患者別（過去診療結果も含む）
（iii）時間、日別
（iv）担当医師別
（v）検査室、病棟別
（vi）読影医師別
などである。
【００６９】
（３）モジュール２０への要求待ち及び状態監視
　複合的な領域に渡る業務手順を統括的にコントロールするため、本モジュール２０は、
本システム上にある全ての機器の状態を監視する。具体的には、状態監視・ストリーム操
作受付部２０３が、発生したイベント情報を集中管理する。当該受付部２０３が所定の装
置にて発生したイベントを受信した場合には、ストリーム実行部２０１によって当該イベ
ントを反映したストリームの書き換え（変更）が実行される。変更後の内容は、状態表示
部２０４によってネットワーク上の各装置に送信される。
【００７０】
（４）ストリーム操作
　ネットワーク上の各装置においては、ストリーム及びストリームリストの表示だけでな
く、操作も行えるようになっている。この様な現行のストリームの内容を実行等するため
のネットワーク上の各装置における入力を、ストリーム操作と称する。例えば、画面上の
ストリーム、あるいは、プロセスのところをクリックすると、その処理が行える。このス
トリームリストは、ＣＴコンソールや、ＨＩＳ／ＲＩＳ端末、画像処理ワークステーショ
ン、読影ワークステーションなどで、一件一件手入力もできるし、ＨＩＳ／ＲＩＳなどの
病院／部門／患者情報システムから患者情報、検査オーダー、過去情報などを一括あるい
は個別に取得することもできる。その他、ネットワーク上の各装置においては、例えば次
に述べる各操作も実施可能である。なお、各装置において、ストリーム等に対して実行さ
れた動作は、上記（２）で述べた様に受付部２０３において受信され、現行のストリーム
或いはストリームリストに反映される。
【００７１】
（i）終了したストリーム、プロセスに対し、やり直し、戻しを指示、実行できる。
【００７２】
（ii）・ストリーム、プロセスの処理に影響を与えずに、画像閲覧などの処理を平行して
行える。
【００７３】
（iii）ストリーム、プロセスの区切りに、承認待ちコマンドを設けることができる。
【００７４】
（iv）ストリームあるいはプロセスを選択することで、ファイルリスト使用を不要とする
。
【００７５】
（v）ストリーム、プロセスの順番変更。例えば、ストリームあるいはプロセスに対して
一時停止、中止、パスを指示できる。
【００７６】
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（vi）ストリーム削除、追加
（vii）ストリーム実行中に、規定外の操作を割り込み的に行うことができる。
【００７７】
（viii）割り込み処理と、処理終了後、割り込み前の状態に簡単に戻る。
【００７８】
（ix）個々の機器、あるいはシステム全体で複数のストリームを同時に実行できる。
【００７９】
（実施例１）
　以上述べたシステムによる医療業務管理の実施例１について説明する。
【００８０】
　まず、単一部門、例えば放射線部門でのストリームに従った医療業務管理の実施例につ
いて説明する。
【００８１】
　図５乃至図８は、放射線部門に本医療業務管理システムを適用した例を示した図である
。なお、図６又は図８に示すシステムは、ＲＩＳにおいて放射線部門全体の患者、検査情
報を網羅しており、ＲＩＳにおいて、検査ストリームを作成し、患者情報入力プロセスま
で行うものである。また、図５に示すシステムは、ストリーム制御モジュール２０をＣＴ
１に搭載したものであり、図７に示すシステムは、ストリーム制御モジュール２０をスト
リーム制御サーバとして設けたものである。
【００８２】
　また、図９のように、病院で１つのストリーム制御モジュールを置き、病院全体のスト
リームを制御する構成や、図１０のように、部門内を管理するサブ・モジュールを置く構
成であってもよい。いずれのシステムにおいても、以下に述べる動作を実現することがで
きる。
【００８３】
　先ず、患者が来院する。受付にて登録され、ＩＤを発行する。過去の通院歴もチェック
され、通院歴がある場合は、過去カルテ、過去画像、過去レポート等とのリンクがとれる
よう、設定する。ここで、ストリームが発行する。まだ、診察前のため、ここで入力され
るのは、患者の基本的な情報（名前、ＩＤ、性別、生年月日、など）である。過去データ
がある場合は、そこからデータを引き継ぐこともできる。
【００８４】
　各診療科では、診察予定をストリームリストにて確認できる。この場合、通常は、各診
療科ごと、あるいは、各医師など毎に、フィルタリングして見る。もちろん、病院内の全
リストも見ることもできるし、リンクされた他の病院もしかりである。ストリームは、中
