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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して送信端末と受信端末と仲介端末とが接続された医用情報提供シス
テムであって、
　前記送信端末は、
　前記ネットワークを介してデータを送受信する第１の通信部と、
　情報を入力する第１の入力部と、
　画像を表示する第１の出力部と、
　データを記憶する第１の記憶部と、
　前記第１の通信部、前記第１の入力部、前記第１の出力部及び前記第１の記憶部を制御
する第１の制御部とを具備し、
　前記第１の記憶部は、画像診断装置で撮影された医用画像のデータを記憶しており、
　前記受信端末は、
　前記ネットワークを介してデータを送受信する第２の通信部と、
　情報を入力する第２の入力部と、
　画像を表示する第２の出力部と、
　データを記憶する第２の記憶部と、
　前記第２の通信部、前記第２の入力部、前記第２の出力部及び前記第２の記憶部を制御
する第２の制御部とを具備し、
　前記仲介端末は、
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　前記ネットワークを介してデータを送受信する第３の通信部と、
　情報を入力する第３の入力部と、
　画像を表示する第３の出力部と、
　データを記憶する第３の記憶部と、
　前記第３の通信部、前記第３の入力部、前記第３の出力部及び前記第３の記憶部を制御
する第３の制御部とを具備しており、
　前記第１の制御部は、前記第１の入力部を用いた前記送信端末を使用する送信加入者の
操作による入力にしたがって、前記送信加入者の情報とともに、前記受信端末を使用する
受信加入者の情報を要求する信号を前記第１の通信部を経て前記送信端末から前記仲介端
末に送信し、
　前記第３の制御部は、前記第３の通信部を経て受信した前記送信加入者の情報から前記
受信加入者情報の要求の正当性をチェックし、前記チェックの結果正当であった場合には
、前記受信加入者の情報を前記第３の通信部を経て前記仲介端末から前記送信端末に送信
し、
　前記第１の制御部は、前記第１の通信部を経て受信した前記受信加入者の情報に基づく
前記第１の入力部を用いた入力にしたがって、前記第１の記憶部から医用画像を読み出し
、読み出した前記医用画像を前記第１の通信部を経て前記送信端末から前記仲介端末に送
信し、
　前記第３の制御部は、前記第３の通信部を経て前記送信端末からの前記医用画像を受信
し、受信した前記医用画像を前記第３の通信部を経て前記仲介端末から前記受信端末に送
信し、
　前記第２の制御部は、前記第２の通信部を経て受信した前記送信加入者からの前記医用
画像を前記受信端末における前記第２の出力部の画像に表示することを特徴とする医用情
報提供システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記第３の制御部が行う前記受信加入者情報の要求の正当性のチェックにおける前記送
信加入者の情報は、前記送信端末における前記第１の入力部から入力された、前記送信端
末のネットワークアドレス、電話番号、パスワードもしくはＩＤ番号の情報であることを
特徴とする医用情報提供システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記受信加入者が複数である場合、前記送信端末における第１の制御部は、前記仲介端
末から送信されて受信した複数の前記受信加入者から１人を選択することができるリスト
を含む画像を前記第１の出力部に表示し、前記第１の入力部を用いて前記受信加入者から
１人を選択することを特徴とする医用情報提供システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記送信端末の第１の出力部に表示された画像は、複数の前記受信加入者の名称の他、
前記受信加入者の電話番号又は住所が一覧可能であることを特徴とする医用情報提供シス
テム。
【請求項５】
　請求項４に記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記送信端末の第１の出力部に表示された画像には、一覧された複数の前記受信加入者
の名称について、五十音順、アルファベット順もしくは地域順に一覧し、又は、一覧され
ている順序を反転して一覧するスイッチが表示され、前記スイッチが表示された画像は、
操作されたスイッチにしたがった順序で複数の前記受信加入者を一覧可能であることを特
徴とする医用情報提供システム。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載の医用情報提供システムにおいて、
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　前記送信端末の第１の出力部に表示された画像は、複数の前記受信加入者の名称、電話
番号又は住所を入力する欄を有しており、入力された名称、電話番号又は住所で前記受信
加入者を検索可能であることを特徴とする医用情報提供システム。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれかに記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記送信端末の前記第１の制御部は、前記第１の出力部の画像に前記医用情報を送信す
る前記受信加入者における複数の部門を表示し、前記第１の入力部を用いた前記送信加入
者の操作による入力により前記医用画像を送信する前記受信加入者の部門を選択すること
を特徴とする医用情報提供システム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記送信端末の第１の入力部を用いて前記１の記憶部から読み出された前記医用画像を
前記受信端末に送信するとき、前記第１の入力部を用いて、被検者の前記医用画像である
ことを示す氏名の他、性別、生年月日、住所又は保険証番号を入力することにより、前記
医用画像の被検者が特定されることを特徴とする医用情報提供システム。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記送信端末の第１の入力部を用いて前記１の記憶部から前記医用画像を読み出すとき
、前記第１の入力部を用いて、前記医用画像を読み出す前記送信加入者の部門を選択し、
前記第１の出力部の画像に前記選択された部門で保存する複数の医用画像のリストが表示
され、前記第１の入力部を用いて、前記表示された複数の医用画像のリストから読み出す
医用画像を選択することにより、読み出す医用画像が特定されることを特徴とする医用情
報提供システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記送信端末の第１の入力部を用いて前記医用画像を読み出す前記送信加入者の部門を
選択するとき、前記第１の入力部を用いて、前記選択された部門で保存されている各々の
医用画像が記録された年月日についての期間を入力することにより、読み出す医用画像の
期間が特定されることを特徴とする医用情報提供システム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記送信端末の第１の入力部を用いて前記１の記憶部から読み出された前記医用画像を
前記受信端末に送信するとき、前記第１の入力部を用いて、送信加入者が医用画像を送信
する目的又は医用画像に関するコメントの情報を入力することを特徴とする医用情報提供
システム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか記載の医用情報提供システムにおいて、
　前記医用画像はＸ線ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、ＰＥＴ、デジタル化されたＸ線およびＣＲ
の少なくとも一つに係る画像であることを特徴とする医用情報提供システム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかに記載の医用情報提供システムで用いられる送信端末。
【請求項１４】
　請求項１～１２のいずれかに記載の医用情報提供システムで用いられる受信端末。
【請求項１５】
　請求項１～１２のいずれかに記載の医用情報提供システムで用いられる仲介端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医用情報提供方法、医用情報提供システム、送信端末、受信端末、仲介端末、
配信端末および記憶媒体に関する。さらに詳しくは、煩雑な契約や調査を要さずに、多数
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の相手と、ネットワークを介して、医用情報を送信または受信することができる医用情報
提供方法、医用情報提供システム、送信端末、受信端末、仲介端末、配信端末および記憶
媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ある病院で撮影した医用画像を別の病院で利用するために、ある病院の端末から別の病院
の端末へとネットワークを介して医用画像を送信する医用情報提供システムが知られてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の医用情報提供システムには、次の問題点がある。
（１）送信側と受信側とが契約している必要がある。換言すれば、相手の数だけ契約を結
ぶ必要があり、煩雑である。このため、事実上、相手が少数に制限されている。
（２）端末で相手アドレスを入力して接続する必要がある。しかし、相手が多数になると
操作者が相手アドレスを覚えきれなくなるため、いちいち相手アドレスを調査する手間が
かかり、煩雑である。このため、事実上、相手が少数に制限されている。
そこで、本発明の目的は、煩雑な契約や調査を要さずに、多数の相手と、ネットワークを
介して、医用情報を送信または受信することができる医用情報提供方法およびシステムを
提供することにある。また、そのための送信端末、受信端末、仲介端末、配信端末および
記憶媒体を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
第１の観点では、本発明は、医用情報を送信可能な送信加入者と医用情報を受信可能な受
信加入者と医用情報仲介センターとをネットワークで接続し、前記送信加入者が保持する
医用情報を前記受信加入者が受信するための交渉を前記医用情報仲介センターがネットワ
ークを介して行うことを特徴とする医用情報提供方法を提供する。
上記第１の観点による医用情報提供方法では、送信加入者が保持する医用情報を受信加入
者が受信するための交渉を医用情報仲介センターがネットワークを介して行う。そこで、
送信加入者は医用情報仲介センターとのみ契約すればよく、受信加入者と個々に契約する
必要はない。同様に、受信加入者も医用情報仲介センターとのみ契約すればよく、送信加
入者と個々に契約する必要はない。よって、煩雑な契約を要さずに、多数の相手と、ネッ
トワークを介して、医用情報を送信または受信することが出来るようになる。さらに、医
用情報仲介センター側でセキュリティを厳重に管理できるので、送信加入者や受信加入者
側でのセキュリティ管理の負担を軽減できるようになる。
【０００５】
第２の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供方法において、前記送信加入者およ
び受信加入者の少なくとも一方が前記医用情報仲介センターに前記交渉の開始を要求しう
ることを特徴とする医用情報提供方法を提供する。
上記第２の観点による医用情報提供方法では、患者が現在通院している病院が近い将来に
行くであろう病院へ当該患者の医用情報を届けておきたい場合には、送信加入者が医用情
報仲介センターに交渉の開始を要求することで対応しうる。また、現在通院している病院
が過去に行っていた病院から医用情報を取り寄せたい場合には、受信加入者が医用情報仲
介センターに交渉の開始を要求することで対応しうる。
【０００６】
第３の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供方法において、前記送信加入者およ
