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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　臨床画像を表示するためのハンギングプロトコルを決定する方法であって、
　第１のセッションで、プロセッサを用いて、ユーザのワークフローをモニタするステッ
プと、
　第２のセッションで、プロセッサを用いて、反復設定のために前記ワークフローの少な
くとも一部を学習するためのユーザ入力を受け入れるステップと、
　前記モニタリングおよび前記ユーザ入力に基づいて、１組のユーザの好みを開発するス
テップと、
　１つまたは複数の機械学習アルゴリズムを前記１組のユーザの好みに適用して、ハンギ
ングプロトコルとして選択しかつ適用するための１つまたは複数の候補レイアウトを開発
するステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　ハンギングプロトコルのためのレイアウト候補を形成するために、レイアウトおよび関
連するパラメータのスナップショットを作成するステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　保存したハンギングプロトコル中に保存されたワークフロー要素のユーザ変更を容易に
するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　記憶された画像のユーザレイアウトに基づいて、前記ハンギングプロトコルを自動的に
適合させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　画像を表示するためのレイアウトを生成する１つまたは複数のパラメータを含むハンギ
ングプロトコルを出力するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つまたは複数の機械学習アルゴリズムが、怠惰学習アルゴリズム、事例ベースの
学習アルゴリズム、および熱心学習アルゴリズムのうちの少なくとも１つを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つまたは複数の機械学習アルゴリズムに加えて、画像処理を適用するステップを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　プロセッサで実行される１組の命令を含む非一時的のコンピュータ可読記憶媒体であっ
て、前記命令が、実行されたとき、臨床画像を表示するためのハンギングプロトコルを決
定する方法を実施し、前記方法が、
　第１のセッションで、ユーザのワークフローをモニタするステップと、
　第２のセッションで、反復設定のために前記ワークフローの少なくとも一部を学習する
ためのユーザ入力を受け入れるステップと、
　前記モニタリングおよび前記ユーザ入力に基づいて、１組のユーザの好みを開発するス
テップと、
　１つまたは複数の機械学習アルゴリズムを前記１組のユーザの好みに適用して、ハンギ
ングプロトコルとして選択しかつ適用するための１つまたは複数の候補レイアウトを開発
するステップと、
を含む、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９】
　ハンギングプロトコルのためのレイアウト候補を形成するために、レイアウトおよび関
連するパラメータのスナップショットを作成するステップをさらに含む、請求項８に記載
のコンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　保存したハンギングプロトコルに保存されたワークフロー要素のユーザ変更を容易にす
るステップをさらに含む、請求項８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　記憶された画像のユーザレイアウトに基づいて、前記ハンギングプロトコルを自動的に
適合させるステップをさらに含む、請求項８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　画像を表示するためのレイアウトを生成する１つまたは複数のパラメータを含むハンギ
ングプロトコルを出力するステップをさらに含む、請求項８に記載のコンピュータ可読媒
体。
【請求項１３】
前記１つまたは複数の機械学習アルゴリズムが、怠惰学習アルゴリズム、事例ベースの学
習アルゴリズム、および熱心学習アルゴリズムのうちの少なくとも１つを含む、請求項８
に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記１つまたは複数の機械学習アルゴリズムに加えて、画像処理を適用するステップを
さらに含む、請求項８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】
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　本発明は、一般に画像保存通信システムにおけるハンギングプロトコル構成に関する。
詳細には、本発明のいくつかの実施形態は、画像保存通信システムにおける機械学習ベー
スのハンギングプロトコル構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院または診療所などの医療環境は、病院情報システム（「ＨＩＳ」）および放射線部
門情報システム（「ＲＩＳ」）などの臨床情報システムと、画像保存通信システム（「Ｐ
ＡＣＳ」）などの記憶システムとを含む。記憶される情報は、例えば、患者の医療履歴、
画像データ、試験結果、診断情報、管理情報、および／またはスケジューリング情報を含
むことができる。情報は、１箇所にまとめて記憶することができるが、複数の場所に分割
することもできる。健康管理従事者は、健康管理のワークフローにおける様々な時点で、
患者情報または他の情報にアクセスすることを望むことがある。例えば、手術中に、医療
要員は、医療情報システムに記憶された患者の解剖学的構造の画像など、患者情報にアク
セスすることがある。あるいは、医療要員は、現在進められている医療手順の間に、医療
情報システムに履歴、診断、または治療情報などの新しい情報を入力することもある。
【０００３】
　放射線または心臓病手法における読影など、読影は、患者のデジタル画像を閲覧する、
放射線専門医または心臓病専門医などの健康管理従事者の一過程である。医療従事者は、
診断画像の内容に基づいて診断を行い、結果を（例えば、口述で、またはその他の形で）
電子的に、または書類で報告する。放射線専門医または心臓病専門医などの医療従事者は
、通常、診断を行うために他のツールを使用する。他のツールのいくつかの例は、先に行
われた、または関連して先に行われた（履歴的な）検査およびその結果、検査室試験（血
液検査など）、アレルギー、病理学結果、投薬、警告、文書画像、および他のツールであ
る。
【０００４】
　画像保存通信システム（「ＰＡＣＳ」）は、医療診断撮像装置に接続され、また（取得
装置とＰＡＣＳの間の）取得ゲートウェイ、記憶および保存ユニット、表示ワークステー
ション、データベース、および高度なデータプロセッサを使用する。これらの構成要素は
、通信ネットワークおよびデータ管理システムにより共に統合される。ＰＡＣＳは、一般
に、健康管理の運用を合理化し、分散された遠隔の検査および診断を容易にし、かつ患者
の介護を改善する全体的な目標を有する。
【０００５】
　ＰＡＣＳシステムの典型的な用途は、医療専門家の調査用に１つまたは複数の医療画像
を提供することである。例えば、ＰＡＣＳシステムは、一連のＸ線画像を表示ワークステ
ーションに提供することができ、放射線専門医が診断調査を行うように画像が表示される
。これらの画像の提示に基づいて、放射線専門医は診断を行うことができる。例えば、放
射線専門医は、患者の肺のＸ線画像中に腫瘍または病変を診断することができる。
【０００６】
　現在のＰＡＣＳシステムは、画像の表示またはレイアウトをフォーマット化するための
、「ハンギングプロトコル」として知られる一般的な技法を使用する。ハンギングプロト
コルにより、ユーザは、モダリティ、解剖学的構造、および手順に基づいて画像を表示す
ることができる。ハンギングプロトコルは、放射線専門医などのユーザに、パースペクテ
ィブもしくはビューを提示する。画像は、ＤＩＣＯＭシリーズまたはシリーズ番号などの
特性によりグループ化することができる。
【０００７】
　さらに、ＰＡＣＳシステムは、デフォルト表示プロトコル（「ＤＤＰ」）と呼ばれるハ
ンギングプロトコルに含まれる一連の処理ステップまたは処理機能を適用することにより
、ユーザが閲覧するための画像を前処理するように試みる。ＤＤＰは、画像データを特定
のモニタ構成上でユーザに提示するように前処理するために、一連の画像処理機能を画像
データに適用するデフォルトのワークフローである。ＤＤＰは、通常、任意の画像の診断
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調査の前に適用される処理ステップまたは処理機能を含む。ＤＤＰは、例えば、画像デー
タを取得するために使用される撮像モダリティのタイプに基づくことができる。一般に、
ＤＤＰは、多くのユーザに最も有用な方法で、画像データを提示するように試みる。
【０００８】
　現在、ＰＡＣＳアプリケーションにおけるハンギングまたは表示プロトコルは、スタデ
ィタイプを分類し、かつそのスタディをどのように表示すべきかを決定するために、画像
のＤＩＣＯＭヘッダおよびＨＬ－７順序情報の個々のデータ要素を使用する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／００８０４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明のいくつかの実施形態は、スタディ中の臨床画像を表示するためのハンギングプ
ロトコルを決定する方法およびシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　いくつかの実施形態は、臨床画像を表示するためのハンギングプロトコルを決定する方
法を提供する。例示的な方法は、第１のセッションで、プロセッサを用いて、ユーザのワ
ークフローをモニタするステップを含む。例示的な方法は、第２のセッションで、プロセ
ッサを用いて、反復設定のためにワークフローの少なくとも一部を記録する／教示するユ
ーザ入力を受け入れるステップを含む。例示的な方法は、モニタリングおよびユーザ入力
に基づいて、１組のユーザの好みを開発するステップを含む。例示的な方法は、１つまた
は複数の機械学習アルゴリズムを適用して、ハンギングプロトコルとして選択しかつ適用
するための１つまたは複数の候補レイアウトを開発するステップを含む。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、プロセッサで実行される１組の命令を含む有形のコンピュータ
可読記憶媒体を提供し、命令は、実行されたとき、臨床画像を表示するためのハンギング
プロトコルを決定する方法を実施する。例示的な方法は、第１のセッションで、ユーザの
ワークフローをモニタするステップを含む。例示的な方法は、第２のセッションで、反復
設定のためにワークフローの少なくとも一部を記録する／教示するユーザ入力を受け入れ
るステップを含む。例示的な方法は、モニタリングおよびユーザ入力に基づいて、１組の
ユーザの好みを開発するステップを含む。例示的な方法は、１つまたは複数の機械学習ア
ルゴリズムを適用して、ハンギングプロトコルとして選択しかつ適用するための１つまた
は複数の候補レイアウトを開発するステップを含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態は、機械学習ハンギングプロトコル解析システムを提供する。例示
的なシステムは、画像データを処理して１つまたは複数の特徴を提供するための画像処理
モジュールを含む。例示的なシステムは、処理された画像データおよびさらなるデータを
受け取り、処理された画像データおよびさらなるデータに、１つまたは複数の機械学習ア
