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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーダ情報と当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像との整合性をチェックし、
当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像の画質が診断において許容範囲内であるか
否かをチェックするための検像装置において、
　外部機器から、前記オーダ情報、当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像及び当
該医用画像の撮影状況に基づいて作成された撮影評価に関する情報を受信する通信部と、
前記医用画像と前記撮影評価に関する情報とを前記オーダ情報に基づいて対応付け、当該
対応付けられた医用画像及び撮影評価に関する情報を前記オーダ情報とともに画面上に表
示する制御を行う制御部と、
　を備えた検像装置。
【請求項２】
　前記制御部は、検像するユーザに対して注意を喚起するための識別標識を前記撮影評価
に関する情報に付し、識別標識が付された撮影評価に関する情報を画面上に表示する制御
を行う請求項１に記載の検像装置。
【請求項３】
　前記撮影評価に関する情報は、前記医用画像を撮影したユーザが撮影状況を踏まえて予
め定められたフォーマット上にて作成した情報であって、撮影状況を示す項目ごとに評価
した情報又は撮影を総合評価した情報を含み、
　前記制御部は、前記撮影状況を示す項目ごとに予め定められた判断基準に基づいて、前
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記撮影状況を示す項目ごとに、前記識別標識を前記撮影評価に関する情報に付す請求項２
に記載の検像装置。
【請求項４】
　前記撮影評価に関する情報をオーダ情報ごとに累積して記憶する記憶部と、
　前記制御部は、前記累積して記憶されている撮影評価に関する情報をＣＳＶ形式のデー
タに変換する請求項１～３の何れか一項に記載の検像装置。
【請求項５】
　オーダ情報及び当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像を送信する情報処理シス
テムと、前記オーダ情報と前記医用画像との整合性をチェックし、前記医用画像の画質が
診断において許容範囲内であるか否かをチェックするための検像装置と、を含む検像シス
テムにおいて、
　前記情報処理システムは、前記オーダ情報及び前記医用画像とともに、前記医用画像の
撮影状況に基づいて作成された撮影評価に関する情報を前記検像装置に送信し、
　前記検像装置は、前記情報処理システムから、前記オーダ情報、前記医用画像及び当該
医用画像の撮影状況に基づいて作成された撮影評価に関する情報を受信する通信部と、前
記医用画像と前記撮影評価に関する情報とを前記オーダ情報に基づいて対応付け、当該対
応付けられた医用画像及び撮影評価に関する情報を前記オーダ情報とともに画面上に表示
する制御を行う制御部と、
　を備える検像システム。
【請求項６】
　前記情報処理システムは、前記撮影評価に関する情報をＤＩＣＯＭ通信又はＴＣＰ／Ｉ
Ｐ通信により前記検像装置に送信する請求項５に記載の検像システム。
【請求項７】
　前記情報処理システムは、前記撮影評価に関する情報を前記医用画像に付帯させ、前記
撮影評価に関する情報が付帯された医用画像をＤＩＣＯＭ通信により前記検像装置に送信
する請求項５に記載の検像システム。
【請求項８】
　前記情報処理システムは、前記オーダ情報及び前記撮影評価に関する情報を検像装置に
送信するＲＩＳと、前記医用画像を検像装置に送信するモダリティと、から構成される請
求項５～７の何れか一項に記載の検像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検像装置及び検像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院や診療所では、モダリティを用いた検査が行われる。「モダリティ」とは、例えば
Ｘ線撮影装置、ＭＲＩ撮影装置、ＣＴ撮影装置等の医療機器をいう。通常、モダリティは
撮影業務を専門に行う技師により操作され、撮影専門の技師の操作により患者を撮影して
