
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の表示 を設定するための複数の設定情報から所望とする設定情報を選択し、
該選択された設定情報に基づいて前記画像を所望とする表示 で表示する画像表示装
置において、
　画像のソートの順序の設定情報、画像の括りの設定情報、画像の表示方向の設定情報、
画像の拡大率の設定情報、および画像の表示形態の設定情報をそれぞれ複数記憶する第１
の記憶手段と、
　該第１の記憶手段に記憶された設定情報の各種組合せパターンを記憶する第２の記憶手
段と、
　ＩＤ情報を入力する入力手段と、
　該入力されたＩＤ情報に基づいて、前記第２の記憶手段から該ＩＤ情報に対応する組合
せパターンを選択する第１の選択手段と、
　該選択された組合せパターンに基づいて、前記第１の記憶手段から該選択された組合せ
パターンに対応する設定情報を選択する第２の選択手段と、
　前記画像を該選択された設定情報に対応する表示 で表示する表示手段とからなる
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　画像の表示 を設定するための複数の設定情報から所望とする設定情報を選択し、
該選択された設定情報に基づいて前記画像を所望とする表示 で表示する画像表示装
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置において、
　画像のソートの順序の設定情報、画像の括りの設定情報、画像の表示方向の設定情報、
画像の拡大率の設定情報、および画像の表示形態の設定情報をそれぞれ複数記憶する記憶
手段と、
　該記憶手段に記憶された設定情報の各種組合せパターンを入力する入力手段と、
　該入力された組合せパターンに基づいて、前記記憶手段から該組合せパターンに対応す
る設定情報を選択する選択手段と、
　前記画像を該選択された設定情報に対応する表示 で表示する表示手段とからなる
ことを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は画像データを可視像として再生する画像表示装置に関し、特に画像を所望とす
る表示 で表示する画像表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　複数の画像データをオプティカルディスク等の記憶媒体を有するファイリングシステム
に記憶しておき、必要なときにこのファイリングシステムにアクセスして所望とする画像
データを可視像として再生することが行われている。
【０００３】
　一方、このような記憶媒体に、患者の複数の互いに関連する画像データを記憶すること
がある。ここで、複数の互いに関連する画像としては、例えばＣＴ画像、ＭＲＩ画像のよ
うに人体等の複数の断層画像の他、胃の撮影のようにバリウムを飲みながら食道から胃へ
のバリウムの移動状態を観察するために同一被写体について何か所もの撮影を行うことに
より得られた画像等が挙げられる。このように互いに関連する画像においては、医師等の
画像の観察者が各関連画像の画像データを観察者の所望とする表示の態様によりＣＲＴ等
の再生手段に再生して画像の観察を行っていた。例えば、複数の画像がある場合に、ＣＲ
Ｔに複数の各画像を１枚ずつ表示する、あるいはＣＲＴを複数のウインドウに分割し、各
ウインドウに関連する画像をそれぞれ表示したり、関連する画像の全てをインデックス画
像として表示したり、１２枚の画像を３×４コマの形態に並べて表示するような画像の表
示形態や、複数の画像をソートする順序、画像の括り、画像処理条件、画像の表示方向あ
るいは画像の拡大率等（以下表示 とする）を設定して、画像が所望とする表示

となるように表示装置を設定して画像を表示するようにしていた。
【０００４】
　このような表示 は以下のようにして設定している。すなわち、上述した画像の表
示 を表す設定情報が画像表示装置の記憶手段に複数記憶されており、観察者がこの
複数の設定情報から所望とする設定情報を適宜選択して画像の表示の態様を設定し、自己
の所望とする表示 として画像を表示するようにしていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、表示 の設定情報は、画像の表示形態や、複数の画像をソートする
