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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者から透視画像データを撮像するための撮像オーダデータを管理する撮像管理装置
と、
　前記撮像オーダデータに対応して前記被験者から前記透視画像データを撮像する透視撮
像装置と、
　前記撮像オーダデータの少なくとも一部が付与された前記透視画像データを保存するデ
ータ保存装置と、
　前記透視画像データが撮像される前記被験者に薬液を注入するとともに前記注入に対応
した注入履歴データを生成する薬液注入装置と、
　前記薬液注入装置から前記注入履歴データを取得し、当該注入履歴データに前記撮像オ
ーダデータの前記少なくとも一部を関連付けて前記撮像管理装置に登録するデータ制御装
置と、
を有し、前記透視撮像装置が撮像した前記透視画像データは、前記薬液注入装置を介さず
前記データ保存装置に送信される透視撮像システム。
【請求項２】
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データに対応する前記撮像オーダデータを前記撮
像管理装置と前記透視撮像装置の少なくとも一方から取得し、取得した前記撮像オーダデ
ータの中から前記撮像オーダデータの前記少なくとも一部を抽出し、識別情報として前記
注入履歴データに付与し、
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　前記撮像管理装置は、前記識別情報により前記注入履歴データを対応する前記撮像オー
ダデータに関連付けて保存する請求項１に記載の透視撮像システム。
【請求項３】
　前記撮像管理装置は、個々の前記撮像オーダデータを固有の識別情報で管理し、
　前記データ制御装置は、前記撮像オーダデータの識別情報を前記注入履歴データに付与
する請求項２に記載の透視撮像システム。
【請求項４】
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの識別情報を前記透視画像データに付与す
る請求項３に記載の透視撮像システム。
【請求項５】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して選定さ
れている一つの前記撮像オーダデータを返信する請求項２ないし４の何れか一項に記載の
透視撮像システム。
【請求項６】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して選定さ
れている一つの前記撮像オーダデータを返信する請求項２ないし４の何れか一項に記載の
透視撮像システム。
【請求項７】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記透
視撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータを返信する請求項２ないし４
の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項８】
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　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一部の複数の前記撮像オーダデータを検
索して返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記透
視撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータを返信する請求項２ないし４
の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項９】
　前記データ制御装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検
索キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部の複数の前記撮像オーダデータを検索し、検索され
た複数の前記撮像オーダデータに選定されている一つがあれば返信する請求項５または６
に記載の透視撮像システム。
【請求項１０】
　前記データ制御装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検
索キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部の複数の前記撮像オーダデータを検索し、検索され
た複数の前記撮像オーダデータに前記透視撮像装置から通知されている一つがあれば返信
する請求項７または８に記載の透視撮像システム。
【請求項１１】
　前記薬液注入装置は、生成した前記注入履歴データを前記データ制御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、受信した前記注入履歴データの少なくとも一部を前記オーダ検
索キーとして前記撮像管理装置に送信する請求項９または１０に記載の透視撮像システム
。
【請求項１２】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記透視撮像装置に送信し、
　前記透視撮像装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記撮
像オーダデータを返信する請求項２ないし４の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項１３】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
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　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記透視撮像装置に送信し、
　前記透視撮像装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記撮
像オーダデータを返信する請求項２ないし４の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項１４】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記透視撮像装置に送信し、
　前記透視撮像装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記撮
像オーダデータを返信する請求項２ないし４の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項１５】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された前記撮像オーダデータを前記データ制御装置に転送す
る請求項２ないし４の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項１６】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された前記撮像オーダデータを前記データ制御装置に転送す
る請求項２ないし４の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項１７】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記データ制御装置に転送する請求項
