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(57)【要約】
【課題】捲り表示中の検査画像の周辺の視認性を低下さ
せ、目だたないようにする。
【解決手段】捲り表示前には、連続した４枚の検査画像
Ｎ１～Ｎ４が２行２列に並べて表示される。４枚表示中
に、１枚の検査画像Ｎ２を指定して捲り表示を指示する
。検査画像Ｎ２を捲り開始検査画像として、これに続く
検査画像が検査画像列から取り出され、所定の速度でス
クリーン２５ａに順次表示される。この捲り表示中には
、検査画像Ｎ１、Ｎ３、Ｎ４は、輝度が低下された状態
で静止している。捲り表示を停止すると、再び４枚表示
に戻る。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段に検査画像を表示する検査画像表示装置において、
　検査画像列からＮ枚（少なくとも２枚以上）の検査画像を取り出し、前記表示手段に並
べて同時に表示する第１の表示制御手段と、
　捲り表示の実行を指示する捲り表示指示手段と、
　捲り表示の実行が指示されたときに、前記Ｎ枚の検査画像の１つを捲り開始検査画像と
して、これに続く検査画像を前記検査画像列から取り出して、前記表示手段に順次表示す
る第２の表示制御手段と、
　捲り表示中の検査画像の周辺を、前記捲り表示中の検査画像に比較し視認しにくい状態
で前記表示手段に表示する視認性低下手段と、を備えたことを特徴とする検査画像表示装
置。
【請求項２】
　前記視認性低下手段は、前記周辺を前記捲り表示中の検査画像に比較し低輝度で表示す
ることを特徴とする請求項１記載の検査画像表示装置。
【請求項３】
　前記視認性低下手段は、前記周辺の少なくとも一部を覆うように、捲り表示中の検査画
像を拡大表示することを特徴とする請求項１記載の検査画像表示装置。
【請求項４】
　前記視認性低下手段は、前記周辺の少なくとも一部を覆うように、捲り表示中の検査画
像を拡大表示するとともに、捲り表示中の検査画像の周辺を前記捲り表示中の検査画像に
比較し低輝度で表示することを特徴とする請求項１記載の検査画像表示装置。
【請求項５】
　同時に表示される前記N枚の検査画像および前記捲り表示中の検査画像は、前記検査画
像列から連続して取り出されることを特徴とする請求項１ないし４いずれか記載の検査画
像表示装置。
【請求項６】
　同時に表示される前記Ｎ枚の検査画像は、前記検査画像列上で所定の間隔で取り出され
、前記捲り表示中の検査画像は、前記検査画像列から連続して取り出されることを特徴と
する請求項１ないし４いずれか記載の検査画像表示装置。
【請求項７】
　前記第一の表示制御手段は、前記捲り表示が終了したときに、前記終了時点で表示され
ている検査画像を基準にして（Ｎ－１）枚の検査画像を前記検査画像列から取り出して前
記表示手段に表示することを特徴とする請求項１ないし６いずれか記載の検査画像表示装
置。
【請求項８】
　前記捲り開始検査画像を指定する指定手段を備えたことを特徴とする請求項１ないし７
いずれか記載の検査画像表示装置。
【請求項９】
　前記Ｎは９であり、９枚の検査画像が３行３列に配列され、捲り表示の実行が指示され
たときに、中央に位置する検査画像が捲り開始検査画像となることを特徴とする請求項１
ないし７いずれか記載の検査画像表示装置。
【請求項１０】
　前記第一の表示制御手段は、複数の検査画像列から、それぞれＮ枚の検査画像を取り出
し、前記検査画像列毎に別けた状態で前記表示手段に同時に表示することを特徴とする請
求項１ないし８記載の検査画像表示装置。
【請求項１１】
　検査画像列から、Ｎ枚の検査画像を取り出し、表示手段に並べて同時に表示するステッ
プと、
　捲り表示の実行が指示されたときに、前記Ｎ枚の検査画像の１つを捲り開始検査画像と



(3) JP 2010-131224 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

して、これに続く検査画像を前記検査画像列から取り出して、前記表示手段に順次表示す
るステップと、
　捲り表示中の検査画像の周辺を、前記捲り表示中の検査画像に比較し視認性が低下した
状態で前記表示手段に表示するステップと、を備えたことを特徴とする検査画像表示方法
。
【請求項１２】