び前記受信加入者以外の第三者が前記医用情報仲介センターに前記交渉の開始を要求しう
ることを特徴とする医用情報提供方法を提供する。
上記第３の観点による医用情報提供方法では、患者が過去に通院していた病院から近い将
来に行くであろう病院へと自分の医用情報を届けておきたい場合には、前記第三者として
患者が医用情報仲介センターに交渉の開始を要求することで対応しうる。
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【０００７】
第４の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供方法において、前記交渉の開始を要
求した者に対して前記医用情報仲介センターが加入者情報を提供し、前記交渉の開始を要
求した者は該加入者情報に基づいて送信加入者および受信加入者の少なくとも一方を特定
することを特徴とする医用情報提供方法を提供する。
上記第４の観点による医用情報提供方法では、医用情報仲介センターがネットワークを介
して加入者情報を提供し、これを基にして送信加入者や受信加入者を特定できるので、前
記交渉の開始を要求した者は、いちいち相手アドレスを調査する必要がない。よって、煩
雑な調査を要さずに、多数の相手と、ネットワークを介して、医用情報を送信または受信
できるようになる。
【０００８】
第５の観点では、本発明は、医用情報を送信可能な送信加入者と医用情報を受信可能な受
信加入者と医用情報仲介センターとをネットワークで接続し、前記送信加入者は前記医用
情報仲介センターに対してネットワークを介して医用情報を送信し、前記医用情報仲介セ
ンターは前記受信加入者に対してネットワークを介して前記医用情報を転送することを特
徴とする医用情報提供方法を提供する。
上記第５の観点による医用情報提供方法では、医用情報の転送を医用情報仲介センターが
ネットワークを介して行うので、送信加入者はネットワークを介して医用情報仲介センタ
ーに医用情報を送信すればよく、また、受信加入者はネットワークを介して医用情報仲介
センターから医用情報を受信すればよい。そこで、送信加入者は医用情報仲介センターと
のみ契約すればよく、受信加入者と個々に契約する必要はない。同様に、受信加入者も医
用情報仲介センターとのみ契約すればよく、送信加入者と個々に契約する必要はない。よ
って、煩雑な契約を要さずに、多数の相手と、ネットワークを介して、医用情報を送信ま
たは受信することが出来るようになる。さらに、医用情報仲介センター側でセキュリティ
を厳重に管理できるので、送信加入者や受信加入者側でのセキュリティ管理の負担を軽減
できる。
【０００９】
第６の観点では、本発明は、医用情報をネットワークを介して送信可能な送信端末と、前
記医用情報をネットワークを介して受信可能な受信端末と、前記送信端末が保持する医用
情報を前記受信端末が受信するための交渉をネットワークを介して行う仲介端末とを具備
することを特徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第６の観点による医用情報提供システムでは、上記第１の観点の医用情報提供方法を
好適に実施しうる。
【００１０】
第７の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記送信端末お
よび前記受信端末の少なくとも一方が前記仲介端末に前記交渉の開始を要求しうることを
特徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第７の観点による医用情報提供システムでは、上記第２の観点の医用情報提供方法を
好適に実施しうる。
【００１１】
第８の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記送信端末お
よび前記受信端末以外の端末であってネットワークを介して前記仲介端末に前記交渉の開
始を要求しうる配信端末を具備したことを特徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第８の観点による医用情報提供システムでは、上記第３の観点の医用情報提供方法を
好適に実施しうる。
【００１２】
第９の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記交渉の開始
を要求した端末に対して前記仲介端末が端末情報を提供し、前記交渉の開始を要求した端
末は該端末情報に基づいて送信端末および受信端末の少なくとも一方を特定することを特
徴とする医用情報提供システムを提供する。
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上記第９の観点による医用情報提供システムでは、上記第４の観点の医用情報提供方法を
好適に実施しうる。
【００１３】
第１０の観点では、本発明は、医用情報をネットワークを介して送信可能な送信端末と、
前記医用情報をネットワークを介して受信可能な受信端末と、前記送信端末が送信した医
用情報をネットワークを介して受信し前記受信端末へとネットワークを介して転送する仲
介端末とを具備することを特徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第１０の観点による医用情報提供システムでは、上記第５の観点の医用情報提供方法
を好適に実施しうる。
【００１４】
第１１の観点では、本発明は、医用情報をネットワークを介して送信可能な送信端末と、
前記医用情報をネットワークを介して受信可能な受信端末とからなる医用情報提供システ
ムであって、前記送信端末は、医用情報の受信側となりうる受信端末のリストを操作者に
提示する関連情報処理手段と、前記リストを基に操作者が選択した受信端末へ医用情報を
送信する医用情報処理手段とを具備することを特徴とする医用情報提供システムを提供す
る。
上記第１１の観点による医用情報提供システムでは、医用情報の受信側となりうる受信端
末のリストを送信端末が操作者に提示し、これを基にして送信端末の操作者が受信端末を
特定できるので、送信端末の操作者は受信端末のアドレスをいちいち調査する必要がない
。よって、多数の受信端末があっても、煩雑な調査を要さずに、ネットワークを介して、
医用情報を送信できるようになる。
【００１５】
第１２の観点では、本発明は、医用情報をネットワークを介して送信可能な送信端末と、
前記医用情報をネットワークを介して受信可能な受信端末とからなる医用情報提供システ
ムであって、前記受信端末は、医用情報の送信側となりうる送信端末のリストを操作者に
提示する関連情報処理手段と、前記リストを基に操作者が選択した送信端末から医用情報
を受信する医用情報処理手段とを具備することを特徴とする医用情報提供システムを提供
する。
上記第１２の観点による医用情報提供システムでは、医用情報の送信側となりうる送信端
末のリストを受信端末が操作者に提示し、これを基にして受信端末の操作者が送信端末を
特定できるので、受信端末の操作者は送信端末のアドレスをいちいち調査する必要がない
。よって、多数の送信端末があっても、煩雑な調査を要さずに、ネットワークを介して、
医用情報を受信できるようになる。
【００１６】
第１３の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記送信端末
および受信端末は、新規に起動された時に前記仲介端末に対してネットワークを介して新
規加入を申請する新規加入申請手段を具備し、前記仲介端末は、前記申請を受けて前記端
末情報を更新する端末情報更新手段を具備することを特徴とする医用情報提供システムを
提供する。
上記第１３の観点による医用情報提供システムでは、端末が新規に起動された時に、仲介
端末が保持している端末情報を自動更新することが出来る。
【００１７】
第１４の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記受信端末
は、新規に起動された時に前記送信端末に対してネットワークを介して新規加入を申請す
る新規加入申請手段を具備し、前記送信端末は、前記申請を受けて前記受信端末のリスト
を更新する受信端末リスト更新手段を具備することを特徴とする医用情報提供システムを
提供する。
上記第１４の観点による医用情報提供システムでは、受信端末が新規に起動された時に、
送信端末が保持している受信端末のリストを自動更新することが出来る。
【００１８】
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第１５の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記送信端末
は、新規に起動された時に前記受信端末に対してネットワークを介して新規加入を申請す
る新規加入申請手段を具備し、前記受信端末は、前記申請を受けて前記送信端末のリスト
を更新する送信端末リスト更新手段を具備することを特徴とする医用情報提供システムを
提供する。
上記第１５の観点による医用情報提供システムでは、送信端末が新規に起動された時に、
受信端末が保持している送信端末のリストを自動更新することが出来る。
【００１９】
第１６の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムで用いられる送信端末を
提供する。
上記第１６の観点による送信端末により、上記構成の医用情報提供システムを好適に構成
できる。
【００２０】
第１７の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムで用いられる受信端末を
提供する。
上記第１７の観点による受信端末により、上記構成の医用情報提供システムを好適に構成
できる。
【００２１】
第１８の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムで用いられる仲介端末を
提供する。
上記第１８の観点による仲介端末により、上記構成の医用情報提供システムを好適に構成
できる。
【００２２】
第１９の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムで用いられる配信端末を
提供する。
上記第１９の観点による配信端末により、上記構成の医用情報提供システムを好適に構成
できる。
【００２３】
第２０の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供方法において、前記加入者リスト
で複数の加入者を提示する順序を操作者の選択に応じて変更することを特徴とする医用情
報提供方法を提供する。
上記第２０の観点による医用情報提供方法では、操作者の選択に応じた順序で複数の加入
者を提示するので、所望の加入者を見つけやすくなる。
【００２４】
第２１の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記端末情報
で複数の端末を提示する順序を操作者の選択に応じて変更しうることを特徴とする医用情
報提供システム。
上記第２１の観点による医用情報提供方法では、操作者の選択に応じた順序で複数の端末
を提示するので、所望の端末を見つけやすくなる。
【００２５】
第２２の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記受信端末
のリストで複数の受信端末を提示する順序を操作者の選択に応じて変更しうることを特徴
とする医用情報提供システムを提供する。
上記第２２の観点による医用情報提供システムでは、操作者の選択に応じた順序で複数の
受信端末を提示するので、所望の受信端末を見つけやすくなる。
【００２６】
第２３の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記送信端末
のリストで複数の送信端末を提示する順序を操作者の選択に応じて変更しうることを特徴
とする医用情報提供システムを提供する。
上記第２３の観点による医用情報提供システムでは、操作者の選択に応じた順序で複数の
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送信端末を提示するので、所望の送信端末を見つけやすくなる。