ルゴリズムを適用することにより、反復使用のためにハンギングプロトコルを学習しかつ
適合させる学習エンジンを含む。学習エンジンは、処理された画像データおよびさらなる
データに基づいて、候補レイアウトの利用可能な選択の改良を継続して行い、画像および
他のデータを表示するハンギングプロトコルを形成するように選択するための１つまたは
複数のレイアウト選択肢を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】例示的な画像保存通信システムを示す図である。
【図２】例示的な放射線ワークフローを示す図である。
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【図３】本発明の実施形態による適切なハンギングまたは表示プロトコルを決定するため
のシステムの例を示す図である。
【図４】機械学習により得られたマッピングの例示的な視覚化を提供する図である。
【図５】例示的な機械学習アルゴリズムのための高レベルのデータフローを示す図である
。
【図６】例示的な事例ベースの推論システムの流れ図である。
【図７】画像処理モジュールを含む例示的なハンギングプロトコル学習システムを示す図
である。
【図８】ハンギングプロトコル構成およびアプリケーションのための学習アルゴリズムの
例示的なハンギングまたは表示プロトコルレイアウト、およびアプリケーションを提供す
る図である。
【図９】ハンギングプロトコル構成およびアプリケーションのための学習アルゴリズムの
例示的なハンギングまたは表示プロトコルレイアウト、およびアプリケーションを提供す
る図である。
【図１０】ハンギングプロトコル構成およびアプリケーションのための学習アルゴリズム
の例示的なハンギングまたは表示プロトコルレイアウト、およびアプリケーションを提供
する図である。
【図１１】ハンギングプロトコル構成およびアプリケーションのための学習アルゴリズム
の例示的なハンギングまたは表示プロトコルレイアウト、およびアプリケーションを提供
する図である。
【図１２】ハンギングプロトコル構成およびアプリケーションのための学習アルゴリズム
の例示的なハンギングまたは表示プロトコルレイアウト、およびアプリケーションを提供
する図である。
【図１３】本明細書で述べるシステム、装置、および方法を実施するために使用できる例
示的なプロセッサシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　前述の要約、ならびに本発明のいくつかの実施形態の以下の詳細な記述は、添付の図面
を併せて読めばよく理解されよう。本発明を例示するために、いくつかの実施形態が、図
面で示される。しかし、本発明は、添付の図面で示された構成および手段に限定されない
ことを理解されたい。
【００１６】
　いくつかの実施形態は、ユーザから収集された情報に基づいて、ハンギングプロトコル
を自動的に作成するためのシステムおよび方法を提供する。いくつかの実施形態は、画像
の取得に変化が生じたとき、ユーザの必要性または要求に適合させるように継続できるハ
ンギングまたは表示プロトコルを提供する。
【００１７】
　いくつかの例は、患者の解剖学的構造および疾患、放射線専門医のタスクおよび好みな
どを理解しているハンギングプロトコルを提供する。いくつかの例は、ハンギングプロト
コルを生成するが、ユーザの好み、データの可変性および複雑性、一貫性のない、または
失われたメタデータ、１つの読影における複数のタスクなどを補償する。
【００１８】
　いくつかの例では、ユーザ対話のログが記録される。関連する撮像スタディが取得され
る。例示的なテンプレートからマッピングが学習され、そのマッピングは、記録され、解
析された使用データにより改良される。
【００１９】
　以下では、特に、ハードウェア上で実行されるソフトウェアを含む例示的な方法、シス
テム、製品、および装置が開示されるが、このような方法および装置は、単に例示的なも
のに過ぎず、限定するものと見なされるべきではないことに留意されたい。例えば、これ
らのハードウェアおよびソフトウェア構成要素の任意のもの、またはすべては、排他的に



(6) JP 6139112 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

ハードウェアで、排他的にソフトウェアで、排他的にファームウェアで実施することがで
きるか、あるいはハードウェア、ソフトウェアおよび／またはファームウェアの任意の組
合せで実施できることが企図される。したがって、以下では、例示的な方法、システム、
製品、および装置が述べられるが、提供される諸例は、このような方法、システム、製品
、および装置を実施するための唯一の方法ではない。
【００２０】
　添付の特許請求の範囲のいずれかが、純粋にソフトウェアおよび／またはファームウェ
アの実装を含むものと読まれる場合、少なくとも１つの例における要素の少なくとも１つ
は、そのソフトウェアおよび／またはファームウェアを記憶するメモリ、ＤＶＤ、ＣＤ、
Ｂｌｕｅ－ｒａｙ（ブルーレイ）などの有形の媒体を含むことが、本明細書で明示的に規
定される。
【００２１】
　ハンギング／表示プロトコルのルールは、モダリティ、体の部分（複数可）、検査手順
（複数可）、履歴カウント、モニタカウント、および同様のものなどの変数に対して構成
される。多くの変数を補償することは、ハンギングプロトコルに対する多くの置換を含む
。さらに、典型的なスタディは、現在では、個々の画像ではなく、いくつかのシリーズを
含む。特定の画像に関するＤＩＣＯＭヘッダ情報を調べるのに代えて、画像シリーズおよ
び／またはスタディに関する少なくともいくつかの関係情報を取り込み、適切なハンギン
グプロトコルを決定するために使用することができる。ハンギング／表示プロトコルに対
するガイドラインとして高レベルの特性を使用することは、上記で列挙した個々の変数の
すべてに対する明示的なルールをなくすことに役立つことができる。
【００２２】
　図１は、本発明の実施形態により使用される例示的な画像保存通信システム（ＰＡＣＳ
）１００を示している。ＰＡＣＳシステム１００は、撮像モダリティ１１０、取得ワーク
ステーション１２０、ＰＡＣＳサーバ１３０、および１つまたは複数のＰＡＣＳワークス
テーション１４０を含む。システム１００は、任意の数の撮像モダリティ１１０、取得ワ
ークステーション１２０、ＰＡＣＳサーバ１３０、およびＰＡＣＳワークステーション１
４０を含むことができ、また図１で示したシステム１００の実施形態に決して限定される
ことはない。システム１００の構成要素は、例えば、有線および／または無線通信を介し
て通信することができ、例えば、別個のシステムにする、かつ／または様々な程度に統合
することができる。
【００２３】
　動作においては、撮像モダリティ１１０は、患者の解剖学的構造の１つまたは複数の画
像を取得する。撮像モダリティ１１０は、医療診断用の撮像装置など、患者の解剖学的構
造の画像を取り込むことのできる任意の装置を含むことができる。例えば、撮像モダリテ
ィ１１０は、Ｘ線イメージャ、超音波スキャナ、磁気共鳴イメージャ、または同様のもの
を含むことができる。画像（複数可）を表す画像データは、撮像モダリティ１１０と取得
ワークステーション１２０の間で伝達される。画像データは、例えば、有線または無線接
続を介して電子的に通信することができる。
【００２４】
　実施形態では、取得ワークステーション１２０は、ＰＡＣＳワークステーション１４０
上で閲覧するように画像を前処理するために、例えば、１つまたは複数の前処理機能を画
像データに適用することができる。例えば、取得ワークステーション１２０は、生の画像
データをＤＩＣＯＭ規格フォーマットに変換する、またはＤＩＣＯＭヘッダに付加するこ
とができる。前処理機能は、例えば、モダリティ特有の強調として特徴付けられ（例えば
、特定のＸ線撮像装置に特有のコントラストまたは周波数補償機能など）、撮像および表
示ワークフローの開始時に適用することができる。前処理機能は、処理機能が、モダリテ
ィ特有のものではなく、撮像および表示ワークフローの最後に（例えば、表示ワークステ
ーション１４０で）適用される点で、画像データに適用される処理機能とは異なっている
。
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【００２５】
　画像データは、次いで、取得ワークステーション１２０とＰＡＣＳサーバ１３０の間で
通信することができる。画像データは、例えば、有線または無線接続を介して電子的に通
信することができる。
【００２６】
　ＰＡＣＳサーバ１３０は、ＰＡＣＳワークステーション１４０において後で取り出し、
かつ閲覧するために、画像データを記憶するのに適したコンピュータ可読記憶媒体を含む
ことができる。ＰＡＣＳサーバ１３０はまた、１つまたは複数のＰＡＣＳワークステーシ
ョン１４０により画像データをさらに処理する、かつ／または前処理するための１つまた
は複数のソフトウェアアプリケーションを含むことができる。
【００２７】
　１つまたは複数のＰＡＣＳワークステーション１４０は、サーバ１３０と通信できる、
または通信するように構成される。ＰＡＣＳワークステーション１４０は、例えば、汎用
の処理回路、ＰＡＣＳサーバ１３０インターフェース、ソフトウェアメモリ、および／ま
たは画像表示モニタを含むことができる。ＰＡＣＳサーバ１３０インターフェースは、Ｔ
ＣＰ／ＩＰベースのネットワークに接続するネットワークカードとして実装することがで
きるが、例えば、パラレルポートインターフェースとして実装することもできる。
【００２８】
　ＰＡＣＳワークステーション１４０は、１人または複数のユーザに表示するために、サ
ーバ１３０から画像データを取得する、または受け取ることができる。例えば、ＰＡＣＳ
ワークステーション１４０は、患者の胸部のコンピュータＸ線撮影（「ＣＲ」）画像を表
す画像データを取得する、または受け取ることができる。放射線専門医またはユーザは、
次いで、例えば、腫瘍、病変など、何らかの関心対象を求めて画像を調べることができる
。
【００２９】
　ＰＡＣＳワークステーション１４０はまた、画像データに処理機能を適用することがで
きる、または適用するように構成されうる。例えば、ユーザは、処理機能を適用して、画
像データを表す画像内の特徴を強調することを望むことがある。処理機能は、したがって
、ユーザの画像診断を容易にするために、患者の解剖学的構造の画像を調整することがで
きる。このような処理機能は、画像データの視覚的な外観、または表現を変更することの
できる任意のソフトウェアベースのアプリケーションを含むことができる。例えば、処理
機能は、画像を反転する（ｆｌｉｐｐｉｎｇ）こと、画像をズームすること、画像を横断
してパニングすること、画像データのグレースケール表現におけるウィンドウおよび／ま
たはレベルを変えること、ならびに画像のコントラストおよび／または輝度を変えること
のうちの任意の１つまたは複数のものを含むことができる。
【００３０】
　実施形態では、ＰＡＣＳシステム１００は、ＰＡＣＳワークステーション１４０で画像
を閲覧するために、かつ／またはアプリケーションにアクセスするために１つまたは複数
のパースペクティブを提供することができる。パースペクティブは、ＰＡＣＳワークステ
ーション１４０でローカルに、かつ／またはＰＡＣＳサーバ１３０から遠隔的に提供する
ことができる。実施形態では、ＰＡＣＳシステム１００は、複数のパースペクティブによ
り画像を再検討するために使用できるパースペクティブマネジャを含む。ＰＡＣＳサーバ
１３０および／またはＰＡＣＳワークステーション１４０は、パースペクティブマネジャ
を含むことができるが、あるいはパースペクティブマネジャは、別個のシステムに実装さ
れてもよい。一実施形態では、各ＰＡＣＳワークステーション１４０が、パースペクティ
ブマネジャを含むことができる。
【００３１】
　動作において、例えば、放射線専門医などのユーザは、ＰＡＣＳワークステーション１
４０で再検討するために、選別用乳房Ｘ線画像、胸部選別画像、ならびに／または他のコ
ンピュータＸ線撮影法（「ＣＲ」）、デジタルＸ線撮影法（「ＤＲ」）、および／または
