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(57)【要約】
医療画像を患者と関連付けるためのシステム及び方法が
開示されている。１つの方法は、電子記憶媒体において
患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像を受信するこ
とと、受信した医療画像の各々に関して解剖学的構造モ
デルを生成することと、生成された解剖学的構造モデル
を比較することと、生成された解剖学的構造モデルの比
較を利用して２つ以上の医療画像が同じ患者に属する可
能性を査定するスコアを決定することと、このスコアを
電子記憶媒体またはディスプレイに出力することとを備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療画像を患者と関連付けるコンピュータ実装方法であって、
　電子記憶媒体において患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像を受信することと、
　前記受信した医療画像の各々に関して解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することと、
　前記生成された解剖学的構造モデルの前記比較を利用して前記２つ以上の医療画像が同
じ患者に属する可能性を査定するスコアを決定することと、
　前記スコアを電子記憶媒体またはディスプレイに出力することとを含む、前記コンピュ
ータ実装方法。
【請求項２】
　電子記憶媒体において前記受信した２つ以上の医療画像に関連付けられた患者の経歴を
受信することと、
　前記２つ以上の医療画像に関する前記患者の経歴を比較することと、
　前記２つ以上の医療画像に関する前記患者の経歴が、可能性のある患者に関して十分な
識別情報を提供するかを判定することであって、前記識別情報が十分であることは所定の
閾値に基づいている、前記判定することと、
　前記２つ以上の医学画像が同じ患者に属する可能性を査定する高いスコアが存在する場
合、ならびに可能性のある患者に関する十分な識別情報が存在する場合、前記受信した２
つ以上の医療画像を可能性のある患者にマッチングさせることと、
　前記２つ以上の医療画像に対してマッチングした前記可能性のある患者の前記識別情報
を電子記憶媒体またはディスプレイに出力することとをさらに含む、請求項１に記載のコ
ンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記受信した医療画像から生成された各々の解剖学的構造モデルに関して視野を規定す
ることと、
　前記規定された視野に基づいて前記生成された解剖学的構造モデルを比較することとを
さらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４】
前記生成された解剖学的構造モデルが、
　血管の解剖学的構造モデル、
　骨格の解剖学的構造モデル、
　筋肉の解剖学的構造モデル、
　神経の解剖学的構造モデル、
　リンパの解剖学的構造モデル、
　組織の解剖学的構造モデル、または
　器官の解剖学的構造モデルのうちの１つまたは複数を含む場合がある、請求項１に記載
のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、前記解剖学的構造モデルを比較
するために利用可能な患者固有の情報を利用することを含んでおり、前記患者固有の情報
は、
　前記医療画像から生成された１つのタイプの解剖学的構造モデルと、同一の医療画像か
ら生成された別のタイプの解剖学的構造モデルとの関係性と、
　前記解剖学的構造モデルの生理学的特性または生体力学的特性と、
　前記解剖学的構造モデルの病理学的特性または病気のパターンと、
　前記解剖学的構造モデルの異物の特性のうちの１つまたは複数を含む、請求項１に記載
のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、
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　前記受信した医療画像、前記受信した医療画像の前記生成された解剖学的構造モデル、
及び前記受信した医療画像に関連付けられた前記患者の経歴のうちの少なくとも１つを埋
め込んで埋め込み空間を生成することと、
　前記埋め込み空間において、前記受信した医療画像、前記受信した医療画像の前記生成
された解剖学的構造モデル、及び前記受信した医療画像に関連付けられた前記患者の経歴
のうちの少なくとも１つの類似性を比較することとを含む、請求項１に記載のコンピュー
タ実装方法。
【請求項７】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、
　前記生成された解剖学的構造モデルの中で網状組織を表すグラフを導き出すことと、
　前記生成された解剖学的構造モデルから網状組織の分岐を表す点を導き出すことと、
　前記導き出されたグラフまたは点と、前記医療画像から生成された別のタイプの解剖学
的構造モデル、前記解剖学的構造モデルの生理学的特性もしくは生体力学的特性、前記解
剖学的構造モデルの病理学的特性もしくは病気のパターン、または前記解剖学的構造モデ
ルの異物の特性のうちの１つまたは複数との関係性を導き出すことと、
　前記導き出された関係性を利用して解剖学的構造モデルの前記網状組織を表すグラフと
、受信した医療画像の間で埋め込みを行って埋め込み空間を生成することであって、埋め
込まれるべき前記医療画像は、前記グラフが導き出された前記医療画像とは異なる、前記
生成することと、
　前記埋め込み空間において前記医療画像の前記類似性を比較することを含む、請求項１
に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、
　前記生成された解剖学的構造モデルの中で網状組織を表すグラフを導き出すことと、
　前記導き出されたグラフと、前記医療画像から生成された別のタイプの解剖学的構造モ
デル、前記解剖学的構造モデルの生理学的特性もしくは生体力学的特性、前記解剖学的構
造モデルの病理学的特性もしくは病気のパターン、または前記解剖学的構造モデルの異物
の特性のうちの１つまたは複数との関係性を導き出すことと、
　前記導き出された関係性を利用して前記網状組織を表すグラフの間でグラフマッチング
を行うことのうちの１つまたは複数を含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、
　前記生成された解剖学的構造モデルの中で網状組織の分岐を表す点を導き出すことと、
　前記導き出された点と、前記医療画像から生成された別のタイプの解剖学的構造モデル
、前記解剖学的構造モデルの生理学的特性もしくは生体力学的特性、前記解剖学的構造モ
デルの病理学的特性もしくは病気のパターン、または前記解剖学的構造モデルの異物の特
性のうちの少なくとも１つとの関係性を導き出すことと、
　前記導き出された関係性を利用して網状組織の分岐を表す前記点の間で点マッチングを
行うこととを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１０】
　前記２つ以上の受信した医療画像が、最初に生成された第１の医療画像と、最初のとき
に続く２回目に生成された第２の医療画像とを含み、前記生成された解剖学的構造モデル
を比較することが、
　前記第１の医療画像の前記最初のときと、前記第２の医療画像の前記２回目のときの時
差をそれぞれ計算することと、
　前記第１の医療画像から第１の解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記第２の医療画像から第２の解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記最初のときと、前記２回目のときの前記計算された時差を利用して、かつ１つまた
は複数の患者固有の情報を利用して、前記第１の解剖学的構造モデルに対して成長及びリ
モデリングシミュレーションを行うことで前記２回目の解剖学的構造モデルを予測するこ
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とのうちの１つまたは複数を含み、前記患者固有の情報が、
　　生理学的特性もしくは生体力学的特性、
　　病理学的特性もしくは病気のパターン、または
　　異物の特性のうちの１つまたは複数を含むことと、
　前記２回目の前記予測された解剖学的構造モデルを、前記第２の解剖学的構造モデルと
比較することとを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　医療画像を患者と関連付けるためのシステムであって、
　医療画像を患者と関連付けるための命令を記憶するデータ記憶デバイスと、
　前記命令を実行することで、
　　電子記憶媒体において患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像を受信することと、
　　前記受信した医療画像の各々に関して解剖学的構造モデルを生成することと、
　　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することと、
　　前記生成された解剖学的構造モデルの前記比較を利用して前記２つ以上の医療画像が
同じ患者に属する可能性を査定するスコアを決定することと、
　　前記スコアを電子記憶媒体またはディスプレイに出力することとを含む方法を実施す
るように構成されたプロセッサとを含む、前記システム。
【請求項１２】
　電子記憶媒体において前記受信した２つ以上の医療画像に関連付けられた患者の経歴を
受信することと、
　前記２つ以上の医療画像に関する前記患者の経歴を比較することと、
　前記２つ以上の医療画像に関する前記患者の経歴が、可能性のある患者に関して十分な
