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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受付装置と、医療画像取得装置と、医療画像分類装置と、を備えた医療画像分類システ
ムであって、
　前記受付装置は、
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が受け付けた前記患者識別情報と、前記媒体識別情報と、が対応付けられ
た第１の対応情報を記憶する第１の記憶手段と、を備え、
　前記医療画像取得装置は、
　前記患者が携帯する携帯型情報保持媒体から媒体識別情報を取得する識別情報取得手段
と、
　前記患者を診断するための医療画像を取得する画像取得手段と、
　前記画像取得手段が取得した医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記識別情報取
得手段が取得した媒体識別情報と、が対応付けられた第２の対応情報を記憶する第２の記
憶手段と、を備え、
　前記医療画像分類装置は、
　前記第１の記憶手段が記憶する前記第１の対応情報を取得する第１の取得手段と、
　前記第２の記憶手段が記憶する前記第２の対応情報を取得する第２の取得手段と、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
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を前記患者識別情報毎に分類する分類手段と、を備え、
　前記第１の記憶手段は、前記第１の対応情報として、さらに、前記携帯型情報保持媒体
を携帯する患者の該携帯型情報保持媒体の使用時間帯を、前記患者識別情報と前記媒体識
別情報とに対応付けて記憶し、
　前記第２の記憶手段は、前記第２の対応情報として、さらに、前記医療画像が撮影され
た撮影時刻を、前記医療画像識別情報と前記媒体識別情報とに対応付けて記憶し、
　前記分類手段は、
　前記第２の対応情報における前記媒体識別情報と、前記第１の対応情報における前記媒
体識別情報と、が一致するか否か判定する第１の判定手段と、
　前記第２の対応情報における前記撮影時刻が、前記第１の対応情報における前記使用時
間帯内か否か判定する第２の判定手段と、
　を備え、前記第１及び第２の判定手段の判定結果に基づいて、前記分類を行う、
　ことを特徴とする医療画像分類システム。
【請求項２】
　前記分類手段は、前記第１の判定手段により前記媒体識別情報同士が一致すると判定さ
れ、かつ、前記第２の判定手段により前記撮影時刻が前記使用時間帯内と判定された場合
、前記医療画像識別情報を前記患者識別情報に割り当てて、前記分類を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療画像分類システム。
【請求項３】
　前記携帯型情報保持媒体は、携帯型発信媒体であり、
　前記識別情報取得手段は、前記携帯型発信媒体から発信される媒体識別情報を受信する
受信手段を含む、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の医療画像分類システム。
【請求項４】
　前記医療画像取得装置は、
　前記受信手段が複数の媒体識別情報を受信する場合、受信強度が最大の媒体識別情報を
選択する選択手段をさらに備え、
　前記第２の記憶手段は、前記選択手段により選択された媒体識別情報と前記医療画像識
別情報とが対応付けられた前記第２の対応情報を記憶する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の医療画像分類システム。
【請求項５】
　前記第１の記憶手段は、前記第１の対応情報として、さらに、前記携帯型発信媒体を携
帯する患者の診察予定場所の位置情報を、前記患者識別情報と前記媒体識別情報とに対応
付けて記憶し、
　前記医療画像分類装置は、
　前記患者が携帯する携帯型発信媒体から発信される、該携帯型発信媒体の媒体識別情報
と、該携帯型発信媒体の現在位置を示す現在位置情報と、を受信する位置情報受信手段と
、
　前記位置情報受信手段が受信した前記媒体識別情報に基づいて、前記第１の取得手段が
取得した前記第１の対応情報から、前記患者の診察予定場所の位置情報を特定する特定手
段と、
　前記特定手段が特定した前記患者の診察予定場所の位置情報と、前記位置情報受信手段
が受信した現在位置情報と、が一致しなかった場合、該患者が診察予定場所にいない旨を
報知する報知手段と、を備えた、
　ことを特徴とする請求項３又は４に記載の医療画像分類システム。
【請求項６】
　前記医療画像は、ダーモスコープを介して撮影された患者のダーモスコピー画像である
、
　ことを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の医療画像分類システム。
【請求項７】
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　前記第２の記憶手段は、可搬型記憶媒体である、
　ことを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の医療画像分類システム。
【請求項８】
　前記携帯型発信媒体は、Bluetooth（登録商標） Low Energyに準拠するビーコン又はＮ
ＦＣ（Near Field Communication）に準拠する非接触ＩＣカードである、
　ことを特徴とする請求項３乃至５の何れか一項に記載の医療画像分類システム。
【請求項９】
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、前記携帯型情報保持媒体を携帯する患者の該携帯型情報保持媒体の使用時間帯と、が
対応付けられた第１の対応情報を取得する第１の取得手段と、
　前記患者を診断するための医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記携帯型情報保
持媒体から取得した媒体識別情報と、前記医療画像が撮影された撮影時刻と、が対応付け
られた第２の対応情報を取得する第２の取得手段と、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類手段と、を備え、
　前記分類手段は、
　前記第２の対応情報における前記媒体識別情報と、前記第１の対応情報における前記媒
体識別情報と、が一致するか否か判定する第１の判定手段と、
　前記第２の対応情報における前記撮影時刻が、前記第１の対応情報における前記使用時
間帯内か否か判定する第２の判定手段と、
　を備え、前記第１及び第２の判定手段の判定結果に基づいて、前記分類を行う、
　ことを特徴とする医療画像分類装置。
【請求項１０】
　コンピュータが、
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、前記携帯型情報保持媒体を携帯する患者の該携帯型情報保持媒体の使用時間帯と、が
対応付けられた第１の対応情報を取得する第１の取得ステップと、
　前記患者を診断するための医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記携帯型情報保
持媒体から取得した媒体識別情報と、前記医療画像が撮影された撮影時刻と、が対応付け
られた第２の対応情報を取得する第２の取得ステップと、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類ステップと、を実行し、
　前記分類ステップは、
　前記第２の対応情報における前記媒体識別情報と、前記第１の対応情報における前記媒
体識別情報と、が一致するか否か判定する第１の判定ステップと、
　前記第２の対応情報における前記撮影時刻が、前記第１の対応情報における前記使用時
間帯内か否か判定する第２の判定ステップと、
　を含み、前記第１及び第２の判定ステップの判定結果に基づいて、前記分類を行う、
　ことを特徴とする医療画像分類方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、前記携帯型情報保持媒体を携帯する患者の該携帯型情報保持媒体の使用時間帯と、が
対応付けられた第１の対応情報を取得する第１の取得手段、
　前記患者を診断するための医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記携帯型情報保
持媒体から取得した媒体識別情報と、前記医療画像が撮影された撮影時刻と、が対応付け
られた第２の対応情報を取得する第２の取得手段、