医用画像を生成する。撮影により生成された医用画像は、この後、検像装置に送信される
。
【０００３】
　「検像装置」とは、モダリティにより撮影された医用画像を画面上に表示して検像する
ための装置である。「検像」とは、（１）画面上に表示された医用画像が診断において許
容される範囲内であるか否かチェックすること、又は、許容範囲内でない場合にはそれを
修正すること、（２）画像に付帯された情報の真正性を確認し、問題があった時修正を行
うことをいう。「真正性」とは、医師の依頼内容、検査の予約内容、検査の実施内容、検
査を受けた患者の情報などは何れも正確であることをいう。
【０００４】
　検像が行われる場所は、ダブルチェックによる安全確保、情報に関する責任の所在、画
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質の再現性確保等の観点から、モダリティによる撮影が行われる場所とは異なる場所であ
ることが望ましく、また異なる場所であるのが一般的である。すなわち、多くの病院や診
療所では、撮影室にて撮影専門の技師によりモダリティによる撮影が行われ、撮影により
生成された医用画像はネットワークを介して撮影室とは異なる場所に設置された検像装置
に集中送信される。そして、そこで検像専門の技師により検像が行われることになる。
【０００５】
　検像専門の技師は、迅速かつ適切に、例えば医用画像の画質低下についてチェックし、
画質低下があった場合にはそれが通常の診断において許容できる範囲内か否かチェックし
、許容範囲内でない場合には撮影専門の技師に対して再度の撮影を依頼するか、或いは許
容範囲内になるよう画像処理等を施す。
【０００６】
　診断において許容範囲内であると判断された、又は許容範囲内になるよう画像処理が施
された検像済み医用画像は、管理サーバに送信され、その後医師による診断に供されるこ
とになる。なお、ここでいう管理サーバは一般に、ＰＡＣＳ（Picture Archiving and Co
mmunication System）と呼ばれる。
　検像装置又は検像装置を含むシステムについては、例えば下記に示す特許文献１に記載
の技術が存在する。
【０００７】
　特許文献１には、他の装置（モダリティ）から医用画像を受信して画像処理を行い、画
像処理された医用画像を他の装置（ＰＡＣＳ）に送信する医用画像処理装置（検像装置）
であって、受信された医用画像の統計的性質を解析してその結果が適正範囲から外れてい
るとき、適正範囲外であることを警告する検像装置又はシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２９０３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載の技術では、撮影専門の技師による撮影評価を検像専門の技
師が把握することができないために、万全なチェックが図れるとはいえない。具体的には
、以下の通りである。
【００１０】
　検像専門の技師は、上述したように、ダブルチェックによる安全性確保等の観点から撮
影専門の技師とは異なり、また異なる場所で業務を行っている場合が多い。そのため、検
像専門の技師は、例えば呼吸を一定期間停止する撮影時に患者がどの程度動いたか、或い
は、造影剤が特定使用量分だけ適切に注射されたか否か等の撮影状況について、把握する
ことができない。すなわち、検像専門の技師は、撮影専門の技師による評価を把握するこ
となく検像を行うことになる。よって、検像専門の技師は、撮影評価に応じて個別に必要
なチェックを行うことはできず、同一オーダに基づいて生成された医用画像であれば全て
同様に検像することしかできない。これでは、検像により万全なチェックが図れるとはい
えない。
【００１１】
　本発明の課題は、検像専門の技師が撮影専門の技師による撮影評価を容易に把握し得る
検像装置又は検像システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、オーダ情報と当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像との整合
性をチェックし、当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像の画質が診断において許
容範囲内であるか否かをチェックするための検像装置において、