識別情報を提供するかを判定することであって、前記識別情報が十分であることは所定の
閾値に基づいている、前記判定することと、
　前記２つ以上の医学画像が同じ患者に属する可能性を査定する高いスコアが存在する場
合、ならびに可能性のある患者に関する十分な識別情報が存在する場合、前記受信した２
つ以上の医療画像を可能性のある患者にマッチングさせることと、
　前記２つ以上の医療画像に対してマッチングした前記可能性のある患者の前記識別情報
を電子記憶媒体またはディスプレイに出力することとをさらに含む、請求項１１に記載の
システム。
【請求項１３】
　前記受信した医療画像から生成された各々の解剖学的構造モデルに関して視野を規定す
ることと、
　前記規定された視野に基づいて前記生成された解剖学的構造モデルを比較することとを
さらに含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、前記解剖学的構造モデルを比較
するために利用可能な患者固有の情報を利用することを含み、前記患者固有の情報は、
　前記医療画像から生成された１つのタイプの解剖学的構造モデルと、同一の医療画像か
ら生成された別のタイプの解剖学的構造モデルとの関係性と、
　前記解剖学的構造モデルの生理学的特性または生体力学的特性と、
　前記解剖学的構造モデルの病理学的特性または病気のパターンと、
　前記解剖学的構造モデルの異物の特性のうちの１つまたは複数を含む、請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１５】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、
　前記受信した医療画像、前記受信した医療画像の前記生成された解剖学的構造モデル、
及び前記受信した医療画像に関連付けられた前記患者の経歴のうちの少なくとも１つを埋
め込んで埋め込み空間を生成することと、
　前記埋め込み空間において、前記受信した医療画像、前記受信した医療画像の前記生成
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された解剖学的構造モデル、及び前記受信した医療画像に関連付けられた前記患者の経歴
のうちの少なくとも１つの類似性を比較することとを含む、請求項１１に記載のシステム
。
【請求項１６】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、
　前記生成された解剖学的構造モデルの中で網状組織を表すグラフを導き出すことと、
　前記生成された解剖学的構造モデルから網状組織の分岐を表す点を導き出すことと、
　前記導き出されたグラフまたは点と、前記医療画像から生成された別のタイプの解剖学
的構造モデル、前記解剖学的構造モデルの生理学的特性もしくは生体力学的特性、前記解
剖学的構造モデルの病理学的特性もしくは病気のパターン、または前記解剖学的構造モデ
ルの異物の特性のうちの１つまたは複数との関係性を導き出すことと、
　前記導き出された関係性を利用して解剖学的構造モデルの前記網状組織を表すグラフと
、受信した医療画像の間で埋め込みを行って埋め込み空間を生成することであって、埋め
込まれるべき前記医療画像は、前記グラフが導き出された前記医療画像とは異なる、前記
生成することと、
　前記埋め込み空間において前記医療画像の前記類似性を比較することを含む、請求項１
１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することが、
　前記生成された解剖学的構造モデルの中で網状組織を表すグラフを導き出すことと、
　前記導き出されたグラフと、前記医療画像から生成された別のタイプの解剖学的構造モ
デル、前記解剖学的構造モデルの生理学的特性もしくは生体力学的特性、前記解剖学的構
造モデルの病理学的特性もしくは病気のパターン、または前記解剖学的構造モデルの異物
の特性のうちの１つまたは複数との関係性を導き出すことと、
　前記導き出された関係性を利用して前記網状組織を表すグラフの間でグラフマッチング
を行うことのうちの１つまたは複数を含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記２つ以上の受信した医療画像が、最初に生成された第１の医療画像と、前記最初の
ときに続く２回目に生成された第２の医療画像とを含み、前記生成された解剖学的構造モ
デルを比較することが、
　前記第１の医療画像の前記最初のときと、前記第２の医療画像の前記２回目のときの時
差をそれぞれ計算することと、
　前記第１の医療画像から第１の解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記第２の医療画像から第２の解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記最初のときと、前記２回目のときの前記計算された時差を利用して、かつ１つまた
は複数の患者固有の情報を利用して、前記第１の解剖学的構造モデルに対して成長及びリ
モデリングシミュレーションを行うことで前記２回目の解剖学的構造モデルを予測するこ
とのうちの１つまたは複数を含み、前記患者固有の情報が、
　　生理学的特性もしくは生体力学的特性、
　　病理学的特性もしくは病気のパターン、または
　　異物の特性のうちの１つまたは複数を含むことと、
　前記２回目の前記予測された解剖学的構造モデルを、前記第２の解剖学的構造モデルと
比較することとを含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　コンピュータによって実行される際、前記コンピュータに、医療画像を患者と関連付け
るための方法を実行させる命令を格納する非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
　前記方法は、
　電子記憶媒体において患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像を受信することと、
　前記受信した医療画像の各々に関して解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記生成された解剖学的構造モデルを比較することと、
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　前記生成された解剖学的構造モデルの前記比較を利用して前記２つ以上の医療画像が同
じ患者に属する可能性を査定するスコアを決定することと、
　前記スコアを電子記憶媒体またはディスプレイに出力することとを含む、前記コンピュ
ータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記２つ以上の受信した医療画像が、最初に生成された第１の医療画像と、最初のとき
に続く２回目に生成された第２の医療画像とを含み、前記生成された解剖学的構造モデル
を比較することが、
　前記第１の医療画像の前記最初のときと、前記第２の医療画像の前記２回目のときの時
差をそれぞれ計算することと、
　前記第１の医療画像から第１の解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記第２の医療画像から第２の解剖学的構造モデルを生成することと、
　前記最初のときと、前記２回目のときの前記計算された時差を利用して、かつ１つまた
は複数の患者固有の情報を利用して、前記第１の解剖学的構造モデルに対して成長及びリ
モデリングシミュレーションを行うことで前記２回目の解剖学的構造モデルを予測するこ
とのうちの１つまたは複数を含み、前記患者固有の情報が、
　　生理学的特性もしくは生体力学的特性、
　　病理学的特性もしくは病気のパターン、または
　　異物の特性のうちの１つまたは複数を含むことと、
　前記２回目の前記予測された解剖学的構造モデルを、前記第２の解剖学的構造モデルと
比較することとを含む、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２０１５年１２月３日に出願された米国仮出願第６２／２６２，５５３号に
対して優先権を主張しており、この出願の全ての開示は参照により本明細書に組み込まれ
ている。
【０００２】
　本開示の種々の実施形態は一般に、医療用の撮像、画像の関連付け及び／またはマッチ
ングならびに関連する方法に関する。より具体的には、本開示の特定の実施形態は、１つ
または複数の医療画像を患者に関連付けるためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　患者の病気の進行もしくは退行を調査するため、または治療の効果を判定するために、
様々な時点で取得された医療画像を同一の１人の患者と関連付けることが有効であり得る
。このような関連付けを助けるために、患者の個人データ（例えば患者の氏名、生年月日
、病歴、患者の性別、体重、身長、肥満度指数、髪の色または目の色）を利用することが
可能であるが、データ入力に誤字があることによって、医療記録において同じ患者が異な
る患者の個人データ（例えば２つのわずかに異なる氏名または生年月日）を有することが
生じる可能性がある。これに加えて、一部の患者が、同一の患者の個人データを共有する
場合もある。例えば共通の氏名を有する一部の患者は、同一の生年月日を共有する場合が
ある。さらに、患者が別の病院に移る場合、患者の個人データは、複数の病院の間で異な
るやり方で保管される場合がある、あるいは１つまたは複数の場所では利用できない場合
もある。
【０００４】
　人の身元を確認するために、手のひらまたは指の血管のパターンの２Ｄ赤外線画像をマ
ッチングさせるための生体測定方法が存在し得る。しかしながらこのような方法は、複数
の理由のために診断または治療の文脈において医療画像を患者にマッチングさせる際に生
