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(57)【要約】
　深部静脈血栓症（ＤＶＴ）で起こる血管閉塞を診断す
るための機器等に関する。この機器は、送信機／受信機
を備える撮像装置との通信のためのインターフェースと
以下のステップを実行するプロセッサとを備え、ステッ
プは、撮像装置を身体のどこに配置するかをユーザに通
知し、放射線を送信するように撮像装置に指示し、反射
放射線を撮像装置から受信し、学習済アルゴリズムを使
用して反射された情報を解釈し、撮像装置が患者の血管
に対して正しく配置されているかを反射放射線から判定
し、正しく配置されていない場合撮像装置を再配置し、
指示、受信、および判定するステップを撮像装置が正し
く配置されるまで繰り返すことをユーザに通知し、撮像
装置を使用して血管に圧力を加えるようにユーザに通知
し、撮像装置に追加的放射線の送信を指示し、追加的な
反射放射線を撮像装置から受信し、血管が閉塞されてい
るかどうかを追加的な反射放射線から判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管が閉塞しているかどうかを診断するための機器であって、
　送信機および受信機を備える撮像装置との通信のためのインターフェースと、
　ユーザインターフェースと、
　以下のステップを実行するようにプログラムされるプロセッサと、を備え、
　前記ステップは、
　　前記ユーザインターフェースを介して、前記撮像装置を患者の身体のどこに配置する
かをユーザに通知し、
　　プローブから放射線を送信するように前記撮像装置に指示し、
　　反射された放射線を前記撮像装置から受信し、
　　学習されたアルゴリズムを使用して前記反射された情報を完全に自動的に解釈し、
　　前記撮像装置が患者の血管に対して正しく配置されているかどうかを前記反射された
放射線から判定し、
　　前記撮像装置が正しく配置されていない場合には、前記撮像装置を再配置し、前記指
示、受信、および判定するステップを前記撮像装置が正しく配置されるまで繰り返すこと
をユーザに通知し、
　　前記撮像装置を使用して患者の血管に圧力を加えるようにユーザに通知し、
　　前記撮像装置に追加的な放射線を送信するように指示し、
　　追加的な反射された放射線を前記撮像装置から受信し、
　　血管が閉塞されているかどうかを少なくとも前記追加的な反射された放射線から判定
する、
　ことである機器。
【請求項２】
　前記撮像装置から受信された前記反射された放射線および前記追加的な反射された放射
線は、画像データを含む、請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記撮像装置に連続的に送信および受信するように命令するように
さらにプログラムされる、請求項１または２のいずれか１項に記載の機器。
【請求項４】
　前記プロセッサは、少なくとも前記追加的な反射された放射線から、ユーザが患者の血
管に所定の圧を加えているかどうかを判定し、もしそうでなければ、前記撮像装置を動か
すようにユーザにさらに通知するようにさらにプログラムされる、請求項１から３のいず
れか１項に記載の機器。
【請求項５】
　撮像装置をさらに含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の機器。
【請求項６】
　前記撮像装置は、超音波信号を送信するように構成される、請求項１～５のいずれか１
項に記載の機器。
【請求項７】
　前記プロセッサは、１つ以上の機械学習および／または深層学習アルゴリズムを用いて
血管が閉塞されているかどうかを判定するようにプログラムされている、請求項１から６
のいずれか１項に記載の機器。
【請求項８】
　前記プロセッサは、超音波画像が前記ユーザインターフェースに直接提供されるエキス
パートモードを提供するようにさらにプログラムされる、請求項１から７のいずれか１項
に記載の機器。
【請求項９】
　血管閉塞を診断するための、撮像プローブおよびユーザインターフェースを有する装置
のための処理ロジックによって実行される命令を備えるコンピュータ可読媒体であって、
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　前記命令は、
　　前記ユーザインターフェースを介して、撮像プローブを患者の身体のどこに配置する
かをユーザに通知し、
　　前記プローブから放射線を送信するように前記プローブに命令し、
　　反射された放射線を前記プローブから受信し、
　　前記プローブが患者の血管に対して正しく配置されているかどうかを判定し、
　　前記撮像プローブが正しく配置されていない場合には、前記撮像プローブを再配置し
、前記プローブが正しく配置されるまで前記命令、受信、および判定するステップを繰り
返すことをユーザに通知、
　　前記プローブを使用して患者の血管に圧力を加えるようにユーザに通知し、
　　前記プローブに追加的な放射線を送信するように命令し、
　　追加的な反射された放射線を前記プローブから受信し、
　　血管が閉塞されているかどうかを少なくとも前記追加的な反射された放射線から判定
する、
　のステップを備えるコンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　撮像プローブと、ユーザインターフェースを備え、前記撮像プローブと通信する計算装
置とを使用して血管閉塞を診断する方法であって、
　　撮像プローブを患者の身体のどこに配置すべきかをユーザに通知し、
　　前記プローブから放射線を送信し、反射された放射線を前記プローブから受信し、
　　前記撮像プローブが患者の血管に対して正しく配置されているかどうかを判定し、
　　前記撮像プローブが正しく配置されていない場合、前記撮像プローブを再配置するよ
うにユーザに通知し、前記プローブが正しく配置されるまで送信および判定ステップを繰
り返し、
　　前記プローブを使用して患者の血管に圧力を加えるようにユーザに通知し、
　　前記プローブから追加的な放射線を送信し、前記プローブで追加的な反射された放射
線を受信し、
　　血管が閉塞されているかどうかを少なくとも前記追加的な反射された放射線から判定
する、
　方法。
【請求項１１】
　前記プローブから送信される放射線は、超音波放射である請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記放射線は、診断を通して連続的に送信される、請求項１０または１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記追加的な反射された放射線から、ユーザが患者の血管に正しい圧力を加えているか
どうかを判定し、もしそうでなければ、血管が閉塞されているかどうかを判定する前に、
前記圧力通知ステップを繰り返すステップをさらに含む、請求項１０から１２のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記血管が閉塞しているかどうかを判定するステップは、１つ以上の機械学習および／
または深層学習アルゴリズムを使用することによって行われる、請求項１０～１３のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の血管閉塞を診断するための機器を用いて血管閉塞
を診断する方法であって、
　　診断のために患者を準備し、
　　診断のためのプローブを準備し、
　　前記機器によって指示された位置で患者に前記プローブを配置し、
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　　前記機器によって指示されたように患者上で前記プローブを移動させ、