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　外部機器から、前記オーダ情報、当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像及び当
該医用画像の撮影状況に基づいて作成された撮影評価に関する情報を受信する通信部と、
前記医用画像と前記撮影評価に関する情報とを前記オーダ情報に基づいて対応付け、当該
対応付けられた医用画像及び撮影評価に関する情報を前記オーダ情報とともに画面上に表
示する制御を行う制御部と、
を備えた検像装置が提供される。
【００１３】
　また、本発明によれば、オーダ情報及び当該オーダ情報に基づいて撮影された医用画像
を送信する情報処理システムと、前記オーダ情報と前記医用画像との整合性をチェックし
、前記医用画像の画質が診断において許容範囲内であるか否かをチェックするための検像
装置と、を含む検像システムにおいて、
　前記情報処理システムは、前記オーダ情報及び前記医用画像とともに、前記医用画像の
撮影状況に基づいて作成された撮影評価に関する情報を前記検像装置に送信し、
　前記検像装置は、前記情報処理システムから、前記オーダ情報、前記医用画像及び当該
医用画像の撮影状況に基づいて作成された撮影評価に関する情報を受信する通信部と、前
記医用画像と前記撮影評価に関する情報とを前記オーダ情報に基づいて対応付け、当該対
応付けられた医用画像及び撮影評価に関する情報を前記オーダ情報とともに画面上に表示
する制御を行う制御部と、
　を備える検像システムが提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、検像専門の技師が撮影専門の技師による撮影評価を容易に把握するこ
とができる。よって、検像専門の技師は、撮影評価に応じて個別に医用画像を検像するこ
とができ、生成された医用画像について万全なチェックを図ることができる。更には、撮
影評価を参照して迅速かつ適切なチェックを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】検像システムの全体構成を示す図である。
【図２】ＲＩＳの画面に表示される撮影評価に関する情報の一例を示す図である。
【図３】検像装置の画面に表示される撮影評価に関する情報の一例を示す図である。
【図４】検像装置の機能ブロック図を示す図である。
【図５】検像装置の表示処理を示す図である。
【図６】検像装置の画面例を示す図である。
【図７】撮影評価に関する情報の利用例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本実施形態における検像装置又は検像システムの構成及び動作について、図面を用いて
詳細に説明する。なお、本実施形態は本発明の一例に過ぎず、本発明はこれに限定される
ものではない。
【００１７】
　図１に、検像システム１０の全体構成を示す。
　検像システム１０は、ＲＩＳ１、モダリティ２、検像装置３、ＰＡＣＳ４等を備えて構
成される。各装置（１～４）はＬＡＮやＷＡＮにより通信可能に接続されており、通信規
格は例えばＨＬ７（Health Level 7）又はＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communicat
ion in Medicine）等が採用される。
【００１８】
　ＲＩＳ１は、患者情報又は検査情報を登録して一元管理するための端末である。
　なお、「ＲＩＳ」とは、本来、「Radiology Information System」の略であり放射線情
報システムを意味するが、ここでは放射線情報システムを利用して患者情報又は検査情報
を一元管理する端末として説明する。
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【００１９】
　「患者情報」とは、患者を特定するための情報であり、例えば患者ＩＤ、氏名、性別、
生年月日等が含まれる。また、「検査情報」とは、検査を特定するための情報であり、例
えば検査ＩＤ、モダリティ情報、撮影情報等が含まれる。
　以下の説明では、ＲＩＳ１により一元管理される患者情報又は検査情報を総称して「オ
ーダ情報」と表現する。なお、オーダ情報は、図示しない受付端末からＨＩＳ（Hospital
 Information System）によりＲＩＳ１に送信されるか、或いはＲＩＳ１にて撮影専門の
