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(57)【要約】
【課題】読影医と依頼医の連携による画像診断ワークフ
ローにおいて、読影医や依頼医に余計な作業の手間をか
けさせることなく、上記ワークフローを効率化する。
【解決手段】キーワード抽出部２２が、入力医用画像デ
ータについての読影レポート情報から解剖学的構造物お
よび／または病変に関する情報を抽出し、表示プロトコ
ル決定部２４が、抽出された解剖学的構造物および／ま
たは病変に関する情報に基づいて、表示プロトコルテー
ブル２３に記憶された表示プロトコルからの選択によっ
て、入力医用画像データに対する表示プロトコルを決定
し、決定された表示プロトコルに基づいて表示対象の医
用画像を表示させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された医用画像データから表示対象の医用画像を生成するための画像処理条件、お
よび／または、該表示対象の医用画像の表示条件が、解剖学的構造物および／または病変
に関する情報と関連づけられて定義された表示プロトコルを記憶する表示プロトコル記憶
手段と、
　前記入力医用画像データから生成された読影対象の画像に対する所見を含む読影レポー
ト情報から、前記所見中の解剖学的構造物および／または病変に関する情報を抽出する抽
出手段と、
　前記抽出された解剖学的構造物および／または病変に関する情報に基づいて、前記表示
プロトコル記憶手段に記憶された前記表示プロトコルからの選択によって、前記入力医用
画像データに対する前記表示プロトコルを決定する表示プロトコル決定手段と、
　前記決定された表示プロトコルに基づいて、前記入力医用画像データからの前記表示対
象の医用画像の生成、および／または、前記表示対象の医用画像の表示制御を行う画像処
理・表示制御手段とを備えたことを特徴とする医用画像表示装置。
【請求項２】
　前記表示プロトコルは、入力医用画像データのモダリティとさらに関連づけられたもの
であり、
　前記表示プロトコル決定手段は、前記入力医用画像データのモダリティにさらに基づい
て前記入力医用画像データに対する表示プロトコルを決定するものであることを特徴とす
る請求項１に記載の医用画像表示装置。
【請求項３】
　前記表示プロトコルは、前記入力医用画像データと所定の関連性を有する関連医用画像
データからさらなる表示対象の関連医用画像を生成するための画像処理条件、および、該
さらなる表示対象の医用画像の表示条件がさらに定義されたものであり、
　医用画像データと、該医用画像データの属性情報であって前記所定の関連性の判断に利
用可能な情報とが関連づけられて格納された医用画像データベースと、
　前記入力医用画像データと前記所定の関連性を有する関連医用画像データの検索を前記
医用画像データベースに対して行う関連画像検索手段とをさらに備え、
　前記表示プロトコル決定手段が、前記検索の結果にさらに基づいて、前記さらなる表示
対象の関連医用画像を生成するための関連医用画像データを決定するとともに、前記表示
プロトコルを決定するものであり、
　前記画像処理・表示制御手段が、前記決定された表示プロトコルに基づいて、前記さら
なる表示対象の医用画像を生成するための関連医用画像データを前記医用画像データベー
スから取得し、前記表示対象の医用画像および前記さらなる表示対象の関連医用画像を表
示させるものであることを特徴とする請求項１または２に記載の医用画像表示装置。
【請求項４】
　前記表示プロトコルは、前記入力医用画像データと所定の関連性を有する関連医用画像
データからさらなる表示対象の関連医用画像を生成するための画像処理条件、および、該
さらなる表示対象の医用画像の表示条件がさらに定義されたものであり、
　医用画像データと、該医用画像データの属性情報であって前記所定の関連性の判断に利
用可能な情報とが関連づけられて格納された医用画像データベースをさらに備え、
　前記画像処理・表示制御手段が、前記決定された表示プロトコルに基づいて、前記入力
医用画像との間で前記決定された表示プロトコルに定義された前記所定の関連性を有する
関連画像データを前記医用画像データベースから取得し、前記表示対象の医用画像および
前記さらなる表示対象の関連医用画像を表示させるものであることを特徴とする請求項１
または２に記載の医用画像表示装置。
【請求項５】
　前記医用画像表示装置のユーザを識別するユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段を
さらに備え、
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　前記表示プロトコルは、前記ユーザ、または、複数の前記ユーザからなるグループを識
別するグループ情報とさらに関連づけられたものであり、
　前記表示プロトコル決定手段は、前記ユーザまたは前記グループ情報にさらに基づいて
、前記表示プロトコルを決定するものであることを特徴とする請求項１から４のいずれか
１項に記載の医用画像表示装置。
【請求項６】
　前記表示プロトコル記憶手段に記憶されている表示プロトコルの変更、および／または
、新たな表示プロトコルの追加を受け付ける表示プロトコル編集手段をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の医用画像表示装置。
【請求項７】
　入力された医用画像データから生成された読影対象の画像に対する所見を含む読影レポ
ート情報から、前記所見中の解剖学的構造物および／または病変に関する情報を抽出する
ステップと、
　前記抽出された解剖学的構造物および／または病変に関する情報に基づいて、記憶手段
に記憶された、入力された医用画像データから表示対象の医用画像を生成するための画像
処理条件、および／または、該表示対象の医用画像の表示条件が、解剖学的構造物および
／または病変に関する情報と関連づけられて定義された表示プロトコルからの選択によっ
て、前記入力医用画像データに対する表示プロトコルを決定するステップと、
　前記決定された表示プロトコルに基づいて前記表示対象の医用画像の生成、および／ま
たは、前記表示対象の医用画像の表示制御を行うステップとを有することを特徴とする医
用画像表示方法。
【請求項８】
　コンピュータに、
　入力された医用画像データから生成された読影対象の画像に対する所見を含む読影レポ
ート情報から、前記所見中の解剖学的構造物および／または病変に関する情報を抽出する
ステップと、
　前記抽出された解剖学的構造物および／または病変に関する情報に基づいて、記憶手段
に記憶された、入力された医用画像データから表示対象の医用画像を生成するための画像
処理条件、および／または、該表示対象の医用画像の表示条件が、解剖学的構造物および
／または病変に関する情報と関連づけられて定義された表示プロトコルからの選択によっ
て、前記入力医用画像データに対する表示プロトコルを決定するステップと、
　前記決定された表示プロトコルに基づいて前記表示対象の医用画像の生成、および／ま
たは、前記表示対象の医用画像の表示制御を行うステップとを実行させることを特徴とす
る医用画像表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読影レポート情報を利用して医用画像の表示態様を決定する医用画像表示装
置、方法、および、この方法をコンピュータに実行させるプログラムに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、生体の内部を表す医用画像を用いた画像診断が広く行われるようになっている。
この医用画像の取得には、平面Ｘ線検出器(FPD)を用いたＸ線撮影装置や、Ｘ線ＣＴ装置
、超音波（ＵＳ）診断装置、ＭＲＩ装置、ＰＥＴ装置等の様々なモダリティが利用されて
いる。
【０００３】
　実際の画像診断の現場では、画像診断の依頼元である各診療科の医師（以下、依頼医）
と医用画像の読影を専門とする医師（以下、読影医）との連携により診断が行われている
ことが多い。具体的には、依頼医からの検査オーダーに基づいて、放射線技師が患者の撮
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影を行って医用画像を取得した後、読影医がその医用画像の読影を行い、読影結果をまと
めたレポートを作成して依頼医に返し、依頼医は、作成されたレポートに記載された所見
を読み、レポートに貼り付けられた画像を参照しつつ、問診結果や他の検査結果等の種々
の情報も考慮して最終的な診断を行う。
【０００４】
　この読影レポートの作成・参照に関する従来技術としては、レポートに貼り付けられた
複数の画像の各々がレポート中の所見内容のどの部分と関係しているかを明確にするため
に、読影レポートの作成の際に、ユーザによる入力操作に応じて、所見の中のキーになる
文字列に、その文字列とともに参照すべき医用画像のアドレス、および、ウィンドウレベ
ル、ウィンドウ幅、拡大率等の画像編集パラメータを関連づけるリンクを作成するように
し、さらに、レポート参照時に、閲覧者がその文字列をクリックすると、リンクされた医
用画像を画像編集パラメータに基づいて編集して表示するようにした医用レポート作成・
参照装置が知られている（特許文献１）。
【０００５】
　一方、医用画像の表示に関する従来技術としては、読影者のニーズにあった画像の表示
を実現するために、表示対象画像のモダリティ毎の表示位置や画面レイアウト（画面分割