じる複雑さに応えない場合がある。セキュリティの目的で取得される手のひらまたは指の
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血管のパターンの画像とは異なり、患者の医療画像は、年齢、病気の進行または退行、治
療、医学的介入（例えばステントの留置、バイパス、切除、アブレーション、塞栓形成、
切断術など）、外傷及び／または手当に起因する大幅な変化によって影響を受ける可能性
がある。医療用の診断または治療の文脈における患者の画像取得とは異なり、セキュリテ
ィの文脈での手のひらまたは指の血管のパターンの画像の取得は、同じ視野を捕らえるよ
うに制御される場合があり、撮像機器は、全ての画像に対して同一のデバイスを使用する
ように標準化されてよい。これとは対照的に、医療画像を患者にマッチングさせる際、医
療画像取得プロトコル（例えば再現カーネル、患者の準備プロトコル、撮像時の患者の生
理学的状態、撮像視野など）、医用撮像装置（例えば空間的または時間的解像度、スキャ
ナ供給業者またはモデルなど）及び／または医用撮像モダリティ（例えばコンピュータ断
層撮影法（ＣＴ）、磁気共鳴（ＭＲ）、陽電子射出断層撮影（ＰＥＴ）、単一光子放射断
層撮影（ＳＰＥＣＴ）、血管造影法など）に違いが生じる場合がある。セキュリティ目的
のための手のひらまたは指の血管のパターンの画像とは異なり、患者の医療画像は、患者
の準備または生理学的状態の結果として変化する可能性がある。手のひらまたは指の画像
には、患者の解剖学的構造の医療画像とは異なり、異物（例えば植え込まれた医療デバイ
ス）が存在する可能性はない。血管パターンのマッチングに使用される赤外線撮像とは異
なり、患者のために使用される医療用の撮像機器は、撮像用の加工品（例えばＣＴにおけ
る金属加工品）に影響を受けやすい場合がある。
【０００５】
　したがって、たとえ誤字、患者の個人データ（例えば氏名、生年月日など）の重複、複
数の医療施設及び／または電子カルテのための多様なプラットフォームがあったとしても
、同じ患者の医療画像を結びつけ、血管のパターンの２Ｄ赤外線画像をマッチングさせる
生体測定方法の制約を克服することができる自動化されたシステム及び方法に対する要望
がある。さらに、患者に対する複数の画像の信頼できる関連付けを実現する可能性を高め
るために、患者の個人データ（例えば患者の氏名、生年月日、性別、体重、身長、肥満度
指数、髪の色または目の色など）を利用して増強され得る医療画像をマッチングさせるシ
ステム及び方法に対する要望もある。
【０００６】
　上記の概略的な説明及び以下の詳細な説明は一例であり、単に説明するためのものであ
り、本開示を限定するものではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本開示の特定の態様によって、１つまたは複数の医療画像を患者と関連付けるためのシ
ステム及び方法が開示されている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの方法は、電子記憶媒体において患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像を受信
することと、受信した医療画像の各々に関して解剖学的構造モデルを生成することと、生
成された解剖学的構造モデルを比較することと、生成された解剖学的構造モデルの比較を
利用して２つ以上の医療画像が同じ患者に属する可能性を査定するスコアを決定すること
と、このスコアを電子記憶媒体またはディスプレイに出力することとを含む。
【０００９】
　別の実施形態によると、医療画像を患者と関連付けるシステムは、医療画像を患者と関
連付けるための命令を記憶するデータ記憶デバイスと、電子記憶媒体において患者の解剖
学的構造の２つ以上の医療画像を受信することと、受信した医療画像の各々に関して解剖
学的構造モデルを生成することと、生成された解剖学的構造モデルを比較することと、生
成された解剖学的構造モデルの比較を利用して２つ以上の医療画像が同じ患者に属する可
能性を査定するスコアを決定することと、このスコアを電子記憶媒体またはディスプレイ
に出力することと、のために構成されたプロセッサとを備える。
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【００１０】
　別の実施形態によると、コンピュータシステム上で利用するための非一時的コンピュー
タ可読媒体は、医療画像を患者と関連付ける方法を実行するためのコンピュータ実行可能
プログラミング命令を含んでおり、この方法は、電子記憶媒体において患者の解剖学的構
造の２つ以上の医療画像を受信することと、受信した医療画像の各々に関して解剖学的構
造モデルを生成することと、生成された解剖学的構造モデルを比較することと、生成され
た解剖学的構造モデルの比較を利用して、２つ以上の医療画像が同じ患者に属する可能性
を査定するスコアを決定することと、このスコアを電子記憶媒体またはディスプレイに出
力することとを備える。
【００１１】
　開示される実施形態の追加の目的及び利点は、以下に続く説明にその一部が記載され、
一部はこの説明から明らかになると思われる、または開示される実施形態の実施によって
習得される場合もある。開示される実施形態の目的及び利点は、添付の特許請求の範囲に
詳細に指摘される要素及び組み合わせを利用して認識され、達成されるであろう。
【００１２】
　上述の概略的な説明と、以下の詳細な説明は共に一例であり、単に説明するためのもの
であり、特許請求するように、開示する実施形態を限定するものではない。
【００１３】
　添付の図面は、この明細書の一部に組み込まれ、この明細書の一部を構成しており、種
々の例示の実施形態を図示しており、この説明と併せて開示される実施形態の原理を説明
する役目を果たしている。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の一例の実施形態による、１つまたは複数の医療画像を患者と関連付ける
ための一例のシステム及びネットワークのブロック図である。
【図２】本開示の一例の実施形態による、医療画像を患者と関連付ける一例の方法のブロ
ック図である。
【図３】本開示の別の実施形態よる、受信した医療画像の各々から血管のモデルを抽出し
、かつ受信した患者の経歴に基づいてマッチングスコアをさらに調整することによって１
つまたは複数の医療画像を患者と関連付ける別の一例の方法のブロック図である。
【図４】本開示の実施形態による、グラフマッチングまたは点マッチングを利用して２つ
以上の医療画像の間の最初のマッチングスコアを決定するさらに別の一例の方法のブロッ
ク図である。
【図５】別の実施形態よる、成長及びリモデリングシミュレーションを利用して、２つ以
上の医療画像の間の最初のマッチングスコアを決定する別の一例の方法のブロック図であ
る。
【図６】２つ以上の医療画像の間の埋め込み、または医療画像とグラフとの間の埋め込み
を算出することによって、２つ以上の医療画像の間の最初のマッチングスコアを決定する
ための一例の方法のブロック図である。
【図７】最初のマッチングスコアと、患者の個人データを用いて、少なくとも２つの医療
画像を患者と関連付けための別の一例の方法のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　この方法に記載されるステップは、任意の順番で行われる場合、または任意の他のステ
ップと併せて行われる場合がある。また１つまたは複数のステップが、本開示に記載され
る方法を実行するために省略される場合もあることも企図されている。
【００１６】
　次に、本開示の一例の実施形態を詳細に参照するが、その例は、添付の図面に例示され
ている。可能な限り、同一のもしくは同様の部分または方法のステップを指すのに同一の
参照番号が図面を通して使用される。



(9) JP 2018-537782 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

【００１７】
　１人の患者に関して異なる時点で取得された医療画像の関連付けは、患者の病気の進行
または退行の調査を向上させたり、治療の効果を判定したりすることができる。このよう
な関連付けを助けるために患者の個人データ（例えば患者の氏名及び生年月日）を利用す
ることが可能であるが、データ入力に誤字があることによって、医療記録において同じ患
者が異なる患者の個人データ（例えば２つのわずかに異なる氏名または生年月日）を有す
るようなことが生じる可能性がある。これに加えて、一部の患者が、同一の患者の個人デ
ータを共有する場合もある。さらに、患者が別の病院に移る場合、患者の個人データが複
数の病院の間で、及び様々な電子カルテのプラットフォームの間で異なるやり方で保管さ
れる場合がある、あるいは１つまたは複数の場所では利用できない場合もある。加えて、
患者の医療画像は、例えば様々な形態の処理、分析及び／または保管のために医療施設の
間で転送される場合もある。種々の医療施設は、どのタイプの患者の個人データが保管さ
れ得るか、または患者の医療画像と共に転送され得るかについて異なる規則に従っている
。例えば一部の規則は、患者の医療画像が処理、分析及び／または保管エンティティに転
送される／それらのエンティティの間で転送されるような場合は、患者の医療画像を患者
の個人データ（例えば氏名または生年月日）の１つまたは複数の形態から分離させる場合
がある。
【００１８】
　医療画像を患者にマッチングさせる際、診断または治療の文脈で複数の理由のために複
雑さが生じる場合がある。患者の医療画像は、年齢、病気の進行または退行、治療、医学
的介入（例えばステントまたは他のデバイスの植え込み、バイパス、切除、アブレーショ
ン、塞栓形成、切断術など）、外傷及び／または手当に起因する大幅な変化によって影響