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２ないし４の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項１８】
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入開始と注入終了との少なくとも一方を前記データ
制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液注入装置の通知に対応して前記返信要求を送信する請
求項５ないし１７の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項１９】
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入開始と注入終了との少なくとも一方を所定時間の
経過後に前記データ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液注入装置の通知に対応して前記返信要求を送信する請
求項５ないし１７の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項２０】
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入開始と注入終了との少なくとも一方を前記データ
制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液注入装置の通知から所定時間の経過後に前記返信要求
を送信する請求項５ないし１７の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項２１】
　前記透視撮像装置は、前記透視画像データの撮像開始と撮像終了との少なくとも一方を
前記データ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記透視撮像装置の通知に対応して前記返信要求を送信する請
求項５ないし１７の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項２２】
　前記透視撮像装置は、前記透視画像データの撮像開始と撮像終了との少なくとも一方を
所定時間の経過後に前記データ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記透視撮像装置の通知に対応して前記返信要求を送信する請
求項５ないし１７の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項２３】
　前記透視撮像装置は、前記透視画像データの撮像開始と撮像終了との少なくとも一方を
前記データ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記透視撮像装置の通知から所定時間の経過後に前記返信要求
を送信する請求項５ないし１７の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項２４】
　前記薬液注入装置は、前記薬液として造影剤と生理食塩水とを順番に前記被験者に注入
し、前記造影剤の注入終了と前記生理食塩水の注入開始との少なくとも一方を前記データ
制御装置に通知する請求項１８ないし２０の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項２５】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを選定され
ている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する請求項１に記載の透視撮像シス
テム。
【請求項２６】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
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続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを選定され
ている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する請求項１に記載の透視撮像シス
テム。
【請求項２７】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを前記透視
撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する請求項１
に記載の透視撮像システム。
【請求項２８】
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一部を検索して返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受
け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを前記透視
撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する請求項１
に記載の透視撮像システム。
【請求項２９】
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを少なくとも一つのオーダ検索キーととも
に前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部の複数の前記撮像オーダデータを検索し、検索され
た複数の前記撮像オーダデータに選定されている一つがあれば前記注入履歴データを関連
付けて保存する請求項２５または２６に記載の透視撮像システム。
【請求項３０】
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを少なくとも一つのオーダ検索キーととも
に前記撮像管理装置に送信し、
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　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部の複数の前記撮像オーダデータを検索し、検索され
た複数の前記撮像オーダデータに前記透視撮像装置から通知されている一つがあれば前記
注入履歴データを関連付けて保存する請求項２７または２８に記載の透視撮像システム。
【請求項３１】
　前記薬液注入装置は、生成した前記注入履歴データを前記データ制御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、受信した前記注入履歴データの少なくとも一部を前記オーダ検
索キーとして前記撮像管理装置に送信する請求項２９または３０に記載の透視撮像システ
ム。
【請求項３２】
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入が終了すると前記注入履歴データを前記データ制
御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを受信すると前記撮像管理装置に送信する
請求項２５ないし３１の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項３３】
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入終了から所定時間が経過すると前記注入履歴デー
