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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数の参照画像を含む参照画像セットであって、前記１つまたは複数の参照
画像の各画像内に少なくとも１つの参照解剖学的構造物が識別され、関連する解剖学的情
報が、前記１つまたは複数の参照画像の各画像内の前記少なくとも１つの参照解剖学的構
造物に相関される、参照画像セット（２１０）と、
　取得された１つまたは複数の画像（２２０）を前記参照画像セットと位置合わせするた
めの画像位置合わせモジュール（１１０）であって、前記取得された１つまたは複数の画
像内の取得された少なくとも１つの解剖学的構造物を前記参照画像セットと位置合わせし
、前記関連する解剖学的情報を前記参照画像セットに基づいて前記取得された１つまたは
複数の画像に関連付ける、画像位置合わせモジュール（１１０）と、
　取得された１つまたは複数の画像（２２０）と関連付けられた前記関連する解剖学的情
報とを表示することができる表示モジュールであって、前記解剖学的情報の少なくとも一
部に基づいて、前記取得された１つまたは複数の画像の表示設定を自動的に調整する表示
モジュールと、
を含む、臨床情報を少なくとも１つの画像に相関させるための画像位置合わせシステム（
１００）であって、
　前記システムは、取得された１つまたは複数の画像と関連する解剖学的部分を含むメタ
データを読み、かつ、前記表示モジュールにより前記メタデータに関連するウィンドウレ
ベル設定を調整して画像をＰＡＣＳワークステーション上に表示するように操作可能なＰ
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ＡＣＳワークステーションを備え、
　前記関連する解剖学的情報は優先度と関連する複数の表示設定を含み、取得された画像
のうち関連する優先度が最も高い解剖学的構造物のウィンドウレベル設定にしたがって前
記取得された画像を表示し、
　前記関連する解剖学的情報が、構造化レポートに入力する所見の選択を狭めることがで
きる、
画像位置合わせシステム（１００）。
【請求項２】
　前記関連する解剖学的情報が、前記取得された少なくとも１つの解剖学的構造物に関連
する臨床情報を含む、請求項１に記載のシステム（１００）。
【請求項３】
　前記関連する解剖学的情報が、ユーザが音声コマンドに基づいて画像を要求することを
可能にする、請求項１に記載のシステム（１００）。
【請求項４】
　前記音声コマンドが、前記取得された１つまたは複数の画像（２２０）内の解剖学的構
造物に関する、請求項３に記載のシステム（１００）。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には、画像保管通信システム（ＰＡＣＳ：ｐｉｃｔｕｒｅ　ａｒｃｈｉ
ｖｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）上の解剖学的ラベリン
グに関する。本発明は、詳細には、解剖学的構造物に特有の画像提示および解析を可能に
するＰＡＣＳ上の解剖学的ラベリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　臨床または医療環境は、撮像システム、データ記憶システム、および医療環境内で使用
される他の機器を編成し、またその使い易さを向上させることの恩恵を受ける、混雑した
、要求の多い環境である。病院やクリニックなどの医療環境は、多くの様々な専門家、患
者および機器を包含する。医療施設の人員は、複数の患者、システム、および患者への高
品質サービスの提供の課題を管理しなければならない。医療関係者は、そのワークフロー
の多くの問題または障害に遭遇することがある。
【０００３】
　病院やクリニックなどの医療環境は、病院情報システム（ＨＩＳ：ｈｏｓｐｉｔａｌ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）および放射線情報システム（ＲＩＳ：ｒａｄｉ
ｏｌｏｇｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）などの臨床情報システム、および
画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）などの記憶システムを含む。格納された情報は、たと
えば、患者の病歴、撮像データ、テスト結果、診断情報、管理情報および／またはスケジ
ューリング情報を含んでもよい。情報は、集中的に格納されても、複数の位置に分割され
てもよい。医療関係者は、医療ワークフローの様々な時点で患者情報または他の情報にア
クセスしたいと望むことがある。たとえば、手術中、医療関係者は、医療情報システムに
格納された患者の解剖学的構造物の画像などの患者情報にアクセスしてもよい。あるいは
、進行中の医療手順の間、医療関係者は、病歴、診断または治療情報などの新しい情報を
医療情報システムに入力してもよい。
【０００４】
　ＰＡＣＳは、医療診断用の撮像装置に接続し、（取得装置とＰＡＣＳの間の）取得ゲー
トウェイ、記憶および保管ユニット、表示ワークステーション、データベースおよび高度
データプロセッサを使用してもよい。これらの構成要素は、通信網とデータ管理システム
によって共に統合される。一般にＰＡＣＳの目標には、医療運営を合理化し、分散された
遠隔検査および診断を容易にし、患者のケアを向上させることがある。
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【０００５】
　ＰＡＣＳシステムの一般的な応用例は、医療専門家による検査用に１つまたは複数の医
用画像を提供することである。たとえば、ＰＡＣＳシステムは、放射線技師による診断検
査の実施のために画像が表示される表示ワークステーションに一連のＸ線画像を提供する
ことができる。これらの画像の提示に基づいて、放射線技師は、診断を提供することがで
きる。たとえば、放射線技師は、患者の肺のＸ線画像内の腫瘍または病変を診断すること
ができる。
【０００６】
　ＰＡＣＳは、構成し、操作するのが複雑である。さらに、ＰＡＣＳを使用することは、
ユーザによって異なり得る訓練および準備を要する。したがって、ＰＡＣＳの操作を容易
にするシステムおよび方法が非常に望ましい。ＰＡＣＳの使い易さおよび自動化を向上さ
れるシステムおよび方法が求められている。
【０００７】
　コンピュータ断層撮影（「ＣＴ：Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」）検査は
、患者の体の大きい断面を走査することから取得される画像を含んでもよい。たとえば、
胸部／腹部／骨盤ＣＴ検査は、複数の異なる解剖学的構造物の１つまたは複数の画像を含
む。しかし、それぞれの解剖学的構造物は、それぞれ異なるウィンドウレベル設定の下で
よりよく見ることができる。したがって、放射線技師あるいは他の人員は、胸部／腹部／
骨盤ＣＴ検査を解釈しているとき、たとえば、異なる解剖学的構造物の画像を見るために
、異なるウィンドウレベル設定のうちで切り換えを行う。ウィンドウレベル設定（１つま