技師に直接入力される。
【００２０】
　ＲＩＳ１は、登録されたオーダ情報ｄ１をモダリティ２又は検像装置３に送信する。ま
た、本実施形態では、ＲＩＳ１は撮影評価に関する情報ｄ３を検像装置３に送信する。な
お、撮影評価に関する情報ｄ３は、後述するように、医用画像ｄ２と直接には関係のない
情報であることから、ＲＩＳ１と検像装置３との間における撮影評価に関する情報ｄ３の
やりとりは、必ずしもＤＩＣＯＭ通信である必要はなく、通常のＴＣＰ／ＩＰ通信であっ
てもよい。
【００２１】
　図２に、ＲＩＳ１の画面に表示される撮影評価に関する情報ｄ３の一例を示す。
　「撮影評価に関する情報」とは、撮影専門の技師が撮影状況を踏まえた上で、撮影状況
を示す項目ごとに評価した情報又は撮影を総合評価した情報を含むものである。
【００２２】
　「撮影状況を示す項目」とは、検査内容ごとに異なるフォーマットにて予め定められた
項目である。フォーマットは、ＲＩＳ１にて記憶されている。
【００２３】
　「撮影状況を示す項目ごとに評価した情報」とは、フォーマットにて予め定められた項
目（例えば、「ＩＶ良好」、「造影剤漏れなし」、「撮影タイミング良好」…等）につい
てのチェックの有無に関する情報をいう。
【００２４】
　「撮影を総合評価した情報」とは、現場で実際に撮影を行った撮影専門の技師による総
合的な評価に関する情報であり、例えば１～５までの範囲のうちの何れかの数値である。
数値は、撮影専門の技師が自己評価に基づいてＲＩＳ１にて入力する。撮影専門の技師は
、撮影は上出来きであると判断した場合は評価５、通常通りと判断した場合は評価４、や
や気になると判断した場合は評価３、あまり上手くできなかったと判断した場合は評価２
、全くできなかったと判断した場合は評価１、のように自己評価をＲＩＳ１にて入力する
。
【００２５】
　一般に、ＲＩＳ１とモダリティ２は比較的近い場所に設置されており、同一の撮影専門
の技師がＲＩＳ１とモダリティ２とを操作する。撮影専門の技師は、ＲＩＳ１からのオー
ダ情報ｄ１をモダリティ２に送信する作業を行い、モダリティ２に送信されたオーダ情報
ｄ１に基づいて、モダリティ２を操作して患者を実際に撮影する作業を行う。患者の撮影
は、オーダ情報ｄ１に忠実に基づいて行われることが望ましいが、実際の撮影現場では患
者の状態や検査の難易度等によりオーダ情報ｄ１に忠実とはいえない状況下で撮影される
場合がある。撮影専門の技師は、こうした実際の撮影状況を踏まえた上で、ＲＩＳ１にて
図２に示すようなフォーマット上で撮影を評価する。ＲＩＳ１は、撮影専門の技師により
作成された撮影評価を「撮影評価に関する情報」として検像装置３に送信する。
【００２６】
　モダリティ２は、患者を撮影して医用画像ｄ２を生成する医療機器であり、例えばＸ線
撮影装置、ＭＲＩ装置、ＣＴ装置、超音波診断装置等がある。モダリティ２は、ＲＩＳ１
からのオーダ情報ｄ１に基づいて医用画像ｄ２を生成し、生成された医用画像ｄ２を検像
装置３に送信する。送信される医用画像ｄ２にはオーダ情報ｄ１が付帯される。
【００２７】
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　なお、既述の説明又は図１において、撮影評価に関する情報ｄ３はＲＩＳ１により生成
されて検像装置３に送信されるとしたがこれに限らず、モダリティ２により生成されて検
像装置３に送信されるとしてもよい。この場合、撮影評価に関する情報ｄ３は医用画像ｄ
２と別にして個別に送信されるとしてもよいし、医用画像ｄ２に付帯して送信されるとし
てもよい。
【００２８】
　また、モダリティ２は、図１においては１つだけしか表記されていないがこれに限らず
、モダリティ２及びこれに対応するＲＩＳ１を複数備えるとしてもよい。
　また、ＲＩＳ１及びモダリティ２は、検像装置３からすれば、各種医用情報（オーダ情
報ｄ１、医用画像ｄ２及び撮影評価に関する情報ｄ３）を検像装置３に対して送信する一
つのシステムとしてとらえることができる。よって以下の説明では、ＲＩＳ１及びモダリ
ティ２を総称して「情報処理システム１１」と表現する。なお、大規模医療機関の多くは
、例えばＸ線撮影装置、ＭＲＩ装置、ＣＴ装置等のモダリティを複数備えており、複数の
情報処理システム１１を備える。
【００２９】
　検像装置３は、モダリティ２により生成された医用画像ｄ２を検像するための端末であ
る。検像装置３は、撮影専門の技師とは異なる検像専門の技師により操作され、検像専門