　　前記機器によって指示されたように患者の血管を圧迫し、
　　血管閉塞が疑われるかどうかに関する指示を前記機器から取得する、
　方法。
【請求項１６】
　血流速度および／または血流の方向の１つ以上を判定するためにドップラー画像を使用
することを含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の血管閉塞を診断するための機器を
用いて血管閉塞を診断する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、深部静脈血栓症（ＤＶＴ）で起こるような血管閉塞を診断するための方法お
よびシステムに関する。より具体的には、本発明が深部静脈血栓症または関連する状態の
診断を支援するために、ユーザが患者の標準化された反復可能な検査を実行することを可
能にするセンサハードウェアと共に使用するためのソフトウェアツールに関する。本発明
はさらに、診断を行うための機器および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、１０００人中平均１人が深部静脈血栓症（以下、「ＤＶＴ」と呼ぶ）および関連
する状態に罹患する。イギリスでは、ＤＶＴまたは関連症状により毎年約１０万人が入院
し、診断されていないＤＶＴまたは関連症状により２万人が死亡する。世界中で、約１，
０００万人の人々が、ＤＶＴまたは関連する状態に罹患している。
【０００３】
　患者は、一般開業医、看護師、事故および救急部門などの第一線医療専門家によるＤＶ
Ｔ特異的検査、または手術後などの他の医療の後に紹介される傾向がある。ＤＶＴから患
者へのリスクが高い、すなわち、死亡の確率が高いと考えられるので、患者がＤＶＴから
のリスクにさらされている可能性があるか、またはＤＶＴに感受性である可能性があると
いう疑いがある場合、最前線の医療専門家は、ＤＶＴの十分な症状が示されるＤＶＴ特異
的検査のために患者を紹介する可能性が高い。さらに、ＤＶＴを有する患者の確率が手術
後に実質的に増加するので、ＤＶＴのための最近の手術を受けた患者をモニターする必要
がある。
【０００４】
　ＤＶＴを診断するために使用される日常的な方法は、血餅が線維素溶解によって分解さ
れる場合に生じる血液中の小さなタンパク質フラグメントの濃度を決定するためのＤ－ダ
イマー血液検査、および超音波スキャンの使用による。ＤＶＴ症状を有する患者は通常病
院の専門家によって行われる超音波検査のために送られ、病院は十分に高い精度で状態を
確認することができる。ほとんどの場合、超音波スキャンを行う前にＤ－ダイマー血液検
査を行う。
【０００５】
　しかし、確定診断を十分な信頼性で得るためには、超音波検査を実施する必要があり、
ＤＶＴ専門家が実施すべきである。この１つの理由は、Ｄ－ダイマー血液検査が肺塞栓症
（以下、ＰＥと呼ぶ）を高い確実性で除外することができることである。ＤＶＴ患者の多
くはＤＶＴ患者の主な死因であるＰＥを有するように進行するので、Ｄ－ダイマー検査は
ＰＥの危険性があるかどうかを検出するのに有用である。しかしながら、Ｄ－ダイマー検
査はＰＥに対して高い感受性を有するが、どれくらいのリスクがあるかに関して低い特異
性を有する－すなわち、検査が陰性結果を返すかのようにＰＥのリスクがないかどうかを
決定的に示すことができるだけであり、ＰＥを有する患者がＰＥを発症する確率は非常に
低い。Ｄ－ダイマー検査が陽性結果を返す場合、患者はＤＶＴまたは多くの他の状態を有
し得る－検査は多くの異なる理由のために陽性結果を頻繁に返すことができ、したがって
、患者は、陽性結果に続いてＤＶＴ専門家による超音波スキャンのためにほとんど常に送
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られる。
【０００６】
　ＤＶＴのための十分に信頼できる確定診断を得る唯一の経路として、ＤＶＴ専門家によ
る超音波スキャンのために紹介される患者の数およびその結果としての作業負荷は、病院
内の専門家のＤＶＴ放射線科医の数に比べて非常に大きくなり得る。紹介された患者のう
ち、紹介された患者の多くは、Ｄ－ダイマー血液検査から陽性結果を得た多数の患者にも
かかわらず、ＤＶＴの陰性診断をもたらす。したがって、この偽陽性率は専門スタッフお
よび設備が多数の検査に使用される必要があるために、かなりのコストにつながり、偽陽
性率が高いために非効率になる。例えば、２００４年に英国では年間６億４０００万ポン
ドがＤＶＴとＰＥの組み合わせ（ともに静脈血栓塞栓症またはＶＴＥと呼ばれる）に取り
組むために費やされると推定されたが、米国では２０１１年に年間１００億ドルの費用が
かかると推定された。
【０００７】
　ＤＶＴの診断がＤＶＴ専門放射線科医によって行われる超音波スキャンによって確認さ
れた後、通常、患者が３ヶ月の間のどこかの期間の間、および残りの生涯の間、抗凝固薬
（例えば、ヘパリンまたはワルファリン）を処方される。
【０００８】
　第一線の医療専門家にとって、症状が他のより重篤でない状態と重複するので、ＤＶＴ
をより正確に評価することは困難である。
【０００９】
　専門医ＤＶＴ放射線科医は通常大きな管轄区域を提供するより大きな病院のみを本拠地
としているので、患者にとってこれらの医者との予約に出席することは困難であり、その
結果、ほとんどの患者がＤ－ダイマー検査の高い偽陽性率のためにＤＶＴと診断されない
ため、確定的な診断を得るためにこれらの病院に予約するのに苦労している。時には、遠
隔地にいる患者が必要な専門スタッフおよび／または設備にアクセスできないことがある
。他の場合には患者が専門スタッフの数が限られていること、および／または設備の利用
可能性が限られていることにより、病院で診察される前に著しい遅延を経験し、これは例
えば、手術後の患者のようなモニタリングの問題につながる可能性がある。
【００１０】
　専門のＤＶＴ放射線科医のアポイントメントに出席できないか、または出席しない患者
は通常予防的治療のために抗凝固剤を処方されるが、Ｄ－ダイマー検査のみに基づくＤＶ
Ｔ診断が正しいという確信は全くなく、したがって、このような処方は多くの場合不必要
である。これは特に、病院の専門家、例えば、ナーシングホームの居住者とのアポイント
メントに参加することができない第一線スタッフによって訪問される患者の場合であり、
第一線スタッフは専門知識または設備を有していないので、ＤＶＴを診断することができ
ず、したがって、予防的投薬のための処方箋を処方または手配することしかできない。い
くつかの場合において、抗凝固剤の不適切な処方は特定の状態を有する患者、または他の
未診断の状態（例えば、高齢（６５歳を超える患者）、癌、腎不全、肝不全、併存症、お
よび機能的能力の低下）を有する患者について、出血のリスクを増加させ得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　比較的安価な超音波機械、通常手持ち式の超音波機械が、より最近になって利用可能に
なった。これらのより安価および／またはより小型の超音波機械はＤＶＴおよび関連する
状態を診断するために使用され得るが、専門家によって使用される場合、および／または
専門放射線医が超音波画像を適切に解釈する場合にのみ使用され得る。
【００１２】
　本発明は超音波検査を実行するために超音波設備を使用する非専門家を支援するために
、および／または特にＤＶＴのための超音波検査を実行することおよび／またはＤＶＴ（
または関連する状態）を診断することに関して、実質的に高いレベルの精度で患者を診断



(6) JP 2020-512069 A 2020.4.23

10

20

30

40

50