タを前記データ制御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを受信すると前記撮像管理装置に送信する
請求項２５ないし３１の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項３４】
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入が終了すると前記注入履歴データを前記データ制
御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを受信してから所定時間が経過すると前記
撮像管理装置に送信する請求項２５ないし３１の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項３５】
　前記薬液注入装置は、前記薬液として造影剤と生理食塩水とを順番に前記被験者に注入
し、前記造影剤の注入が終了すると前記造影剤の前記注入履歴データを前記データ制御装
置に送信する請求項２５ないし３１の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項３６】
　前記薬液注入装置は、
　透視画像データが撮像される被験者に薬液を注入する薬液注入機構と、
　前記薬液の注入速度を経過時間とともに可変させる注入制御部と、
　横軸と縦軸との一方が前記経過時間で他方が前記注入速度の経時グラフを内包する注入
履歴データを生成する履歴生成部と、
　生成された前記注入履歴データを前記データ制御装置に出力する履歴出力部と、
を有する請求項１ないし３５の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項３７】
　請求項１ないし３６の何れか一項に記載の透視撮像システムのデータ制御装置であって
、
　前記注入履歴データを対応する前記撮像オーダデータに関連付けて前記撮像管理装置に
登録するデータ制御装置。
【請求項３８】
　請求項２に記載の透視撮像システムのデータ制御装置であって、
　前記薬液注入装置から前記注入履歴データを取得する履歴取得部と、
　前記注入履歴データに対応する前記撮像オーダデータの少なくとも一部を前記識別情報
として前記撮像管理装置と前記透視撮像装置との少なくとも一方から取得するオーダ取得
部と、
　前記識別情報を前記注入履歴データに付与する識別付与部と、
　前記識別情報が付与された前記注入履歴データを前記撮像管理装置に出力する履歴転送
部と、
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を有するデータ制御装置。
【請求項３９】
　前記薬液注入装置と前記データ制御装置とは、一体に形成されている請求項１ないし３
６の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項４０】
　前記薬液注入装置及び前記データ制御装置は、各々個別に、コンピュータユニットを備
える請求項１ないし３６及び３９の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項４１】
　前記撮像管理装置と前記透視撮像装置とは一体に形成されている請求項１ないし３６、
３９及び４０の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項４２】
　前記薬液注入装置はインターネットに接続されている請求項１ないし３６、３９ないし
４１の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【請求項４３】
　前記データ制御装置はインターネットに接続されている請求項１ないし３６、３９ない
し４２の何れか一項に記載の透視撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透視撮像装置と薬液注入装置と画像閲覧装置とを有し、薬液が注入される被
験者から透視画像データを撮像して表示する透視撮像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、被験者の透視画像データである断層画像を撮像する透視撮像装置としては、ＣＴ
(Computed Tomography)スキャナ、ＭＲＩ(Magnetic Resonance Imaging)装置、ＰＥＴ(Po
sitron Emission Tomography)装置、超音波診断装置、等がある。また、被験者の透視画
像データである血管画像を撮像する医療装置としては、ＣＴアンギオ装置、ＭＲＡ(MR An
gio)装置、等がある。
【０００３】
　上述のような装置を使用するとき、被験者に造影剤や生理食塩水などの薬液を注入する
ことがあり、この注入を自動的に実行する薬液注入装置も実用化されている。一般的な薬
液注入装置は、薬液が充填されている薬液シリンジを保持し、そのシリンダ部材にピスト
ン部材を圧入することで被験者に薬液を注入する。
【０００４】
　透視撮像装置はスタンドアロンでも機能するが、通常は透視撮像装置を一部とした透視
撮像システムが構築される。このような透視撮像システムは、透視撮像装置に撮像管理装
置とデータ保存装置とを接続した構造からなる。
【０００５】
　撮像管理装置は、一般にはＲＩＳ(Radiology Information System)等と呼称されており
、被験者から透視画像データを撮像するための撮像オーダデータを管理する。この撮像オ
ーダデータは、例えば、固有の識別情報である撮像作業ＩＤ(Identity)、透視撮像装置の
識別情報、被験者の識別情報、撮像開始および終了の日時、等からなる。なお、撮像オー
ダは、医療現場では検査オーダとも呼称されている。
【０００６】
　このような撮像オーダデータが撮像管理装置から透視撮像装置に提供される。すると、
この透視撮像装置は、撮像オーダデータに対応して被験者から透視画像データを撮像する
。この透視画像データは、透視撮像装置で撮像オーダデータの少なくとも一部が付与され
てデータ保存装置に出力される。
【０００７】
　このデータ保存装置は、一般にはＰＡＣＳ(Picture Archive and Communication Syste
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m)等と呼称されており、撮像オーダデータが付与された透視画像データを保存する。
【０００８】
　データ保存装置には、一般にビューアと呼称される画像閲覧装置が接続されている。こ
の画像閲覧装置は、例えば、撮像オーダデータを検索キーとして透視画像データを読み出
し、その透視画像データを表示する。
【０００９】
　ただし、撮像管理装置は、通常は複数の撮像オーダデータを管理している。このため、
撮像管理装置で管理されている複数の撮像オーダデータから透視撮像装置に一つを選択的
に提供する必要がある。そこで、撮像管理装置にはプッシュ型とプル型と呼称される形式
がある。
【００１０】
　プッシュ型の撮像管理装置は、例えば、作業者の手動操作により、管理している複数の
撮像オーダデータから一つを選定する。このプッシュ型の撮像管理装置は、透視撮像装置
から撮像オーダデータの返信要求を受信すると、選定されている一つの撮像オーダデータ
を返信する。
【００１１】
　プル型の撮像管理装置は、透視撮像装置から撮像オーダデータの返信要求とともにオー
ダ検索キーが送信される。このオーダ検索キーは、例えば、撮像オーダデータの撮像作業
ＩＤ等からなる。
【００１２】
　そこで、撮像管理装置はオーダ検索キーで撮像オーダデータを検索し、検索された撮像
オーダデータを透視撮像装置に返信する。この透視撮像装置は、一つの適正な撮像オーダ
