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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに基づいてレポートを生成するシステムであって：
　複数のテンプレートからテンプレートを選択するテンプレート選択器であって、前記テ
ンプレートは前記レポートの構造および前記レポートのために埋められるべきデータ・フ
ィールドを定義し、前記テンプレートはさらにビュー記述子および前記データ・フィール
ドと前記ビュー記述子との間の関連付けを定義し、ビュー記述子は、画像型および該画像
型の呈示モードを定義する、テンプレート選択器と；
　前記テンプレートの前記データ・フィールドの表現をユーザーに対して呈示するデータ
・フィールド呈示器と；
　前記データ・フィールドの少なくとも一つを選択するデータ・フィールド選択器と；
　選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子に
よって定義される画像型をもつ少なくとも一つの画像データセットを自動的に選択する画
像データセット選択器と；
　選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子に
よって定義される呈示モードに基づいて前記少なくとも一つの選択された画像データセッ
トのビューを自動的に生成するビュー生成器と；
　生成されたビューの表示中に、選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドの
内容について、ユーザーが入力を提供できるようにするユーザー入力ユニットと；
　前記テンプレートおよびユーザーによって提供された前記データに基づいて前記レポー
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トを生成するレポート生成器とを有する、
システム。
【請求項２】
　前記テンプレートがさらに、データ・フィールドと測定記述子との間の関連付けを定義
しており、測定記述子は、そのデータ・フィールドに関連付けられた画像型に対して実行
されるべき測定を定義し；
　当該システムはさらに、選択された前記少なくとも一つの画像データセットおよび前記
測定記述子に基づいて測定を実行して測定データを得る測定ツールを有し；
　前記レポート生成器は、前記少なくとも一つのデータ・フィールドを埋めるために前記
測定データを使うよう構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記測定ツールが前記ユーザー入力ユニットに動作上接続され、前記測定ツールがユー
ザー入力にも基づいて前記測定を実行する、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの画像データセットの被験者に関連付けられたデータ・レコードに
前記レポートを記憶するレポート記憶ユニットを有さらに有する、請求項１記載のシステ
ム。
【請求項５】
　前記レポート生成器が、前記少なくとも一つのデータ・フィールドのデータの表現を含
む自然言語を生成するための自然言語生成器を有する、請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記レポート生成器が、前記ビュー生成器によって生成されるビューおよび／または選
択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子によっ
て定義される呈示モードに基づいて、前記少なくとも一つの選択された画像データセット
の呈示を含めるよう構成されている、請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　画像データベースを有する画像管理伝送システム（PACS）と通信する第一の通信モジュ
ールと、放射線医学もしく（RIS）を含む情報システムと通信する第二の通信モジュール
とを有する、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記ユーザー入力ユニットが、音声認識を使ってデータ・フィールドの少なくとも一つ
についての情報をユーザーが与えられるようにする音声認識モジュールを有する、請求項
１記載のシステム。
【請求項９】
　請求項１記載のシステムを有するワークステーション。
【請求項１０】
　レポート生成システムがレポートを生成する方法であって、
　テンプレート選択器が複数のテンプレートからテンプレートを選択する段階であって、
前記テンプレートは前記レポートの構造および前記レポートのために埋められるべきデー
タ・フィールドを定義し、前記テンプレートはさらにビュー記述子および前記データ・フ
ィールドと前記ビュー記述子との間の関連付けを定義し、ビュー記述子は、画像型および
該画像型の呈示モードを定義する、段階と；
　データ・フィールド呈示器が前記テンプレートの前記データ・フィールドの表現をユー