する（または診断しない）ために非専門家を支援するために、これらのより最近利用可能
な安価および／またはより小さい超音波機械を含むが、これらに限定されない超音波設備
と共に使用され得る方法およびシステムに関する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の態様によれば、血管が閉塞しているかどうかを診断するための機器が提
供され、送信機および受信機を備える撮像装置と通信するためのインターフェースと、ユ
ーザインターフェースと、以下のステップを実行するようにプログラムされたプロセッサ
とを備え、ステップは、ユーザインターフェースを介して、撮像装置を患者の身体のどこ
に配置するかをユーザに通知し、プローブから放射線を送信するように撮像装置に指示し
、撮像装置から反射放射線を受信し、学習されたアルゴリズムを使用して反射情報を完全
に自動的に解釈し、撮像装置が患者の血管に対して正しく配置されているかどうかを反射
放射線から判定し、撮像装置が正しく配置されていない場合、撮像装置を再配置し、撮像
装置が正しく配置されるまで命令、受信および判定ステップを繰り返すことをユーザに通
知し、撮像装置を使用して患者の血管に圧力を加えるようにユーザに通知し、追加的な放
射線を送信するように撮像装置に指示し、追加的な反射放射線を撮像装置から受信し、少
なくとも追加的な反射放射線から血管が閉塞されているかどうかを判定する。このシステ
ムは、新たな画像の再訓練および／または再ラベル付けによって、他のリアルタイム撮像
装置と協働するように構成されてもよい。それはまた、他の非リアルタイム方法、例えば
ＣＴおよびＭＲＩと協働することができる。例えば、圧力カフを用いて、圧迫されていな
い状態でスキャンし、圧迫下でスキャンし、差を評価する。この問題はより単純であり、
セットアップはより高価であるが、同じパイプライン構成が依然として機能する可能性が
ある。ＣＴおよびＭＲＩスキャンに関連して、熟練した医療専門家がスキャンを行ってい
ることが依然として必要とされ得る。学習されたアルゴリズムは、機械学習の１つまたは
複数の要素を含むことができ、および／または機械学習を使用して開発されている。
【００１４】
　任意選択で、撮像装置から受け取った反射放射線および追加的な反射放射線は、画像デ
ータを含む。
【００１５】
　画像データは、従来、多くの医療装置からの出力として使用され、患者に関する有用な
情報を提供することができる。
【００１６】
　任意選択で、プロセッサは、撮像装置に連続的に送信および受信するように命令するよ
うにさらにプログラムされる。任意選択で、プロセッサはさらに、少なくとも追加的な反
射放射線から、ユーザが所定の圧力を患者の血管に加えているかどうかを判定し、そうで
ない場合には、それに応じて圧力を調整するように撮像装置を動かすようにユーザにさら
に通知するようにプログラムされる。
【００１７】
　機器のユーザが患者に関する一定の情報、および機器が有効に使用されているかどうか
を受信することができることは、有利であり得る。これにより、ユーザは必要に応じて調
整を行うことができるとともに、明確な情報を提供することができる。
【００１８】
　任意選択的に、機器は撮像装置を含む。任意選択で、撮像装置は、超音波信号を送信す
るように構成される。
【００１９】
　このような撮像装置は安価に製造することができ、多くの病院および関連する診療所で
容易に入手可能である。
【００２０】
　任意選択で、プロセッサは、機械学習および／または深層学習アルゴリズムのうちの１
つまたは複数を使用して、血管が閉塞されているかどうかを判定するようにプログラムさ
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れる。
【００２１】
　深層学習は、機械学習のより広い用語の範囲内で特定の技法と呼ばれることがあり、教
師あり、半教師あり、教師なしでもよい。深層学習アーキテクチャは、医用画像解析を含
む広範囲の分野に適用することができ、一般に、特徴および／または表現を通して学習し
、正確かつ効率的な方法で生データから関連情報を検出することを可能にする。
【００２２】
　任意選択で、プロセッサは、超音波画像がユーザインターフェースに直接提供されるエ
キスパートモードを提供するようにさらにプログラムされる。そのようなモードは、その
使用に関する機器からのフィードバックを必要としない熟練した開業医にとって有用であ
り得る。
【００２３】
　本発明のさらなる態様によれば、血管閉塞を診断するための、撮像プローブとユーザイ
ンターフェースを有する装置のための処理ロジックによって実行される命令を含むコンピ
ュータ可読媒体が提供され、命令は以下のステップを含む。ユーザインターフェースを介
して、撮像プローブを患者の身体上のどこに配置するかをユーザに通知し、プローブから
放射線を送信するようにプローブに指示し、プローブから反射放射線を受信し、プローブ
が患者の血管に対して正しく配置されているかどうかを判定し、撮像プローブが正しく配
置されていない場合、撮像プローブを再配置し、プローブが正しく配置されるまで命令、
受信および判定ステップを繰り返すことをユーザに通知し、プローブを使用して患者の血
管に圧力を加えるようにユーザに通知し、プローブに追加的な放射線を送信するように指
示し、プローブから追加的な反射放射線を受信し、血管が閉塞されているかどうかを少な
くとも追加的な反射された放射線から判定する。
【００２４】
　本発明のさらなる態様によれば、撮像プローブおよびユーザインターフェースを含み撮
像プローブと通信する計算装置を使用して血管閉塞を診断する方法が提供され、この方法
は、ユーザに撮像プローブを患者の身体のどこに配置すべきかを通知するステップと、プ
ローブから放射線を送信するステップと、プローブで反射放射線を受信するステップと、
撮像プローブが患者の血管に対して正しく配置されているかどうかを判定するステップと
、撮像プローブが正しく配置されていない場合には撮像プローブを再配置し、プローブが
正しく配置されるまで送信および判定ステップを繰り返すようにユーザに通知するステッ
プと、プローブを使用して患者の血管に圧力を加えるようにユーザに通知するステップと
、プローブから追加的な放射線を送信するステップと、プローブで追加的な反射放射線を
受信するステップと、プローブで追加的な反射放射線を受信するステップと、血管が閉塞
されているかどうかを少なくとも反射された追加的な放射線から判定するステップとを含
む。
【００２５】
　任意選択的に、プローブから送信される放射線は、超音波放射である。任意選択的に、
放射線は、診断全体を通して連続的に伝達される。任意選択で、血管閉塞を診断する方法
は、反射された追加的な放射線から、ユーザが患者の血管に正しい圧力を加えているかど
うかを判定するステップと、正しくない場合には、血管が閉塞されているかどうかを判定
する前に圧力通知ステップを繰り返すステップとを含む。
【００２６】
　送信される放射線は、音波を利用する音響放射、特に超音波の形態であってもよい。こ
れらの波は分析される媒体を通って進行する圧力波の形態であり、この実施形態では電磁
波ではない。用語「エネルギー」は、プローブからの送信に関して放射線と交換可能に使
用されてもよい。血管が閉塞しているかどうかを判定するステップは、機械学習および／
または深層学習アルゴリズムのうちの１つまたは複数によって行われる。
【００２７】
　本発明のさらなる態様によれば、血管閉塞を診断するための機器を使用して血管閉塞を
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診断する方法が提供され、この方法は、診断のために患者を準備するステップと、診断の
