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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を検査することにより取得される該被検体内の組織を示す体内情報に基づいて体
内画像を生成し、かつ該被検体に関する情報および該検査に関する情報のうち、少なくと
もいずれか一方を含んだ付帯情報を該検査の検査オーダ情報から受けて、該付帯情報を基
に付帯情報画像を生成する画像生成手段と、
　前記付帯情報画像を、前記体内画像と独立して表示される画像とするとともに、該体内
画像と一連の画像群とし、かつ該一連の画像群から該付帯情報画像または体内画像のいず
れかを選択する操作に応じて、該付帯情報画像または該体内画像のいずれかを表示するよ
うに情報処理し、出力する情報処理手段と、を備えたこと、
　を特徴とする医用画像診断装置。
【請求項２】
　前記情報処理手段は、前記付帯情報の確認完了の指示を受けることによって前記付帯情
報画像の前記情報処理を行うこと、
　を特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項３】
　前記画像生成手段は、前記付帯情報を基に前記付帯情報画像が生成された後に、前記体
内画像を生成し、
　前記情報処理手段は、画像の並び順として、前記付帯情報画像が前記体内画像より先と
なるように情報処理すること、
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　を特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　前記画像生成手段は前記体内情報の取得中または取得後に、前記検査にかかる検査者の
意見や補足的説明を前記付帯情報の一部として取得し、該付帯情報の一部を前記付帯情報
画像として生成し、
　前記情報処理手段は、前記検査の終了指示を受けることにより、前記付帯情報の一部を
含んだ前記付帯情報画像の前記情報処理を行うこと、
　を特徴とする請求項３に記載の医用画像診断装置。
【請求項５】
　表示手段に前記付帯情報を項目ごとに表示させて、前記付帯情報画像に表示される該付
帯情報を該項目ごとに選択可能とし、かつ検査者の操作に応じて該付帯情報画像における
該付帯情報の項目ごとの配置および配列を設定可能とする設定手段を備え、
　前記画像生成手段は、前記設定手段によって前記選択された前記付帯情報に基づいて、
前記設定された配置で前記付帯情報画像を生成すること、
　を特徴とする請求項４に記載の医用画像診断装置。
【請求項６】
　被検体を検査することにより取得される該被検体内の組織を示す体内情報に基づいて体
内画像を生成する医用画像診断装置において、該検査にかかる付帯情報を記録する記録方
法であって、
　前記検査にかかる前記付帯情報を該検査の検査オーダ情報から取得する付帯情報取得ス
テップと、
　前記被検体に関する情報および前記検査に関する情報のうち、少なくともいずれか一方
を含んだ該付帯情報を受けて、該付帯情報に基づき付帯情報画像を生成する付帯情報画像
生成ステップと、
　前記体内情報を収集する収集ステップと、
　前記体内情報に基づいて体内画像を生成する画像生成ステップと、
　前記付帯情報画像を、前記体内画像と独立して表示される画像とするとともに、該体内
画像と一連の画像群とし、かつ該一連の画像群から該付帯情報画像または体内画像のいず
れかを選択する操作に応じて、該付帯情報画像または該体内画像のいずれかを表示するよ
うに情報処理し、出力する情報処理ステップと、を備えたこと、
　を特徴とする医用画像診断装置における付帯情報の記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像にかかる付帯情報の処理についての技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像診断装置は、被検体内の透視画像、断層画像、血流など、被検体内の組織の情
報を画像化し、検査・診断を行うための装置である。この医用画像診断装置には、Ｘ線診
断装置、Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：Ｘ線コンピュータトモグ
ラフィ）装置、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ：磁気
共鳴イメージング）装置、超音波診断装置（Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ｄｉａｇｎｏｓｔｉ
ｃ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＮＭ（Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ：核医学）等さま
ざまな医用画像診断のモダリティが存在する。
【０００３】
　これらの医用画像診断装置によって検査を行い、被検体内の組織情報が動画または静止
画として画像化され医用画像が生成される。この医用画像をリアルタイムで、または記憶
された画像を再生し閲覧して、例えば疾患の検査・診断が行われる。また、検査者は当該
画像を閲覧して検査報告を行う。
【０００４】
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　従来、医用画像の閲覧者は図７のような検査リストの画面から患者ＩＤ、患者氏名、検
査日付等の情報に基づき、これらの１つを選択して表示された、図８のような画面に基づ
いて診断等を行っていた。この図７は、記憶された医用画像を検査ごとにリスト表示した
検査リストの概略図である。また、図８は医用画像の一例を示す超音波画像の概略図であ
る。
【０００５】
　図８に示すように、被検体の体内の情報は画面略中央に表示され、例えばこの画面のよ
うに断層画像４００を閲覧しながら診断等がなされる。閲覧者は断層画像４００の他に、
当該断層画像４００には表示されない被検体の身長・体重、事前に報告された健康状態等
のコメント等の被検体の詳細な情報や、検査にかかる情報等を参照して診断等を実行する
必要がある場合がある。
【０００６】
　また医用画像診断装置では、このような被検体の身長・体重、コメント等について、被
検体内の情報を取得し始める前に検査者によって確認されてから被検体の検査が行われる
のが一般的である。
【０００７】