ザーに対して呈示する段階と；
　データ・フィールド選択器が前記データ・フィールドの少なくとも一つを選択する段階
と；
　画像データセット選択器が選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連
付けられたビュー記述子によって定義される画像型をもつ少なくとも一つの画像データセ
ットを自動的に選択する段階と；
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　ビュー生成器が選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられた
ビュー記述子によって定義される呈示モードに基づいて前記少なくとも一つの選択された
画像データセットのビューを自動的に生成する段階と；
　ユーザー入力ユニットが生成されたビューの表示中に、選択された前記少なくとも一つ
のデータ・フィールドの内容について、ユーザーが入力を提供できるようにする段階と；
　レポート生成器が前記テンプレートおよびユーザーによって提供された前記データに基
づいて前記レポートを生成する段階とを含む、
方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の方法を前記レポート生成システムのプロセッサ・システムに実行させ
るための命令を含むコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像データに基づくレポートの生成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の放射線医学では、画像は、要求に応じて、医療撮像装置の操作者によって生成さ
れる。この要求に応じて、画像が作成され、その後、レポートが生成される。要求は典型
的にはモダリティおよび体内の領域を記述し、病状の記述や、確認または排除されるべき
、可能性のある診断を含めて拡張することもできる。たいていの場合、画像は技師によっ
て生成され、レポートはその後、放射線医によって閲覧室で作成される。場合によっては
（たとえば超音波調査の場合）、放射線医は撮像を自分で実行することもある。
【０００３】
　その後、レポートが生成される。これを行う一般的な方法は、口述によるものである。
音声認識または文字起こしが書面のレポートを生成するために使われる。このレポートの
内容は、ある程度、定式化されていてもよい。しかしながら、結果として得られるテキス
トは構造化されていない。
【０００４】
　近年、構造化されたレポートに向けた潮流が現れてきている。ここでは、レポートは、
他のアプリケーションがそこに含まれる情報を利用できるよう構造化される。RSNAによる
最近のイニシアチブは、いくつかの異なるアプリケーションのための、レポートの構造に
ついての一組のテンプレートを公開するというものである。
【０００５】
　レポートの先進分野は乳癌診断である。ACRの胸部撮像レポートおよびデータ・システ
ム（BI-RADS:　Breast　Imaging　Reporting　and　Data　System）は、マンモグラフィ
ー（X線）、超音波およびMRIという三つのモダリティについて、レポートの表現および構
造を記述する。BI-RADSの一部は、マンモグラフィーCAD　SOPクラス（Mammography　CAD
　SOP　Class）定義のためのDICOM構造化レポート（DICOM　Structured　Reporting）に
組み込まれている。DynaCAD（Invivo社）、CADStream（Merge社）およびB-CAD（Medipatt
ern社）のような解析パッケージは、BI-RADS書式を埋めるために専用のユーザー・インタ
ーフェースを使い、報告された知見をキー画像にリンクする。フィリップス社のIntelliS
pace　Breastはこれをすべてのモダリティについてでき、内容をDICOM構造化レポートに
おいてエンコードする。
【０００６】
　超音波では、DICOM構造化レポートは、たとえば心臓病学において、生成されたレポー
トをカート（cart）上に記憶するために使われる。しかしながら、これらのユーザー・イ
ンターフェースはみな応用分野に固有である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　画像データに基づいてレポートを生成する改善されたシステムを有することが有利であ
ろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この問題によりよく対処するため、本発明の第一の側面は、
　複数のテンプレートからテンプレートを選択するテンプレート選択器であって、前記テ
ンプレートは前記レポートの構造および前記レポートのために埋められるべきデータ・フ
ィールドを定義し、前記テンプレートはさらにデータ・フィールドとビュー記述子との間