データが返信された場合、その撮像オーダデータに対応して被験者から透視画像データを
撮像する。
【００１３】
　一方、複数の撮像オーダデータが検索されて返信された場合、透視撮像装置では、例え
ば、作業者の手動操作により、受信した複数の撮像オーダデータから一つが選定される。
【００１４】
　なお、上述のように撮像管理装置から送信された撮像オーダデータが透視撮像装置で確
定されると、このことが撮像管理装置に通知される。このため、プル型の撮像管理装置で
も、透視撮像装置で透視画像の撮像に利用された一つの撮像オーダデータが特定される。
【００１５】
　上述のような透視撮像システムとしては、各種の提案がある(例えば、特許文献１，２
参照)。
【特許文献１】特開２００１－１０１３２０号
【特許文献２】特開２００５－１９８８０８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述のような透視撮像システムでは、撮像オーダデータに対応して透視撮像装置により
被験者から透視画像データが撮像され、透視画像データは撮像オーダデータが付与された
状態で保存される。
【００１７】
　このため、撮像オーダデータにより透視画像データを検索することができる。さらに、
透視画像データを閲覧するときに撮像オーダデータにより撮像条件などを確認することも
できる。
【００１８】
　しかし、前述のように透視画像データが撮像される被験者には、通常は造影剤などの薬
液が注入されるが、その注入条件などは撮像オーダデータに内包されていない。このため
、上述のように透視画像データを撮像された被験者に薬液が如何に注入されたかなどは確
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認することができない。
【００１９】
　本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、透視画像データを撮像された
被験者に薬液が如何に注入されたかまで確認することができる透視撮像システムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の透視撮像システムは、被験者から透視画像データを撮像するための撮像オーダ
データを管理する撮像管理装置と、撮像オーダデータに対応して被験者から透視画像デー
タを撮像する透視撮像装置と、撮像オーダデータの少なくとも一部が付与された透視画像
データを保存するデータ保存装置と、透視画像データが撮像される被験者に薬液を注入す
るとともに注入に対応した注入履歴データを生成する薬液注入装置と、注入履歴データを
対応する撮像オーダデータに関連付けて撮像管理装置に登録するデータ制御装置と、を有
する。
【００２１】
　従って、本発明の透視撮像システムでは、透視画像データを撮像するための撮像オーダ
データに関連付けられて注入履歴データも保存されるので、例えば、撮像オーダデータに
基づいて注入履歴データも確認することができる。
【００２２】
　本発明の第一のデータ制御装置は、本発明の透視撮像システムのデータ制御装置であっ
て、注入履歴データを対応する撮像オーダデータに関連付けて撮像管理装置に登録する。
従って、本発明のデータ制御装置では、注入履歴データが撮像オーダデータに関連付けら
れる。
【００２３】
　本発明の第二のデータ制御装置は、本発明の透視撮像システムのデータ制御装置であっ
て、薬液注入装置から注入履歴データを取得する履歴取得部と、注入履歴データに対応す
る撮像オーダデータの少なくとも一部を識別情報として撮像管理装置と透視撮像装置との
少なくとも一方から取得するオーダ取得部と、識別情報を注入履歴データに付与する識別
付与部と、識別情報が付与された注入履歴データを撮像管理装置に出力する履歴転送部と
、を有する。従って、本発明のデータ制御装置では、注入履歴データが撮像オーダデータ
に関連付けられる。
【００２４】
　本発明の第一の薬液注入装置は、本発明の透視撮像システムの薬液注入装置であって、
透視画像データが撮像される被験者に薬液を注入する薬液注入機構と、薬液の注入に対応
した注入履歴データを生成する履歴生成部と、生成された注入履歴データをデータ制御装
置に出力する履歴出力部と、を有する。従って、本発明の薬液注入装置では、撮像オーダ
データに関連付けられる注入履歴データがデータ制御装置に出力される。
【００２５】
　本発明の第二の薬液注入装置は、本発明の透視撮像システムの薬液注入装置であって、
透視画像データが撮像される被験者に薬液を注入する薬液注入機構と、薬液の注入速度を
経過時間とともに可変させる注入制御部と、横軸と縦軸との一方が経過時間で他方が注入
速度の経時グラフを内包する注入履歴データを生成する履歴生成部と、生成された注入履
歴データをデータ制御装置に出力する履歴出力部と、を有する。従って、本発明の薬液注
入装置では、注入速度の経時グラフを内包して撮像オーダデータに関連付けられる注入履
歴データがデータ制御装置に出力される。
【００２６】
　なお、本発明で云う各種の構成要素は、その機能を実現するように形成されていればよ
く、例えば、所定の機能を発揮する専用のハードウェア、所定の機能がコンピュータプロ
グラムにより付与されたデータ処理装置、コンピュータプログラムによりデータ処理装置
に実現された所定の機能、これらの任意の組み合わせ、等として実現することができる。
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【００２７】
　また、本発明で云う各種の構成要素は、個々に独立した存在である必要もなく、複数の
構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形成さ
れていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部と他
の構成要素の一部とが重複していること、等でよい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の透視撮像システムでは、保存される撮像オーダデータに関連付けられて注入履
歴データも保存されることにより、撮像オーダデータに基づいて注入履歴データも確認す
ることができるので、透視画像データを撮像された被験者に薬液が如何に注入されたかを
確認することができる。
【００２９】
　本発明のデータ制御装置では、注入履歴データが撮像オーダデータに関連付けられるこ
とにより、撮像オーダデータに基づいて注入履歴データも閲覧できるようにすることがで
きる。
【００３０】
　本発明の薬液注入装置では、撮像オーダデータに関連付けられる注入履歴データがデー
タ制御装置に出力されることにより、撮像オーダデータに関連付けられる注入履歴データ
をデータ制御装置に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【００３２】
【図１】本発明の実施の形態の透視撮像システムの論理構造を示す模式的なブロック図で
ある。
【図２】透視撮像システムの物理構造を示すブロック図である。
【図３】ＣＴスキャナの透視撮像ユニットと薬液注入装置の注入ヘッドとの外観を示す斜
視図である。
【図４】薬液注入装置の外観を示す斜視図である。
【図５】画像閲覧装置の外観を示す斜視図である。
【図６】薬液注入装置の表示画面に身体区分の模式画像と白紙状態の条件画面とが表示さ
れた状態を示す模式的な正面図である。
【図７】身体区分が選定された状態を示す模式的な正面図である。
【図８】撮像部位が選定されて目標グラフが表示された状態を示す模式的な正面図である
。