【００２７】
。
第２４の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供方法において、前記加入者リスト
で加入者の住所も提示することを特徴とする医用情報提供方法を提供する。
上記第２４の観点による医用情報提供方法では、加入者の住所も提示するので、所望の加
入者を見つけやすくなる。
【００２８】
第２５の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記複数の端
末の所在場所も提示することを特徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第２５の観点による医用情報提供システムでは、端末の所在場所も提示するので、所
望の端末を見つけやすくなる。
【００２９】
第２６の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記受信端末
の所在場所も提示することを特徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第２６の観点による医用情報提供システムでは、受信端末の所在場所も提示するので
、所望の受信端末を見つけやすくなる。
【００３０】
。
第２７の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記送信端末
の所在場所も提示することを特徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第２７の観点による医用情報提供システムでは、送信端末の所在場所も提示するので
、所望の送信端末を見つけやすくなる。
【００３１】
第２８の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供方法において、１回の接続で医用
情報を受信または送信できる量を該医用情報の作成日時を基にして制限することを特徴と
する医用情報提供方法を提供する。
上記第２８の観点による医用情報提供方法では、１回の接続で受信または送信できる医用
情報の量を例えば３年分とかに制限できるので、セキュリティを向上できる。
【００３２】
第２９の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、１回の接続で
医用情報を受信または送信できる量を該医用情報の作成日時を基にして制限することを特
徴とする医用情報提供システムを提供する。
上記第２９の観点による医用情報提供システムでは、１回の接続で受信または送信できる
医用情報の量を例えば３年分とかに制限できるので、セキュリティを向上できる。
【００３３】
第３０の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供方法において、前記医用情報は医
用画像を含み、該医用画像はＸ線ＣＴ（Computed Tomography）、ＭＲＩ（Magnetic Reso
nance Imaging）、超音波、ＰＥＴ（Positron Emission computed Tomography）、デジタ
ル化されたＸ線（デジタルＸ線撮影およびＸ線フイルムのデジタル化）およびＣＲ（Comp
uted Radiography）の少なくとも一つに係る画像であることを特徴とする医用情報提供方
法を提供する。
上記第３０の観点による医用情報提供方法では、医用画像を有効利用できる。
【００３４】
第３１の観点では、本発明は、上記構成の医用情報提供システムにおいて、前記医用情報
は医用画像を含み、該医用画像はＸ線ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、ＰＥＴ、デジタル化された
Ｘ線およびＣＲの少なくとも一つに係る画像であることを特徴とする医用情報提供システ
ムを提供する。
上記第３１の観点による医用情報提供システムでは、医用画像を有効利用できる。
【００３５】
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第３２の観点では、本発明は、医用情報をネットワークを介して送信可能な送信端末であ
って、該送信端末は、医用情報の受信側となりうる受信端末のリストを操作者に提示する
関連情報処理手段と、前記リストを基に操作者が選択した受信端末へ医用情報を送信する
医用情報処理手段とを具備することを特徴とする送信端末を提供する。
上記第３２の観点による送信端末では、医用情報の受信側となりうる受信端末のリストを
操作者に提示し、これを基にして送信端末の操作者が受信端末を特定できるので、送信端
末の操作者は受信端末のアドレスをいちいち調査する必要がない。よって、多数の受信端
末があっても、煩雑な調査を要さずに、ネットワークを介して、医用情報を送信できるよ
うになる。
【００３６】
第３３の観点では、本発明は、医用情報をネットワークを介して受信可能な受信端末であ
って、該受信端末は、医用情報の送信側となりうる送信端末のリストを操作者に提示する
関連情報処理手段と、前記リストを基に操作者が選択した送信端末から医用情報を受信す
る医用情報処理手段とを具備することを特徴とする受信端末を提供する。
上記第３３の観点による受信端末では、医用情報の送信側となりうる送信端末のリストを
操作者に提示し、これを基にして受信端末の操作者が送信端末を特定できるので、受信端
末の操作者は送信端末のアドレスをいちいち調査する必要がない。よって、多数の送信端
末があっても、煩雑な調査を要さずに、ネットワークを介して、医用情報を送信できるよ
うになる。
【００３７】
第３４の観点では、本発明は、上記構成の送信端末において、前記受信端末のリストで複
数の受信端末を提示する順序を操作者の選択に応じて変更しうることを特徴とする送信端
末を提供する。
上記第３４の観点による送信端末では、操作者の選択に応じた順序で複数の受信端末を提
示するので、所望の受信端末を見つけやすくなる。
【００３８】
第３５の観点では、本発明は、上記構成の受信端末において、前記送信端末のリストで複
数の送信端末を提示する順序を操作者の選択に応じて変更しうることを特徴とする受信端
末を提供する。
上記第３５の観点による受信端末では、操作者の選択に応じた順序で複数の送信端末を提
示するので、所望の送信端末を見つけやすくなる。
【００３９】
第３６の観点では、本発明は、上記構成の送信端末において、前記受信端末のリストで受
信端末の所在場所も提示することを特徴とする送信端末を提供する。
上記第３６の観点による送信端末では、受信端末の所在場所も提示するので、所望の受信
端末を見つけやすくなる。
【００４０】
第３７の観点では、本発明は、上記構成の受信端末において、前記送信端末のリストで送
信端末の所在場所も提示することを特徴とする受信端末を提供する。
上記第３７の観点による受信端末では、送信端末の所在場所も提示するので、所望の送信
端末を見つけやすくなる。
【００４１】
第３８の観点では、本発明は、上記構成の送信端末において、１回の接続で医用情報を送
信できる量を該医用情報の作成日時を基にして制限することを特徴とする送信端末を提供
する。
上記第３８の観点による送信端末では、１回の接続で送信できる医用情報の量を例えば３
年分とかに制限できるので、セキュリティを向上できる。
【００４２】
第３９の観点では、本発明は、上記構成の受信端末において、１回の接続で医用情報を受
信できる量を該医用情報の作成日時を基にして制限することを特徴とする受信端末。
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上記第３９の観点による受信端末では、１回の接続で受信できる医用情報の量を例えば３
年分とかに制限できるので、セキュリティを向上できる。
【００４３】
第４０の観点では、本発明は、上記構成の送信端末において、前記医用情報は医用画像を
含み、該医用画像はＸ線ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、ＰＥＴ、デジタル化されたＸ線およびＣ
Ｒの少なくとも一つに係る画像であることを特徴とする送信端末を提供する。
上記第４０の観点による送信端末では、医用画像を有効利用できる。
【００４４】
第４１の観点では、本発明は、上記構成の受信端末において、前記医用情報は医用画像を
含み、該医用画像はＸ線ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、ＰＥＴ、デジタル化されたＸ線およびＣ
Ｒの少なくとも一つに係る画像であることを特徴とする受信端末を提供する。
上記第４１の観点による受信端末では、医用画像を有効利用できる。
【００４５】
第４２の観点では、本発明は、端末で実行することにより該端末が上記構成の送信端末と
して機能するプログラムを記憶した記憶媒体を提供する。
上記第４２の観点による記憶媒体を利用することにより、上記構成の送信端末を好適に構
成できる。
【００４６】
第４３の観点では、本発明は、端末で実行することにより該端末が上記構成の受信端末と
して機能するプログラムを記憶した記憶媒体を提供する。
上記第４３の観点による記憶媒体を利用することにより、上記構成の受信端末を好適に構
成できる。
【００４７】
第４４の観点では、本発明は、端末で実行することにより該端末が上記構成の配信端末と
して機能するプログラムを記憶した記憶媒体を提供する。
上記第４４の観点による記憶媒体を利用することにより、上記構成の配信端末を好適に構
成できる。
【００４８】
【発明の実施の形態】
以下、図に示す実施の形態により本発明を詳細に説明する。なお、これにより本発明が限
定されるものではない。
【００４９】
－第１の実施形態－
図１は、本発明の第１の実施形態にかかる医用情報提供システム１０００を示すブロック
図である。
この医用情報提供システム１０００は、インターネット，ＬＡＮ（Local Area Network）
，ＷＡＮ（Wide Area Network）のようなネットワーク１と、そのネットワーク１に接続
されたＳＲ１病院１１、ＳＲ２病院１２、Ｓ１病院２１、Ｓ２病院２２、Ｒ１病院３１、
Ｒ２病院３２、ＳＲ１個人４１、ＳＲ２個人４２および医用情報仲介センター１００を具
備して構成されている。
なお、ネットワーク１がインターネットの場合、前記医用情報仲介センター１００と契約
していない端末である非加入者５０もネットワーク１に接続している。
また、セキュリティの観点から、ＳＳＬ（Secure Socket Layer Protocol）等を利用する
のが好ましい。
【００５０】
前記ＳＲ１病院１１，前記ＳＲ２病院１２，前記ＳＲ１個人４１および前記ＳＲ２個人は
、それぞれ医用情報仲介センター１００と送信加入者および受信加入者として契約してお
り、医用情報仲介センター１００から配布された記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＦＤなど）に
記録された送受信加入者用プログラムまたはネットワーク１を介して配布された送受信加
入者用プログラムを各端末で実行することにより送信加入者および受信加入者として機能
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しており、ネットワーク１を介して医用画像を送信すること及び医用画像を受信すること
が可能である。
【００５１】
前記Ｓ１病院２１および前記Ｓ２病院２２は、それぞれ医用情報仲介センター１００と送
信加入者として契約しており、医用情報仲介センター１００から配布された記憶媒体に記
録された送信加入者用プログラムまたはネットワーク１を介して配布された送信加入者用
プログラムを各端末で実行することにより送信加入者として機能しており、ネットワーク
１を介して医用画像を送信することが可能である。
【００５２】
前記Ｒ１病院３１および前記Ｒ２病院３２は、それぞれ医用情報仲介センター１００と受
信加入者として契約しており、医用情報仲介センター１００から配布された記憶媒体に記
録された受信加入者用プログラムまたはネットワーク１を介して配布された受信加入者用
プログラムを各端末で実行することにより受信加入者として機能しており、ネットワーク