の関連付けを定義し、ビュー記述子は、画像型および該画像型の呈示モードを定義する、
テンプレート選択器と；
　前記テンプレートの前記データ・フィールドの表現をユーザーに対して呈示するデータ
・フィールド呈示器と；
　前記データ・フィールドの少なくとも一つを選択するデータ・フィールド選択器と；
　選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子に
よって定義される画像型をもつ少なくとも一つの画像データセットを自動的に選択する画
像データセット選択器と；
　選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子に
よって定義される呈示モードに基づいて前記少なくとも一つの選択された画像データセッ
トのビューを自動的に生成するビュー生成器と；
　生成されたビューの表示中に、選択された少なくとも一つのデータ・フィールドの内容
について、ユーザーが入力を提供できるようにするユーザー入力ユニットと；
　前記テンプレートおよびユーザーによって提供された前記データに基づいて前記レポー
トを生成するレポート生成器とを有する、
システムを提供する。
【０００９】
　自動的に少なくとも一つの画像データセットを選択し、選択された少なくとも一つのデ
ータ・フィールドに対応する呈示モードに基づいてビューを生成するためにテンプレート
を使うことは、適切な画像を吟味し、所望されるレポートを生成するのを特に効率的にす
る。
【００１０】
　テンプレートはさらに、データ・フィールドと測定記述子との間の関連付けを定義して
もよく、ここで、測定記述子は、そのデータ・フィールドに関連付けられた画像型に対し
て実行されるべき測定を定義し；
　当該システムはさらに、選択された少なくとも一つの画像データセットおよび測定記述
子に基づいて測定を実行して測定データを得る測定ツールを有し；
　前記レポート生成器は、前記少なくとも一つのデータ・フィールドを埋めるために前記
測定データを使うよう構成される。
【００１１】
　レポートに含められるべき関連情報の収集は、該レポートのために必要とされる情報を
提供することのできる適切な測定ツールを自動的に立ち上げることによってさらに向上さ
せられてもよい。測定ツールは、完全に自動的にまたは対話モードで機能してもよい。対
話モードでは、測定ツールはユーザー入力ユニットに動作上接続されていてもよく、測定
ツールはユーザー入力にも基づいて測定を実行するよう構成されていてもよい。
【００１２】
　本システムは、前記少なくとも一つの画像データセットの被験者に関連付けられたデー
タ・レコードに前記レポートを記憶するレポート記憶ユニットを有していてもよい。この
ようにして、たとえば画像管理伝送システム（PACS:　picture　archiving　and　commun
ication　system）と病院情報システム（HIS:　hospital　information　system）または
放射線医学情報システム（RIS:　radiology　information　system）との間の効率的なリ
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ンクが確立されうる。画像はPACSから取得されてもよく、一方、生成されたレポートはHI
SまたはRISに記憶されてもよい。
【００１３】
　その目的に向け、本システムは、画像データベースを有する画像管理伝送システム（PA
CS）と通信する第一の通信モジュールと、放射線医学もしくは病院情報システム（RIS/RI
S）を含む情報システムと通信する第二の通信モジュールとを有していてもよい。
【００１４】
　レポート生成器は、前記少なくとも一つのデータ・フィールドのデータの表現を含む自
然言語を生成するための自然言語生成器を有していてもよい。このようにして、結果とし
て得られるレポートはより読みやすくなる。
【００１５】
　レポート生成器は、ビュー生成器によって生成されるビューおよび／または選択された
少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子によって定義される
呈示モードに基づいて、前記少なくとも一つの選択された画像データセットの呈示を含め
るよう構成されていてもよい。これは、レポートが自動的にイラストレーションされるこ
とを許容する。
【００１６】
　ユーザー入力ユニットは、音声認識を使ってデータ・フィールドの少なくとも一つにつ
いての情報をユーザーが与えられるようにする音声認識モジュールを有していてもよい。
これは、ユーザーが、前記レポートのための入力をより効率的に与えることを許容する。
【００１７】
　もう一つの側面では、本発明は、前記システムを有するワークステーションを提供する
。
【００１８】
　もう一つの側面では、本発明は、レポートを生成する方法であって、
　複数のテンプレートからテンプレートを選択する段階であって、前記テンプレートは前