　検査画像列を格納したサーバと、通信網を介して接続された検査画像表示装置とからな
る検査画像表示システムにおいて、
　前記検査画像表示装置は、
　表示手段と、
　前記サーバから取り込んだ前記検査画像列から、Ｎ枚の検査画像を取り出し、前記表示
手段に並べて同時に表示する第１の表示制御手段と、
　捲り表示の実行を指示する捲り表示指示手段と、
　捲り表示の実行が指示されたときに、前記Ｎ枚の検査画像の１つを捲り開始検査画像と
して、これに続く検査画像を前記検査画像列から取り出して、前記表示手段に順次表示す
る第２の表示制御手段と、
　捲り表示中の検査画像の周辺を、前記捲り表示中の検査画像に比較し視認しにくい状態
で前記表示手段に表示する視認性低下手段と、を備えたことを特徴とする検査画像表示シ
ステム。
【請求項１３】
　画像記憶メモリに記憶された検査画像列から、Ｎ枚の検査画像を取り出し、表示手段に
並べて同時に表示する機能と、
　操作部からの捲り表示の実行指示を受け付ける機能と、
　捲り表示の実行が指示されたときに、前記Ｎ枚の検査画像の１つを捲り開始検査画像と
して、これに続く検査画像を前記検査画像列から取り出し、前記表示手段に順次表示する
機能と、
　捲り表示中の検査画像の周辺を、前記捲り表示中の検査画像に比較し視認性が低下した
状態で前記表示手段に表示する機能と、をコンピュータに実現させるための検査画像表示
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療診断に用いられる検査画像を表示する検査画像表示装置、検査画像表示
システム、検査画像表示方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野において、画像撮影装置の進歩とともに検査画像の枚数が膨大化してい
る。特に、マルチスライスＣＴ装置では１回転の間に複数スライスの断層画像を同時に収
集するため、１回の撮影で患者から得られる検査画像の枚数がかなり多い。
【０００３】
　このように大量の検査画像がある場合、モニタのスクリーン上に複数枚の検査画像を同
時に並べて比較表示することで、効率よく読影することが一般的に行われている。たとえ
ば、同一患者の連続する断層画像を並べて比較したり、同一患者の過去の検査画像と現在
の検査画像を並べて比較することで病巣等の発見を行う。
【０００４】
　また、マルチスライスＣＴのように大量の断層画像が得られる場合には、スクリーンの
同一場所に断層画像を連続的に切り替え、順次表示することで、読影医が頭の中で３次元
のモデルをイメージしながら読影を行うことも行われている。このように、同一場所に、
複数の検査画像を切り替え順次表示していく方法のことを捲り表示とよぶ。
【０００５】
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　特許文献１には、捲り表示機能を備えた医療用画像表示装置が記載されている。この医
療用診断画像表示装置は、ＣＲＴ等のスクリーンに複数、例えば４枚の断層画像が２行２
列に配置されて同時に表示される。ジョイスティック型の可変調節器のキーを傾けること
で、その向きによって４枚の診断画像の中から所望の１枚が指定され、そしてキーの回転
量で捲り表示の速度が設定される。可変調節器の開始キーを操作すると、指定した断層画
像の表示位置で捲り表示が開始され、所定の速度で断層画像が次々に切り替わって表示さ
れる。この捲り表示中には、残りの３枚の断層画像は、そのまま静止画として表示されて
いる。
【特許文献１】特開２００２－３０１０６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、スクリーンに複数枚の検査画像が表示された状態から捲り表示を行う場
合、捲り表示中の検査画像の周囲にあるその他の検査画像も表示され続けているため、こ
れらが目障りになり、読影医は捲り表示中の検査画像に注目することができない問題があ
った。特に、精細な読影が必要とされ表示の輝度を高めにしている場合や、付帯情報とし
て検査画像にカラーでマーキングしている場合において、その他の検査画像が視界に入る
と、読影の際に大きな妨げとなる。
【０００７】
　また、捲り表示の途中で注目したい検査画像が見つかり捲り表示を停止した場合、その