を受ける可能性がある。医学的な診断及び治療の文脈での患者の画像取得は、通常、同じ
視野が常に捕らえられるように制御されることはなく、撮像機器が、全ての画像に対して
同一のデバイスを使用するように標準化されることもない。これに加えて、医療画像を患
者にマッチングさせる際、医療画像取得プロトコル（例えば復元カーネル、患者の準備プ
ロトコル、撮像時の患者の生理学的状態、撮像視野など）、医用撮像装置（例えば空間的
または時間的解像度、スキャナ供給業者またはモデルなど）、及び／または医用撮像モダ
リティ（例えばＣＴ、ＭＲ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、血管造影法など）に違いが生じる場合
がある。これに加えて、患者の医療画像は、患者の準備または生理学的状態の結果として
変化する場合、異物（例えば植え込まれた医療デバイス）の存在を明らかにする場合、及
び撮像加工品（例えばＣＴにおける金属加工品）に影響を受けやすい場合がある。
【００１９】
　したがって、たとえ誤字や患者の個人データ（例えば氏名、生年月日など）の重複があ
ったとしても、及び／または複数の医療施設にまたがっているとしても同じ患者の医療画
像を結びつけ、血管のパターンの２Ｄ赤外線画像をマッチングさせる生体測定方法の制約
を克服することができる自動化されたシステム及び方法が有効であり得る。医療画像を患
者と関連付けるための本開示のシステム及び方法は、上記の問題に対処し、これを克服し
、またこの関連付けを完璧にするために新たな生体測定パターン及び追加情報を使用する
ことを可能にすることができる。これに加えて、本開示のシステム及び方法は、患者の個
人データ（例えば氏名及び生年月日など）にアクセスすることができ、これはセキュリテ
ィの文脈で手のひらまたは指の血管のパターンをマッチングさせる生体測定方法の型には
はまらない。患者の個人データを有することは、患者同士の間の、例えば互いに生物学的
に関係のある患者の間での信頼できる関連付けを提供する可能性をさらに高めることがで
きる。
【００２０】
　次に図面を参照すると、図１は、一例の実施形態による、医療画像を患者と関連付ける
ための一例のシステム１００及びネットワークのブロック図を描いている。具体的には、
図１は、複数の医師１０２と、サードパーティーのプロバイダ１０４とを描いており、そ
のうちの一部が、１つまたは複数のコンピュータ、サーバ及び／またはハンドヘルドモバ
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イルデバイスなどを通して電子ネットワーク１０１、例えばインターネットなどに接続さ
れてよい。医師１０２及び／またはサードパーティーのプロバイダ１０４は、１人または
複数の患者の解剖学的構造の画像を生み出す、またはそうでなければ取得することができ
る。医師１０２及び／またはサードパーティーのプロバイダ１０４はまた、これに限定す
るものではないが患者の年齢、生年月日、病歴、及び患者の性別、体重、身長、肥満度指
数、髪の色または目の色に関する情報を含めた、患者固有の経歴の任意の組み合わせを取
得する場合もある。
【００２１】
　医師１０２及び／またはサードパーティーのプロバイダ１０４は、解剖学的構造画像及
び／または患者固有の経歴を電子ネットワーク１０１を介してサーバシステム１０６に送
信することができる。サーバシステム１０６は、医師１０２及び／またはサードパーティ
ーのプロバイダ１０４から受信した画像及びデータを記憶するための記憶デバイスを含ん
でよい。サーバシステム１０６はまた、記憶デバイスに記憶された画像及びデータを処理
するための処理デバイスも含んでよい。
【００２２】
　図２は、医療画像を患者と関連付けるための方法の最初の一例の実施形態を描いている
。図３は、図２の方法の別の一例の実施形態を描いており、ここでは医療画像を患者と関
連付けるプロセスは、中でも、受信した医療画像の各々から血管のモデルを抽出すること
と、受信した患者の経歴に基づいてマッチングスコアをさらに調整することとをさらに含
む。図４、図５及び図６は、中でも、受信した医療画像の間のマッチング及び／または抽
出された血管のモデルの間のマッチングを査定するスコア（例えば最初のマッチングスコ
ア）を決定する目的で、医療画像及び／または医療画像から抽出された血管のモデルを比
較するための様々な方法を描いている。図７は、算出された最初のマッチングスコアと、
受信した患者の個人データを利用して医療画像を特定可能な患者に関連付ける方法の一例
の実施形態を描いている。
【００２３】
　図２は、包括的な実施形態による、医療画像を患者と関連付ける方法２００のブロック
図である。図２の方法は、サーバシステム１０６によって、医師１０２及び／またはサー
ドパーティーのプロバイダ１０４から電子ネットワーク１０１を介して受信した情報、画
像及びデータに基づいて実行されてよい。
【００２４】
　一実施形態において、ステップ２０２は、サーバシステム１０６の電子記憶媒体におい
て患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像を受信することを含んでよい。具体的には、
患者固有の医療画像を受信することは、患者固有の医療画像をサーバシステム１０６にお
いて生成すること、及び／または電子ネットワーク（例えば電子ネットワーク１０１）を
介してそれらを受信することのいずれかを含んでよい。一実施形態において、医療画像は
、１つまたは複数の利用可能な撮像または走査モダリティ（例えばコンピュータ断層撮影
法（ＣＴ）、磁気共鳴撮像法（ＭＲＩ）、単一光子放射断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、陽電子
射出断層撮影（ＰＥＴ）、超音波撮像、多視点の血管造影法など）を介して取得された１
人または複数の患者の画像から得られる場合がある。例えば画像は、複数の施設から受信
される場合がある。あるいはまたは追加として、医療画像は、異なる時間に生成される、
または取得される場合もある。例えばある医療画像は、最初の患者の診察時に取得されて
よく、２つ以上の医療画像のうちの２番目の医療画像は、２回目の患者の診察時に取得さ
れる場合がある。２回の患者の診察は、所定の時間だけ離れていてよい。あるシナリオで
は、最初の患者の診察は、治療の前に行われてよく、２回目の患者の診察は治療後に行わ
れる場合がある。別のシナリオでは、最初の患者の診察と２回目の患者の診察は（及びひ
いては患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像）は、治療計画中、または治療計画後の
患者の観察期間に行われる場合もある。本開示の実施形態は、２つ以上の時間を空けた医
療画像が同じ患者に属するかを確かめることを目指している。一部の実施形態では、２つ
以上の医療画像が同じ患者に属するかを確認するために、受信した医療画像から血管のモ
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デルが抽出される場合がある。本開示の目的のために、「患者」は、医療画像及び／また
は経歴がマッチングする任意の個人または人を指す、あるいは医療画像及び／または経歴
、あるいは１つまたは複数の個人の診断もしくは治療の分析の関連付けまたはマッチング
に関連付けられた任意の個人または人を指す場合がある。
【００２５】
　一実施形態において、ステップ２０４は、電子記憶媒体において受信した医療画像の各
々と関連付けられた患者の個人データ（例えば患者の氏名、生年月日、病歴、患者の性別
、体重、身長、肥満度指数、髪の色または目の色に関する情報など）を受信することを含
んでよい。ステップ２０４はさらに、受信した医療画像の各々と関連付けられた受信した
患者の個人データが十分に似ているかを判定することを含んでよい。例えば受信した患者
の個人データが十分に似ていない場合、ステップ２０２及びステップ２０４が繰り返され
てよい。
【００２６】
　一実施形態において、ステップ２０６は、受信した医療画像の各々から血管、骨格、筋
肉、神経、リンパ、組織及び／または器官のモデルを抽出することを含んでよい。具体的
には、同一の対応する血管系、骨、筋肉、神経、リンパ管、組織及び／または器官が、受
信した画像の各々から抽出される。ステップ２０６は、任意の標準的な画像分割または中
心線抽出技術を利用して実行されてよい。一実施形態においてステップ２０６は、サーバ
システム１０６のプロセッサによって実行される場合もある。
【００２７】
　ステップ２０８は、医療画像の各々、及び／または抽出された血管、骨格、筋肉、神経
、リンパ、組織及び／または器官のモデルの各々に対して使用されるべき視野を決定する
ことを含んでよく、さらに任意選択で、この視野の外であり得る医療画像またはモデルの
任意の部分を取り除くことを含んでよい。同一視野を有する新たなセットの医療画像及び
／またはモデルが、サーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されてよい。
【００２８】
　一実施形態において、ステップ２０１Ａ、２１０Ｂ及び２１０Ｃは、受信した医療画像
の各々及び／または抽出された血管、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／または器官
のモデルの各々に関する患者固有の生理学的情報及び／または解剖学的構造情報を取得す
ることを含んでよい。この患者固有の生理学的情報及び／または解剖学的構造情報は、サ
ーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されてよい。
【００２９】
　例えばステップ２１０Ａは、血管、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／または器官