　前記第２の対応情報における前記媒体識別情報と、前記第１の対応情報における前記媒
体識別情報と、が一致するか否か判定する第１の判定手段、
　前記第２の対応情報における前記撮影時刻が、前記第１の対応情報における前記使用時
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間帯内か否か判定する第２の判定手段、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報並びに前記第１及び第２の判定手段
の判定結果に基づいて、前記医療画像識別情報を前記患者識別情報毎に分類する分類手段
、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療画像分類システム、医療画像分類装置、医療画像分類方法及びプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療現場において、医師が患者の皮膚患部を診断する際に、ダーモスコープ
などの拡大鏡を用いて診断することが広く行われている。
　例えば、特許文献１には、医師の診断を補助する目的で、遠隔診断装置が開示されてい
る。この遠隔診断装置は、医師がダーモスコープ付きカメラで撮影した皮膚画像をネット
ワーク経由で受信して、受信した皮膚画像を診断して診断結果を送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１９２９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、医療現場においては、医師は患者の皮膚などを撮影した画像をその患者と対
応付けて管理しなければならない。このため、医師は、診察時に皮膚などの画像に加えて
患者を特定するための画像（例えば患者の顔写真）を撮ったり、あるいは患者の氏名をメ
モしたりしておく。その後、医師は、ＰＣなどを用いて患者を特定する情報（氏名や顔写
真など）とその患者の皮膚の画像とを手作業で対応付けなければならなかった。通常、医
師は複数の患者を診察するので、患者毎に画像を分類する作業は手間がかかる。
【０００５】
　このようなことから、患者を診断するための医療画像の分類に係る作業負担を軽減する
ことが望まれている。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述のような事情に鑑みてなされたものであり、患者を診断するた
めの医療画像の分類に係る作業負担を軽減する医療画像分類システム、医療画像分類装置
等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点に係る医療画像分類システムは、
　受付装置と、医療画像取得装置と、医療画像分類装置と、を備えた医療画像分類システ
ムであって、
　前記受付装置は、
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が受け付けた前記患者識別情報と、前記媒体識別情報と、が対応付けられ
た第１の対応情報を記憶する第１の記憶手段と、を備え、
　前記医療画像取得装置は、
　前記患者が携帯する携帯型情報保持媒体から媒体識別情報を取得する識別情報取得手段
と、
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　前記患者を診断するための医療画像を取得する画像取得手段と、
　前記画像取得手段が取得した医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記識別情報取
得手段が取得した媒体識別情報と、が対応付けられた第２の対応情報を記憶する第２の記
憶手段と、を備え、
　前記医療画像分類装置は、
　前記第１の記憶手段が記憶する前記第１の対応情報を取得する第１の取得手段と、
　前記第２の記憶手段が記憶する前記第２の対応情報を取得する第２の取得手段と、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類手段と、を備え、
　前記第１の記憶手段は、前記第１の対応情報として、さらに、前記携帯型情報保持媒体
を携帯する患者の該携帯型情報保持媒体の使用時間帯を、前記患者識別情報と前記媒体識
別情報とに対応付けて記憶し、
　前記第２の記憶手段は、前記第２の対応情報として、さらに、前記医療画像が撮影され
た撮影時刻を、前記医療画像識別情報と前記媒体識別情報とに対応付けて記憶し、
　前記分類手段は、
　前記第２の対応情報における前記媒体識別情報と、前記第１の対応情報における前記媒
体識別情報と、が一致するか否か判定する第１の判定手段と、
　前記第２の対応情報における前記撮影時刻が、前記第１の対応情報における前記使用時
間帯内か否か判定する第２の判定手段と、
　を備え、前記第１及び第２の判定手段の判定結果に基づいて、前記分類を行う、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、医療画像の分類に係る作業負担を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態に係る医療画像分類システムの構成を示す図である。
【図２】ダーモスコピー診断の様子を示す図である。
【図３】ダーモスコピー画像の例を示す図である。
【図４】実施形態に係る受付装置の構成を示すブロック図である。
【図５】受付処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図６】患者特定テーブルの一例を示す図である。
【図７】実施形態に係る医療画像取得装置の構成を示すブロック図である。
【図８】撮像処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図９】画像特定テーブルの一例を示す図である。
【図１０】実施形態に係る医療画像分類装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】分類処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図１２】分類テーブルの一例を示す図である。
【図１３】医療画像分類システムの各装置間における相互作用を示すシーケンス図である
。
【図１４】位置情報テーブルの一例を示す図である。
【図１５】患者正誤処理のフローチャートの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る医療画像分類システムの構成を示す図である。
【００１３】
　図１に示す医療画像分類システムは、受付装置１０と、医療画像取得装置２０と、医療
画像分類装置３０と、を備える。
　受付装置１０は、例えばＰＣ（Personal Computer）であって、有線（ＬＡＮ（Local A
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rea Network）ケーブルなど）で医療画像分類装置３０と接続され、ユーザ操作に基づく
各種情報を受け付ける。
【００１４】
　医療画像取得装置２０は、例えばカメラであって、有線（ＵＳＢ(Universal Serial Bu
s)ケーブルなど）で医療画像分類装置３０と通信可能である。また、医療画像取得装置２
０は、ビーコンＢが発信する情報を受信可能である。
　ビーコンＢは、ユーザが携帯可能な携帯型発信媒体であって、各種情報を周囲に発信す
る。この実施形態では、一例として、ビーコンＢは、消費電力を抑えた近距離無線通信規
格であるBluetooth（登録商標）low energy（以下、ＢＬＥという）に基づいて、自身を
識別するビーコンＩＤを発信する。そして、医療画像取得装置２０は、上記近距離無線通
信規格をサポートしており、ＢＬＥに基づいて、ビーコンＢから発信されるビーコンＩＤ
を受信する。
【００１５】
　医療画像分類装置３０は、例えばＰＣであって、受付装置１０と医療画像取得装置２０
からそれぞれ取得した情報に基づいて、分類を行う。具体的には、医療画像分類装置３０
は、受付装置１０からビーコンＢの使用者に係る情報を取得し、医療画像取得装置２０か
ら医療画像に係る情報を取得し、それら情報をビーコンＢのビーコンＩＤを仲立ちにして
結び付けて、分類処理を行う。この分類処理の詳細は後述する。
【００１６】
　以下では、このような各装置（受付装置１０、医療画像取得装置２０、医療画像分類装
置３０）を備えた医療画像分類システム１００を医療現場に適用した場合を例にとって説
明する。この例の場合、受付装置１０のユーザは病院の受付のスタッフ（例えば、医療事
務員など）、医療画像取得装置２０と医療画像分類装置３０のユーザは医師、ビーコンＢ