数、タイル表示／スタック表示、スカウト画像表示の有無、スライス位置のライン表示の
有無等）が定義された読影モード（例えば、単一読影モード、比較読影モード）を予め設
定しておき、読影の際には、読影者によって選択された読影モードに基づいて、読影対象
の画像を表示するようにした装置が知られている（特許文献２）。
【０００６】
　また、複数の画像の表示条件（レイアウトや表示順序等）や画像処理条件が定義された
複数の表示プロトコルを所定の順序で並べた少なくとも１つの表示プロトコルシーケンス
に基づいて、複数の表示プロトコルを切り替えることにより、複数の画像の表示条件や画
像処理条件を切り替えて表示手段に表示させるようにした画像表示装置であって、検査、
シリーズ、画像の種類、入力モダリティの種類、画像を観察する医師あるいは医師が属す
るグループ（読影医、臨床医、参照医等）、画像の使用場所（診断室、医師の自宅等）、
または画像の利用目的（読影、参照、比較等）に応じて、表示プロトコルシーケンスを自
動的に生成するようにした装置が知られている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－３０１４５３号公報
【特許文献２】特開２００５－０７３８１８号公報
【特許文献３】特開２００２－２５９００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の読影医と依頼医の連携による画像診断ワークフローでは、読影医と依頼医とでは
医用画像の観察の目的が異なる。すなわち、読影医は医用画像から病変を検出あるいは鑑
別することが目的であるのに対して、依頼医は読影医によって検出された病変を詳細に観
察したり、手術計画を立てたり、患者に説明したりすることを目的としている。
【０００９】
　このような観察目的の相違に鑑みると、特許文献１に記載された従来技術では、読影医
が読影レポート作成時に設定したとおりに参照すべき画像が表示されるだけであるから、
依頼医が読影レポートを参照する際、読影レポートに貼り付けられた画像を確認するだけ
では十分ではなく、より詳細な観察のために他の画像を観察したいというケースが発生し
うる。例えば、添付されたアキシャル断面画像の前後の断面の画像や、角度が異なる断面
によるＭＰＲ画像等の画像を観察したいというケースが考えられる。
【００１０】
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　また、読影医と依頼医とでは異なる表示態様での医用画像の表示を望むことも考えられ
る。具体的には、読影医は観察に用いたアキシャル断面画像を貼り付けて読影レポートを
作成するのに対して、依頼医は手術シミュレーション等で見慣れたボリュームレンダリン
グ画像を観察したいというケースが考えられる。
【００１１】
　このように、依頼医が読影レポートに添付された画像とは異なる態様で画像を観察した
い場合には、読影医が依頼医の所望する画像を作成して依頼医の所望する表示態様で画像
が表示されるように読影レポートを作成するか、依頼医が自ら画像表示装置を操作して所
望の画像を作成させたり、画像表示レイアウトを設定したりする必要があり、作業の手間
や効率性の面で改善の余地がある。
【００１２】
　また、病変やその病変が存在する解剖学的構造物（臓器）に応じて、作成する画像を変
えたり、画像の表示態様を変えたりした方が観察しやすいという依頼医も存在する。例え
ば、肺結節と肺びまん性疾患とでは肺における病変という点では共通するが、肺結節の場
合にはアキシャル断面での観察を好み、肺びまん性疾患ではコロナル断面画像での観察を
好む依頼医もいる。また、同じ腫瘍であっても、肝臓の腫瘍の場合にはボリュームレンダ
リング画像での観察を好み、肺の腫瘍ではアキシャル断面画像での観察を好む依頼医もい
る。
【００１３】
　これに対して、特許文献１に記載された従来技術では、個々の読影レポート毎に、文字
列に対して医用画像のアドレスと画像編集パラメータをリンク設定する必要があり、例え
ば同一病変が見られた複数の読影レポートがあれば、各レポートの同じ文字列に対して個
別に画像編集パラメータのリンク設定をする必要が生じ、読影レポートの作成効率の点で
改善の余地がある。
【００１４】
　また、特許文献２に記載された従来技術では、依頼医のニーズどおりの読影モードを予
め設定しておくことにより、観察の度に読影モードの詳細な設定作業を行う必要はなくな
るが、表示対象画像のモダリティだけでなく、病変や解剖学的構造物等の様々な要因に応
じて読影モードを設定すると、読影モードの数が多くなり、適切な読影モードで画像を表
示させるためには、設定された各読影モードとその表示態様の組合せを依頼医が記憶して
おく必要があり、依頼医の負担が大きくなってしまう。
【００１５】
　さらに、特許文献３に記載された従来技術は、検査、シリーズ、画像の種類、入力モダ
リティの種類、画像を観察する医師、画像の使用場所、画像の利用目的といった様々なパ
ラメータに基づいて表示プロトコルシーケンスを自動生成するものではあるが、各パラメ
ータをどのように取得するかについては、何らの記載も示唆もなく、例えば、各パラメー
タを画像の表示の度に手動で設定するのであれば、作業に手間がかかってしまう。
【００１６】
　さらに、これらの特許文献では、病変やその病変が存在する解剖学的構造物（臓器）に
よって医用画像の表示態様を変えることについても何ら言及されていない。
【００１７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、読影医と依頼医の連携による画像診断
ワークフローにおいて、読影医や依頼医に余計な作業の手間をかけさせることなく、依頼
医が所望する表示態様で医用画像を表示させることを可能にする医用画像表示装置および
方法、並びにプログラムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の医用画像表示装置は、入力された医用画像データから表示対象の医用画像を生
成するための画像処理条件、および／または、該表示対象の医用画像の表示条件が、解剖
学的構造物および／または病変に関する情報と関連づけられて定義された表示プロトコル
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を記憶する表示プロトコル記憶手段と、前記入力医用画像データから生成された読影対象
の画像に対する所見を含む読影レポート情報から、前記所見中の解剖学的構造物および／
または病変に関する情報を抽出する抽出手段と、前記抽出された解剖学的構造物および／
または病変に関する情報に基づいて、前記表示プロトコル記憶手段に記憶された表示プロ
トコルからの選択によって、前記入力医用画像データに対する前記表示プロトコルを決定
する表示プロトコル決定手段と、前記決定された表示プロトコルに基づいて、前記入力医
用画像データからの前記表示対象の医用画像の生成、および／または、前記表示対象の医
用画像の表示制御を行う画像処理・表示制御手段とを設けたことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の医用画像表示方法は、入力された医用画像データから生成された読影対象の画
像に対する所見を含む読影レポート情報から、前記所見中の解剖学的構造物および／また
は病変に関する情報を抽出するステップと、前記抽出された解剖学的構造物および／また
は病変に関する情報に基づいて、記憶手段に記憶された、入力された医用画像データから
表示対象の医用画像を生成するための画像処理条件、および／または、該表示対象の医用
画像の表示条件が、解剖学的構造物および／または病変に関する情報と関連づけられて定
義された表示プロトコルからの選択によって、前記入力医用画像データに対する表示プロ
トコルを決定するステップと、前記決定された表示プロトコルに基づいて前記表示対象の
医用画像の生成、および／または、前記表示対象の医用画像の表示制御を行うステップと
を有することを特徴とする。
【００２０】
　本発明の医用画像表示プログラムは、コンピュータに上記方法を実行させるためのもの
である。
【００２１】
　本発明において、画像処理条件には、ＭＰＲ、ＭＩＰ、ＭｉｎＩＰ、ボリュームレンダ
リングといった、生成される画像の種類を表す条件や、断面の位置や傾き、被投影領域の
範囲、視点の位置、視線ベクトルの向き、不透明度等の画像処理の詳細パラメータ、階調
処理や強調処理等のパラメータ、ウィンドウ幅、ウィンドウレベル、画像認識処理（ＣＡ
Ｄ）等の様々な条件が含まれうる。
【００２２】
　また、表示条件には、一画面内に表示する画像数、各表示画像のサイズ、レイアウト、
表示順序等の様々な条件が含まれうる。
【００２３】
　この画像処理条件や表示条件と関連づけられる解剖学的構造物は、撮影部位、器官、組
織等、様々な観点や単位のものが考えられる。具体例としては、頭部、胸部といった撮影
部位、脳、肺、肝臓といった臓器等、前頭葉、左肺、左肺上葉、肝区域といった臓器等の
一部分、骨、血管等、第５腰椎、肝動脈といった特定の骨や血管等が挙げられる。
【００２４】
　病変に関する情報とは、上記の解剖学的構造物中の病変に関する情報であり、具体例と
しては、結節、腫瘍、狭窄、梗塞等が挙げられる。
【００２５】
　したがって、本発明における表示プロトコルとは、上記の解剖学的構造物や病変毎に、
それらの観察に適した画像の画像処理条件や表示条件を定義したものであるということが