　従来、被検体内の情報を示す画像（例えば図８の断層画像４００）の他に示される情報
としては、この図８に示されるように超音波画像の上部の付帯情報表示欄１０１において
表示された付記的な情報のみが表示されていた。この付記的な情報は、被検体内の画像と
ともに表示されていたので、表示スペースが制限され、患者ＩＤ、患者氏名、検査日付、
性別、病院名等の被検体の識別情報やわずかな患者情報を表示するのみとなっていた。
【０００８】
　同様に、図７に示される検査リストには、リスト表示の都合上表示スペースが限られて
いるため、多くの情報を表示させることができない。したがって患者ＩＤ、患者氏名、検
査日付等、閲覧したい検査を特定するための情報のみが表示されていた。
【０００９】
　これらの識別情報は、医用画像の管理システムのネットワーク規格として、ＤＩＣＯＭ
（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍ
ｅｄｉｃｉｎｅ）が用いられている場合、ＤＩＣＯＭ画像として管理された医用画像に対
し、当該規格によるタグ情報（ＤＩＣＯＭ　ｔａｇ）として付加されていた。
【００１０】
　また従来、医用画像として動画をＶＣＲテープに記録する超音波診断装置において、当
該記録された動画を早送り、巻き戻しした場合でも、識別情報が確認できる技術が提案さ
れている（例えば特許文献１）。すなわち、検査者は、切替ボタン（呼び出しキー）を操
作しながら検査することにより、識別情報の表示画面データを録画することができ、それ
によって早送りや巻き戻しのように動画を高速に表示しても、識別情報の表示画面の存在
を確認することができる。
【００１１】
【特許文献１】特開平３－４９７４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　このような特許文献１の超音波診断装置を含めた従来の医用画像診断装置においては、
閲覧者が被検体内の画像（例えば図８のような超音波画像）および被検体の識別情報以外
に、被検体の身長・体重、健康状態等のコメント等、事前に取得していた被検体の付帯情
報（患者情報）や、検査依頼医師名、疾患の情報などを確認したい場合、当該情報を参照
するために、例えばデータの解析を行ったり、他の資料を用意して参照するといった繁雑
な作業を行わなければならなかった。
【００１３】
　また、医用画像診断装置によって記録された医用画像を閲覧する際に、ビューワ（Ｖｉ
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ｅｗｅｒ／画像表示装置、端末等）の規格と、当該医用画像診断装置にかかる医用画像管
理システムのネットワーク規格とに互換性がないと、タグ情報として付加された識別情報
を閲覧できない場合がある。
【００１４】
　また、記録された医用画像を検索する図７のような検査リストに、被検体や検査にかか
る詳細な情報を表示させるとスペースがないことにより、画面をスライドさせる操作をし
ながら閲覧しなければならず、煩雑である。
【００１５】
　また、特許文献１の発明においては、切替ボタン（呼び出しキー）を操作しながら切り
替え作業を行う必要があり、煩雑であり検査者の検査作業に支障をきたすおそれがある。
また、検査作業が複雑である場合は当該切替操作をすることが困難となり、患者ＩＤなど
の識別情報の表示画面データを録画することが困難となってしまう。その場合、必要な情
報を記録できず、医用画像の閲覧者の診断等の作業に支障をきたすおそれがある。
【００１６】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、医用画像の表示
装置に特別な機能を加えることなく、かつ記録された医用画像の閲覧時に余計な操作を必
要とせずに、医用画像の閲覧時に必要な情報を詳細に、かつ簡易に確認することができる
技術の提供を目的とする。さらには、付帯情報の取り扱いに関する医用画像管理規格に相
違があっても、医用画像の閲覧時に当該必要な付帯情報を確認することを可能とする技術
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の課題を解決するために、本発明は、被検体を検査することにより取得される該被
検体内の組織を示す体内情報に基づいて体内画像を生成し、かつ該被検体に関する情報お
よび該検査に関する情報のうち、少なくともいずれか一方を含んだ付帯情報を該検査の検
査オーダ情報から受けて、該付帯情報を基に付帯情報画像を生成する画像生成手段と、前
記付帯情報画像を、前記体内画像と独立して表示される画像とするとともに、該体内画像
と一連の画像群とし、かつ該一連の画像群から該付帯情報画像または体内画像のいずれか
を選択する操作に応じて、該付帯情報画像または該体内画像のいずれかを表示するように
情報処理し、出力する情報処理手段と、を備えたこと、を特徴とする医用画像診断装置で
ある。
　また、本発明は、被検体を検査することにより取得される該被検体内の組織を示す体内
情報に基づいて体内画像を生成する医用画像診断装置において、該検査にかかる付帯情報
を記録する記録方法であって、前記検査にかかる前記付帯情報を該検査の検査オーダ情報
から取得する付帯情報取得ステップと、前記被検体に関する情報および前記検査に関する
情報のうち、少なくともいずれか一方を含んだ該付帯情報を受けて、該付帯情報に基づき
付帯情報画像を生成する付帯情報画像生成ステップと、前記体内情報を収集する収集ステ
ップと、前記体内情報に基づいて体内画像を生成する画像生成ステップと、前記付帯情報
画像を、前記体内画像と独立して表示される画像とするとともに、該体内画像と一連の画
像群として情報処理し、かつ該一連の画像群から該付帯情報画像または体内画像のいずれ
かを選択する操作に応じて、該付帯情報画像または該体内画像のいずれかを表示するよう
に出力する情報処理ステップと、を備えたこと、を特徴とする医用画像診断装置における
付帯情報の記録方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　上記の本発明による医用画像診断装置は、被検体に関する情報および検査に関する情報
のうち少なくともいずれか一方を含んだ付帯情報画像を、体内画像と独立のフレームとす
るとともに、体内画像と一連の画像群として情報処理し、出力するように形成されている
。したがって、診断等の省力化、効率化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１９】