順序、画像の括り、画像処理条件、画像の表示方向あるいは画像の拡大率等ごとに複数記
憶されているため、画像を表示するごとにこの複数の設定情報から所望とする表示
となるように設定情報を選択して画像を表示することは観察者にとって極めて面倒である
。
【０００６】
　また、観察者は画像を観察する際は自己の予め定められた表示 により画像を表示
することが多い。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑み、所望とする表示 を簡易に設定することができる画像表
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示装置を提供することを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明による第１の画像表示装置は、上述した複数の設定情報から所望とする設定情報
を選択し、該選択された設定情報に基づいて前記画像を所望とする表示 で表示する
画像表示装置において、
　

の設定情報を 記憶する第１
の記憶手段と、
　該第１の記憶手段に記憶された複数の設定情報の各種組合せパターンを記憶する第２の
記憶手段と、
　ＩＤ情報を入力する入力手段と、
　該入力されたＩＤ情報に基づいて、前記第２の記憶手段から該ＩＤ情報に対応する組合
せパターンを選択する第１の選択手段と、
　該選択された組合せパターンに基づいて、前記第１の記憶手段から該選択された組合せ
パターンに対応する設定情報を選択する第２の選択手段と、
　前記画像を該選択された設定情報に対応する表示 で表示する表示手段とからなる
ことを特徴とするものである。
【０００９】
　すなわち、ＩＤ情報と組合せパターンと設定情報とを対応させ、ＩＤ情報を入力するこ
とにより、複数の設定情報の中から所望とする設定情報を選択するようにしたことを特徴
とするものである。
【００１０】
　ここで、組合せパターンとは、複数の設定情報の中から選択した各種組合せをいうもの
であるが、本発明においては、１種類の設定情報を選択したものをも組合せパターンに含
めるものとする。
【００１１】
　また、本発明による第２の画像表示装置は、上述した複数の設定情報から所望とする設
定情報を選択し、該選択された設定情報に基づいて前記画像を所望とする表示 で表
示する画像表示装置において、
　

の設定情報を 記憶する記憶
手段と、
　該記憶手段に記憶された複数の設定情報の各種組合せパターンを入力する入力手段と、
　該入力された組合せパターンに基づいて、前記記憶手段から該組合せパターンに対応す
る設定情報を選択する選択手段と、
　前記画像を該選択された設定情報に対応する表示 で表示する表示手段とからなる
ことを特徴とするものである。
【００１２】
　すなわち、ＩＤ情報の代わりに組合せパターンに関する情報を入力して設定情報を選択
するようにしたことを特徴とするものである。
【００１３】
【作用】
　本発明による第１の画像表示装置は、第１の記憶手段に複数の設定情報を記憶せしめ、
第２の記憶手段に設定情報の各種組合せのパターンを記憶せしめ、入力されたＩＤ情報に
基づいて、第１および第２の選択手段により、ＩＤ情報に対応する組合せパターン、およ
び組合せパターンに対応する設定情報を選択し、この選択された設定情報に基づいて所望
とする表示 により画像を表示するようにしたものである。このようにＩＤ情報を入
力するのみで、所望とする設定情報が選択されて画像が表示されることとなるため、オペ
レータが画像を表示するごとに複数の設定情報の中から所望とする設定情報を自ら選ぶ必
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要がなくな 、設定情報の選択という面倒な作業を行うことなく所望とする表
示 の画像を表示することができる。
【００１４】
　また、本発明による第２の画像表示装置は、ＩＤ情報の代わりに組合せパターンそのも
のを入力するようにしたため、ＩＤ情報と組合せパターンとを対応付けする必要がなくな
り、設定情報の選択をより迅速に行うことができる。
【００１５】
【実施例】