の使用者は患者、となる。
【００１７】
　ここで、各装置の具体的な説明に先立って、前提となる医療現場において医師が診断に
用いる医療画像取得装置２０や撮影された医療画像などについて説明する。
【００１８】
　図２は、ダーモスコピー診断の様子を示す図である。ダーモスコピー診断とは、皮膚患
部を１０～３０倍に拡大して観察するダーモスコープ２００を用いた診断である。ダーモ
スコープ２００は、ハロゲンランプや白色ＬＥＤ(Light Emitting Diode)などの光源と、
反射光を抑える偏光フィルタと、を備えた拡大鏡である。図中に示すように、ダーモスコ
ープ２００は、医療画像取得装置２０にアタッチメントなどを介して装着された状態で使
用される。
　このダーモスコピー診断によれば、皮膚の角質による乱反射がなくなるので、医師は、
皮膚の表皮層から真皮浅層までの色素分布を捉えた皮膚患部を拡大して診断することがで
きる。
【００１９】
　そして、医師は、皮膚患部を特定してダーモスコープ２００付きの医療画像取得装置２
０で患者の皮膚患部を撮影する。図３に、ダーモスコープ２００を介して撮影された画像
であるダーモスコピー画像の例を示す。このダーモスコピー画像中の皮膚患部を観察する
ことで、医師は、皮膚患部が良性（ほくろなど）か、悪性（メラノーマなど）か、などを
診断することができる。
【００２０】
　この実施形態では、ダーモスコピー診断を行う医療現場に医療画像分類システム１００
を適用して、ダーモスコープ２００を介して撮影された患者のダーモスコピー画像を、患
者毎に自動で分類する。
【００２１】
　以上の医療現場を前提として、医療画像分類システム１００の各装置（受付装置１０、
医療画像取得装置２０、医療画像分類装置３０）の具体的な構成について順に説明する。
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【００２２】
　まず、図４を参照しながら、受付装置１０の構成について説明する。この受付装置は、
病院の受付に設置され、医療事務員からの各種情報の入力を受け付ける。
　受付装置１０は、制御部１１、入力部１２、表示部１３、記憶部１４及び通信部１５を
備える。
【００２３】
　制御部１１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＯＭ（Read Only Memor
y）などにより構成される。制御部１１は、ＲＯＭに記憶されたプログラムに従って制御
することにより、受付装置１０の各種機能（後述する受付処理など）を実現する。なお、
制御部１１は、受付手段に相当する。
【００２４】
　入力部１２は、例えばキーボードやマウスなどから構成され、ユーザが操作内容を入力
するために用いられる。
　表示部１３は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＥＬ（Electroluminesce
nce）ディスプレイなどによって構成される。表示部１３は、制御部１１による制御に従
って、医療事務員が情報を入力するための画面を表示する。
【００２５】
　記憶部１４は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などの不揮発性メモリから構成され、デー
タやテーブル（後述する患者特定テーブルなど）を記憶する。なお、記憶部１４は、第１
の記憶手段に相当する。
　通信部１５は、外部装置と通信を行うための通信インターフェイスである。制御部１１
は、通信部１５を介して医療画像分類装置３０と通信を行う。
【００２６】
　以上の各部を備えた受付装置１０の制御部１１は、ＲＯＭに記憶されたプログラムに従
って各部を適宜制御することにより、受付処理を実行する。この受付処理について、図５
を参照しながら説明する。この受付処理は、医療事務員が来院した患者を受け付けて、そ
の患者にビーコンＢを貸した後、患者ＩＤと貸したビーコンＢのビーコンＩＤと貸与時刻
とを入力部１２により入力することを契機として、開始される。
【００２７】
　なお、ビーコンＢは、患者のピークの来院数を見込んで、その患者数分予め受付に用意
しておく。そして、医療事務員は、来院した患者を受け付ける度に、複数のビーコンＢの
中から任意に選択した１つのビーコンＢを患者に貸す。そして、医療事務員は、受付装置
１０に情報（患者ＩＤ、ビーコンＩＤ、貸与時刻）を入力する。
【００２８】
　まず、制御部１１は、患者ＩＤと、ビーコンＩＤと、貸与時刻と、の入力を受け付ける
（ステップＳ１１）。具体的には、制御部１１は、患者を識別する患者ＩＤと、その患者
に貸したビーコンＢを識別するビーコンＩＤと、そのビーコンＢを患者に貸した貸与時刻
と、の入力を受け付ける。
【００２９】
　次に、制御部１１は、貸したビーコンＢの返却時刻の入力を受け付けたか否か判定する
（ステップＳ１２）。制御部１１は、返却時刻の入力を受け付けるまで待機する（ステッ
プＳ１２；Ｎｏ）。この間、ビーコンＢを持った患者は、医師から診察を受けることにな
る。診察後、受付に戻った患者がビーコンＢを医療事務員に返却すると、医療事務員は返
却時刻を受付装置１０に入力する。
【００３０】
　そして、受付装置１０が返却時刻の入力を受け付けると（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、
制御部１１は、貸与時刻と返却時刻からビーコンＢの使用時間帯を算出して（ステップＳ
１３）、患者ＩＤと、ビーコンＩＤと、使用時間帯と、を対応付けて記憶する（ステップ
Ｓ１４）。具体的には、制御部１１は、患者ＩＤと、ビーコンＩＤと、使用時間帯と、を
対応付けて記憶部１４に記憶する。このステップＳ１４の後、受付処理を終了する。
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【００３１】
　このような受付処理を医療事務員からの入力を受け付ける度に繰り返すことで、記憶部
１４は、患者ＩＤとビーコンＩＤとビーコンの使用時間帯が対応付けられた患者特定テー
ブル（図６参照）を記憶する。
【００３２】
　この患者特定テーブルから、ビーコンＩＤ１のビーコン１が異なる使用時間帯に、患者
ＩＤがＡ（患者Ａ）と患者ＩＤがＣ（患者Ｃ）に使用されたことが分かる。このように、
患者特定テーブルから、患者毎のビーコンの使用履歴を時間帯で確認することができる。
なお、各ビーコン（ビーコン１や２など）について、いずれかを特段特定して説明する必
要がない場合は、以下代表してビーコンＢにより説明する。また、各患者（患者ＡやＢな
ど）についても、同様に、患者を特段特定して説明する必要がない場合は、以下代表して
患者により説明する。
【００３３】
　次に、図７を参照しながら、医療画像取得装置２０の構成について説明する。この医療
画像取得装置２０は、医師の診察中に用いられるカメラであって、医療画像であるダーモ
スコピー画像を取得する。
【００３４】
　医療画像取得装置２０は、制御部２１、撮像部２２、操作部２３、通信部２４、表示部
２５、記憶部２６及び外部インターフェイス部２７を備える。
　制御部２１は、例えばＣＰＵやＲＯＭなどにより構成される。制御部２１は、ＲＯＭに
記憶されたプログラムに従って制御することにより、各部（画像取得部２１１、ビーコン
ＩＤ受信部２１２、ビーコンＩＤ選択部２１３）の機能を実現する。これら各部の機能に
ついては後述する。
【００３５】
　撮像部２２は、レンズや絞りなどの光学素子とＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣ
ＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）などのイメージセンサとから構成
される。撮像部２２は、ダーモスコープ２００により拡大された患者の皮膚患部を、ユー
ザ（医師）の操作に基づいて撮影する。
【００３６】
　操作部２３は、各種ボタンによって構成される。各種ボタンとしては、例えば、撮影動
作を指示するためのシャッタボタン、各種設定を行うための機能ボタンなどがある。
　通信部２４は、ＢＬＥによる近距離無線通信を行うためのインターフェイスである。制
御部２１は、通信部２４を介して、ビーコンＢが発信するビーコンＩＤを受信する。
【００３７】
　表示部２５は、例えば、ＬＣＤやＥＬディスプレイなどによって構成される。表示部２
５は、撮像部２２による撮影映像をリアルタイムに映すライブビュー、撮影されたダーモ
スコピー画像などを表示出力する。
　記憶部２６は、ＳＤ(Secure Digital)カードなどの可搬型記憶媒体であって、ダーモス