【図９】目標グラフとともに経時グラフが表示された状態を示す模式的な正面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明の実施の形態を図面を参照して以下に説明する。本発明の実施の形態の透視撮像
システム１０００は、図１および図２に示すように、撮像管理装置であるＲＩＳ１００、
透視撮像装置であるＣＴスキャナ２００、データ保存装置であるＰＡＣＳ３００、薬液注
入装置４００、データ制御装置である制御ボックス５００、画像閲覧装置６００、を有す
る。
【００３４】
　本実施の形態の透視撮像システム１０００では、図示するように、ＣＴスキャナ２００
が、ＬＡＮ(Local Area Network)等の通信ネットワーク７０１，７０２によりＲＩＳ１０
０およびＰＡＣＳ３００と接続されている。
【００３５】
　一方、制御ボックス５００も、通信ネットワーク７０３～７０５により、ＲＩＳ１００



(12) JP 5135212 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

、ＰＡＣＳ３００、薬液注入装置４００、と接続されている。そして、ＰＡＣＳ３００に
は、画像閲覧装置６００が通信ネットワーク７０６により接続されている。
【００３６】
　本実施の形態の透視撮像システム１０００は、いわゆるＤＩＣＯＭ(Digital Imaging a
nd COmmunications in Medicine)規格に準拠している。このため、その各種装置１００～
６００は、ＤＩＣＯＭの規約で各種データを相互通信する。
【００３７】
　本実施の形態の透視撮像システム１０００では、ＣＴスキャナ２００、ＰＡＣＳ３００
、薬液注入装置４００、制御ボックス５００、が各々一個であり、何れの組み合わせも一
対一の関係となっている。
【００３８】
　本実施の形態のＲＩＳ１００は、いわゆるコンピュータ装置からなり、専用のコンピュ
ータプログラムが実装されている。このコンピュータプログラムに対応してコンピュータ
装置が各種処理を実行することにより、ＲＩＳ１００には、オーダ管理部１０１、オーダ
選定部１０２、統合制御部１０３、等の各部が各種機能として論理的に実現されている。
【００３９】
　オーダ管理部１０１は、例えば、ＨＤＤ(Hard Disc Drive)などの記憶デバイスに相当
し、被験者から透視画像データを撮像するための撮像オーダデータを固有の識別情報で管
理する。
【００４０】
　その撮像オーダデータは、例えば、固有の識別情報である撮像作業ＩＤ、ＣＴスキャナ
２００の識別情報、被験者の識別情報、撮像開始および終了の日時、等のテキストデータ
からなる。
【００４１】
　オーダ選定部１０２は、例えば、キーボードなどの入力操作に対応してＣＰＵ(Central
 Processing Unit)が所定処理を実行する機能などに相当し、作業者の入力操作に対応し
て複数の撮像オーダデータから一つを選定する。
【００４２】
　統合制御部１０３は、例えば、ＣＰＵが通信Ｉ／Ｆ(Interface)により各種データを送
受信する機能などに相当し、上述の選定されている一つの撮像オーダデータをＣＴスキャ
ナ２００や制御ボックス５００から受信する返信要求に対応して返信する。
【００４３】
　本実施の形態のＣＴスキャナ２００は、図２に示すように、撮像実行機構である透視撮
像ユニット２０１と撮像制御ユニット２１０とを有する。透視撮像ユニット２０１は、被
験者から透視画像データを撮像する。撮像制御ユニット２１０は、透視撮像ユニット２０
１を動作制御する。
【００４４】
　より詳細には、撮像制御ユニット２１０は、専用のコンピュータプログラムが実装され
ているコンピュータ装置からなる。このコンピュータ装置がコンピュータプログラムに対
応して各種処理を実行することにより、撮像制御ユニット２１０には、要求送信部２１１
、オーダ受信部２１２、撮像制御部２１３、データ付与部２１４、画像送信部２１５、等
の各部が各種機能として論理的に実現されている。
【００４５】
　要求送信部２１１は、キーボードなどの入力操作に対応してＣＰＵが通信Ｉ／Ｆにより
各種データを送受信する機能などに相当し、作業者の入力操作に対応してＲＩＳ１００に
撮像オーダデータの返信要求を送信する。オーダ受信部２１２は、ＲＩＳ１００から返信
される撮像オーダデータを受信する。
【００４６】
　撮像制御部２１３は、受信した撮像オーダデータに対応して透視撮像ユニット２０１を
動作制御する。データ付与部２１４は、透視撮像ユニット２０１で撮像された透視画像デ
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ータに撮像オーダデータを付与する。
【００４７】
　画像送信部２１５は、撮像オーダデータが付与された透視画像データをＰＡＣＳ３００
に送信する。なお、上述のように生成される透視画像データは、例えば、断層画像のビッ
トマップデータからなる。
【００４８】
　本実施の形態のＰＡＣＳ３００は、やはり専用のコンピュータプログラムが実装されて
いるデータベースサーバからなる。ＰＡＣＳ３００は、ＣＴスキャナ２００から撮像オー
ダデータが付与された透視画像データを受信して保存する。
【００４９】
　本実施の形態の薬液注入装置４００は、図４に示すように、注入制御ユニット４０１と
注入ヘッド４１０とを有する。注入制御ユニット４０１が注入ヘッド４１０を動作制御す
る。注入ヘッド４１０は、着脱自在に装着される薬液シリンジ４３０を駆動して薬液を被
験者に注入する。
【００５０】
　より詳細には、注入制御ユニット４０１は、図２に示すように、操作パネル４０２、タ
ッチパネル４０３、コントローラユニット４０４、コンピュータユニット４０５、通信Ｉ
／Ｆ４０６、等を有する。注入ヘッド４１０は、薬液シリンジ４３０を駆動する薬液注入
機構であるシリンジ駆動機構４１１を有する。
【００５１】
　薬液注入装置４００のコンピュータユニット４０５には、上述の各部が接続されている
。コンピュータユニット４０５は、接続されている各部を実装されているコンピュータプ
ログラムに対応して統合制御する。
【００５２】
　このため、本実施の形態の薬液注入装置４００には、図１に示すように、条件入力部４
１２、注入制御部４１３、履歴生成部４１４、履歴出力部４１５、等の各部が各種機能と
して論理的に実現されている。
【００５３】
　条件入力部４１２は、例えば、コンピュータユニット４０５がコンピュータプログラム
に対応して操作パネル４０２やタッチパネル４０３への入力操作を検知する機能などに相
当し、注入条件の入力を受け付ける。このように入力操作される注入条件は、例えば、薬
液の識別情報、撮像部位の識別情報、薬液である造影剤の注入速度を可変させるための目
標グラフ、等からなる。
【００５４】
　注入制御部４１３は、コンピュータユニット４０５がコンピュータプログラムと操作パ
ネル４０２などへの入力データとに対応してシリンジ駆動機構４１１を動作制御する機能
などに相当し、入力された注入条件に対応してシリンジ駆動機構４１１による薬液の注入
速度を経過時間とともに可変させる。
【００５５】
　履歴生成部４１４は、コンピュータユニット４０５がコンピュータプログラムに対応し
て所定処理を実行する機能などに相当し、薬液注入に対応した注入履歴データを生成する
。
【００５６】
　このように生成される注入履歴データは、例えば、注入作業ごとに固有の識別情報であ
る注入作業ＩＤ、注入開始および終了の日時、薬液注入装置４００の識別情報、前述の注
入条件である薬液や撮像部位の識別情報、等のテキストデータと、横軸と縦軸との一方が
経過時間で他方が注入速度の経時グラフの画像データからなる。
【００５７】
　履歴出力部４１５は、コンピュータユニット４０５が通信Ｉ／Ｆ４０６によりデータ通