できる。
【００２６】
　読影レポート情報からの解剖学的構造物および／または病変に関する情報の抽出方法と
しては、解剖学的構造物および／または病変を表すキーワードを予め用意しておき、読影
レポート情報からこれらのキーワードを抽出する方法や、公知の言語解析を用いる方法等
が挙げられる。
【００２７】
　表示プロトコルの決定方法としては、解剖学的構造物および／または病変に関する情報
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毎に予め定義された複数の表示プロトコルを記憶させておき、読影レポート情報から抽出
された解剖学的構造物および／または病変に関する情報と適合する表示プロトコルを選択
することにより、表示プロトコルを決定する方法が挙げられる。この場合、記憶されてい
る表示プロトコルの変更、および／または、新たな表示プロトコルの追加を受け付けるこ
とができるようにすることが好ましい。あるいは、公知の機械学習等の手法を用いて、読
影レポート情報から抽出された解剖学的構造物および／または病変に関する情報から、表
示プロトコルが生成されるようにしてもよい。
【００２８】
　また、表示プロトコルは、表示対象画像の生成のもとになる入力医用画像データのモダ
リティともさらに関連づけ、そのモダリティ毎、上記の解剖学的構造物や病変毎に、それ
らの観察に適した画像の画像処理条件や表示条件を定義するようにしてもよい。この場合
には、解剖学的構造物および／または病変に関する情報だけでなく、入力医用画像データ
のモダリティにも基づいて表示プロトコルが決定される。
【００２９】
　また、医用画像表示装置のユーザを識別するユーザ情報を取得するようにし、表示プロ
トコルは、前記ユーザ、または、複数の前記ユーザからなるグループを識別するグループ
情報とさらに関連づけられたものにし、そのユーザ情報またはグループ情報にさらに基づ
いて、表示プロトコルを決定するようにしてもよい。
【００３０】
　また、本発明における表示対象の画像は、読影レポートの対象となった入力医用画像デ
ータから生成されたものだけでなく、入力医用画像データと所定の関連性を有する関連医
用画像データから生成された画像もさらなる表示対象とすることが好ましい。
【００３１】
　ここで、所定の関連性の具体例としては、入力医用画像データと同一患者であること、
入力医用画像データと同一モダリティであること、入力医用画像データと異なるモダリテ
ィであること、入力医用画像データと同一の解剖学的構造物および／または病変が検出さ
れたものであること等が挙げられる。
【００３２】
　この場合、表示プロトコルに、入力医用画像データと所定の関連性を有する関連医用画
像データからさらなる表示対象の関連医用画像を生成するための画像処理条件、および、
そのさらなる表示対象の医用画像の表示条件をさらに定義しておけばよい。
【００３３】
　そして、関連医用画像データは、医用画像データと、その医用画像データの属性情報で
あって前記所定の関連性の判断に利用可能な情報とが関連づけられて格納された医用画像
データベースに対する検索によって取得するようにすればよい。検索の際には、入力医用
画像データの付帯情報や、入力医用画像データに対する読影レポート情報から前記所定の
関連性の判断に用いる情報を取得し、これを検索キーとすればよい。
【００３４】
　表示プロトコルの決定の際には、この検索の結果にさらに基づいて、前記さらなる表示
対象の関連医用画像を生成するための関連医用画像データを決定するとともに、前記表示
プロトコルを決定すればよく、前記決定された表示プロトコルに基づいて、前記さらなる
表示対象の医用画像を生成するための関連医用画像データを前記医用画像データベースか
ら取得し、前記表示対象の医用画像および前記さらなる表示対象の関連医用画像を表示さ
せるようにすればよい。
【００３５】
　あるいは、表示プロトコルの決定の前に上記の検索を行わず、この検索の結果に基づか
ずに表示プロトコルを決定し、決定された表示プロトコルに基づいて、前記入力医用画像
との間で前記決定された表示プロトコルに定義された前記所定の関連性を有する関連画像
データを前記医用画像データベースから取得し、前記表示対象の医用画像および前記さら
なる表示対象の関連医用画像を表示させるようにしてもよい。



(8) JP 2011-92682 A 2011.5.12

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、入力医用画像データについての読影レポート情報から解剖学的構造物
および／または病変に関する情報を抽出し、抽出された解剖学的構造物および／または病
変に関する情報に基づいて、記憶手段に記憶された表示プロトコルからの選択によって、
入力医用画像データに対する表示プロトコルを決定し、決定された表示プロトコルに基づ
いて表示対象の医用画像を表示させることができる。これにより、読影医と依頼医の連携
による画像診断ワークフローにおいて、依頼医は、読影医が作成した読影レポート情報か
ら自動的に決定された表示プロトコルに基づいて表示された画像を観察することが可能に
なるので、読影医や依頼医に余計な作業の手間をかけさせることなく、読影医による読影
結果を有効に活用しつつ、依頼医は、その読影結果に適した表示態様で画像の詳細観察を
することができ、上記ワークフローが効率化される。
【００３７】
　また、読影レポートで指摘された解剖学的構造物や病変に基づいて表示プロトコルを自
動決定するので、依頼医は、読影医によって見つけられた病変に最適な表示態様で画像の
詳細観察を行うことが可能になる。
【００３８】
　さらに、本発明において、入力医用画像データのモダリティにさらに基づいて表示プロ
トコルを決定するようにすれば、入力医用画像データのモダリティに応じた最適な表示態
様で表示された画像を観察することが可能になり、診断効率や精度の向上に資する。
【００３９】
　また、入力医用画像データと所定の関連性を有する関連医用画像データについても表示
プロトコルに定義し、医用画像データベースから関連医用画像データも検索して表示させ
るようにすれば、解剖学的構造物や病変に応じた最適な関連医用画像との比較観察が可能
になり、診断効率や精度の向上に資する。
【００４０】
　また、表示プロトコルをユーザまたはグループ毎に定義し、医用画像表示装置のユーザ
情報を取得し、取得されたユーザ情報に応じて表示プロトコルを決定するようにすれば、
同じ解剖学的構造物や病変であっても、医師毎、あるいは、診療科等の医師グループ毎に
異なる表示プロトコルで医用画像を表示させることが可能になり、個人の嗜好等に応じた
よりきめの細かな画像の表示が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施形態における医用画像表示装置が導入された医療情報システムの概
略構成図
【図２】本発明の第１の実施形態における医用画像表示機能を実現する構成および処理の
流れを模式的に示したブロック図
【図３Ａ】読影レポートの表示画面の構成例を模式的に表した図
【図３Ｂ】読影レポートの表示画面の他の構成例を模式的に表した図
【図４】読影レポート中の所見とキーワードテーブルとからキーワードを抽出する処理を
模式的に表した図
【図５Ａ】表示プロトコルの一例を模式的に表した図
【図５Ｂ】表示プロトコルテーブルの実装例を示した図
【図６】本発明の第２の実施形態における医用画像表示機能を実現する構成および処理の
流れを模式的に示したブロック図
【図７】読影レポートの情報と画像情報データベースの情報とから関連画像を取得する処
理を模式的に表した図
【図８Ａ】読影対象の画像と関連画像とを同時に表示する表示プロトコルの一例を模式的
に表した図
【図８Ｂ】図８Ａの表示プロトコルの表示プロトコルテーブルへの実装例を示した図
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【図９Ａ】読影対象の画像と関連画像とを同時に表示する表示プロトコルの他の例を模式
的に表した図（１）
【図９Ｂ】読影対象の画像と関連画像とを同時に表示する表示プロトコルの他の例を模式
的に表した図（２）
【図９Ｃ】読影対象の画像と関連画像とを同時に表示する表示プロトコルの他の例を模式
的に表した図（３）
【図９Ｄ】読影対象の画像と関連画像とを同時に表示する表示プロトコルの他の例を模式
的に表した図（４）
【図９Ｅ】読影対象の画像と関連画像とを同時に表示する表示プロトコルの他の例を模式
的に表した図（５）
【図１０】本発明の第２の実施形態の変形例における医用画像表示機能を実現する構成お
よび処理の流れを模式的に示したブロック図
【図１１Ａ】同一臓器同種病変での異なる表示プロトコル例の１つを模式的に表した図
【図１１Ｂ】同一臓器同種病変での異なる表示プロトコル例の他の１つを模式的に表した
図
【図１２】本発明の第３の実施形態における医用画像表示機能を実現する構成および処理
の流れを模式的に示したブロック図
【図１３】画像処理条件のみを定義した表示プロトコルテーブルの一例を表した図
【図１４Ａ】本発明の第３の実施形態における読影レポートの表示画面の構成例を模式的
に表した図
【図１４Ｂ】本発明の第３の実施形態において読影対象の画像を表示するポップアップ画
面の一例を模式的に表した図
【図１５】本発明の第３の実施形態の変形例においてポップアップ画面中に画像処理条件
を表示した例を模式的に表した図
【図１６】本発明の第４の実施形態における医用画像表示機能を実現する構成および処理