他の検査画像は捲り表示開始時のものであるため、注目したい検査画像との比較読影がで
きず、病巣を発見しづらいという問題があった。
【０００８】
　また、断層画像の読影を行う場合、スクリーン上に初期表示される複数枚の検査画像は
一端からの連続画像であり、マルチスライスＣＴのように大量の断層画像が得られるよう
な場合、捲り表示を開始したい検査画像までコマ送りするのに時間がかかり、非効率的で
あった。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑み、複数枚の検査画像が表示された状態から捲り表示を行う場
合に、読影の視界に妨げのない捲り表示を行うことを目的とする。
【００１０】
　また、本発明は、捲り表示の終了後も、捲り表示前と同様な比較読影が行えるようにす
ることを目的とする。
【００１１】
　更に、本発明は、捲り開始検査画像に迅速に到達できるようにして、読影の効率を向上
させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明の検査画像表示装置は、検査画像列からＮ枚（少なく
とも２枚以上）の検査画像を取り出し、表示手段に並べて同時に表示する第１の表示制御
手段と、捲り表示の実行を指示する捲り表示指示手段と、捲り表示の実行が指示されたと
きに、Ｎ枚の検査画像の１つを捲り開始検査画像として、これに続く検査画像を検査画像
列から取り出して、表示手段に順次表示する第２の表示制御手段と、捲り表示中の検査画
像の周辺を、捲り表示中の検査画像に比較し視認しにくい状態で表示手段に表示する視認
性低下手段とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、視認性低下手段は、周辺を捲り表示中の検査画像に比較し低輝度で表示すること
を特徴とする。
【００１４】
　また、視認性低下手段は、周辺の少なくとも一部を覆うように、捲り表示中の検査画像
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を拡大表示することを特徴とする。
【００１５】
　また、視認性低下手段は、周辺の少なくとも一部を覆うように、捲り表示中の検査画像
を拡大表示するとともに、捲り表示中の検査画像の周辺を捲り表示中の検査画像に比較し
低輝度で表示することを特徴とする。
【００１６】
　また、同時に表示されるＮ枚の検査画像および捲り表示中の検査画像は、検査画像列か
ら連続して取り出されることを特徴とする。
【００１７】
　また、同時に表示されるＮ枚の検査画像は、検査画像列上で所定の間隔で取り出され、
捲り表示中の検査画像は、検査画像列から連続して取り出されることを特徴とする。
【００１８】
　また、第一の表示制御手段は、捲り表示が終了したときに、終了時点で表示されている
検査画像を基準にして（Ｎ－１）枚の検査画像を検査画像列から取り出して表示手段に表
示することを特徴とする。
【００１９】
　また、捲り開始検査画像を指定する指定手段を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　また、Ｎは９であり、９枚の検査画像が３行３列に配列され、捲り表示の実行が指示さ
れたときに、中央に位置する検査画像が捲り開始検査画像となることを特徴とする。
【００２１】
　また、第一の表示制御手段は、複数の検査画像列から、それぞれＮ枚の検査画像を取り
出し、検査画像列毎に別けた状態で表示手段に同時に表示することを特徴とする。
【００２２】
　本発明の検査画像表示方法は、検査画像列から、Ｎ枚の検査画像を取り出し、表示手段
に並べて同時に表示するステップと、捲り表示の実行が指示されたときに、Ｎ枚の検査画
像の１つを捲り開始検査画像として、これに続く検査画像を検査画像列から取り出して、
表示手段に順次表示するステップと、捲り表示中の検査画像の周辺を、捲り表示中の検査
画像に比較し視認性が低下した状態で表示手段に表示するステップと、を備えたことを特
徴とする。
【００２３】
　本発明の検査画像表示システムは、検査画像列を格納したサーバと、通信網を介して接
続された検査画像表示装置とからなる検査画像表示システムにおいて、検査画像表示装置
は、表示手段と、サーバから取り込んだ検査画像列から、Ｎ枚の検査画像を取り出し、表