たは複数）が、放射線技師および他の人員が見ている画像（１つまたは複数）／解剖学的
構造物（１つまたは複数）に基づいて彼らのために自動的に調整されるならば、彼らにと
って有益である。
【０００８】
　現在、画像レビューワークステーションは、関連する解剖学的データの提示を容易にす
るために画像コンテンツを解剖学的構造物に相関させることができない。しかし、放射線
技師などの医療関係者は、患者の画像（１つまたは複数）を見、かつ／または解釈すると
きに、特定の解剖学的構造についての情報および／または他の患者データを見ることに関
心があり得る。たとえば、放射線技師は、肝臓を含むＣＴ軸画像を見ているとき、肝臓に
関連する疾病プロセス、または肝臓に関連する患者の臨床検査について知りたいと望むこ
とがある。したがって、肝臓など、関心のある解剖学的構造物を認識し、解剖学的構造物
に関連した情報を探索し、ユーザに提示する能力を有する画像レビューワークステーショ
ンが非常に望ましい。
【０００９】
　検査解釈プロセスの間、放射線技師および／または他の医療関係者は、レポート構成の
機構として画像所見を書き留めたいと望むことがある。構造化レポートの場合、放射線技
師は、データ入力の機構が厄介すぎると考えていた。すなわち、検査手順に関連する非常
に多くの可能な所見があるので、所見は、何らかの階層構造で分類する必要がある。選択
の複数の階層レベルおよび選択肢は、放射線技師に、広範囲な手動の操作を求める。
【００１０】
　たとえば、胸部／腹部／骨盤ＣＴ検査は、肝臓、膵臓、胃などの画像を含んでもよい。
放射線技師は、肝臓に関連する所見を入力したいと望む場合、所望の所見の識別が可能に
なる前に、ＧＵＩに提示された選択肢の階層を現在は横断しなければならない。
【００１１】
　放射線技師は、検査解釈プロセスで患者の画像を見ているとき、特定の器官に特有の画
像を見たいと望むことがある。たとえば、結腸癌の病歴のある患者は、胃、小腸、肝臓、
膵臓、結腸などの画像を含むＣＴ検査を受ける。放射線技師は、結腸の画像をまず見たい
と望むことがある。結腸が著しい異常を示さない場合、放射線技師は、レポートされた徴
候が肝臓の病気に関すると疑うことがあり、肝臓を含む画像を見たいと望む。しかし、画
像レビューワークステーションには、放射線技師が器官に特有の画像を見ることを可能に
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する方法が現在存在しない。放射線技師は、画像を順番に見ることができるにすぎない。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３０２２８０４２号公報
【特許文献２】米国特許第６，９１２，８８８号公報
【特許文献３】米国特許第６，９１０，２７８号公報
【特許文献４】米国特許第６，８７３，４２１号公報
【特許文献５】米国特許第６，８４１，７８０号公報
【特許文献６】米国特許第６，８２５，９３７号公報
【特許文献７】米国特許第６，７８８，２１０号公報
【特許文献８】米国特許第６，６３６，２５５号公報
【特許文献９】米国特許第６，６０３，１０３号公報
【特許文献１０】米国特許第６，４３８，２７２号公報
【特許文献１１】米国特許第６，２５２，６２３号公報
【特許文献１２】米国特許第６，２２９，９１３号公報
【特許文献１３】米国特許第６，０８４，７１２号公報
【特許文献１４】米国特許第６，０４０，９１０号公報
【特許文献１５】米国特許第５，８３５，２１８号公報
【特許文献１６】米国特許第５，８２５，４９５号公報
【特許文献１７】米国特許第５，６３６，０２５号公報
【特許文献１８】米国特許第５，１８９，４９３号公報
【特許文献１９】米国特許第５，０６９，５４８号公報
【特許文献２０】米国特許第４，９８４，８９３号公報
【特許文献２１】米国特許第４，９８３，０４３号公報
【特許文献２２】米国特許第４，６４１，９７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、改良された画像提示および解析のためのシステムおよび方法が求められて
いる。解剖特有の画像提示および解析を容易にする解剖学的ラベリングのためのシステム
および方法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の特定の実施形態は、画像位置合わせ、および関連情報の表示のためのシステム
および方法を提供する。特定の実施形態は、臨床情報を少なくとも１つの画像と相関させ
るための画像位置合わせシステムを提供する。このシステムは、１つまたは複数の参照画
像を含む参照画像セットと、取得された１つまたは複数の画像を参照画像セットと位置合
わせするための画像位置合わせモジュールとを含む。１つまたは複数の参照画像の各画像
内に、少なくとも１つの参照解剖学的構造物が識別される。関連する解剖学的情報は、１
つまたは複数の参照画像の各画像内の少なくとも１つの参照解剖学的構造物と相関される
。画像位置合わせモジュールは、取得された１つまたは複数の画像内の取得された少なく
とも１つの解剖学的構造物を参照画像セットに位置合わせする。画像位置合わせモジュー
ルは、参照画像セットに基づいて、関連する解剖学的情報を取得された１つまたは複数の
画像に関連付ける。
【００１４】
　一実施形態では、このシステムは、患者特性に基づく２つ以上の参照画像セットを含ん
でもよい。患者特性は、体重、身長、性別、国籍などを含む。患者特性の組合せは、たと
えば、それぞれ異なる参照セットを表してもよい。一実施形態では、新たに取得された画
像検査が、参照画像セットに関連するそれぞれ異なる特性に基づいて分類されてもよい。
【００１５】
　一実施形態では、このシステムは、取得された１つまたは複数の画像、および関連付け
られた関連する解剖学的情報を表示することができる表示モジュールをさらに含む。関連
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情報は、たとえば、取得された１つまたは複数の画像に関連するメタデータとして格納さ
れてもよい。一実施形態では、関連する解剖学的情報は、取得された少なくとも１つの解
剖学的構造物に関連する臨床情報を含む。一実施形態では、関連する解剖学的情報は、解
剖学的構造物に基づいて、取得された１つまたは複数の画像を表示するためのウィンドウ
レベル設定を含む。
【００１６】
　一実施形態では、関連する解剖学的情報は、ユーザが音声コマンドに基づいて画像を要
求することを可能にする。音声コマンドは、たとえば、取得された１つまたは複数の画像
内の解剖学的構造物に関してもよい。一実施形態では、関連する解剖学的情報は、少なく
とも１つの解剖学的構造物に基づいて、構造化レポート所見の選択を狭めることができる
。
【００１７】
　特定の実施形態は、コンピュータや他の処理装置など、プロセッサ上で実行する１組の
命令を含むコンピュータ読取り可能記憶媒体を提供する。１組の命令は、取得された画像
を少なくとも１つの参照画像セットに対して位置合わせするように構成された画像位置合
わせルーチンを含み、少なくとも１つの参照画像セットが、関連する解剖学的情報、およ
び取得された画像を関連する解剖学的情報に基づいて表示するための表示ルーチンに関連