記レポートの構造および前記レポートのために埋められるべきデータ・フィールドを定義
し、前記テンプレートはさらにデータ・フィールドとビュー記述子との間の関連付けを定
義し、ビュー記述子は、画像型および該画像型の呈示モードを定義する、段階と；
　前記テンプレートの前記データ・フィールドの表現をユーザーに対して呈示する段階と
；
　前記データ・フィールドの少なくとも一つを選択する段階と；
　選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子に
よって定義される画像型をもつ少なくとも一つの画像データセットを自動的に選択する段
階と；
　選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子に
よって定義される呈示モードに基づいて前記少なくとも一つの選択された画像データセッ
トのビューを自動的に生成する段階と；
　生成されたビューの表示中に、選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドの
内容について、ユーザーが入力を提供できるようにする段階と；
　前記テンプレートおよびユーザーによって提供された前記データに基づいて前記レポー
トを生成する段階とを含む、
方法を提供する。
【００１９】
　もう一つの側面では、本発明は、上記方法をプロセッサ・システムに実行させるための
命令を含むコンピュータ・プログラム・プロダクトを提供する。
【００２０】
　当業者は、本発明の上述した実施形態、実装および／または側面の二つ以上が、有用と
見なされる任意の仕方で組み合わされてもよいことを認識するであろう。
【００２１】
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　前記システムの記述された修正および変形に対応する、前記画像取得装置、前記ワーク
ステーション、前記システム、前記方法および／または前記コンピュータ・プログラム・
プロダクトの修正および変形が、本稿に基づいて当業者によって実行されることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明のこれらおよびその他の側面は、以下に記述される実施形態から明白となり、明
快にされるであろう。
【図１】画像データに基づいてレポートを生成するシステムの図である。
【図２】画像データに基づいてレポートを生成する方法のフローチャートである。
【図３】スクリーンショットを示す図である。
【図４】レポートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、画像データに基づいてレポートを生成するシステムのいくつかの側面を示すブ
ロック図である。本システムをより明確に記述できるよう、本システムの最も有意な部分
のみが図面において表現されており、それらの部分の間の相互関係の一部のみが描かれて
いる。記述されるシステムの変形が可能であることを注意しておく。例示的な実装だけが
図面に示されている。図示した要素のいくつかは任意的である。本システムは、たとえば
ソフトウェアを使ったコンピュータ・システム上で実装されてもよい。コンピュータ・シ
ステムは分散システムまたはワークステーションを含んでいてもよい。
【００２４】
　本システムは、複数のテンプレートからテンプレートを選択するよう構成されたテンプ
レート選択器１を有していてもよい。テンプレートは、前記レポートおよび該レポートの
ために埋められるべきデータ・フィールドのための構造を定義してもよい。テンプレート
はさらに、データ・フィールドとビュー記述子との間の関連付けを定義してもよい。ここ
で、ビュー記述子は、画像型および該画像型の呈示モードを定義する。テンプレート選択
器１は、たとえば画像管理伝送システム（PACS）１７に結合されていてもよい。ユーザー
は、PACS　１１から画像研究（image　study）を選択し、それをテンプレート選択器１に
入力として提供することができるようにされていてもよい。もう一つの例では、ユーザー
はRISワークリストからテンプレートを選択し、前記ワークリストに基づいてPACSから画
像データを取得することができるようにされていてもよい。テンプレート選択器は画像デ
ータを解析し、前記研究の型に基づいて、必要とされるレポートの種類、よってテンプレ
ートを決定するよう構成されていてもよい。テンプレート選択器１は、別の情報システム
１６、たとえば放射線医学情報システム（RIS）または病院情報システム（HIS）にも結合
されていてもよい。RIS/HIS　１６は、特定の研究型を求める、照会する医師から受領さ
れる文書を含んでいてもよい。テンプレート選択器１は、そのような情報に基づいてテン
プレートを選択するよう構成されていてもよい。テンプレート選択器１は、ユーザーがテ
ンプレートを選択することができるようにするよう構成されていてもよい。また、たとえ
ばタスク・リストから特定の患者または特定の事例の選択を許容するよう、ユーザー・イ