示手段に並べて同時に表示する第１の表示制御手段と、捲り表示の実行を指示する捲り表
示指示手段と、捲り表示の実行が指示されたときに、Ｎ枚の検査画像の１つを捲り開始検
査画像として、これに続く検査画像を検査画像列から取り出して、表示手段に順次表示す
る第２の表示制御手段と、捲り表示中の検査画像の周辺を、捲り表示中の検査画像に比較
し視認しにくい状態で表示手段に表示する視認性低下手段と、を備えたことを特徴とする
。
【００２４】
　本発明の検査画像表示プログラムは、画像記憶メモリに記憶された検査画像列から、Ｎ
枚の検査画像を取り出し、表示手段に並べて同時に表示する機能と、操作部からの捲り表
示の実行指示を受け付ける機能と、捲り表示の実行が指示されたときに、Ｎ枚の検査画像
の１つを捲り開始検査画像として、これに続く検査画像を検査画像列から取り出し、表示
手段に順次表示する機能と、捲り表示中の検査画像の周辺を、捲り表示中の検査画像に比
較し視認性が低下した状態で表示手段に表示する機能と、をコンピュータに実現させる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、捲り表示位置の周辺は視認性が低下されるため、捲り表示位置に視点
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を固定しやすく、周囲の画像が邪魔にならないため、読影効率を向上することができる。
【００２６】
　さらに、捲り表示中の検査画像を大きなサイズで表示する場合は、読影がしやすく病巣
の見落としを防止することができる。
【００２７】
　さらに、捲り表示が終了したときに、捲り表示終了時点での検査画像を基準として（Ｎ
－１）枚の検査画像を検査画像列から取り出して、捲り表示位置の周辺にある検査画像を
表示更新するため、捲り表示前と同様な状態で読影を続行することができる。特に、連続
してＮ枚の検査画像を取り出して表示する場合は、捲り表示後に複数枚の連続した検査画
像を比較しながら読影を行うことが可能となり、使い勝手が向上する。
【００２８】
　またさらに、捲り表示の前に表示されるN枚の検査画像を検査画像列から所定の間隔で
取得することで、大量枚数の検査画像があった場合でも、病巣等があると医師が推定され
、捲り表示を行いたい検査画像に迅速に到達するため、病巣の発見までの時間を短縮して
読影作業効率を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
（第一の実施形態）
　図１は、本発明に係る検査画像表示装置２を含む放射線撮影システムの概略構成を示す
ものである。本実施形態では、放射線画像などの医療検査画像を取得するためのモダリテ
ィ１と、検査画像を取得する際にモダリティ１を制御するための撮影条件を入力し、撮影
された検査画像を検定するためのコンソール３、撮影された検査画像を一定期間保存する
ためのサーバ４、サーバ４に保存された検査画像を表示して読影を行うための検査画像表
示装置２で構成され、これらは院内ＬＡＮ５に接続されている。
【００３０】
　放射線撮影システムで患者を撮影する場合には、医者または放射線技師がコンソール３
を操作して、撮影時間、放射線量などの撮影条件の設定や、患者名などの患者ＩＤを入力
する。モダリティ１がマルチスライスＣＴ装置の場合には、撮影された多数の検査画像が
コンソール３に送られる。このコンソール３は、各検査画像にフレーム番号（ファイル番
号）を付与して、ハードディスクに記録する。
【００３１】
　前記ハードディスクには、１回の検査で撮影された多数の検査画像群が記録されている
。この検査画像群は図２に示すように、フレーム番号に基づいて撮影順に並んだ検査画像
列８を構成する。前記コンソール３で検査画像を確認してから、患者ＩＤとともに検査画
像列８が、画像保存用のサーバ４に送信され、画像データベースに保存される。なお、こ
のサーバ４には、複数の患者の検査画像列８が、患者毎、撮影日時毎等で分類され、検索
可能に保存されている。
【００３２】
　画像診断時には、まず診断すべき患者ＩＤを前記検査画像表示装置２に入力する。この
患者ＩＤに基づいてサーバ４の画像データベースが検索され、該当する検査画像列８がサ
ーバ４から読み出され、院内ＬＡＮ５を経由して検査画像表示装置２に取り込まれる。読