央サーバにて管理されているので、ＬＡＮに接続されている機器であれば、どれでもアク
セスできる。他病院とのアクセスの際には、インターネットあるいは、ＷＡＮなどの限定
されたネットワークを通じてアクセスすることとなる。このとき、患者情報、診断結果な
ど、プライバシーに関わる情報を扱うため、厳重なセキュリティを施す必要がある。ここ
の場合、操作者一人一人にアカウントを設け、パスワードによるアクセス権利を施す。ア
カウントには、全ての資源にアクセスできる、管理者アカウントや、病院、病棟、部門な
ど、エリアによるグルーピングや、医師、技師、看護婦、事務担当者など、職種や、地位
などによるグルーピング、あるいは、個人個人ごとに、アクセス制限を設けることで、不
必要なアクセスをさせないようなしくみを講じ、患者情報の保護をする。
【００８５】
　診察の順番もストリームリストで、管理できるので、看護婦は、それを見ながら、順番
に、診察医師へ患者を通す。ここで、緊急患者に合わせて、リストへの割り込みや、順番
の変更も行うことができる。もちろん、その操作を行うことができる権限を所持する者に
限る。診察医師は、ストリームから、過去データ（があれば）を参照する。診察後、なん
らかの検査が必要な場合や、投薬、注射などの処方も電子カルテや、本ストリームに入力
して指示、記録できる。電子カルテもストリームに取り込むか、リンクできる。
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【００８６】
　ここで、ＣＴ検査を行う場合について述べる。医師は、放射線科へのオーダーを行う。
ストリームに、オーダー内容をテンプレートからの選択や、手入力や修正を行い、オーダ
ーを発行する。この内容は、放射線科情報システム（ＲＩＳ）にも自動的、あるいは手動
で送られる。
【００８７】
　オーダー内容には、例えば、頭部の通常スキャンなどといったような簡単な指示から、
ＣＴ装置における、スキャンテンプレートや、ＭＰＲ,３Ｄ作成のテンプレート、フィル
ミング、アーカイビングなどといったような細かいプロセスのテンプレートや、その中で
使用されるパラメータなどもストリームに載せて指示できる。
【００８８】
　放射線科では、ＲＩＳからの情報、あるいは、病院全体でのストリームスケジュールに
従い、検査スケジュールを自動あるいは手動にて作成され、実行される。
【００８９】
　ＣＴ装置では、その装置で検査する当日の検査を一覧表示して、スケジュールに沿って
検査を進めていく。
【００９０】
　先ず、患者、検査情報入力プロセスでは、ストリームに既に、患者の基本情報や、検査
オーダー情報が入っているので、内容を確認し、必要に応じて作業者名や、造影剤などの
投薬情報を自動あるいは、手動にて入力する。これらの入力情報は、テンプレート化され
て、保持しているので、簡単な選択処理で済む。
【００９１】
　次に、スキャンであるが、依頼科で既にスキャンプランが選択されている場合は、その
確認、入っていなければ、プランを選択して、パラメータをセットする。
【００９２】
　また、造影検査や、腹部造影３相スキャンなどのように、複数のスキャンなどの複雑な
スキャンを行う場合、スキャンプランにその全ての内容をプランするか、複数のスキャン
プロセスを組み合わせるなど、の実現手段がある。
【００９３】
　さらに、リアルタイムＣＴ透視、リアルタイム３Ｄ,ＭＰＲ，４Ｄ表示なども組み入れ
ることができる。
【００９４】
　患者、部位、症例に合わせたスキャン、再構成が終了すると、次に画像確認を行う。こ
れも、スキャン内容や、操作者などに応じた確認方法がプリセットされているので、それ
をそのまま使用するか、変更して画像確認を行う。結果にもとずき、再スキャン、あるい
は、再構成リトライを行う。確認作業を終了したら、“次”ボタンにて、再びプロセスへ
移行する。このように、ストリームにおいては、ストリーム発行時より、最後まで、スト
リームに定義されたプロセスの流れに沿って作業を進めることができる。
【００９５】
　次の画像処理プロセスでは、画像フィルタ処理と、ＭＰＲ自動作成と、３Ｄ自動作成が
行われる。画像フィルタ種や、ＭＰＲ作成条件（断面角度、作成位置、作成間隔、画像厚
み、枚数など）、３Ｄ作成条件（レンダリングタイプ（ボリュームレンダリング、ＭＩＰ
、Ｘｒａｙ表示など）、不透明度、カラー、作成角度、作成位置、画像厚み、枚数など）
は、テンプレートやプロトコルとしてあらかじめ定義してあるものが、ストリームに保持
されているか、画像処理プロセスに入った段階で、インタラクティブに、操作者が選択す