１を介して医用画像を受信することが可能である。
【００５３】
前記医用情報仲介センター１００は、送信加入者が保持する医用画像を受信加入者が受信
することを仲介する内容の契約を送信加入者および受信加入者と個々に結んでいる。この
契約の反射として、加入者間では相互に契約を結んでいない（結ぶ必要がない）。そして
、該医用情報仲介センター１００は、送信加入者が保持する医用画像を受信加入者が受信
するための交渉をネットワーク１を介して行うと共に、送信加入者からネットワーク１を
介して医用画像を送信し受信加入者に対してネットワーク１を介して転送する。また、セ
キュリティの管理も行っている。
【００５４】
前記医用情報仲介センター１００は、加入者情報を保持している。この加入者情報の作成
・更新は、次のように行なう。
（１）新規加入者は、医用情報仲介センターと契約し、契約内容に応じたプログラムを記
憶した記憶媒体を受け取る。または、前記プログラムをネットワーク１を介してダウンロ
ードする。
（２）新規加入者がプログラムをインストールし最初に起動した時に自動的にネットワー
ク１を介して医用情報仲介センター１００に加入者情報の更新を要求する。すると、医用
情報仲介センター１００では、新規の加入者を加入者情報に加える。
（３）加入者の契約解除に基づいて医用情報仲介センター１００が当該加入者を加入者情
報から削除する。
【００５５】
なお、医用情報仲介センターは、契約時に加入料を受け取る。また、加入者情報の保守更
新や不正アクセスがあった場合の不正アクセス経路情報の加入者への提供などのサービス
に対する管理料を、一定期間ごとに、又は、不定期に受け取る。さらに、前記プログラム
の販売も行う。
【００５６】
図２は、前記ＳＲ１病院１１および前記医用情報仲介センター１００の構成ブロック図で
ある。
ＳＲ１病院１１は、通信部１０Ａと、入力部１０Ｂと、出力部１０Ｃと、セキュリティ管
理部１０Ｄと、関連情報処理部１０Ｅと、医用情報処理部１０Ｆと、データベース管理部
１０Ｇと、データバッファ部１０Ｈと、データベース部１０Ｉとを具備しており、送受信
加入者用プログラムの制御下で動作している。
前記データベース部１０Ｈは、医用情報を蓄積する磁気ディスクなどである。
前記データバッファ部１０Ｈは、送信する医用情報や受信した医用情報を一時的に保持し
、必要に応じてウイルスチェックなどの処理を施すのに用いる。前記処理後に、医用情報
を送信したり、前記データベース部１０Ｈに格納したりする。
【００５７】
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前記医用情報は、医用画像およびカルテ診断記録である。前記医用画像は、Ｘ線ＣＴ、Ｍ
ＲＩ、超音波、ＰＥＴ、デジタル化されたＸ線およびＣＲの少なくとも一つに係る画像で
ある。
【００５８】
前記ＳＲ２病院１２、Ｓ１病院２１、Ｓ２病院２２、Ｒ１病院３１、Ｒ２病院３２、ＳＲ
１個人４１およびＳＲ２個人４２の構成も同様である。但し、Ｓ１病院２１およびＳ２病
院２２は、送信加入者用プログラムの制御下で動作している。また、Ｒ１病院３１および
Ｒ２病院３２は、受信加入者用プログラムの制御下で動作している。また、ＳＲ１個人４
１およびＳＲ２個人４２は、データベースシステムを持たないことが多い。
【００５９】
医用情報仲介センター１００は、通信部１０Ａと、入力部１０Ｂと、出力部１０Ｃと、セ
キュリティ管理部１０Ｄと、関連情報処理部１０Ｅと、医用情報処理部１０Ｆとを具備し
ており、医用情報仲介プログラムの制御下で動作している。
【００６０】
次に、図３～図１１を参照して、受信加入者が医用画像を送信加入者からダウンロードす
る動作を説明する。なお、受信加入者としてＳＲ１個人４１を想定し、送信加入者として
ＳＲ１病院１１を想定する。
最初は、受信加入者であるＳＲ１個人４１（の端末）では、ＳＲ１個人４１の関連情報処
理部１０Ｅが、図５に示す如き関連情報処理画面Ｇ１を出力部１０Ｃに表示している。操
作者が、ＳＲ１個人４１の入力部１０Ｂを操作して、「受信」を選択すると、ＳＲ１個人
４１の関連情報処理部１０Ｅは、図６に示す如き関連情報処理画面Ｇ２を出力部１０Ｃに
表示する。操作者は、入力部１０Ｂを操作して、医用画像を受信する適当な部門を特定し
、「次へ」を選択する。すると、図３のステップｒ１に進む。また、「戻る」を選択する
と、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示する処理に戻る。
なお、医用画像を受信する部門が唯一つしかない場合は、図５の関連情報処理画面Ｇ１か
ら、図６の関連情報処理画面Ｇ２を経ずに、ステップｒ１へ進む。
【００６１】
ステップｒ１では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を介して、「受信
」選択時の加入者情報を要求する。
【００６２】
ステップｃ１では、医用情報仲介センター１００（の端末）の関連情報処理部１０Ｅが、
前記「受信」選択時の加入者情報要求を受信する。
ステップｃ２では、医用情報仲介センター１００のセキュリティ管理部１０Ｄは、前記要
求の正当性をチェックし、正当でなければステップｃ３へ進み、正当であればステップｃ
４へ進む。この正当性のチェックは、ネットワークアドレスや電話番号のチェック、パス
ワードのチェック、ＩＤカードのチェックなど、公知の通信回線接続用の正当性チェック
方法を用いる。さらに、ＳＲ１個人４１の端末に図示せぬ代金請求画面を表示して接続料
を請求し、預金口座からの振込やクレジットカードや支払い代行サービスで支払う操作を
前記代金請求画面でＳＲ１個人４１が行ったなら正当とし、行われなかったなら正当でな
いと見なす。
ステップｃ３では、通信回線を切断する。
ステップｃ４では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅは、ＳＲ１個人
４１に対して、ネットワーク１を介して、「受信」選択時の加入者情報を送信する。ここ
で、「受信」選択時の加入者情報は、送信加入者および住所のリストである。
【００６３】
ステップｒ２では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、前記「受信」選択時の加
入者情報を受信する。
ステップｒ３では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、前記「受信」選択時の加
入者情報に基づき、出力部１０Ｃに、図７に示す如き関連情報処理画面Ｇ３を表示する。
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この関連情報処理画面Ｇ３では、送信加入者とその住所のリストが表示される。操作者が
「五十音順」を選択すると、前記リストが五十音順にソートされる。また、「地域順」を
選択すると、前記リストが北から南への地域順（都道府県市町村順）にソートされる。ま
た、「順反転」を選択すると、逆五十音順または南から北への地域順にソートされる。な
お、「アルファベット順」などを設けてもよい。
そこで、操作者は、リストをスクロールして所望の送信加入者を選択したり、名称や住所
や電話番号などのキーによって送信加入者を検索し、送信加入者を特定し、「次へ」を選
択する。なお、「戻る」を選択すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ
１を表示する処理に戻る。
操作者が送信加入者を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、出力部１
０Ｃに、図８に示す如き関連情報処理画面Ｇ４を表示する。そこで、操作者は、患者情報
（氏名，性別，生年月日，住所，保険証番号）および当該患者の医用画像にネットワーク
１を介してアクセスするための暗証番号を入力し、「次へ」を選択する。ここで、暗証番
号の入力に代えて又はそれに加えて、ＳＲ１病院１１が発行した患者カードの記録情報を
カードリーダで読み取ってもよい。なお、「戻る」を選択すると、図７の関連情報処理画
面Ｇ３を表示する処理に戻る。
操作者が図８の関連情報処理画面Ｇ４で「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが
、出力部１０Ｃに、図９に示す如き関連情報処理画面Ｇ５を表示する。そこで、操作者は
、受信したい医用情報を保持しているであろう部門を選択すると共に、受信したい医用情
報の期間を指定し、「次へ」を選択する。ここで、セキュリティの観点から、１度に受信
できる医用情報の期間が制限されている（図９では最大３年分）。なお、「戻る」を選択
すると、図８の関連情報処理画面Ｇ４を表示する処理に戻る。
図９に示す如き関連情報処理画面Ｇ５で「次へ」が選択されると、関連情報処理部１０Ｅ
が、医用情報仲介センター１００に対して、ネットワーク１を介して、特定した送信加入
者、患者情報、暗証番号、部門および期間を送信する。
【００６４】
ステップｃ５では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、前記特定し
た送信加入者、患者情報、暗証番号および期間を受信する。
ステップｃ６では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、特定した送
信加入者であるＳＲ１病院１１に対して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネット
ワーク１を介して、前記患者情報、暗証番号、部門および期間に係る検索用情報を要求す
る。
【００６５】
ステップｓ１では、ＳＲ１病院１１（の端末）の関連情報処理部１０Ｅが、前記検索用情
報要求を受信する。
ステップｓ２では、ＳＲ１病院１１のセキュリティ管理部１０Ｄは、前記要求の正当性を
チェックし、正当でなければステップｓ３へ進み、正当であればステップｓ４へ進む。な
お、この正当性のチェックは、患者情報，暗証番号（および／または患者カードの記録情
報）、部門および期間を、ＳＲ１病院１１に保存している医用情報の管理情報に照合する
ことにより行う。
ステップｓ３では、通信回線を切断する。
ステップｓ４では、ＳＲ１病院１１の関連情報処理部１０Ｅが、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１を介して、前記患者情報，部門および期間に係る検索用情
報を送信する。この検索用情報は、医用情報のリストからなっている。但し、該当する医
用情報がなければ、「医用情報なし」のメッセージが検索用情報となる。
【００６６】
ステップｃ７では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅは、検索用情報
を受信する。但し、「医用情報なし」の検索用情報が３回連続すると、セキュリティの観
点から、ＳＲ１個人４１との接続を切断し、ＳＲ１病院１１に対して不審アクセス情報（
アクセス日時およびアクセス経路情報）を通知する。なお、ＳＲ１個人４１との接続を切
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断せずに、ＳＲ１個人４１の端末を図８の関連情報処理画面Ｇ４を表示する処理に強制的
に戻すようにしてもよい。
ステップｃ８では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅは、ＳＲ１個人
４１に対して、ネットワーク１を介して、検索用情報を送信する。
【００６７】
ステップｒ４では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、検索用情報を受信する。
ステップｒ５では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、出力部１０Ｃに、図１０
に示す如き関連情報処理画面Ｇ６を表示する。この関連情報処理画面Ｇ６では、選択した
部門に保存されている当該患者に係る所望の受信期間内のタイムスタンプを持つ医用情報
のリストが表示される。ここで、医用情報には、医用画像とカルテ診断情報の２種類があ
る。そこで、操作者は、リストから医用情報を特定し、「次へ」を選択する。なお、「戻