影医は、検査画像列８をコマ送りしながら比較読影をしたり、特定の検査画像から捲り表
示を行って病巣などの診断を行う。
【００３３】
　検査画像表示装置２の概略を示す図３において、通信ＩＦ２１は、院内ＬＡＮ５に接続
されており、サーバ４へ患者ＩＤを送信し、またサーバ４から検査画像列８受信する。こ
の受信した検査画像列８は、画像メモリ２２に記憶される。
【００３４】
　制御部２３はＣＰＵで構成されており、ＲＯＭ（図示せず）に格納された検査画像表示
プログラムによって、１枚表示制御部２３１、４枚表示制御部２３２、視認性低下部２３
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３、捲り表示制御部２３４として機能する。１枚表示制御部２３１は、表示部２５のスク
リーン（表示画面）２５ａ（図１参照）に、１枚の検査画像を大きなサイズで表示する。
４枚表示制御部２３２は、４枚の検査画像を２行２列に配列してスクリーン２５ａに表示
する。また、この４枚表示制御部２３２は、コマ送りでは４枚単位でスクロールする。
【００３５】
　前記４枚単位のスクロールは、コマ送りが早いので、短時間で読影が終了したり、ある
いは捲り表示が開始される検査画像（捲り開始検査画像）に短時間で到達することが可能
となる。なお、４枚単位のスクロールでは、４枚単位で表示されるから、端数となる画像
が、その前後検査画像と比較することができないことがあるため、４枚表示の状態で１枚
ずつスクロールしてもよい。また、スクリーン２５ａに同時に表示する検査画像の枚数は
、２枚、６枚等、何枚であってもよい。
【００３６】
　捲り表示制御部２３４は、同時に表示された４枚の検査画像の中から、指定された位置
にある検査画像を捲り開始検査画像として、検査画像列８上でこれに続く検査画像を所定
の速度で順番に表示する。視認性低下部２３３は、捲り表示中に、その周囲にあって、静
止している検査画像が目障りにならないように、視認性を低下する。
【００３７】
　V－RAＭ２６は、１枚の検査画像、または４枚の検査画像を合成した画像を一時的に記
憶する。このV－RAＭ２６に記憶された画像は、表示部２５に送られて、そのスクリーン
２５ａに表示される。表示部２５としては、高輝度型のＣＲＴ、液晶ディスプレイ、プラ
ズマディスプレイなどが用いられる。なお、複数の読影医で診断する場合には、表示部２
５としてプロジェクタが用いられる。
【００３８】
　操作部２４は、キーボード２４１、マウス２４２などから構成され、検査画像列８の取
り込み、検査画像の表示切替え、捲り表示の実行などを指示する。なお、操作部２４とし
ては、ジョイスティック等を用いてもよい。
【００３９】
　次に、図４ないし図７を参照して第１実施形態の作用について説明する。まず、検査画
像表示装置２のキーボード２４１を操作して患者ＩＤを入力する。サーバ４の画像データ
ベースが検索され、該当検査画像列８が読み出され、院内ＬＡＮ５、通信ＩＦ２１を経由
して、検査画像列８が画像メモリ２２に取り込まれる。なお、同一患者に対して、撮影日
などが異なった複数の検査画像列８が存在する場合には、例えば、撮影日、患者名等を見
出しとしてタイトルを表示し、その中から所望のものを操作部２４で選択する。
【００４０】
　通常は４枚表示制御部２３２が作動しているから、画像メモリ２２内の検査画像列８か
ら、フレーム番号１～４の検査画像が読み出され、V－RAＭ２６上で合成されてから、図
５に示すように表示部２５のスクリーン２５ａに、２行２列で表示される（ステップＳ１
）。なお、４枚の検査画像は、左上から右下に向かって順番に配列されることが好ましい
が、右上から左下に向かって順番に配列されてもよい。
【００４１】
　キーボード２４１のシフトキーを操作すると、４枚単位でコマ送りが行われ、フレーム
番号が５～８の検査画像がスクリーン２５ａに表示される。４枚単位のコマ送りをしなが
ら、比較読影をして、病巣の診断を行う。
【００４２】
　４枚表示中に、ある検査画像をじっくりと観察したい場合は、キーボード２４１を操作
して１枚表示を選択する。次に、ポインタ６２を合わせてからマウス２４２をクリックし
て、観察したい検査画像を指定する。１枚表示が選択されると、１枚表示制御部２３１が