　以下、本発明の実施形態の一例として、本発明を超音波診断装置に適用した実施形態に
ついて図１～図８を参照して説明する。
【００２０】
［第１実施形態］
（全体構成）
　この発明の第１実施形態にかかる超音波診断装置の構成について、図１を参照して説明
する。図１は、この発明の実施形態にかかる超音波診断装置１の概略構成を示すブロック
図である。
【００２１】
　この実施形態にかかる超音波診断装置１は、被検体の体内情報の取得にかかる検査にと
もなって、付帯情報取得部１０によって得られた識別情報、患者・検査情報を基に付帯情
報構成部２０で付帯情報画像データを生成する。また、超音波診断装置１は送受信ユニッ
ト３０および超音波プローブ４０を介して得られた被検体の体内情報に基づいて、画像構
成部５０で超音波画像データを生成する。このようにして得られた付帯情報画像データと
超音波画像データを情報処理部６０で処理して、付帯情報画像を一連の超音波画像（本発
明の「体内画像」の一例に該当する）と独立のフレームとするとともに、当該超音波画像
と一連の画像群とする（図３の超音波画像表示画面３００）。情報処理部６０は当該処理
したデータを超音波診断装置１における記憶部７０、印刷部８０や表示部９０に出力し、
または外部のサーバ１００に出力する。これら各部の操作は制御部２によって制御される
。以下、超音波診断装置１の各部の構成について説明する。
【００２２】
（付帯情報取得部の構成）
　次に付帯情報取得部１０の構成について説明する。
【００２３】
　付帯情報取得部１０は、患者の受付、担当診療科への受付処理、患者の個人情報管理、
診療費の会計処理を行うＨＩＳ（Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ：病院内情報システム）や、放射線科における医用画像診断装置等の医療機器による
診療の予約、検査受付、検査データの保管等を行うＲＩＳ（Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：放射線科情報システム）から受けた超音波診断装置１
による検査のオーダ情報を受け、または超音波診断装置１において検査者が入力した情報
、またはあらかじめ記憶部７０に記憶されていた電子カルテ等の情報を受け、患者情報お
よび検査情報を収集する。
【００２４】
　例えばＨＩＳやＲＩＳからは、検査に先立って医用画像診断装置による検査のオーダを
受け、当該オーダ情報に含まれる患者ＩＤ、患者氏名、検査日付、性別、病院名等の被検
体の識別情報を取得し、また検査部位、検査依頼医師名、病院名、診療科名等、事前に取
得した検査に関する検査情報を取得する。なお、ＨＩＳ、ＲＩＳなどの情報システムを用
いずに検査オーダを行う場合は、この識別情報および検査情報などの付帯情報を、検査者
が超音波診断装置１における操作手段（不図示）によって入力してもよい。
【００２５】
　また、記憶部７０に記憶された検査にかかる被検体の、身長・体重、年齢、来院履歴、
治療状況、血圧、疾患、喫煙の有無等や、これらの健康状態に関する医師のコメントや所
見等、事前に取得していた患者情報を取得する。これらの患者情報は、検査者の操作によ
って取得されてもよく、また、超音波診断装置１による検査オーダの受付（または検査の
開始）に連動して、ＨＩＳ等から超音波診断装置１に送信されるように構成されていても
よい。また、検査のオーダとともにこれらの患者情報が付加されていてもよい。
【００２６】
　また、付帯情報取得部１０は、取得した各項目ごとの付帯情報をそれぞれ分類し、当該
分類した付帯情報を順次、付帯情報構成部２０に送信する。
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【００２７】
（付帯情報構成部の構成）
　次に付帯情報構成部２０について、図２を参照して説明する。図２は、この発明の実施
形態にかかる超音波診断装置１における付帯情報表示画面２００を示す概略図である。付
帯情報構成部２０（本発明の「画像生成手段」の一部分の一例に該当する）は、付帯情報
を項目ごとに受信して、未生成の付帯情報表示画面２００を表示部９０に表示させつつ当
該画面を生成する。
【００２８】
　付帯情報構成部２０は、付帯情報取得部１０によって分類されて送信された付帯情報を
、識別情報、患者情報、検査情報別に、かつ当該各情報を項目別（患者ＩＤ、被検体の健
康状態、検査依頼医師名など）に受信する。
【００２９】
　また、付帯情報構成部２０は、付帯情報取得部１０から受信した項目別の付帯情報を基
に、次のように図２に示す付帯情報表示画面２００に対応した付帯情報画像データを生成
する。
【００３０】
　まず制御部２が付帯情報表示画面２００の背景画像やフレーム等にかかる画面データを
記憶部７０等から読み出し、あらかじめ表示部９０に表示させておく。付帯情報構成部２
０はこの読み出した当該画面データに対し、受信した付帯情報を、識別情報、患者情報、
検査情報別に、かつ当該各情報を項目別（患者ＩＤ、被検体の健康状態、検査依頼医師名
など）に設定された配置および配列で、例えば以下のように割り当てていく。
【００３１】
　図２に示すように付帯情報表示画面２００における識別情報表示領域２０１に対応する
付帯情報画像データには、あらかじめ設定された検査ごとの識別のための識別情報として
例えば、検査日付、病院名、診療科名等の情報が割り当てられる。
【００３２】
　また、図２に示すように付帯情報表示画面２００の患者情報表示領域２０２に対応する
付帯情報画像データには、あらかじめ設定された患者の識別のための情報および患者の身
体・健康の状態を示す患者情報として例えば、患者ＩＤ、患者氏名、生年月日、年齢、性
別、人種等および健康状態についての意見や補足的な説明の情報が割り当てられる。
【００３３】
　また、付帯情報表示画面２００の検査情報表示領域２０３に対応される付帯情報画像デ
ータは、あらかじめ設定された検査に関する検査情報として例えば、検査の承認番号、検
査者名、検査依頼医師名等が割り当てられる。
【００３４】
　このようにして識別情報表示領域２０１、患者情報表示領域２０２および検査情報表示
領域２０３に対応づけて、識別情報、患者情報、検査情報における各項目ごとの付帯情報
が割り当てられて、図２に示すような付帯情報表示画面２００に対応した付帯情報画像デ
ータが生成される。
【００３５】