る」を選択すると、図８の関連情報処理画面Ｇ４を表示する処理に戻る。
ステップｒ６では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１を介して、特定した医用情報を要求する。
【００６８】
ステップｃ９では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、前記特定し
た医用情報要求を受信する。そして、ＳＲ１個人４１の端末に図示せぬ代金請求画面を表
示して情報受信料を請求し、預金口座からの振込やクレジットカードや支払い代行サービ
スで支払う操作を前記代金請求画面でＳＲ１個人４１が行ったならステップｃ９へ進み、
行われなかったならＳＲ１個人４１との接続を切断する。
次に、図４へ進み、要求された医用情報が医用画像なら、医用情報仲介センター１００は
ステップｃ１０へ進み、ＳＲ１病院１１はステップｓ５へ進み、ＳＲ１個人４１はステッ
プｒ７へ進む。一方、要求された医用情報がカルテ診断記録なら、医用情報仲介センター
１００はステップｃ１４へ進み、ＳＲ１病院１１はステップｓ７へ進み、ＳＲ１個人４１
はステップｒ９へ進む。
なお、要求された医用情報が医用画像でも、医用情報仲介センター１００はステップｃ１
４へ進み、ＳＲ１病院１１はステップｓ７へ進み、ＳＲ１個人４１はステップｒ９へ進む
、ようにしてもよい。
【００６９】
ステップｃ１０では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、ＳＲ１病
院１１に対して、ネットワーク１を介して、前記特定した医用画像の簡易医用画像を要求
する。
【００７０】
ステップｓ５では、ＳＲ１病院１１の関連情報処理部１０Ｅが、前記特定された医用画像
の簡易医用画像要求を受信する。
ステップｓ６では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆが、前記特定された医用画像
のデータ量を縮めた簡易医用画像を作成し、医用情報仲介センター１００に対して、ネッ
トワーク１を介して、送信する。なお、データ量を縮める方法は、全体の画素数を少なく
する方法および階調を少なくする方法の一方または両方である。
【００７１】
ステップｃ１１では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆは、簡易医用
画像を受信する。
ステップｃ１２では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆは、ＳＲ１個
人４１に対して、ネットワーク１を介して、簡易医用画像を送信する。
【００７２】
ステップｒ７では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、簡易医用画像を受信し、
出力部１０Ｃに、図１１に示す如き医用情報処理画面Ｈ１を表示する。この医用情報処理
画面Ｈ１で、操作者は、所望の医用画像であるか否かを確かめて、所望の医用画像である
なら「ダウンロード」を選択する。所望の医用画像でないなら「ホーム画面に戻る」また
は「画像選択画面に戻る」を選択する。なお、「ホーム画面に戻る」を選択すると、図８
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の関連情報処理画面Ｇ４を表示する処理に戻る。また、「画像選択画面に戻る」を選択す
ると、図１０の関連情報処理画面Ｇ６を表示する処理に戻る。
ステップｒ８では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１を介して、特定した医用画像のダウンロードを要求する。
この時、図１１の医用情報処理画面Ｈ１で目的やコメントを入力していると、目的やコメ
ントが電子メールでＳＲ１病院１１へ送られる。
【００７３】
ステップｃ１３では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆは、ダウンロ
ード要求を受信する。
【００７４】
ステップｃ１４では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆが、ＳＲ１病
院１１に対して、ネットワーク１を介して、前記特定された医用情報を要求する。
【００７５】
ステップｓ７では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆが、前記医用情報要求を受信
する。
ステップｓ８では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆが、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１を介して、前記特定された医用情報を送信する。
【００７６】
ステップｃ１５では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆは、前記特定
された医用情報を受信する。
ステップｃ１６では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆは、ＳＲ１個
人４１に対して、ネットワーク１を介して、前記特定された医用情報を送信する。
【００７７】
ステップｒ９では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、前記特定した医用情報を
受信し、前記特定した部門に保存する。
【００７８】
以上により、ＳＲ１病院１１とＳＲ１個人４１とがそれぞれ医用情報仲介センター１００
と契約していれば、ＳＲ１病院１１とＳＲ１個人４１とが直接契約していなくても、ＳＲ
１病院１１が保持している医用情報をＳＲ１個人４１がネットワーク１を介して入手でき
るようになる。
【００７９】
次に、図１２～図１８を参照して、送信加入者が医用情報を受信加入者へアップロードす
る動作を説明する。なお、送信加入者としてＳＲ１個人４１を想定し、受信加入者として
ＳＲ２病院１２を想定する。
最初は、送信加入者であるＳＲ１個人４１では、図５に示す如き関連情報処理画面Ｇ１が
出力部１０Ｃに表示されている。操作者が、入力部１０Ｂを操作して、「送信」を選択す
ると、ステップｓ１１へ進む。
【００８０】
ステップｓ１１では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、医用情報仲介センター
１００に対して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を介して、「送
信」選択時の加入者情報を要求する。
【００８１】
ステップｃ２１では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、前記「送
信」選択時の加入者情報要求を受信する。
ステップｃ２２では、医用情報仲介センター１００のセキュリティ管理部１０Ｄは、前記
要求の正当性をチェックし、正当でなければステップｃ３へ進み、正当であればステップ
ｃ４へ進む。この正当性のチェックは、前記ステップｃ２と同様である。
ステップｃ２３では、通信回線を切断する。
ステップｃ２４では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅは、ＳＲ１個
人４１に対して、ネットワーク１を介して、「送信」選択時の加入者情報を送信する。こ
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こで、「送信」選択時の加入者情報は、受信加入者およびその住所および部門のリストで
ある。
【００８２】
ステップｓ１２では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、前記「送信」選択時の
加入者情報を受信する。
【００８３】
ステップｓ１３では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、前記「送信」選択時の
加入者情報に基づき、出力部１０Ｃに、図１３に示す如き関連情報処理画面Ｇ７を表示す
る。ここで、操作者は、加入者情報のリストを所望の表示順にソートできる。そして、操
作者は、スクロールするリストから受信加入者を選択したり、名称や住所や電話番号など
のキーによって受信加入者を検索し、受信加入者を特定し、「次へ」を選択する。なお、
「戻る」を選択すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示する処
理に戻る。
操作者が受信加入者を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、前記「送
信」選択時の加入者情報に基づき、出力部１０Ｃに、図１４に示す如き関連情報処理画面
Ｇ８を表示する。そこで、リストから部門を選択し、「次へ」を選択する。なお、「戻る
」を選択すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示する処理に戻
る。
操作者が送信先の部門を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、出力部
１０Ｃに、図１５に示す如き関連情報処理画面Ｇ９を表示する。そこで、操作者は、患者
情報や暗証番号を入力し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択すると、図１３の
関連情報処理画面Ｇ７を表示する処理に戻る。
【００８４】
操作者が患者情報や暗証番号を入力し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、
出力部１０Ｃに、図１６に示す如き関連情報処理画面Ｇ１０を表示する。つまり、当該患
者の医用情報を保存している部門のリストおよび送信したい医用情報の期間を表示する。
図１６では、「内科」しか保存していないので「内科」しか表示されていないが、複数の
部門が保存していれば、複数の部門が表示される。そこで、操作者は、送信したい医用情
報が存在する部門をリストから特定し、期間を指定して、「次へ」を選択する。なお、「
戻る」を選択すると、図１５の関連情報処理画面Ｇ９を表示する処理に戻る。
操作者が、送信したい医用情報が存在する部門および期間をリストから特定し「次へ」を
選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、出力部１０Ｃに、図１７に示す如き関連情報処理
画面Ｇ１１を表示する。つまり、当該部門に保存している当該患者に係る当該期間内のタ
イムスタンプを持つ医用情報のリストを表示する。そこで、操作者は、送信したい医用情
報をリストから特定し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択すると、図１６の関
連情報処理画面Ｇ１０を表示する処理に戻る。
操作者が送信したい医用情報を特定し「次へ」を選択すると、医用情報処理部１０Ｆが、
出力部１０Ｃに、図１８に示す如き医用情報処理画面Ｈ２を表示する。ここで、医用情報
が医用画像なら、前記医用情報処理部１０Ｆが、前記医用画像のデータ量を縮めた簡易医
用画像を作成し、図１８に示すように表示する。医用情報がカルテ診断記録なら、前記簡
易医用画像の代わりにカルテ診断記録の内容を表示する。そこで、操作者は、送信したい
医用情報であることを確認し、「アップロード」を選択する。所望の医用情報でないなら
「ホーム画面に戻る」または「画像選択画面に戻る」を選択する。「ホーム画面に戻る」
を選択すると、図１５の関連情報処理画面Ｇ９を表示する処理に戻る。また、「画像選択
画面に戻る」を選択すると、図１７の関連情報処理画面Ｇ１１を表示する処理に戻る。
操作者が送信したい医用情報を確認し「アップロード」を選択すると、関連情報処理部１
０Ｅが、医用情報仲介センター１００に対して、ネットワーク１を介して、特定した受信
加入者および部門と送信許可要求を送信する。この時、図１８の医用情報処理画面Ｈ２で
目的やコメントを入力していると、目的やコメントが電子メールでＳＲ２病院１２へ送ら
れる。
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【００８５】