付けられる。一実施形態では、関連する解剖学的情報は、解剖学的構造体に基づく取得さ
れた画像の音声ナビゲーションを容易にする。一実施形態では、関連する解剖学的情報は
、たとえば患者の臨床情報、参照源、疾病プロセス、関連画像、および／または薬物相互
作用を含む。
【００１８】
　一実施形態では、関連する解剖学的情報は、取得された画像と共に表示される。一実施
形態では、関連する解剖学的情報は、取得された画像のうちの少なくとも１つを表示する
ために、ウィンドウレベル設定などの表示設定を指定する。関連する解剖学的情報は、関
連する優先度を有する複数の表示設定を含んでもよく、取得された画像は、取得された画
像の中で最も高い関連優先度を有する解剖学的構造物に従って表示される。一実施形態で
は、関連する解剖学的情報は、構造化レポートに入力する所見の選択を狭めることができ
る。
【００１９】
　特定の実施形態は、取得された画像内の解剖学的構造物を参照画像と相関させる方法を
提供する。この方法は、取得された画像内の１つまたは複数の解剖学的部分を識別する段
階と、１つまたは複数の解剖学的部分に基づいて、取得された画像を参照画像にマッピン
グする段階と、取得された画像に関して関連する解剖学的情報を格納する段階と、取得さ
れた画像を関連する解剖学的情報に基づいて表示する段階とを含む。この方法は、取得さ
れた画像の表示を音声コマンドに基づいて制御する段階を含むこともでき、音声コマンド
が関連する解剖学的情報に関連する。
【００２０】
　一実施形態では、関連する解剖学的情報は、取得された画像と共に表示される。関連す
る解剖学的情報は、たとえば臨床情報、参照情報、疾病プロセス情報、関連画像、および
／または薬物相互作用情報を含んでもよい。一実施形態では、関連する解剖学的情報に合
わせて作られたが所見のリストが、構造化レポートへの入力用に表示されてもよい。一実
施形態では、取得された画像は、関連する解剖学的情報に基づいて、ウィンドウレベル設
定および／または他の表示設定など、表示設定に従って表示される。
【００２１】
　特定の実施形態は、画像解剖に基づいて構造化レポートを構築するための方法を提供す
る。この方法は、画像内の解剖学的構造を識別する段階と、解剖学的構造を参照画像セッ
トにマッピングする段階と、構造化レポートへの入力用に、解剖学的構造に関連する画像
所見のリストを提示する段階とを含む。
【００２２】
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　上記「課題を解決するための手段」、ならびに本発明の特定の実施形態についての以下
の詳細説明は、添付の図面と併せ読まれるときによりよく理解される。本発明について説
明するために、特定の実施形態が図面に示されている。しかし、本発明は、添付の図面に
示された構成および手段に限定されないことを理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、本発明の一実施形態に従って使用された例示的な画像保管通信システム（ＰＡ
ＣＳ）１００を示している。ＰＡＣＳシステム１００は、撮像モダリティ１１０と、取得
ワークステーション１２０と、ＰＡＣＳサーバ１３０と、１つまたは複数のＰＡＣＳワー
クステーション１４０とを含む。システム１００は、任意の数の撮像モダリティ１１０と
取得ワークステーション１２０とＰＡＣＳサーバ１３０とＰＡＣＳワークステーション１
４０とを含んでもよいが、図１に示されたシステム１００の実施形態に決して限定されな
い。システム１００の構成要素は、たとえば有線および／または無線通信を介して通信し
てもよく、たとえば別個のシステムであっても、かつ／または様々な程度に統合されても
よい。
【００２４】
　動作において、撮像モダリティ１１０は、患者の解剖学的構造物の１つまたは複数の画
像を得る。撮像モダリティ１１０は、医療診断撮像装置など、患者の解剖学的構造物の画
像を捕捉することができる任意の装置を含んでもよい。たとえば、撮像モダリティ１１０
は、Ｘ線撮影装置、超音波スキャナ、磁気共鳴撮影装置などを含んでもよい。画像（１つ
または複数）を表す画像データは、撮像モダリティ１１０と取得ワークステーション１２
０の間で通信される。画像データは、たとえば有線または無線接続を介して電子的に通信
されてもよい。
【００２５】
　一実施形態では、取得ワークステーション１２０は、ＰＡＣＳワークステーション１４
０上で見るための画像準備のために、たとえば１つまたは複数の前処理機能を画像データ
に適用してもよい。たとえば、取得ワークステーション１２０は、生画像データをＤＩＣ
ＯＭ規格形式に変換しても、ＤＩＣＯＭヘッダを添付してもよい、前処理機能は、撮像お
よび表示ワークフローの最初に適用される、たとえばモダリティ特有の拡張物（たとえば
特定のＸ線撮像装置に特有のコントラストまたは周波数補償機能）と特徴付けられてもよ
い。前処理機能は、処理機能がモダリティ特有のものではなく、撮像および表示ワークフ
ローの最後に（たとえば表示ワークステーション１４０上で）適用されるという点で、画
像データに適用される処理機能とは異なる。
【００２６】
　次いで、画像データは、取得ワークステーション１２０とＰＡＣＳサーバ１３０の間で
通信されてもよい。画像データは、たとえば有線または無線接続を介して電子的に通信さ
れてもよい。
【００２７】
　ＰＡＣＳサーバ１３０は、ＰＡＣＳワークステーション１４０上で後に取り出して見る
ために画像データを格納するのに適したコンピュータ読取り可能記憶媒体を含んでもよい
。ＰＡＣＳサーバ１３０は、１つまたは複数のＰＡＣＳワークステーション１４０による
画像データの追加処理および／または前処理のための１つまたは複数のソフトウェアアプ
リケーションを含むこともできる。
【００２８】
　１つまたは複数のＰＡＣＳワークステーション１４０は、サーバ１３０と通信すること
ができ、またはそのように構成される。ＰＡＣＳワークステーション１４０は、たとえば
汎用処理回路、ＰＡＣＳサーバ１３０インターフェース、ソフトウェアメモリ、および／
または画像表示モニタを含んでもよい。ＰＡＣＳサーバ１３０インターフェースは、ＴＣ
Ｐ／ＩＰベースのネットワークに接続するネットワークカードとして実装されてもよいが
、たとえばパラレルポートインタフェースとして実装されることもできる。
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【００２９】
　ＰＡＣＳワークステーション１４０は、１つまたは複数のユーザに表示するためにサー
バ１３０から画像データを取り出しまたは受け取ってもよい。たとえば、ＰＡＣＳワーク
ステーション１４０は、患者の胸部のコンピューテッドラジオグラフィ（「ＣＲ：ｃｏｍ
ｐｕｔｅｄ　ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｙ」）画像を表す画像データを取り出しまたは受け取
ってもよい。次いで、放射線技師またはユーザは、たとえば腫瘍、病変など、関心のある
任意の対象物の画像を検査してもよい。
【００３０】
　またＰＡＣＳワークステーション１４０は、画像データに処理機能を適用することがで
き、またはそのように構成されることができる。たとえば、ユーザは、画像データを表す