の流れを模式的に示したブロック図
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。
【００４３】
　図１に、本発明の実施形態における医用画像表示装置が導入された医療情報システムの
概略構成を示す。このシステムは、公知のオーダリングシステムを用いた診療科の医師か
らの検査オーダーに基づいて、被検体の検査対象部位の撮影および保管、放射線科の読影
医による撮影された画像の読影および読影レポートの作成、依頼元の診療科の医師による
読影レポートの閲覧および読影対象だった画像の詳細観察を行うためのシステムである。
図に示すように、医用画像の撮影装置（モダリティ）１、画像品質チェック用ワークステ
ーション（ＱＡ－ＷＳ）２、放射線科用ワークステーション３、診療科用ワークステーシ
ョン４、画像情報管理サーバ５、画像情報データベース６、読影レポートサーバ７、読影
レポートデータベース８が、ネットワーク９を介して互いに通信可能な状態で接続されて
構成されている。各機器は、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体からインストールされたプログラ
ムによって制御される。また、プログラムは、インターネット等のネットワーク経由で接
続されたサーバの記憶装置からダウンロードされた後にインストールされたものであって
もよい。
【００４４】
　モダリティ１には、被検体の検査対象部位を撮影することにより、その部位を表す画像
の画像データを生成し、その画像データにＤＩＣＯＭ規格で規定された付帯情報を付加し
て、画像情報として出力する装置が含まれる。具体例としては、ＣＴ、ＭＲ、ＰＥＴ、超
音波撮影装置、平面Ｘ線検出器（ＦＰＤ）を用いたＸ線撮影装置などが挙げられる。なお
、以下では、被写体を表す画像データと画像データの付帯情報の組を「画像情報」と称す
ることとする。すなわち「画像情報」の中には画像に係るテキスト情報も含まれる。
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【００４５】
　ＱＡ－ＷＳ２は、汎用の処理装置（コンピュータ）と１台または２台の高精細ディスプ
レイとキーボード・マウスなどの入力機器により構成される。処理装置には、検査技師の
作業を支援するためのソフトウェアが組み込まれている。ＱＡ－ＷＳ２は、そのソフトウ
ェアプログラムの実行によって実現される機能により、モダリティ１からＤＩＣＯＭに準
拠した画像情報を受信し、受信した画像情報に含まれる画像データと付帯情報の内容を画
面に表示することで検査技師に確認を促す。そして、検査技師による確認が済んだ画像情
報を、ネットワーク９を介して画像情報管理サーバ５に転送し、その画像情報の画像情報
データベース６への登録を要求する。
【００４６】
　放射線科用ワークステーション３は、放射線科の読影医が画像の読影や読影レポートの
作成に利用するコンピュータであり、ＣＰＵ、主記憶装置、補助記憶装置、入出力インタ
ーフェース、通信インターフェース、入力装置、表示装置、データバス等の周知のハード
ウェア構成を備え、周知のオペレーションシステム等がインストールされたものであるが
、表示装置として１台または２台の高精細ディスプレイを有している。この放射線科用ワ
ークステーション３では、画像情報管理サーバ５に対する画像の閲覧要求や、画像情報管
理サーバ５から受信した画像の表示、画像中の病変らしき部分の自動検出・強調表示、読
影レポートの作成の支援、読影レポートサーバ７に対する読影レポートの登録要求や閲覧
要求、読影レポートサーバ７から受信した読影レポートの表示等の各処理が、各処理のた
めのソフトウェアプログラムの実行により行われる。
【００４７】
　診療科用ワークステーション４は、診療科の医師が画像の詳細観察や読影レポートの閲
覧、電子カルテの閲覧・入力等に利用するコンピュータであり、ＣＰＵ、主記憶装置、補
助記憶装置、入出力インターフェース、通信インターフェース、入力装置、表示装置、デ
ータバス等の周知のハードウェア構成を備え、周知のオペレーションシステム等がインス
トールされたものであるが、表示装置として１台または２台の高精細ディスプレイを有し
ている。この診療科用ワークステーション４では、画像情報管理サーバ５に対する画像の
閲覧要求や、画像情報管理サーバ５から受信した画像の表示、画像中の病変らしき部分の
自動検出・強調表示、読影レポートサーバ７に対する読影レポートの閲覧要求、読影レポ
ートサーバ７から受信した読影レポートの表示等の各処理が、各処理のためのソフトウェ
アプログラムの実行により行われる。本発明の医用画像表示装置は、この診療科用ワーク
ステーション４に実装されているが、これについては後述する。
【００４８】
　画像情報管理サーバ５は、汎用の比較的処理能力の高いコンピュータにデータベース管
理システム（DataBase Management System: DBMS）の機能を提供するソフトウェアプログ
ラムを組み込んだものである。画像情報管理サーバ５は画像情報データベース６が構成さ
れる大容量ストレージを備えている。このストレージは、画像情報管理サーバ５とデータ
バスによって接続された大容量のハードディスク装置であってもよいし、ネットワーク９
に接続されているＮＡＳ（Network Attached Storage）やＳＡＮ（Storage Area Network
）に接続されたディスク装置であってもよい。
【００４９】
　画像情報データベース６には、被写体画像を表す画像データと付帯情報とが登録される
。付帯情報には、例えば、個々の画像を識別するための画像ＩＤ、被写体を識別するため
の患者ＩＤ、検査を識別するための検査ＩＤ、画像情報ごとに割り振られるユニークなＩ
Ｄ（ＵＩＤ）、その画像情報が生成された検査日、検査時刻、その画像情報を取得するた
めの検査で使用されたモダリティの種類、患者氏名、年齢、性別などの患者情報、検査部
位（撮影部位）、撮影条件（造影剤の使用有無や、放射線量など）、１回の検査で複数の
画像を取得したときのシリーズ番号あるいは採取番号などの情報が含まれうる。画像情報
は、例えばＸＭＬやＳＧＭＬデータとして管理されうる。
【００５０】



(11) JP 2011-92682 A 2011.5.12

10

20

30

40

50

　画像情報管理サーバ５は、ＱＡ－ＷＳ２からの画像情報の登録要求を受け付けると、そ
の画像情報をデータベース用のフォーマットに整えて画像情報データベース６に登録する
。
【００５１】
　また、画像情報管理サーバ５は、放射線科用ワークステーション３や診療科用ワークス
テーション４からの閲覧要求をネットワーク９経由で受信すると、上記画像情報データベ
ース６に登録されている画像情報を検索し、抽出された画像情報を要求元の放射線科用ワ
ークステーション３や診療科用ワークステーション４に送信する。
【００５２】
　放射線科用ワークステーション３や診療科用ワークステーション４は、画像診断医や診
療科医等のユーザによって読影・観察対象画像の閲覧を要求する操作が行われると、画像
情報管理サーバ５に対して閲覧要求を送信し、必要な画像情報を取得する。そして、その
画像情報をモニタ画面に表示し、ユーザからの要求に応じて病変の自動検出処理などを実
行する。
【００５３】
　放射線科用ワークステーション３は、読影レポートの作成を支援するレポート作成画面
をモニタに表示し、放射線科医によって読影に基づいて行った所見などの内容を示すテキ
ストが入力されたときに、入力された情報と読影の対象とされた画像（以下、読影対象画
像）を記録した読影レポートを生成する。読影対象画像が複数あるときは、読影レポート
には、読影所見を最も顕著に表す代表的な画像（以下、代表画像）を記録する。放射線科
用ワークステーション３は、生成した読影レポートを、ネットワーク９を介して読影レポ
ートサーバ７に転送し、その読影レポートの読影レポートデータベース８への登録を要求
する。
【００５４】
　読影レポートサーバ７は、汎用の比較的処理能力の高いコンピュータにデータベース管
理システム（DataBase Management System: DBMS）の機能を提供するソフトウェアプログ
ラムを組み込んだものであり、放射線科用ワークステーション３からの読影レポートの登
録要求を受け付けると、その読影レポートをデータベース用のフォーマットに整えて読影
レポートデータベース８に登録する。
【００５５】
　読影レポートデータベース８には、例えば、読影対象画像もしくは代表画像を識別する
画像ＩＤや、読影を行った画像診断医を識別するための読影者ＩＤ、関心領域の位置情報
、所見、所見の確信度といった情報が登録される。この他、画像の読影時に画像情報の付
帯情報を参照することで取得された検査番号、患者番号、さらには、読影対象画像または
代表画像の画像データ自体も等も含まれうる。読影対象画像または代表画像の画像データ
は、画像情報データベース６に登録されている画像データよりも画素数が少ない（間引き
された）縮小画像データとすることができる。この場合、この縮小画像データの生成のも
とになる、画像情報データベース６に登録されている画像データへのアクセスを可能にす
るためのリンク情報（画像情報データベース６に登録されている画像データのアドレスや
フォルダ名、ファイル名等）も読影レポートデータベース８に登録しておくことが好まし
い。また、画像情報データベース６に登録されている画像データをそのままコピーしたも