コピー画像やテーブル（後述する画像特定テーブルなど）を記憶する。なお、記憶部２６
は、第２の記憶手段に相当する。
【００３８】
　外部インターフェイス部２７は、ＵＳＢコネクタやビデオ出力端子などから構成される
。制御部２１は、ＵＳＢケーブルなどを介して、医療画像分類装置３０へダーモスコピー
画像の出力や、医療画像分類装置３０の表示部３５へダーモスコピー画像の表示出力を行
う。
　なお、制御部２１は、外部インターフェイス部２７を介した有線通信に限らず、ＢＬＥ
による近距離無線通信によりダーモスコピー画像を医療画像分類装置３０に出力してもよ
い。
【００３９】
　次に、制御部２１の各部（画像取得部２１１、ビーコンＩＤ受信部２１２、ビーコンＩ
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Ｄ選択部２１３）の機能について説明する。
　画像取得部２１１は、患者を診断するための医療画像を取得する。具体的には、画像取
得部２１１は、撮像部２２によりダーモスコープ２００を介して撮影された患者のダーモ
スコピー画像を取得する。なお、画像取得部２１１は、画像取得手段に相当する。
【００４０】
　ビーコンＩＤ受信部２１２は、ビーコンＢから発信されるそのビーコンＢのビーコンＩ
Ｄを受信する。なお、ビーコンＩＤ受信部２１２は、受信手段に相当する。
　ビーコンＩＤ選択部２１３は、ビーコンＩＤ受信部２１２が複数のビーコンＩＤを受信
する場合、受信強度が最大のビーコンＩＤを選択する。ビーコンＩＤ選択部２１３による
具体的な選択処理については後述する。なお、ビーコンＩＤ選択部２１３は、選択手段に
相当する。
【００４１】
　以上の各部を備えた医療画像取得装置２０の制御部２１は、ＲＯＭに記憶されたプログ
ラムに従って各部を適宜制御することにより、撮像処理を実行する。この撮像処理につい
て、図８を参照しながら説明する。この撮像処理は、医師がビーコンＢを持った患者の皮
膚を診察中に、皮膚患部を特定して操作部２３のシャッタボタンを押下したことを契機と
して、開始される。
【００４２】
　まず、画像取得部２１１は、医療画像を取得する（ステップＳ２１）。具体的には、画
像取得部２１１は、医師が撮影した患者の皮膚患部が写るダーモスコピー画像を取得する
。
【００４３】
　次に、ビーコンＩＤ受信部２１２は、ビーコンＩＤを受信したか否か判定する（ステッ
プＳ２２）。具体的には、ビーコンＩＤ受信部２１２は、ＢＬＥによる近距離無線通信で
、ビーコンＢから発信されるビーコンＩＤを受信したか否か判定する。
【００４４】
　ここで、ビーコンＩＤを受信したと判定した場合（ステップＳ２２；Ｙｅｓ）、ビーコ
ンＩＤ受信部２１２は、受信したビーコンＩＤは複数か否か判定する（ステップＳ２３）
。ビーコンＩＤが複数ではない（ステップＳ２３；Ｎｏ）、つまり診察中の患者が持つビ
ーコンＢから発信されるビーコンＩＤのみ受診した場合、ビーコンＩＤ選択部２１３は、
受信したビーコンＩＤを選択する（ステップＳ２５）。
【００４５】
　一方、ビーコンＩＤが複数の場合（ステップＳ２３；Ｙｅｓ）、つまり診察中の患者が
持つビーコンＢから発信されるビーコンＩＤ以外のビーコンＩＤ（例えば、待合室の別の
患者が持つビーコンＢから発信されるビーコンＩＤ）も受信した場合、ビーコンＩＤ選択
部２１３は、受信強度が最大のビーコンＩＤを選択する（ステップＳ２４）。これにより
、医師が診察中の患者が持つビーコンＢから発信されるビーコンＩＤを選択することがで
きる。
　なお、受信強度が最大のビーコンＩＤを選択するのは、受信強度が最大のビーコンＩＤ
を発信したビーコンＢを持つ患者が一番医師に近いという前提だからである。しかし、現
実的には、様々な状況により上記前提が成立しない場合も考えられる。例えば、待合室が
近く待合室から発信されたビーコンＩＤの受信強度の方が強い場合、あるいは複数のビー
コンＢそれぞれの電池の消耗状態により発信強度が変わって受信強度がばらつく場合など
である。実際の現場では当然のことながら医師の確認が必要であり、また後述するＮＦＣ
（Near Field Communication）やＧＰＳ（Global Positioning System）を採用すること
で精度を上げることができる。
【００４６】
　ステップＳ２４又はＳ２５の後、制御部２１は、選択したビーコンＩＤと、医療画像の
画像ＩＤと、撮影時刻と、を対応付けて記憶する。具体的には、制御部２１は、選択した
ビーコンＩＤと、撮影されたダーモスコピー画像を識別する画像ＩＤと、そのダーモスコ
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ピー画像が撮影された撮影時刻と、を対応付けて記憶部２６に記憶する（ステップＳ２６
）。
【００４７】
　この撮像処理を医師がシャッタボタンを押下する度に繰り返すことで、記憶部２６は、
ダーモスコピー画像の画像ＩＤと選択したビーコンＩＤと撮影時刻とが対応付けられた画
像特定テーブル（図９参照）を記憶する。この画像特定テーブルにおける１つのエントリ
は、１枚のダーモスコピー画像に付帯する付帯情報（Exif: Exchangeable Image File Fo
rmat）である。このため、画像特定テーブルは、各ダーモスコピー画像にそれぞれ付帯す
る付帯情報を集めたテーブルとも言える。
【００４８】
　この画像特定テーブルから、例えば、画像ＩＤがａのダーモスコピー画像は９時４０分
に撮影され、撮影時に受信したビーコンＩＤは１であることが分かる。
　このように、画像特定テーブルは、画像ＩＤ毎にビーコンＩＤを対応付けて管理する。
【００４９】
　図８に戻って、ステップＳ２２においてビーコンＩＤを受信しなかった場合（ステップ
Ｓ２２；Ｎｏ）、つまり診察中の患者がビーコンＢを持っていなかったような場合、制御
部２１は、医療画像の画像ＩＤと、撮影時刻と、を対応付けて記憶する（ステップＳ２７
）。この場合、制御部２１は、ビーコンＩＤを対応付けることができないため、画像特定
テーブルとは別に記憶部２６に記憶する。
　なお、制御部２１は、ステップＳ２７において、あわせてビーコンＩＤが受信できなか
った旨のエラーを音声などにより報知してもよい。このエラーは、患者が受付でビーコン
Ｂを借り忘れたような場合に効果的である。
【００５０】
　ステップＳ２６又は２７の後、撮像処理を終了する。なお、医師の診察が終了した後、
患者はビーコンＢを受付で返却して、医療事務員は、そのビーコンＢの返却時刻を受付装
置１０に入力することになる。
【００５１】
　次に、図１０を参照しながら、医療画像分類装置３０の構成について説明する。この医
療画像分類装置３０は、医師の診察室内に設置され、取得した患者特定テーブルと画像特
定テーブルとに基づいて、患者毎にダーモスコピー画像を分類する。
　医療画像分類装置３０は、制御部３１、入力部３４、表示部３５、記憶部３６及び通信
部３７を備える。
【００５２】
　制御部３１は、例えばＣＰＵやＲＯＭなどにより構成される。制御部３１は、ＲＯＭに
記憶されたプログラムに従って制御することにより、各部（取得部３２、分類部３３）の
機能を実現する。これら各部の機能については後述する。
【００５３】
　入力部３４は、例えばキーボードやマウスなどから構成され、ユーザが操作内容を入力
するために用いられる。
　表示部３５は、例えば、ＬＣＤやＥＬディスプレイなどによって構成される。表示部３
５は、医療画像取得装置２０から取得されたダーモスコピー画像を、制御部３１による制
御に従って表示出力する。
【００５４】
　記憶部３６は、ＨＤＤなどの不揮発性メモリから構成され、ダーモスコピー画像やテー
ブル（後述する分類テーブルなど）を記憶する。
　通信部３７は、外部装置と通信を行うための通信インターフェイスである。制御部３１
は、通信部３７を介して受付装置１０及び医療画像取得装置２０と通信を行う。
【００５５】
　次に、制御部３１の各部（取得部３２、分類部３３）の機能について説明する。
　取得部３２は、患者特定テーブルと画像特定テーブルとを取得する。具体的には、取得
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部３２は、受付装置１０の記憶部１４が記憶する患者特定テーブルと、医療画像取得装置
２０の記憶部２６が記憶する画像特定テーブルと、を通信部３７を介して取得する。
【００５６】
　ここで、取得の手法は任意であるが、例えば、医療画像分類装置３０の取得部３２が受
付装置１０と医療画像取得装置２０それぞれにテーブル取得要求を送信して、それに応じ
て送信された患者特定テーブルと画像特定テーブルとを受信すればよい。あるいは、所定
間隔で医療画像分類装置３０と受付装置１０との間、医療画像分類装置３０と医療画像取