画像内の特徴を向上させる処理機能を適用したいと望むことがある。したがって、処理機
能は、ユーザの画像診断を容易にするために患者の解剖学的構造物の画像を調整してもよ
い。こうした処理機能は、画像データの視覚的外観または表現を変更することができる任
意のソフトウェアベースのアプリケーションを含んでもよい。たとえば、処理機能は、画
像の反転、画像の拡大、画像のパニング、画像データのウィンドウおよび／またはグレー
スケール表現レベルの変更、ならびに画像のコントラストおよび／または輝度の変更のう
ちの１つまたは複数を含んでもよい。
【００３１】
　一実施形態では、ＰＡＣＳシステム１００は、ＰＡＣＳワークステーション１４０上で
画像を見、かつ／またはアプリケーションにアクセスするための１つまたは複数のパース
ペクティブを提供してもよい。パースペクティブは、ＰＡＣＳワークステーション１４０
上でローカルに、かつ／またはＰＡＣＳサーバ１３０からリモートで提供されてもよい。
一実施形態では、ＰＡＣＳシステム１００は、複数のパースペクティブによって画像を見
るために使用することができるパースペクティブマネージャを含む。ＰＡＣＳサーバ１３
０および／またはＰＡＣＳワークステーション１４０は、パースペクティブマネージャを
含んでもよく、またはパースペクティブマネージャは、別個のシステムで実装されてもよ
い。一実施形態では、それぞれＰＡＣＳワークステーション１４０が、パースペクティブ
マネージャを含んでもよい。
【００３２】
　ユーザは、画像内の特徴をさらに向上させるために、１つまたは複数の画像に追加の処
理段階を適用したいと望むことがある。たとえば、ユーザは、正確な診断を行うことへの
ユーザの信頼度レベルに適合して画像の提示を変更するために、追加の処理機能または段
階を画像に適用したいと望むことがある。換言すると、それぞれ異なるユーザは、デフォ
ルトの画像処理ワークフローに含まれるものとは異なり、または追加の処理段階を適用し
たいと望むことがある。
【００３３】
　追加の画像処理段階（１つまたは複数）は、診断検査用に画像を準備するのに有用な任
意の画像処理段階を含んでもよい。たとえば、上述されたように、（デフォルトの画像処
理段階または追加の画像処理段階としての）画像処理段階は、画像の反転、画像の拡大、
画像のパニング、ならびに画像のウィンドウ、レベル、輝度およびコントラスト設定のう
ちの１つまたは複数の変更を含み得る。
【００３４】
　ＰＡＣＳワークステーション１４０は、１つまたは複数のユーザに表示するためにサー
バ１３０から画像データを取り出しまたは受け取ってもよい。たとえば、ＰＡＣＳワーク
ステーション１４０は、患者の胸部のコンピューテッドラジオグラフィ画像を表す画像デ
ータを取り出しまたは受け取ってもよい。次いで、放射線技師は、たとえば腫瘍、病変な
ど、関心のある任意の対象について、表示装置上に表示された画像を検査してもよい。
【００３５】
　またＰＡＣＳワークステーション１４０は、サーバ１３０から１つまたは複数のハンギ
ングプロトコルを取り出し、かつ／または受け取ることができ、またはそのように構成さ
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れる。たとえば、デフォルトのハンギングプロトコルが、サーバ１３０からＰＡＣＳワー
クステーション１４０に通信されてもよい。ハンギングプロトコルは、たとえば有線また
は無線接続を介して、サーバ１３０とＰＡＣＳワークステーション１４０の間で通信され
てもよい。
【００３６】
　一般に、ＰＡＣＳワークステーション１４０は、サーバ１３０から取り出されかつ／ま
たは受け取られた画像データを表す画像を提示してもよい。ＰＡＣＳワークステーション
１４０は、ハンギングプロトコルに従って画像を提示してもよい。上述されたように、ハ
ンギングプロトコルは、ＰＡＣＳワークステーション１４０の表示装置上に画像を提示し
、フォーマッティングし、別のやり方で編成するための１組の表示規則である。表示規則
は、１つまたは複数の画像を特定の時間および／または空間レイアウトもしくはシーケン
スで提示するための規約である。たとえば、ハンギングプロトコルは、表示装置上の特定
の位置に複数の画像を表示し、かつ／または特定のシーケンスまたは順序で複数の画像を
表示するようにコンピュータに指示する１組のコンピュータ読取り可能命令（またはたと
えば表示規則）を含んでもよい。別の例では、ハンギングプロトコルは、表示装置上の複
数の画面および／または表示域に複数の画像を置くようにコンピュータに指示する１組の
コンピュータ読取り可能命令を含んでもよい。一般に、ハンギングプロトコルは、画像内
の特徴となっている患者解剖学的構造物の診断検査用に複数の画像を提示するために使用
されてもよい。
【００３７】
　ハンギングプロトコルは、たとえば、同じ解剖学的構造物の横方向画像に隣接した前後
方向（「ＡＰ：ａｎｔｅｒｉｏｒ－ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ」）画像を表示するようにＰＡＣ
Ｓワークステーション１４０に指示してもよい。別の例では、ハンギングプロトコルは、
横方向画像を表示する前にＡＰ画像を表示するようにＰＡＣＳワークステーション１４０
に指示してもよい。一般に、ハンギングプロトコルによって、ＰＡＣＳワークステーショ
ン１４０の複数の画像が空間的および／または時間的にどのように提示されるか決定付け
られる。
【００３８】
　ハンギングプロトコルは、デフォルト表示プロトコル（「ＤＤＰ：ｄｅｆａｕｌｔ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ」）と異なる。一般に、ＤＤＰは、画像データに一連の
画像処理機能を適用するデフォルトのワークフローである。画像処理機能は、（画像デー
タに基づく）画像をユーザに提示するために画像データに適用される。画像処理機能は、
画像データの外観を変更する。たとえば、画像処理機能は、画像のコントラストレベルを
変更してもよい。
【００３９】
　ＤＤＰは一般に、画像の任意の診断検査の前に適用される処理段階または機能を含む。
たとえば、処理機能は、（画像データに基づく）画像内の特徴を向上させるために画像デ
ータに適用されてもよい。こうした処理機能は、画像データの視覚的外観または表現を変
更することができる任意のソフトウェアベースのアプリケーションを含むことができる。
たとえば、処理機能は、画像の反転、画像の拡大、画像のパニング、画像データの表現の
ウィンドウおよび／またはレベル設定の変更、ならびに画像データの表現のコントラスト
および／または輝度設定の変更のうちの任意の１つまたは複数を含むことができる。
【００４０】
　ＤＤＰは通常、画像データを得るために使用されるあるタイプの撮像モダリティに基づ
く。たとえば、一般にＣアーム撮像装置で、または特定のＣアーム撮像装置で得られた画
像データは、画像データに適用される同じまたは類似のＤＤＰを有することがある。一般
にＤＤＰは、多くのユーザにとって最も有用なやり方で画像データを提示しようと試みる
。
【００４１】
　反対に、画像データにハンギングプロトコルを適用することは、（画像データに基づく