のモデルにおける１つまたは複数の場所において生理学的特性及び／または生体力学的特
性を判定することを含んでよい。血管のモデルの場合、生理学的特性及び／または生体力
学的特性は、血流の特徴（例えば血流、血液速度、血圧、ＦＦＲ、ｉＦＲ、軸方向の応力
、壁せん断応力、緊張度、力、形状、サイズ、体積、屈曲度など）を含んでよく、例えば
生物物理学的シミュレーション、機械学習及び／またはデータベースとの関連付けなどの
うちの１つまたは複数を介して判定されてよい。
【００３０】
　別の例では、ステップ２１０Ｂは、血管、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／また
は器官のモデルにおける１つまたは複数の場所において病理学的特性及び／または病気の
パターンを判定することを含んでよい。病理学的特性及び／または病気のパターンには、
これに限定するものではないが、プラーク、石灰化、破裂のリスク、壊死、虚血、閉塞、
腫瘍、損傷、先天性の異常及び／または外傷の影響の場所ならびにタイプが含まれてよい
。
【００３１】
　別の例では、ステップ２１０Ｃは、血管、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／また
は器官のモデルにおける１つまたは複数の場所において異物の特性を判定することを含ん
でよい。異物の特性には、これに限定するものではないが、植え込み後のステント、バイ
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パス、ペースメーカ、人工弁、外科用クリップ、ワイヤ、歯科用充填材、榴散弾、弾丸、
または人工心臓及び／またはドナーから提供された器官に関する位置及び特徴が含まれて
よい。
【００３２】
　一実施形態において、ステップ２１２は、血管、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び
／または器官のモデルと、他の血管、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／または器官
のモデルとの間のそれぞれのマッチングを査定するスコア（「マッチングスコア」または
「最初のマッチングスコア」）を決定することを含んでよい。あるいはまたは追加として
、このスコアを使用して、受信した医療画像の間のマッチングを査定する場合もある。マ
ッチングスコアは、いくつかの方法で計算されてよく、この方法は、図４、図５及び図６
の方法４００、５００及び６００においてそれぞれさらに説明される。例えば、血管のモ
デルに関するマッチングスコアの計算には、これに限定するものではないが、２つ以上の
血管網を表す１つまたは複数のグラフの間でグラフマッチングを算出すること、血管分岐
の点マッチングを行うこと、スキャンが行われた時点の間で血管系及び血管壁の成長及び
リモデリングシミュレーションを行うこと、及び／または受信した医療画像及び／または
抽出されたモデルの埋め込みを算出することとが含まれてよい。ステップ２１２は、サー
バシステム１０６のプロセッサによって実行されてよい。
【００３３】
　一部の実施形態では、ステップ２０８及び２１０Ａ～Ｃは、任意選択であってよい。そ
のような実施形態では、スコアは、例えば視野を決定することなく決定されてよい。
【００３４】
　ステップ２１４は、マッチングスコアを電子ディスプレイ及び／または電子記憶媒体に
出力することを含んでよい。開示の目的のために、「電子記憶媒体」には、これに限定す
るものではないがディスプレイスクリーンに取り付けられる場合、または取り付けられな
い場合があるハードドライブ、ネットワークドライブ、クラウドドライブ、携帯電話、タ
ブレット、データベースなどが含まれてよい。図３の方法３００に記載されるような一実
施形態では、マッチングスコアの計算は、第２のスコア（例えば「第２のマッチングスコ
ア」）を計算することによって出力する前にさらに調整される場合があり、この計算は、
最初のマッチングスコア、ならびに少なくとも２つの医療画像の患者の個人データの類似
性を比較する規定された測定基準に基づいている。別の実施形態において、高いマッチン
グスコアを有する医療画像及び／またはモデルは、患者に関する治療の選択肢を評価する
ために時系列データとして使用されてよい。
【００３５】
　図３は、一例の実施形態によると、受信した医療画像の各々から血管のモデルを抽出し
、かつ受信した患者の経歴に基づいてマッチングスコアをさらに調整することによって医
療画像を患者に関連付けるための方法３００のブロック図である。図３の方法は、サーバ
システム１０６によって、医師１０２及び／またはサードパーティーのプロバイダ１０４
から電子ネットワーク１０１を介して受信した情報、画像及びデータに基づいて実行され
てよい。
【００３６】
　一実施形態において、ステップ３０２は、サーバシステム１０６の電子記憶媒体におい
て患者の解剖学的構造の２つ以上の医療画像を受信することを含んでよい。具体的には、
患者固有の医療画像を受信することは、患者固有の医療画像をサーバシステム１０６にお
いて生成すること、または電子ネットワーク（例えば電子ネットワーク１０１）を介して
それらを受信することのいずれかを含んでよい。医療画像は、１つまたは複数の利用可能
な撮像ならびに走査モダリティ（例えばコンピュータ断層撮影法（ＣＴ）、磁気共鳴撮像
法（ＭＲＩ）、単一光子放射断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、陽電子射出断層撮影（ＰＥＴ）、
超音波撮像、多視点の血管造影法など）を介して取得された１人または複数の患者の画像
から得られてよい。本開示の実施形態は、２つ以上の医療画像が同じ患者に属するかを確
かめることを目指している。一部の実施形態では、２つ以上の医療画像が同じ患者に属す
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るかを確認するために、受信した医療画像から血管のモデルが抽出される場合がある。
【００３７】
　ステップ３０４は、サーバシステム１０６の電子記憶媒体において受信した医療画像の
各々と関連付けられた患者の個人データ（例えば患者の氏名、生年月日、患者の性別、体
重、身長、肥満度指数、髪の色または目の色に関する情報など）を受信することを含んで
よい。
【００３８】
　一実施形態において、ステップ３０６Ａは、受信した医療画像の各々と関連付けられた
受信した患者の個人データが十分に似ているかを判定することを含んでよい。受信した画
像の患者の個人データ間の十分な類似性は、共通の文字の頻度、場所及び／または重複を
算出すること、共通の音素の頻度、場所及び／または重複を算出すること、病歴情報の頻
度、場所及び／または重複を算出すること、患者の性別、体重、身長、肥満度指数、髪の
色もしくは目の色に関する情報の頻度、場所及び／または重複を算出すること、共通の氏
名の誤字のデータベースを用いて、生年月日の中で日にちと月、日にちと年または月と年
を入れ替えて類似性を判定すること、及び／または生年月日の中の数値的に似ている日に
ち、月もしくは年を用いて類似性を判定することのうちの１つまたは複数によって判定さ
れてよい。例えば受信した患者の個人データが十分に似ていない場合、ステップ３０２及
びステップ３０４が繰り返されてよい。一部の実施形態では、受信した患者の個人データ
が十分に似ていない場合、ステップ３０６Ｂが、受信した医療画像が同じ患者に対してマ
ッチングしない（「一致しない」）可能性があることを指摘することを含む場合もある。
例えば、「０」のマッチングスコアを使用して、一致しないことを示す場合がある。
【００３９】
　ステップ３０６Ａに続いて、患者の個人データ間に十分な類似性が存在する場合、この
場合一実施形態において、ステップ３０８は、受信した医療画像の各々から血管のモデル
を抽出することを含んでよい。具体的には、同一の対応する血管系が、受信した画像の各
々から抽出される。ステップ３０８は、任意の標準的な画像分割または中心線抽出技術を
利用して実行されてよい。一実施形態においてステッ３０８は、サーバシステム１０６の
プロセッサによって実行される場合もある。
【００４０】
　一実施形態において、ステップ３１０は、医療画像及び／または抽出されたモデルの各
々において使用されるべき視野を決定することと、任意選択で、この視野の外であり得る
血管、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／または器官のモデルの任意の部分を取り除
くことを含んでよい。同一視野を有する新たなセットの医療画像及び／またはモデルが、
サーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されてよい。
【００４１】
　一実施形態において、ステップ３１２Ａ、３１２Ｂ及び３１２Ｃは、受信した医療画像
の各々及び／または抽出された血管のモデルの各々に関する患者固有の生理学的情報及び
／または解剖学的構造情報を取得することを含んでよい。この患者固有の生理学的情報及
び／または解剖学的構造情報は、サーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されてよい
。
【００４２】
　例えばステップ３１２Ａは、血管のモデルにおける１つまたは複数の場所において生理
学的特性及び／または生体力学的特性を判定することを含んでよい。血管のモデルの場合
、生理学的特性及び／または生体力学的特性は、血流の特徴（例えば血流、血液速度、血
圧、ＦＦＲ、ｉＦＲ、軸方向の応力、壁せん断応力、緊張度、力、形状、サイズ、体積、
屈曲度など）を含んでよく、生物物理学的シミュレーション、機械学習及び／またはデー