ためのプローブを準備するステップと、機器によって指示された位置で患者上にプローブ
を配置するステップと、機器によって指示されたように患者上でプローブを移動させるス
テップと、機器によって指示されたように患者の血管を圧迫するステップと、血管閉塞が
疑われるかどうかに関する指示を機器から取得するステップとを含む。
【００２８】
　必要に応じて、血流速度および血流の方向を判定するために、ドップラー画像化が、上
記の局面とともに使用され得る。Ｂモード画像技術とドップラー技術との組み合わせを使
用することにより、説明されるいくつかのまたはすべての態様の精度を向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　実施形態は、単なる例として、同様の参照番号を有する添付の図面を参照して、ここで
説明される。
【図１】図１は、計算装置に結合された超音波プローブを示す。
【図２】図２は、サーバ・マルチ・クライアント・モードにおけるシステムの使用の概略
図を示す。
【図３】図３は、システムの概要を示す。
【図４】図４は、例示的なハイレベルソフトウェアレイヤーアーキテクチャの概要を示す
。
【図５】図５は、リアルタイム性能を保証するための多段バッファシステムの詳細な概要
を示す。
【図６】図６は、最大移動外周によって囲まれた抽象的な血管表現を示す。
【図７】図７は、一実施形態による、ユーザによって実行されるステップのセットを示す
。
【図８】図８は、ＤＶＴ検査のための典型的なワークフローを示す。
【図９】図９は、患者検査中に行われるＵＩ画像の一連の例を示す。
【図１０】図１０は、患者検査中に行われるＵＩ画像の一連の例を示す。
【図１１】図１１は、患者検査中に行われるＵＩ画像の一連の例を示す。
【図１２】図１２は、患者検査中に行われるＵＩ画像の一連の例を示す。
【図１３】図１３は、患者検査中に行われるＵＩ画像の一連の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の実施形態は主に２つの部分、すなわち、例えば図１に示される、超音波プロー
ブ１００と、ユーザインターフェースを有する計算装置１０１とを備える。
【００３１】
　超音波プローブ１００は従来の方法で動作し、すなわち、超音波放射を送信し、患者の
組織によって反射された超音波放射を受信する。多くの超音波プローブは適切なフォーム
ファクタ（すなわち、患者の身体に対して正確に配置されるのに十分に小さい）を有し、
十分な電力および感度を有する（すなわち、患者の組織内に十分に深く超音波を送信し、
反射された超音波放射を検出することができる）という条件で、本発明の実施形態と共に
使用するのに適している。適切な超音波プローブ１００は、スマートフォンまたはタブレ
ット（図示せず）などの計算装置に接続するためのＵＳＢインターフェースを都合よく含
むＰｈｉｌｉｐｓ Ｌｕｍｉｆｙ（商標）ポータブル超音波プローブである。Ｃｌａｒｉ
ｕｓ（商標）プローブを使用し、ＷｉＦｉなどのインターネット接続を介して計算装置に
接続することもできる。他の計算装置１０１もまた、本発明を実施するのに適しており、
プローブおよび計算装置は有線接続を介する以外で（例えば、無線で）通信することがで
き、または単一のユニットに組み合わせることさえできることに留意されたい。
【００３２】
　機械学習アルゴリズムおよびモデルは単一の（例えば、モバイル）計算装置上で、また
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はサーバ－クライアントモードで実行することができる。後者は図２に示されている。サ
ーバ－クライアントモードでは、画像の一定のストリームがサーバとして動作する計算装
置にストリーミングされる。サーバは画像を処理し、関連する血管が見えるかどうか、目
印が見つかったかどうか、および／または血管がリアルタイムで圧迫可能であるかどうか
を評価する。この情報は、例えばＷｉＦｉを介してサーバへのプライベートデータ接続を
確立した軽量クライアント計算装置、例えばタブレットコンピュータまたは携帯電話に転
送される。データは、軽量の、例えばブラウザベースのユーザインターフェース２０１、
２０２で表示されてもよい。ユーザは例えば、訓練または監視の目的で、２つ以上のユー
ザインターフェース装置を接続することができる。そのような実施形態では、１人または
複数の観察ユーザ２０２がメインユーザ２０１から自分のディスプレイを取得することが
できる。
【００３３】
　機械学習は、機械学習プロセスがそれらのタスクの計算実行中に獲得する経験またはデ
ータから生成されたフィードバックを使用して、１つまたは複数のコンピュータがタスク
のクラスを実行することを学習する研究分野である。
【００３４】
　特別な規則、技法、および／またはアプローチを有する強化学習および半教師あり学習
などの特定のアプローチがあるが、通常、機械学習は、監視および非監視アプローチとし
て広く分類することができる。教師あり機械学習は、オペレータまたはプログラマによっ
て予め決定されたように、通常、入力を含むデータセットがラベル付けされる場合に、例
示的な入力と所望の出力との間をマッピングするための１つまたは複数の規則または機能
を学習するコンピュータに関連している。
【００３５】
　教師なし学習は、例えばパターン認識を実行するときに、入力データの構造を決定する
ことに関連し、通常、ラベルなしデータセットを使用する。強化学習は、１つまたは複数
のコンピュータが例えばゲームをプレイしたり車両を運転したりするときに、動的環境と
作用しあうことを可能にすることに関連する。
【００３６】
　訓練データセットが部分的にしかラベル付けされていない「半教師あり」機械学習など
、これらのカテゴリの様々なハイブリッドが可能である。教師なし機械学習の場合、例え
ば、画像処理またはビデオ強調へのコンピュータ映像技法の適用など、様々な可能な用途
がある。教師なし機械学習は、通常未知のデータ構造がデータ内に存在する可能性がある
問題を解決するために適用される。データはラベル付けされていないので、機械学習プロ
セスは、例えば内部で導出された情報に基づいてクラスタリングメトリックを導出するこ
とによって、データ間の暗黙の関係を識別するように動作する必要がある。例えば、教師
なし学習技法を使用して、データセットの次元を低減し、データセット内のクラスタ間の
関係を識別しモデル化しようと試みることができ、例えば、クラスタメンバシップの尺度
を生成し、またはクラスタ内またはクラスタ間のハブまたはノードを識別することができ
る（例えば、高次元データセットに適用することができる重み付き相関ネットワーク分析
と呼ばれる技法を使用するか、または各データ間のユークリッド距離の尺度によってデー
タをクラスタリングするためにｋ平均クラスタリングを使用する）。
【００３７】
　半教師あり学習は、通常部分的にラベル付けされたデータセットが存在する場合、例え
ばデータのサブセットのみがラベル付けされる場合の問題を解決するために適用される。
半教師あり機械学習は、外部から提供されるラベルおよび目的関数、ならびに任意の暗黙
のデータ関係を利用する。機械学習システムを最初に構成するとき、特に教師あり機械学
習アプローチを使用するとき、機械学習アルゴリズムは何らかのトレーニングデータまた
はトレーニング例の集合を備えることができ、各例は、通常入力信号／ベクトルと所望の
出力値、ラベル（または分類）または信号とのペアである。機械学習アルゴリズムは、ト
レーニングデータを分析し、見えない入力ベクトル／信号のための所望の出力値または信