信を実行する機能などに相当し、生成された注入履歴データを制御ボックス５００に送信
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する。
【００５８】
　本実施の形態の制御ボックス５００は、図２に示すように、やはり専用のコンピュータ
プログラムが実装されているコンピュータユニット５０１、通信Ｉ／Ｆ５０２、等を有す
る。
【００５９】
　制御ボックス５００は、コンピュータユニット５０１がコンピュータプログラムに対応
して各種処理を実行することにより、図１に示すように、履歴取得部５１１、要求送信部
５１２、オーダ取得部５１３、識別付与部５１４、履歴転送部５１５、等の各部が各種機
能として論理的に実現されている。
【００６０】
　履歴取得部５１１は、コンピュータユニット５０１がコンピュータプログラムに対応し
て通信Ｉ／Ｆ５０２の受信データを受け付ける機能などに相当し、薬液注入装置４００か
ら注入履歴データを受信する。
【００６１】
　要求送信部５１２は、コンピュータユニット５０１がコンピュータプログラムに対応し
て通信Ｉ／Ｆ５０２にデータ送信を実行させる機能などに相当し、注入履歴データが受信
されるとＲＩＳ１００に撮像オーダデータの返信要求を送信する。
【００６２】
　オーダ取得部５１３も、コンピュータユニット５０１が通信Ｉ／Ｆ５０２の受信データ
を受け付ける機能などに相当し、ＲＩＳ１００から返信される撮像オーダデータを受信す
る。
【００６３】
　識別付与部５１４は、コンピュータユニット５０１が所定処理を実行する機能などに相
当し、撮像オーダデータの個別の識別情報である撮像作業ＩＤを注入履歴データに付与す
る。
【００６４】
　履歴転送部５１５も、コンピュータユニット５０１が通信Ｉ／Ｆ５０２にデータ送信を
実行させる機能などに相当し、撮像作業ＩＤが付与された注入履歴データをＲＩＳ１００
の統合制御部１０３に出力する。
【００６５】
　このため、本実施の形態のＲＩＳ１００の統合制御部１０３は、上述のように制御ボッ
クス５００から注入履歴データを受信すると、その注入履歴データを付与されている撮像
作業ＩＤとともにオーダ管理部１０１に登録する。
【００６６】
　このため、本実施の形態のＲＩＳ１００のオーダ管理部１０１は、前述のように撮像オ
ーダデータを管理するだけでなく注入履歴データも保存する。このとき、注入履歴データ
は付与されている撮像作業ＩＤにより撮像オーダデータに関連付けられた状態でＲＩＳ１
００に保存される。
【００６７】
　本実施の形態の画像閲覧装置６００も、専用のコンピュータプログラムが実装されてい
るコンピュータ装置からなる。画像閲覧装置６００は、コンピュータユニット６０１、デ
ィスプレイユニット６０２、コントローラユニット６０３、通信Ｉ／Ｆ６０４、等を有す
る。
【００６８】
　画像閲覧装置６００は、コンピュータユニット６０１がコンピュータプログラムに対応
して各種処理を実行することにより、図１に示すように、データ読出部６１１、データ表
示部６１２、を有する。
【００６９】
　データ読出部６１１は、例えば、コンピュータユニット６０１がコンピュータプログラ
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ムとコントローラユニット６０３への入力データとに対応して通信Ｉ／Ｆ６０４からＰＡ
ＣＳ３００にアクセスする機能などに相当し、透視画像データをＰＡＣＳ３００から読み
出す。
【００７０】
　データ表示部６１２は、コンピュータユニット６０１が通信Ｉ／Ｆ６０４の受信データ
をディスプレイユニット６０２に表示させる機能などに相当し、読み出された透視画像デ
ータを表示する。
【００７１】
　なお、上述のようなＲＩＳ１００のコンピュータプログラムは、例えば、被験者から透
視画像データを撮像するための撮像オーダデータを固有の識別情報で管理すること、作業
者の入力操作に対応して複数の撮像オーダデータから一つを選定すること、選定されてい
る一つの撮像オーダデータをＣＴスキャナ２００や制御ボックス５００から受信する返信
要求に対応して返信すること、撮像オーダデータの撮像作業ＩＤが付与された注入履歴デ
ータを制御ボックス５００から受信すること、受信した注入履歴データを撮像作業ＩＤに
より撮像オーダデータに関連付けて保存すること、等をＲＩＳ１００に実行させるための
ソフトウェアとして記述されている。
【００７２】
　また、ＣＴスキャナ２００のコンピュータプログラムは、例えば、作業者の入力操作に
対応してＲＩＳ１００に撮像オーダデータの返信要求を送信すること、ＲＩＳ１００から
返信される撮像オーダデータを受信すること、受信した撮像オーダデータに対応して透視
撮像ユニット２０１を動作制御すること、透視撮像ユニット２０１で撮像された透視画像
データに撮像オーダデータを付与すること、撮像オーダデータが付与された透視画像デー
タをＰＡＣＳ３００に送信すること、等を撮像制御ユニット２１０に実行させるためのソ
フトウェアとして記述されている。
【００７３】
　また、薬液注入装置４００のコンピュータプログラムは、例えば、注入条件の入力を受
け付けること、入力された注入条件に対応してシリンジ駆動機構４１１による薬液の注入
速度を経過時間とともに可変させること、薬液注入に対応して経時グラフを内包した注入
履歴データを生成すること、生成された注入履歴データを制御ボックス５００に送信する
こと、等をコンピュータユニット４０５に実行させるためのソフトウェアとして記述され
ている。
【００７４】
　また、制御ボックス５００のコンピュータプログラムは、例えば、薬液注入装置４００
から注入履歴データを受信すること、注入履歴データが受信されるとＲＩＳ１００に撮像
オーダデータの返信要求を送信すること、ＲＩＳ１００から返信される撮像オーダデータ
を受信すること、撮像オーダデータの個別の識別情報である撮像作業ＩＤを注入履歴デー
タに付与すること、撮像作業ＩＤが付与された注入履歴データをＲＩＳ１００に出力する
こと、等をコンピュータユニット５０１に実行させるためのソフトウェアとして記述され
ている。
【００７５】
　また、ＰＡＣＳ３００のコンピュータプログラムは、例えば、撮像オーダデータが付与
された透視画像データをＣＴスキャナ２００から受信して保存すること、等をＰＡＣＳ３
００に実行させるためのソフトウェアとして記述されている。
【００７６】
　そして、画像閲覧装置６００のコンピュータプログラムは、例えば、透視画像データを
ＰＡＣＳ３００から読み出すこと、読み出された透視画像データを表示すること、等をコ
ンピュータユニット６０１に実行させるためのソフトウェアとして記述されている。
【００７７】
　上述のような構成において、本実施の形態の透視撮像システム１０００を使用して被験
者から透視画像データを撮像する方法を以下に順番に説明する。まず、作業者は事前にＲ
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ＩＳ１００に撮像オーダデータを登録しておく。そこで、撮像作業を実行する作業者がＲ
ＩＳ１００を手動操作することにより、その撮像作業に対応した一つの撮像オーダデータ
が選定される。
【００７８】
　この撮像オーダデータは、例えば、撮像作業ＩＤ、ＣＴスキャナ２００の識別情報、被
験者の識別情報、撮像開始および終了の日時、等のテキストデータからなる。つまり、Ｃ
Ｔスキャナ２００での撮像作業に必要な各種データからなるが、薬液注入装置４００の注
入作業を特定できるデータは内包されていない。
【００７９】
　一方、撮像作業の現場では、図３に示すように、ＣＴスキャナ２００の透視撮像ユニッ
ト２０１の近傍に薬液注入装置４００が配置される。そして、撮像ユニット３０１に位置