ステップｃ２５では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、前記特定
した受信加入者および部門と送信許可要求を受信する。そして、ＳＲ１個人４１の端末に
図示せぬ代金請求画面を表示して情報送信料を請求し、預金口座からの振込やクレジット
カードや支払い代行サービスで支払う操作を前記代金請求画面でＳＲ１個人４１が行った
ならステップｃ２６へ進み、行われなかったならＳＲ１個人４１との接続を切断する。
ステップｃ２６では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、特定した
受信加入者であるＳＲ２病院１２に対して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネッ
トワーク１を介して、送信許可要求を送信する。
【００８６】
ステップｒ１１では、ＳＲ２病院１２（の端末）の関連情報処理部１０Ｅが、前記送信許
可要求を受信する。
ステップｒ１２では、ＳＲ２病院１２のセキュリティ管理部１０Ｄは、前記要求の正当性
をチェックし、正当でなければステップｒ１３へ進み、正当であればステップｒ１４へ進
む。
ステップｒ１３では、通信回線を切断する。
ステップｒ１４では、ＳＲ２病院１２の関連情報処理部１０Ｅが、医用情報仲介センター
１００に対して、ネットワーク１を介して、許可を送信する。
【００８７】
ステップｃ２７では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅは、許可を受
信する。
ステップｃ２８では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅは、ＳＲ１個
人４１に対して、ネットワーク１を介して、許可を送信する。
【００８８】
ステップｓ１４では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、前記許可を受信する。
ステップｓ１５では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、先に特定した医用情報
を、医用情報仲介センター１００に対して、ネットワーク１を介して、送信する。
【００８９】
ステップｃ２９では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、前記医用
情報を受信する。
ステップｃ３０では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、ＳＲ２病
院１２に対して、ネットワーク１を介して、前記医用情報を送信する。
【００９０】
ステップｒ１５では、ＳＲ２病院１２の医用情報処理部１０Ｆが、前記医用情報を受信し
、前記特定した部門に保存する。
【００９１】
以上により、ＳＲ２病院１２とＳＲ１個人４１とがそれぞれ医用情報仲介センター１００
と契約していれば、ＳＲ２病院１１とＳＲ１個人４１とが直接契約していなくても、ＳＲ
１個人４１が保持している医用情報をＳＲ２病院１２へネットワーク１を介して届けるこ
とが出来るようになる。
【００９２】
なお、上記説明では、図１８の医用情報処理画面Ｈ２で入力した目的やコメントが電子メ
ールでＳＲ２病院１２へ送られ、それとは別に医用情報がＳＲ２病院１２へネットワーク
１を介して送られるものとしたが、目的やコメントの電子メールに添付して医用情報を送
ってもよい。
【００９３】
次に、図１９～図２７を参照して、配信加入者が送信加入者から受信加入者へ医用情報を
送信させる動作を説明する。なお、配信加入者としてＳＲ１個人４１を想定し、送信加入
者としてＳＲ１病院１１を想定し、受信加入者としてＳＲ２病院１２を想定する。
最初は、配信加入者であるＳＲ１個人４１では、図５に示す如き関連情報処理画面Ｇ１が
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出力部１０Ｃに表示されている。操作者が、入力部１０Ｂを操作して、「配信」を選択す
ると、図１９のステップｄ１へ進む。
【００９４】
ステップｄ１では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を介して、「配信
」選択時の加入者情報を要求する。
【００９５】
ステップｃ３１では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、前記「配
信」選択時の加入者情報要求を受信する。
ステップｃ３２では、医用情報仲介センター１００のセキュリティ管理部１０Ｄは、前記
要求の正当性をチェックし、正当でなければステップｃ３３へ進み、正当であればステッ
プｃ３４へ進む。この正当性のチェックは、前記ステップｃ２と同様である。
ステップｃ３３では、通信回線を切断する。
ステップｃ３４では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅは、ＳＲ１個
人４１に対して、ネットワーク１を介して、「配信」選択時の加入者情報を送信する。こ
こで、「配信」選択時の加入者情報は、受信加入者およびその住所および部門のリスト並
びに送信加入者およびその住所のリストである。
【００９６】
ステップｄ２では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、前記「配信」選択時の加
入者情報を受信する。
ステップｄ３では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、前記「配信」選択時の加
入者情報に基づき、出力部１０Ｃに、図２１に示す如き関連情報処理画面Ｇ１２を表示す
る。そこで、操作者は、受信加入者のリストから選択したり、名称や住所や電話番号など
のキーによって検索し、配信先である受信加入者を特定し、「次へ」を選択する。なお、
「戻る」を選択すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示する処
理に戻る。
操作者が受信加入者を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、前記「配
信」選択時の加入者情報に基づき、出力部１０Ｃに、図２２に示す如き関連情報処理画面
Ｇ１３を表示する。そこで、リストから配信先の部門を選択し、「次へ」を選択する。な
お、「戻る」を選択すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示す
る処理に戻る。
操作者が受信加入者の部門を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、出
力部１０Ｃに、図２３に示す如き関連情報処理画面Ｇ１４を表示する。そこで、操作者は
、送信加入者のリストから選択したり、名称や住所や電話番号などのキーによって検索し
、配信元である送信加入者を特定し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択すると
、図２１の関連情報処理画面Ｇ１２を表示する処理に戻る。
【００９７】
操作者が送信加入者を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、出力部１
０Ｃに、図２４に示す如き関連情報処理画面Ｇ１５を表示する。そこで、操作者は、患者
情報および当該患者の医用画像にネットワーク１を介してアクセスするための暗証番号を
入力し、「次へ」を選択する。ここで、暗証番号の入力に代えて又はそれに加えて、ＳＲ
１病院１１が発行した患者カードの記録情報をカードリーダで読み取ってもよい。なお、
「戻る」を選択すると、図２３の関連情報処理画面Ｇ１４を表示する処理に戻る。
操作者が図２４の関連情報処理画面Ｇ１５で「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０
Ｅが、出力部１０Ｃに、図２５に示す如き関連情報処理画面Ｇ１６を表示する。そこで、
操作者は、配信したい医用情報を保持しているであろう部門を選択すると共に、配信した
い医用情報の期間を指定し、「次へ」を選択する。
ここで、セキュリティの観点から、１度に配信できる医用情報の期間が制限されている（
図２５では最大３年分）。なお、「戻る」を選択すると、図２４の関連情報処理画面Ｇ１
５を表示する処理に戻る。
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図２５に示す如き関連情報処理画面Ｇ１６で「次へ」が選択されると、関連情報処理部１
０Ｅが、医用情報仲介センター１００に対して、ネットワーク１を介して、特定した受信
加入者および部門と、特定した送信加入者，患者情報，暗証番号，部門および期間を送信
する。
【００９８】
ステップｃ３５では、医用情報仲介センター１００の関連情報処理部１０Ｅが、前記特定
された受信加入者および部門と特定された送信加入者，患者情報，暗証番号，部門および
期間を受信する。
ステップｃ６，ｓ１，ｓ２，ｓ３，ｓ４，ｃ７，ｃ８までの処理は、図３を参照して説明
した処理と同じであり、説明を省略する。
【００９９】
ステップｄ４では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、検索用情報を受信する。
ステップｄ５では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、出力部１０Ｃに、図２６
に示す如き関連情報処理画面Ｇ１７を表示する。この関連情報処理画面Ｇ１７では、配信
元の部門に保存されている当該患者に係る所望の配信期間内のタイムスタンプを持つ医用
情報のリストが表示される。ここで、医用情報には、医用画像とカルテ診断情報の２種類
がある。そこで、操作者は、リストから医用情報を特定し、「次へ」を選択する。なお、
「戻る」を選択すると、図２５の関連情報処理画面Ｇ１６を表示する処理に戻る。
ステップｄ６では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１を介して、特定した医用画像を要求する。
【０１００】
ステップｃ９，ｃ１０，ｓ５，ｓ６，ｃ１１，ｃ１２までの処理は、図３を参照して説明
した処理と同じであり、説明を省略する。
【０１０１】
ステップｄ７では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、簡易医用画像を受信し、
出力部１０Ｃに、図２７に示す如き医用情報処理画面Ｈ３を表示する。この医用情報処理
画面Ｈ３で、操作者は、所望の医用情報であるか否かを確かめて、所望の医用情報である
なら「配信実行」を選択する。所望の医用情報でないなら「ホーム画面に戻る」または「
画像選択画面に戻る」を選択する。なお、「ホーム画面に戻る」を選択すると、図２４の
関連情報処理画面Ｇ１５を表示する処理に戻る。また、「画像選択画面に戻る」を選択す
ると、図２６の関連情報処理画面Ｇ１７を表示する処理に戻る。
ステップｄ８では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、医用情報仲介センター１
００に対して、ネットワーク１を介して、特定した医用情報の配信実行を要求する。
【０１０２】
ステップｃ３６では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆは、配信実行
要求を受信する。
図２０のステップｃ１４，ｓ７，ｓ８，ｃ１５までの処理は、図４を参照して説明した処
理と同じであり、説明を省略する。
【０１０３】
図２０のステップｃ２６，ｒ１１，ｒ１２，ｒ１３，ｒ１４，ｃ２７までの処理およびス
テップｃ３０，ｒ１５の処理は、図１２を参照して説明した処理と同じであり、説明を省
略する。
【０１０４】
以上により、ＳＲ１病院１１とＳＲ２病院１２とＳＲ１個人４１とがそれぞれ医用情報仲
介センター１００と契約していれば、ＳＲ１病院１１とＳＲ２病院１１とＳＲ１個人４１
とが直接契約していなくても、ＳＲ１個人４１の要求によりＳＲ１病院１１が保持してい
る医用情報をＳＲ２病院１２へネットワーク１を介して届けることが出来るようになる。
【０１０５】