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号を生成するために、見えないデータセットと共に使用され得る一般化された関数を生成
する。ユーザは、どのタイプのデータをトレーニングデータとして使用するかを決定し、
代表的な実世界データセットを準備する必要がある。しかしながら、ユーザはトレーニン
グデータがあまりに多くの特徴を提供することなく所望の出力値を正確に予測するのに十
分な情報を含むことを確実にするように注意しなければならない（これはトレーニング中
に機械学習プロセスによって考慮される次元が多すぎることになり、また、機械学習プロ
セスがすべてのまたは特定の例について良好な解に収束しないことを意味し得る）。また
、ユーザは学習された関数または一般化された関数の所望の構造、例えば、サポートベク
トルマシンを使用するか、決定木を使用するかを決定しなければならない。
【００３８】
　ラベル付けされたデータが容易に利用できない場合、またはシステムが、いくつかの初
期シードラベルを与えられた未知のデータから新しいラベル付けされたデータを生成する
場合、教師なしまたは半教師あり機械学習アプローチの使用が時々使用される。
【００３９】
　機械学習は、非線形階層アルゴリズム、ニューラルネットワーク、畳み込みニューラル
ネットワーク、回帰型ニューラルネットワーク、長短期メモリネットワーク、多次元畳み
込みネットワーク、メモリネットワーク、またはゲート付回帰型ネットワークのうちの１
つまたは複数を使用して実行することができ、視覚データの予測ブロックを生成するとき
に柔軟なアプローチを可能にする。長短期メモリネットワーク（ＬＳＴＭ）、メモリネッ
トワーク、またはゲート付回帰型ネットワークなどのメモリユニットを有するアルゴリズ
ムを使用することにより、予測ブロックの状態を、同じ元の入力フレーム上で実行される
動き補償プロセスから維持することができる。このアルゴリズムが動きの変化のある種の
状態または記憶を維持するので、これらのネットワークの使用は計算効率を改善すること
ができ、また、いくつかのフレームにわたる動き補償プロセスにおける時間的一貫性を改
善することができる。これは、付加的に誤り率の減少をもたらすことができる。
【００４０】
　図３は、画像取得システム／装置３０５、任意選択でプローブ、および計算装置１０１
のハイレベルブロック図を示す。画像取得装置３０５は、超音波放射を送受信することが
できる送信機（ＴＸ）および受信機（ＲＸ）３００と、処理ユニットおよびメモリを備え
るプロセッサ３０１とを備え、任意選択で、処理ユニットは中央処理ユニット（ＣＰＵ）
であり、任意選択で、メモリはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）であり、任意選択で、
プロセッサ３０１はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）および／またはグラフィックス処
理ユニット（ＧＰＵ）を備える。画像取得システム／装置の構成要素は、データバス３０
４を介して通信することができる。任意選択で、画像取得システム／装置は、ディスプレ
イおよびユーザインターフェースコンポーネント３０３も備える。画像取得システム／装
置３０５は、計算装置内のソフトウェアの制御下で動作して、超音波放射を患者に送信し
、反射信号を入力装置および出力装置３０２（タッチスクリーンなど）を介して計算装置
１０１に戻す。計算装置１０１への反射信号は、任意選択で、入出力デバイス３０２を備
えるユーザインターフェース３０３を介してもよい。計算装置１０１内には、インターフ
ェース３１０、プロセッサおよびメモリ３１１、ならびに入力デバイスおよび出力デバイ
ス３１０（タッチスクリーンなど）を備えるユーザインターフェースがある。計算装置の
コンポーネントは、データバス３１３を介して通信することができる。画像取得システム
／装置３０５および計算装置１０１は、例えば、ＵＳＢ接続、他の有線接続、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ、および／または他の有線または無線接続を介することができるそれぞれの入力
／出力ハードウェア３１２、３０２を介して通信する。
【００４１】
　上記を容易にするために、以下ではそれぞれ取得されたフレームが処理されることを確
実にするためのアプローチを概説し、超音波プローブ１００と計算装置１０１との間のロ
バストな入力／出力（Ｉ／Ｏ）通信は、マルチバッファ非同期通信システムを介して保証
され得る。予測装置ソフトウェアレイヤのアーキテクチャ４００は図４に概説されている
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。これは、リアルタイム実行フレームが先入れ先出し（ＦＩＦＯ）方式で処理されること
を保証する。予期しない状況（例えば、オペレーティング・システムが引き起こした）の
ために、処理能力の低下が生じた場合、提案されたアプローチはリアルタイム実行を維持
し、ユーザに命令するためにフレームをドロップする。
【００４２】
　診断およびガイダンスの複雑さを解消するために、ソフトウェアは図４に示されるよう
なレイヤで設計される。これらのレイヤは、予測レイヤ４０１、決定レイヤ４０２、およ
びフロントエンドドレイヤ４０３を含む。各レイヤは、ＴＣＰ／ＩＰスタックと同様に、
その隣接するレイヤとのみ通信する。画像取得、画像分析、診断決定、並びにＧＵＩ及び
ユーザ命令の異なるタスクは、異なるレイヤにおいて互いに切り離される。予測レイヤ、
決定レイヤ、およびフロントエンドレイヤの目的は、図５に概説されている。
【００４３】
　システムのソフトウェア部分は、入力超音波画像ストリームのリアルタイム分析を提供
することを目的とするマルチスレッドアプリケーションである。各レイヤは、コンポーネ
ント、バッファ、アイテム、およびイベントループから構成される。各コンポーネントは
それ自体でスレッドであり、入ってくる画像またはイベントのための処理ユニットを表す
。バッファは、コンポーネント間で処理されたデータを共有するためのスレッドセーフワ
ーカキューである。バッファ内の共用データは、キューアイテムにラップされる。イベン
トループは、コンポーネント間で非同期に通信するために使用される。
【００４４】
　図５に開示されるシステムは、３つの主要部分に分割される。
　　（１）　予測レイヤ４０１は、最も低いレベルのレイヤである。このレイヤは、例え
ば、ハンドヘルド超音波プローブ例えばＣｌａｒｉｕｓ（商標）からプッシュされた画像
ストリームから画像を取得し、予測モジュールにおいてＤＶＴ関連機械学習モデルを用い
て画像コンテンツを解析する。これらのモデルは、非同期的に予測を実行する開／閉状態
検出（「ＯＣ」）および／または平面検出（「ＰＤ」）モデルを含むことができる。血管
の状態検出は、圧力が加えられた後に行ってもよい。ＰＤモデルは、代替的に又は追加的
に、目印検出および／または解剖学的基準面検出を含むことができる。フロントエンドフ
レームは、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）にプルされる前に、フロントエ
ンドフレームキュー５０１にキューイングされる。他のフレームは、予測モジュールにプ
ルされる前にフレームキュー５０２にキューイングされてもよい。画像は、プローブから
安定したＦＰＳで一貫して読み取られる。画像がプローブから予測レイヤに転送されると
、画像は、適切な機械学習モデルを通してリアルタイムで実行される。予測出力および元
の入力画像は、予測フレーム待ち行列５０３の形で次のレイヤに提供される。予測フレー
ム待ち行列５０３は、予測モジュールからプッシュされ、意思決定モジュールにプルされ
