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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像を保存する画像保存装置を備え、前記保存された医用画像を参照するためのリ
ンク情報が設定された診断レポートを作成する機能と前記画像保存装置に保存されていな
い医用画像を表示する機能とを有する医用画像情報システムにおいて、
前記画像保存装置に前記保存されていない医用画像を保存するに先立って、前記画像保存
装置における前記保存されていない医用画像の保存場所の予約要求を行う予約要求手段と
、
　前記予約要求を受けて前記保存されていない医用画像の保存場所の予約を行う予約手段
と、
　前記予約された保存場所に対して、ハイパーリンク処理によって、前記リンク情報を設
定するリンク情報設定手段と、
を有し、
　前記予約手段は、前記保存場所の予約を行った際に、前記画像保存装置の該保存場所に
ダミー画像を一時保存させることを特徴とする医用画像情報システム。
【請求項２】
　前記保存場所の予約要求がなされた医用画像を識別するための識別情報と、前記予約さ
れた保存場所の情報とを関連付けて記憶する記憶手段と、
　前記識別情報に基づいて、保存要求のあった医用画像が前記保存場所の予約要求がなさ
れた医用画像であるか否かを識別する識別手段と、
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　前記識別の結果、前記保存要求のあった医用画像が前記保存場所の予約された医用画像
である場合に、予約された保存場所に前記保存要求のあった医用画像を保存する保存手段
と、
を更に有することを特徴とする請求項１に記載の医用画像情報システム。
【請求項３】
　前記リンク情報設定手段は、前記保存されていない医用画像を表示するための表示条件
又は前記保存されていない医用画像を作成するために使用された元の医用画像を特定する
ための情報を前記リンク情報に更に設定することを特徴とする請求項１に記載の医用画像
情報システム。
【請求項４】
　前記予約要求手段は、複数の前記保存されていない医用画像の保存場所の予約要求を行
うことを特徴とする請求項１に記載の医用画像情報システム。
【請求項５】
　前記保存手段は、保存要求を受けた医用画像のうち、保存場所が予約された医用画像を
保存場所が予約されていない医用画像に対して優先して保存することを特徴とする請求項
２に記載の医用画像情報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像情報システムに関し、特に診断レポートに医用画像を関連付けする
ことができる機能に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置などの医用画像診断装置で撮影された医用画像を保存する画
像サーバ、保存した医用画像を表示する画像ビューア、読影医などが表示画像を読影した
結果に基づき診断レポートを作成するためのレポートシステム等を有する医用画像情報シ
ステムが既に実用化されている。このような装置においては、医師などは、画像ビューア
に表示された医用画像の所見を、診断レポートの所見記入欄に記入し、医用画像の所見に
基づく診断結果を診断記入欄に記入し、更に必要に応じて医用画像を診断レポートに貼り
付けることによって診断レポートをレポートシステムにより作成している。
【０００３】
　また、このようなレポートシステムに関して、例えば特許文献１では、診断レポート内
で指定された文字列に対して、画像サーバに保存された医用画像のリンク情報をハイパー
リンクとして設定可能としている。このようなハイパーリンクを設定することにより、診
断レポートと医用画像との関連付けを行い、診断レポートから医用画像を表示するための
画像ビューアを起動することが可能である。
【特許文献１】特開２００５－３０１４５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、診断レポートにおいてハイパーリンクを設定するためには医用画像の保存場所
（パス）の情報が必要であるため、基本的には既に画像サーバに保存されている医用画像
についてしかハイパーリンクを設定することができない。したがって、読影医等が画像ビ
ューア上で新たに作成した医用画像についてハイパーリンクを設定するためには、該作成
した医用画像を一旦画像サーバに保存した後で改めて診断レポートにおいてハイパーリン
クを設定する必要があり、結果として、診断の効率が低下する可能性がある。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、画像サーバに医用画像が保存されてい
なくとも診断レポートにリンク情報を設定することができる医用画像情報システムを提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、請求項１による医用画像情報システムは、医用画像を保
存する画像保存装置を備え、前記保存された医用画像を参照するためのリンク情報が設定
された診断レポートを作成する機能と前記画像保存装置に保存されていない医用画像を表
示する機能とを有する医用画像情報システムにおいて、前記画像保存装置に前記保存され
ていない医用画像を保存するに先立って、前記画像保存装置における前記保存されていな
い医用画像の保存場所の予約要求を行う予約要求手段と、前記予約要求を受けて前記保存
されていない医用画像の保存場所の予約を行う予約手段と、前記予約された保存場所に対
して、ハイパーリンク処理によって、前記リンク情報を設定するリンク情報設定手段と、
を有し、前記予約手段は、前記保存場所の予約を行った際に、前記画像保存装置の該保存
場所にダミー画像を一時保存させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、画像サーバに医用画像が保存されていなくとも診断レポートにリンク