上記第１の実施形態に係る医用情報提供システム１０００によれば、各加入者は医用情報
仲介センター１００とのみ契約すればよく、相互に契約する必要はない。よって、煩雑な
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契約を要さずに、多数の相手と、ネットワーク１を介して、医用画像を送信または受信す
るできるようになる。さらに、医用情報仲介センター１００側でセキュリティを厳重に管
理できるので、加入者側でのセキュリティ管理の負担を軽減することも出来る。
【０１０６】
－第２の実施形態－
第２の実施形態では、医用情報仲介センター１００は、医用情報の送受信の交渉のみ行い
、医用情報の転送を行わない。すなわち、医用情報は、送信加入者から受信加入者へ直接
送信する。
【０１０７】
受信加入者が医用画像を送信加入者からダウンロードする動作は、図３および図２８のよ
うになる。
図３については、説明を省略する。
図２８のステップｃ１０，ｓ５，ｓ６，ｃ１１，ｃ１２，ｒ７，ｒ８，ｃ１３は、図４を
参照して説明した処理と同じであり、説明を省略する。
ステップｃ１４’では、医用情報仲介センター１００の医用情報処理部１０Ｆが、ＳＲ１
病院１１に対して、ネットワーク１を介して、前記特定された医用情報をＳＲ１個人４１
に対して送信することを要求する。
【０１０８】
ステップｓ７’では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆが、前記特定された医用情
報をＳＲ１個人４１に対して送信することの要求を受信する。
ステップｓ８’では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆが、ＳＲ１個人４１に対し
て、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を介して、前記特定された医
用情報を送信する。
【０１０９】
ステップｒ９’では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、前記医用情報を受信す
る。
【０１１０】
送信加入者が医用画像を受信加入者にアップロードする動作は、図２９のようになる。
図２９のステップｓ１５’，ｒ１５’以外は、図１２を参照して説明した対応する処理と
同じであり、説明を省略する。
ステップｓ１５’では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆが、ＳＲ２病院１２に対
して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を介して、医用情報を送信
する。
【０１１１】
ステップｒ１５’では、ＳＲ２病院１２の医用情報処理部１０Ｆは、前記医用情報を受信
する。
【０１１２】
送信加入者が医用画像を受信加入者にアップロードする動作を、図３０のようにしてもよ
い。
図３０のステップｒ１４’，ｓ１４’，ｓ１５”，ｒ１５’以外は、図１２を参照して説
明した対応する処理と同じであり、説明を省略する。
ステップｒ１４’では、ＳＲ２病院１２の関連情報処理部１０Ｅが、ＳＲ１個人４１に対
して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を介して、許可を送信する
。
【０１１３】
ステップｓ１４’では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、許可を受信する。
ステップｓ１５”では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆが、ネットワーク１を介
して、医用情報を送信する。
【０１１４】
ステップｒ１５’では、ＳＲ２病院１２の医用情報処理部１０Ｆは、前記医用情報を受信
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する。
【０１１５】
上記第２の実施形態に係る医用情報提供システムによれば、医用情報仲介センター１００
の処理負担を軽減することが出来る。
【０１１６】
－第３の実施形態－
第３の実施形態では、送信加入者と受信加入者とが医用情報の送受信の交渉を直接行い、
医用情報を直接送受信する。医用情報仲介センター１００は、加入者の管理のみを行うの
で、ネットワーク１上にあってもなくてもよい。
【０１１７】
送信加入者および受信加入者は、加入者情報を保持している。この加入者情報の作成・更
新は、次のように行なう。
（１）医用情報仲介センターは、契約に基づいて当該新規加入者を追加した加入者情報を
作成し、この最新の加入者情報を、ネットワーク１を介して、全ての加入者に配布する。
（２）新規加入者は、契約内容に応じたプログラムを記憶した記憶媒体および最新の加入
者情報を記憶した記憶媒体を受け取る。または、ネットワーク１を介してダウンロードす
る。
（３）加入者の契約解除に基づいて医用情報仲介センター１００が当該加入者を削除した
加入者情報を作成し、この最新の加入者情報を、ネットワーク１を介して、全ての加入者
に配布する。
（４）ネットワーク１上に医用情報仲介センターがない場合は、加入者情報の更新の都度
、最新の加入者情報を記憶した記憶媒体を、郵便により、全ての加入者に配布する。
【０１１８】
図３１は、受信加入者が医用画像を送信加入者からダウンロードする動作を説明するフロ
ー図である。なお、受信加入者としてＳＲ１個人４１を想定し、送信加入者としてＳＲ１
病院１１を想定する。
最初は、受信加入者であるＳＲ１個人４１では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅ
が、図５に示す如き関連情報処理画面Ｇ１を出力部１０Ｃに表示している。操作者が、Ｓ
Ｒ１個人４１の入力部１０Ｂを操作して、「受信」を選択すると、ＳＲ１個人４１の関連
情報処理部１０Ｅは、図６に示す如き関連情報処理画面Ｇ２を出力部１０Ｃに表示する。
操作者は、入力部１０Ｂを操作して、医用画像を受信する適当な部門を特定し、「次へ」
を選択する。すると、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、保持している加入者情
報に基づき、図７に示す如き関連情報処理画面Ｇ３を出力部１０Ｃに表示する。そこで、
操作者は、リストから送信加入者を選択したり、名称や住所や電話番号などのキーによっ
て送信加入者を検索し、送信加入者を特定し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選
択すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示する処理に戻る。
操作者が送信加入者を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、出力部１
０Ｃに、図８に示す如き関連情報処理画面Ｇ４を表示する。そこで、操作者は、患者情報
および当該患者の医用画像にネットワーク１を介してアクセスするための暗証番号を入力
し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択すると、図７の関連情報処理画面Ｇ３を
表示する処理に戻る。
操作者が患者情報や暗証番号を入力し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、
出力部１０Ｃに、図９に示す如き関連情報処理画面Ｇ５を表示する。そこで、操作者は、
受信したい医用情報を保持しているであろう部門を選択すると共に、受信したい医用情報
の期間を指定し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択すると、図８の関連情報処
理画面Ｇ４を表示する処理に戻る。
図９に示す如き関連情報処理画面Ｇ５で「次へ」が選択されると、図３１のステップｒ３
１へ進む。
【０１１９】
ステップｒ３１では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、特定した送信加入者で
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あるＳＲ１病院１１に対して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を
介して、前記患者情報、暗証番号、部門および期間を送信し且つ検索用情報を要求する。
【０１２０】
ステップｓ３１では、ＳＲ１病院１１の関連情報処理部１０Ｅが、前記患者情報、暗証番
号、部門および期間および検索用情報要求を受信する。
ステップｓ３２では、ＳＲ１病院１１のセキュリティ管理部１０Ｄは、前記要求の正当性
をチェックし、正当でなければステップｓ３３へ進み、正当であればステップｓ３４へ進
む。この正当性のチェックは、前記ステップｃ２と同様である。
ステップｓ３３では、通信回線を切断する。
ステップｓ３４では、ＳＲ１病院１１の関連情報処理部１０Ｅが、ＳＲ１個人４１に対し
て、ネットワーク１を介して、前記患者情報，部門および期間に係る検索用情報を送信す
る。この検索用情報は、医用情報のリストからなっている。但し、該当する医用情報がな
ければ、「医用情報なし」のメッセージが検索用情報となる。「医用情報なし」の検索用
情報が３回連続すると、セキュリティの観点から、ＳＲ１個人４１との接続を切断する。
なお、ＳＲ１個人４１との接続を切断せずに、ＳＲ１個人４１の端末を図８の関連情報処
理画面Ｇ４を表示する処理に強制的に戻すようにしてもよい。
【０１２１】
ステップｒ３２では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅは、検索用情報を受信する
。
ステップｒ３３では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、出力部１０Ｃに、図１
０に示す如き関連情報処理画面Ｇ６を表示する。この関連情報処理画面Ｇ６では、選択し
た部門に保存されている当該患者に係る前記期間内のタイムスタンプを持つ医用情報のリ
ストが表示される。そこで、操作者は、リストから医用情報を特定し、「次へ」を選択す
る。なお、「戻る」を選択すると、図８の関連情報処理画面Ｇ４を表示する処理に戻る。
次に、特定した医用情報が医用画像なら、ＳＲ１個人４１はステップｒ３４へ進み、ＳＲ
１病院１１はステップｓ３５へ進む。一方、特定した医用情報がカルテ診断記録なら、Ｓ
Ｒ１個人４１はステップｒ３６へ進み、ＳＲ１病院１１はステップｓ３７へ進む。
なお、要求された医用情報が医用画像でも、ＳＲ１個人４１はステップｒ３６へ進み、Ｓ
Ｒ１病院１１はステップｓ３７へ進む、ようにしてもよい。
【０１２２】
ステップｒ３４では、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、ＳＲ１病院１１に対し
て、ネットワーク１を介して、前記特定した医用画像の簡易医用画像を要求する。
【０１２３】
ステップｓ３６では、ＳＲ１病院１１の関連情報処理部１０Ｅが、前記特定された医用画
像の簡易医用画像要求を受信する。
ステップｓ３７では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆが、前記特定された医用画
像のデータ量を縮めた簡易医用画像を作成し、ＳＲ１個人４１に対して、ネットワーク１
を介して、送信する。
【０１２４】
ステップｒ３５では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、簡易医用画像を受信し
、出力部１０Ｃに、図１１に示す如き医用情報処理画面Ｈ１を表示する。この医用情報処
理画面Ｈ１で、操作者は、所望の医用画像であるか否かを確かめて、所望の医用画像であ
るなら「ダウンロード」を選択する。所望の医用画像でないなら「ホーム画面に戻る」ま
たは「画像選択画面に戻る」を選択する。なお、「ホーム画面に戻る」を選択すると、図
８の関連情報処理画面Ｇ４を表示する処理に戻る。また、「画像選択画面に戻る」を選択
すると、図１０の関連情報処理画面Ｇ６を表示する処理に戻る。