タベースとの関連付けなどのうちの１つまたは複数を介して判定されてよい。例えば、１
つまたは複数の場所における既知の血管の解剖学的構造情報ならびに既知の生理学的特性
及び／または生体力学的特性が、機械学習アルゴリズムを教育するために使用される場合
がある。その後、この教育された機械学習アルゴリズムを使用して、生理学的特性及び／
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または生体力学的特性は知られていない既知の血管の形態構造情報によって、血管のモデ
ルの１つまたは複数の場所における生理学的特性及び／または生体力学的特性を予測する
ことができる。
【００４３】
　別の例では、ステップ３１２Ｂは、血管のモデルにおける１つまたは複数の場所におい
て病理学的特性及び／または病気のパターンを判定することを含んでよい。病理学的特性
及び／または病気のパターンには、これに限定するものではないが、プラーク、石灰化、
破裂のリスク、壊死、虚血、閉塞、腫瘍、損傷、先天性の異常、及び外傷の影響の場所な
らびにタイプが含まれてよい。
【００４４】
　別の例では、ステップ３１２Ｃは、血管のモデルにおける１つまたは複数の場所におい
て異物の特性を判定することを含んでよい。異物の特性には、これに限定するものではな
いが、植え込み後のステント、バイパス、ペースメーカ、人工弁、外科用クリップ、ワイ
ヤ、歯科用充填材、榴散弾、弾丸、または人工心臓及び／または器官の位置及び特徴が含
まれてよい。
【００４５】
　一実施形態において、ステップ３１４は、血管のモデルと他の血管のモデルとの間のマ
ッチングを査定するスコア（「マッチングスコア」または「最初のマッチングスコア」）
を決定することを含んでよい。あるいはまたは追加として、このスコアは、血管のモデル
が抽出された受信した医療画像の間のマッチングを査定するのに使用される場合もある。
マッチングスコアは、いくつかの方法で計算されてよく、この方法は、図４、図５及び図
６の方法４００、５００及び６００においてそれぞれさらに説明される。血管のモデルに
関するマッチングスコアの計算には、これに限定するものではないが、２つ以上の血管網
を表す１つまたは複数のグラフの間でグラフマッチングを算出すること、血管分岐の点マ
ッチングを行うこと、スキャンが行われた時点の間で血管系及び血管壁の成長及びリモデ
リングシミュレーションを行うこと、及び／または受信した医療画像及び／または抽出さ
れたモデルの埋め込みを算出することが含まれてよい。ステップ３１４は、サーバシステ
ム１０６のプロセッサによって実行されてよい。一揃いの特徴ベクトルに関する埋め込み
を算出することは、当業者に知られる標準的な技術である。このプロセスは、例えば長さ
ｋの一揃いの特徴ベクトルを取得し、このセットを長さｓの第２のセットの特徴ベクトル
として記録することとを含んでよく、この場合ｓ　＜＜　ｋである。この第２のセットに
よって生み出される第２の特徴スペースは、より意味のあるものであってよい。例えば新
たなスペースにおける特徴ベクトルの間の距離は（点として見たとき）、「近い」または
「遠い」のより直感的な及び／またはより有効な意味を表す場合がある。
【００４６】
　一実施形態において、ステップ３１０及び３１２Ａ～Ｃは、任意選択であってよい。そ
のような実施形態では、スコアは、例えば視野を決定することなく決定されてよい（例え
ばステップ３１４などにおいて）。
【００４７】
　一実施形態において、ステップ３１６は、第２のスコア（例えば「第２のマッチングス
コア」）を決定することを含んでよく、この第２のマッチングスコアは、第１のマッチン
グスコア、ならびに少なくとも２つの医療画像の患者の個人データ（例えば氏名、生年月
日など）の類似性を比較する規定された測定基準に基づいている。患者の個人データの類
似性を比較する規定された測定基準を計算することは、これに限定するものではないが、
共通の文字の頻度、場所及び／または重複を算出すること、共通の音素の頻度、場所及び
／または重複を算出すること、病歴情報の頻度、場所及び／または重複を算出すること、
患者の性別、体重、身長、肥満度指数、髪の色もしくは目の色に関する情報の頻度、場所
及び／または重複を算出すること、共通の氏名の誤字のデータベースを用いて、生年月日
の中で日にちと月、日にちと年または月と年を入れ替えて類似性を判定すること、及び／
または生年月日の中の数値的に似ている日にち、月もしくは年を用いて類似性を判定する
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ことを含んでよい。
【００４８】
　一実施形態において、ステップ３１８は、マッチングスコア（例えば最初のマッチング
スコア及び第２のマッチングスコア）をサーバシステム１０６の電子ディスプレイ及び／
または電子記憶媒体に出力することを含んでよい。高いマッチングスコアを有するそのよ
うな医療画像及び／またはモデルは、患者に関する治療の選択肢を評価するために時系列
データとして使用されてよい。
【００４９】
　図４は、一例の実施形態による、グラフマッチングまたは点マッチングを利用して２つ
以上の医療画像の間の最初のマッチングスコアを決定するための方法４００のブロック図
である。図４の方法４００は、医師１０２及び／またはサードパーティーのプロバイダ１
０４から電子ネットワーク１０１を介して受信した情報、画像及びデータに基づいて、サ
ーバシステム１０６によって実行されてよい。
【００５０】
　一実施形態において、ステップ４０２は、２つ以上の血管のモデルを受信することを含
んでよい。各々の血管のモデルは、図２及び図３における方法２００及び３００のステッ
プ２０６及び３０８においてそれぞれ説明したように、それぞれの受信した医療画像から
抽出されてよい。
【００５１】
　一実施形態において、ステップ４０２に続いて、ステップ４０４は、血管のモデルから
血管網を表すグラフを導き出すことを含んでよい。あるいはまたは追加として、ステップ
４０２に続いて、ステップ４０４は、血管のモデルから血管分岐を表す点を導き出すこと
を含む場合もある。
【００５２】
　ステップ４０６、４０８、４１０及び４１２は、グラフマッチング及び／または点マッ
チングにおいて使用されるべき追加情報を受信することを記載している。この追加情報に
は、これに限定するものではないが、グラフまたは点と、他の解剖学的構造モデル、生理
学的特性及び／または生体力学的特性、病理学的特性または異物の特性との関係性が含ま
れてよい。
【００５３】
　ステップ４０６は、ステップ４０４において取得されたグラフ及び／または点それぞれ
と、他の解剖学的構造モデルとのそれぞれの関係性を導き出すことを含んでよい。このよ
うな他の解剖学的構造モデルもまた、受信した医療画像から抽出されてよく、これに限定
するものではないが、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／または器官のモデルが含ま
れてよい。例えばこの関係性には、グラフの各々の点またはノードから他の解剖学的構造
モデルの１つまたは複数の場所までの距離が含まれてよい。
【００５４】
　ステップ４０８は、グラフ及び／または点と、血管のモデルの１つまたは複数の場所に
おける生理学的特性及び／または生体力学的特性との関係性を導き出すことを含んでよい
。生理学的特性及び／または生体力学的特性には、血流の特徴（例えば血流、血液速度、
血圧、ＦＦＲ、ｉＦＲ、軸方向の応力、壁せん断応力、緊張度、力、形状、サイズ、体積
、屈曲度など）が含まれてよく、生物物理学的シミュレーション、機械学習及び／または
データベースとの関連付けなどのうちの１つまたは複数を介して判定されてよい。
【００５５】
　ステップ４１０は、グラフ及び／または点と、血管のモデルの１つまたは複数の場所に
関する病理学的特性及び／または病気のパターンとの関係性を導き出すことを含んでよい
。病理学的特性または病気のパターンには、これに限定するものではないが、プラーク、
石灰化、破裂のリスク、壊死、虚血、閉塞、腫瘍、損傷、先天性の異常、外傷の影響の場
所及びタイプなどが含まれてよい。
【００５６】
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　ステップ４１２は、グラフ及び／または点と、血管のモデルの１つまたは複数の場所に
関する異物の特性との関係性を導き出すことを含んでよい。異物の特性には、これに限定
するものではないが、ステント、バイパス、ペースメーカ、人工弁、外科用クリップ、ワ
イヤ、歯科用充填材、榴散弾、弾丸、または人工心臓及び／または器官の位置及び特徴が
含まれてよい。例えばステップ４１２は、グラフの各々の点またはノードから、介入する
器具または植え込まれたデバイスの１つまたは複数の場所までの距離を見つけ出すことを
含んでよい。
【００５７】
　一実施形態において、ステップ４１４は、血管網を表す複数のグラフの間でグラフマッ
チングを行うことを含んでよい。グラフマッチングの実行は、サーバシステム１０６のプ
ロセッサによって、これに限定するものではないがグラフ編集距離、スペクトルマッチン
グ、拡散距離、グラフモチーフマッチングまたはそれらの組み合わせを含めたアルゴリズ
ム及び／または技術を利用して行われてよい。ステップ４０６、４０８、４１０及び／ま
たは４１２から得られた追加情報（例えばグラフまたは点と、他の解剖学的構造モデル、
生理学的特性及び／または生体力学的特性、病理学的特性、異物の特性との関係性など）
は、ステップ４１４において行われるグラフマッチングのための特徴ベクトルとして扱わ
れる場合もある。この追加情報はまた、例えばＦＯＣＵＳＲなどの既知の増強されたグラ
フマッチングアルゴリズムにおいて使用される場合もある。
【００５８】
　あるいはまたは追加として、ステップ４１４は、血管網を表す複数のグラフの間で点マ