るか、既に、ストリームに保持してある患者、検査情報をもとに、テンプレート、プロト
コルを自動選択するか、それら情報と、画像の内容を調査しての自動調整あるいは、手動
調整にて、画像が作成される。ここで、画像を作成する場合と、作成条件の模索のみの場
合がある。作成条件の模索とは、例えば、ＣＴ装置やワークステーションで、操作者１が
ある程度画像処理条件を調整し、その後、同じ装置あるいは別の装置にて、操作者２が操
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作者１が作成した画像処理条件で画像を表示あるいは、出力するなどの操作を可能とする
。ここで、一般的には、操作者１は、放射線科技師で、操作者２は放射線科医師となる場
合が多い。ＭＰＲ作成や、３Ｄ像作成には、診断行為自体も含まれる場合があるので、基
本的には医師による作成がよいが、時間的都合や、操作性などの理由で、技師に全部ある
いは一部を作成させる場合がある。本発明は、これに対応するべく、医師が作成あるいは
承認したテンプレート、プロトコルを用いての技師による作成や、技師がおおまかなとこ
ろまで、作成条件を定め、医師が見るときに微調整を可能とすることを、同一装置あるい
は別装置でシームレスに行うことを可能とする。
【００９６】
　このとき、作成された画像、あるいは作成条件は、フィルミングプロセスや、アーカイ
ビングプロセスや、画像転送プロセスとも連動させることができる。
【００９７】
　このように、ストリームにおいては、各プロセス終了時に次のプロセスへの自動、ある
いは手動にて移行し、また、プロセス開始時には、あらかじめ設定されたテンプレート、
プロトコルによる自動実行か、その都度、操作者が指示を与えるようなインタラクティブ
操作も行える。
【００９８】
　次のフィルミングプロセスでは、画像処理と同様、ストリームに定義された、あらかじ
め定義されたテンプレート、プロトコルに沿って、自動あるいは、手動で実行される。
【００９９】
　例えば、患者タイプ、部位、症例などや、読影医師、依頼科医師などの要求通りのフィ
ルム枚数や、コマレイアウト、コマサイズや、輝度、コントラストが定義されている。
【０１００】
　これらは、ストリームを作成するときに、その検査種やオーダーに沿って、自動、ある
いは、手動にてセットされる。
【０１０１】
　次の、アーカイブプロセスや、転送も同様である。画像枚数や、画像選別、画像保存先
、画像転送先なども定義されている。あとで変更もできる。
【０１０２】
　また、フィルミングやアーカイビング、画像転送などのように、全処理終了まで処理時
間がかかるようなものについては、自動、あるいは手動による指示の後、バックグランド
処理させることができる。
【０１０３】
　バックグランド処理は、単に、フォアグランド処理との並行処理や、フォアグランド処
理より優先度を下げての処理や、操作者が指示を与えたときのみ処理するなどの処理モー
ドを備える。また、バックグランド処理の詳細あるいは、概略状態を表示することができ
る。
【０１０４】
　以上、ＣＴ装置における患者情報入力から画像転送までのプロセスを説明したが、スト
リームによっては、以上の一部のプロセスしか行わないものや、別のプロセスが組み込ま
れるものもある。
【０１０５】
　ＣＴ装置から、画像が出力された後は、フィルムやモニタによる画像読影が行われる。
ＰＡＣＳが導入されていて、読影用ワークステーションにてモニタ読影、レポート作成す
る例で説明する。
【０１０６】
　読影用ワークステーションでは、読影医師が、自分が読影するデータのみのストリーム
リストを表示する。ここでも、ＣＴ装置と同様、スケジュール表示のように、ストリーム
リストが表示される。ここで、読影プロセスを選択すると、あらかじめ作成された画像の
表示、あるいは、あらかじめ作成された作成条件にしたがった表示により画像を閲覧でき
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る。
【０１０７】
　表示条件には、輝度、コントラスト、フィルタ条件、コマレイアウト、モダリティ、シ
リーズなどのグルーピングによるレイアウト、操作画面、操作形式などが含まれているの
で、読影医師は、自分好みの内容や、患者タイプ、検査、部位、症例などに合わせた条件
を自動、あるいは、手動で選択できる。
【０１０８】
　また、画像処理プロセスに入ると、別の操作者が作成していた条件にしたがった表示が
行え、即座に適切な表示、作成条件のもとで、それらの画像を見ることができるし、さら
に、自ら調整も行える。
【０１０９】