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デジタルＸ線（「ＤＸ」）選別画像など、１組の画像を選択する。画像は、例えば、デフ
ォルトのパースペクティブ、および／またはカスタマイズされたパースペクティブで表示
することができる。
【００３２】
　上記で述べたように、ユーザは、画像中の特徴をさらに強調するために１つまたは複数
の画像に対してさらなる処理を適用することを望む可能性がある。例えば、ユーザは、正
確な診断を行うことを目的として、ユーザの信頼度水準に従って画像を提示するように変
更するために、画像に対して、さらなる処理機能、ステップ、および／または要素などを
適用することを望むことがある。言い換えると、様々なユーザが、デフォルトの画像処理
ワークフローに含まれるものとは異なる、またはさらなる処理を適用することを望むこと
がある。
【００３３】
　さらなる画像処理は、診断調査のために画像を前処理するのに有用な任意の画像処理を
含むことができる。例えば、上記で述べたように、画像処理ステップ（デフォルトの画像
処理ステップとして、またはさらなる画像処理ステップとして）は、画像を反転すること
、画像をズームすること、画像を横断してパニングすること、ならびに画像のウィンドウ
、レベル、輝度およびコントラスト設定のうちの１つまたは複数のものを変えることを含
むことができる。画像データは、例えば、他の画像（複数可）と同じ、かつ／または異な
る処理、表示プロトコル、および／またパースペクティブを用いて、ＰＡＣＳワークステ
ーション１４０上で表示することができる。
【００３４】
　ＰＡＣＳワークステーション１４０は、１人または複数のユーザに表示するために、サ
ーバ１３０から画像データを取得する、または受け取ることができる。例えば、ＰＡＣＳ
ワークステーション１４０は、患者の胸部のコンピュータＸ線撮影画像を表す画像データ
を取得する、または受け取ることができる。放射線専門医は、次いで、例えば、腫瘍、病
変などの何らかの関心対象を求めて、表示装置上で表示された画像を調べることができる
。
【００３５】
　ＰＡＣＳワークステーション１４０はまた、サーバ１３０から１つまたは複数のハンギ
ングプロトコルを取得する、かつ／または受け取ることができる、または受け取るように
構成される。例えば、デフォルトのハンギングプロトコルは、サーバ１３０からＰＡＣＳ
ワークステーション１４０に伝達されうる。ハンギングプロトコルは、例えば、有線また
は無線接続を介して、サーバ１３０とＰＡＣＳワークステーション１４０の間で通信する
ことができる。
【００３６】
　概して、ＰＡＣＳワークステーション１４０は、サーバ１３０から取得した、かつ／ま
たは受け取った画像データを表す画像を提示することができる。ＰＡＣＳワークステーシ
ョン１４０は、ハンギングプロトコルに従って画像を提示することができる。上記で述べ
たように、ハンギングプロトコルは、ＰＡＣＳワークステーション１４０の表示装置上で
、画像を提示し、フォーマット化し、かつその他の形で編成するための１組の表示ルール
である。表示ルールは、１つまたは複数の画像を、特定の時間的かつ／または空間的レイ
アウトもしくはシーケンスで提示するための規定である。例えば、ハンギングプロトコル
は、コンピュータに、複数の画像を表示装置上の一定の位置に表示させる、かつ／または
複数の画像を一定のシーケンスまたは順序で表示させる１組のコンピュータ可読命令（ま
たは例えば、表示ルール）を含むことができる。他の例では、ハンギングプロトコルは、
コンピュータに、複数の画像を、表示装置上の複数の画面に、かつ／または表示域に配置
させる１組のコンピュータ可読命令を含むことができる。概して、ハンギングプロトコル
は、画像中で特徴付けられた患者の解剖学的構造の診断調査用に複数の画像を提示するた
めに使用することができる。
【００３７】
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　ハンギングプロトコルは、例えば、ＰＡＣＳワークステーション１４０に、同じ解剖学
的構造の横方向画像の隣に前後方向（「ＡＰ」）画像を表示させることができる。他の例
では、ハンギングプロトコルは、ＰＡＣＳワークステーション１４０に、横方向画像を表
示する前に、ＡＰ画像を表示させることができる。概して、ハンギングプロトコルは、Ｐ
ＡＣＳワークステーション１４０で、複数の画像を空間的かつ／または時間的に提示する
ように指示する。
【００３８】
　ハンギングプロトコルは、デフォルト表示プロトコル（「ＤＤＰ」）とは異なることが
できる。しかし、その用語はまた、相互に交換可能に、かつ／または重複する状況で使用
することもできる。概して、ＤＤＰは、一連の画像処理機能を画像データに適用するデフ
ォルトのワークフローである。画像処理機能は、（画像データに基づいて）画像をユーザ
に提示するために画像データに適用される。画像処理機能は、画像データの外観を変える
。例えば、画像処理機能は、画像のコントラストレベルを変えることができる。
【００３９】
　ＤＤＰは、通常、画像の何らかの診断調査を行う前に適用される処理ステップ、機能、
ブロック、および／または要素などを含む。例えば、処理機能は、（画像データに基づい
て）画像内の特徴を強調するために、画像データに適用することができる。このような処
理機能は、画像データの視覚的外観、または表現を変えることのできる任意のソフトウェ
アベースのアプリケーションを含むことができる。例えば、処理機能は、画像を反転する
こと、画像をズームすること、画像を横断してパニングすること、画像データの表現にお
けるウィンドウおよび／またはレベル設定を変えること、ならびに画像データの表現にお
けるコントラストおよび／または輝度設定を変えることのいずれか１つまたは複数のもの
を含むことができる。
【００４０】
　ＤＤＰは、通常、画像データを取得するために使用される撮像モダリティのタイプに基
づいている。例えば、一般にＣＴまたはＭＲ撮像装置で取得される画像データ、あるいは
特定のＣＴもしくはＭＲ撮像装置で取得される画像データは、同じまたは同様のＤＤＰを
画像データに適用させることができる。概して、ＤＤＰは、多くのユーザに最も有用であ
るように画像データを提示するように試みる。
【００４１】
　反対に、ハンギングプロトコルを画像データに適用することは、（画像データに基づい
て）画像の外観を変えることも、変えないこともありうるが、そうではなくて、上記で述
べたように、画像（複数可）をどのように提示するかを指示することができる。
【００４２】
　サーバ１３０は、複数のハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰを記憶することが
できる。サーバ１３０に記憶され、まだ変更されていない、またはカスタマイズされてい
ないハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰは、デフォルトのハンギングプロトコル
／ＤＤＰである。デフォルトのハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰは、例えば、
手動選択、ユーザ識別、および／または画像データの前処理など、任意の数の関連する因
子に基づいて、複数のデフォルトのハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰから選択
することができる。
【００４３】
　具体的には、デフォルトのハンギングプロトコルおよび／またはＤＤＰは、ユーザがそ
の特定のプロトコルを選択した後、単に、そのデフォルトのプロトコルを伝達することに
よる手動の選択に基づいて選択することができる。ユーザは、例えば、ＰＡＣＳワークス
テーション１４０で選択を行うことができる。
【００４４】
　他の例では、デフォルトのプロトコルは、ユーザ識別に基づいて選択することができる
。例えば、ユーザは、好ましいＤＤＰを有することができる。ＤＤＰは、画像の特定の時
間的かつ／または空間的レイアウトに対するユーザの好みを満たすようにカスタマイズす
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ることができる。例えば、ユーザが、（例えば、正しいログインとパスワードの組合せを
入力することにより、または何らかの他のタイプのユーザ識別手順により）ＰＡＣＳワー
クステーション１４０へのアクセス権を取得した後、好ましいＤＤＰがＰＡＣＳワークス
テーション１４０に伝達されうる。
【００４５】
　他の例では、デフォルトのプロトコルは、画像データの前処理に基づいて選択すること
ができる。画像データの前処理は、ユーザにより再検討するために画像を処理する、当業
者に知られた任意の画像処理を含むことができる。前処理はまた、例えば、画像データの
コンピュータ支援診断（「ＣＡＤ」）を含むことができる。画像データのＣＡＤは、関心
対象に関する画像データを自動的に解析するコンピュータ（または同様の演算ユニット）
を含むことができる。例えば、ＣＡＤは、肺、病変、腫瘍などの画像中の結節などを求め
て画像データを解析するソフトウェアアプリケーションを含むことができる。しかし、Ｃ
ＡＤアプリケーションは、当業者に知られた画像データの任意の自動解析を含むことがで
きる。
【００４６】
　例えば、肺腫瘍のＣＡＤ所見に対応するデフォルトのハンギングプロトコルは、例えば
、互いに隣接する後前方向（「ＰＡ」）および横方向の肺画像の提示を行い、その後に、
コンピュータ断層撮影法（「ＣＴ」）の肺画像を提示し、その後に磁気共鳴法（「ＭＲ」
）の肺画像を提示することができる。概して、ＣＡＤ所見に対応するデフォルトのハンギ
ングプロトコルは、放射線専門医に有用となる空間的かつ／または時間的レイアウトで画
像を提示するように設計される。例えば、放射線専門医は、互いに隣接するＰＡおよび横
方向の肺画像を閲覧し、その後に、前に取得された肺のマルチスライスＣＴおよびＭＲ画
像を閲覧することにより、ＣＡＤ所見に関する専門医の再検討において大きく支援される
可能性がある。
【００４７】
　したがって、ＣＡＤ所見に基づき、デフォルトのプロトコルは、複数のデフォルトのプ
ロトコルから選択され、かつユーザに画像を提示するために、ワークステーション１４０
において適用することができる。
【００４８】
　ＰＡＣＳユーザは、ＰＡＣＳワークステーション１４０上で複数のアプリケーションを
動作させることを望むことがしばしばある。主要なＰＡＣＳワークフローまたはインター
フェースアプリケーションに加えて、ユーザは、外科手術計画ツール、スケジューリング
ツール、電子メールビューワ、画像処理ツール、および／または他のツールなど、他のア
プリケーションにアクセスすることを望むことがある。例えば、ＰＡＣＳユーザはしばし
ば、電子メールを閲覧し、かつインターネットで情報にアクセスしながら、ＰＡＣＳワー
クフローエンジンを使用することを好む。統合されたＲＩＳ／ＰＡＣＳシステムのユーザ
は、同時にＲＩＳとＰＡＣＳアプリケーションにアクセスすることを望む可能性がある。
しかし、通常、ＰＡＣＳアプリケーションは、すべてのアクティブな表示領域を占めてお
り、ワークステーション１４０で動作する他のアプリケーションを隠す。例えば、３つの
モニタを有するＰＡＣＳワークステーション１４０では、ＰＡＣＳワークフローアプリケ
ーションは、３つのモニタをすべて占有する。アプリケーションが開始されたとき、他の
アプリケーションは位置が移動されるか、あるいはそのアプリケーションは、下位の最適
な表示領域で開始することができる。例えば、ユーザは、３つのモニタのＰＡＣＳワーク
ステーション１４０でデータ管理または診断処理ソフトウェアを開始することができ、そ
のアプリケーションは、カラーモニタで表示されている画像を移動させて、カラーモニタ
上で開始することができる。通常、ユーザは、手動でアプリケーションを再編成して、管
理アプリケーションをグレースケールモニタ上で表示し、かつ画像をより高い解像度のカ
ラーモニタで表示する必要があるはずである。
【００４９】
　いくつかの実施形態は、各ディスプレイが、別個の表示ウィンドウで動作するように、