のを読影レポートデータベース８に登録しておいてもよい。また、関心領域の位置情報は
、読影レポートデータベース８ではなく、画像データの付帯情報として画像情報データベ
ース６に登録しておいてもよい。なお、読影レポートは、例えばＸＭＬやＳＧＭＬデータ
として管理されうる。
【００５６】
　読影レポートサーバ７は、放射線科用ワークステーション３や診療科用ワークステーシ
ョン４からの閲覧要求をネットワーク９経由で受信すると、読影レポートデータベース８
に登録されている読影レポートを検索し、抽出された読影レポートを要求元の放射線科用
ワークステーション３や診療科用ワークステーション４に送信する。
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【００５７】
　ネットワーク９は病院内の各種装置を接続するローカルエリアネットワークである。但
し、放射線科用ワークステーション３や診療科用ワークステーション４が他の病院あるい
は診療所にも設置されている場合には、ネットワーク９は、各病院のローカルエリアネッ
トワーク同士をインターネットもしくは専用回線で接続した構成としてもよい。いずれの
場合にも、ネットワーク９は光ネットワークなど画像情報の高速転送を実現できるものと
することが好ましい。
【００５８】
　図２は、診療科用ワークステーション４における読影レポートおよび読影レポートの対
象画像の連携閲覧機能として実装された本発明の第１の実施形態となる医用画像表示装置
の構成とデータの流れを模式的に示したブロック図である。図に示したように、本発明の
医用画像表示装置は、キーワードテーブル２１、キーワード抽出部２２、表示プロトコル
テーブル２３、表示プロトコル決定部２４、画像取得部２５、画像処理部２６、表示画面
生成部２７から構成される。
【００５９】
　まず、この連携閲覧機能を実現するソフトウェアプログラムは、読影レポートの閲覧中
に、そのレポートの対象となっている画像を詳細に観察するための操作を行うことによっ
て起動される。図３Ａおよび図３Ｂは、読影レポートの表示画面中でこの起動操作を行う
場合の具体例を示したものである。図３Ａに示したように、読影レポートの表示画面３０
は、患者ＩＤを表示する領域３１、検査ＩＤを表示する領域３２、検査日を表示する領域
３３、読影対象画像の所見を表示する領域３４、読影対象画像または代表画像の縮小画像
３６を表示する領域３５、詳細観察ボタン３７から構成されている。ユーザである診療科
の医師が、診療科用ワークステーション４のマウスのクリック操作等により、詳細観察ボ
タン３７を押下すると、このソフトウェアプログラムが起動される。また、図３Ｂは、詳
細観察ボタン３７を表示しない例であり、ここでは、詳細観察を行いたい画像３６に対す
るダブルクリック操作等により、このソフトウェアプログラムが起動される。
【００６０】
　このソフトウェアプログラムが起動されると、キーワード抽出部２２は、キーワードテ
ーブル２１を用いて読影レポートＲＰＴの所見情報（図３Ａ、図３Ｂの所見領域３４の表
示内容）を解析し、表示プロトコルの決定要因となるキーワードＫ１，Ｋ２を抽出する。
図４は、この処理の具体的内容の一例を模式的に示したものである。図に示したように、
キーワードテーブル２１は、キーワードと抽出対象語とが関連づけられたものであり、キ
ーワードおよび抽出対象語として、解剖学的構造物および病変に関する情報が登録されて
いる。キーワード抽出部２２は、読影レポートＲＰＴの所見情報中にキーワードテーブル
２１に登録された抽出対象語が存在するかどうか検索を行う。この例では、所見中の「左
肺」「上葉」「結節」が抽出対象語と一致する。次に、キーワード抽出部２２は、検索で
ヒットした抽出対象語をキーワードに変換する。すなわち、「左肺」「上葉」は、各語と
関連づけられたキーワード「肺」（キーワードＫ１）に変換され、「結節」は、そのまま
キーワード「結節」（キーワードＫ２）となる。
【００６１】
　ここで、キーワードの抽出方法は上記の方法に限定されず、例えば、サーチエンジン等
で用いられる公知の自然言語処理技術等を採用することも可能であるが、読影レポートの
作成時に、解剖学的構造物や病変の選択入力するユーザインターフェースを提供するなど
して、解剖学的構造物や病変の呼称を標準化しておけば、上記のようなキーワードテーブ
ルを用いた検索でも十分な効果は得られる。
【００６２】
　また、図３Ｂの具体例において、特許文献１に記載された従来技術のように、所見中の
キーワードとそのキーワードとともに参照すべき画像とを関連づけるリンクを作成してお
いた場合、例えば、図３Ｂの所見欄の「左肺上葉Ｓ２」や「結節」と貼付画像３６とが関
連づけられていれば、貼付画像３６に対するダブルクリック操作等により、このソフトウ
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ェアプログラムが起動された際に、キーワード抽出部２２は、上記リンクをたどることに
よって、指定された貼付画像３６と関連づけられた「左肺上葉Ｓ２」や「結節」を抽出対
象語として抽出し、キーワードテーブル２１を用いてキーワード「肺」「結節」に変換す
るようにしてもよい。
【００６３】
　なお、キーワードテーブル２１は、所定のＧＵＩから、診療科の医師等のユーザが、必
要に応じて、登録、変更、削除等のメンテナンスが可能である。
【００６４】
　次に、表示プロトコル決定部２４は、キーワード抽出部２２によって抽出されたキーワ
ードＫ１、Ｋ２を用いて表示プロトコルテーブル２３を参照し、これらのキーワードＫ１
、Ｋ２と関連づけられた表示プロトコルを特定する。
【００６５】
　図５Ａは、ある表示プロトコルの内容を模式的に表したものである。図に示したように
、この表示プロトコルは、画面をSub１、Sub２、Sub３、Sub４の４つの小領域に分割し、
小領域Sub１にはＣＴ画像からアキシャル断面画像を再構成し、肺野条件のウィンドウレ
ベルやウィンドウ幅で処理を行ったものを表示し、小領域Sub２にはＣＴ画像からコロナ
ル断面画像を再構成し、肺野条件のウィンドウレベルやウィンドウ幅で処理を行ったもの
を表示し、小領域Sub３にはＣＴ画像からアキシャル断面画像を再構成し、縦隔条件のウ
ィンドウレベルやウィンドウ幅で処理を行ったものを表示し、小領域Sub４にはＣＴ画像
からコロナル断面画像を再構成し、縦隔条件のウィンドウレベルやウィンドウ幅で処理を
行ったものを表示することを示している。なお、画像処理条件等は、実際には、断面位置
等、さらに詳細なパラメータを設定する必要があるが、説明を簡潔にするため、アキシャ
ル断面画像、肺野条件等の用語で表現している。図５Ｂは、この表示プロトコルを表示プ
ロトコルテーブル２３に登録した例を示している。図に示したように、表示プロトコルテ
ーブル２３は、表示プロトコルを識別する表示プロトコルＩＤ、キーワード、画面中の小
領域を識別する領域ＩＤ、各小領域の位置情報（左上端の座標、幅(W)、高さ(H)）、各小
領域に表示する画像のモダリティ等の条件（取得画像の項目）、画像処理の内容（画像処
理１、画像処理２の項目）が関連づけられて登録されたものであり、この表示プロトコル
では、１つの表示プロトコル「001」に対するキーワードは「肺」および「結節」で、４
つの小領域Sub１、Sub２、Sub３、Sub４がその属性（位置情報、取得画像、画像処理１、
画像処理２、・・・）とともに登録されている。
【００６６】
　なお、このような表示プロトコルは、診療科の医師等のユーザが、必要に応じて、登録
、変更、削除等のメンテナンスが可能である。このメンテナンスは、表示プロトコルテー
ブル２３を直接設定してもよいが、画面の分割数、配置、各小領域に嵌め込む画像の属性
や画像処理条件等を対話的に入力、選択するＧＵＩから設定できるようにすることが好ま
しい。
【００６７】
　図４の具体例のように、キーワード抽出部２２によって「肺」（キーワードＫ１）およ
び「結節」（キーワードＫ２）がキーワードとして抽出された場合、表示プロトコル決定
部２２が、これらの抽出されたキーワードに基づいて、図５Ｂに例示した表示プロトコル
テーブル２３に登録されたキーワードを検索すると、表示プロトコル「001」にヒットす
る。これにより、表示プロトコルＤＰが特定される。
【００６８】
　一方、画像取得部２５は、まず、読影レポートＲＰＴに貼付された読影対象画像３６の
生成のもとになる画像データにアクセスするためのリンク情報ＩＬを取得する。なお、読
影レポートデータベース８の説明で言及したとおり、このリンク情報ＩＬは読影レポート
中の他の情報とともに読影レポートデータベース８に関連づけられているので、診療科用
ワークステーション４が読影レポートを読影レポートサーバ７から取得する際には、読影
レポートＲＰＴとともにリンク情報ＩＬも取得するものとする。次に画像取得部２５は、
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リンク情報ＩＬに基づいて画像情報管理サーバ５に対して閲覧要求を行い、読影レポート
ＲＰＴにおいて読影対象だった画像（以下、読影対象画像）の元データＩ1を取得する。
なお、図４の具体例では、この画像データＩ1はＣＴ画像データである。
【００６９】
　画像処理部２６は、表示プロトコル決定部２４で決定された表示プロトコルＤＰに基づ
いて、画像データＩ1を入力として画像処理を行い、処理済みの画像データＩ11、Ｉ12、
Ｉ13・・・を出力する。なお、画像処理部２６は、ＭＰＲ、ＭＩＰ、ＭｉｎＩＰ、ボリュ