情報を設定することができる医用画像情報システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【０００９】
　図１は、本発明の一実施形態に係る医用画像情報システムの主要な構成を示す図である
。図１の医用画像情報システムは、画像サーバ１と、クライアント２と、レポートサーバ
５とから主に構成されている。ここで、各ブロックは、図１で示すようにしてデータ通信
可能に接続されている。
【００１０】
　予約手段、記憶手段、識別手段、保存手段としての画像サーバ１は、Ｘ線ＣＴ装置やＭ
ＲＩ装置、超音波診断装置等の図示しない医用画像診断装置によって取得された医用画像
を保存及び管理する。この画像サーバ１は、医用画像を保存しておくためのストレージと
、該保存された医用画像に係る情報（医用画像を特定するためのＵＩＤ、検査日、患者情
報等の、後で医用画像を検索するために必要な情報）を保存しておくためのデータベース
（ＤＢ）と、画像サーバ１における各種制御を行う制御部とから構成されている。また、
本実施形態において、画像サーバ１は、クライアント２からの保存場所予約要求を受けて
作成される保存場所と、該保存場所に保存される医用画像とを対応付けするための予約用
データベーステーブルを記憶している。
【００１１】
　予約要求手段、リンク情報設定手段としてのクライアント２は、読影医等のユーザの操
作入力を受けて電子的な診断レポートを作成するための端末装置である。このクライアン
ト２には、例えば診断レポート編集画面上で文字入力を行うためのキーボードや各種指定
操作を行うためのマウス等の操作部３と、画像サーバ１に保存されている医用画像を呼び
出して表示する画像ビューア４とが接続されている。
【００１２】
　ここで、クライアント２は、電子的な診断レポートを作成するための機能として、例え
ば所定の診断レポート作成用のアプリケーションソフトウェアがインストールされている
コンピューターである。更に、クライアント２は、液晶モニタ等の表示部を有し、この表
示部上に診断レポートの作成画面を表示させる。読影医等は、該診断レポート作成画面上
において画像ビューア４に表示された医用画像を見ながら診断レポートを作成することが
可能である。更に、本一実施形態においては、診断レポート内の文字列に画像サーバ１内
の医用画像データを関連付けるためのリンク情報をハイパーリンクとして設定することが
可能である。
【００１３】
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　また、画像ビューア４は、画像サーバ１から呼び出した医用画像をそのまま表示するだ
けでなく、読影医等による操作部３の操作に従って、画像サーバ１から呼び出した医用画
像から、該医用画像を別の断面から見た画像を作成して表示するＭＰＲビューアとしての
機能も有している。なお、この画像ビューア４は、クライアント２に画像ビューア４用の
アプリケーションソフトウェアをインストールして構成しても良い。
【００１４】
　レポートサーバ５は、クライアント２において作成された診断レポートを該診断レポー
トに係る情報（診断レポートを特定するためのＵＩＤ等）と関連付けて保存する。
【００１５】
　以下、本実施形態の作用について説明する。図２は、ユーザが新たに医用画像（例えば
ＭＰＲ画像）を作成し、この新たに作成した医用画像にハイパーリンクを設定する際の画
像サーバ１の動作について示すフローチャートである。また、図３は、ユーザが新たに医
用画像を作成し、この新たに作成した医用画像にハイパーリンクを設定する際のクライア
ント２の動作について示すフローチャートである。
【００１６】
　まず、読影医等のユーザによる操作部３の操作によってハイパーリンクを設定する旨の
指示が行われると（ステップＳ１１）、クライアント２は、ハイパーリンクを設定する医
用画像を保存するための保存場所を予約するための保存場所予約要求を画像サーバ１に送
信する（ステップＳ１２）。ここで送信される保存場所予約要求には、後で作成される医
用画像を特定するための画像特定情報（画像ＵＩＤ等）が含まれている。
【００１７】
　画像サーバ１は、クライアント２から保存場所予約要求を受信すると（ステップＳ１）
、保存場所の発行及び予約を行う（ステップＳ２）。また、画像サーバ１は、保存場所予
約要求に含まれて送信される画像特定情報と保存場所情報とを対応付けて、予約用データ
ベーステーブルに登録する。このようにして保存場所の予約が完了すると、画像サーバ１
は、予約した保存場所の情報をクライアント２に通知する（ステップＳ３）。
【００１８】
　クライアント２は、画像サーバ１から保存場所の情報を受信すると（ステップＳ１３）
、この受信した保存場所に対してハイパーリンクを設定する（ステップＳ１４）。ここで
、ハイパーリンクとして設定する情報には、医用画像の保存場所の情報の他に、医用画像
を作成するのに使用する画像（元画像）を特定するための情報や、診断レポートにおいて
ハイパーリンクが設定された文字列が指定された場合の対応する医用画像の表示条件の情
報等を併せて設定するようにしても良い。
【００１９】
　その後、ユーザにより画像サーバ１に新たに保存する医用画像（例えば、ＭＰＲ画像）
が作成されると（ステップＳ１５）、クライアント２は、作成された医用画像を、医用画
像保存要求と共に画像サーバ１に送信し（ステップＳ１６）、クライアント２側の処理が
終了する。ここで、医用画像保存要求にはステップＳ１２において発行された画像特定情
報が含まれるものである。また、クライアント２において診断レポートが作成された後は
、作成された診断レポートがレポートサーバ５に保存される。
【００２０】
　画像サーバ１は、クライアント２から医用画像と医用画像保存要求とを受信すると（ス
テップＳ４）、医用画像保存要求に含まれて送信された画像特定情報から、受信した医用
画像が保存場所の予約がなされた画像であるか否かを判定する（ステップＳ５）。ステッ
プＳ５の判定において、受信した画像特定情報が予約用データベーステーブルに登録され