得装置２０との間で、それぞれ自動で同期をとるようにしてもよい。
【００５７】
　また、取得部３２は、画像特定テーブルの取得のタイミングにあわせて、各画像ＩＤで
特定されるダーモスコピー画像も医療画像取得装置２０から取得するようにする。なお、
取得部３２は、第１の取得手段及び第２の取得手段に相当する。
【００５８】
　分類部３３は、第１判定部３３１と第２判定部３３２とを備え、取得部３２が取得した
患者特定テーブルと画像特定テーブルとに基づいて、患者ＩＤ毎に画像ＩＤを分類する。
なお、分類部３３は、分類手段に相当する。
【００５９】
　第１判定部３３１は、画像特定テーブルにおけるビーコンＩＤと、患者特定テーブルに
おけるビーコンＩＤと、が一致するか否か判定する。なお、第１判定部３３１は、第１の
判定手段に相当する。
　第２判定部３３２は、画像特定テーブルにおける撮影時刻が、患者特定テーブルにおけ
る使用時間帯内か否か判定する。なお、第２判定部３３２は、第２の判定手段に相当する
。
【００６０】
　以上の各部を備えた医療画像分類装置３０の制御部３１は、ＲＯＭに記憶されたプログ
ラムに従って各部を適宜制御することにより、分類処理を実行する。この分類処理につい
て、図１１を参照しながら説明する。この分類処理は、医師が入力部３４を介して分類処
理の実行を指示したことを契機として、開始される。
【００６１】
　まず、取得部３２は、患者特定テーブルを取得する（ステップＳ３１）。具体的には、
取得部３２は、テーブル取得要求に応じて受付装置１０から送信された患者特定テーブル
を取得する。
　次に、取得部３２は、画像特定テーブルを取得する（ステップＳ３２）。具体的には、
取得部３２は、テーブル取得要求に応じて医療画像取得装置２０から送信された画像特定
テーブルを取得する。
【００６２】
　なお、患者特定テーブルと画像特定テーブルは、ステップＳ３３以下の分類に係る処理
に先立って取得されていればいいので、取得順序は問わない。このため、ステップＳ３１
と３２の順序を入れ替えてもいいし、同時に取得しても構わない。
【００６３】
　次に、分類部３３は、画像特定テーブルから１つのビーコンＩＤを選択する（ステップ
Ｓ３３）。例えば、分類部３３は、図９に示す画像特定テーブルから画像ＩＤａのビーコ
ンＩＤ１を選択する。
【００６４】
　次に、第１判定部３３１は、選択したビーコンＩＤと一致するビーコンＩＤが患者特定
テーブルにあるか否か判定する（ステップＳ３４）。具体的には、第１判定部３３１は、
選択したビーコンＩＤと患者特定テーブルにおける各行のビーコンＩＤとを順に比較して
、一致するビーコンＩＤを全て特定する。例えば、第１判定部３３１は、ビーコンＩＤ１
に一致するビーコンＩＤとして、患者特定テーブルから患者ＩＤがＡのビーコンＩＤ１と
、患者ＩＤがＣのビーコンＩＤ１と、を特定する。
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【００６５】
　ここで、選択したビーコンＩＤと一致するビーコンＩＤが患者特定テーブルにあると判
定された場合（ステップＳ３４；Ｙｅｓ）、つまり一致するビーコンＩＤが１以上特定さ
れた場合、第２判定部３３２は、撮影時刻が使用時間帯内か否かを判定する（ステップＳ
３５）。具体的には、第２判定部３３２は、選択したビーコンＩＤに対応付けられた撮影
時刻が、一致すると判定されたビーコンＩＤに対応付けられたビーコンの使用時間帯内か
否かを判定する。
【００６６】
　例えば、選択したビーコンＩＤ１に対応づけられた撮影時刻９：４０が、一致すると判
定されたビーコンＩＤ１に対応付けられたビーコンの使用時間帯９：００～１０：００内
か否か、ならびに１０：０５～１０：３０内か否かをそれぞれ判定する。
【００６７】
　ここで、撮影時刻が使用時間帯内であれば（ステップＳ３５；Ｙｅｓ）、分類部３３は
、画像特定テーブルの画像ＩＤを、患者特定テーブルの患者ＩＤに割り当てる（ステップ
Ｓ３６）。具体的には、分類部３３は、第１判定部３３１によりビーコンＩＤ同士が一致
すると判定され、かつ、第２判定部３３２により撮影時刻が使用時間帯内と判定された場
合、画像特定テーブルにおける画像ＩＤを患者特定テーブルにおける患者ＩＤに割り当て
て、記憶部３６に記憶する。
【００６８】
　例えば、分類部３３は、第１判定部３３１により一致すると判定されたビーコンＩＤ１
であって、第２判定部３３２によりそのビーコンＩＤ１の撮影時刻９：４０が使用時間帯
９：００～１０：００内と判定された患者ＩＤＡに、画像ＩＤａを割り当てて、記憶部３
６に記憶する。
　なお、ステップＳ３４とＳ３５の処理順序は逆でも構わない。処理順序を逆にしても割
り当てを行うことができるからである。
【００６９】
　一方、選択したビーコンＩＤと一致するビーコンＩＤが患者特定テーブルにない場合（
ステップＳ３４；Ｎｏ）、又は一致するビーコンＩＤが患者特定テーブルにあるものの撮
影時刻が使用時間帯内でない場合（ステップＳ３５；Ｎｏ）、割り当てを行うことができ
ないのでステップＳ３６をスキップして、ステップＳ３７に進む。
【００７０】
　ステップＳ３７において、分類部３３は、画像特定テーブルの全ビーコンＩＤを選択済
みか否か判定する（ステップＳ３７）。全ビーコンＩＤを選択済みでない場合（ステップ
Ｓ３７；Ｎｏ）、ステップＳ３３に戻って、分類部３３は、未選択のビーコンＩＤの中か
ら１つのビーコンＩＤを選択する。上述の例の場合、画像ＩＤがａのビーコンＩＤ１以外
のビーコンＩＤ（例えば、画像ＩＤがｂのビーコンＩＤ２）を選択して、ステップＳ３４
乃至３６の処理を行う。
【００７１】
　このように、分類部３３は、全ビーコンＩＤを選択するまで、選択した１つのビーコン
ＩＤを仲立ちとして画像ＩＤを患者ＩＤに割り当てていき（ステップＳ３３乃至３７のル
ープ）、全ビーコンＩＤを選択すると（ステップＳ３７；Ｙｅｓ）、分類処理を終了する
。
【００７２】
　この分類処理を行うことにより、記憶部３６は患者ＩＤと画像ＩＤとが対応付けられた
、つまり患者ＩＤ毎に画像ＩＤが分類された分類テーブルを記憶する（図１２参照）。画
像ＩＤによりダーモスコピー画像が特定されるので、この分類テーブルは、医師が診察し
た患者毎にダーモスコピー画像を分類したテーブルとも言える。
【００７３】
　次に、上述した医療画像分類システム１００の各装置（受付装置１０、医療画像取得装
置２０、医療画像分類装置３０）間の相互作用を中心に、図１３を参照しながら説明する
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。ここでは、患者Ａが病院に来院し、医療事務員からビーコン１を渡されたケースを適宜
例にとって説明する。
【００７４】
　まず、受付装置１０は、上述した受付処理を行う。例えば、受付装置１０は、入力を受
け付けた患者ＩＤＡと、ビーコンＩＤ１と、貸与時刻を受け付けて、返却時刻を受け付け
るまで待機する。
【００７５】
　その間、患者Ａは、医師のダーモスコピー診断を受ける。医師が医療画像取得装置２０
のシャッタボタンを押下すると、医療画像取得装置２０は、上述した撮像処理を行って、
画像特定テーブル（最初のエントリである画像ＩＤａ、ビーコンＩＤ１、撮影時刻９：４
０）を生成して、処理を終了する。
【００７６】
　患者Ａが診断を終えてビーコン１を受付に返却し、医療事務員が返却時刻を入力したと
する。すると、受付装置１０は、上述した受付処理において、患者特定テーブル（最初の
エントリである患者ＩＤＡ、ビーコンＩＤ１、ビーコンの使用時間帯９：００～１０：０
０）を生成して、処理を終了する。
【００７７】
　次に、医師が医療画像分類装置３０の入力部３４を介して分類処理の実行を指示すると
、医療画像分類装置３０は、上述した分類処理を実行して、受付装置１０と医療画像取得
装置２０にそれぞれテーブル取得要求を送信して、それに応じて送信される患者特定テー
ブルと画像特定テーブルとを取得する。
【００７８】
　そして、医療画像分類装置３０は、それらテーブルに基づいて、分類テーブル（最初の
エントリである患者ＩＤＡと画像ＩＤａ）を生成して、処理を終了する。これにより、自
動で患者Ａと画像ＩＤａのダーモスコピー画像とが対応付けられる。患者特定テーブルと
画像特定テーブルに複数のエントリがある場合は、患者毎にダーモスコピー画像が分類さ
れることになる。
【００７９】
　以上、図４乃至図１３を参照しながら説明した医療画像分類システム１００によれば、
受付装置１０と医療画像取得装置２０とがそれぞれ生成した各テーブル（患者特定テーブ
ル、画像特定テーブル）におけるビーコンＩＤを仲立ちとして、ダーモスコピー画像を患