　さらに、フィルミングやアーカイビング、転送プロセスを行う。ここでは、読影時に抽
出したキー画像に対して行われる。もちろん、場合によっては、全画像にも行える。
【０１１０】
　ここでのキー画像とは、患者がわかりやすく、診断のもとになったもので、主に、依頼
科へ渡すものである。
【０１１１】
　レポート作成は、読影プロセスに含む場合や、独立したプロセスにする場合がある。読
影、レポート作成プロセスでは、自動あるいは手動で、過去情報、過去画像、過去レポー
ト、過去カルテなどの情報を取得することもできる。
【０１１２】
　レポートは、読影医師により、手書き、タイピング、ディクテーションなどで行われ、
最終的に依頼科医師へ送られる。
【０１１３】
　依頼科医師では、ストリームリストを参照することで、どの検査がどこまで進行してい
るかわかる。例えば、自分が依頼したもので、検査終了したもののみ表示させることがで
きる。検査は、複数の部門へ依頼する場合がある。通常は、診断に必要な全ての検査結果
が得られてから診断を行うが、緊急の場合など、終了したものだけでも見る場合がある。
リスト表示条件を変更して見ることもできる。
【０１１４】
　ストリーム、あるいは、診断プロセスを選択すると、検査結果が表示される。読影プロ
セスと同様、所望の条件が自動あるいは手動で選べる。
【０１１５】
（サブストリーム）
　図１０に示すサブストリームについて説明する。例えば、図９では、放射線部門や検体
検査部門などの複数部門で実行されるものでも、１つのストリームで行うものである。そ
れに対し、図１０では、放射線部門が独立してストリームを管理できるようになっており
、病院全体でのメインストリームの中で、放射線部門に依頼して実行される部分のみを放
射線部門のストリーム制御モジュールに委ねる形となっている。病院全体で、ストリーム
（ワークフロー）を流す際に複雑な分岐、並列作業が発生する事が予想されるが、この複
雑なストリームを実現するための他の実施例の１つである。
【０１１６】
（実施例２）
　次に、病院内に本システムを導入し、ストリームに従って外来患者に対して施す所定の
医療行為に伴う一連の医療業務の実施例について説明する。
【０１１７】
　図１１は、病院内に本医療業務管理システムを適用してストリームに従った医療業務を
行った場合の、病院内の外来患者及びデータの流れを概略的に示している。同図が示す具
体的な実施内容を以下説明する。
【０１１８】
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　まず、患者が来院し、受付すると、ストリームを作成する。この段階では、患者入力プ
ロセスのみであり、以降のフローはブランク状態である。操作は、ストリームサーバを参
照できる端末であれば、どれでも操作できる。基本的には、ＨＩＳ端末が使用される。
【０１１９】
　例えば、新規患者の場合、患者の基本情報や、保険証などの情報を入力する。一方、再
来患者の場合、過去の診療データを参照し、さらに変更事項を入力する。
【０１２０】
　上記入力内容に基づいて、診療科ごとに、診療順、時間のスケジューリングが行われる
。この段階で、これ以降のストリームに関しては、それぞれの診療科のデフォルトのスト
リームテンプレートが適用される。基本的には、入力された順にスケジューリングされる
が、緊急などの場合に、マニュアル操作にて変更できる。こうしてストリームが作成され
ると、ストリームに従ったスケジュールに沿って、以後の医療業務が実行される。患者が
診察室に呼ばれる。
【０１２１】
　続いて、患者を呼ぶ看護婦は、手近の端末にて、担当する診察科のみの患者スケジュー
ルを表示して、受付を行う。必要に応じて患者の情報、過去病歴などもストリームから選
択して閲覧できる。
【０１２２】
　続いて、医師による診察が実行される。診断が終了すると、医師は、検査、処置などを
、ストリーム上でオーダーする。このとき、それぞれの検査オーダーに適した、ストリー
ムテンプレートを選択して適用する。このように、ストリームテンプレートは、診療全体
を定義したものや、ある、プロセス以降などの一部を定義したものもある。例えば、放射
線部門にＣＴ検査をオーダーする際、撮影部位や、症例に合わせたテンプレートを選択し
、必要に応じてパラメータ等や、細かい指示をストリームに入力することができる。
【０１２３】
　検査結果待ちになった段階で、看護婦は、ストリームリストで確認できるので、次の患
者を診察室に入れる。また、その情報は患者待ち合い室にある表示板にも表示される。
【０１２４】
　続いて、患者は、検体検査部門に行き、血液検査、尿検査などを受ける。検査部門にお