ームレンダリング、ウィンドウ処理等の各種処理毎に別のプログラムとして実装してもよ
い。図４、図５Ａ、図５Ｂの具体例では、画像処理部２６は、画像データＩ1を入力とし
て、小領域Sub１に対応する、ＣＴ画像からアキシャル断面画像を再構成し、肺野条件の
ウィンドウレベルやウィンドウ幅で処理を行った画像と、小領域Sub２に対応する、コロ
ナル断面画像を再構成し、肺野条件のウィンドウレベルやウィンドウ幅で処理を行った画
像と、小領域Sub３に対応する、アキシャル断面画像を再構成し、縦隔条件のウィンドウ
レベルやウィンドウ幅で処理を行った画像と、小領域Sub４に対応する、コロナル断面画
像を再構成し、縦隔条件のウィンドウレベルやウィンドウ幅で処理を行った画像とを生成
する。
【００７０】
　表示画面生成部２７は、画像処理部２６で生成された処理済み画像データＩ11、Ｉ12、
Ｉ13・・・による画像を、表示プロトコル決定部２４で決定された表示プロトコルＤＰに
基づく表示レイアウトに配置した表示画面ＳＣを生成する。これにより、図４、図５Ａ、
図５Ｂの具体例では、図５Ａに示したようなレイアウトで、各小領域には画像処理部２６
で処理済みの画像が嵌め込まれた表示画面ＳＣが生成され、診療科用ワークステーション
４のディスプレイに表示される。
【００７１】
　以上のように、本実施形態では、読影医と依頼元の診療科の医師の連携による、従来と
同様の画像診断のワークフローが前提となっている。すなわち、依頼元の診療科の医師か
らの検査オーダーに基づいてモダリティ１で撮影され、画像情報データベース６に保管さ
れた画像情報を、放射線科の読影医が放射線科用ワークステーション３で読影を行い、読
影レポートＲＰＴを作成し、作成された読影レポートＲＰＴが読影レポートデータベース
８に保管されると、検査オーダーの完了が依頼元の診療科の医師に伝えられる。
【００７２】
　そして、本発明に特有の読影レポートと連携した医用画像の閲覧機能が実現される。具
体的には、依頼元の診療科の医師が、診療科用ワークステーション４で、読影医によって
作成された読影レポートＲＰＴを読影レポートデータベース８から取得して閲覧し、所望
の画像に対する詳細観察の操作を行うと、キーワード抽出部２２がキーワードテーブル２
１を用いて読影レポートＲＰＴから解剖学的構造物および病変に関する情報を表すキーワ
ードＫ１，Ｋ２・・・を抽出し、表示プロトコル決定部２４が、キーワードＫ１，Ｋ２・
・・に適合する表示プロトコルＤＰを表示プロトコルテーブル２３から自動選択し、画像
取得部２５が取得した読影対象画像の元データＩ1に対して、画像処理部２６が、表示プ
ロトコルＤＰに基づいて画像処理を行って表示対象の画像Ｉ11、Ｉ12・・・を生成し、表
示画面生成部２７が、表示プロトコルＤＰに基づくレイアウトで表示対象の画像Ｉ11、Ｉ

12・・・を嵌め込んだ表示画面ＳＣを生成し、表示画面ＳＣは、診療科用ワークステーシ
ョン４に表示される。
【００７３】
　したがって、読影対象画像と表示対象画像は同じ元データＩ1から生成されたものであ
るが、前者は読影医による読影に用いられたものであり、後者は診療科の医師による詳細
観察のために用いられたものであり、本発明の実施形態では、両画像を画像処理条件や表
示条件が異なったものとすることができる。
【００７４】
　これにより、上記の読影医と依頼医の連携による画像診断ワークフローにおいて、依頼
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元の診療科の医師は、読影医が作成した読影レポート情報ＲＰＴ中の解剖学的構造物や病
変の情報から自動的に決定された最適な表示プロトコルＤＰに基づいて表示された画像を
観察することが可能になり、読影医や依頼医に余計な作業の手間をかけさせることなく、
上記ワークフローが効率化される。
【００７５】
　なお、上記実施形態において、キーワードテーブル２１およびキーワード抽出部２２が
本発明の抽出手段に相当し、画像取得部２５、画像処理部２６、表示画面生成部２７が本
発明の画像処理・表示制御手段に相当する。
【００７６】
　また、図５Ｂに示したような取得画像のモダリティ毎に表示プロトコルを定義した表示
プロトコルテーブル２３を用いているので、表示対象の画像の元データＩ1のモダリティ
に応じた最適な表示態様で表示された画像を観察することが可能になり、診断効率や精度
の向上に資する。
【００７７】
　図６は、診療科用ワークステーション４における読影レポートおよび読影レポートの対
象画像の連携閲覧機能として実装された本発明の第２の実施形態となる医用画像表示装置
の構成とデータの流れを模式的に示したブロック図である。本発明の第２の実施形態は、
読影レポートに関連づけられた読影対象画像だけでなく、それに関連する画像も表示させ
るようにするものである。以下、第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００７８】
　本実施形態では、画像取得部２５は、読影対象画像の元データＩ1だけでなく、読影対
象画像と所定の関連性を有する関連画像の画像データＩ2、Ｉ3・・・を画像情報データベ
ース６から取得する。具体的には、以下のような検索条件が挙げられる。  
(1) 読影対象画像と同一患者
(2) (1)かつ検査日付が同一かつモダリティが異なる
(3) (1)かつ検査日付が読影対象画像より前（過去画像）
　図７は、この処理の具体的内容の一例を模式的に示したものである。図に示したように
、画像情報データベース６には、画像ＩＤ、患者ＩＤ、検査ＩＤ、検査日、モダリティ、
撮影条件、ファイル名等の付帯情報が表形式で格納されている。画像取得部２５は、例え
ば、上記(1)の検索条件の場合、読影レポートＲＰＴに関連づけられた患者ＩＤ「12345」
を検索キーとして画像情報データベース６に対する検索を行うことにより、読影対象画像
と同一患者の画像データ（画像ＩＤ＝「24680」）を取得することができる。なお、画像
ＩＤ＝「13579」の画像データは、検査ＩＤの値が、読影レポートＲＰＴと同じ「1001」
であるから、読影対象画像の画像データＩ1であることがわかる。
【００７９】
　表示プロトコル決定部２４は、キーワード情報Ｋ１、Ｋ２・・・だけでなく、画像取得
部２５で取得された関連画像の付帯情報に基づいて、表示プロトコルテーブル２３から表
示プロトコルＤＰを選択する。
【００８０】
　図８Ａは、本実施形態において表示プロトコルテーブルＤＰに登録されている表示プロ
トコルの内容を模式的に表したものである。図５Ａと比較すると、小領域Sub３、Sub４に
表示される画像のモダリティがＨＲＣＴ（高分解能ＣＴ）である点が相違している。すな
わち、この表示プロトコルは、読影対象画像だけでなく、それに関連する画像も同時に表
示させるためのものである。図８Ｂは、この表示プロトコルを表示プロトコルテーブル２
３に登録した例を示している。図に示したように、取得画像の項目において、読影対象画
像と関連画像を区別するために、小領域Sub１およびSub２では、読影対象画像を表す「入
力」が付加され、小領域Sub３およびSub４では、関連画像の選択条件となる「同日（検査
日付が読影対象画像と同日）」が付加され、関連画像のモダリティとして「ＨＲＣＴ」が
設定されている。この例の場合、表示プロトコル決定部２４は、キーワード抽出部２２に
よって抽出されたキーワードＫ１（「肺」）、Ｋ２（「結節」）を用いるとともに、画像
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取得部２５で取得された関連画像の付帯情報と表示プロトコルテーブル２３の取得画像の
値とを比較し、キーワードおよび取得画像の両条件を満たす表示プロトコルを選択する。
例えば、図７に示した画像ＩＤ＝「24680」の関連画像は、読影対象画像と検査日が同一
でモダリティがＨＲＣＴであるから、取得画像の条件を満たす。ここで、画像情報データ
ベース６に読影対象画像と同一患者で検査日が同じだが、モダリティがＨＲＣＴとは異な
る画像があった場合には、この表示プロトコルは選択されない。なお、取得画像の条件を
すべて満たす表示プロトコルが表示プロトコルテーブル２３に登録されていない場合には
、キーワードの条件のみを満たす表示プロトコルをリスト表示して、ユーザが所望の表示
プロトコルを選択できるようにしてもよいし、個々の表示プロトコルに優先順位を付して
おき、キーワードの条件を満たす表示プロトコルのうち、最も優先度の高い表示プロトコ
ルを選択するようにしてもよい。また、関連画像が多数存在し、取得画像の条件の異なる
表示プロトコルが多数存在する場合には、キーワードと取得画像の条件の両方を満たす表
示プロトコルが表示プロトコルテーブル２３に複数登録されていることもありうるが、そ
の場合についても上記と同様に、両条件を満たす表示プロトコルをリスト表示したり、最
も優先度の高い表示プロトコルを選択したりすればよい。
【００８１】
　図９Ａから図９Ｅは、読影対象画像と関連画像を同時に表示する表示プロトコルの例を
示したものである。図９Ａは肺びまん性疾患の場合、図９Ｂは肺結節の場合でＣＲ画像と
ＣＴ画像とを同時に表示させる場合、図９Ｃは肺結節の場合で現在ＣＴ画像と過去ＣＴ画
像を同時に表示させる場合、図９Ｄは脳アルツハイマーの場合、図９Ｅは椎間板ヘルニア
の場合に適した表示プロトコルである。これらの場合であっても、図７に示した画像情報
データベース６の検査日付やモダリティ、撮影条件等の付帯情報を用いることにより、表