　また付帯情報構成部２０は、あらかじめ表示部９０に生成が完了していない状態の付帯
情報表示画面２００を表示させつつ、上記の画面データに順次付帯情報を割り当てて付帯
情報画像データを生成しながら表示部９０に送信する。表示部９０は生成された付帯情報
画像データを受信し、当該データを反映した、生成途中の付帯情報表示画面２００を表示
させる。検査者は、この表示部９０に表示される付帯情報表示画面２００を閲覧して付帯
情報を各項目ごとに確認することができる。
【００３６】
　付帯情報構成部２０により、この付帯情報表示画面２００にかかる付帯情報画像データ
の生成が完了すると、当該付帯情報画像データは情報処理部６０に送信される。この送信
は検査者によって付帯情報表示画面２００の確認がなされてから行われる。例えばこの付
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帯情報表示画面２００の生成が完了し、操作手段（不図示）を介して検査者が表示された
付帯情報の確認を完了する操作をし、当該操作によって制御部２が当該終了した旨の信号
を受けたことに基づき、生成が完了された付帯情報画像データを情報処理部６０に送信す
る。
【００３７】
　または、付帯情報画像データの収集が完了したかについて、制御部２が項目ごとに判断
し、制御部２の判断の結果、付帯情報画像データの構成工程を終了したと判断した場合に
その判断に基づき生成が完了された付帯情報画像データを情報処理部６０に送信する構成
であってもよい。
【００３８】
　また、本実施形態においては、情報処理部６０に完成された付帯情報表示画面２００に
かかる付帯情報画像データが送信されてから、後述の超音波画像部３および超音波プロー
ブ４０が動作する。
【００３９】
（超音波画像部の構成）
　次に図１および図３を参照して超音波画像部３および超音波プローブ４０について説明
する。図３は、この発明の実施形態にかかる超音波診断装置１における超音波画像表示画
面３００を示す概略図である。
【００４０】
　図１に示すように超音波画像部３（本発明の「画像生成手段」の一部分の一例に該当す
る）は、送受信ユニット３０、画像構成部５０によって構成されている。超音波画像部３
は、情報処理部６０が付帯情報画像データを受信することに連動して動作を開始され、検
査が開始される。超音波画像部３では、検査者が超音波プローブ４０で被検体の検査を行
うことによって、被検体から受信した反射波を信号に変換し、当該信号に基づき被検体内
部の体内画像にかかるデータ、すなわち超音波画像の表示に供する超音波画像データを構
成する。
【００４１】
　超音波画像部３では、まず送受信ユニット３０のパルサに遅延時間を与えたレートパル
スを供給し、当該パルサは超音波プローブ４０の超音波トランスデューサに駆動信号を送
信する。駆動信号を受けて超音波トランスデューサは当該信号を超音波パルスに変換する
ことにより、検査にかかる被検体（患者）の検査部位に送波する。超音波トランスデュー
サは、送波した超音波パルスに対する被検体の体内組織からの反射波を受信してそれを電
気信号に変換し、当該電気信号を送受信ユニット３０に送信する。
【００４２】
　送受信ユニット３０は、超音波プローブ４０の超音波トランスデューサから当該反射波
にかかる電気信号を受信すると、デジタル信号に変換し、遅延時間を与えて整相加算し、
画像構成部５０に送信する。
【００４３】
　画像構成部５０は、送受信ユニット３０から受信した信号に信号処理（Ｂモード処理、
ドプラ処理等）を施す。例えば、ＤＳＣ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｃａｎ　ｃｏｎｖｅｒｓｉ
ｏｎ）処理を行い、画像信号列に変換する。また、ボリュームデータに対してボリューム
レンダリングを施すことにより、３次元体内情報を生成したり、ＭＰＲ処理（Ｍｕｌｔｉ
　Ｐｌａｎｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）を施すことにより、任意断面の体内
情報（ＭＰＲ画像データ）を生成したりする。
【００４４】
　この体内情報は、画面データに割り当てられる。つまり、画像構成部５０は、図３に示
す超音波画像表示領域３０４を表すためのデータのうち、背景画像、フレーム等を表示す
るための画面データを記憶部７０から読み出す。読み出した画面データに、順次収集され
る体内情報を割り当てフレームごとの超音波画像を生成していく。
【００４５】
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　このようにして画像構成部５０が図３に示すような超音波画像表示領域３０４に示され
るフレームごとの超音波画像にかかる超音波画像データを生成すると、画像構成部５０は
当該超音波画像データを時系列順に情報処理部６０に送信する。
【００４６】
（情報処理部の構成）
　次に図１～図３を参照して情報処理部６０の構成について説明する。
【００４７】
　情報処理部６０（本発明の「情報処理手段」の一例に該当する）は、検査者の確認完了
の操作に連動して、まず付帯情報構成部２０から付帯情報画像データを受信すると、図２
に示す付帯情報表示画面２００を超音波画像と独立のフレームとし、かつ超音波画像と一
連の画像群とするように付帯情報画像データの情報処理を行う。また、図３に示す超音波
画像表示画面３００を生成するため、生成された当該付帯情報表示画面２００を一時的に
記憶しておく。
【００４８】
　このように検査者の確認完了の操作に伴って付帯情報表示画面２００を一時的に記憶さ
せるように構成することで、検査者が特別な操作をすることなく、識別情報、患者情報お
よび検査情報等の付帯情報の確認作業の一環として、付帯情報表示画面２００の一時的な
記憶をさせることができる。したがって、付帯情報の記録忘れといったような問題が生じ
る事態を防止することができる。また、検査者の手を煩わせることなく付帯情報表示画面
２００の記憶作業を行わせることが可能となる。
【００４９】
　次に、情報処理部６０は、画像構成部５０から超音波画像データを順次受信すると、受
信した時系列順に一時的に記憶される。
【００５０】
　情報処理部６０は被検体の体内情報の収集の完了および超音波画像データの生成の完了
を受けて、一時的に記憶された、超音波画像表示画面３００の超音波画像表示領域３０４
に表示されるフレームごとの超音波画像データと、上記付帯情報表示画面２００にかかる