いても、検査を受ける患者の状況をストリームリストにて、見ることができる。オーダー
された、あるいは予約された順番の検査患者リストをストリームリストで見ることができ
、ここで行うべき検査の内容も表示される。検査を終了すると、その旨がストリームリス
トへ入力される。
【０１２５】
　なお、診察科医師は、必要に応じて、ストリーム表示を見ることで、検査の進行状況を
確認することもできる。
【０１２６】
　続いて、患者は、検体検査が終了すると、次に放射線部門に行き、画像撮影を受ける。
ＣＴ検査室では、ＣＴ検査を受ける患者が、待ち合い室に来ているかどうかなどもストリ
ームにて確認できる。基本的には、予約されたスケジュールに沿って検査が行われるが、
予約していた患者が遅れていたり、緊急患者が入ったりした場合もストリーム上で確認で
きるので、臨機応変に検査順を変更できる。
【０１２７】
　現実には、検査室には、複数の人が作業している。そのそれぞれの人物が、手近の端末
で、検査スケジュールを見ることが可能である。ストリームに沿って、検査を行い、検査
が終了すると、検査済みの項目の表示が変わり、終了したことが確認できる。
【０１２８】
　画像診断では、撮影、画像処理、画像出力、読影、レポートなどのプロセスが行われる
。これらは、その内容に応じてストリームが作成されており、ストリームに沿って実行さ
れる。このとき、撮影装置、画像処理装置、画像読影装置、レポート作成装置など、複数
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の装置が使用されることもある。
【０１２９】
　診察科医師は、必要に応じて、ストリーム表示を見ることで、検査の進行状況を確認す
ることもできる。
【０１３０】
　このとき、例えば別室の診察科医師は、オーダーした検査がすべて終了したかどうかを
ストリームで確認できる。検査済み患者のリストをストリームリストで表示できるので、
終了した時間、あるいは、予約された時間順に、検査結果をもとに、診断を下す。
【０１３１】
　ところで、必要に応じて、患者への説明のため、検査結果や、画像を患者に見せる場合
がある。このとき、ストリーム上の操作にて、ＬＩＳやＰＡＣＳを参照して、即座に結果
や画像を端末に表示させることができる。必要に応じて、処置室、や調剤部門に、オーダ
ーを出す。
【０１３２】
　最後に、会計、薬受け取り、次回予約について述べる。患者は、会計を行い、薬を受け
取る。この情報もストリームに入力される。必要に応じて次回の診察、検査予約を行う。
次回のためのデフォルトストリームが作成される。この段階で、受付時に発生したストリ
ームが終了ステータスとなる。
【０１３３】
(実施例３)
　次に、複数の患者に関する複数のストリームに従って、当該複数の患者に関する医療業
務を並列的に実行する実施例（例えば、図２、３参照）を、ＣＴ検査を例に説明する。
【０１３４】
　ＣＴ検査では、昨今のスキャナーの性能向上に、再構成、画像処理、フィルミングなど
の処理性能が追随できない場合や、大量の画像に対して確認作業、調整作業を行わなけれ
ばならないなど、コンソール上での行うプロセスに係る時間が増大する傾向にある。
【０１３５】
　そこで、ＣＴ検査の一連のプロセスをシリアルに処理するのでは、検査のスループット
を下げてしまうことになるので、複数の検査をパラレルに処理することがある。
【０１３６】
　例えば、ある検査（患者）の検査室への出入りや、スキャン準備などを行っているとき
に、その前にスキャンした検査（患者）の画像処理やフィルミングなどを行うなどである
。このときの、例えばスキャンとフィルミング処理を手動にて、しかも並行に行う場合に
は、それぞれの操作、表示画面を１つづつだけ、あるいは、両方を表示した状態で処理で
きる。１つづつだけ表示の場合の、スキャンとフィルミングの選択は、ストリームリスト
でのストリームの選択で行える。両方表示している場合は、ストリームでの選択か、操作
、表示画面の選択で行える。このとき、スキャン画面とフィルミング画面との識別のため
、色分けや、アイコン、ＩＤ表示などできる。
【０１３７】
　また、時間以内に、フィルミング作業を終わらせられない場合は、複数のフィルミング
作業が、積み残し状態になる場合がある。これらは、ストリームリストにて、積み残しの
ストリームのフィルミングプロセスの状態が未終了であることから確認できる。
【０１３８】
　また、ＣＴ装置では、スループットの向上などの理由で、１つのスキャナーに対し、複
数のコンソール、ＷＳを使用する場合がある。このとき、コンソール１では、患者、検査