の技師によるチェックのためＲＩＳ１からのオーダ情報ｄ１及びモダリティ２からの医用
画像ｄ２を画面上に表示する。検像装置３では、検像専門の技師により、主として（１）
ＲＩＳ１からのオーダ情報ｄ１とモダリティ２からの医用画像ｄ２とが一致しているか否
か、及び、（２）モダリティ２からの医用画像ｄ２の画質が診断において許容できる範囲
内であるか否か、についてチェックされる。
　本実施形態では、検像装置３は更に、撮影評価に関する情報ｄ３を画面に表示する。
【００３０】
　図３に、検像装置３の画面上に表示される撮影評価に関する情報ｄ３の一例を示す。
　なお、図３に示す撮影評価に関する情報ｄ３の内容は、図２に示す撮影評価に関する情
報ｄ３の内容と同様であり対応している。また、図３では、撮影評価に関する情報ｄ３は
オーダ情報ｄ１と合わせて画面に表示されている。
【００３１】
　図３に示す撮影評価に関する情報ｄ３は、基本的には図２に示す撮影評価に関する情報
ｄ３の内容と同様であるが、検像するに際して特に注意してチェックすべき項目について
は識別標識（例えば、「！」マーク等）が付される。識別標識が付される箇所は、撮影専
門の技師が撮影評価の情報ｄ３を作成する際にチェックを入れた項目、又は入れなかった
項目である。具体的には、図２において「ＩＶ良好」の項目にチェックが入れられていな
いため、図３においては「ＩＶ不良」として表示され、識別標識が付される（Ｅ１）。ま
た、図２において「息止め良好」の項目にチェックが入れられていないため、図３におい
ては「息止め不良」として表示され、識別標識が付される（Ｅ２）。また、撮影専門の技
師による総合評価を一見して把握容易とするため、総合評価にも識別標識（例えば、「☆
」マーク等）が付される（Ｅ３）。
　検像装置３の画面に図３に示すような撮影評価に関する情報ｄ３が表示されることで、
検像専門の技師は撮影評価に応じて個別に医用画像ｄ２を検像することができ、生成され
た医用画像ｄ２について万全なチェックを図ることができる。更には、注意すべき箇所が
明確であるから迅速かつ適切なチェックを図ることができる。
【００３２】
　図４に、検像装置３の機能ブロック図を示す。
　検像装置３は、制御部３１、操作部３２、表示部３３、通信部３４、記憶部３５等を備
えて構成される。
【００３３】
　制御部３１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備えて構成され、ＣＰＵがＲＯＭに記憶さ
れている各種プログラムをＲＡＭに展開し、ＲＡＭに展開された各種プログラムとの協働
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により検像装置３の動作を集中制御する。
【００３４】
　操作部３２は、キーボードやマウス等を備えて構成され、検像専門の技師の操作により
操作信号を生成してこれを制御部３１に出力する。
【００３５】
　表示部３３は、ＬＣＤや有機ＥＬ等のディスプレイを備えて構成され、制御部３１から
の制御信号に基づいて、医用画像ｄ２や各種操作画面を表示する。本実施形態では、表示
部３３は、医用画像ｄ２とともに、オーダ情報ｄ１及び撮影評価に関する情報ｄ３（図３
参照）を表示する。
【００３６】
　通信部３４は、通信用インターフェイス等を備えて構成され、情報処理システム１１か
らオーダ情報ｄ１、医用画像ｄ２及び撮影評価に関する情報ｄ３を受信する。また、通信
部３４は、検像済み医用画像ｄ４をＰＡＣＳ４に送信する。
【００３７】
　記憶部３５は、ＲＯＭ等の不揮発性メモリを備えて構成され、システムプログラム、各
種処理プログラム等を記憶する。また、記憶部３５は、オーダ情報ｄ１、医用画像ｄ２、
撮影評価に関する情報ｄ３又は検像済み医用画像ｄ４等を記憶する。
【００３８】
　ＰＡＣＳ４は、検像装置３により検像された検像済み医用画像ｄ４を記憶して一元管理
するための端末である。なお、「ＰＡＣＳ」とは、本来、「Picture Archiving and Comm
unication System」の略であり放射線画像情報システムを意味するが、ここでは放射線画
像情報システムを利用して検像済み医用画像ｄ４を一元管理する端末として説明する。
【００３９】
　図５を参照して、検像装置３の表示処理について説明する。
　検像装置３の表示処理は、検像専門の技師が検像装置３を用いて検像する際に行われる