ッチングを行うことを含む場合がある。点マッチングは、サーバシステム１０６のプロセ
ッサによって、これに限定するものではないが、反復最近傍点マッチング、ロバスト点マ
ッチング、薄板スプラインロバスト点マッチング、カーネル相関、混合ガウスモデル、コ
ヒーレントポイントドリフトマッチングまたはそれらの組み合わせを含めたアルゴリズム
及び／または技術を利用して行われてよい。ステップ４０６、４０８、４１０及び／また
は４１２から得られた追加情報（例えばグラフまたは点と、他の解剖学的構造モデル、生
理学的特性及び／または生体力学的特性、病理学的特性、異物の特性との関係性など）は
、ステップ４１４において行われる点マッチングのための特徴ベクトルとして扱われる場
合もある。
【００５９】
　ステップ４１６は、２つ以上の医療画像の間でマッチングを査定するスコア（「最初の
マッチングスコア」）を決定することを含んでよい。この決定は、ステップ４１４におけ
るグラフマッチング及び／または点マッチングの成果に基づいていてよい。スコアは、プ
ロセッサを利用して決定されてよく、サーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されて
よい。
【００６０】
　図５は、一例の実施形態による、成長及びリモデリングのシミュレーションを利用して
、２つ以上の医療画像の間の最初のマッチングスコアを決定するための方法５００のブロ
ック図である。図５の方法５００は、サーバシステム１０６によって、医師１０２及び／
またはサードパーティーのプロバイダ１０４から電子ネットワーク１０１を介して受信し
た情報、画像及びデータに基づいて実行されてよい。
【００６１】
　一実施形態において、ステップ５０２Ａ及びステップ５０２Ｂは、これより早い時点か
ら医療画像を受信することと、これより後の時点から医療画像を受信することをそれぞれ
含んでよい。受信した医療画像は、サーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されてよ
い。ステップ５０４は、受信した医療画像が取得された複数の時点の間の時差を計算する
ことを含んでよい。
【００６２】
　一実施形態において、ステップ５０６Ａは、これより早い時点の受信した医療画像から
血管のモデルを抽出することを含んでよく、ステップ５０６Ｂは、これより後の時点の受
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信した医療画像から血管のモデルを抽出することを含んでよい。この抽出は、サーバシス
テム１０６のプロセッサを利用して実行されてよい。抽出された血管のモデルは、サーバ
システム１０６の電子記憶媒体に保存されてよい。
【００６３】
　ステップ５０８Ａ、５０８Ｂ及び５０８Ｃは、これより早い時点からの血管のモデルの
成長及びリモデリングシミュレーションを行う目的で、これより早い時点の抽出された血
管のモデルに関する追加情報を判定することを含んでよい。具体的には、ステップ５０８
Ａは、これより早い時点の血管のモデルにある１つまたは複数の場所において生理学的特
性及び／または生体力学的特性を判定することを含んでよい。生理学的特性及び／または
生体力学的特性には、血流の特徴（例えば血流、血液速度、血圧、ＦＦＲ、ｉＦＲ、軸方
向の応力、壁せん断応力、緊張度、力、形状、サイズ、体積、屈曲度など）が含まれてよ
く、生物物理学的シミュレーション、機械学習及び／またはデータベースとの関連付けな
どのうちの１つまたは複数を介して判定されてよい。ステップ５０８Ｂは、これより早い
時点の血管のモデルにある１つまたは複数の場所において病理学的特性及び病気のパター
ンを判定することを含んでよい。病理学的特性または病気のパターンには、これに限定す
るものではないが、プラーク、石灰化、破裂のリスク、壊死、虚血、閉塞、腫瘍、損傷、
先天性の異常、外傷の影響の場所及びタイプなどが含まれてよい。ステップ５０８Ｃは、
これより早い時点の血管のモデルの１つまたは複数の場所において、もしあるとすれば異
物の特性を判定することを含んでよい。異物の特性には、これに限定するものではないが
、ステント、バイパス、ペースメーカ、人工弁、外科用クリップ、ワイヤ、歯科用充填材
、榴散弾、弾丸、または人工心臓及び／または器官の位置及び特徴が含まれてよい。
【００６４】
　一部の実施形態において、ステップ５０８Ａ～５０８Ｃは任意選択であってよい。
【００６５】
　一実施形態において、ステップ５１０は、計算された時差に対して、これより早い時点
の血管のモデルの成長及びリモデリングシミュレーションを行うことで、これより後の時
点の血管のモデルを予測することを含んでよい。血管のモデルのシミュレーションは、血
管の半径及び血管の壁の厚さが、計算された時差にわたってどのように変化し得るかをモ
デル化することを含んでよい。そのような変化は、集団平均の実質的な特性、または利用
可能であるならば血管の壁（複数可）の患者固有の実質的な特性のいずれかと共に、これ
より早い時点の血管のモデルに対してストレス均衡方程式を解くことによってモデル化さ
れてよい。ステップ５１０は、プロセッサを利用して実行されてよく、これより後の時点
のシミュレート後の血管のモデルは、サーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されて
よい。
【００６６】
　一実施形態において、ステップ５１２は、これより後の時点のシミュレート後の血管の
モデルを、ステップ５０６Ｂからのこれより後の時点の実際の血管のモデルと比較するこ
とを含んでよい。ステップ５１２は、これより後の時点のシミュレート後の血管モデルと
、実際の血管のモデルのグラフマッチング及び／または点マッチングを行うことを含んで
よい。グラフマッチング及び／または点マッチングの手法は、例えば図４に記載される方
法４００を適用することによって行われてよい。
【００６７】
　一実施形態において、ステップ５１４は、２つの医療画像の間のマッチングを査定する
スコア（例えば「最初のマッチングスコア」）を決定することを含んでよい。この決定は
、これより後の時点のシミュレート後の血管モデルと、実際の血管のモデルとの比較に基
づいていてよい。スコアは、プロセッサを利用して決定されてよく、サーバシステム１０
６の電子記憶媒体に保存されてよい。
【００６８】
　図６は、２つ以上の医療画像の埋め込み、または医療画像とグラフの埋め込みを算出す
ることによって、２つ以上の医療画像の間の最初のマッチングスコアを決定するための方
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法６００のブロック図である。図６の方法６００は、サーバシステム１０６によって、医
師１０２及び／またはサードパーティーのプロバイダ１０４から電子ネットワーク１０１
を介して受信した情報、画像及びデータに基づいて実行されてよい。
【００６９】
　一実施形態において、ステップ６０２は、電子記憶媒体において２つ以上の医療画像を
受信することを含んでよい。患者固有の医療画像を受信することは、患者固有の医療画像
をサーバシステム１０６において生成すること、または電子ネットワーク（例えば電子ネ
ットワーク１０１）を介してそれらを受信することのいずれかを含んでよい。医療画像は
、１つまたは複数の利用可能な撮像または走査モダリティ（例えばコンピュータ断層撮影
法（ＣＴ）、磁気共鳴撮像法（ＭＲＩ）、単一光子放射断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、陽電子
射出断層撮影（ＰＥＴ）、超音波撮像、多視点の血管造影法など）を介して得られてよい
。
【００７０】
　ステップ６０４は、受信した２つ以上の医療画像と関連付けられた任意の患者固有の経
歴を受信することを含んでよい。経歴には、これに限定するものではないが患者の年齢、
生年月日、病歴、患者の性別、体重、身長、肥満度指数、髪の色または目の色に関する情
報が含まれてよい。
【００７１】
　ステップ６０６、６０８及び６１０Ａ～Ｄは、医療画像とグラフの埋め込みを可能にす
ることができる。一実施形態においてステップ６０６は、ステップ６０２で受信した各々
の医療画像から１つまたは複数の血管のモデルを抽出することを含んでよい。各々の血管
のモデルは、図２及び図３におけるステップ２０６及び／またはステップ３０８にそれぞ
れ記載されるように抽出されてよい。ステップ６０６は、抽出された血管のモデルから血
管網を表すグラフを導き出すことを含んでよい。種々の実施形態において、グラフは、連
結部によって接続される点（またはノード）の集合を指す場合がある。この点は、隣り合
う点を接続する連結部によって、血管の中心線に沿って分散されてよい。
【００７２】
　ステップ６１０Ａ～Ｄは、グラフとの医療画像の埋め込みに使用されるべき追加情報を
受信することを記載している。この追加情報には、これに限定するものではないが、グラ
フと、他の解剖学的構造モデル、生理学的特性及び／または生体力学的特性、病理学的特
性、または異物の特性との関係性が含まれてよい。
【００７３】
　ステップ６１０Ａは、ステップ６０８において取得されたグラフと、他の解剖学的構造
モデルとの関係性を導き出すことを含んでよい。このような他の解剖学的構造モデルもま
た、受信した医療画像から抽出されてよく、これに限定するものではないが、骨格、筋肉
、神経、リンパ、組織及び／または器官のモデルが含まれてよい。例えば、この関係性に
は、グラフの各々のノードから、他の解剖学的構造モデルにおける１つまたは複数の場所
までの距離が含まれてよい。
【００７４】
　ステップ６１０Ｂは、ステップ６０８において取得したグラフと、血管のモデルの１つ
または複数の場所における他の生理学的特性及び／または生体力学的特性との関係性を導
き出すことを含んでよい。生理学的特性及び／または生体力学的特性には、血流の特徴（