情報入力、スキャン、再構成、画像確認まで行い、コンソール２では、画像処理、フィル
ミング、アーカイビング、画像転送を行うなどのように、それぞれのコンソールにて、プ
ロセスの役割分担を行う。
【０１３９】
　このとき、一方の装置で作業中のプロセス、あるいは、ストリームを、別の装置では、
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選択できないなどの排他的制御を行うことができる。また、それらが、どの装置で、誰が
操作していて、どこまで処理が進んでいるかを確認できる。
【０１４０】
（実施例４）
　次に、本医療業務管理システムを複数病院に適用し、ストリームに従って当該複数の病
院に渡った複合的な医療業務を実行する実施例を説明する。
【０１４１】
　図１２は、本医療業務管理システムを複数病院に適用した例である。当該システムでは
、病院間をまたがり、テンプレート管理や、ストリーム管理が行われる。本システムでは
、どこか１つの病院にグローバル・ストリーム制御モジュールが置かれ、他の病院には、
ローカル・ストリーム制御モジュールが置かれる。
【０１４２】
　テンプレート管理を複数の病院で共用したい場合は、各病院に設置されているネットワ
ーク上の各装置は、グローバルストリーム制御モジュールから読み出し、あるいは、登録
を行う。また、ネットワーク接続に問題が生じた場合に備えるため、及びグローバル・ス
トリーム制御モジュールのバックアップのために、ローカルストリーム制御モジュールに
も定期的に情報がコピーされる。このように、ローカル・ストリーム制御モジュールは、
ローカルでのパフォーマンス確保、グローバルストリーム制御モジュールへの接続に問題
が発生したときのためのバックアップ、グローバル・ストリーム制御モジュールのデータ
を保持するためのバックアップの役割を持つ。
【０１４３】
　ストリームを病院間で流す場合には、グローバル・ストリーム制御モジュールが、複数
の病院をまたがるストリームの制御、管理を行う。
【０１４４】
　なお、図１２示したシステムは、複数の病院の関係を示すものであるが、当該システム
の構成は、１つの病院の中での、複数部門や、複数病棟などの間の関係にも適用できる。
すなわち、例えば、ＨＩＳ部門に、グローバル・ストリーム制御モジュールを置き、各部
門に、ローカル・ストリーム制御モジュールを置くようなシステムも同様の構成によって
実現することができる。
【０１４５】
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【０１４６】
　第１に、患者、検査の流れをシステム全体で、ストリームとして操作できる。これによ
り、様々な装置において、統一された操作性を提供できる。
【０１４７】
　第２に、ストリームは、ネットワーク・システム全体へ展開できるため、複数の装置を
またがったワークフロー、スケジュール管理、指示を簡単に実現できる。
【０１４８】
　第３に、ストリームをリスト表示などすると、ワークフローという検査の流れという横
の流れと、複数患者、検査のスケジューリングという縦の流れをまとめて制御、表示、操
作ができる。この、縦、横の流れを統括的に扱えるので、間違いの低減、スループットの
向上、無駄作業の減少が期待できる。
【０１４９】
　第４に、ストリームを複数の装置に適用すると、患者情報入力操作は、１度行えば済む
場合が多い。これにより、無駄作業と間違いの低減を期待できる。
【０１５０】
　第５に、ストリーム、プロセスをダイレクトに選択するだけで、所望の処理を行うこと
ができるので、操作時間や間違いの低減、操作方法取得の容易さが期待できる。
【０１５１】
　以上、本発明を実施形態に基づき説明したが、本発明の思想の範疇において、当業者で
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あれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変形例及び修正例につ
いても本発明の範囲に属するものと了解され、その要旨を変更しない範囲で種々変形可能
である。
【符号の説明】
【０１５２】
２０…ストリーム制御モジュール、２００…ストリーム・テンプレート保持部、２０１…
ストリーム実行部、２０２…ストリーム・ストリームリスト保持部、２０３…状態監視・
ストリーム操作受付部、２０４…状態表示部、２０５…ＩＤ・セキュリティ情報保持部、
２０６…表示情報保持部、２０７…接続装置情報保持部

【図１】 【図２】
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