付帯情報画像データとを独立に、かつ一連の画像群とする情報処理を行う。なお、情報処
理部６０は、被検体の超音波画像データ生成完了（体内情報の収集完了）を、例えば、検
査者が操作手段（不図示）によって検査終了の操作をすることによって認識する。
【００５１】
　また情報処理部６０は、超音波画像表示画面３００における付帯情報表示画面２００お
よび超音波画像の表示順を、例えば生成された順に表示されるように情報処理を行う。こ
の場合、本実施形態においては１検査における一連の各画像のうち、最初に生成されるの
が付帯情報表示画面２００にかかる付帯情報画像データなので、付帯情報表示画面２００
がまず最初に表示され、続いて時系列順に超音波画像が表示されるように情報処理が行わ
れる。
【００５２】
　また情報処理部６０は、付帯情報画像データと超音波画像データとの情報処理を行うと
、超音波画像表示画面３００を表すためのデータのうち、背景画像、フレーム等を表示す
るための画面データを記憶部７０から読み出す。情報処理部６０はこの画面データを読み
出すと、情報処理が行われた画像データを当該画面データに割り当て、例えば以下のよう
に超音波画像表示画面３００（レビュー画面）の表示に供するレビュー画像データを生成
する。
【００５３】
　情報処理部６０は、図３の超音波画像表示画面３００の付帯情報縮小画像表示領域３０
５や超音波縮小画像表示領域３０６において、フレームごとの付帯情報表示画面２００の
縮小画像（サムネイル）や超音波画像の縮小画像が表示されるように情報処理を行う。
【００５４】
　また情報処理部６０は、超音波画像表示領域３０４には、選択された当該縮小画像（３
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０５・３０６）に対応する超音波画像や付帯情報表示画面２００を表示させるように情報
処理を行って、図３に示す超音波画像表示画面３００の表示に供するレビュー画像データ
を生成する。
【００５５】
　また、当該検査における超音波画像表示画面３００にかかるレビュー画像データの生成
が完了すると、情報処理部６０は、当該レビュー画像データを記憶部７０に記憶、または
印刷部８０、表示部９０に出力する。また、レビュー画像データはＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：医用
画像保管通信システム）等のサーバ１００に出力させてもよい。
【００５６】
　このように情報処理部６０が付帯情報表示画面２００を超音波画像より先に表示（また
は印刷）させるように処理することにより、当該検査にかかる超音波画像の読影者は、先
に識別情報、患者情報、検査情報等の付帯情報を確認してから読影や診断等を行うことが
でき、診断の確実性の向上に寄与することが可能となる。
【００５７】
　また、識別情報、患者情報、検査情報等の付帯情報画像を超音波画像と独立（付帯情報
表示画面２００）かつ一連の画像群とするように情報処理を行うことにより、当該付帯情
報を画像として記憶、表示、印刷等することが可能となる。これにより、医用画像診断装
置とビューワ（ｖｉｅｗｅｒ）等、表示装置との間において、医用画像の管理システムの
ネットワーク規格（ＤＩＣＯＭ等）に相違があっても、検査情報や患者情報といった当該
検査についての詳細な付帯情報を簡易に閲覧することが可能となる。また、付帯情報が付
帯情報表示画面２００として画像化されているので、当該検査における詳細な付帯情報の
閲覧のために、表示装置に特別な機能を設ける必要もない。
【００５８】
　また、付帯情報を１つの画像として超音波画像表示画面３００に取り込み、当該画面を
生成することにより、付帯情報の表示スペースの問題が生じないので、識別情報、患者情
報および検査情報の詳細をより多く表示することが可能となる。
【００５９】
（動作）
　以上のような本実施形態の超音波診断装置１の動作について図４を参照して説明する。
図４は、この発明の第１の実施形態にかかる超音波診断装置１を用いた検査における一連
の動作を説明するためのフローチャートである。
【００６０】
（ステップ１）
　付帯情報取得部１０は、超音波診断装置１がＨＩＳ・ＲＩＳから受けたオーダ情報、検
査者があらかじめ入力した情報、またはあらかじめ記憶部７０等に記憶されていた電子カ
ルテ等の情報を受け、識別情報、検査情報および患者情報等の付帯情報を取得する。また
、付帯情報取得部１０は、取得した付帯情報を各項目ごとに分類して付帯情報構成部２０
に送信する。
【００６１】
（ステップ２）
　付帯情報構成部２０は、付帯情報取得部１０から送信された付帯情報を各項目ごとに受
信するとともに、記憶部７０から画面データを読み出す。また、付帯情報構成部２０は、
当該各項目ごとに分類された付帯情報を、識別情報、患者情報、検査情報ごとに、読み出
した画面データに割り当てて付帯情報画像データを構成する。この付帯情報画像データは
、例えば検査者によって付帯情報の確認を完了した旨の操作がされると、当該操作に基づ
き付帯情報構成部２０が付帯情報表示画面２００の生成を完了する。構成が完了された付
帯情報画像データは情報処理部６０に送信される。
【００６２】
（ステップ３）
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　情報処理部６０は、付帯情報構成部２０から送信された付帯情報表示画面２００にかか
る付帯情報画像データを超音波画像と独立に、かつ一連の画像群とする情報処理を行い、
一時的に記憶する。
【００６３】
（ステップ４）
　制御部２は、付帯情報画像データの一時的な記憶に連動して超音波画像部３の動作を開
始させ、かつ超音波プローブ４０によるスキャンが開始される。超音波プローブ４０が動
作を開始すると、検査者は超音波プローブ４０を介し、被検体の体内情報の収集を開始す
る。
【００６４】
（ステップ５）
　被検体の体内情報が収集されると、送受信ユニット３０を介して被検体からの超音波パ
ルスの反射波を変換した信号が送信される。画像構成部５０は当該信号を受けて、信号処
理、画像処理を行う。また、画像構成部５０は記憶部７０から画面データを読み出して、
この画像処理した被検体の体内情報と、当該画面データから超音波画像データを生成する
。画像構成部５０は生成したフレームごとの超音波画像データを、時系列順に情報処理部
６０に送信する。
【００６５】
（ステップ６）
　情報処理部６０は、画像構成部５０からフレームごとの超音波画像データを受信すると