る。
　　（２）　決定レイヤ４０２は、意思決定モジュール内の提示されたシステムの診断決
定論理を提供する。それは、画像ストリームの分析された出力を取得する。そのレイヤは
、現在のシーケンスがＤＶＴ診断検査に臨床的に関連するかどうかを検証する。それは、
現在のシーケンスに血餅が存在するかどうかを決定する。画像の現在のシーケンスが、不
完全に実行された検査を表す場合、検査を繰り返さなければならないと決定する。これら
の全ての決定は有効な検査を実行するためにオペレータに与えられる指示をカプセル化し
、正しく実行された場合には診断の最終状態をカプセル化する。これらの決定は、状態機
械としてモデル化される。決定がなされるたびに、フロントエンドレイヤは、ディスパッ
チャモジュール５０４を介して送信される１つ以上のメッセージを通して告知される。フ
ロントエンドおよび／またはＧＵＩ自体は、メッセージを検出するように動作可能である
。
　　（３）　フロントエンドレイヤ４０３は最上レイヤである。これは、グラフィカルユ
ーザインターフェースを含む。ＧＵＩは、決定及び決定レイヤの入力を視覚化する。それ
は、新しい決定がなされるたびに、それに応じて反応する。このレイヤは、オペレータ構
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成入力、例えば、どの脚が検査されるかを受け取る。これらの構成は、決定および予測レ
イヤに伝播されて戻される。
【００４５】
　計算装置１０１は、超音波デバイス１００を駆動するための適切な命令を提供し、ユー
ザ（通常、超音波撮像専門家または放射線科医ではない）に、プローブ１００を患者に配
置する方法を指示し、反射信号を解釈するように構成される。プローブ１００が正しく配
置されていることを保証し、患者が血餅、例えばＤＶＴの危険にさらされているかどうか
を判定するために信号を解釈することは、以下の部分を含むことができる。
　　（１）　プローブから転送された画像の一定の流れは、指定されたスキャン領域内に
正しい血管を含む画像か含まない画像かに自動的かつリアルタイムで分類される。これは
、多数（通常１００以上）の正しく取得されたＤＶＴ検査について訓練された機械学習技
術（畳み込みニューラルネットワーク）を使用して達成される。ユーザは、血管が識別さ
れない場合、関連する血管がプローブの視野の中心になるまで、規定された関心領域内で
プローブを動かすように指示される。システムは、現在取得されている画像が所望の血管
を含むとすぐにユーザにフィードバックを提供し、この位置を維持するようにユーザに指
示する。画像ストリームは、正しい血管の画像が取得された場合、またはユーザが所望の
撮像領域から外れた場合、（２）を通して常に監視される。
　　（２）　正しい血管の上にあることは、１自由度までのガイダンスを単純化する。正
しい血管が識別された場合、システムは、予め定義された数の目印の最初が識別されるま
で、この血管に沿って、すなわち「上」または「下」（例えば、鼠径部領域検査の場合、
生殖器領域または膝に向かって）に移動するようにユーザに指示する。目印の識別は、機
械学習（畳み込みニューラルネットワーク）に基づいており、以前のＤＶＴ検査で訓練さ
れている。開始目印が見つかるとすぐに、システムはユーザに告知し、（３）を評価しな
がら圧力を加えるように指示する。（３）が成功した場合、システムは、次の目印が自動
的に識別されるまで、血管に沿って「下」（例えば、鼠径部測定の場合には膝に向かって
）に移動するようにユーザに指示する。（３）は、事前定義された目印の番号（２－８）
のそれぞれで評価される。
　　（３）　（１）および（２）が満たされる場合、すなわち、システムが、関連する血
管が検査される（１）こと、およびプローブ位置が標準ＤＶＴ検査プロトコル目印に対応
していることを確実にする場合、ユーザは、プローブを用いて圧力を加えるように指示さ
れる。得られた画像ストリームは、ＤＶＴ検査からのデータについて訓練された機械学習
モデル（畳み込みニューラルネットワーク）を用いて自動的に評価される。システムがロ
バストに、すなわち、定義された数を超えるフレームについて、血管を圧迫されたものと
して識別する場合、正のフィードバックがユーザに与えられ、すべての目印が圧迫可能な
血管として識別されるまで、次の目印にさらに「下」に移動するように指示される。目印
の１つが圧迫可能であると識別されない場合、患者は専門家によるさらなる検査に紹介さ
れる。
【００４６】
　ガイダンスは、提示されたアプローチのための外部追跡を必ずしも必要としない。ガイ
ダンス情報は、画像情報のみおよび以前に訓練された機械学習検査モデルから自動的に導
出される。プローブが関心領域から離れすぎて移動し、血管が画像ストリームに含まれて
いない場合、ユーザは（１）で開始し、検査プロトコルの開始目印に戻って処理するよう
に指示される。この実施形態ではあらかじめ定義されたすべての目印がＤＶＴの陰性診断
をもたらすために（３）を満たさなければならず、すべての決定は時間的一貫性を提供す
るためにフィルタリングされる。これは、カルマンフィルタリングおよび長短期メモリユ
ニットによって達成することができる。
【００４７】
　計算装置１０１のためのソフトウェアは、その装置上に事前にインストールされてもよ
く、リモートサーバから（アプリケーションストアなどから）ダウンロードされてもよく
、または光ディスクなどのローカルストレージからロードされてもよい。
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【００４８】
　以下の例は深部静脈血栓症（ＤＶＴ）に言及するが、当業者は、この技術が腹部大動脈
瘤の検出、頸動脈狭窄、腎結石、胆石、精巣捻転、アテローム性動脈硬化症の他の形態、
および／または瘻孔の評価などの腎臓学の分野内の他の適用など、他の医学的画像化タス
クおよび／または血管関連評価に適用され得ることを理解するであろう。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、計算装置１０１は、ソフトウェアの制御下で、超音波プロー
ブ１００を適切に制御するためのハードウェアコントローラを提供しなければならない。
他の実施形態では、計算装置１０１は、単にプローブ１００と相互に作用し、デバイス１
０１の使用によって必要とされる方法でプローブ１００を動作させる。このシステムは、
いくつかのプローブおよび関心領域のための予め定義された最適な設定を提供し得る。任
意選択で、超音波プローブ固有の設定が自動的に提供されて、指示された検査プロトコル
のために使用される超音波プローブを調整する。
【００５０】
　さらに、超音波プローブ１００は、通常、深度、ゲイン（ｇａｉｎ）、焦点、およびズ
ームを制御するために使用されるインターフェースを提供する。これらの用語は、ＤＶＴ
を検出するための適切な設定と同様によく知られている。画像は、データがシステムに供
給されると自動的に調整され得るが、代替的に、ユーザにこれを行わせることができる。
超音波プローブ１００のいくつかのモデルは、ある程度の自動構成が可能である。いくつ
かの実施形態では、計算装置１０１は、プローブ１００から超音波信号／データを受信す
るためのインターフェースをさらに備える。
【００５１】
　計算装置１０１はさらに、超音波プローブによって生成された画像のコンピュータ映像
および分析を提供しなければならない。
【００５２】
　計算装置が反射画像を受信すると、自動血管セグメント化の追加タスクが実行される。
これは、いくつかの（通常１００以上）ＤＶＴ検査の画素ごとの専門家注釈に訓練された