する被験者(図示せず)に延長チューブで薬液シリンジ４３０が連結され、この薬液シリン
ジ４３０が薬液注入装置４００の注入ヘッド４１０に装填される。
【００８０】
　つぎに、作業者が注入制御ユニット４０１の操作パネル４０２の入力操作などで薬液注
入装置４００を起動させると、図６に示すように、タッチパネル４０３の上部に複数の身
体区分の模式画像が人体形状に対応して表示される。
【００８１】
　その下方には、横長の矩形に撮像部位の選択画面が表示される。タッチパネル４０３の
下半部には、薬液の注入速度が縦軸で注入時間が横軸の横長の矩形の条件画面が表示され
る。このような状態で、例えば、薬液の識別情報、撮像部位の識別情報、等が注入条件の
一部として作業者により操作パネル４０２に入力操作される。
【００８２】
　さらに、タッチパネル４０３に表示された複数の身体区分の模式画像の一つを作業者が
手指で押圧する。すると、図７に示すように、その選択された身体区分の模式画像のみ明
転するとともに他の模式画像は暗転し、その選択された身体区分の模式画像の上方にスキ
ャナ機構の模式画像が表示される。
【００８３】
　同時に、その下部には選択された身体区分に関連する複数の撮像部位の模式画像が読み
出されて選択画面に表示される。そこで、その一つを作業者が手指などで入力操作すると
、図８に示すように、その選択された一つの模式画像のみが明転するとともに他の模式画
像は暗転する。
【００８４】
　上述のように撮像部位が選択されると、本形態の薬液注入装置４００では、その撮像部
位に対応した目標グラフがコンピュータユニット４０５で読み出され、注入条件として設
定される。
【００８５】
　さらに、その目標グラフがタッチパネル４０３の条件画面に目標の経時グラフとして表
示される。このような状態で注入開始が入力操作されると、これを検知した薬液注入装置
４００は、設定されている目標グラフに対応してシリンジ駆動機構４１１を動作制御し、
被験者に造影剤を注入する。
【００８６】
　このとき、リアルタイムに経過時間が計測されるとともに、実際の注入速度も検出され
るので、その注入速度が目標グラフに適合するようにシリンジ駆動機構４１１の動作がフ
ィードバック制御される。
【００８７】
　さらに、実際の注入速度からなる経時グラフがリアルタイムに生成され、図９に示すよ
うに、目標グラフとともにタッチパネル４０３に表示される。そして、注入作業が完了す
ると、実際の注入速度の経時グラフを内包する注入履歴データが生成される。
【００８８】
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　このように生成される注入履歴データは、例えば、注入作業ＩＤ、注入作業の日時、薬
液注入装置４００の識別情報、薬液の識別情報、撮像部位の識別情報、等のテキストデー
タと、上述の経時グラフの画像データからなる。つまり、薬液注入装置４００で実行され
た注入作業の内容確認に必要な各種データからなるが、撮像オーダデータを特定できるデ
ータは内包されていない。
【００８９】
　薬液注入装置４００は、注入作業を完了すると、生成した撮像オーダデータを制御ボッ
クス５００に送信する。この制御ボックス５００は、薬液注入装置４００から撮像オーダ
データを受信すると、ＲＩＳ１００に撮像オーダデータの返信要求を送信する。
【００９０】
　すると、このＲＩＳ１００は、前述のように選定されている一つの撮像オーダデータを
制御ボックス５００に返信する。この制御ボックス５００は、ＲＩＳ１００から撮像オー
ダデータを受信すると、その撮像作業ＩＤを抽出して注入履歴データに付与する。
【００９１】
　つぎに、制御ボックス５００は、撮像作業ＩＤを付与した注入履歴データをＲＩＳ１０
０に送信する。このＲＩＳ１００は、受信した注入履歴データを撮像作業ＩＤで管理する
状態で保存する。
【００９２】
　前述のように、ＲＩＳ１００では撮像オーダデータが撮像作業ＩＤで管理されているの
で、これで撮像作業ＩＤにより撮像オーダデータと注入履歴データとが関連付けられて管
理される。
【００９３】
　一方、通常の作業では、前述のように薬液注入装置４００による注入作業が完了する前
後に、ＣＴスキャナ２００による撮像作業が開始される。その場合、作業者がＣＴスキャ
ナ２００の撮像制御ユニット２１０に撮像開始を入力操作する。
【００９４】
　すると、ＣＴスキャナ２００の撮像制御ユニット２１０は、ＲＩＳ１００に撮像オーダ
データの返信要求を送信する。すると、このＲＩＳ１００は、前述のように選定されてい
る一つの撮像オーダデータをＣＴスキャナ２００に返信する。
【００９５】
　そこで、このＣＴスキャナ２００では、撮像制御ユニット２１０が受信した撮像オーダ
データに対応して透視撮像ユニット２０１を動作制御することにより、透視画像の撮像作
業が実行される。
【００９６】
　これで透視撮像ユニット２０１により被験者から透視画像データが撮像されると、撮像
制御ユニット２１０は、透視画像データに撮像オーダデータを付与する。つぎに、撮像制
御ユニット２１０は、撮像オーダデータを付与した透視画像データをＰＡＣＳ３００に送
信する。
【００９７】
　このＰＡＣＳ３００は、受信した透視画像データを撮像オーダデータの撮像作業ＩＤで
管理する状態で保存する。そして、作業者が透視画像データを閲覧するときは、例えば、
画像閲覧装置６００の手動操作によりＰＡＣＳ３００から透視画像データを読み出す。
【００９８】
　その場合、例えば、撮像作業ＩＤが検索キーとして入力操作されることにより、その撮
像作業ＩＤの透視画像データがＰＡＣＳ３００から読み出されて画像閲覧装置６００のデ
ィスプレイユニット６０２に表示される。
【００９９】
　本実施の形態の透視撮像システム１０００では、上述のようにＲＩＳ１００で撮像作業
ＩＤにより撮像オーダデータと注入履歴データとが関連付けられて管理される。このため
、透視画像データを撮像された被験者に薬液が如何に注入されたかまでＲＩＳ１００で確
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認することができる。
【０１００】
　特に、本実施の形態の透視撮像システム１０００では、ＣＴスキャナ２００で撮像され
てＰＡＣＳ３００で保存される透視画像データにも撮像オーダデータが付与されている。
このため、撮像作業ＩＤにより透視画像データと注入履歴データとを対応させることもで
きる。
【０１０１】
　しかも、本実施の形態の透視撮像システム１０００では、ＣＴスキャナ２００で撮像さ
れる透視画像データを良好な状態とするため、薬液注入装置４００が造影剤の注入速度を
可変させる。しかし、その注入速度の経時グラフが注入履歴データに内包されるので、造
影剤が如何に注入されたかを詳細に確認することができる。
【０１０２】
　また、もしも造影剤の注入作業に疑義が発生したような場合でも、透視画像データとと
もに注入履歴データを確認することができるので、その注入履歴データを証拠とすること
ができる。
【０１０３】
　特に、本実施の形態の透視撮像システム１０００の各種装置１００～６００はＤＩＣＯ
Ｍの規約で各種データを相互通信する。ＤＩＣＯＭの通信データは改竄が困難なので、注
入履歴データの証拠能力が高い。
【０１０４】
　さらに、同一の被験者から透視画像データを再度撮像するような場合でも、前回の注入
履歴データを参照することができる。このため、薬液注入装置４００に的確な注入条件を
簡単に入力することができる。
【０１０５】
　特に、病状の進行のために体重が変化している被験者から透視画像データを再度撮像す
るような場合でも、前回の透視画像データと注入履歴データとを参照することにより、薬
液注入装置４００に的確な注入条件を簡単に入力することができる。