、当該超音波画像データを時系列順に、一時的に記憶する。
【００６６】
（ステップ７）
　情報処理部６０は、検査者により検査終了の操作がなされることによって、一時的に記
憶されていた付帯情報表示画面２００にかかる付帯情報画像データと、超音波画像にかか
る超音波画像データとを、生成された順に表示されるように情報処理を行い、超音波画像
表示画面３００にかかるレビュー画像データを生成する。
【００６７】
（ステップ８）
　情報処理部６０は、超音波画像表示画面３００にかかるレビュー画像データの生成が完
了すると、当該レビュー画像データを記憶部７０、印刷部８０、表示部９０またはサーバ
１００に出力する。
【００６８】
　次に、以上のような本実施形態の超音波診断装置１によって生成された超音波画像表示
画面３００を閲覧する際の一連の動作の一例について図５を参照して説明する。図５は、
この発明の第１の実施形態にかかる超音波診断装置１によって情報処理が行われた超音波
画像表示画面３００を閲覧する際の一連の動作を説明するためのフローチャートである。
【００６９】
（ステップ１１）
　閲覧者が画像表示装置１１０の操作手段（図示せず）等により、識別情報に基づいて検
査リストの画面から一の検査を指定し、当該指定された検査にかかる超音波画像表示画面
３００の表示を要求する操作をすると、画像表示装置１１０はサーバ１００に対して、当
該要求に応じた超音波画像表示画面３００にかかるレビュー画像データを要求する。
【００７０】
（ステップ１２）
　サーバ１００が超音波画像表示画面３００にかかるデータの要求を受けると、サーバ１
００は、記憶されている超音波画像表示画面３００にかかるレビュー画像データの中から
要求に応じたレビュー画像データを画像表示装置１１０に送信する。
【００７１】
（ステップ１３）
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　画像表示装置１１０は、サーバ１００に対して要求した超音波画像表示画面３００にか
かるレビュー画像データを受信すると、当該レビュー画像データにかかる超音波画像表示
画面３００を表示させる。このとき超音波画像表示画面３００には、一連の画像、すなわ
ち付帯情報表示画面２００および超音波画像にかかる縮小画像を表示させ（図３・３０５
、３０６参照）、その他の部分には、識別情報表示領域３０１に識別情報の一部を表示さ
せ、超音波画像表示領域３０４には、選択された付帯情報表示画面２００またはフレーム
ごとの超音波画像を表示させる。なお、本実施形態においては、生成した順に表示される
ように情報処理が行われているので、超音波画像表示画面３００が表示された最初の時点
においては、超音波画像表示領域３０４には、付帯情報表示画面２００が表示される。閲
覧者は、超音波画像表示画面３００が表示された最初の時点で付帯情報表示画面２００を
閲覧し、診断等に必要となる詳細な付帯情報（検査情報、患者情報等）を確認することが
できる。
【００７２】
（ステップ１４）
　閲覧者が画像表示装置１１０における操作手段により、図３に示すような超音波画像表
示画面３００における付帯情報縮小画像表示領域３０５や、超音波縮小画像表示領域３０
６のいずれかを選択することにより、超音波画像表示領域３０４には当該選択に応じた画
像が表示される。つまり、付帯情報縮小画像表示領域３０５を選択すれば付帯情報表示画
面２００が超音波画像表示領域３０４に表示され、超音波縮小画像表示領域３０６のいず
れかを選択すれば、選択に応じたフレームごとの超音波画像が超音波画像表示領域３０４
に表示される。
【００７３】
（ステップ１５）
　閲覧者が超音波画像を閲覧している過程で、付帯情報を再確認するため、縮小画像（３
０５・３０６）の中から再び付帯情報縮小画像表示領域３０５を選択する操作をした場合
は、画像表示装置１１０が超音波画像表示領域３０４に付帯情報表示画面２００を表示さ
せる。その他閲覧者が他の超音波画像を表示させる選択する操作をした場合は、当該選択
にかかる超音波画像が表示される。このようにして、閲覧のための表示が行われ診断等が
終了すると、操作者の終了操作等により、表示が終了する。
【００７４】
（作用・効果）
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置１の作用及び効果について説明する。
【００７５】
　本実施形態にかかる超音波診断装置１は、付帯情報構成部２０において付帯情報表示画
面２００の表示に供する識別情報、患者情報、検査情報の詳細を含む付帯情報画像データ
を生成する。また情報処理部６０において、当該付帯情報画像データに基づく付帯情報表
示画面２００を生成し、超音波画像と一連に表示されるように情報処理が行われ、超音波
画像表示画面３００にかかるレビュー画像データを生成するように構成されている。
【００７６】
　したがって、付帯情報についても超音波画像と付帯情報画像データとを独立に、かつ一
連の画像群として表示されているので、表示スペースの問題が生じず、識別情報、患者情
報、検査情報等の詳細をより多く表示することができ、診断等の確実性の向上に寄与する
ことが可能となる。
【００７７】
　また、付帯情報表示画面２００が超音波画像と付帯情報画像データとを独立に、かつ一
連の画像群として表示されていることにより、超音波画像表示画面３００の閲覧者が、超
音波画像表示画面３００のデータ解析を行ったり、電子カルテを別に用意しておくなどの
特別な操作を必要とせずに、かつ、画像表示装置１１０等に特別な機能を設ける必要もな
く、閲覧の際に簡易な操作で診断等に必要な情報を確認することができ、診断等の効率の
向上を図ることができる。
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【００７８】
　また、医用画像診断装置とビューワ（ｖｉｅｗｅｒ）等、表示装置との間において、医
用画像の管理システムのネットワーク規格（ＤＩＣＯＭ等）に相違があっても、検査情報
や患者情報といった当該検査についての詳細な付帯情報を簡易に閲覧することが可能とな
る。
【００７９】
　また、本実施形態における超音波画像診断装置１によると、画像が生成された順に情報
処理が行われて、当該順に従って付帯情報表示画面２００および超音波画像が表示される
ように構成されている。
【００８０】
　したがって、超音波画像表示画面３００が画像表示装置１１０等に表示されると、当該
画面の閲覧者に、まず最初に付帯情報表示画面２００を視認させ、検査情報、患者情報の