作動を開始し、指定された検査画像を４倍のサイズでスクリーン２５ａに表示する。１枚
表示中に、キーボード２４１を操作して４枚表示を選択すると、４枚表示制御部２３２が
作動して、元の４枚の検査画像が表示される。
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【００４３】
　次に捲り表示について説明する。図５では、検査画像列８上で連続したＮ１～Ｎ４の検
査画像がスクリーン２５ａに表示されている。この状態で捲り表示をする場合には、ポイ
ンタ６２を「ＣＩＮＥ」と表示された捲り表示ボタン６３に合わせてから、マウス２４２
をクリックする。捲り表示制御部２３４はマウス２４２のクリックで捲り表示が選択され
たと判断する（ステップＳ２）。
【００４４】
　次に、捲り表示を開始したい検査画像、例えば検査画像Ｎ２にポインタ６２を合わせて
から、マウス２４２をクリックする。捲り表示制御部２３４は、検査画像Ｎ２を捲り開始
検査画像を判断する（ステップＳ３）。
【００４５】
　捲り開始検査画像が指定されると、視認性低下部２３３が作動し、図６に示すように、
その周辺にある３個の検査画像Ｎ１、Ｎ３、Ｎ４の輝度を、検査画像Ｎ２に比較し低輝度
で表示させる（ステップＳ４）。この図６では、ドットを付して輝度を低下した部分を表
している。これにより、周辺が目立たなくなるから、読影医は、捲り開始検査画像Ｎ２が
位置する捲り位置に視点を固定することが可能となる。この輝度低下は、３つの検査画像
Ｎ１、Ｎ３、Ｎ４に対して、画素信号の値を小さくしたり、３つの検査画像Ｎ１、Ｎ３、
Ｎ４にグレイの画像を重ねて合成表示することで行われる。画素信号の値は最小にして黒
で表示されるようにしてもよい。なお、捲り表示中の検査画像の周辺として、検査画像Ｎ
１、Ｎ３、Ｎ４とともに、画面枠６１の輝度を低下させてもよい。
【００４６】
　捲り開始検査画像の指定後に、ポインタ６２をスタートボタン６４に合わせてからマウ
ス２４２をクリックすると、捲り表示制御部２３４は、図７に示すように、検査画像Ｎ２
が表示されている位置を捲り位置（捲り表示領域）とし、この捲り位置上で捲り表示を開
始する（ステップＳ５）。この捲り表示では、図２に示す検査画像列８上で、捲り開始検
査画像Ｎ２に続く検査画像Ｎ３、Ｎ４・・・を画像メモリ２２から読み出し、所定の速度
でスクリーン２５ａに順次表示する。この捲り表示中には、検査画像Ｎ１、Ｎ３、Ｎ４は
輝度が低下した状態で静止している。読影医は、捲り表示中の検査画像から、３次元の画
像をイメージしながら、病巣の有無や位置を診断する。
【００４７】
　捲り表示を終了する場合は、ポインタ６２をストップボタン６５に合わせてからマウス
２４２をクリックする（ステップＳ６）。ストップボタン６５がクリックされると、捲り
表示制御部２３４が作動を停止し、代わりに４枚表示制御部２３２が作動する。なお、ス
トップボタン６５が操作されなかった場合は、検査画像列８の端にある検査画像に到達し
たときに表示は自動的に停止する。
【００４８】
　図７に示すように、検査画像Ｎ２０が表示された時点で捲り表示の終了が指示された場
合は、４枚表示制御部２３２は、検査画像Ｎ２０の前後に続く３枚の検査画像Ｎ１９、Ｎ
２１、Ｎ２２を画像メモリ２２から取り出す。そして、静止していた検査画像Ｎ１、Ｎ３
、Ｎ４に代えて、検査画像Ｎ１９、Ｎ２１、Ｎ２２を検査画像Ｎ２０と合成し、４枚の検
査画像Ｎ１９～Ｎ２２を所定の明るい状態でスクリーン２５ａに表示する（ステップＳ７
）。これにより、４枚表示に戻るから、前述した手順でコマ送りしながら比較読影を続行
することができる。
【００４９】
（第２実施形態）
　図８および図９は、捲り表示領域を拡大して表示する第２実施形態を示すものである。
この実施形態では、視認性低下部２３３は、捲り表示領域を拡大し、捲り表示中の検査画
像を大きなサイズで表示する（ステップＳ１４）。これにより、周辺に存在する検査画像
Ｎ１、Ｎ３、Ｎ４の一部が覆われるから、その視認性を低下させることができる。なお、
図８のステップＳ１１～Ｓ１３、Ｓ１５～Ｓ１８は、図４に示すステップＳ１～Ｓ７と実
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質的に同じであるため、符号のみを付して説明は省略する。
【００５０】