ンターフェースが設けられていてもよい。
【００２５】
　本システムはさらに、データ・フィールド呈示器２を有していてもよい。データ・フィ
ールド呈示器２は、前記テンプレートの前記データ・フィールドの表現をユーザーに対し
て呈示するよう構成されていてもよい。たとえば、データ・フィールドは、ユーザーが、
テンプレートによって指定されたデータ・フィールドに対応する、ウィジェット、ドロッ
プダウン・ボックスおよびテキスト入力フィールドといったユーザー・インターフェース
要素を選択できる電子的なフォームとして呈示されてもよい。
【００２６】
　本システムはさらに、前記データ・フィールドの少なくとも一つを選択するよう構成さ
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れたデータ・フィールド選択器３を有していてもよい。この選択は、たとえば、選択され
るべきフィールドのマウス・クリックに基づいて行われてもよい。選択器３は、フィール
ドを、逐次的な順序で、自動的に選択するよう構成されていてもよい。順序は、テンプレ
ートにおいて指定されていてもよく、ユーザーによって変更されてもよい。
【００２７】
　本システムはさらに、選択された前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付け
られたビュー記述子によって定義される画像型をもつ少なくとも一つの画像データセット
を自動的に選択するよう構成されていてもよい画像データセット選択器４を有していても
よい。たとえば、画像データセット選択器４は、検索型によってまたは検索型に基づいて
指定される一組の検索基準を満たす画像データセットを検索するよう構成されていてもよ
い。ここで、画像データセット選択器４は、レポートが該当する特定の患者についての画
像を検索するよう構成されていてもよい。また、画像データセット選択器４は、たとえば
履歴画像または参照画像を選択するよう構成されていてもよい。そのような履歴または参
照画像は、比較を容易にするために、現在の患者のデータと一緒に示されてもよい。
【００２８】
　本システムは、前記少なくとも一つの選択された画像データセットのビューを自動的に
生成するビュー生成器５を有していてもよい。このビューは、選択された前記少なくとも
一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子によって定義される呈示モード
に基づいて生成される。たとえば、選択された画像データセットは、テンプレートに含ま
れるビュー記述子によって指定される、スライス・ビューまたは最大輝度投影（MIP）ビ
ューのような特定のビューをレンダリングするために処理されてもよい。
【００２９】
　本システムは、生成されたビューを表示するディスプレイ１４を有していてもよい。さ
らに、ディスプレイ１４は、データ・フィールド呈示器２によって与えられるデータ・フ
ィールドの表現を表示するよう構成されていてもよい。
【００３０】
　本システムは、生成されたビューを表示している間に、選択された前記少なくとも一つ
のデータ・フィールドの内容について、ユーザーが入力を提供できるようにするユーザー
入力ユニット６を有していてもよい。ユーザー入力ユニット６は、キーボード、マウスま
たはマイクロホンといったユーザー入力装置１５から入力を受け取るよう構成されていて
もよい。
【００３１】
　本システムは、前記レポートを生成するレポート生成器７を有していてもよい。レポー
ト生成器７は、前記テンプレートおよびユーザーによって提供された前記データを処理す
るよう構成される。この情報は、レポートをレンダリングするためにたとえばスタイル・
シートと組み合わされてもよい。レポートは、構造化された形、たとえば表形式でまたは
XML文書の形で作成されてもよい。レポートはまた、テキストの形で、たとえば自然言語
を使ってレンダリングされてもよい。レポートはプリンタ（図示せず）で印刷されても、
あるいは情報システム１６に記憶されてもよい。構造化された形式およびテキスト形式の
一方または両方が、レポート記憶ユニット９を介して記憶されてもよい。
【００３２】
　テンプレートはさらに、データ・フィールドと測定記述子との間の関連付けを定義して
もよい。そのような測定記述子は、そのデータ・フィールドに関連付けられた画像型に対
して実行されるべき測定を定義する。画像データセット選択器４がその画像型をもつ画像
データセットを選択したとき、そのような測定を自動的に実行する、あるいはその選択さ
れた画像データセットを使って測定を容易にするようソフトウェア・ツールを初期化する
ことが可能になる。その目的に向け、本システムはさらに、選択された前記少なくとも一
つの画像データセットおよび測定記述子に基づいて測定を実行して測定データを得る測定
ツール８を有していてもよい。レポート生成器７は、前記少なくとも一つのデータ・フィ
ールドを埋めるために前記測定データを使うよう構成されていてもよい。