詳細を確認させることができ、診断等の確実性を向上に寄与することが可能となる。
【００８１】
　また、本実施形態における超音波画像診断装置１では、検査者が付帯情報の確認完了の
操作をすることに伴って情報処理が行われた付帯情報表示画面２００を一時的に記憶させ
るように構成されている。
【００８２】
　したがって検査者が特別な操作をすることなく、識別情報、患者情報および検査情報等
の付帯情報の確認作業の一環として、付帯情報表示画面２００の一時的な記憶をさせるこ
とができる。したがって、付帯情報の記録忘れといったような問題が生じる事態を防止す
ることができる。また、検査者の手を煩わせることなく付帯情報表示画面２００の記憶作
業を行わせることが可能となる。
【００８３】
［第２実施形態］
　次にこの発明の第２実施形態にかかる超音波診断装置１について説明する。
【００８４】
（構成）
　第２の実施形態にかかる超音波診断装置においては、前述の第１の実施形態にかかる超
音波診断装置１と比べ付帯情報構成部２０および情報処理部６０の動作が異なり、その他
の部分は第１の実施形態にかかる超音波診断装置１と同様である。以下、これらの異なる
動作について説明する。
【００８５】
　第２の実施形態にかかる付帯情報構成部２０においては、付帯情報取得部１０において
取得した付帯情報のうち、検査者が選択した各項目ごとの付帯情報のみを付帯情報表示画
面２００に反映するように付帯情報画像データを生成する。この検査者による付帯情報の
項目ごとの選択は、例えば以下のようにして実行される。
【００８６】
　制御部２は、あらかじめ記憶部７０に記憶されている付帯情報の項目ごとの選択に供す
る画面データを読み出して、表示部９０に表示させる。次いで、検査者が操作手段等によ
り、当該表示された付帯情報の選択用の画面から、付帯情報表示画面２００に記録させる
付帯情報を選択する。検査者が当該選択をすると、付帯情報構成部２０は付帯情報取得部
１０から受信した付帯情報の中から、当該選択に応じた項目にかかる付帯情報のみを付帯
情報画像データとして構成する。この検査者による付帯情報の項目の選択は、例えば、表
示部９０に表示された選択用の画面においてチェックボックスにチェックを入れることに
より行われる。
【００８７】
　また、本実施形態における付帯情報構成部２０は、検査者等が設定したレイアウト（付
帯情報表示画面２００における識別情報、患者情報および検査情報等の項目ごとの配列、
配置）に基づいて付帯情報表示画面２００が表示されるように付帯情報画像データを生成
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する。この検査者による付帯情報の項目ごとの選択は、例えば以下のようにして実行され
る。
【００８８】
　制御部２は、あらかじめ記憶部７０に記憶されている付帯情報表示画面２００のレイア
ウト設定に供する画面データを読み出して、レイアウト設定に供する画面を表示部９０に
表示させる。またこの表示は、前述の付帯情報の選択画面による選択の前または後におい
て表示されるように構成される。次いで、検査者が操作手段等により、レイアウト設定画
面において付帯情報表示画面２００のレイアウトを設定する。この設定は、例えばあらか
じめ設定された複数のレイアウトの中から、検査者が操作手段等によりいずれか１つを選
択する構成でもよく、または、識別情報、患者情報および検査情報等の表示領域をマウス
等の操作手段によりスライドさせて、項目ごとの配列、配置を決定させる構成であっても
よい。
【００８９】
　このように付帯情報構成部２０および情報処理部６０を構成することにより、閲覧者の
必要に応じた付帯情報の表示を行うことが可能となり、診断等の効率および確実性の向上
に寄与しうる。
【００９０】
　また、第２の実施形態における情報処理部６０は、被検体の体内情報の収集が開始され
ても付帯情報表示画面２００の生成を完了せず、さらに検査者が当該収集作業中に入力し
たコメント（検査者や補助者の意見、補足的説明等）、所見について、付帯情報取得部１
０が付帯情報として取得するように構成されている。
【００９１】
　例えば、検査中に検査者が操作手段、音声入力等により当該検査に関するコメントや所
見を入力すると、付帯情報取得部１０が当該コメント、所見を付帯情報として取得し、付
帯情報構成部２０に送信する。
【００９２】
　付帯情報構成部２０は、当該コメント、所見を当該検査にかかる付帯情報表示画面２０
０に反映させるために、一時的に記憶されている付帯情報画像データを読み出し、付帯情
報画像データを再び生成し直す。また、付帯情報構成部２０は被検体の体内情報の収集が
完了し、かつ超音波画像の生成が終了すると、コメントや所見等を反映した付帯情報画像
データを情報処理部６０に送信する。
【００９３】
　情報処理部６０は、コメントや所見等を反映した付帯情報画像データ受信すると、当該
付帯情報画像データと超音波画像データとに情報処理を行って超音波画像表示画面３００
にかかるレビュー画像データを生成する。
【００９４】
　このように構成することで、付帯情報表示画面２００に検査者のコメントや所見等の付
帯情報を取り込んで表示させることができ、閲覧者は当該付帯情報を閲覧・確認すること
で、さらに診断等の確実性および効率を向上させることが可能となる。
【００９５】
（動作）
　以上のような本実施形態の超音波診断装置１の動作について図６を参照して説明する。
図６は、この発明の第２の実施形態にかかる超音波診断装置１を用いた検査における一連
の動作を説明するためのフローチャートである。
【００９６】
（ステップ２１）
　制御部２は、記憶部７０等から付帯情報表示画面２００に表示する付帯情報の項目の選
択に供する画面の画面データを読み出し、当該画面を表示部９０に表示させる。
【００９７】
（ステップ２２）
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　操作者の選択に応じて、付帯情報表示画面２００に表示する付帯情報の項目が選択され
、付帯情報画像データとして画像化される付帯情報が設定される。
【００９８】
（ステップ２３）
　制御部２は、付帯情報の設定がされると、記憶部７０等から、付帯情報表示画面２００
に表示する、付帯情報の項目ごとの配置や配列などレイアウトについての設定に供する画
面データを読み出し、当該画面データに基づく画面を表示部９０に表示させる。
【００９９】
（ステップ２４）