ていない場合、即ち受信した医用画像が保存場所の予約がなされた画像でない場合には、
画像サーバ１は、通常の保存ルーチンで受信した医用画像を保存する（ステップＳ６）。
即ち、画像サーバ１は、現在の医用画像の保存状況を調べ、空いている保存場所に受信し
た医用画像を保存する。一方、ステップＳ５の判定において、受信した画像特定情報が予
約用データベーステーブルに登録されている場合、即ち受信した医用画像が保存場所の予
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約がなされた画像である場合には、画像サーバ１は、受信した医用画像を予約されている
保存場所に保存する（ステップＳ７）。そして、医用画像の保存が完了した後、画像サー
バ１は、該保存した医用画像に係る情報（画像ＵＩＤ、検査日、患者情報等の後で医用画
像を検索するために必要な情報）をＤＢに保存する（ステップＳ８）。これにより、画像
サーバ１側の処理が終了する。
【００２１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、実際にハイパーリンクを設定するに先立っ
て、クライアント２から画像サーバ１に保存場所の予約要求が行われ、この予約要求に従
って保存場所が予約される。そして、この予約された保存場所に対してハイパーリンクが
設定される、その後に画像サーバ１に送信される医用画像は予約された保存場所に保存さ
れるので、画像サーバ１に医用画像が保存されていなくともハイパーリンクを設定するこ
とが可能である。
【００２２】
　ここで、本実施形態においては、ハイパーリンクの設定を行ってから医用画像を作成す
るようになっているが、医用画像を作成した後でハイパーリンクの設定を行うようにして
も良い。この場合には、実際に医用画像が作成されているので、画像ＵＩＤ以外に、例え
ば画像サイズ等の情報も保存場所予約要求に含めて送信するようにしても良い。
【００２３】
　また、本実施形態においては、画像ＵＩＤ等の画像特定情報はクライアント２が発行す
るようになっているが、クライアント２は保存場所の予約要求のみを行い、画像特定情報
の発行を画像サーバ１で行うようにしても良い。
【００２４】
　また、本実施形態においては、画像サーバ１に保存する医用画像は、保存場所予約要求
がなされた医用画像だけでなく、保存場所予約要求がなされた医用画像の他に、画像ビュ
ーア４において作成後、表示されている全ての医用画像を保存するようにしても良いし、
保存場所予約要求がなされた医用画像に関連する医用画像、例えばＣＴ画像であれば、前
後のスライス位置の画像から設定された範囲において設定されたスライスピッチ又は枚数
に基づいてバッチ処理的に作成されたＭＰＲ画像を保存するようにしても良い。
【００２５】
　また、画像サーバ１は保存場所の予約を行った場合に、予約場所にダミーの画像を保存
するようにしても良い。このダミー画像は、例えば保管場所の予約がなされていることを
ユーザに通知するための画像である。このようなダミー画像を保存しておくことにより、
医用画像の保存が実際になされていなくとも、ハイパーリンクの設定がなされた文字列を
指定した場合にはダミー画像が表示されることになるので、医用画像の保管が終了する前
にハイパーリンクの設定が正しくなされているか否かをユーザが確認することができる。
【００２６】
　また、画像サーバ１は保存場所予約要求がなされた医用画像の保存要求を受けた際に、
他の画像（保存予約がされていない医用画像）より優先的に保存するようにしても良い。
この優先度は、画像サーバ１が判断しても良いし、クライアント２が指定しても良い。こ
のように保存場所が予約された医用画像の保存を優先的に行うことで、大量の画像の登録
などで画像サーバ１の負荷が高い状態であっても、ハイパーリンクの設定をスムーズに行
うことができる。
【００２７】
　更に、本実施形態では、ハイパーリンクを設定する医用画像の例として、ＭＰＲ画像を
挙げているが、これに限るものではない。例えば、複数の医用画像の差分画像等や、元の
医用画像に諧調処理を施した画像等にハイパーリンクを設定する場合にも、上述した本実
施形態の手法を適用できる。
【００２８】
　以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
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【００２９】
　さらに、上記した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構
成要件の適当な組合せにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全
構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、上述したような課題を解決でき、上述
したような効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成も発明として抽出さ
れ得る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係る医用画像情報システムの主要な構成を示す図である。
【図２】ユーザが新たに医用画像を作成し、この新たに作成した医用画像にハイパーリン
クを設定する際の画像サーバの動作について示すフローチャートである。
【図３】ユーザが新たに医用画像を作成し、この新たに作成した医用画像にハイパーリン
クを設定する際のクライアントの動作について示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３１】
　１…画像サーバ、２…クライアント、３…操作部、４…画像ビューア、５…レポートサ
ーバ

【図１】

【図２】

【図３】
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