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【００３３】
　測定ツール８は、ユーザー入力ユニット６に動作上接続されていてもよい。このように
して、測定ツール８はユーザーが、たとえば画像中の点を設定するまたは他の仕方で測定
に影響するための入力を与えることを許容してもよい。たとえば、テンプレートは、ある
特定の種類のX線画像において特定の骨についてなされるべき長さ測定を定義していても
よい。すると、画像選択器は、画像データベースからの患者のその種類のX線画像を選択
し、ビュー生成器が測定されるべき骨を示すビューを生成し、測定ツールが立ち上げられ
る。たとえば、測定ツールは、ユーザーに、骨の両端をクリックするよう指示するメッセ
ージを画面１４上に示す。次いで測定ツールは二つの選択された点の間に線を引き、ディ
スプレイ１４上でその線を示し、二つの選択された点の間の長さを計算し、二つの点の間
の長さを、電子フォームによって表されている規定されたデータ・フィールド中に記入す
る。
【００３４】
　本システムは前記少なくとも一つの画像データセットの被験者に関連付けられたデータ
・レコードに前記レポートを記憶するレポート記憶ユニット９を有していてもよい。この
目的に向け、レポート記憶ユニットは、RISまたはHISのような情報システム１６と接続す
るためにデータ通信モジュール１２を使ってもよい。情報システムは、PACSであってもよ
い。レポートがPACSに記憶されるよう構成されてもよいからである。
【００３５】
　レポート生成器７は、前記少なくとも一つのデータ・フィールドのデータの表現を含む
自然言語を生成するための自然言語生成器１０を有していてもよい。自然言語生成器はそ
れ自身としては当技術分野において既知である。例として、テンプレートは、データ・フ
ィールド中のエントリーによって埋められるべき空白をもつ自然言語テキストの断片を定
義するスタイル・シートを有していてもよい。
【００３６】
　レポート生成器７は、ビュー生成器５によって生成されるビューおよび／または選択さ
れた前記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子によって定
義される呈示モードに基づいて、前記少なくとも一つの選択された画像データセットの呈
示を含めるよう構成されていてもよい。たとえば、測定ツール８の出力画像はレポートに
含められてもよい。
【００３７】
　本システムは、画像データベースを有する画像管理伝送システム（PACS）１７と通信す
る第一の通信モジュール１１と、放射線医学情報システム（RIS）もしくは病院情報シス
テム（HIS）を含む情報システム１６と通信する第二の通信モジュール１２とを有してい
てもよい。テンプレートは、テンプレート選択器によって、たとえば情報システム１６か
ら取得されてもよい。画像は、PACS　１７から取得されてもよい。レポートは、情報シス
テム１６および／またはPACS　１７に記憶されてもよい。
【００３８】
　ユーザー入力ユニット６は、音声認識を使ってデータ・フィールドの少なくとも一つに
ついての情報をユーザーが与えられるようにする音声認識モジュール１３を有していても
よい。音声認識はそれ自身としては当技術分野において既知である。
【００３９】
　上記機能の一部または全部がワークステーションを通じて提供されてもよい。ワークス
テーションは、本稿に記載されるシステムの諸部分を表すソフトウェアをプログラムされ
てもよい。上記機能は、対話的ウェブ・アプリケーションのような遠隔データ接続を介し
て、あるいはクライアント・サーバー・アーキテクチャを使って提供されてもよい。
【００４０】
　図２は、レポートを生成する方法のフローチャートを示している。本方法は、複数のテ
ンプレートからテンプレートを選択する段階２０１であって、前記テンプレートは前記レ
ポートの構造および前記レポートのために埋められるべきデータ・フィールドを定義し、
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前記テンプレートはさらにデータ・フィールドとビュー記述子との間の関連付けを定義し
、ビュー記述子は、画像型および該画像型の呈示モードを定義する、段階と；前記テンプ
レートの前記データ・フィールドの表現をユーザーに対して呈示する段階２０２と；前記
データ・フィールドの少なくとも一つを選択する段階２０３と；選択された前記少なくと
も一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子によって定義される画像型を
もつ少なくとも一つの画像データセットを自動的に選択する段階２０４と；選択された前
記少なくとも一つのデータ・フィールドに関連付けられたビュー記述子によって定義され
る呈示モードに基づいて前記少なくとも一つの選択された画像データセットのビューを自
動的に生成する段階２０５と；生成されたビューの表示中に、選択された前記少なくとも