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複数のディスプレイを収容する適合可能なＰＡＣＳシステム１００を提供する。すべての
表示ウィンドウは、ユーザには透過的な主ウィンドウにより内部で制御される。主の、透
過的ウィンドウは、１つまたは複数のどのウィンドウが、ＰＡＣＳアプリケーションを有
しており、またどのウィンドウ（複数可）が他のアプリケーションおよび／またはデータ
を有しているかを追跡する。したがって、ＰＡＣＳアプリケーション、および他のアプリ
ケーションは、複数のディスプレイで同時に表示することができる。
【００５０】
　いくつかの実施形態は、ＰＡＣＳワークステーション１４０と関連するディスプレイの
動的な構成を行う。主ウィンドウは、複数のウィンドウにわたるアプリケーション（複数
可）およびデータの対話を可能にする。ＰＡＣＳワークステーション１４０は、複数のデ
ィスプレイにわたる複数のウィンドウを含む透過的な、主ウィンドウを動作させる。
【００５１】
　ＰＡＣＳワークステーション上でハンギング／表示プロトコルを選択することは、例え
ば、接続されたディスプレイの数、モダリティ、解剖学的構造、および手順など、複数の
基準に基づくことができる。これらの基準に基づき、ユーザは、画像スタディを表示する
ために使用される１つのデフォルトプロトコルを備える複数のプロトコルを作成すること
ができる。例えば、ハンギングプロトコルは、特定の表示構成に対して作成することがで
きる。ユーザは、異なる表示構成でスタディを適正に表示するために異なるハンギングプ
ロトコルを作成することができる。
【００５２】
　しかし、いくつかの実施形態は、例えば、複数のパースペクティブまたはビューを含む
プロトコルを作成できるようにする。複数のパースペクティブ／ビューで１つのプロトコ
ルを用いて、ユーザは、異なる表示構成に対する異なるパースペクティブ／ビューをその
プロトコルに関連付けることができる。例えば、ハンギングプロトコルは、１つのデフォ
ルトパースペクティブを備える複数のパースペクティブを含むことができる。デフォルト
のパースペクティブは、例えば、手動もしくは自動で、その他の形で指定され、かつ／ま
たは決定されない限り、スタディを表示するために使用することができる。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、パースペクティブ／ビューを備えるハンギングプロトコルは
、表示用プロトコルを選択するために１つまたは複数の基準を使用することができる。例
えば、モダリティ、解剖学的構造、または体の部分、手順、および／または表示構成に対
するデフォルトのビューを、適切な表示プロトコルを選択するのに使用することができる
。例えば、表示プロトコルは、モニタ構成に応じた複数の選択肢を有するパースペクティ
ブ／ビューを含む。ユーザは、例えば、異なる表示構成のために異なるビューを備えるハ
ンギングプロトコルを作成することができる。ユーザは、異なるモニタ構成のために、異
なるハンギングプロトコルを作成する必要はないが、それに代えて、既存のハンギングプ
ロトコルでさらなるビューを作成することができる。いくつかの実施形態では、ユーザは
、スタディを開いた後、異なるパースペクティブ／ビューの間を切り替えることができる
。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、パースペクティブとは、例えば、ワークフローに基づく画像
間、および／またはアプリケーション間の視覚的な構成要素の配置、および対話を示すビ
ューまたはレイアウトのことである。医療用パースペクティブは、それに対する複数の利
益を生成するために使用することができる。例えば、パースペクティブは、ユーザが閲覧
する異なる画像（複数可）間、および／またはアプリケーション（複数可）間で共用する
患者コンテキストを提供することができる。さらに例えば、パースペクティブは、任意の
所与の時点で、ユーザが、どの画像および／またはアプリケーションを閲覧することを望
んでいるかに基づき、様々な構成またはパースペクティブの間で容易に切り替える能力を
提供する。さらに例えば、パースペクティブは、特定のワークフローステップを保存する
、または「記憶する」能力を提供する。パースペクティブは、例えば、特定のユーザ、グ
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ループ、および／または機能に関する情報を保存し、表示する機構を提供する。パースペ
クティブは、例えば、特定の解像度、表示タイプ、および／または他の構成に関する画像
および他のデータを表示するために使用することができる。
【００５５】
　パースペクティブは、異なる画像、および／または他のデータもしくはアプリケーショ
ンを論理的にグループ化するために使用することができる。例えば、パースペクティブは
、例えば、画像、検査結果、検査室データ、患者履歴データ、構造化報告データ、ＤＩＣ
ＯＭデータ、および／または他のデータもしくはアプリケーションに対して規定すること
ができる。パースペクティブを規定するために、ルール、構成選択肢、および／または他
の基準を規定することができる。いくつかの実施形態では、パースペクティブは、情報を
除去する、または変更することはないが、一定の方法で情報を順序付ける。例えば、ユー
ザにとって重要な情報を最初に表示し、さらなる情報は、別のパースペクティブにより利
用することができる。いくつかの実施形態では、パースペクティブは、例えば、ユーザ選
択に、または他の構成情報に基づいて自動的に作成することができる。いくつかの実施形
態では、パースペクティブは、情報をフィルタし、表示するために、ルールベースのコン
テキストマネジャと共に動作することができる。
【００５６】
　さらに、デフォルト表示プロトコル（「ＤＤＰ」）などの表示プロトコルは、コンテン
ツ、および／または接続されたディスプレイ（複数可）の数に基づいて、１つまたは複数
のディスプレイに対して調整されうる。例えば、ＰＡＣＳワークステーション１４０は、
３つのモニタ構成から、１つのモニタ構成へと再構成される場合、ＤＤＰは、それに従っ
て修正されうる。いくつかの実施形態は、アプリケーション（複数可）が閉じる、かつ／
または開くことに基づき、ならびにウィンドウ（複数可）が活動化される、かつ／または
非活動化されることに基づいてＤＤＰを適応させる。例えば、ＤＤＰは、どの情報がユー
ザに表示されるかを決定することができる。ＤＤＰは、例えば、利用可能なモニタの数、
および表示すべき画像の数に基づいて適応させることができる（例えば、４つの画像が、
１つの利用可能なディスプレイで示される、８つの画像が、２つの利用可能なディスプレ
イで示されるなど）。ＰＡＣＳワークステーション１４０は、任意のマルチモニタのフル
画面、および／または部分画面アプリケーションでＤＤＰを構成することができる。さら
に、１つまたは複数のアプリケーションは、単一の画面上でサイズを変える（例えば、最
小化する、最大化する、および／またはサイズを変える）ことができる。
【００５７】
　病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線部門情報システム（ＲＩＳ）、心血管情報システ
ム（ＣＶＩＳ）、および／または画像保存通信システム（ＰＡＣＳ）などの健康管理情報
システムは、効率的な患者介護のための重要な基盤である。ＰＡＣＳシステムは、コンピ
ュータ断層撮影法（ＣＴ）、磁気共鳴（ＭＲ）などの様々なモダリティからの画像を記憶
することができ、一方、ＲＩＳ、ＣＩＳまたはＨＩＳは、医師の報告、疾患履歴、および
／または他の患者に関連するデータなどの非画像情報を含むことができる。再検討する事
例に関する結論を得るために、臨床医は、例えば、１組のモニタ上で、関連するデータを
一定の順序に編成する。この順序は、再検討下の検査の撮像モダリティ、履歴画像の存在
および履歴画像の数、以前の報告、処方された薬剤のリストなど、複数のパラメータに依
存することができる。
【００５８】
　図２は、例示的な放射線ワークフローを示す。放射線専門医は、ＰＡＣＳなどのシステ
ムにログインし（ブロック２１０）、自分の作業リストを再検討し（ブロック２２０）、
再検討するためにスタディを選択する（ブロック２３０）。ＰＡＣＳシステムは、例えば
、事前に定義された、かつ／またはユーザが構成可能なハンギングプロトコル（ＨＰ）を
提供することができる。ＰＡＣＳシステムでは、ＨＰは、医師が再検討している（ブロッ
ク２５０）事例のタイプに応じて、再検討している医師に最適な、またはその他の形で望
ましい撮像データを最初の設定（ブロック２４０）で開くことになる。画像の読取り（２
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５０）中に、またはその後に、ユーザは、所見、メモ、指示などを口述して（ブロック２
６０）、スタディを出ることができる（ブロック２７０）。
【００５９】
　しかし、入力データにおけるパラメータの数、およびパラメータの可変性は、非常に大
きい可能性があるので、いくつかの場合では、ＨＰを手動で事前に構成することは完全に
失敗する。さらにＨＰを構成するための既存のツールは非常に複雑である。通常、実際の
構成は、医師の指導に基づいて、製品の専門家、サポート技術者、または情報技術（ＩＴ
）管理者により行われる。ＨＰ構成ツールの複雑さ、およびそれらを操作する専門家への
依存性により、ユーザは、自分だけで変更または改良を加えることができない。
【００６０】
　自動的にＨＰを作成するために様々な方法が提案されてきた。「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎ
ｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｂａｓｅｄ　Ｈａｎ
ｇｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ」と題する、本出願の譲受人に譲渡された米国特許出願公
開第２０１０００８０４２７号では、スタディ中の画像の関連性に基づいて、画像スタデ
ィに対して１つまたは複数の高レベルの特性が捕捉される。画像は、画像の低レベルの特
性に基づいて分類される。低レベルおよび高レベルの特性を組み合わせて、機械学習エン
ジンは、スタディを分類し、この分類に基づいて、適切なハンギングプロトコルを決定す
る。「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｈａｎｇｉｎｇ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｆｏｒ　Ｉｍａｇｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ」と題する、本出願の譲受
人に譲渡された米国特許出願公開第２００８０１６６０７０号では、スタディの読取り中
に各ＨＰの生産性因子がモニタされ、ユーザの効率性に基づいて計算される。システムは
次いで、その効率性因子が大きい場合、他のユーザにより規定された他のハンギングプロ
トコルに切り替えることをユーザに助言することができる。
【００６１】
　「Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｂａｓｅｄ　Ｈａｎｇｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　Ｆａｃｉｌｉ
ｔａｔｅｄ　ｂｙ　Ｒｕｌｅｓ　Ｂａｓｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する、本出願と同じ譲
受人に譲渡された米国特許第７，５２５，５５４号のシステムおよび方法では、ユーザは
、デフォルトのハンギングプロトコルを編集し、さらなる表示ルールを作成かつ適用し、
ユーザが、様々な画像モダリティに対して様々な表示ルールを選択する回数を追跡できる
ようになる。次いで、１つまたは複数の閾値に基づいて、システムは、デフォルトのハン