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）画像の外観を変更しないが、そうではなく、上述されたように、（１つまたは複数の）
画像がどのように提示されるか決定付ける。
【００４２】
　サーバ１３０は、複数のハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰを格納してもよい
。サーバ１３０に格納されており、まだ修正またはカスタマイズされていないハンギング
プロトコルおよび／またはＤＤＰは、デフォルトのハンギングプロトコル／ＤＤＰである
。デフォルトハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰは、たとえば手動の選択、ユー
ザ識別および／または画像データの前処理など、任意の数の関連する要因に基づいて、複
数のデフォルトハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰから選択されてもよい。
【００４３】
　具体的には、デフォルトハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰは、ユーザが特定
のプロトコルを選択するとそのデフォルトプロトコルを単に通信することによって、手動
選択に基づいて選択されてもよい。ユーザは、たとえばＰＡＣＳワークステーション１４
０で選択してもよい。
【００４４】
　別の例では、デフォルトプロトコルは、ユーザ識別に基づいて選択されてもよい。たと
えば、ユーザは、好ましいＤＤＰを有することがある。ＤＤＰは、画像の特定の時間およ
び／または空間レイアウトへのユーザ嗜好に合うようにカスタマイズされていることがあ
る。ユーザが（たとえば正確なログインとパスワードの組合せを入力することによって、
または他の何らかのタイプのユーザＩＤ識別手順によって）ＰＡＣＳワークステーション
１４０へのアクセスを得ると、たとえば、好ましいＤＤＰは、ＰＡＣＳワークステーショ
ン１４０に通信されてもよい。
【００４５】
　別の例では、デフォルトプロトコルは、画像データの前処理に基づいて選択されてもよ
い。画像データの前処理は、ユーザのレビュー用のために画像を準備する、当業者に知ら
れている任意の画像処理を含んでもよい。前処理は、たとえば画像データのコンピュータ
支援診断（「ＣＡＤ：ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ａｉｄｅｄ　ｄｉａｇｎｏｓｉｓ」）を含むこ
ともできる。画像データのＣＡＤは、関心のある対象物の画像データを自動的に解析する
コンピュータ（または類似の動作ユニット）を含んでもよい。たとえば、ＣＡＤは、肺、
病変、腫瘍など、画像内結節の画像データを解析するソフトウェアアプリケーションを含
んでもよい。しかし、ＣＡＤアプリケーションは、当業者に知られている画像データの任
意の自動解析を含むことができる。
【００４６】
　たとえば、肺腫瘍のＣＡＤ所見に対応するデフォルトハンギングプロトコルは、互いに
隣接した前後（「ＰＡ」）および横方向の肺画像を提示し、その後に続いてコンピュータ
トモグラフィー（「ＣＴ：ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」）肺画像、その後
に続いて、たとえば磁気共鳴（「ＭＲ：ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ」）肺画
像を提示することを提供してもよい。一般に、ＣＡＤ所見に対応するデフォルトハンギン
グプロトコルは、放射線技師にとって有用な空間および／または時間レイアウトで画像を
提示するように設計される。たとえば、放射線技師は、以前に得られた肺のマルチスライ
スＣＴおよびＭＲ画像がその後に続いている、互いに隣接したＰＡおよび横方向の肺画像
を見ることによって、ＣＡＤ所見をレビューする際の大きい助けを得ることができる。
【００４７】
　したがって、ＣＡＤ所見に基づいて、デフォルトプロトコルが、複数のデフォルトプロ
トコルから選択され、ユーザに画像を提示するためにワークステーション１４０上で適用
されてもよい。
【００４８】
　一実施形態では、参照画像セットは、たとえばＰＡＣＳ（たとえばＰＡＣＳサーバ１３
０および／またはワークステーション１４０）、あるいは他の画像データ記憶装置で収集
され格納されてもよい。参照画像は、集められた参照のセット、または「ゴールドスタン
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ダード」あってもよく、かつ／またはたとえば特定の患者について編成されてもよい。た
とえば、５組の画像が、取得された画像データの参照セットとして働いてもよい。参照セ
ット（１つまたは複数）内の画像は、各画像内の主な解剖学的構造物または他の特徴でラ
ベル付けされる。画像位置合わせが実施されると、新たに取得された放射線画像の研究な
ど、取得された画像の研究が、参照画像セット（１つまたは複数）内で見られたラベルに
基づいて自動的にラベル付けされてもよい。ラベルは、患者レベル、器官レベルなど、新
たに取得された画像について相関されてもよい。たとえば、肝臓は、新たに取得された画
像と参照画像のうちの１つの画像との位置合わせに基づいて、新たに取得された画像内で
識別されてもよい。参照画像（１つまたは複数）内のたとえば肝臓などの構造に割り当て
られたラベルは、取得された画像内の対応する構造に割り当てられる。
【００４９】
　一実施形態では、ユーザは、画像内の１つまたは複数の特徴に割り当てられたラベルに
基づいて、複数の数の画像を検索してもよい。一実施形態では、ラベルに基づいて研究の
複数の画像を検索するために音声コマンドが使用されてもよい。たとえば、放射線技師は
、「肝臓」と言ってもよく、ＰＡＣＳは、研究の第１の肝臓画像を自動的に表示する。し
たがって、ユーザは、器官別など、解剖学的構造物別に画像セットを検索してもよい。あ
るいは、ユーザは、患者別に、たとえば患者名や識別子などを言うことによって、または
他の基準によって画像セットを検索してもよい。
【００５０】
　一実施形態では、標準のまたは一般的なスキャンのライブラリは、モダリティ、患者、
性別、体重、身長、年齢、国籍、疾患など、１つまたは複数の特性によって分類されても
よい。任意の数の画像が、ライブラリに含まれ、分類されてもよい。画像の参照セットは
、１つまたは複数の特性に基づいてライブラリから選択されてもよい。ＰＡＣＳは、たと
えば画像取得時のデータ入力に基づいて、参照セットを所望の特性（１つまたは複数）に
自動的に一致させてもよい。一実施形態では、このシステムは、患者の特性に基づいて、
２つ以上の参照画像セットを含んでもよい。患者の特性の組合せは、たとえばそれぞれ異
なる参照セットを表してもよい。一実施形態では、新たに取得された画像検査は、参照画
像セットに関連するそれぞれ異なる特性に基づいて分類されてもよい。
【００５１】
　一実施形態では、臨床情報が、解剖学的構造物に基づいて表示されてもよい。たとえば
、患者は、病理学、検査結果、微生物学、病歴データなど、ならびに画像を有してもよい
。放射線学または他の医療関係者は、画像を検査しているとき、テスト結果などの臨床情