処理である。
【００４０】
　制御部３１は、モダリティ２から医用画像ｄ２を受信したか否か判断する（ステップＳ
１）。制御部３１は、受信するまで待機し（ステップＳ１；Ｎ）、受信した場合に次のス
テップに移行する（ステップＳ１；Ｙ）。
【００４１】
　制御部３１は、ＲＩＳ１からオーダ情報ｄ１を受信したか否か判断する（ステップＳ２
）。
　ＲＩＳ１からオーダ情報ｄ１を受信した場合（ステップＳ２；Ｙ）、制御部３１は、オ
ーダ情報ｄ１及び医用画像ｄ２を表示部３３に表示する（ステップＳ３）。
　その後、制御部３１はステップＳ５に移行する。
【００４２】
　ＲＩＳ１からオーダ情報ｄ１を受信していない場合（ステップＳ２；Ｎ）、制御部３１
は、医用画像ｄ２を表示部３３に表示する（ステップＳ４）。
　その後、制御部３１はステップＳ５に移行する。
【００４３】
　制御部３１は、ＲＩＳ１から撮影評価に関する情報ｄ３を受信したか否か判断する（ス
テップＳ５）。
　撮影評価に関する情報ｄ３を受信していない場合（ステップＳ５；Ｎ）、制御部３１は
、ステップＳ９に移行する。
【００４４】
　撮影評価に関する情報ｄ３を受信した場合（ステップＳ５；Ｙ）、制御部３１は、項目
ごとにＮＧ項目があるか否か判断する（ステップＳ６）。
【００４５】
　「ＮＧ項目」とは、図３の説明で既述したように、検像するに際して特に注意してチェ



(8) JP 5428972 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

ックすべき項目であって、識別標識（例えば、「！」マーク等）を付すべき項目をいう。
　例えば制御部３１は、撮影評価に関する情報ｄ３を受信した場合、「ＩＶ良好」、「造
影剤漏れなし」、「撮影タイミング良好」、「息止め良好」、…等の項目ごとに、ＮＧ項
目があるか否か判断し、「ＩＶ良好」や「息止め良好」の項目にチェックがない場合、制
御部３１は、これらの項目をＮＧ項目として判断する（図２及び図３参照）。
【００４６】
　ＮＧ項目がある場合（ステップＳ６；Ｙ）、制御部３１は、撮影評価に関する情報ｄ３
に識別標識を付して、これを表示部３３に表示する（ステップＳ７）。
　なお、識別標識を付して表示することにより、検像専門の技師に対して警告を行い、検
像するに際して注意を促すことができる。検像専門の技師は、識別標識による警告を一見
して容易に把握することができるため、特に注意して検像することになる。
【００４７】
　ＮＧ項目がない場合（ステップＳ６；Ｎ）、制御部３１は、撮影評価に関する情報ｄ３
をそのまま表示部３３に表示する（ステップＳ８）。
　なお、識別標識を付さずにそのまま表示することにより、検像専門の技師は、識別標識
による警告がないため通常どおりの検像を行えばよいと容易に把握する事ができ、検像す
るに際しては撮影評価に関する情報ｄ３を参考資料として利用することができる。
【００４８】
　制御部３１は、医用画像ｄ２は検像済みであるか否か判断する（ステップＳ９）。
　検像済みでない場合（ステップＳ９；Ｎ）、制御部３１は、ステップＳ５に移行する。
【００４９】
　検像済みである場合（ステップＳ９；Ｙ）、制御部３１は、本表示処理を終了する。
　なお、本処理終了後、制御部３１は検像済み医用画像ｄ４をＰＡＣＳ４に送信する等の
処理を行うとしてもよい。
【００５０】
　図６に、検像装置３の表示部３３により表示される画面例を示す。
　画面Ｇ１は、検像装置３の表示部３３により表示される画面例であり、表示処理（図５
参照）が行われた場合の画面例である。
【００５１】
　リストＬ１は、医用画像ｄ２に付帯されたオーダ情報ｄ１をリスト表示する領域である
。また、その他にも、検像済みであるか否か、ＮＧ項目があるか否か、ＰＡＣＳ４に送信
済みであるか否か等の情報を表示する領域である。
　網掛け部分Ｃ１は、操作部３２により選択された部分である。操作部３２により選択さ
れると、選択された部分が網掛けに切り替わって表示される。
【００５２】
　領域Ｒ２は、モダリティ２からの医用画像ｄ２を表示する領域である。操作部３２によ
り網掛け部分Ｃ１が選択されると、選択された患者の医用画像ｄ２が領域Ｒ２に表示され
る。
【００５３】
　領域Ｒ１は、ＲＩＳ１からのオーダ情報ｄ１を表示する領域である。操作部３２により
網掛け部分Ｃ１が選択されると、選択された患者のオーダ情報ｄ１が領域Ｒ１に表示され
る。
【００５４】