者毎に自動で分類することができる。このため、この実施形態における医療画像分類シス
テム１００によれば、分類に係る作業負担を軽減することができる。
【００８０】
　また、この実施形態における医療画像取得装置２０の記憶部２６（ＳＤカードなどの可
搬型記憶媒体）が記憶する画像特定テーブルには、患者を特定する情報（例えば、患者Ｉ
Ｄ）が記憶されていない。このため、第三者が不正目的で外部に持ち出したとしても、患
者の個人情報が漏洩することがない。これにより、アメリカにおいて、患者の健康情報に
関するプライバシールールを策定したHIPAA法（Health Insurance Portability and Acco
untability Act）を遵守することができる。
【００８１】
　また、この実施形態における医療画像分類システム１００においては、ビーコンＢの使
用時間帯を管理することで、複数のビーコンＢを使い回すようにしている（換言すれば、
患者毎に対応するビーコンを用意しておかなくてもよい）。このため、ピーク時の患者の
来院数分、予めビーコンを用意しておけばいいので、ビーコン数を節約することができる
。また、患者毎にビーコンを対応付けて管理しなくていいので、複数のビーコンの管理負
担を抑えることができるとともに、紛失時も他のビーコンで容易に代用することができる
。ただし、患者毎に予め対応するビーコンを用意しておくことを妨げるものではない。
【００８２】
　例えば、患者毎にビーコンを対応付けておく、つまり、患者ＩＤ毎にビーコンＩＤを対
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応付けておけば、時間（撮影時刻が使用時間帯内か否かの判断）によることなく、ビーコ
ンＩＤのみに基づいて患者毎にダーモスコピー画像を分類することができる。このため、
医療画像分類装置３０の分類に係る処理負担を軽減することができる。
【００８３】
　また、上述した実施形態においては、医療画像取得装置２０は、有線（ＵＳＢケーブル
など）又は無線（ＢＬＥなど）でダーモスコピー画像及び画像特定テーブルを医療画像分
類装置３０に送信するようにしたが、これに限られない。例えば、記憶部２６（ＳＤカー
ド）をユーザが抜き取って医療画像分類装置３０に差し込むことで、ダーモスコピー画像
及び画像特定テーブルを医療画像分類装置３０に移してもよい。
【００８４】
　また、上述した実施形態においては、患者が携帯する携帯型発信媒体はビーコンを前提
として説明したが、これに限られない。例えば、携帯型発信媒体は、ＮＦＣに準拠する非
接触ＩＣカードでもよい。この場合、患者は非接触ＩＣ（Integrated Circuit）カードを
携帯して医師の診断を受ける。そして、非接触ＩＣカードは、医療画像取得装置２０が内
蔵するリーダ／ライタからの微弱電波を受け取って電磁誘導により起動して、カードＩＤ
を医療画像取得装置２０に送信する。このようにして、非接触ＩＣカードをビーコンＢに
代えて用いることもできる。
　更には、携帯型情報保持媒体であるＳＤカードや磁気カード等を利用して、接触式で医
療画像取得装置２０がカードＩＤを取得しても良い。この場合、例えば磁気カードを携帯
するユーザがその磁気カードを医療画像取得装置２０に接触させることでカードＩＤを取
得すればよい。この場合、医療画像取得装置２０のビーコンＩＤ受信部２１２は、携帯型
情報保持媒体の媒体識別情報を取得する（例えば、磁気カードのカードＩＤを取得する）
識別情報取得手段として機能する。なお、携帯型情報保持媒体は、携帯型発信媒体の上位
概念であって、磁気カードやＳＤカードなどの接触型に限らず、ビーコンやフェリカなど
の非接触型も含む。
【００８５】
　また、上述した実施形態においては、受付装置１０のユーザである医療事務員が患者を
受け付けると、患者ＩＤとビーコンＩＤと貸与時刻とを受付装置１０に入力するようにし
たが、これに限られない。医療事務員は、患者ＩＤとビーコンＩＤとを入力して、受付装
置１０がそれらを受け付けた時刻を貸与時刻として自動で貸与時刻と患者ＩＤとビーコン
ＩＤとを対応付けてもよい。また、返却時刻は、医療事務員が入力しなくともビーコンＢ
の返却があったことを受付装置１０に入力すればよい。例えば、患者Ａに貸したビーコン
１の返却があると医療事務員は、受付装置１０の表示部１３に表示されたビーコン１につ
いて返却済ボタンを押下すればよい。
　この場合、図５の受付処理において、受付装置１０は、患者ＩＤとビーコンＩＤとの入
力を受け付けると（ステップＳ１１）、受け付けた際の現在時刻を貸与時刻として患者Ｉ
ＤとビーコンＩＤとに対応付ける。その後、受付装置１０は、ビーコンＢの返却があった
ことを受け付けると（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、受け付けた際の現在時刻を返却時刻と
して、貸与時刻と返却時刻から使用時間帯を算出する。このようにすれば、医療事務員の
時刻入力の作業負担を軽減することができる。
【００８６】
　以上で実施形態の説明を終了するが、上記実施形態は一例であり、医療画像分類システ
ム１００の構成や各装置が行う処理の内容などが上記実施形態で説明したものに限られな
いことはもちろんである。
【００８７】
（変形例）
　上述した実施形態においては、患者は、診察場所を誤らない前提で説明した。しかし、
現実的には、患者が間違って別の診察場所に行ってしまい、医師が診察予定患者と誤信し
て診断してしまうことが起こりえる。そこで、変形例における医療画像分類システム１０
０’では、ビーコンＢにＧＰＳ機能を持たせ、患者の現在位置を特定し、患者が診察を受
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けるべき診察場所にいるか否か判定する機能を持たせる。以下では、この機能を中心に説
明する。
【００８８】
　医療画像分類システム１００’の受付装置１０の記憶部１４は、図１４に示す位置情報
テーブルを記憶する。この位置情報テーブルは、患者がビーコンＢを返却するまでに、医
療画像分類装置３０が参照するテーブルである。
　まず、医療事務員は、患者を受け付けて、ビーコンＢを貸与する。その後、医療事務員
は、受付装置１０に、受け付けた患者の患者ＩＤと、貸与したビーコンＢのビーコンＩＤ
と、ビーコンＢの貸与時刻と、診察予定場所の位置情報と、を入力する。受付装置１０は
、その入力を受け付けて、位置情報テーブルを生成する。
【００８９】
　診察予定場所の位置情報とは、患者の行き先を示す情報であって、例えば、診察室の番
号（図１４の例では、００１号室など）である。診察室の番号と経度緯度情報とは、予め
、受付装置１０が対応関係を記憶しておき、診察室の番号を受け付けると、付帯情報とし
て対応づける（図１４の例では、経度ｘ１、緯度ｙ１など）。
【００９０】
　この医療画像分類システム１００’における医療画像分類装置３０は、通信部３７を介
して、ＧＰＳ機能を持つビーコンＢが発信するビーコンＩＤと現在位置情報（経度緯度情
報）とを受信する。ここで、図１５を参照しながら、医療画像分類装置３０が行う、患者
が診察を受けるべき診察場所にいるか否か判定する患者正誤処理について説明する。
【００９１】
　この図１５の患者正誤処理は、医療画像分類装置３０の制御部３１が、通信部３７を介
して、ビーコンＢからのビーコンＩＤと現在位置情報を受信したか否かをモニタしておく
（ステップＳ４１；Ｎｏ）。そして、医師が患者の診察を開始する前に、その患者が携帯
するビーコンＢから発信されるビーコンＩＤと現在位置情報とを制御部３１が受信したと
する（ステップＳ４１；Ｙｅｓ）。すると、ステップＳ４２以下の処理を行う。
【００９２】
　まず、取得部３２は、位置情報テーブルを取得する。具体的には、取得部３２は、通信
部３７を介して、受付装置１０から位置情報テーブルを取得する。次に、制御部３１は、
位置情報テーブルを参照して、医師が診ている患者の患者ＩＤと診察予定場所の位置情報
（その患者の行き先を示す情報）とを特定する（ステップＳ４３）。
【００９３】
　具体的には、制御部３１は、ステップＳ４１で受信したビーコンＩＤとタイマなどによ
り特定した現在時刻とに基づいて、位置情報テーブルから患者ＩＤと診察予定場所の位置
情報とを特定する。例えば、ビーコン１からビーコンＩＤ１を受信し、かつ、現在時刻が
９：１０であれば、制御部３１は、位置情報テーブルを参照して、ビーコンＩＤ１が一致
するとともに現在時刻９：１０が貸与時刻９：００以降の患者ＩＤＡと００１号室（経度
ｘ１、緯度ｙ１）とを特定する。
【００９４】
　次に、制御部３１は、特定した診察予定場所の位置情報と、受信した現在位置情報と、