一つのデータ・フィールドの内容について、ユーザーが入力を提供できるようにする段階
２０６と；前記テンプレートおよびユーザーによって提供された前記データに基づいて前
記レポートを生成する段階２０７とを含む。この方法は、コンピュータ・プログラム・プ
ロダクトとして実装されてもよい。本方法は、本稿に開示される機能に基づいて拡張また
は修正されてもよい。
【００４１】
　RSNAは構造化されたレポートのためのいくつかのテンプレートを公開している。それら
は全部で約100のレポートの二つの表現からなる。一つのバージョンは、機械読み取り可
能なXML形式である。他方のバージョンはそのようなレポートのテキスト例である。機械
読み取り可能なバージョンは、本稿に記載されるテンプレートの一部として使われてもよ
い。RSNAテンプレートは単に例であることを注意しておく。本稿に開示されるシステムは
異なるテンプレートとともに運用されることができる。たとえば、ユーザーは、自分独自
のテンプレートを追加できるようにされてもよい。さらに、RSNAによって規定されるもの
だけよりも多くの、異なる情報をレポートに含めるテンプレートが使用されてもよい。た
とえば、どんな種類の測定がある種の値につながるかを示すことをユーザーに許容するデ
ータ・フィールドを含むテンプレートが使用されてもよい。
【００４２】
　本稿に開示されるレポート・システムは、データ（たとえば画像属性）および／または
要求から、どのレポート・テンプレートが適切であるかを導き出すテンプレート選択器を
有していてもよい。次いで、レポート・ワークスペースが生成されてもよい。レポート・
ワークスペースは、前記テンプレートの機械読み取り可能なバージョンを受け、それに基
づいて：
・構造化されたレポートを表現するデータ構造を導出する。
・データ構造を埋めるための専用のユーザー・インターフェースを生成する。
・たとえば、ユーザー・インターフェース画面が諸「タスク」および諸「フォーム」に細
分されてもよい。タスクは、タスク・フロー・ガイダンスのメインの諸画面、典型的には
「手順」「診療情報」「比較」「知見」および「印象」を含む。「フォーム」は、レポー
トの諸部分が埋められるサブセクションを含む。「知見」タブは典型的には、たとえば拡
張器（expander）またはハーモニカ・コントロール（harmonica　control）を使って生成
されることができる多くの細分をもつ。
・レポートを人間に読み取り可能な形でレンダリングするためのスタイル・シートを生成
する。同様に、同じレポートの構造化されたバージョン（またはプレーンテキスト・バー
ジョン）がレポート・システム（たとえばRIS）に送られることができ、画像バージョン
がPACSに送られることができる。
【００４３】
　記述されたシステムは、一貫した、完全な、正確なレポートを保証する助けとなりうる
：テンプレートは完備性を強制するために使用されてもよく、測定は自動的にレポートに
入力されてもよい。照会する医師にはよりよい情報が与えられる：キーとなる画像をもつ
、完全な、構造化されたレポートである。管理報告が可能にされる：レポートは構造化さ
れた形をもつので、統計処理を実行することが可能であり、異なるレポートの値が比較さ
れ、解析されてもよい。品質保証が改善できる。またこの目的のために、本システムは、
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たとえば知見、結果……について、詳細な統計処理を行うことができる。また、生成され
たレポートについて統計が簡単に計算できるため、臨床研究が簡単になる。たとえば、構
造化されたレポート・フォーマットを使うとき、特定の診断Xをもつ何人の患者が知見Yを
有していたかを自動的に決定できる。
【００４４】
　図３は、MR前立腺に関係するプロトコルについてそのような応用のスクリーンショット
を示している。左側のパネル３０１は、データを入力すべきデータ・フィールドのいくつ
かを示している。右側のパネル３０２は画像データの二つのビューを示しており、画像デ
ータセット選択器４によって諸画像データセットが自動的に選択されている。これら二つ
のスライスはビュー生成器５によって自動的に生成されており、自動的に表示される。左
側のパネル３０１に示されるデータ・フィールドのいくつかは、画像のメタデータからす
でに入手可能な情報（たとえば、MRの場の強度）に基づいて、または電子カルテにおいて
入手可能な情報（たとえば、生年月日）から、自動的に埋められてもよい。システムは自
動的に、「知見」セクションに測定の結果を含めることができる。値はレポートに自動的
に入力されるので、ミスがなくなる。また、テンプレートおよび／またはビューに基づい
て、キーとなる画像がレポートに追加されてもよい。このキーとなる画像は、測定値を示
すまたは重要な領域をハイライトする注釈を含んでいてもよい。
【００４５】
　図４は、本稿に開示されるシステムによってレンダリングされるレポートを示している