報をも考慮したいと望むことがある。さらに、結果は、解剖学的構造物の特定部分だけに
関係することがある。ＰＡＣＳは、どの画像および／または解剖学的構造物を医療関係者
がレビューしているか決定する場合、関連する結果を自動的に表示してもよい。ＰＡＣＳ
または他のシステムは、結果、および／または関連する解剖学的構造物を伴う他のデータ
をマッピングしてもよい。ＰＡＣＳは、見られた画像（１つまたは複数）を参照画像（１
つまたは複数）に位置合わせする。位置合わせに基づいて、ＰＡＣＳは、解剖学的構造物
を決定し、解剖学的構造物にマッピングされた関連データを取り出してもよい。
【００５２】
　図２は、本発明の一実施形態に従って設定された参照画像セットに対して画像を位置合
わせするための画像位置合わせシステム２００を示している。システム２００は、参照画
像セット２１０と、取得された画像セット２２０と、解剖学的構造または臨床情報の２３
０とを含む。参照画像セット２１０および取得された画像セット２２０は、たとえば同じ
または関連するモダリティを含んでもよい。あるいは、参照画像セット２１０および取得
された画像セット２２０は、それぞれ異なるモダリティの画像を含んでもよい。参照画像
セット２１０および／または取得された画像セット２２０は、ＣＴ、ＭＲ、デジタルラジ
オグラフィ（「ＤＲ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｙ」）、Ｘ線、超音波、核
、単一光子放射コンピュータ断層撮影装置（「ＳＰＥＣＴ：ｓｉｎｇｌｅ　ｐｈｏｔｏｎ
　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｃｏｍｐｕｔｅｄ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」）、陽電子放射断層撮
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影（「ＰＥＴ：ｐｏｓｉｔｒｏｎ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」）および
／または他の撮像システムから得られた１つまたは複数の画像を含んでもよい。たとえば
、参照画像セット２１０は、画像内の肝臓、膵臓、腎臓および／または大腸など、複数の
解剖学的構造物を示す１つまたは複数の画像を含んでもよい。参照画像セット２１０およ
び／または取得された画像セット２２０は、１つまたは複数の画像サブセットを含んでも
よい。一実施形態では、参照画像セット２１０、および／または参照画像セット２１０の
サブセットは、解剖学的構造物、疾病、患者別に、かつ／または他の基準によって編成さ
れてもよい。取得された画像セット２２０、および／または取得された画像セット２２０
のサブセットもまた、解剖学的構造物、疾病、患者別に、かつ／または他の基準によって
編成されてもよい。解剖学的構造情報２３０は、たとえば患者の臨床情報、参照源、疾病
プロセス、画像、薬物相互作用、および／または他の情報を含んでもよい。
【００５３】
　参照画像セット２１０は、画像（１つまたは複数）内に示された解剖学的構造を１つま
たは複数のソースからの関連する臨床情報に相関させるために使用されてもよい。相互相
関、分散の最小化、相互情報、主軸、手動位置合わせおよび／または他の位置合わせ技術
などの画像位置合わせ技術が、画像セット２２０内の画像（１つまたは複数の）および／
または取得された画像（１つまたは複数の）内の点を、参照画像セット２１０内の画像お
よび／または点と相関させるために使用されてもよい。参照画像セット２１０に含まれた
解剖学的情報は、参照画像セット２１０内の画像コンテンツを表す。画像位置合わせモジ
ュールは、取得された画像セット２２０を参照画像セット２１０に対して位置合わせする
ために使用されてもよい。画像位置合わせモジュールは、たとえばＰＡＣＳワークステー
ション、ＰＡＣＳサーバ、画像ビューワ、および／または他のプロセッサで実装されても
よい。画像位置合わせ、表示、および／または他の機能性が、たとえばハードウェア、フ
ァームウェア、および／またはソフトウェア内の１組の命令で実装されてもよい。
【００５４】
　取得された画像セット２２０が位置合わせされると、参照画像セット２１０は、関連す
る臨床データまたは他の情報２３０を取り出すために使用されてもよい。関連する解剖学
的または臨床データ２３０は、たとえば患者臨床情報、参照源、疾病または疾患プロセス
、関連画像（１つまたは複数）、薬物相互作用、および／または他の情報を含んでもよい
。
【００５５】
　たとえば、患者の一連の胸部ＣＴ画像が、取得された画像データ２２０として得られて
もよい。画像は、たとえば、患者の肝臓、膵臓、腎臓および大腸を含む。画像の解剖は、
参照画像セット２１０内の対応する解剖学的構造物に基づいて位置合わせされる。たとえ
ば、取得された画像セット２２０内の肝臓は、参照画像セット２１０内の肝臓に相関され
るなどである。取得された画像２２０が参照画像２１０に対して位置合わせされると、取
得された画像２２０について、参照画像２１０に関連する臨床データ２３０が取り出され
てもよい。関連する臨床データ２３０は、取得された画像２２０と共にユーザに提供され
てもよい。
【００５６】
　図３は、本発明の一実施形態に従って使用される画像解剖に基づく自動表示調整のため
の方法３００のフローチャートを示している。一実施形態では、方法３００は、ＰＡＣＳ
ワークステーション１４０の表示、画像ビューワの表示、および／または他の表示など、
表示のウィンドウレベル設定および／または他の表示設定を自動的に調整するために使用
されてもよい。一実施形態では、表示された画像は、解剖体部分に相関され、次いで、解
剖体部分は、たとえば事前設定されたウィンドウレベル設定に相関される。
【００５７】
　まず、段階３１０で、検査の各画像について、主な器官および／または関心のある他の
解剖学的部分が識別される。たとえば、心臓、肺、肝臓、腎臓などが、患者について得ら
れた一連の画像内で識別されてもよい。次いで、段階３２０で、画像内の識別された解剖
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を識別する情報が、その画像のメタデータとして格納されてもよい。メタデータは、画像
のヘッダ情報として格納されてもよく、かつ／またはたとえば画像を参照するデータベー
ス内に格納されてもよい。
【００５８】
　次いで、段階３３０で、画像に関連するメタデータが読み出される。メタデータは、画
像ヘッダ、および／またはメタデータを格納するデータベースもしくは他の記憶域から読
み出されてもよい。段階３４０で、メタデータ（すなわち画像内の解剖学的部分）に関連
するウィンドウレベル設定が、画像を表示するために使用される。画像は、たとえばＰＡ
ＣＳ、画像ビューワ、および／または他の記憶システムに関連するモニタまたは他のディ
スプレイに表示されてもよい。
【００５９】
　画像内の器官および解剖学的部分の識別は、様々な方法によって遂行されてもよい。た
とえば、技術者は、各画像を見て、各画像内の解剖学的構造物を識別してもよい。情報は
、たとえばデータベースまたは他のデータストアに入力されてもよい。あるいは、自動画