が一致するか否か判定する（ステップＳ４４）。具体的には、制御部３１は、患者の行き
先を示す位置情報（経度緯度情報）と、その患者の現在位置情報（経度緯度情報）と、が
一致するか否か判定する。
【００９５】
　例えば、制御部３１は、診察予定場所の位置情報である００１号室の経度ｘ１、緯度ｙ
１と、ビーコン１から受信した現在位置情報（経度緯度情報）と、が一致するか否か判定
する。この際、経度緯度同士が正確に一致する必要はなく、患者が診察されるべき診察室
内にいるか否かの判定ができればいいので、診察室内のサイズに合わせて経度緯度の誤差
を設けるとよい。例えば、ステップＳ４４において、特定した診察予定場所の位置情報と
、受信した現在位置情報と、が所定の誤差範囲内か否か判定してもよい。
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【００９６】
　ここで、両者が一致する場合（ステップＳ４４；Ｙｅｓ）、例えば、診察予定場所の位
置情報と現在位置情報とが共に経度ｘ１、緯度ｙ１で一致する場合、患者ＩＤＡの患者Ａ
は、診察予定場所の００１号室にいるので、エラー報知することなく、処理を終了する。
【００９７】
　一方、診察予定場所の位置情報と現在位置情報とが一致しない場合（ステップＳ４４；
Ｎｏ）、患者は診察予定場所にいないので（上述の例の場合、患者ＩＤＡの患者Ａは診察
予定場所の００１号室にいないので）エラー報知して（ステップＳ４５）、処理を終了す
る。このエラー報知は、例えば、医師に診察予定患者ではないことを知らせる旨の音声通
知、あるいは、患者が診察予定場所とは異なる場所にいることを知らせる旨の音声通知で
ある。なお、この正誤判定処理において、取得部３２は位置情報受信手段に相当し、制御
部３１は特定手段及び報知手段に相当する。
【００９８】
　このように、変形例に係る医療画像分類システム１００’によれば、ＧＰＳ機能を持つ
ビーコンＢから患者の現在位置情報を特定し、その特定した現在位置情報が位置情報テー
ブル中の患者の行き先を示す情報（診察予定場所の位置情報）と一致するか否か判定して
いる。このため、患者が診察を受けるべき診察場所にいるか否かを判定することができる
。したがって、医師は患者を診察する前に、自身が担当する診察予定患者か否か知ること
ができるとともに、患者は診察前に自身が間違った診察室にいるか否か知ることができる
。
【００９９】
　なお、この変形例においては、位置情報テーブルを用いるようにしたが、これに限られ
ない。例えば、位置情報テーブルに代えて、患者特定テーブルを用いてもよい。具体的に
は、患者特定テーブルにおいてビーコンＢの返却があるまでは、ビーコンの使用時間帯を
ビーコンの貸与時刻として代用し、かつ、診察予定場所の位置情報についてはカラムを１
つ追加すればよい。これによれば、患者特定テーブルを分類に用いるだけでなく正誤判定
のためにも用いることができる。
【０１００】
　また、上述した変形例においては、医療画像分類装置３０が正誤判定処理を行うように
したが、これに限られない。医療画像取得装置２０が受付装置１０から位置情報テーブル
を有線又は無線で取得できる限り、医療画像取得装置２０が正誤判定処理を行っても構わ
ない。この際、医療画像取得装置２０は、エラー報知として、表示部２５にエラーメッセ
ージを表示すればよい。
【０１０１】
　なお、上述した実施形態及び変形例においては、医療画像はダーモスコピー画像である
ことを前提に説明したが、これに限られない。要は、医療画像であればよいので、例えば
、レントゲン画像、Ｘ線画像、ＣＴ（Computed Tomography）画像、ＭＲＩ（Magnetic Re
sonance Imaging）画像などであってもよい。
【０１０２】
　また、この医療画像分類システム１００，１００’は、医療現場に適用することを前提
に説明した。この場合、ビーコンＢの使用者は患者、医療画像取得装置２０と医療画像分
類装置３０の使用者は医師、分類対象物は医療画像であるがこれに限定されないことを念
のため付言する。例えば、ビーコンＢの使用者を被写体、医療画像取得装置２０と医療画
像分類装置３０の使用者を撮影者、分類対象物をその被写体が写る画像（例えば、風景画
像など）にして、被写体毎に画像を分類してもよい。
【０１０３】
　また、この発明の受付装置１０、医療画像取得装置２０、医療画像分類装置３０の各機
能は、通常のＰＣ等のコンピュータによっても実施することができる。
　具体的には、上記実施形態では、各装置が行う各処理（受付処理、撮像処理、分類処理
）のプログラムが、各装置の制御部１１、２１及び３１のＲＯＭに予め記憶されているも
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のとして説明した。しかし、各処理のプログラムを、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ（Compact Disc Read Only Memory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）及びＭＯ（M
agneto-Optical Disc）等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、そ
のプログラムをコンピュータにインストールすることにより、上述の各部の機能を実現す
ることができるコンピュータを構成してもよい。また、プログラムをインターネット等の
通信ネットワーク上のサーバ装置が有するディスク装置等に格納しておき、例えば、コン
ピュータがダウンロード等をすることができるようにしてもよい。
【０１０４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、本発明には、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範
囲が含まれる。以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【０１０５】
（付記１）
　受付装置と、医療画像取得装置と、医療画像分類装置と、を備えた医療画像分類システ
ムであって、
　前記受付装置は、
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が受け付けた前記患者識別情報と、前記媒体識別情報と、が対応付けられ
た第１の対応情報を記憶する第１の記憶手段と、を備え、
　前記医療画像取得装置は、
　前記患者が携帯する携帯型情報保持媒体から媒体識別情報を取得する識別情報取得手段
と、
　前記患者を診断するための医療画像を取得する画像取得手段と、
　前記画像取得手段が取得した医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記識別情報取
得手段が取得した媒体識別情報と、が対応付けられた第２の対応情報を記憶する第２の記
憶手段と、を備え、
　前記医療画像分類装置は、
　前記第１の記憶手段が記憶する前記第１の対応情報を取得する第１の取得手段と、
　前記第２の記憶手段が記憶する前記第２の対応情報を取得する第２の取得手段と、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類手段と、を備えた、
　ことを特徴とする医療画像分類システム。
【０１０６】
（付記２）
　前記第１の記憶手段は、前記第１の対応情報として、さらに、前記携帯型情報保持媒体
を携帯する患者の該携帯型情報保持媒体の使用時間帯を、前記患者識別情報と前記媒体識
別情報とに対応付けて記憶し、
　前記第２の記憶手段は、前記第２の対応情報として、さらに、前記医療画像が撮影され
た撮影時刻を、前記医療画像識別情報と前記媒体識別情報とに対応付けて記憶し、
　前記分類手段は、
　前記第２の対応情報における前記媒体識別情報と、前記第１の対応情報における媒体識
別情報と、が一致するか否か判定する第１の判定手段と、
　前記第２の対応情報における前記撮影時刻が、前記第１の対応情報における前記使用時
間帯内か否か判定する第２の判定手段と、
　を備え、
　前記第１及び第２の判定手段の判定結果に基づいて、前記分類を行う、
　ことを特徴とする付記１に記載の医療画像分類システム。
【０１０７】
（付記３）
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　前記分類手段は、前記第１の判定手段により前記媒体識別情報同士が一致すると判定さ
れ、かつ、前記第２の判定手段により前記撮影時刻が前記使用時間帯内と判定された場合
、前記医療画像識別情報を前記患者識別情報に割り当てて、前記分類を行う、