示プロトコルテーブル２３の取得画像の条件の判断ができる。
【００８２】
　また、画像処理部２６は、画像取得部２５によって取得された読影対象画像の画像デー
タＩ1を対象に表示プロトコル決定部２４で決定された表示プロトコルＤＰの定義に応じ
た画像処理を行うとともに、画像取得部２５によって取得された関連画像の画像データＩ

2、Ｉ3のうち、その決定された表示プロトコルＤＰにおいて表示対象とされた関連画像の
画像データＩ2のみを対象に、その表示プロトコルＤＰの定義に応じた画像処理を行い、
処理済み画像Ｉ11、Ｉ12・・・、Ｉ21、Ｉ22・・・を生成する。
【００８３】
　以上のように、本発明の第２の実施形態では、画像取得部２５（本発明の関連画像検索
手段にも相当）が、画像情報データベース６に対する検索により、読影対象画像の元デー
タＩ1だけでなく、その関連画像の画像データＩ2、Ｉ3も取得し、表示プロトコル決定部
２４が、読影対象画像と関連画像を同時に表示する態様が定義された表示プロトコルテー
ブル２３に基づいて、解剖学的構造物や病変に関するキーワードＫ１、Ｋ２、および、関
連画像の属性の両方の条件を満たす表示プロトコルＤＰを選択するようにしたので、解剖
学的構造物や病変に応じた最適な関連医用画像との比較観察が可能になり、診断効率や精
度の向上に資する。
【００８４】
　なお、上記の第２の実施形態では、画像取得部２５が関連画像を取得してから、表示プ
ロトコル決定部２４が表示対象の関連画像を選択しつつ、表示プロトコルＤＰを決定して
いたが、図１０に示したように、表示プロトコル決定部２４が、キーワードＫ１、Ｋ２・
・・のみに基づいて表示プロトコルＤＰを仮決定した後、画像取得部２５が、仮決定され
た表示プロトコルに定義された条件を満たす関連画像を画像情報データベース２６に対す
る検索により取得してもよい。具体的には、図８Ａ、図８Ｂに例示された表示プロトコル
の場合、画像取得部２５は、上記第２の実施形態のように、読影対象画像と同一患者のす
べての画像を検索するのではなく、読影対象画像と同一患者、かつ、読影対象画像と同一
検査日付で、かつ、モダリティがＨＲＣＴの画像を検索する。
【００８５】
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　また、上記の第２の実施形態において、読影レポートＲＰＴに記載された読影対象画像
に対する所見と同一所見の画像を関連画像として表示する表示プロトコルＤＰを定義して
おくとともに、画像取得部２５が読影対象画像と同一所見の画像の画像データを取得する
ようにすることも可能である。具体的には、表示プロトコルＤＰについては、図５Ｂ、図
８Ｂに例示した表示プロトコルテーブル２３の場合、取得画像の項目に「同一所見ＣＴ」
のように登録しておけばよい。一方、画像取得部２５については、画像情報データベース
６にその画像に対する所見の情報が格納されていれば、画像情報データベース６に対する
検索により、読影対象画像と同一所見の画像、例えば、図３Ａの例では、左肺上葉に結節
があるという所見を有する画像や、肺に3cmの結節があるという所見を有する画像の画像
データを取得することが可能である。あるいは、読影レポートデータベース８に対して読
影対象画像と同一所見を有する読影レポートの検索を行い、検索された読影レポートに関
連づけられた画像の画像データを画像情報データベース６から取得することも可能である
。
【００８６】
　上記の各実施形態では、表示プロトコルは画像処理条件と表示条件の両方を含むものと
していたが、以下に説明する本発明の第３の実施形態のように、画像処理条件のみ定義さ
れたものであってもよい。
【００８７】
　図１２は、診療科用ワークステーション４に実装された本発明の第３の実施形態となる
医用画像表示装置の構成とデータの流れを模式的に示したブロック図である。図に示した
ように、表示画面生成部２７が、表示プロトコル決定部２４で決定された表示プロトコル
ＤＰを参照せずに、画像処理部２６で生成された処理済み画像データＩ11による画像を予
め決められた表示レイアウトで配置した表示画面ＳＣを生成する点において、第１の実施
形態と異なる。
【００８８】
　図１３は、画像処理条件のみを定義した表示プロトコルテーブル２３の登録例を表した
ものである。図に示したように、表示プロトコルを識別する表示プロトコルＩＤに対して
、キーワード、生成する画像の種別、マスク（自動認識処理の対象）、そのマスク対象の
表示／非表示、カラーテンプレートを識別する情報が関連づけられて登録されたものであ
る。表示プロトコルＩＤ「101」の例では、読影レポートからキーワード「肝臓」が抽出
され、生成する画像として「ボリュームレンダリング(VR)画像」が選択された場合には、
「肝臓」を自動認識して表示対象とし、カラーテンプレート「カラー01」を用いる旨が登
録されている。表示プロトコルＩＤ「102」の例では、読影レポートからキーワード「肝
臓」および「脾臓」が抽出され、生成する画像として「ボリュームレンダリング(VR)画像
」が選択された場合には、「肝臓」および「脾臓」を自動認識してともに表示対象とし、
カラーテンプレート「カラー02」を用いる旨が登録されている。表示プロトコルＩＤ「10
3」の例では、読影レポートからキーワード「血管」が抽出され、生成する画像として「
ボリュームレンダリング(VR)画像」が選択された場合には、「骨」を自動認識して非表示
とし（骨除去処理を行い）、カラーテンプレート「カラー11」を用いる旨が登録されてい
る。表示プロトコルＩＤ「104」の例では、読影レポートからキーワード「心臓」が抽出
され、生成する画像として「ボリュームレンダリング(VR)画像」が選択された場合には、
「心臓」および「冠動脈」を自動認識してともに表示対象とし、カラーテンプレート「カ
ラー21」を用いる旨が登録されている。表示プロトコルＩＤ「105」の例では、読影レポ
ートからキーワード「脳」および「血管」が抽出され、生成する画像として「ＭＩＰ画像
」が選択された場合には、カラーテンプレート「白黒01」を用いる旨が登録されている。
また、表示プロトコルＩＤ「106」の例では、読影レポートからキーワード「脳」および
「血管」が抽出され、生成する画像として「ボリュームレンダリング(VR)画像」が選択さ
れた場合には、「血管」を自動認識して表示対象とし、カラーテンプレート「カラー31」
を用いる旨が登録されている。なお、本実施形態の表示プロトコルテーブルの他の構成例
として、図５Ｂに示した表示プロトコルテーブルから、領域ＩＤ、位置情報の欄を削除し
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たものを用いてもよい。
【００８９】
　図１４Ａは、読影レポートの表示画面中で、本発明の第３の実施形態における読影レポ
ートおよび読影レポートの対象画像の連携閲覧機能を実現するソフトウェアプログラムの
起動操作を行う場合の具体例を示したものである。図に示したように、読影レポートの表
示画面３０は、図３Ｂの表示画面から読影対象画像の縮小画像３６を表示する領域３５を
除いた画面構成となっており、ユーザが、読影対象画像の所見を表示する領域３４に設定
された「脳動脈瘤の疑いあり」のリンクに対してクリック操作を行うと、図１４Ｂに示し
たような読影対象画像を含むポップアップ画面３９が表示される。そして、ユーザがこの
読影対象画像を右クリックすると、新たに生成する画像の種別を選択するためのメニュー
が表示され、例えば「ＭＩＰ画像」を選択すると、このプログラムが起動され、キーワー
ド抽出部２２がリンク部分の文字列に基づいてキーワードテーブル２１の参照を行い、キ
ーワード「脳」および「血管」を抽出する。次に、表示プロトコル決定部２４は、抽出さ
れたキーワード「脳」と「血管」、および、図１４Ｂのポップアップ画面３９で選択され
た画像種別「ＭＩＰ画像」に基づいて表示プロトコルテーブル２３を参照し、表示プロト
コルＩＤ「105」の表示プロトコルを取得する。画像処理部２６は、表示プロトコル決定
部２４によって決定された表示プロトコルＩＤ「105」、および、図１４Ｂのポップアッ
プ画面３９で選択された画像種別「ＭＩＰ画像」に基づき、画像取得部２５によって取得
された読影対象画像の元データＩ1に対してカラーテンプレート「白黒01」を用いたＭＩ
Ｐ処理を行い、処理済の画像データＩ11を生成し、表示画面生成部２７は、ポップアップ
画面３９に表示させる画像を処理済の画像Ｉ11に更新する。
【００９０】
　上記実施形態では、画像種別をユーザが選択するようにしていたが、表示プロトコル決
定部２４が、キーワード抽出部２２によって抽出されたキーワードに基づいて画像種別も
決定するようにしてもよい。
【００９１】
　また、上記実施形態においてポップアップ画面３９に処理済の画像Ｉ11を表示させる際
に、図１５に示したように、ポップアップ画面３９中に、画像処理部２６によって適用さ
れた、すなわち、表示プロトコル決定部２４によって決定された画像処理条件の内容を表
示する領域４０を設けてもよい。図では、表示プロトコルＩＤ「106」に基づいて生成さ
れた画像の例であり、領域４０に、血管を表示するマスクが表示対象として設定され、脳
のボリュームレンダリング用のカラーテンプレートが選択されていることが示されている
。なお、マスクで指定された解剖学的構造物を非表示とした場合には、例えば、領域４０
の矩形のチェック欄に「×」印を表示するなどすればよい。これにより、ユーザは、現在