ステップｒ３６では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、ＳＲ１病院１１に対し
て、ネットワーク１を介して、特定した医用情報のダウンロードを要求する。この時、図
１１の医用情報処理画面Ｈ１で目的やコメントを入力していると、目的やコメントが電子
メールでＳＲ１病院１１へ送られる。
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【０１２５】
ステップｓ３７では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆは、ダウンロード要求を受
信する。そして、ＳＲ１個人４１の端末に図示せぬ代金請求画面を表示して情報受信料を
請求し、預金口座からの振込やクレジットカードや支払い代行サービスで支払う操作を前
記代金請求画面でＳＲ１個人４１が行ったならステップｓ３８へ進み、行われなかったな
らＳＲ１個人４１との接続を切断する。
ステップｓ３８では、ＳＲ１病院１１の医用情報処理部１０Ｆが、ＳＲ１個人４１に対し
て、ネットワーク１を介して、前記特定された医用情報を送信する。
【０１２６】
ステップｒ３７では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、前記特定した医用情報
を受信し、前記特定した部門に保存する。
【０１２７】
以上により、送信加入者のリストを利用して、ＳＲ１病院１１が保持している医用画像を
ＳＲ１個人４１がネットワーク１を介して容易に入手できるようになる。
【０１２８】
図３２は、送信加入者が医用画像を受信加入者へアップロードする動作を説明するフロー
図である。なお、送信加入者としてＳＲ１個人４１を想定し、受信加入者としてＳＲ２病
院１２を想定する。
最初は、送信加入者であるＳＲ１個人４１では、図５に示す如き関連情報処理画面Ｇ１が
出力部１０Ｃに表示されている。操作者が、入力部１０Ｂを操作して、「送信」を選択す
ると、ＳＲ１個人４１の関連情報処理部１０Ｅが、保持している加入者情報に基づき、出
力部１０Ｃに、図１３に示す如き関連情報処理画面Ｇ７を表示する。そこで、操作者は、
スクロールするリストから受信加入者を選択したり、名称や住所や電話番号などのキーに
よって受信加入者を検索し、受信加入者を特定し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」
を選択すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示する処理に戻る
。
操作者が受信加入者を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、保持して
いる加入者情報に基づき、出力部１０Ｃに、図１４に示す如き関連情報処理画面Ｇ８を表
示する。そこで、リストから部門を選択し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択
すると、通信回線を切断して、図５の関連情報処理画面Ｇ１を表示する処理に戻る。
操作者が送信先の部門を特定し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、出力部
１０Ｃに、図１５に示す如き関連情報処理画面Ｇ９を表示する。そこで、操作者は、患者
情報や暗証番号を入力し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択すると、図１４の
関連情報処理画面Ｇ８を表示する処理に戻る。
操作者が患者情報や暗証番号を入力し「次へ」を選択すると、関連情報処理部１０Ｅが、
出力部１０Ｃに、図１６に示す如き関連情報処理画面Ｇ１０を表示する。つまり、当該患
者の医用情報を保存している部門のリストを表示する。そこで、操作者は、送信したい医
用画像が存在する部門をリストから特定し、送信したい期間を指定し、「次へ」を選択す
る。なお、「戻る」を選択すると、図１５の関連情報処理画面Ｇ９を表示する処理に戻る
。
操作者が、送信したい医用画像が存在する部門をリストから特定し「次へ」を選択すると
、関連情報処理部１０Ｅが、出力部１０Ｃに、図１７に示す如き関連情報処理画面Ｇ１１
を表示する。つまり、当該部門に保存している当該患者に係る前記期間内のタイムスタン
プを持つ医用情報のリストを表示する。そこで、操作者は、送信したい医用情報をリスト
から特定し、「次へ」を選択する。なお、「戻る」を選択すると、図１６の関連情報処理
画面Ｇ１０を表示する処理に戻る。
操作者が送信したい医用情報を特定し「次へ」を選択すると、医用情報が医用画像の場合
は、医用情報処理部１０Ｆが、医用画像のデータ量を縮めた簡易医用画像を作成し、出力
部１０Ｃに、図１８に示す如き医用情報処理画面Ｈ２を表示する。また、医用情報がカル
テ診断記録の場合は、その内容を、前記簡易医用画像の代わりに表示する。そこで、操作
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者は、送信したい医用情報であることを確認し、「アップロード」を選択する。所望の医
用情報でないなら「ホーム画面に戻る」または「画像選択画面に戻る」を選択する。「ホ
ーム画面に戻る」を選択すると、図１５の関連情報処理画面Ｇ９を表示する処理に戻る。
また、「画像選択画面に戻る」を選択すると、図１７の関連情報処理画面Ｇ１１を表示す
る処理に戻る。
操作者が送信したい医用画像を確認し「アップロード」を選択すると、ステップｓ４１へ
進む。
【０１２９】
ステップｓ４１では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆが、特定した受信加入者で
あるＳＲ２病院１２に対して、ネットワーク１上の通信回線を接続し、ネットワーク１を
介して、特定した受信部門と送信許可要求とを送信する。
【０１３０】
ステップｒ４１では、ＳＲ２病院１２の関連情報処理部１０Ｅが、前記特定された受信部
門と送信許可要求とを受信する。
ステップｒ４２では、ＳＲ２病院１２のセキュリティ管理部１０Ｄは、前記要求の正当性
をチェックし、正当でなければステップｒ４３へ進み、正当であればステップｒ４４へ進
む。この正当性のチェックでは、前記ステップｃ２と同様の正当性のチェックに加えて、
ＳＲ１個人４１の端末に図示せぬ代金請求画面を表示して情報送信料を請求し、預金口座
からの振込やクレジットカードや支払い代行サービスで支払う操作を前記代金請求画面で
ＳＲ１個人４１が行ったなら正当とみなし、行われなかったなら正当でないと見なす。
ステップｒ４３では、通信回線を切断する。
ステップｒ４４では、ＳＲ２病院１２の関連情報処理部１０Ｅが、ＳＲ１個人４１に対し
て、ネットワーク１を介して、許可を送信する。
【０１３１】
ステップｓ４２では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆが、前記許可を受信する。
ステップｓ４３では、ＳＲ１個人４１の医用情報処理部１０Ｆは、先に特定した医用情報
を、医用情報仲介センター１００に対して、ネットワーク１を介して、送信する。
【０１３２】
ステップｒ４５では、ＳＲ２病院１２の医用情報処理部１０Ｆが、前記医用情報を受信し
、前記特定した部門に保存する。
【０１３３】
以上により、受信加入者のリストを利用して、ＳＲ１個人４１が保持している医用情報を
ＳＲ２病院１２へネットワーク１を介して届けることが出来るようになる。
【０１３４】
なお、上記の送信と受信の組み合わせにより、配信加入者としてのＳＲ１個人４１の要請
によって送信加入者としてのＳＲ１病院１１から受信加入者としてのＳＲ２病院１２への
医用画像を配信することも可能である。
【０１３５】
－第４の実施形態－
第４の実施形態では、図１の非加入者５０が医用情報を送受信する。
すなわち、前記非加入者５０は、医用情報仲介センター１００を利用できない。そこで、
例えばＳＲ１病院のホームページに直接アクセスして、自分の医用情報を保持している部
門（送信端末）のリストを受け取り、その中から所望の部門を選択し、該部門が保持して
いる自分の医用情報を受信する。また、自分の医用情報を送信できる部門（受信端末）の
リストを受け取り、その中から所望の部門を選択し、該部門に自分の医用情報を送信する
。
但し、このようなサービスを所望の病院で受けられるか否かを自分で調べる必要があり、
また、このようなサービスを所望の病院で受けるための手続（例えば手数料の振込など）
を自分で行う必要がある。
【０１３６】
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【発明の効果】
本発明の医用画像提供方法、医用情報提供システム、送信端末、受信端末、仲介端末、配
信端末および記憶媒体によれば、煩雑な契約や調査を要さずに、多数の相手と、ネットワ
ークを介して、医用情報を共用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態にかかる医用情報提供システムの構成図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる医用情報仲介センターの構成図である。
【図３】ＳＲ１個人が医用情報仲介センターを介してＳＲ１病院から医用情報をダウンロ
ードする処理のフロー図である。
【図４】図３の続きのフロー図である。
【図５】関連情報処理画面Ｇ１の例示図である。
【図６】関連情報処理画面Ｇ２の例示図である。
【図７】関連情報処理画面Ｇ３の例示図である。
【図８】関連情報処理画面Ｇ４の例示図である。
【図９】関連情報処理画面Ｇ５の例示図である。
【図１０】関連情報処理画面Ｇ６の例示図である。
【図１１】医用情報処理画面Ｈ１の例示図である。
【図１２】ＳＲ１個人が医用情報仲介センターを介してＳＲ２病院へ医用情報をアップロ
ードする処理のフロー図である。
【図１３】関連情報処理画面Ｇ７の例示図である。
【図１４】関連情報処理画面Ｇ８の例示図である。
【図１５】関連情報処理画面Ｇ９の例示図である。
【図１６】関連情報処理画面Ｇ１０の例示図である。
【図１７】関連情報処理画面Ｇ１１の例示図である。
【図１８】医用情報処理画面Ｈ２の例示図である。
【図１９】ＳＲ１個人が医用情報仲介センターを介してＳＲ１病院からＳＲ２病院へ医用
情報を配信する処理のフロー図である。
【図２０】図１９の続きのフロー図である。
【図２１】関連情報処理画面Ｇ１２の例示図である。
【図２２】関連情報処理画面Ｇ１３の例示図である。
【図２３】関連情報処理画面Ｇ１４の例示図である。
【図２４】関連情報処理画面Ｇ１５の例示図である。
【図２５】関連情報処理画面Ｇ１６の例示図である。
【図２６】関連情報処理画面Ｇ１７の例示図である。
【図２７】医用情報処理画面Ｈ３の例示図である。
【図２８】ＳＲ１個人が医用情報仲介センターを介してＳＲ１病院と交渉しＳＲ１病院か
ら医用情報をダウンロードする処理のフロー図である。
【図２９】ＳＲ１個人が医用情報仲介センターを介してＳＲ２病院と交渉しＳＲ２病院へ
医用情報をアップロードする処理のフロー図である。
【図３０】ＳＲ１個人が医用情報仲介センターを介してＳＲ２病院と交渉しＳＲ２病院へ
医用情報をアップロードする処理の別のフロー図である。
【図３１】ＳＲ１個人がＳＲ１病院と交渉し医用情報をダウンロードする処理のフロー図
である。
【図３２】ＳＲ１個人がＳＲ２病院と交渉し医用情報をアップロードする処理のフロー図
である。
【符号の説明】
１　　　　　　　　ネットワーク
１０Ａ　　　　　　通信部
１０Ｂ　　　　　　入力部
１０Ｃ　　　　　　出力部
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１０Ｄ　　　　　　セキュリティ管理部
１０Ｅ　　　　　　関連情報処理部
１０Ｆ　　　　　　医用情報処理部
１００　　　　　　医用情報仲介センター
１０００　　　　　医用情報提供システム
Ｇ１～Ｇ１７　　　関連情報処理画面
Ｈ１～Ｈ３　　　　医用情報処理画面

【図１】 【図２】
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【図１９】 【図２０】
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