　周辺の一部が覆うように、捲り表示領域を拡大するだけでも、周辺の視認性の低下には
効果があるが、この実施形態では図９においてドットで表したように、周辺の輝度を低下
させて、一層目立たなくしている。なお、画面枠６１の一部も覆うように検査画像Ｎ２を
拡大してもよいし、検査画像Ｎ１、Ｎ３、Ｎ４の全部を覆うように、検査画像Ｎ２を拡大
してもよい。
【００５１】
（第３実施形態）
　図１０に示す第３実施形態では、連続した９枚の検査画像が３行３列に配置されてスク
リーン２５ａに表示され、その中央にある検査画像が捲り開始検査画像となるように定め
てある。この場合には、図３に示す制御部２３に、９枚表示制御部が設けられる。
【００５２】
　この実施形態では、捲り表示ボタンをマウス２４２でクリックすると、中央に位置する
検査画像Ｎ５が拡大され、そして周辺の輝度が低下されてから、捲り表示が実行される。
捲り表示を終了する場合には、ストップボタン６５をクリックする。
【００５３】
　スクリーン２５ａには、９枚の検査画像が表示されるため、各検査画像のサイズが小さ
いが、捲り表示中は拡大されるから、観察がし易くなる。なお、捲り表示中の検査画像は
拡大されるから、周辺の輝度を低下させなくとも、ある程度の視認性を確保することがで
きる。
【００５４】
（第４実施形態）
　前記各実施形態では、４枚表示中には、連続する４枚の検査画像がスクリーン２５ａに
表示されている。この場合には、フレーム番号が「１」の検査画像から順に表示されるた
め、病巣が存在していると予測され、捲り表示をした部位の検査画像に到達するまでに時
間がかかる。そこで、この実施形態では、図１１に示すように、ｎ枚の間隔で、Ｎ（ｉ）
、Ｎ（ｉ＋ｎ）、Ｎ（ｉ＋２ｎ）、Ｎ（ｉ＋３ｎ）の検査画像を検査画像列８から抽出し
、得られた４枚の検査画像を並べてスクリーン２５ａに表示する。
【００５５】
　この４枚表示中には、４枚単位でコマ送りされ、例えばＮ（ｉ＋４ｎ）、Ｎ（ｉ＋５ｎ
）、Ｎ（ｉ＋６ｎ）、Ｎ（ｉ＋７ｎ）の４枚の検査画像が表示される。これにより、コマ
送りを迅速に行うことができる。
【００５６】
　この４枚表示中に、第１実施形態と同様に、捲り開始検査画像を指定して捲り表示を実
行することができる。例えば、図６と同様に、スクリーン２５ａの右上に表示されている
Ｎ（ｉ＋５ｎ）を捲り開始検査画像と指定したときには、これに連続したＮ（ｉ＋５ｎ＋
１）、Ｎ（ｉ＋５ｎ＋２）、Ｎ（ｉ＋５ｎ＋３）・・・・が所定速度で順次表示される。
この場合、周辺に位置する検査画像Ｎ（ｉ＋４ｎ）、Ｎ（ｉ＋６ｎ）、Ｎ（ｉ＋７ｎ）は
、輝度が下げられて静止している。
【００５７】
　例えば、Ｎ（ｉ＋５ｎ＋ｋ）の検査画像が表示された時点で捲り表示を停止させると、
Ｎ（ｉ＋５ｎ＋ｋ）を基準とし、Ｎ（ｉ＋４ｎ＋ｋ）、Ｎ（ｉ＋６ｎ＋ｋ）、Ｎ（ｉ＋７
ｎ＋ｋ）の検査画像が検査画像列８から取り出され、Ｎ（ｉ＋５ｎ＋ｋ）とともに４枚の
検査画像として表示される。
【００５８】
　捲り表示後は、連続した４枚の検査画像を比較読影する方が便利なこともある。そこで
、捲り表示終了検査画像をＮ（ｉ＋５ｎ＋ｋ）としたときに、Ｎ（ｉ＋５ｎ＋ｋ－１）、
Ｎ（ｉ＋５ｎ＋ｋ＋１）、Ｎ（ｉ＋５ｎ＋ｋ＋２）の検査画像を取り出し、連続する４枚
の検査画像を表示してもよい。
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【００５９】
（第５実施形態）
　複数の検査画像列から検査画像をそれぞれ取り出して並べて表示し、これらを比較読影
することで診断が容易になることがある。図１２に示すように、撮影日が異なった同一患
者の２種類の検査画像列３０、３１から、連続する２枚の検査画像をそれぞれ取り出し、
スクリーン２５ａに表示する。図１３では、検査画像列３０から取り出した２枚の検査画
像Ｎ１、Ｎ２が縦方向に並んで表示され、検査画像列３１から取り出した２枚の検査画像
Ｍ１、Ｍ２が、その横で縦方向に並んで表示されている。なお、同じ検査画像列の２枚の
検査画像を横方向に配列してもよい。
【００６０】
　この実施形態では、捲り位置が第一行目に指定されているから、捲り表示ボタン６３に
ポインタを合わせてから、マウス２４２をクリックすると、検査画像Ｎ１とＭ１の２つの
位置で捲り表示が開始される。この捲り表示中は、第２行目の検査画像Ｎ２、Ｍ２は輝度