ギングプロトコルを修正すべきかどうかを自動的に判断し、ユーザの確認後、その変更を
適用する。
【００６２】
　現在、ユーザが、ＨＰを設定する方法をシステムに直接、かつ明示的に「教示する」こ
とができる解決策はない。さらに、いくつかの臨床的なワークフローの場合では、医師が
再検討するプロセスは、いくつかの明確に規定された特有のステップへと分割される。例
えば、あるワークフローにおいて、放射線専門医は、常にＸ線画像を再検討することによ
り開始し、次いでＣＴ走査へと進む可能性がある。他のワークフローでは、放射線専門医
は、まず現在のスタディを再検討して、その後になって、比較のため、前のスタディを提
示するように判断する可能性もある。これらの明確に規定されたステップごとのワークフ
ローは、ユーザごとに、またサイトごとに変わる可能性があるが、１人または複数の特定
のユーザ、および所与のワークフローでは非常に固定され、かつ予測可能である。ユーザ
に、ワークフローの要素または構成要素を明示的に「教示する」（例えば、各要素、ステ
ップなどの開始時に、どのデータを、どんな方法で設定すべきか）ことを可能にする従来
のシステムはない。いくつかの例は、このような教示または学習ワークフローを提供する
。
【００６３】
　図３は、適正なハンギングまたは表示プロトコルを決定するためのシステム３００の例
を示している。例示的なシステム３００は、スタディ情報を含む画像スタディ３１０、画
像のＤＩＣＯＭヘッダ情報を含む１つまたは複数の個々の画像３２０、機械学習エンジン
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３３０、ハンギングまたは表示プロトコル３４０、およびユーザインターフェース３５０
を含む。システム３００の構成要素は、例えば、ソフトウェア、ハードウェア、および／
またはファームウェアで実装することができる。
【００６４】
　動作においては、スタディ３１０情報、および個々の画像３２０情報は、画像スタディ
から抽出され、かつ機械学習エンジン３３０に提供される、またはその他の形でアクセス
可能になる。初期のユーザ入力、および過去のレイアウトから収集された記憶情報に基づ
いて、エンジン３３０は、ユーザインターフェース３５０を介して画像および／または他
のデータを表示するためのハンギング／表示プロトコル３４０を生成する／選択する。例
えば、人工的なニューラルネットワーク、および／または他の適応型処理モデルを、機械
学習エンジン３３０により使用して、利用可能な画像ヘッダ情報、画像間スタディ情報、
および保存された従来の情報に基づき、適切なハンギングプロトコル３４０を選択するこ
とができる。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、使用される機械学習技法のタイプは、人工的なニューラルネ
ットワークである。ハンギング／表示プロトコルアルゴリズムは、スタディに対する高レ
ベルの特性を決定するために、ＤＩＣＯＭヘッダ要素を使用することができる。次いで、
最初に、ユーザは、１つまたは複数の画像／シリーズをレイアウトする。高レベルの特性
とユーザのレイアウトの間の相関は、人工的なニューラルネットワークのノードに記憶さ
れる。ユーザが、時間をかけてレイアウトに変更を加えると、人工的なニューラルネット
ワークのノードが更新され、ノードは進化し続ける。ユーザが新しいスタディを表示する
とき、アルゴリズムは、スタディの高レベルの特性を決定し、かつそれらを様々なレイア
ウトに従って分類する。いくつかの実施形態では、人工的なニューラルネットワークは、
例えば、アルゴリズム的な解決策を構築することのできない、望ましい挙動の多くの例が
取得できる、かつ／または構造が既存のデータから選択されるシステムで使用される。人
工的なニューラルネットワークが上記で論じられているが、ファジー論理、ボルツマン機
械、ベイジアンネットワークなどの他の形の人工知能を、機械学習技法として使用して、
適用可能なハンギングまたは表示プロトコルを決定することができる。
【００６６】
　例えば、エンジン３３０は、使用される検出法、検出法に対する関連画像の数、および
画像のＤＩＣＯＭヘッダ要素間の関連性に基づくモニタ解像度と比較した画像解像度を含
む１つまたは複数の高レベルのスタディ特性を補償することができる。例えば、現在およ
び前のスタディにおける患者の様々なシリーズに基づいて、エンジン３３０で使用される
ハンギングプロトコルアルゴリズムは、異常性を検出するために使用される方法を決定す
ることができる。その方法は、ユーザのディスプレイ上で、画像（複数可）および／また
は他の情報を表示するのに使用されるハンギングプロトコルをランク付けする、または選
択するのを助けることができる。様々な方法は、例えば、様々な画像レイアウトを、した
がって、様々なハンギングプロトコルまたはＤＤＰを含むことができる。
【００６７】
　例えば、患者が、現在および前のＣＴ画像を有する場合、表示の優先順位および位置は
、スペースおよび表示品質が許容できる限り、現在および最近の前画像（複数可）に与え
ることができる。他の例として、造影剤を注入して、または注入せずに、患者に対する画
像が取得された場合、現在のスタディの事前および事後の造影画像を互いに隣接するよう
に表示することができ、一方、前のスタディの事前および事後の造影画像シリーズが互い
に隣接するように表示される。様々なシリーズの画像間の関係性を調べることから収集さ
れた余分の前後関係情報は、スタディのモデル化および表示における精度を向上させる。
【００６８】
　いくつかの例は、放射線専門医ワークフローを改良するために「スマートな」ワークフ
ロー機能を提供する。レイアウト、および多数のパラメータを手動で事前に構成するので
はなく、例示的なシステムおよび方法は、新しいスタディ／検査を開いたとき、データが
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（例えば、レイアウト、表示域、自動的な後処理などに関して）ユーザに好ましい方法で
設定されるように動作すべく、ユーザの好みを学習する。例えば、「スマートなワークフ
ロー」機能は、ユーザもしくはユーザグループが、特定のワークフローで画像設定を作成
する方法を追跡する機械学習アルゴリズムを利用し、これらのレイアウトを、このタイプ
の新しいスタディに対して複製して、データの可変性を克服する。したがって、アルゴリ
ズムが間違って、最初に最適な画像設定を作成しない場合であっても、アルゴリズムはユ
ーザからの訂正を受け入れ、適合させ、おそらく数回、ユーザがそれを「教示」した後、
「最適な」画像設定へと収束する。
【００６９】
　いくつかの例は、ユーザの好みに従ってユーザのワークフローを高速化し、かつ／また
はその効率を高める。
【００７０】
　いくつかの例は、同じスタディタイプ（例えば、様々な販売者、様々な技術者からのモ
ダリティで得られたもの）の異なるラベル付けを自動的に克服するために「スマートな」
ＨＰを提供する。例えば、ユーザは、他のパラメータのいくつかの組合せを考慮に入れて
１つまたは複数の機械学習アルゴリズムを「教示」する。
【００７１】
　いくつかの例は、スタディにおける様々な一連の順序を自動的に克服するために「スマ
ートな」ＨＰを提供する。いくつかの従来の解決策では、システムまたはユーザからのさ
らなる入力を行わずに、ＨＰは、モダリティを操作する技術者が、予測可能な、決定論的
順序でシリーズを作成しているという期待の下に、シリーズにおける順序、または画像に
基づき、画像シリーズを単に提示する。しかし、この論理は、異なる販売者からのモダリ
ティが使用されると、または技術者が換えられると直ちに破綻する。現在開示された技術
のいくつかの例では、ユーザは、簡単な対話を介して、画像シリーズのどの画像が、閲覧
アプリケーションもしくは表示のどの表示域で最初に表示されるべきかに関する論理を、
どのパラメータが実際に制御するかを機械学習エンジンに「教示する」。
【００７２】
　いくつかの例は、関連する従来のものに関する進んだ自動ローディングを提供する。例
えば、「スマートなワークフロー」システムは、（例えば、同じ患者の）現在のスタディ
と共に、履歴的なスタディ（複数可）の提示に関してユーザから学習する。例えば、腫瘍
学では、ユーザは、長期にわたる病変の成長を追跡し、したがって、共に再検討するため
に、前の画像と現在の画像を提示することを望む。
【００７３】
　いくつかの例では、ユーザは、同じ患者のものではない関連する従来のものを、例えば
、「教示ファイル」として、かつ／または前に診断された事例と比較するために、自動的
にロードするように、「スマートなワークフロー」システムに教示することができる。
【００７４】
　いくつかの例では、「スマートなワークフロー」の機械学習エンジンは、検査順序、手
順コード、従来の報告など、ドキュメンテーションにおけるキーワードを識別し、またキ
ーワード（複数可）がドキュメンテーション中で見出された場合、学習のためのパラメー
タとしてそのキーワード（複数可）を使用する。
【００７５】
　いくつかの例では、「スマートなワークフロー」は、臨床的に正確なウィンドウのレベ
ル変換（ｌｅｖｅｌｉｎｇ）、ズーム、パン、回転、および／または画像の他の操作（複
数可）を複製するために適切なコンピュータビジョンツールを学習し、かつ適用する。
【００７６】
　いくつかの例では、機械学習エンジンは、走査されたドキュメンテーションを自動回転
させることを含む、表示された撮像データに関連するドキュメンテーションを適切に設定
し、または配置することを学習し、したがって、文書は、例えば、直ちに読めるように正
しく「提示される（ｈａｎｇ）」、または表示される。
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【００７７】
　いくつかの例では、ユーザが、撮像検査を開始した後、ＨＰシステムは、撮像検査を再
検討するために指定されたワークステーションで使用されている１つまたは複数のモニタ
上に、撮像データセット（複数可）から様々な画像およびデータを自動的に「提示する（
ｈａｎｇ）」または配置する。設定が、ユーザの好みによるものである場合、ユーザは、
さらなる遅延なしに再検討に進むことができる。しかし、ユーザが、最初の提示に満足せ
ず、実際の事例の再検討を開始する前に、さらにデータと対話する必要がある、または対
話したい場合、ユーザは、再検討に進む前に、ＨＰをさらに改良する（例えば、「この設
定を学習する」ボタンを使用して）ことができ、したがって、システムは、例えば、自分
の好ましい設定からの例により、学習することができる。「この設定を学習する」が使用
された後、システムは、その設定および関連するパラメータ（複数可）のスナップショッ
トを作成する。いくつかの例では、システムにより取り込まれるパラメータ（複数可）は
、以下の１つまたは複数のものを含む。
【００７８】
　１．ユーザ（例えば、医師）の識別子
　２．タイムスタンプ
　３．データベースの関連性によって現在のスタディに関連付けられた前のスタディと併
せたスタディの一意の識別子（ＩＤ）
　４．スタディの本体部分
　５．使用されるモニタの数
　６．モニタ上における表示域のレイアウト
　７．オーバーレイ表示／非表示、画像グループルールなどのレンダリングパラメータ
　８．レイアウトにおける各表示域に対して、
　　ａ．レイアウト中の表示域の位置
　　ｂ．表示域サイズ
　　ｃ．単一のスライスまたはスタック閲覧モード
　　ｄ．スタディ識別子
　　ｅ．履歴レベル
　　ｆ．シリーズ識別子
　　ｇ．ウィンドウレベル
　　ｈ．シリーズ中のどの画像（複数可）が設定で表現されるか
　　ｉ．ズーム
　　ｊ．パン
　　ｋ．回転
　　ｌ．測定（適用される場合）
　９．リンクされた表示域に関する情報
　１０．（すべてのモニタの）画面キャプチャ
　１１．以下のものから抽出された、事例を理解するためのキーワード
　　ａ．手順名
　　ｂ．検査順序からのキーワード
　　ｃ．前の報告（存在する場合）
　いくつかの例では、ユーザは、単に最初に提示されるだけではなく、さらなるワークフ
ローステップをシステムに教示することを望む。その場合、ユーザは、好ましい方法で撮