例えば血流、血液速度、血圧、ＦＦＲ、ｉＦＲ、軸方向の応力、壁せん断応力、緊張度、
力、形状、サイズ、体積、屈曲度など）が含まれてよく、生物物理学的シミュレーション
、機械学習及び／またはデータベースとの関連付けなどのうちの１つまたは複数を介して
判定されてよい。
【００７５】
　ステップ６１０Ｃは、ステップ６０８で取得したグラフと、血管のモデルの１つまたは
複数の場所に関する病理学的特性または病気のパターンとの関係性を導き出すことを含ん
でよい。病理学的特性または病気のパターンには、これに限定するものではないが、プラ
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ーク、石灰化、破裂のリスク、壊死、虚血、閉塞、腫瘍、損傷、先天性の異常、外傷の影
響の場所及びタイプなどが含まれてよい。
【００７６】
　ステップ６１０Ｄは、グラフと、血管のモデルの１つまたは複数の場所に関する異物の
特性との関係性を導き出すことを含んでよい。異物の特性には、これに限定するものでは
ないが、ステント、バイパス、ペースメーカ、人工弁、外科用クリップ、ワイヤ、歯科用
充填材、榴散弾、弾丸、または人工心臓及び／または器官の位置及び特徴が含まれてよい
。例えばステップ６１０Ｄは、グラフの各々のノードから、介入する器具または植え込ま
れたデバイスの１つまたは複数の場所までの距離を見つけ出すことを含んでよい。
【００７７】
　一実施形態において、グラフとの医療画像の埋め込みに使用されるべき追加情報は、１
つまたは複数の医療画像と関連付けられた患者固有の経歴が含まれる場合もある。
【００７８】
　ステップ６１２は、ステップ６０４または６１０Ａ～Ｄからの何らかの追加で受信した
情報を利用して、２つ以上の医療画像の埋め込みまたは医療画像とグラフの埋め込みを算
出することを含んでよい。埋め込みは、イソマップ（ｉｓｏｍａｐ）、局所線形埋め込み
、または任意の他の線形もしくは非線形の次元縮小技術を利用して、あるいは具体的には
畳み込みフィードフォワードまたはリカレント型ニューラルネットワークを利用して概し
て計算されてよい。埋め込みは場合によって、ツインまたはＳｉａｍｅｓｅネットワーク
を利用して教育される場合がある。ステップ６１２は、プロセッサによって実行されてよ
く、埋め込みの結果は、サーバシステム１０６の電子記憶媒体に記憶されてよい。
【００７９】
　ステップ６１４は、埋め込み空間において複数の医療画像の類似性、または医療画像と
、グラフとの類似性を比較することを含んでよい。一実施形態において、埋め込みは、医
療画像及び／またはグラフに関する追加情報を組み込むことを含んでよく、これには、限
定するものではないが患者固有の経歴、グラフと、他の解剖学的構造モデル、生理学的特
性及び／または生体力学的特性、病理学的特性または異物の特性との関係性が含まれてよ
い。一実施形態において、この類似性は、フィードフォワード型またはリカレント型ニュ
ーラルネットワークを用いて比較されてよい。
【００８０】
　ステップ６１６は、２つ以上の医療画像の間のマッチングを査定するスコア（例えば「
最初のマッチングスコア」）を決定することを含んでよい。このスコアは、埋め込み空間
における複数の医療画像の類似性、または１つの医療画像と、グラフとの類似性の比較に
基づいていてよい。ステップ６１４及び６１６は、プロセッサを使用して実行されてよく
、その結果はサーバシステム１０６の電子記憶媒体に保存されてよい。
【００８１】
　図７は、最初のマッチングスコアと、患者の個人データを用いてと少なくとも２つの医
療画像を患者にマッチングさせるための方法７００のブロック図である。図７の方法７０
０は、サーバシステム１０６によって、医師１０２及び／またはサードパーティーのプロ
バイダ１０４から電子ネットワーク１０１を介して受信した情報、画像及びデータに基づ
いて実行されてよい。
【００８２】
　一実施形態において、ステップ７０２は、電子記憶媒体において少なくとも２つ以上の
医療画像を受信することを含んでよい。これらの医療画像は、図２、図３、図４、図５及
び図６の方法２００、３００、４００、５００及び６００にそれぞれ記載されるように、
最初の及び／または第２のマッチングスコアを決定するのに使用された医療画像と同一で
あってよい。
【００８３】
　一実施形態において、ステップ７０４は、電子記憶媒体において医療画像に関連付けら
れた患者の個人データを受信することを含んでよい。受信した患者の個人データは、図２
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、図３、図４、図５及び図６の方法２００、３００、４００、５００及び６００にそれぞ
れ記載されるように、最初の及び／または第２のマッチングスコアを決定するのに使用さ
れた患者の個人データと同一であってよい。
【００８４】
　一実施形態において、ステップ７０６は、２つ以上の医療画像の間のマッチングを査定
する最初のマッチングスコアを受信することを含んでよい。最初のマッチングスコアは、
例えば２つ以上の血管網を表す１つまたは複数のグラフの間でグラフマッチングを算出す
ること、血管分岐の点マッチングを行うこと（例えば図４でのように）、スキャンが行わ
れた時点の間で血管系及び血管壁の成長及びリモデリングシミュレーションを行うこと（
例えば図５でのように）、及び／または受信した医療画像及び／または抽出されたモデル
の埋め込みを算出すること（例えば図６でのように）とによって決定されてよい。
【００８５】
　一実施形態において、ステップ７０６に続いて、ステップ７０８は、最初のマッチング
スコアが十分に高いかどうか、例えば所定の閾値を上回っているかを判定することを含ん
でよい。最初のマッチングスコアが十分に高くない場合、ステップ７０２、７０４及び７
０６は、新たなセットの少なくとも２つの医療画像を用いて繰り返されてよい。いくつか
の実施形態において、最初のマッチングスコアが十分に高くない場合、ステップ７１２Ｂ
は、受信した医療画像が同じ患者に対してマッチングしない可能性がある（「一致しない
」）ことを指摘することを含む場合がある。例えば、「０」の最初のマッチングスコアを
使用して一致しないことを示す場合がある。
【００８６】
　最初のマッチングスコアが十分に高い場合、ステップ７１０は、受信した患者の個人デ
ータが十分に似ているかどうか、例えば所定の閾値の類似性を超えて似ているかどうかを
判定することを含んでよい。一実施形態において、患者の個人データは、患者の個人デー
タが関連付けられる医療画像が高い最初のマッチングスコアを有する場合に、十分な類似
性のためにのみ比較されてよい。一実施形態において、患者の個人データは、患者の個人
データが異なる患者に関係がある可能性が高い場合に、十分に似ていないと判定される。
一実施形態において、患者の個人データの間の十分な類似性は、共通の文字の頻度、場所
及び／または重複を算出すること、共通の音素の頻度、場所及び／または重複を算出する
こと、病歴情報の頻度、場所及び／または重複を算出すること、患者の性別、体重、身長
、肥満度指数、髪の色もしくは目の色に関する情報の頻度、場所及び／または重複を算出
すること、共通の氏名の誤字のデータベースを用いて、生年月日の中で日にちと月、日に
ちと年または月と年を入れ替えて類似性を判定すること、及び／または生年月日の中の数
値的に似ている日にち、月もしくは年を用いて類似性を判定すること、ならびにその組み
合わせによって判定されてよい。
【００８７】
　ステップ７１０に続いて、患者の個人データが十分似ていると判定された場合、このと
き一実施形態では、ステップ７１２Ａは、十分に似ている患者の個人データに関連付けら
れた患者をこの医療画像にマッチングさせることを含んでよい。
【００８８】
　ステップ７１０に続いて、第２のマッチングスコアが十分に高くない場合、ステップ７
１２Ｂは、受信した医療画像が、同じ患者に対してマッチングしない可能性がある（「一
致しない）」ことを指摘することを含んでよい。例えば「０」の第２のマッチングスコア
を使用して、一致しないことを示す場合がある。
【００８９】
　一実施形態において、方法７００は、サーバシステム１０６のプロセッサによって実行
されてよく、マッチングの結果は、サーバシステム１０６の電子記憶媒体に記憶される、
または表示されてよい。
【００９０】
　方法３００、４００、５００または６００におけるマッチングさせ、最初の及び／また
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は第２のマッチングスコアを決定するための一次モデルとして血管のモデルを利用するこ
との代替または追加として、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／または器官のモデル
が同様に使用される場合もある。例えば、方法４００におけるグラフマッチングは、血管
のモデルを利用することの代替または追加として、骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び
／または器官のパターン（例えば網状組織、配置など）を利用することを含む場合がある
。骨格、筋肉、神経、リンパ、組織及び／または器官のモデルの要素（例えば乳頭筋）の
形状、場所及び／または病状もまた、マッチングのため、ならびに最初の及び／または第
２のマッチングスコアの決定のために使用されてよい。
【００９１】
　本発明の他の実施形態は、明細書の理解、及び本明細書に開示される発明の実施から当
業者に明らかになるであろう。明細書及び実施例は、単なる一例としてみなすべきであり
、本発明の精神及び範囲は、以下の特許請求の範囲によって示されることが意図されてい
る。

【図１】 【図２】
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