　以下図面を参照して本発明の実施例について説明する。
【００１６】
　図１は本発明による画像表示装置の実施例の詳細を表す図である。図１に示すように本
発明の実施例による画像表示装置１は、複数の設定情報を記憶する第１の記憶手段２と、
第１の記憶手段２に記憶された複数の設定情報の各種組合せパターンを記憶した第２の記
憶手段３と、組合せパターンに対応するＩＤ情報を入力するためのＩＤ情報入力手段４と
、入力されたＩＤ情報に基づいて、第２の記憶手段３からＩＤ情報に対応する組合せパタ
ーンを選択する第１の選択手段および選択された組合せパターンに基づいて、第１の記憶
手段２から選択された組合せパターンに対応する設定情報を選択する第２の選択手段を内
包する、本発明による画像表示装置を機能させるためのＣＰＵ５と、選択された設定情報
に対応する表示 で画像表示する表示手段であるＣＲＴ６と、ＣＲＴ６に表示するた
めの画像データを記憶した磁気ディスク７と、選択された表示 に基づいて磁気ディ
スクに記憶された画像データを処理する画像処理手段８とからなるものである。
【００１７】
　なお、本実施例においては、画像のソートの順序の設定情報が３つ、画像の括りの設定
情報が４つ、画像処理条件の設定情報が４つ、画像の表示方向の設定情報が２つ、画像の
拡大率の設定情報が３つ、そして画像の表示形態の設定情報が４つ第１の記憶手段２に記
憶されている。
【００１８】
　また、第２の記憶手段３には設定情報の４つの組合せパターンが記憶されており、組合
せパターン１は画像のソート順序設定情報１と、画像の括り設定情報２と、画像処理条件
の設定情報４と、画像の拡大率の設定情報３とに対応している。組合せパターン２は画像
の括り設定情報１と、画像処理条件の設定情報１と、画像 表示形態の設定情報２とに対
応している。組合せパターン３は画像の括り設定情報３と、画像処理条件の設定情報２と
、画像の表示方向の設定情報２とに対応している。そして組合せパターン４は画像の拡大
率の設定情報１と、画像処理条件の設定情報３とに対応している。
【００１９】
　さらに、組合せパターン１は入力されるＩＤ情報１およびＩＤ情報２に対応しており、
組合せパターン２はＩＤ情報３およびＩＤ情報５に対応しており、組合せパターン３はＩ
Ｄ情報４に対応しており、組合せパターン４はＩＤ情報６に対応している。
【００２０】
　次いで、本発明の実施例による画像表示装置の作用について説明する。
【００２１】
　まず、医師等の観察者が磁気ディスク７に記憶されている画像データをＣＲＴ６に可視
像として表示する際に、自己のＩＤ情報をＩＤ情報入力手段４から入力する。このＩＤ情
報の入力は、ＩＣメモリカード、磁気カード等のＩＤカード９により入力してもよく、Ｉ
Ｄ情報入力手段４を無線によりＩＤ情報を識別可能な手段とし、ＩＤバッチのようにＩＤ
情報を無線により発信可能な手段からＩＤ情報を入力するようにしてもよく、さらにはキ
ーボード等から直接自己の名前等を入力することによりＩＤ情報を入力するようにしても
よいものである。なお、本実施例においては入力されるＩＤ情報はＩＤ情報１であるもの
とする。
【００２２】
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　ＩＤ情報入力手段４からＩＤ情報が入力されると、ＣＰＵ５は入力されたＩＤ情報に基
づいてこのＩＤ情報に対応する組合せパターンを第２の記憶手段３から選択する。本実施
例においては入力されるＩＤ情報はＩＤ情報１であるため、組合せパターン１が選択され
る。
【００２３】
　次いで、ＣＰＵ５は選択された組合せパターンに基づいて、この選択された組合せパタ
ーンに対応する設定情報を第１の記憶手段２から選択する。本実施例においては選択され
た組合せパターンは組合せパターン１であるため、第１の記憶手段２からは画像のソート
順序設定情報１と、画像の括り設定情報２と、画像処理条件の設定情報４と、画像の拡大
率の設定情報３とが選択される。
【００２４】
　次いで、ＣＰＵ５は磁気ディスク７から画像データＳＯ 　 を読み出し、選択された設定
情報に基づいて画像処理手段８において画像データＳＯ 　 の処理を行う。この画像処理手
段８においては、選択された設定情報に基づき、画像のソート順序の入れ替え、画像の括