像データを設定し、「このワークフローを学習する」を（例えば、ボタンの押下、項目選
択、マウスクリックなどにより）選択することができる。
【００７９】
　ユーザがシステムに教示することを選択するごとに、現在のステップの番号がグラフィ
カルユーザインターフェースを介して表示され、インターフェースは、例えば、ワークフ
ローステップのスナップショットの現在の、または全体の組をユーザが編集できるように
する。ユーザは、例えば、ワークフローまたはインターフェース構成の特定のステップも
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しくは要素へと戻り、その要素の直接設定を取得することができ、その要素の名前を変更
するかつ／または要素を修正することが可能になる。
【００８０】
　いくつかの例では、機械学習モジュールは、前の検査のハンギングプロトコルの例の訓
練セットを含む。上記で述べたように、これらの検査は、ユーザおよびサイト情報を含む
、関連するメタデータを有することができる。その例は、例えば、ハンギングプロトコル
に関連すると見なされていた特徴により特徴付けられる。その特徴は、数値的な変数（例
えば、モニタの数など）、分類的変数（例えば、体の部分など）、および／または自由な
形式のテキスト（例えば、シリーズの記述など）に基づいて計算することができる。学習
エンジンの出力は、システムが最終的なレイアウトを生成できるようにするパラメータに
より特徴付けられた「ハンギングプロトコル」である。図４は、機械学習により得られた
マッピングの例示的な視覚化を提供する。
【００８１】
　図４の例示的なマッピング４００で示すように、１つまたは複数の報告４１０、１つま
たは複数の画像４２０（例えば、報告（複数可）に関連する画像（複数可）など）、およ
び／または１つまたは複数のメタデータ４３０（例えば、画像（複数可）および／または
報告（複数可）に関連するメタデータなど）は、マッパー（ｍａｐｐｅｒ）４４０により
組み合わされ、またはマップされて、レイアウト４５０を生成する。レイアウト４５０は
、例えば、画像（複数可）、報告（複数可）、およびメタデータの間のマッピングの視覚
化を提供する。
【００８２】
　図５は、例示的な機械学習アルゴリズムのための高レベルのデータフローを示す。図５
の例示的なデータフロー５００で示されているように、学習エンジン５７０は、１つまた
は複数のハンギングプロトコルおよび／または１人または複数のユーザに対する好み（複
数可）、優先順位（複数可）、要件（複数可）などを学習するための様々な情報を特徴の
形で備える。ＤＩＣＯＭデータ５１０、ユーザ選択５２０、医療報告（複数可）５３０、
知識ベース５４０などの情報は、特徴抽出５５０に提供される。ＤＩＣＯＭデータ５１０
は、１つまたは複数のスタディ、画像シリーズ、患者検査などに対して、患者情報、走査
情報などを含むことができる。ユーザ選択５２０は、表示域（複数可）情報、表示された
従来のもの（複数可）、選択されたコントラストなどを含むことができる。医療報告５３
０は、手順、履歴などを含むことができる。知識ベース５４０は、オントロジー、アトラ
ス画像、前のスタディ、関連するスタディ、最良の実務などの情報を含むことができる。
【００８３】
　提供された情報５１０～５４０からの特徴抽出５５０に続いて、抽出された特徴は、特
徴変更５６０に提供される。例えば、１つまたは複数のアルゴリズムを、抽出された特徴
に適用することができ、学習エンジン５７０がその特徴を処理し、かつハンギングプロト
コル推奨を開発することを可能にする。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ハンギングプロトコル（複数可）に関して「怠惰学習器（ｌ
ａｚｙ　ｌｅａｒｎｅｒｓ）」アルゴリズムを使用する。人工知能では、怠惰学習は、シ
ステムがクエリを受け取る前に訓練データを一般化しようとする熱心学習（ｅａｇｅｒ　
ｌｅａｒｎｉｎｇ）とは反対に、クエリがシステムに対して行われるまで、訓練データ以
外の一般化が表示される学習法である。事例ベースの推論など、怠惰学習法を使用するこ
とは、ｋ近傍法アルゴリズムなど、ほぼ局所的なターゲット関数を提供する。ターゲット
関数は、システムに対するクエリごとに局所的に近似されるので、怠惰学習システムは、
例えば、同時に複数の問題を解決し、かつ問題のドメインにおける変化を成功裡に処理す
ることができる。
【００８５】
　怠惰学習器は、パラメータのない学習アルゴリズムであり、学習は、テストケースまた
はクエリがシステムに提示されるまで遅延される。怠惰学習器は、ターゲット出力が局所
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は、怠惰学習に非常に適した候補であり、以下のように動作する。Ｘiがｉ番目の検査の
特徴ベクトルであり、Ｈiがハンギングプロトコルのパラメータ（複数可）を表す場合、
訓練セット（Ｘ1、Ｈ1）、（Ｘ2、Ｈ2）・・・（Ｘn、Ｈn）が与えられると、クエリポイ
ントＸq、Ｈqは以下のように近似される。まず、訓練セットからＸqのｋ個の最近傍数が
計算される。計算された近傍点の数は設計パラメータである。２つの事例の間の距離もま
た設計パラメータであり、Ｌ1ノルム、マハラノビス、標準化ユークリッドなどの様々な
尺度を使用することができる。
【００８６】
　例えば、平均
【００８７】
【数１】

および共分散行列Ｓを有する１群の値から多変数ベクトル
【００８８】
【数２】

のマハラノビス距離は、
【００８９】
【数３】

と定義される。
【００９０】
　ユークリッド距離は、例えば、以下のように定義することができる。ｐ＝（ｐ1、ｐ2、
・・・、ｐn）、およびｑ＝（ｑ1、ｑ2、・・・、ｑn）がｎ次元空間における２つの点で
ある場合、ｐからｑ、またはｑからｐへのユークリッド距離は、
【００９１】

【数４】

で与えられる。
【００９２】
　Ｌ１ノルムは、以下のように定義することができる。ｐ＝（ｐ1、ｐ2、・・・、ｐn）
、およびｑ＝（ｑ1、ｑ2、・・・、ｑn）がｎ次元空間における２つの点である場合、ｐ
からｑ、またはｑからｐの間のＬ1ノルム距離は、
【００９３】



(19) JP 6139112 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

【数５】

により与えられる。
【００９４】
　ｋ個の最近傍点が見出された後、近傍点の解で適合させることにより、最終的な出力パ
ラメータが生成される。距離尺度、様々な特徴に対する重み付け関数、考慮中の最近傍点
の数、および解を適合させるための関数は、例えば、交差検定などの統計的技法を用いて
、事例ベースの推論（ＣＢＲ）システムの性能を最適化するために、または向上させるた
めに、試行錯誤により、または自動的に学習することにより選択される。
【００９５】
　いくつかの例では、ユーザは、視覚的なインターフェースを用いて、生成されたハンギ
ングプロトコルに関するフィードバックを提供することができる。例えば、フィードバッ
クは、様々な特徴に使用される重み（複数可）を調整するために使用され、１つまたは複
数の進化的アルゴリズムを用いて類似性の尺度を計算し、学習アルゴリズムの性能におけ
る誤りを低減し、または最小化する。進化的アルゴリズム（ＥＡ）の原理は、例えば、自
然の進化のシミュレーションに基づいた一般的な方法論を定義する。ＥＡは、個体の集合
体Ｐ（ｔ）＝｛Ｐ1（ｔ）、Ｐ2（ｔ）、・・・、Ｐp（ｔ）｝を任意の時間ｔで維持する
ことにより探索を行う。生物学的な進化の簡単化した規則をモデルにした「遺伝的」作用
素（ｏｐｅｒａｔｏｒ）が適用され、新しく、かつより優れた集団Ｐ（ｔ＋ｌ）が生成さ
れる。このプロセスは、十分によい集団が達成されるまで、または何らかの他の終了条件
が満たされるまで継続される。「十分に」とは、例えば、１人または複数のユーザおよび
／またはシステムが指定した制約に従って定義することができる。各Ｐi（ｔ）∈Ｐ（ｔ
）は、内部のデータ構造により、元の問題に対する可能性のある解を表す。解の表現に密
接にリンクしているのは、適合関数ｙ：Ｐ（ｔ）－－＊Ｒであり、それは、候補の解に評
価を割り当てる。集団における個体は、いくつかの評価基準に従って適応度の値が割り当
てられる。適応度の高い個体は、組み替え、または変異操作により子孫を生成する可能性
がより高く、弱い個体は、再生のために取り上げられる可能性は低く、最終的に絶滅する
。変異作用素は、個体のビルディングブロックのいくつかをランダムに変更することによ
り、集団における遺伝的変種を導く。
【００９６】
　進化的アルゴリズムは、本質的に並列であるように意図されており、また各進化的ステ
ップにおいて、探索空間のさらに最適となる下位領域の幅優先探索が行われる。進化的探
索は、問題を解決する強力な技法であり、他の従来の最適化技法ではほとんど処理できな
い広範囲の実際的問題に適用することができる。実際の進化的探索方式は、所定の有限の
時間内に、グローバルな最適条件に集束することを保証しないが、それらは、非常に良好
で一貫性のある近似解を発見できることが多い。
【００９７】
　いくつかの例では、学習エンジンは、ニューラルネット、またはサポートベクターマシ
ンなどの熱心学習アルゴリズムを使用するが、その場合、システムは、システムの訓練中
に、一般的な、入力に依存しないターゲット関数を学習する。熱心学習の場合、いくつか
の手法の１つを選択して使用することができる。第１の手法では、ターゲット関数は、入
力特徴ベクトルを１組のハンギングプロトコルにマップするように訓練することができる
。熱心学習器は、したがって、使用すべきハンギングプロトコル（複数可）を決定する分
類的なラベルに入力ベクトルをマップする分類アルゴリズムを実施する。他の手法は、最
終的なハンギングプロトコルの個々のパラメータに対して回帰させるように学習器を訓練
することである。
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【００９８】
　いくつかの例では、フリーテキストフィールドに基づく特徴が、テキストマイニングア
ルゴリズムを用いて解析される。Ａｐａｃｈｅ　Ｌｕｃｅｎｅ（登録商標）などのオープ
ンソースのテキストマイニングソフトウェアが、ストップワード、ベース形式に対する語
幹を除去するために使用され、関連する概念を特定する（例えば、撮像モダリティ、体の
部分など）。いくつかの例では、機械学習アルゴリズム（複数可）が、Ｆｏｕｎｄａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｍｏｄｅｌ　ｏｆ　Ａｎａｔｏｍｙ、Ｎｅｕｒｏｎａｍｅｓ、Ｂｒｉｎｌｅｘ
などのオントロジーを用いて統合される。これらのオントロジーは、撮像プロパティ、体
の部分の略語などを含むスマートなハンギングプロトコル（ＳＨＰ）に関連する情報で強
化される。オントロジーは、機械学習アルゴリズムが、例えば、２つの自由形式のテキス
ト列の間の類似性の尺度を計算することを可能にする。
【００９９】
　図６は、例示的な事例ベースの推論システムの流れ図を示す。例示的なシステム６００
は、１つまたは複数の学習した（例えば、取り込まれた、観察された、教示されたなど）
ハンギングプロトコルのレイアウト／構成の事例ベース６１０を含む。新しいスタディ６
２０に対して、候補選択６３０は、１つまたは複数のアルゴリズム、ガイドライン、ルー
ル、好みなどに従ってレイアウト合成６５０を行うために、１つまたは複数のレイアウト
報告６４０を提供する。レイアウト合成６５０は、ユーザディスプレイ上に表示画像、報
告、ツールなどを適用するように自動選択する、かつ／またはユーザが選択するための１
つまたは複数の選択肢６６０、６７０を提供する。例えば、図６で、候補選択６３０およ
びレイアウト合成６５０は、２つのレイアウト、すなわち、関連する信頼度スコア０．８
を有する選択肢１と、関連する信頼度スコア０．６を有する選択肢２とを提供する。ユー
ザおよび／またはプログラムは、ユーザディスプレイにハンギングプロトコルとして適用
すべきレイアウト選択肢６６０、６７０の一方を選択することができる。