　操作者の設定に応じて、付帯情報表示画面２００に表示する付帯情報の項目ごとのレイ
アウトが設定される。
【０１００】
（ステップ２５）
　付帯情報取得部１０は、超音波診断装置１がＨＩＳ・ＲＩＳから受けたオーダ情報、検
査者があらかじめ入力した情報、またはあらかじめ記憶部７０等に記憶されていた電子カ
ルテ等の情報を受け、識別情報、検査情報および患者情報等の付帯情報を取得する。また
、付帯情報取得部１０は、例えば、検査者の操作により付帯情報の収集が終了した旨の信
号を受け、取得した付帯情報を各項目ごとに分類して付帯情報構成部２０に送信する。
【０１０１】
（ステップ２６）
　付帯情報構成部２０は、付帯情報取得部１０から送信された付帯情報を各項目ごとに受
信するとともに、記憶部７０から画面データを読み出す。このとき付帯情報構成部２０は
、受信した付帯情報のうち、ステップ２１・２２において選択・設定された付帯情報の項
目のみを、ステップ２４で設定されたレイアウトで、識別情報、患者情報、検査情報ごと
に、読み出した画面データに割り当てて付帯情報画像データを構成する。付帯情報画像デ
ータは情報処理部６０に送信される。
【０１０２】
（ステップ２７）
　この付帯情報画像データは、例えば検査者によって付帯情報の確認を完了した旨の操作
がされると、当該操作に基づき情報処理部６０は、付帯情報構成部２０から送信された付
帯情報表示画面２００にかかる付帯情報画像データを一時的に記憶する。
【０１０３】
（ステップ２８）
　制御部２は付帯情報画像データの一時的な記憶に連動して、超音波画像部３の動作を開
始させる（超音波プローブ４０によるスキャンが開始される）。超音波プローブ４０が動
作を開始すると、検査者は超音波プローブ４０を介して、被検体の体内情報の収集を開始
する。被検体の体内情報が収集されると、画像構成部５０は記憶部７０から画面データを
読み出して、画像処理した被検体の体内情報と、当該画面データから超音波画像データを
生成する。また、画像構成部５０は超音波画像データを、時系列順に情報処理部６０に送
信する。情報処理部６０は、画像構成部５０からフレームごとの超音波画像データを受信
すると、当該超音波画像データを時系列順に、一時的に記憶する。
【０１０４】
（ステップ２９）
　検査者が被検体の体内情報が収集中に、当該検査にかかるコメントや所見を入力すると
、付帯情報取得部１０が当該コメント、所見を付帯情報として取得し、付帯情報構成部２
０に送信する。
【０１０５】
（ステップ３０）
　付帯情報構成部２０は、検査中に入力された付帯情報を受信すると再び付帯情報画像デ
ータを生成しなおす。ただし、検査者が選択・設定した付帯情報の項目に当該付帯情報が
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含まれていなければ、この付帯情報画像データの再生成は行われない。
【０１０６】
（ステップ３１）
　付帯情報構成部２０は、検査者により検査終了の操作がなされることによって、コメン
トや所見等を反映した付帯情報画像データを情報処理部６０に送信する。情報処理部６０
は、付帯情報画像データを受信すると、当該付帯情報画像データと、一時的に記憶されて
いた超音波画像データとを、生成された順に表示されるように情報処理を行い、超音波画
像表示画面３００にかかるレビュー画像データを生成する。
【０１０７】
（ステップ３２）
　情報処理部６０は、超音波画像表示画面３００の生成が完了すると、当該超音波画像表
示画面３００にかかるデータを記憶部７０、印刷部８０、表示部９０またはサーバ１００
に出力する。
【０１０８】
（変形例）
　次に、本発明に係る超音波診断装置の変形例について、以下に説明する。
【０１０９】
　上記実施形態においては、本発明を超音波診断装置に適用した例を説明したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、さまざまな医用画像診断のモダリティにかかる装置、
すなわちＸ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、超音波診断装置、ＮＭ装置等に適用
することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】この発明の実施形態にかかる超音波診断装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図２】この発明の実施形態にかかる超音波診断装置における付帯情報表示画面を示す概
略図である。
【図３】この発明の実施形態にかかる超音波診断装置における超音波画像表示画面を示す
概略図である。
【図４】この発明の第１の実施形態にかかる超音波診断装置を用いた検査における一連の
動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】この発明の第１の実施形態にかかる超音波診断装置によって情報処理が行われた
超音波画像表示画面を閲覧する際の一連の動作を説明するためのフローチャートである。
【図６】この発明の第２の実施形態にかかる超音波診断装置を用いた検査における一連の
動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】記憶された医用画像を検査ごとにリスト表示した検査リストの概略図である。
【図８】従来の医用画像の一例を示す超音波画像の概略図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　超音波診断装置
　２　制御部
　３　超音波画像部
　１０　付帯情報取得部
　２０　付帯情報構成部
　３０　送受信ユニット
　４０　超音波プローブ
　５０　画像構成部
　６０　情報処理部
　７０　記憶部
　８０　印刷部
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　９０　表示部
　１００　サーバ
　２００　付帯情報表示画面
　２０１　識別情報表示領域
　２０２　患者情報表示領域
　２０３　検査情報表示領域
　３００　超音波画像表示画面
　３０４　超音波画像表示領域
　３０５　付帯情報縮小画像表示領域
　３０６　超音波縮小画像表示領域

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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