像位置合わせが、画像の「ゴールド」スタンダード参照セットで実施されてもよい。たと
えば各検査手順（たとえばＣＴ胸部／腹部／骨盤検査の参照画像セット）について、画像
の「ゴールド」スタンダード参照セットが、ＰＡＣＳ、画像ビューワ、かつ／または他の
画像記憶システムに格納されてもよい。参照セット内の各画像は、放射線技師またが他の
人員によって手動でかつ／または自動で、関連する顕著な解剖学的構造でラベル付けされ
る。解剖学的ラベリングが実施されると、画像参照セットは、解剖アトラスになる。アト
ラスでは、あらゆる画像は、関連する解剖学的構造について記述するメタ画像データを含
む。したがって、アトラスは事実上、画像コンテンツを解剖学的構造にマッピングするた
めのマッピング情報を有する。
【００６０】
　得られる新しい各検査について、検査画像（１つまたは複数）は、新たに得られた検査
の画像（１つまたは複数）をアトラス参照検査の画像（１つまたは複数）に最もよく一致
させるようにアトラス画像（１つまたは複数）の関連参照セットと位置合わせされる。位
置合わせの後、新たに取得された検査の画像も、アトラス参照検査で見つけられた解剖学
的構造にマッピングされる。マッピング情報は、たとえばデータベースおよび／またはデ
ータ記憶域内でインデックス付けされてもよい。放射線技師または他の医療関係者が画像
を見ているとき、ＰＡＣＳや他の画像ビューイング／記憶システムなどのシステムは、画
像が解剖学的構造Ａ、Ｂ、Ｃを含むことを自動的に検出してもよく、画像を表示するのに
ウィンドウレベル設定Ｄが使用されるべきであると認識する。
【００６１】
　たとえば、テーブルまたは他のデータ構造が、解剖学的構造物を表示ウィンドウレベル
設定および／または他の表示設定にマッピングするために使用されてもよい。さらに、テ
ーブルは、ある解剖学的構造物の他の解剖学的構造物に対する優先度を含んでもよい。一
実施形態では、画像が解剖学的構造物Ａ、Ｂ、Ｃを含み、各解剖学的構造物がそれぞれ異
なるウィンドウレベルまたは他の設定にマッピングされる場合、解剖学的構造物の優先度
に基づいてどの解剖学的構造物の設定を適用すべきか判断するために、優先順位付け方式
が使用されてもよい。
【００６２】
　以下の表１に示されるように、画像が肺と心臓の両方を含む場合、ウィンドウレベル設
定は、肺が心臓より高い優先度を有するので、ウィンドウレベル設定は、肺のウィンドウ
レベル設定で設定される。
【００６３】
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【表１】

　図４は、本発明の一実施形態に従って使用される画像解剖に基づく画像および関連臨床
情報を表示するための方法４００のフローチャートを示している。段階４１０で、それぞ
れの画像について、主な器官および／または関心のある他の解剖学的部分（１つまたは複
数）が識別される。画像内の関心のあるアイテムは、図３に関して上述されたように、手
動でかつ／または自動で識別さてもよい。
【００６４】
　次いで、段階４２０で、画像内の関心のあるアイテムに関連する情報が、その画像のメ
タデータとして格納される。メタデータは、ヘッダ情報として、かつ／または画像とメタ
データを関連付けるデータベースまたは他のデータ構造体に格納されてもよい。段階４３
０で、表示のために画像が要求される。たとえば、画像は、ＰＡＣＳワークステーション
または画像ビューワで表示するために取り出される。段階４４０で、画像が表示されると
き、メタデータが読み出され、解剖学的部分に関連する関連臨床情報も表示される。
【００６５】
　画像内の器官および解剖学的部分の識別は、上述された手動および自動解析を含めて、
様々な方法によって遂行されてもよい。たとえば、各検査手順について、画像参照セット
が、ＰＡＣＳおよび／または他の画像ビューイングもしくは解析システムに格納される。
参照セット内の各画像は、関連する顕著な解剖学的構造でラベル付けされる。解剖学的ラ
ベリングが実施されると、画像参照セットは、解剖アトラスになる。解剖アトラスでは、
あらゆる画像は、関連する解剖学的構造について記述するメタ画像データを含む。したが
って、解剖アトラスは事実上、画像コンテンツを解剖学的構造にマッピングするためのマ
ッピング情報を有する。
【００６６】
　得られる新しい各検査について、検査は、新たに得られた検査の画像をアトラス参照検
査に最もよく一致させるようにアトラス画像の関連参照セットに位置合わせされる。位置
合わせの後、新たに取得された検査の画像も、アトラス内の解剖学的構造にマッピングさ
れる。解剖マッピング情報は、データベースまたは他のデータ構造体内でインデックス付
けされてもよい。ユーザが画像を見るとき、ＰＡＣＳワークステーションや画像ビューワ
などのビューイングシステムは、画像が解剖学的構造Ａ、Ｂ、Ｃに関連すると認識し、解
剖学的構造Ａ、Ｂ、Ｃに関連する疾病プロセスおよび患者情報などの臨床情報をユーザに
提示する。
【００６７】
　図５は、本発明の一実施形態に従って画像レポーティングを単純化するための方法５０
０のフローチャートを示している。一実施形態では、画像レポーティング階層が、画像に
含まれる解剖学的構造物に関連する所見だけを提示することにより単純化されてもよい。
したがって、検査のすべての画像に関連する選択肢を提示するのではなく、表示された画
像に関係する選択肢だけが提示される。画像に特有の選択肢を表示するために、ある画像
内のコンテンツが、検査の別の画像と区別される。たとえば、画像コンテンツは、画像に
含まれた体器官に基づいて区別されてもよい。
【００６８】
　段階５１０で、得られた各画像内で、器官、および／または関心のある他の解剖学的部
分が識別されてもよい。次いで、段階５２０で、識別された解剖学的情報は、画像のメタ
データとして（たとえばヘッダ情報として、またはデータベース内に）格納される。次い
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で、段階５３０は、画像が表示される。段階５４０で、関連する画像メタデータが読み出
される。次いで、段階５５０で、構造化レポート所見の選択が、メタデータによって識別
された解剖学的部分に関連付けられる。
【００６９】
　画像（１つまたは複数）内の器官および／または他の解剖学的部分の識別は、様々な方
法で遂行されてもよい。たとえば、技術者は、手動で各画像を見て、各画像内の解剖学的
構造物を識別し、その情報をデータベースまたは他のデータ構造体に入力してもよい。自
動的な方法は、画像のゴールドスタンダード参照セットとの自動画像位置合わせを実施す
ることであってもよい。たとえば、各検査手順について、画像のゴールドスタンダード参
照セットが格納されてもよい。参照セット内の各画像は、（たとえばＰＡＣＳによって自
動的に、かつ／または放射線技師もしくは他の人員によって手動で）関連する顕著な解剖
学的構造でラベル付けされてもよい。解剖学的ラベリングが実施されると、画像参照セッ
トは、解剖アトラスになる。アトラスでは、あらゆる画像は、関連する解剖学的構造につ
いて記述するメタ画像データを含む。したがって、アトラスは事実上、画像コンテンツを
解剖学的構造にマッピングするためのマッピング情報を有する。
【００７０】