り、画像処理および画像の拡大縮小処理がなされる。このように画像処理手段８において
所定の画像処理がなされた後、ＣＰＵ５は処理済みの画像データＳＰ 　 をＣＲＴ６に入力
し、この処理済みの画像データＳＰ 　 が可視像としてＣＲＴ６に表示される。
【００２５】
　このように本発明による画像表示装置１はＩＤ情報を入力するのみでそのＩＤ情報に対
応した表示 の設定条件を選択し、この選択された設定条件に基づいて画像を表示す
るようにしたため、複数の設定条件から所望とする表示 とするための設定条件を画
像を表示するごとに選択する必要がなくな 、所望とする表示 の画像を
容易に表示できることとなる。
【００２６】
　なお、上述した実施例においては、ＩＤ情報を入力して第２の記憶手段３に記憶された
組合せパターンとＩＤ情報とを対応させて設定条件を選択するようにしているが、図２に
示す装置のように、ＩＤ情報に代えて設定条件の組合せパターンに関する情報を入力する
ようにしてもよいものである。
【００２７】
　すなわち、図１に示すＩＤ情報入力手段４の代わりに、組合せパターンを入力するため
の組合せパターン入力手段３′を設ける。また、ＩＤカード９′には前述したＩＤ情報に
代えて組合せパターンを記録しておく。そしてこの組合せパターン入力手段３′に、ＩＤ
カード９′に記録された組合せパターンを入力するようにしてもよいものである。
【００２８】
　組合せパターン入力手段３′から組合せパターンが入力されると、上述した図１に示す
実施例と同様に、ＣＰＵ５′が入力された組合せパターンに基づいて、この入力された組
合せパターンに対応する設定情報を記憶手段２′から選択する。本実施例において入力さ
れた組合せパターンを例えば組合せパターン２とした場合、記憶手段２′からは画像の括
り設定情報１と、画像処理条件の設定情報１と、画像 表示形態の設定情報２とが選択さ
れる。
【００２９】
　次いで、ＣＰＵ５′は磁気ディスク７′から画像データＳＯ 　 を読み出し、選択された
設定情報に基づいて画像処理手段８′において画像データＳＯ 　 の処理を行う。この画像
処理手段８′においては、選択された設定情報に基づき、画像のソート順序の入れ替え、
画像の括り、画像処理および拡大縮小処理がなされる。このように画像処理手段８′にお
いて所定の画像処理がなされた後、ＣＰＵ５′は処理済みの画像データＳＰ 　 をＣＲＴ６
′に入力し、この処理済みの画像データＳＰ 　 が可視像としてＣＲＴ６′に表示される。
【００３０】
　なお、図２においては図１に対応する手段の参照番号に′を付し、詳細な説明は省略す
る。
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【００３１】
　このように図２に示す本発明による画像表示装置は組合せパターンを入力するのみでそ
の組合せパターンに対応した表示 の設定条件を選択し、この選択された設定条件に
基づいて画像を表示するようにしたため、図１に示す本発明の実施例と同様に、複数の設
定条件から所望とする設定条件を画像を表示するごとに選択する必要がなくなるため、所
望とする表示 となるような表示 の画像を容易に表示できることとなる。さら
に上述した第１の実施例と比較してＩＤ情報の代わりに組合せパターンそのものを入力す
るようにしたため、ＩＤ情報と組合せパターンとを対応付けする必要がなくなり、設定情
報の選択をより迅速に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による画像表示装置の実施例を表す図
【図２】　本発明による画像表示装置の他の実施例を表す図
【符号の説明】
　　　１　　画像表示装置
　　　２，２′　　第１の記憶手段（記憶手段）
　　　３　　第２の記憶手段
　　　３′　　組合せパターン入力手段
　　　４　　ＩＤ情報入力手段
　　　５，５′　　ＣＰＵ
　　　６，６′　　ＣＲＴ
　　　７，７′　　磁気ディスク
　　　８，８′　　画像処理手段
　　　９，９′　　ＩＤカード
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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