【０１００】
　図６の例で示すように、利用可能な事例ベース６１５は、ディスプレイのレイアウト活
動、ユーザのフィードバックなどを継続して学習し、かつモニタすることにより、拡張し
続けることができ、選択のためにより多くの、かつ／または良好な候補を提供する。その
後の候補選択６３５は、レイアウト合成６５５を行うためのさらなるレイアウト候補６４
５を提供する。図６の例では、レイアウト合成６５５は、２つの選択肢６６５、６７５、
すなわち、関連する信頼度スコア０．９５を有する選択肢１と、０．２であると計算され
た関連する信頼度値を有する選択肢２とを提供する。
【０１０１】
　いくつかの例では、システムはまた、学習機構の一部として画像処理を適用する。例え
ば、ユーザが、走査されたドキュメンテーションを再検討する場合、システムは、さらな
る操作および設定時間を回避するために、文書を自動的に中心化し、かつ回転する。各ワ
ークフローに対して再検討のために使用された関連する文書が学習される。デフォルトの
好み、およびユーザ特有の好みのリストが、再検討ごとに学習され、後の再検討で使用さ
れる。
【０１０２】
　いくつかの例では、画像の読取りワークフローの特定の点で、ユーザが、ＣＴまたはＭ
Ｒなどの画像シリーズを再検討することを望む場合、ユーザは、画像シリーズの特定のビ
ューを要求する、または希望する。ビューは、再検討のために、ビュー位置、方向、コン
トラストなどの情報を含むことができる。例えば、ユーザは、最初にレンダリングされた
画像が、関心領域（ＲＯＩ）の「開始位置」にあることを好む可能性がある。例えば、Ｍ
Ｒの脳画像に対しては、ハンギングプロトコルに、脳が開始するフレームでシリーズを開
かせることが効率的であり、それは貴重な数秒を占めている。これは、検査順序、または
前の報告に基づき、放射線専門医が、ワークフローの何らかの時点で、肝臓などの特定の
臓器の再検討を始める必要がある、または始めることを望む場合のある全身のＣＴ走査の
例ではさらに一層重要なものである。放射線専門医は、シリーズをスクロールし、任意の
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臓器を見出すことができるが、手動のプロセスは、貴重な時間を使うことになる。いくつ
かの例では、ユーザは、問題の臓器へとスクロールし、次いで、「これを学習する」ボタ
ン、アイコン、タブなどを選択することにより、システムに「教示する」。学習モジュー
ルは、画像処理アルゴリズム（複数可）と機械学習アルゴリズム（複数可）を組み合わせ
る。例えば、肝臓の病変の事例では、ユーザが、ワークフローの何らかの時点で、肝臓の
再検討を開始する、または再検討にジャンプするようにシステムに教示する場合、システ
ムはそれに従って対処する。
【０１０３】
　いくつかの例では、自動測定、注釈、前のスタディとの比較など、特定の後処理を画像
に適用して、画像をロードするようにシステムに「教示する」ことを望むことがある。し
たがって、ユーザが、まず測定を適用し、次いで、同じ条件下で「これを学習する」を選
択した場合、システムは、自動的に測定を適用し、対話時間を節約するように試みる。
【０１０４】
　図７は、画像処理モジュール７２０を含む例示的なハンギングプロトコル学習システム
７００を示している。ハンギングプロトコル学習システム７００では、画像データ７１０
、画像メタデータ７１２，および非画像データ７１４を、学習モジュール７５０に提供す
ることができる。例示的な画像処理モジュール７２０では、画像７１０は、画像解析アル
ゴリズム（複数可）を使用し、画像コンテンツ記述を用いて事前にラベル付けされる。ラ
ベルには、占有する体の領域７３０、臓器タイプ７３２、コントラスト７３４、ズーム７
３６、使用される方向７３８などの情報が含まれる。他の特徴７４０を、シリーズマッチ
ングのために同様に、またはそれに代えて使用することができる。学習モジュール７５０
は、画像で、かつ患者履歴、検査手順などの関連する情報で、ユーザの好み（複数可）を
学習するためにラベルを使用する。ユーザが新しいスタディを開いたとき、スマートなワ
ークフローは、画像の関心領域（複数可）を、好ましいモニタ、表示域、方向、および／
またはコントラストなどで自動的に表示する。
【０１０５】
　いくつかの例では、走査された体の部分（複数可）は、画像とオントロジー情報の両方
に基づき、画像処理アルゴリズム（複数可）を用いてラベル付けされる。各画像のスライ
スには、画像が体のどの部分に属するかを識別するラベルが与えられる。識別およびラベ
ル付けは、機械学習ベースの手法、ヒストグラムベースの手法、画像特徴に基づく方法な
どを用いて行うことができる。低レベルでは、画像中の個々の臓器は、画像処理アルゴリ
ズム（複数可）を用いて、手動で、半自動で、または自動的にレベル付けされる。臓器は
、位置（複数可）、枠取り（複数可）、位置を含む姿勢（複数可）、方向、およびサイズ
によりラベル付けすることができる。臓器の形状は、簡単なモデル（例えば、長方形、楕
円、円など）を用いて、または精巧なモデル（例えば、統計的なアトラスなど）を用いて
表すことができる。臓器のラベル付けはまた、手動、半自動、または自動的なセグメンテ
ーションにより、画像位置にラベルを割り当てることによって行うこともできる。臓器ラ
ベルは、例えば、画像の迅速かつ正確な最初の表示およびナビゲーションを可能にし、な
らびに焦点を合わせた臓器に対して良好な視覚化を与えるために、自動ズームおよびコン
トラスト調整を支援できるようにする。
【０１０６】
　新しいスタディを表示するとき、スマートなワークフローは、各画像シリーズを学習し
た例と比較し、どのシリーズを各表示域上で表示するかを決定する。画像シリーズは、撮
像モダリティ、撮像プロトコル、パラメータ、および方向、サイズ、強度プロファイルな
どを含む画像特徴に基づいて比較される。これらの特徴は、例えば、画像メタデータから
、画像処理から、かつ／または撮像情報の抽出から取得され、または導出される。画像シ
リーズはまた、例えば、画像位置合せ（ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）を行うことにより比
較することもできる。
【０１０７】
　いくつかの例では、ワークフローは、ユーザが閲覧することを望む好ましい画像スライ
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スまたは平面を学習し、かつ画像ラベルに基づいて新しいスタディをロードしたとき、表
示すべきスライスもしくは平面を自動的に決定する。
【０１０８】
　いくつかの例では、同じ患者に関する、または同様の病状を有する異なる患者に関する
履歴データを比較するとき、ワークフローは、画像位置合せ、および／またはラベル付け
に基づいて、異なるスタディから、同じ体の位置の画像を自動的に表示することができる
。
【０１０９】
　したがって、いくつかの例では、ユーザは、ユーザにより好まれる方法でデータを設定
し、かつ学習システムに実時間で（または実質的に実時間で）教示する。さらに、いくつ
かの例は、ユーザが最適な「提示（ｈａｎｇｉｎｇ）」であると知覚する高速の収束目標
を備えて設計されたシステムを提供し、入力データおよびユーザの好みにおける可変性を
克服する。いくつかの例は、ユーザの生産性を高め、またユーザが、再検討の診断的側面
に焦点を当てることができ、それにより、健康管理の品質を向上させる。いくつかの例は
、ワークフロー全体を教示し、案内し、かつ／または容易にするための方法およびシステ
ムを提供する。いくつかの例は、ユーザに画像システムを含む入力を提供することのでき
るユーザインターフェースを提供し、また画像の再検討システムは、そのユーザ入力から
学習する。
【０１１０】
　図８～１２は、ハンギングプロトコル構成およびアプリケーションのための学習アルゴ
リズムの例示的なハンギングまたは表示プロトコルレイアウト、およびアプリケーション
を提供する。
【０１１１】
　図８は、放射線専門医が再検討するために、常用事例８２０の前に配置された外傷事例
８１０に対する例示的な表示プロトコル８００を示す。図８の例で示すように、ユーザは
、優先順位、状況、時間制約、探しているものに応じて、再検討すべき異なるタイプの事
例ごとに、異なるレイアウトを望む可能性がある。この例では、外傷事例８１０に対して
、ユーザは、左の表示域もしくはディスプレイで、２つの水平な軸方向（ＡＸ）画像Ｔ１
およびＴ２を表示する、または右の表示域／ディスプレイで、２つの矢状方向（ＳＡＧ）
画像Ｔ１およびＴ２を表示することを望んでいる。しかし、常用事例８２０に対しては、
ユーザは、第１のビューの上側部分に２つの矢状方向画像Ｔ２およびＴ１、ならびに第１
のビューの下側部分に２つの軸方向画像Ｔ２およびＴ１の４つのパネルビューを表示し、
併せて、第２のビューの上側部分に１つの垂直の矢状方向画像ＳＴＩＲを、第２のビュー
の下側部分に走査された文書と共に表示することを好む。ユーザが、配置を変更する場合
、学習または構成の選択肢（例えば、メニュー項目、ボタンなど）が、ユーザに提供され
て、機械にこの構成を記憶するように命令することができる（例えば、ユーザ、タイプ、
レイアウトなどに基づいて機械の学習プロセスを継続する）。
【０１１２】
　例えば、図９で示すように、デフォルトの表示プロトコルを保存するために、ユーザが
扱いにくいメニュー９１０をナビゲートすることを要求するのではなく、いくつかの例は
、学習ボタン９２０および適用ボタン９３０を含む簡単化したインターフェースを提供す
る。
【０１１３】
　したがって、いくつかの例では、ビューワまたはユーザインターフェースは、ユーザが
選択可能な選択肢（例えば、「学習」ボタン）を含み、システムをトリガして、ハンギン
グプロトコルのために、特定のレイアウト、および／またはレイアウトの一部を取り込み
、記録し、かつ／またはその他の形で記憶することができる。
【０１１４】
　図１０および１１は、それぞれ、常用事例および外傷事例に対する望ましい表示プロト
コルの例示的なビューを提供する。システムは、学習したものに基づいてデフォルト表示
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プロトコルを提供することができ、それを、例えば、ユーザが確認する、かつ／またはユ
ーザが変更することができる。ユーザが、ハンギングまたは表示プロトコルのユーザ変更
に基づき、そのハンギングプロトコルの挙動をシステムに修正または拡張させることを望
む場合、ユーザは、学習ボタン１０１０，１１１０を選択して、この変更および／または
レイアウト構成をハンギングプロトコル選択肢のシステム領域に追加し、ユーザ、役割、
事例タイプ、緊急性、利用可能な検査データなどを含む１つまたは複数の基準に基づいて
候補を選択し、かつ処理できるようにする。表示プロトコル構成を保存するために複数の
選択肢を用いて複数のメニューをナビゲートする必要があるのではなく、ユーザは、１つ
のボタンをクリックする、または１つの選択肢を選択して、後で使用するために構成を保
存することができる。したがって、システムは、ハンギングプロトコルに対する示唆を行
うことができ、またユーザは、その示唆されたレイアウトを適用する、または変更する（
かつシステムに学習させる）ことができる。
【０１１５】
　図１２で示すように、シリーズ名と順序の間の差は、機械学習およびユーザのトリガに
応じて、システムにより学習することができる。例えば、ＳＴＩＲ　ＳＡＧは、第１のシ
リーズ１２１０の５番であるが、第２のシリーズ１２２０ではわずかに異なる名前で６番
であり、一方、ＡＸＩＡＬ　Ｔ２は第１のシリーズで７番であるが第２のシリーズでは４
番で、ＡＸ　Ｔ２と名付けられている。
【０１１６】
　図１３は、本明細書で述べたシステム、装置、および方法を実施するために使用できる
例示的なプロセッサシステム１３１０のブロック図である。図１３で示すように、プロセ
ッサシステム１３１０は、相互接続バス１３１４に結合されたプロセッサ１３１２を含む
。プロセッサ１３１２は、任意の適切なプロセッサ、処理装置、またはマイクロプロセッ