。このレポートは、照会する医師のような人間にとって簡単に読み取れるテキスト部分４
０１を含む。いくつかのキーとなる画像４０２が、ビュー生成器によって生成されたビュ
ーに基づいて含められている。キーとなる画像は、実行された測定の注釈をも含む。
【００４６】
　本稿に開示されるシステムおよび方法は、一貫した、完全な、正確なレポートを保証し
、照会する医師によりよい情報を提供し、管理報告を可能にし、品質保証を可能にし、臨
床研究を可能にする助けとなりうる。従来技術のシステムでは、専用の解決策を構築する
には長い時間がかかることがある。また、ユーザー独自の要求に合うユーザー・インター
フェースを採用することは難しい。たとえば、別の測定を追加することは、困難または不
可能である。
【００４７】
　本発明が本発明を実施するよう適応されたコンピュータ・プログラム、特に担体上もし
くは担体中のコンピュータ・プログラムにも適用されることは理解されるであろう。プロ
グラムは、ソース・コード、オブジェクト・コード、部分的にコンパイルされた形のよう
なソース・コードとオブジェクト・コードの中間のコードの形であっても、あるいは本発
明に基づく方法の実装において使うのに好適な他の任意の形であってもよい。そのような
プログラムが多くの異なるアーキテクチャ設計を有しうることも理解されるであろう。た
とえば、本発明に基づく方法またはシステムの機能を実装するプログラム・コードは、一
つまたは複数のサブルーチンに細分されていてもよい。機能をそれらのサブルーチンの間
に分配する多くの異なる仕方は当業者には明白であろう。それらのサブルーチンは、自己
完結したプログラムをなすよう、一つの実行可能なファイル中に一緒に格納されてもよい
。そのような実行可能なファイルは、コンピュータ実行可能命令、たとえばプロセッサ命
令および／またはインタープリタ命令（たとえばジャバ・インタープリタ命令）を含んで
いてもよい。あるいはまた、サブルーチンの一つまたは複数または全部が少なくとも一つ
の外部ライブラリ・ファイル中に記憶されていて、たとえばランタイムに静的にまたは動
的にメイン・プログラムとリンクされてもよい。メイン・プログラムは、サブルーチンの
一つまたは複数への少なくとも一つの呼び出しを含む。サブルーチンも、互いへの呼び出
しを含んでいてもよい。コンピュータ・プログラム・プロダクトに関係するある実施形態
は、本稿に記載される方法のうち少なくとも一つの方法の各処理段階に対応するコンピュ
ータ実行可能命令を含む。これらの命令は、サブルーチンに細分され、および／または静
的または動的にリンクされうる一つまたは複数のファイルに格納されてもよい。コンピュ
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ムおよび／またはプロダクトの少なくとも一つの各手段に対応するコンピュータ実行可能
命令を含む。これらの命令は、サブルーチンに細分され、および／または静的または動的
にリンクされうる一つまたは複数のファイルに格納されてもよい。
【００４８】
　コンピュータ・プログラムの担体は、該プログラムを担持することのできる任意のエン
ティティまたはデバイスであってもよい。たとえば、担体は、ROM、たとえばCD-ROMまた
は半導体ROMのようなROMまたは磁気記録媒体、たとえばフラッシュドライブまたはハード
ディスクのような記憶媒体を含んでいてもよい。さらに、担体は、電気または光ケーブル
を介してまたは電波または他の手段によって伝達されうる、電気信号または光信号のよう
な伝送可能担体であってもよい。プログラムがそのような信号に埋め込まれる場合には、
そのようなケーブルまたは他のデバイスまたは手段が該担体をなしうる。代替的に、担体
はプログラムが埋め込まれ、関連する方法を実行するようまたは関連する方法の実行にお
いて使われるよう適応された集積回路であってもよい。
【００４９】
　上記の実施形態は本発明を限定ではなく例解するものであり、当業者は、付属の請求項
の範囲から外れることなく多くの代替的な実施形態を考案できるであろうことを注意して
おくべきである。請求項において、括弧に入れた参照符号があったとしても、その請求項
を限定するものと解釈してはならない。動詞「有する／含む」およびその活用形の使用は
請求項において述べられている以外の要素や段階の存在を排除するものではない。要素の
単数形の表現はそのような要素の複数の存在を排除するものではない。本発明は、いくつ
かの相異なる要素を有するハードウェアによって、および好適にプログラムされたコンピ
ュータによって実装されてもよい。いくつかの手段を列挙する装置請求項において、これ
らの手段のいくつかは同一のハードウェア項目によって具現されてもよい。ある種の施策
が互いに異なる従属請求項に記載されているというだけの事実がそれらの施策の組み合わ
せが有利に使用できないことを示すものではない。
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