が低下した状態で静止している。
【００６１】
　この捲り表示では、２つの検査画像列３０、３１から、連続する検査画像がそれぞれ１
枚ずつ取り出され、所定の速度で表示される。なお、ストップボタン６５をクリックする
と、２つの検査画像列３０、３１の捲り表示が同時に停止する。捲り表示の終了後は、第
１行の検査画像に続く、次の検査画像が各検査画像列３０、３１から取り出され、所定の
明るい検査画像として第２行に表示される。
【００６２】
　２種類の検査画像列３０、３１としては、健康な人の検査画像列３０と、読影を必要と
する患者の検査画像列３１であってもよい。更に、各検査画像列３０、３１から２枚を取
り出しているが、１枚、３枚、４枚等、任意の枚数であってもよい。
【００６３】
　前述した各実施形態では、捲り表示時は、捲りの方向が順方向（フレーム番号が増加す
る方向）であるが、捲り開始検査画像に続く逆方向（フレーム番号が減少する方向）もで
きるように、捲り方向を指定するボタンをスクリーン２５ａに表示してもよい。
【００６４】
　更に、スタートボタン６４を省略し、代わりに捲り開始検査画像をマウス２４２でダブ
ルクリックした時に、捲り表示が実行されるようにしてもよいし、捲り表示ボタン６３を
省略し、スタートボタン６４の押下とともに捲り表示が実行されるようにしてもよい。ま
た、操作部２４によって捲り速度を任意に設定可能としてもよい。更に、捲り表示は、所
定の枚数だけ行われたときに、自動的に停止する構成でもよい。
【００６５】
　また、マウス２４２のホイールの回転が開始されたときに、捲り表示の実行を開始する
とともに、その回転方向で捲り方向（順方向、逆方向）を指定してもよいし、回転速度か
ら捲り表示速度を定めてもよい。この場合に、ホイールの回転を停止したときに、捲り表
示が停止する。また、この場合、マウス２４２のポインタがあたっている検査画像を捲り
開始検査画像としてもよい。
【００６６】
　また、マウス２４２を１回クリックする毎に、又はキーを１回押すごとに、１枚ずつ検
査画像を捲り表示してもよい。
【００６７】
　検査画像表示装置２は、検査画像列８をサーバ４から取り込んで、画像メモリ２２に格
納している。この代わりに、スクリーン２５ａに表示すべき検査画像を指定してサーバ４
内の検査画像列８からその都度取り出してもよい。こうすると、画像メモリ２２の容量が
小さくて済む。
【００６８】
　また、検査画像は、医療における検査画像だけではなく、機器製品、材料等を非破壊で
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内部検査するための産業用途において撮影された画像であってもよい。この場合、検査画
像列として、機器製品、材料毎の断層画像を捲り表示で検査し、異常個所を判断する。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】放射線撮影システムの構成図である。
【図２】放射線撮影システムで撮影された検査画像列を示す説明図である。
【図３】本発明の検査画像表示装置の一例を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態における検査画像の表示手順を示すフローチャートである
。
【図５】捲り表示前の表示状態を示す図である。
【図６】捲り表示中の表示状態を示す図である。
【図７】捲り表示を示す説明図である。
【図８】本発明の第２実施形態における検査画像の表示手順を示すフローチャートである
。
【図９】本発明の第２実施形態における捲り表示中の表示状態を示す図である。
【図１０】本発明の第３実施形態における捲り表示中の表示状態を示す図である。
【図１１】本発明の第４実施形態における検査画像の取り出しを示す説明図である。
【図１２】本発明の第５実施形態に用いられる２種類の検査画像列を示す説明図である。
【図１３】本発明の第５実施形態における捲り表示中の表示状態を示す図である。
【符号の説明】
【００７０】
２　検査画像表示装置
２５ａ　スクリーン
６２　ポインタ
６３　捲り表示ボタン
６４　スタートボタン
６５　ストップボタン
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