機械学習モデル（畳み込みニューラルＵネット）を使用してリアルタイムで達成される。
一実施形態では、セグメンテーションの結果がユーザインターフェースを介して、ハイレ
ベル抽象化形式でユーザに提供される。この形態は、血管壁を表す変形可能な円であって
もよく、現在検査されている目印における解剖学的状況に従って配置される。「生の」超
音波画像の解釈は従来専門家を必要とし、したがって、ユーザは、関心のある静脈または
静脈のみを示す単純化された表示を提供され、その結果ユーザのタスクが単純化される。
現在の変形状態は、ユーザインターフェース内の提示された円の変形に変換される。視野
は単純なボックスとして表され、ボックスに対する円の位置は超音波画像のフレームに対
する血管の実際の位置を表す。これは、ユーザにフィードバックを提供して、血管を中心
に保ち、血管を中心にするガイダンスに必要な視野外に血管を移動させないようにする。
一例を図３に示す。このような考えは図９～図１３を参照して以下でさらに説明される。
【００５３】
　図６を参照すると、円６００は抽象的な血管表現を表し、周囲のブラックボックス６０
５は最大移動外周を表す。円６００がブラックボックス６０５の外側にある場合、プロト
コルをリセットすることができる。セグメント化された血管のシーケンスを見ると、シス
テムは、静脈の３Ｄモデルをリアルタイムで再構成することができる。このモデルは、血
管境界、開閉状態、ＤＶＴ予測、圧力、角度、および身体部分情報と共に使用されて、ユ
ーザのためのフィードバックループを生成することができる。したがって、新しい画像情
報が利用可能になるたびに（通常、毎秒約２０フレームで）、新しい情報がシステムに利
用可能になり、検査中にユーザを安心させ、または修正する。
【００５４】
　上記のタスクは、機械学習および／または深層学習を含む学習されたアプローチを使用
して、少なくともいくつかの実施形態で実行される。この実施形態では、１つ以上の深層
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学習アルゴリズムを利用して、深層学習アプローチが採用される。これらの深層学習タス
クのそれぞれは、計算装置上でリアルタイムに実行される。深層学習は、人間の脳によっ
て着想されるアルゴリズムに基づいて、ソフトウェアで実施されるニューラルネットワー
クを使用した機械学習のサブフィールドである。１つ以上のアルゴリズムはラベル付けさ
れたデータセットに基づいて予測を行い、画像解析を実行する。使用されるアルゴリズム
は、畳み込みニューラルネットワーク、スキップ接続を有するＵネット、および／または
長短期メモリ（ＬＳＴＭ）アルゴリズムを含むことができる。ロバストなセグメンテーシ
ョンに基づいてヒューリスティックを用いて１つ以上の学習されたアプローチを決定する
オプションも存在する。一実施形態では、画像からこの情報を直接導出するために深層学
習ネットワークが使用されるが、良好なセグメンテーションを生成し、プログラムロジッ
クを手動で実施するために、例えばセグメンテーションネットワーク（または任意の他の
ロバストなセグメンテーションアプローチ）を使用することも可能である（例えば、管腔
ボクセルの数を、それらが特定の閾値未満になるまでカウントし、次いで、血管が圧迫可
能になる）。
【００５５】
　これらの深層学習タスクの各々は、ラベル付けされたデータセットを必要とする。ラベ
ル付けされたデータセットは、血管が明示的にマークされたＤＶＴ検査を示す超音波画像
のセットである。これらのタスクのいくつかに対して同じ生の超音波画像を使用すること
が可能であるが、この実施形態では各タスクに対するラベルの固有のセットが提供される
。データのラベル付けは、ラベルの正確さを検証するために医学的知識も必要とする時間
のかかる問題である。結局、不正確なラベルは不正確な予測を引き起こす。学習されたモ
デルは一般的な方法で最も普及した重要な特徴を採用するので、不正確なラベルの特定の
パーセンテージ（従来は１～１０％）は深層学習方法に許容可能である。外れ値はこのよ
うなアプローチにおいて重大な問題ではないが、専門家による手動データ浄化およびモデ
ル検証によって軽減することができる。後者の場合、計算されたラベル、決定基準及びセ
グメンテーションと共に生の超音波画像を示すインターフェースが利用可能である。
【００５６】
　最後に、計算装置上で実行されるアルゴリズムは、ユーザに何をすべきかを指示するた
めのユーザインターフェースを提供する。適切なグラフィカルユーザインターフェースか
らの画像は図９～図１３を参照して以下で説明され、当業者は適切なインターフェースを
どのように実装するかを容易に知るのであろう。
【００５７】
　計算装置１０１上で実行されるアルゴリズムはさらに、以下の拡張を提供するように構
成され得る。
【００５８】
　血管ガイダンス、目印検証、および圧迫状態識別のタスクのための機械学習アルゴリズ
ムを個別に実行し、訓練すること、または単一のネットワークアーキテクチャにおいてす
べてのタスクを組み合わせ、すべてのタスクを一度に訓練すること、いわゆるエンド・ツ
ー・エンド訓練することが可能である。開示されるシステムは、両方のアプローチを可能
にする。個々のモデルおよび組み合わされたモデルは、個々のタスクに対して同じ精度を
達成する。しかしながら、組み合わせられたエンド・ツー・エンドの訓練された機械学習
モデルは、個々のタスク処理よりも少ない潜在的パラメータおよび少ない計算リソースし
か必要としない。エンド・ツー・エンドの機械学習方法は小さいサイズに圧迫することが
でき、その結果個々のモデルよりも著しく高速であり、必要なメモリが少なく、携帯計算
装置上で毎秒少なくとも２０フレームでリアルタイム処理するために計算的に軽量である
。
【００５９】
　プローブ上に十分なゲルが存在するかどうかを判定する。超音波画像品質は超音波放射
を患者の組織に／から結合するのに不十分なゲルが存在する場合に劣化するので、システ
ムは好ましくは必要に応じて、プローブ（または患者）にゲルを再塗布するようにユーザ
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に通知するように構成される。このアルゴリズムは、画像データが劣化しているので、プ
ローブ上により多くのゲルが必要であることをユーザに警告することができる。
【００６０】
　患者に血餅が存在するかどうかを物理的に判定するために、系統的な方法での静脈の圧
迫が必要とされる。相対圧力は、検査されている患者の静脈の各部分について物理的圧迫
ステップを実行するようにユーザに指示するときに、画像シーケンスの変化から推定する
ことができる。これは、圧迫段階の間に加えられる圧力が多すぎるか、または少なすぎる
こと、例えば、患者を傷つけることが望ましくないことをユーザに示すのに有用である。
静脈が圧迫されない場合、これは、圧力が少なすぎるまたはＤＶＴがあることを意味し得
る。静脈が圧迫されない場合、システムは試行を続けるように指示する。合理的な方法で
押すにもかかわらず、圧迫が達成できない場合、オペレータはこの時点で停止し、専門家
に紹介することを決定する。
【００６１】
　反射画像の性質から、アルゴリズムは、プローブが患者に適用された角度を判定するこ
とができる。通常ユーザが患者の皮膚に対して垂直にプローブを保持しなければならず、
そうでない場合にはユーザがこれを矯正するようにアドバイスされてもよい。
【００６２】
　アルゴリズムは、身体部分への登録をさらに提供することができる。これが意味してい
ることは、プローブの現位置（膝、大腿部等）を自動的に決定できることである。通常、
これは放射線医が検査の開始時に使用する、いわゆる「目印」を識別することによって行