サとすることができる。図１３に示されていないが、システム１３１０は、マルチプロセ
ッサシステムとすることができ、したがって、プロセッサ１３１２と同一の、または同様
の、かつ相互接続バス１３１４に対して通信可能に結合された１つまたは複数のさらなる
プロセッサを含むことができる。
【０１１７】
　図１３のプロセッサ１３１２は、メモリ制御装置１３２０および入力／出力（Ｉ／Ｏ）
制御装置１３２２を含むチップセット１３１８に結合される。よく知られているように、
チップセットは、通常、Ｉ／Ｏおよびメモリ管理機能、ならびにチップセット１３１８に
結合された１つまたは複数のプロセッサによりアクセス可能な、または使用される複数の
汎用の、かつ／または専用のレジスタ、タイマなどを提供する。メモリ制御装置１３２０
は、プロセッサ１３１２（または複数のプロセッサがある場合はプロセッサ（複数））に
、システムメモリ１３２４および大容量記憶メモリ１３２５にアクセスできるようにする
機能を実施する。
【０１１８】
　システムメモリ１３２４は、例えば、ＳＲＡＭ（スタティックＲＡＭ）、ＤＲＡＭ（ダ
イナミックＲＡＭ）、フラッシュメモリ、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）など、任意の所望
のタイプの揮発性メモリおよび／または不揮発性メモリを含むことができる。大容量記憶
メモリ１３２５は、ハードディスクドライブ、光学的なドライブ、テープ記憶装置などを
含む任意の所望のタイプの大容量記憶装置を含むことができる。
【０１１９】
　Ｉ／Ｏ制御装置１３２２は、プロセッサ１３１２に、Ｉ／Ｏバス１３３２を介して、周
辺入力／出力（Ｉ／Ｏ）装置１３２６および１３２８と、ネットワークインターフェース
１３３０と通信できるようにする機能を実施する。Ｉ／Ｏ装置１３２６および１３２８は
、例えば、キーボード、ビデオディスプレイもしくはモニタ、マウスなどの任意の所望の
タイプのＩ／Ｏ装置とすることができる。ネットワークインターフェース１３３０は、例
えば、プロセッサシステム１３１０に、他のプロセッサシステムと通信できるようにする
イーサネット（商標）装置、ＡＴＭ（非同期転送モード）装置、８０２．１１装置、ＤＳ
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Ｌモデム、ケーブルモデム、セルラ式モデムなどとすることができる。
【０１２０】
　メモリ制御装置１３２０およびＩ／Ｏ制御装置１３２２が、図１３でチップセット１３
１８内の別個のブロックとして示されているが、これらのブロックにより実施される機能
は、単一の半導体回路内に統合することができ、あるいは２つ以上の別個の集積回路を用
いて実施することもできる。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、上記で述べた機能を実施するための方法、システム、および
任意のマシン可読媒体上のコンピュータプログラム製品が企図される。いくつかの実施形
態は、例えば、既存のコンピュータプロセッサを用いて、またはこのために、もしくは他
の目的のために組み込まれた専用のコンピュータプロセッサにより、またはハードワイヤ
ードおよび／またはファームウェアシステムにより実施することができる。
【０１２２】
　上記で述べたシステムの構成要素、および方法の諸ステップの１つまたは複数のものは
、例えば、ハードウェア、ファームウェアで、かつ／またはソフトウェアの１組の命令と
して、単独で、または組み合わせて実施することができる。いくつかの実施形態は、汎用
コンピュータまたは他の処理装置で実行するための、メモリ、ハードディスク、ＤＶＤ、
またはＣＤなど、コンピュータ可読媒体上に常駐する１組の命令として提供されうる。本
発明のいくつかの実施形態は、方法ステップの１つまたは複数のものを除外する、かつ／
または列挙した順序とは異なる順序でステップを実施することができる。例えば、いくつ
かのステップは、本発明のいくつかの実施形態で実施されない可能性がある。さらなる例
として、いくつかのステップは、上記で列挙されたものとは、同時を含めて異なる時間的
順序で実施することができる。
【０１２３】
　いくつかの実施形態は、コンピュータで実行可能な命令、またはデータ構造を担持する
、または記憶させたコンピュータ可読媒体を含む。このようなコンピュータ可読媒体は、
汎用もしくは専用のコンピュータ、またはプロセッサを有する他のマシンによりアクセス
できる任意の利用可能な媒体とすることができる。例として、このようなコンピュータ可
読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ、ＣＤ－
ＲＯＭ、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、または他の磁気記
憶装置、または任意の他の媒体を含むことができ、それらは、コンピュータで実行可能な
命令もしくはデータ構造の形で所望のプログラムコードを担持する、もしくは記憶するた
めに使用することができ、かつ汎用もしくは専用コンピュータ、またはプロセッサを備え
る他のマシンによりアクセスすることができる。上記の組合せはまた、コンピュータ可読
媒体の範囲に含まれる。コンピュータ実行可能命令は、例えば、汎用コンピュータ、専用
コンピュータ、または専用の処理マシンに、特定の機能もしくは１群の機能を実施させる
命令およびデータを含む。
【０１２４】
　概して、コンピュータ実行可能命令は、特定のタスクを行う、または特定の抽象データ
型を実施するルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造などを含む。
コンピュータ実行可能命令、関連するデータ構造、およびプログラムモジュールは、本明
細書で開示されるいくつかの方法およびシステムの諸ステップを実行するためのプログラ
ムコードの例を表す。このような実行可能な命令、または関連するデータ構造の特定のシ
ーケンスは、このようなステップで記述された機能を実施するための対応する行為（ａｃ
ｔｓ）の例を表す。
【０１２５】
　本発明の諸実施形態は、プロセッサを有する１つまたは複数の遠隔コンピュータへの論
理接続を用いて、ネットワーク化された環境で実施することができる。論理的な接続は、
ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）、ＷＡＮ（広域ネットワーク）、無線ネットワー
ク、セルラ式電話ネットワークなどを含むことができるが、それらは例としてここで提示
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されており、限定するものではない。このようなネットワーク化環境は、事務所規模の、
または企業規模のコンピュータネットワーク、イントラネット、およびインターネットで
は普通のものであり、広範囲の様々な通信プロトコルを使用することができる。当業者で
あれば、このようなネットワークコンピューティング環境は、通常、パーソナルコンピュ
ータ、手持ち式装置、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースの、もしく
はプログラム可能な家庭用電子機器、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、汎用大型コ
ンピュータ、および同様のものを含む多くのタイプのコンピュータシステム構成を包含す
ることが理解されよう。本発明の諸実施形態はまた、分散コンピュータ環境で実施するこ
とができ、その場合、タスクは、通信ネットワークを介して（有線リンク、無線リンクに
より、または有線もしくは無線リンクの組合せにより）リンクされたローカルおよび遠隔
の処理装置により実施される。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュール
は、ローカルと遠隔の両方のメモリ記憶装置に位置することができる。
【０１２６】
　本発明の諸実施形態の全体システムまたは部分を実施するための例示的なシステムは、
処理装置と、システムメモリと、システムメモリを含む様々なシステム構成要素を処理装
置に結合するシステムバスとを含むコンピュータ形式の汎用コンピューティング装置を含
む可能性がある。システムメモリは、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）、およびＲＡＭ（ラン
ダムアクセスメモリ）を含むことができる。コンピュータはまた、磁気ハードディスクと
の間で読取りおよび書込みを行うための磁気ハードディスクドライブ、取外し可能な磁気
ディスクとの間で読取りまたは書込みを行うための磁気ディスクドライブ、ならびにＣＤ
　ＲＯＭまたは他の光媒体など取外し可能な光ディスクとの間で読取りまたは書込みを行
うための光ディスクドライブを含むことができる。ドライブおよびその関連するコンピュ
ータ可読媒体は、コンピュータ実行可能命令、データ構造、プログラムモジュール、およ
びコンピュータに対する他のデータの不揮発性記憶を提供する。
【０１２７】
　本発明は、いくつかの実施形態を参照して述べられているが、本発明の範囲から逸脱す
ることなく、様々な変更を行うことができること、および均等な形態で置き換えうること
が当業者であれば理解されよう。さらに、本発明の範囲から逸脱することなく、特定の状
況または材料を本発明の教示に適合させるために、多くの変更を加えることができる。し
たがって、本発明は、開示された特定の実施形態に限定されるものではなく、本発明には
、添付の特許請求の範囲に含まれるすべての実施形態が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１２８】
　１００　画像保存通信システム（ＰＡＣＳ）
　１１０　撮像モダリティ
　１２０　取得ワークステーション
　１３０　ＰＡＣＳサーバ
　１４０　ＰＡＣＳワークステーション
　３００　システム
　３１０　画像スタディ
　３２０　画像
　３３０　機械学習エンジン
　３４０　ハンギングまたは表示プロトコル
　３５０　ユーザインターフェース
　４００　マッピング
　４１０　報告
　４２０　画像
　４３０　メタデータ
　４４０　マッパー
　４５０　レイアウト
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　５００　データフロー
　５１０　ＤＩＣＯＭデータ
　５２０　ユーザ選択
　５３０　医療報告
　５４０　知識ベース
　５５０　特徴抽出
　５６０　特徴変更
　５７０　学習エンジン
　６００　システム
　６１０　事例ベース
　６１５　事例ベース
　６２０　新しいスタディ
　６３０　候補選択
　６３５　候補選択
　６４０　レイアウト報告
　６４５　レイアウト候補
　６５０　レイアウト合成
　６５５　レイアウト合成
　６６０　選択肢
　６６５　選択肢
　６７０　選択肢
　６７５　選択肢
　７００　ハンギングプロトコル学習システム
　７１０　画像データ
　７１２　画像メタデータ
　７１４　非画像データ
　７２０　画像処理モジュール
　７３０　体の領域
　７３２　臓器タイプ
　７３４　コントラスト
　７３６　ズーム
　７３８　方向
　７４０　他の特徴
　７５０　学習モジュール
　８００　表示プロトコル
　８１０　外傷事例
　８２０　常用事例
　９１０　メニュー
　９２０　学習ボタン
　９３０　適用ボタン
　１０１０　学習ボタン
　１１１０　学習ボタン
　１２１０　第１のシリーズ
　１２２０　第２のシリーズ
　１３１０　プロセッサシステム
　１３１２　プロセッサ
　１３１４　相互接続バス
　１３１８　チップセット
　１３２０　メモリ制御装置
　１３２２　入力／出力（Ｉ／Ｏ）制御装置
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　１３２４　システムメモリ
　１３２５　大容量記憶メモリ
　１３２６　周辺入力／出力（Ｉ／Ｏ）装置
　１３２８　周辺入力／出力（Ｉ／Ｏ）装置
　１３３０　ネットワークインターフェース
　１３３２　Ｉ／Ｏバス
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