　ことを特徴とする付記２に記載の医療画像分類システム。
【０１０８】
（付記４）
　前記携帯型情報保持媒体は、携帯型発信媒体であり、
　前記識別情報取得手段は、前記携帯型発信媒体から発信される媒体識別情報を受信する
受信手段を含む、
　ことを特徴とする付記１乃至３の何れか一つに記載の医療画像分類システム。
【０１０９】
（付記５）
　前記医療画像取得装置は、
　前記受信手段が複数の媒体識別情報を受信する場合、受信強度が最大の媒体識別情報を
選択する選択手段をさらに備え、
　前記第２の記憶手段は、前記選択手段により選択された媒体識別情報と前記医療画像識
別情報とが対応付けられた前記第２の対応情報を記憶する、
　ことを特徴とする付記４に記載の医療画像分類システム。
【０１１０】
（付記６）
　前記第１の記憶手段は、前記第１の対応情報として、さらに、前記携帯型発信媒体を携
帯する患者の診察予定場所の位置情報を、前記患者識別情報と前記媒体識別情報とに対応
付けて記憶し、
　前記医療画像分類装置は、
　前記患者が携帯する携帯型発信媒体から発信される、該携帯型発信媒体の媒体識別情報
と、該携帯型発信媒体の現在位置を示す現在位置情報と、を受信する位置情報受信手段と
、
　前記位置情報受信手段が受信した前記媒体識別情報に基づいて、前記第１の取得手段が
取得した前記第１の対応情報から、前記患者の診察予定場所の位置情報を特定する特定手
段と、
　前記特定手段が特定した前記患者の診察予定場所の位置情報と、前記位置情報受信手段
が受信した現在位置情報と、が一致しなかった場合、該患者が診察予定場所にいない旨を
報知する報知手段と、備えた、
　ことを特徴とする付記４又は５に記載の医療画像分類システム。
【０１１１】
（付記７）
　前記医療画像は、ダーモスコープを介して撮影された患者のダーモスコピー画像である
、
　ことを特徴とする付記１乃至６の何れか一つに記載の医療画像分類システム。
【０１１２】
（付記８）
　前記第２の記憶手段は、可搬型記憶媒体である、
　ことを特徴とする付記１乃至７の何れか一つに記載の医療画像分類システム。
【０１１３】
（付記９）
　前記携帯型発信媒体は、Bluetooth（登録商標） Low Energyに準拠するビーコン又はＮ
ＦＣ（Near Field Communication）に準拠する非接触ＩＣカードである、
　ことを特徴とする付記４乃至６の何れか一つに記載の医療画像分類システム。
【０１１４】
（付記１０）
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　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、の入力を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて受け付けた前記患者識別情報と、前記媒体識別情報と、が対
応付けられた第１の対応情報を記憶する第１の記憶ステップと、
　前記患者が携帯する携帯型情報保持媒体から媒体識別情報を取得する識別情報取得ステ
ップと、
　前記患者を診断するための医療画像を取得する画像取得ステップと、
　前記画像取得ステップにおいて取得した医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記
識別情報取得ステップにおいて取得した媒体識別情報と、が対応付けられた第２の対応情
報を記憶する第２の記憶ステップと、
　前記第１の記憶ステップにおいて記憶した前記第１の対応情報を取得する第１の取得ス
テップと、
　前記第２の記憶ステップにおいて記憶した前記第２の対応情報を取得する第２の取得ス
テップと、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類ステップと、
　を備えたことを特徴とする医療画像分類方法。
【０１１５】
（付記１１）
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、が対応付けられた第１の対応情報を取得する第１の取得手段と、
　前記患者を診断するための医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記携帯型情報保
持媒体から取得した媒体識別情報と、が対応付けられた第２の対応情報を取得する第２の
取得手段と、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類手段と、
　を備えたことを特徴とする医療画像分類装置。
【０１１６】
（付記１２）
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、が対応付けられた第１の対応情報を取得する第１の取得ステップと、
　前記患者を診断するための医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記携携帯型情報
保持媒体から取得した媒体識別情報と、が対応付けられた第２の対応情報を取得する第２
の取得ステップと、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類ステップと、
　を備えたことを特徴とする医療画像分類方法。
【０１１７】
（付記１３）
　コンピュータを、
　患者を識別する患者識別情報と、該患者が携帯する携帯型情報保持媒体の媒体識別情報
と、が対応付けられた第１の対応情報を取得する第１の取得手段、
　前記患者を診断するための医療画像を識別する医療画像識別情報と、前記携帯型情報保
持媒体から取得した媒体識別情報と、が対応付けられた第２の対応情報を取得する第２の
取得手段、
　前記第１及び第２の対応情報における媒体識別情報に基づいて、前記医療画像識別情報
を前記患者識別情報毎に分類する分類手段、
　として機能させるためのプログラム。
【０１１８】
（付記１４）
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　患者が携帯する携帯型発信媒体から発信される該携帯型発信媒体の媒体識別情報を受信
する受信手段と、
　前記患者を診断するための医療画像を取得する画像取得手段と、
　前記受信手段が複数の媒体識別情報を受信した場合、受信強度が最大の媒体識別情報を
選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された媒体識別情報と、前記画像取得手段が取得した医療画像
を識別する医療画像識別情報と、が対応付けられた対応情報を記憶する記憶手段と、
　を備えたことを特徴とする医療画像取得装置。
【０１１９】
（付記１５）
　患者が携帯する携帯型発信媒体から発信される該携帯型発信媒体の媒体識別情報を受信
する受信ステップと、
　前記患者を診断するための医療画像を取得する画像取得ステップと、
　前記受信ステップにおいて複数の媒体識別情報を受信した場合、受信強度が最大の媒体
識別情報を選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにおいて選択された媒体識別情報と、前記画像取得ステップにおいて
取得した医療画像を識別する医療画像識別情報と、が対応付けられた対応情報を記憶する
記憶ステップと、
　を備えたことを特徴とする医療画像取得方法。
【０１２０】
（付記１６）
　コンピュータを、
　患者が携帯する携帯型発信媒体から発信される該携帯型発信媒体の媒体識別情報を受信
する受信手段、
　前記患者を診断するための医療画像を取得する画像取得手段、
　前記受信手段が複数の媒体識別情報を受信した場合、受信強度が最大の媒体識別情報を
選択する選択手段、
　前記選択手段により選択された媒体識別情報と、前記画像取得手段が取得した医療画像
を識別する医療画像識別情報と、が対応付けられた対応情報を記憶する記憶手段、
　として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１２１】
１０…受付装置、１１…制御部、１２…入力部、１３…表示部、１４…記憶部、１５…通
信部、２０…医療画像取得装置、２１…制御部、２２…撮像部、２３…操作部、２４…通
信部、２５…表示部、２６…記憶部、２７…外部インターフェイス部、３０…医療画像分
類装置、３１…制御部、３２…取得部、３３…分類部、３４…入力部、３５…表示部、３
６…記憶部、３７…通信部、１００，１００’…医療画像分類システム、２００…ダーモ
スコープ、２１１…画像取得部、２１２…ビーコンＩＤ受信部、２１３…ビーコンＩＤ選
択部、３３１…第１判定部、３３２…第２判定部、
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