われる。これらの目印には、ＤＶＴを有する患者の高い有病率が存在する。したがって、
特定の検査の性質は、関連する結果と一緒に記憶することができる。これにより、例えば
、身体検査中の任意の時点でのプローブの場所、または関心のあるデータポイントがプロ
ーブによって収集される時を、正確にソフトウェアに対して手動で識別しなければならな
いユーザは助けられる。
【００６３】
　ソフトウェアは実行される診断手順への導入をさらに提供されてもよく、これはユーザ
が患者に示すことができる短いビデオであってもよい。
【００６４】
　さらに、ユーザのための手続きの「ウォークスルー」が提供されてもよく、これもまた
、ユーザが何をしようとしているかをユーザに教え、または思い出させるための短いビデ
オであってもよく、必要でない場合にはスキップされてもよい。
【００６５】
　次に、ソフトウェアによって指示され、ユーザによって実行される実際の処理について
説明する。
【００６６】
　図７は、一実施形態による、ユーザによって実行されるステップのセットを示す。これ
らのステップは、ユーザが機器を効果的に操作することを可能にするために、ユーザに提
供されてもよい。
【００６７】
　図８は、ＤＶＴ検査のための典型的なワークフローを示す。患者が準備された後、シス
テムは、プローブを規定された検査領域に配置するようにユーザに指示する。ユーザは、
システムが関連する血管を自動的に検出するまで、領域を探査する。正しい血管が見える
ならば、検査中の間ずっと評価される。血管が識別された場合、ユーザは、目印１に到達
するまで血管に沿って移動するように指示される。フィードバックは図６に示すものと同
様のインターフェースを介して提供される。目印が自動的に識別される場合、ユーザは血
管を圧迫するように指示される。この方法が目印位置で圧迫可能である血管を識別し、圧
迫自体が有効に実行されたことを識別する場合、検査領域が終了し、すべての定義された
目印が処理されるまで、次の目印に移動するようにユーザに指示する。血管が特定の目印
で圧迫可能でない場合、および／または圧迫自体が有効に実行されなかった場合、ユーザ
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は、既に５回このプロセスを試みたかどうかについて質問される。試行回数は変更可能で
あるが、本実施形態では５回に設定されている。これらの５回の試みの後、血管が依然と
して特定の目印で圧迫可能でない場合、および／または圧迫自体が有効に行われなかった
場合、患者は専門家に紹介される。プローブが検査領域の外側に移動される場合、ユーザ
は、第１の目印でこの血管を再開するように指示される。全ての検査領域内の全ての目印
が圧迫可能であると自動的に識別された場合、患者は臨床作業フローから解放される。
【００６８】
　図９は患者９００の脚を示しており、この脚は、検査が従来行われている３つの主要な
領域、鼠径部９０２、大腿部９０３、および膝９０４を含んでいる。図１０は、ＤＶＴ検
査１０００および１００１における関心のある静脈の簡略表示を示す。
【００６９】
　図１１の特徴１１００は、患者の右脚の鼠径部領域から始まる、患者の皮膚に垂直なプ
ローブの配置を示す。次に、システムは、上述のように反射された超音波データを解釈し
て、図１１の特徴１１０１のように血管が見つかるまで、プローブの配置をユーザに指示
する。これは、計算装置上のグラフィカルユーザインターフェースを介して都合よく行う
ことができる。システムは、正しい位置をユーザに通知することに加えて、プローブが垂
直でないかどうかをユーザに告知することもできる。
【００７０】
　血管が見つかると、システムは、鼠径部の目印が見つかるまで、プローブの配置をユー
ザに指示する。鼠径部の血管の適切な３Ｄマップが生成されるまで、これを繰り返す。図
１３は、２つのこのような血管の拡大された簡略化された表示を示す。
【００７１】
　ここで、システムはどの静脈をＤＶＴについて検査するかを決定し、図１１の１１０２
に示すように、血管を圧迫するようにユーザに指示し、関心のある静脈のみが示される、
さらに簡略化された表示を示す。ユーザは、図１１の１１０２に示すように静脈を圧迫す
るように指示され、システムはその圧迫性を評価する。
【００７２】
　図１１の特徴１１０３は、圧力を加えることよって首尾よく閉じられる静脈を示し、一
方、図１１の特徴１１０４は、首尾よく閉じられず、ＤＶＴが疑われる静脈を示す。
【００７３】
　図１１は、身体位置の表示がプローブのおおよその位置を示す身体の小型モデルを示す
、ユーザに示される可能な表示を示す。３Ｄ表示は現在評価されている血管セグメントの
より大きなモデルを示し、横断表示は、静脈の断面を示す。これらの表示の全ては、プロ
ーブが動かされるか、または血管が圧縮されると、リアルタイムで更新される。
【００７４】
　次に、システムは血管を解放するようにユーザに指示し、ＤＶＴの危険性があると判定
された場合、ユーザに警告する。このシーケンスは、患者のさらなる静脈／領域および脚
について繰り返される。システムは、血管が確実に圧迫可能で、すなわちＤＶＴが全く存
在しないことをユーザに伝えるように構成されてもよい。圧迫可能でない場合には、他の
理由もあるかもしれず、専門の放射線科医への紹介が必要である。システムは、オペレー
タがあきらめるまで、現在の目印を圧迫するように指示し続ける。
【００７５】
　患者を準備する第１のステップは、図１２に示されている。この姿勢は、検査中に静脈
を圧迫するために、良好な血流およびユーザへの良好なアクセスを可能にする。
【００７６】
　次に、ユーザは、先端をゲルで覆うことによってプローブを準備する。ゲルは超音波の
良好な伝達を保証し、通常検査中に補充されなければならない。
【００７７】
　任意選択で、検査は、（鼠径部の）総大腿静脈、（膝の）膝窩、（大腿部の）浅大腿静
脈、および（ふくらはぎの）伏在静脈の検査を含む。これらの静脈の全てが、両方の脚に
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検査がある場合は、専門医または他のさらなる治療によるさらなるスキャンのために患者
を紹介すべきである。
【００７８】
　計算装置はタブレットまたはスマートフォンとして開示されているが、ラップトップ、
ＰＣ、またはＰＤＡなどのユーザインターフェースおよびプロセッサを有する他のデバイ
スも同様に使用することができる。
【００７９】
　本発明は、ハンドヘルドおよび／または安価な超音波装置に限定されない。本発明の原
理は、本発明の機能性を、より大きな病院部門で一般的であるような独立型超音波撮像装
置に追加することによって、同様に実施することができる。
【００８０】
　本発明の実施形態は、当業者が専門技術なしで使用することができる使いやすいデバイ
スを提供することに焦点を当てているが、計算装置のディスプレイが実際の超音波画像を
表示するようにさらに構成することができる「エキスパートモード」をさらに提供するこ
とができる。この表示は、自動的に生成された注釈と、分類決定の背後にある推論に関す
る情報とを含むことができる。これは、ユーザが「生の」超音波画像を解釈する能力を有
する、より経験豊富な同僚に相談する場合に有用であり得る。
【００８１】
　可視画面を含むユーザインターフェースが示されているが、他のユーザインターフェー
ス、例えば、ユーザに口頭指示を出すオーディオインタフェースを代替的に又は追加的に
使用することができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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