　領域Ｒ３は、ＲＩＳ１からの撮影評価に関する情報ｄ３を表示する領域である。操作部
３２により網掛け部分Ｃ１が選択されると、選択された患者の撮影評価に関する情報ｄ３
が領域Ｒ３に表示される。
【００５５】
　以上のように、本実施形態によれば、検像装置３の画面上に撮影評価に関する情報ｄ３
を表示することができ、検像専門の技師は撮影評価に関する情報ｄ３を参照して検像する
ことができるため、生成された医用画像ｄ２について万全なチェックを図ることができる
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。
【００５６】
　また、撮影評価に関する情報ｄ３に注意を喚起する識別標識（Ｅ１～Ｅ３）を付して、
これを検像装置３の画面上に表示することができる。検像専門の技師は撮影評価に関する
情報ｄ３を参照することで注意してチェックすべきか否かを容易に把握することができ、
生成された医用画像ｄ２について万全なチェックを図ることができる。
【００５７】
　また、撮影評価に関する情報ｄ３は撮影専門の技師が予め定められたフォーマット上に
て作成した情報であって、撮影状況を示す項目ごとに評価した情報又は総合評価した情報
を含むものであり、項目ごとに識別情報を付すことができる。検像専門の技師は撮影評価
に関する情報ｄ３を閲覧することで注意してチェックすべき項目を容易に把握することが
でき、生成された医用画像ｄ２について万全なチェックを図ることができる。
【００５８】
　また、オーダ情報ｄ１、医用画像ｄ２及び撮影評価に関する情報ｄ３を検像装置３に送
信する情報処理システム１１と、撮影評価に関する情報ｄ３を画面上に表示する検像装置
３と、を含んで構成される検像システムにより、生成された医用画像ｄ２について万全な
チェックを図ることができる。
【００５９】
　また、情報処理システム１１は、撮影評価に関する情報ｄ３をＤＩＣＯＭ通信又はＴＣ
Ｐ／ＩＰ通信により検像装置３に送信することができる。
【００６０】
　また、情報処理システム１１は、撮影評価に関する情報ｄ３を医用画像ｄ２に付帯させ
、これをＤＩＣＯＭ通信により検像装置３に送信することができる。
【００６１】
　また、情報処理システム１１は、オーダ情報ｄ１及び撮影評価に関する情報ｄ３を検像
装置３に送信するＲＩＳ１と、医用画像ｄ２を生成して検像装置３に送信するモダリティ
２と、から構成することができる。
【００６２】
　図７を参照して、撮影評価に関する情報ｄ３をＣＳＶ（Comma Separated Values）形式
にて利用する例について説明する。
【００６３】
　制御部３１は、例えば画面Ｔ１を表示部３３に表示する。操作部３２により、画面Ｔ１
にて検査日付が入力され「保存」ボタンが押下された場合、制御部３１は、入力された検
査日付期間中にＲＩＳ１から受信した撮影評価に関する情報ｄ３をＣＳＶ形式にて記憶部
３５に記憶する。記憶されたＣＳＶ形式のデータは、汎用性が高く異なる種類のアプリケ
ーションソフト間のデータ交換に利用することができる。なお、データ形式は必ずしもＣ
ＳＶ形式である必要はなく、他の汎用形式であってもよい。表示する端末側では、例えば
画面Ｔ２のように表示される。
【００６４】
　以上のように、図７に示す利用例によれば、ＲＩＳ１からの撮影評価に関する情報ｄ３
を汎用性の高いデータに変換して記憶することができる。よって、撮影評価に関する情報
ｄ３を検像装置３から他の端末（例えば、ＰＡＣＳ４やその他外部端末）に送信すること
ができ、又は撮影評価に関する情報ｄ３を他の端末で受信して管理することができる。
【符号の説明】
【００６５】
１０　検像システム
１１　情報処理システム
１　　ＲＩＳ
２　　モダリティ
３　　検像装置



(10) JP 5428972 B2 2014.2.26

10

３１　制御部
３２　操作部
３３　表示部
３４　通信部
３５　記憶部
４　　ＰＡＣＳ
ｄ１　オーダ情報
ｄ２　医用画像
ｄ３　撮影評価に関する情報
ｄ４　検像済み医用画像
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【図３】



(14) JP 5428972 B2 2014.2.26

【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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