表示されている画像に対してどの画像処理条件が選択されているかを容易に把握すること
が可能になる。さらに、領域４０のチェック（黒塗り部分）の変更操作を受付可能にし、
画像処理部２６が変更後の画像処理条件に基づいて画像を再生成し、表示画面生成部２７
が再生成された画像に表示を更新するようにしてもよい。
【００９２】
　さらに、読影レポート中に結節等の病変に関する記述を行った場合には、その病変の位
置情報を読影レポートと関連づけて記録するようにしておき、その位置情報を画像処理条
件の１つとして用いてもよい。例えば、この病変の位置をボリュームレンダリング画像等
の視野の中心となるように画像処理部２６が処理を行うようにすることが考えられる。
【００９３】
　なお、上記実施形態の説明では、便宜上、画像処理部２６が１つの画像のみ生成する場
合を例として説明したが、複数の画像を生成するように表示プロトコルテーブル２３を定
義しておき、それに基づいて複数の画像を生成するようにしてもよい。例えば、キーワー
ド「血管」と「病変」に対して、図１３の表示プロトコルＩＤ「103」のように、血管用
のカラーテンプレートを用いた骨除去されたボリュームレンダリング画像を生成するため
の定義と、血管用の白黒のテンプレートを用いて骨除去されたＭＩＰ画像を生成するため
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の定義とを関連づけておくことが考えられる。
【００９４】
　上記の第３の実施形態とは逆に、以下に説明する本発明の第４の実施形態のように、表
示プロトコルとして表示条件のみ定義するようにしてもよい。
【００９５】
　図１６は、診療科用ワークステーション４に実装された本発明の第４の実施形態となる
医用画像表示装置の構成とデータの流れを模式的に示したブロック図である。図に示した
ように、画像取得部２５が、表示プロトコル決定部２４によって決定された表示プロトコ
ルＤＰを参照し、表示プロトコルＤＰに定義された画像処理が行われた表示対象の画像の
画像データＩ11、Ｉ12、Ｉ13・・・を画像情報管理サーバ５から取得し、表示画面生成部
２７が、画像取得部２５で生成された画像処理済み画像データＩ11、Ｉ12、Ｉ13・・・に
よる画像を、表示プロトコル決定部２４で決定された表示プロトコルＤＰに基づく表示レ
イアウトに配置した表示画面ＳＣを生成するようにすればよい。
【００９６】
　上記の各実施形態では、全ユーザに共通の表示プロトコルとして表示プロトコルテーブ
ル２３を設けていたが、ユーザ毎、あるいは、複数のユーザによるグループ（例えば、脳
外科グループ）毎に表示プロトコルを定義してもよい。具体的には、ユーザ毎、グループ
毎に別個の表示プロトコルテーブルを設けてもよいし、表示プロトコルテーブルにユーザ
ＩＤやグループＩＤの項目を追加し、診療科用医用画像ワークステーション４へのログイ
ンＩＤと照合するなどして、そのユーザやグループで定義された表示プロトコルのみにア
クセスするようにしてもよい。
【００９７】
　さらに、読影、参照、カンファレンス等の目的別に表示プロトコルを定義し、ユーザに
よって入力された目的に応じた表示プロトコルを選択するようにしてもよい。
【００９８】
　あるいは、ワークステーションの表示デバイスの種類別に表示プロトコルを定義し、表
示プロトコル決定部２４が、オペレーティングシステム等から表示デバイスに関する情報
を取得し、表示デバイスの種類にも応じて表示プロトコルを選択するようにしてもよい。
ここで、表示デバイスの種類の具体例としては、モニタの数（１面または２面等）、モニ
タのサイズ、立体視表示対応の有無、デスクトップ端末かモバイル端末か等が挙げられる
。
【００９９】
　また、ワークステーションの入力装置の種類別に表示プロトコルを定義し、表示プロト
コル決定部２４が、オペレーティングシステム等から入力装置に関する情報を取得し、入
力装置の種類にも応じて表示プロトコルを選択するようにしてもよい。ここで、入力装置
の種類の具体例としては、マウス、タッチパネル等の入力装置自体のタイプや、右クリッ
ク、ホイール等の各種操作機能の有無等が挙げられる。
【０１００】
　さらに、ワークステーションの設置場所別に表示プロトコルを定義し、表示プロトコル
決定部２４が、ワークステーションのネットワーク上のアドレス等からその設置場所に関
する情報を特定し、設置場所にも応じた表示プロトコルを選択するようにしてもよい。こ
こで、設置場所の具体例としては、カンファレンス室、手術室、読影室、診察室等の病院
内の各部屋の他、総合病院、大学病院、開業医等の病院の規模、遠隔地かどうか、あるい
は、個別の病院を識別する情報等が挙げられる。
【０１０１】
　さらにまた、表示タイミング別に表示プロトコルを定義し、表示プロトコル決定部２４
が、表示タイミングに関する情報を取得し、表示タイミングにも応じて表示プロトコルを
選択するようにしてもよい。ここで、表示タイミングの情報の具体例としては、手術前、
手術中、手術後が挙げられる。また、表示タイミングの具体的な取得方法としては、ユー
ザによる入力を受け付けたり、入力画像の付帯情報や患者情報が登録されたデータベース
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からその患者の手術履歴を取得したり、読影レポートから表示タイミングを表す文字列を
取得したりして、表示タイミングの情報を取得する方法が挙げられる。
【０１０２】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、肝臓腫瘍の場合の異なる２つの表示プロトコルを表したも
のであり、このように、同一臓器の同種の病変に対して、複数の表示プロトコルが考えら
れる場合にも、ユーザ毎、グループ毎、目的毎、表示デバイス毎、入力装置毎、設置場所
毎、表示タイミング毎に、表示プロトコルを使い分けられるようになる。
【０１０３】
　あるいは、リンク情報ＩＬに基づいて取得される元データＩ1の属性別にも表示プロト
コルを定義し、表示プロトコル決定部２４が、元データＩ1の属性に関する情報を取得し
、元データＩ1の属性にも応じて表示プロトコルを選択するようにしてもよい。例えば、
元データＩ1が時系列データである場合には、各時相における画像データに対する画像処
理条件、および、各時相の画像処理済みの画像を時系列順に所定の時間間隔で切り替えて
表示させるような表示条件を表示プロトコルテーブル２３に定義しておけばよい。これに
より、表示対象の画像を動画的に再生することが可能になる。
【０１０４】
　また、読影レポートの作成の際に、表示プロトコルを特定可能な情報の入力を受け付け
る領域を設け、入力された情報を読影レポートに関連づけて記憶しておき、この領域に入
力された値を表示プロトコルの決定のための一連の処理に用いてもよい。具体例としては
、この領域にキーワードの入力を受け付け、表示プロトコル決定部２４がこの領域に入力
されたキーワードを用いて表示プロトコルを決定するようにしてもよい。この場合、この
領域に入力されたキーワードを優先的に用いるようにしてもよいし、読影レポートの所見
内容等から抽出されたキーワードに対する追加情報として用いるようにしてもよい。ある
いは、この領域に図５Ｂに示した表示プロトコルＩＤの入力を受け付けるようにし、表示
プロトコル決定部２４がこの領域に入力された表示プロトコルＩＤに基づいて表示プロト
コルを決定するようにしてもよい。
【０１０５】
　この他、上記の実施形態におけるシステム構成、処理フロー、モジュール構成等に対し
て、本発明の趣旨から逸脱しない範囲で様々な改変を行ったものも、本発明の技術的範囲
に含まれる。
【０１０６】
　例えば、上記の実施形態では、図２，６，１０に示された各処理が１台の診療科用ワー
クステーション４で行われるように説明したが、複数台のワークステーションに各処理を
分散して協調処理するように構成してもよい。
【０１０７】
　また、上記の実施形態はあくまでも例示であり、上記のすべての説明が本発明の技術的
範囲を限定的に解釈するために利用されるべきものではない。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　画像撮影装置（モダリティ）
　２　画像品質チェック用ワークステーション（ＱＡ－ＷＳ）
　３　放射線科用ワークステーション
　４　診療科用ワークステーション
　５　画像情報管理サーバ
　６　画像情報データベース
　７　読影レポートサーバ
　８　読影レポートデータベース
　９　ネットワーク
　２１　キーワードテーブル
　２２　キーワード抽出部
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　２３　表示プロトコルテーブル
　２４　表示プロトコル決定部
　２５　画像取得部
　２６　画像処理部
　２７　表示画面生成部

【図１】 【図２】
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【図８Ｂ】 【図９Ａ】
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【図１０】 【図１１Ａ】
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【図１２】 【図１３】



(26) JP 2011-92682 A 2011.5.12

【図１４Ａ】
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