　得られる新しい各検査について、検査画像（１つまたは複数）は、新たに得られた検査
の画像をアトラス参照検査に最もよく一致させるようにアトラス画像の関連参照セットと
位置合わせされる。位置合わせの後、新たに取得された検査の画像も、参照検査の解剖学
的構造にマッピングされる。マッピング情報は、たとえばデータベースまたは他のデータ
構造体内でインデックス付けされてもよい。画像を見る放射線技師または他のユーザは、
構造化レポートに所見を入力したいと望むことがある。画像に関連する解剖学的構造Ａ、
Ｂ、Ｃなどの解剖学的構造が、マッピング情報に基づいて識別されてもよい。次いで、解
剖学的構造Ａ、Ｂ、Ｃだけに関連する所見のリストが、放射線技師や他の医療関係者など
の観察者に提示されてもよい。
【００７１】
　図６は、本発明の一実施形態に従って画像内のアイテムを識別するための方法６００の
フローチャートを示している。器官に特有の画像（１つまたは複数）の表示を可能にする
ために、各画像内のコンテンツが識別されてもよい。まず、段階６１０で、それぞれの画
像について、関心ある器官および／または他の解剖学的部分が識別されてもよい。画像（
１つまたは複数）内の器官および／または解剖学的部分などのアイテムの識別は、解剖学
的情報をデータベースまたは他のデータ構造体に手動で入力し、かつ／あるいは画像を画
像参照セットと自動的に位置合わせするなど、様々な方法で遂行されてもよい。参照セッ
ト内の各画像は、関連する解剖学的構造でラベル付けされてもよい。解剖学的ラベリング
が実施されると、画像参照セットは、解剖アトラスになる。解剖アトラス内の各画像は、
関連する解剖学的構造について記述するメタ画像データを含む。アトラスは、画像コンテ
ンツを解剖学的構造にマッピングする情報を含む。
【００７２】
　新たに得られた画像は、新たに得られた検査の画像をアトラス参照検査に一致させるよ
うにアトラス画像の参照セットに位置合わせされる。位置合わせの後、新たに取得された
検査の画像も、解剖学的構造にマッピングされる。
【００７３】
　段階６２０で、解剖学的識別情報は、その画像のメタデータとして格納される。メタデ
ータは、画像のヘッダ情報として、あるいはデータベース、テーブルまたは画像を参照す
る他のデータ構造体にメタデータを格納するなど、複数のやり方で格納されてもよい。マ
ッピング情報は、たとえばデータベースまたは他のデータ構造体内でインデックスを付け
されてもよい。
【００７４】
　段階６３０で、ユーザは、所望の器官を要求してもよい。たとえば、ユーザは、ＰＡＣ
Ｓワークステーション、画像ビューワおよび／または他のシステム上のソフトウェアに所
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望の器官名を入力してもよい。あるいは、ユーザは、所望の器官の名前を声で伝えてもよ
く、音声認識エンジンが、関連する画像データを識別するために、音声データをテキスト
情報に変換する。段階６４０で、所望の器官の名前に基づいて、所望の器官を含むシーケ
ンスの第１の画像が表示される。したがって、たとえば、放射線技師は、患者の肝臓画像
を口頭で要求してもよく、患者の一連の肝臓画像の第１の画像が取り出され、たとえばＰ
ＡＣＳディスプレイ上に表示される。後続の肝臓画像が、同様に表示されてもよい。ユー
ザは、たとえば患者および／または画像内の解剖学的構造物に関連する関連臨床情報を取
り出すこともできる。ユーザは、たとえば入力および／または音声コマンドに基づいて、
異なる患者および／または解剖学的構造物に切り換えることもできる。
【００７５】
　特定の実施形態は、コンピュータ、またはＰＡＣＳワークステーションや画像ビューワ
などの他の処理装置上で実行するために、メモリやハードディスクなどのコンピュータ読
取り可能媒体に常駐する１組の命令として提供されてもよい。
【００７６】
　したがって、特定の実施形態は、表示される画像（１つまたは複数）内の解剖学的構造
物に基づいて、ウィンドウレベル設定の事前設定など、表示設定の自動適用を提供する。
特定の実施形態は、連続ナビゲーションに加えて、解剖学的構造別に、複数の画像を検索
する能力を提供する。したがって、放射線技師などのユーザは、見るべき所望の解剖学的
構造を含む画像を手動で探索する必要はない。特定の実施形態は、ユーザが音声コマンド
、ならびにキーボードまたはマウス入力に基づいて画像を検索することを可能にする。さ
らに、特定の実施形態は、所見および他の情報を構造化レポートに入力する選択肢を動的
にフィルタリングすることによって構造化レポーティングの有用性を向上させる。特定の
実施形態は、構造化レポートへの入力のための画像特有の所見選択の提示を可能にするた
めに、画像コンテンツをテキストおよび他のデータに相関させる。
【００７７】
　特定の実施形態は、関連する解剖学的情報を探索するのに放射線技師および他の医療関
係者が使用する時間を減少させる。特定の実施形態は、ユーザによるレビューのために、
画像（１つまたは複数）、ならびに表示された画像（１つまたは複数）に関連する解剖学
的情報を表示する。特定の実施形態は、参照源および患者の病歴からの関連する解剖学的
情報を探索し提示することを可能にするために、画像コンテンツをテキストおよび他のデ
ータに相関させる。特定の実施形態は、放射線技師および他の医療関係者などのユーザが
、たとえばより関連した臨床および参照情報を装備するときにより正確な診断を行うこと
を可能にする。
【００７８】
　本発明について特定の実施形態に関して述べられているが、本発明の範囲から逸脱せず
に様々な変更が行われてよく、また等価物が代わりに用いられてもよいことが当業者には
理解されよう。さらに、本発明の範囲から逸脱せずに、特定の状況または要素を本発明の
教示に適応させるために多くの修正が行われ得る。したがって、本発明は、開示された特
定の実施形態に限定されないことが意図されているが、本発明は、添付の特許請求の範囲
内に含まれるすべての実施形態を包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の一実施形態に従って使用された例示的な画像保管通信システムを示す図
である。
【図２】本発明の一実施形態に従って設定された参照画像に対して画像を位置合わせする
ための画像位置合わせシステムを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に従って使用された画像解剖に基づいて自動的に表示調整す
るための方法のフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に従って使用された画像解剖に基づいて画像および関連臨床
情報を表示するための方法のフローチャートである。
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【図５】本発明の実施形態に従って画像レポーティングを単純化するための方法のフロー
チャートである。
【図６】本発明の一実施形態に従って画像内のアイテムを識別するための方法のフローチ
ャートである。

【図１】 【図３】
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