【０１０６】
　しかも、本実施の形態では注入履歴データに経時グラフが内包されている。従って、注
入速度を可変させる目標グラフを補正するような複雑な注入条件でも、薬液注入装置４０
０に簡単に入力することができる。
【０１０７】
　さらに、本実施の形態の透視撮像システム１０００では、注入条件などのテキストデー
タが内包されている注入履歴データがＲＩＳ１００で保存される。このため、例えば、蓄
積された多数の注入履歴データから薬液注入に関連した各種の統計データをＲＩＳ１００
で生成することができる。
【０１０８】
　特に、注入履歴データが撮像オーダデータとともに保存されるので、撮像オーダデータ
に内包される撮像条件などとともに薬液注入に関連した各種の統計データを生成すること
もできる。
【０１０９】
　なお、本実施の形態の透視撮像システム１０００でも、従来と同様に、撮像オーダデー
タと透視画像データには、薬液注入装置４００に入力される注入条件や生成される注入履
歴データを特定できるデータは内包されていない。
【０１１０】
　一方、薬液注入装置４００に入力される注入条件や生成される注入履歴データにも、撮
像オーダデータや透視画像データを特定できるデータは内包されていない。つまり、従来
と同様に、注入履歴データから撮像オーダデータを特定することができない。
【０１１１】
　しかし、通常は薬液注入装置４００の注入作業の完了前後にＣＴスキャナ２００での撮
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像作業が開始される。また、ＣＴスキャナ２００で撮像作業が開始されるときにはＲＩＳ
１００で一つの撮像オーダデータが選定されている。
【０１１２】
　そこで、本実施の形態の透視撮像システム１０００では、上述のことを利用して、制御
ボックス５００が注入履歴データの入力タイミングで撮像オーダデータを取得する。この
ため、制御ボックス５００が、データ検索やデータ照合などを実行することなく、適正な
撮像オーダデータを取得して注入履歴データに付与することができる。
【０１１３】
　さらに、本実施の形態の透視撮像システム１０００では、制御ボックス５００が撮像オ
ーダデータから撮像作業ＩＤのみ抽出して注入履歴データに付与する。このため、必要最
小限のデータ容量で注入履歴データを確実に撮像オーダデータに関連付けることができる
。
【０１１４】
　なお、本発明は上記形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で各種
の変形を許容する。例えば、上記形態では説明を簡単とするため、透視撮像システム１０
００の各部が各々一個であることを例示した。
【０１１５】
　しかし、大規模な病院などでは、複数の透視撮像システムの各々がＲＩＳ１００とＣＴ
スキャナ２００と薬液注入装置４００と制御ボックス５００とを一個ずつ有し、その複数
の透視撮像システムがＰＡＣＳ３００と画像閲覧装置６００とを共有する構造でよい(図
示せず)。ただし、このような場合でも、ＲＩＳ１００やＰＡＣＳ３００や画像閲覧装置
６００などのハードウェアは並列に接続された複数であってよい(図示せず)。
【０１１６】
　さらに、上記形態では一個のＲＩＳ１００で撮像オーダデータと注入履歴データとが保
存されることを例示した。しかし、撮像オーダデータを保存するハードウェアと注入履歴
データを保存するハードウェアとが別個に形成されていて通信ネットワークで接続されて
いてもよい。
【０１１７】
　また、上記形態では、ＲＩＳ１００、ＣＴスキャナ２００、ＰＡＣＳ３００、薬液注入
装置４００、制御ボックス５００、画像閲覧装置６００、が別体に形成されていて通信ネ
ットワーク７０１～７０６により接続されていることを例示した。
【０１１８】
　しかし、上述のような各種装置２００～６００が各種の組み合わせで一体に形成されて
いてもよい。例えば、薬液注入装置４００の注入制御ユニット４０１と制御ボックス５０
０が一体に形成されていること、これにＲＩＳ１００やＰＡＣＳ３００が一体に形成され
ていること、ＰＡＣＳ３００と画像閲覧装置６００とが一体に形成されていること、等も
可能である。
【０１１９】
　また、制御ボックス５００に、ＲＩＳ１００やＰＡＣＳ３００が一体に形成されている
こと、制御ボックス５００とＰＡＣＳ３００と画像閲覧装置６００とが一体に形成されて
いること、等も可能である。
【０１２０】
　さらに、ＣＴスキャナ２００の撮像制御ユニット２１０とＲＩＳ１００と制御ボックス
５００とが一体に形成されていること、ＣＴスキャナ２００の撮像制御ユニット２１０と
ＰＡＣＳ３００と制御ボックス５００とが一体に形成されていること、これに画像閲覧装
置６００が一体に形成されていること、等も可能である。
【０１２１】
　また、画像閲覧装置６００とＰＡＣＳ３００とが一体に形成されていること、これに制
御ボックス５００やＣＴスキャナ２００の撮像制御ユニット２１０が一体に形成されてい
ること、等も可能である。
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【０１２２】
　さらに、上記形態では撮像オーダデータの全部が透視画像データに付与されてＰＡＣＳ
３００に保存されることを例示した。しかし、撮像オーダデータの撮像作業ＩＤのみ透視
画像データに付与してもよい。
【０１２３】
　また、撮像オーダデータの撮像作業ＩＤのみ透視画像データに付与し、撮像オーダデー
タの全部を注入履歴データに付与してもよく、撮像オーダデータを透視画像データと注入
履歴データとに振り分けて付与してもよい。
【０１２４】
　さらに、注入履歴データに経時グラフと目標グラフとの両方を内包させてもよい。薬液
注入装置４００のタッチパネル４０３の表示画像の全体を注入履歴データに内包させても
よい。
【０１２５】
　また、上記形態では注入履歴データが、注入作業ＩＤや日時等のテキストデータと、注
入速度の経時グラフの画像データと、からなることを例示した。しかし、注入履歴データ
が、上述のテキストデータのみからなってもよい。
【０１２６】
　特に、上記形態では薬液注入装置４００が造影剤の注入速度を可変し、その経時グラフ
を注入履歴データに内包させることを例示した。しかし、薬液注入装置４００が造影剤を
一定速度で注入してもよい。この場合、経時グラフを生成して記録する意味は低い。従っ
て、注入速度をテキストデータで注入履歴データに内包させることがよい。
【０１２７】
　さらに、上記形態では制御ボックス５００が薬液注入装置４００から注入履歴データを
受信するとＲＩＳ１００から撮像オーダデータを取得することを例示した。しかし、薬液
注入装置４００が注入作業の開始や終了を制御ボックス５００に通知し、この通知により
制御ボックス５００がＲＩＳ１００から撮像オーダデータを取得してもよい。この場合、
薬液の注入作業と透視画像の撮像作業とが同時に実行されても、制御ボックス５００が適
正な撮像オーダデータを取得することができる。
【０１２８】
　また、制御ボックス５００が注入履歴データや開始通知や終了通知の受信から所定時間
の経過後にＲＩＳ１００から撮像オーダデータを取得してもよい。この場合、薬液の注入
作業が完了してから所定時間の経過後に透視画像の撮像作業が開始されても、制御ボック
ス５００が適正な撮像オーダデータを取得することができる。
【０１２９】
　同様に、薬液注入装置４００が、薬液の注入開始や注入終了を所定時間の経過後に制御
ボックス５００に通知し、制御ボックス５００が、薬液注入装置４００の通知に対応して
返信要求を送信してもよい。
【０１３０】
　さらに、ＣＴスキャナ２００が撮像作業の開始や終了を制御ボックス５００に通知し、
この通知により制御ボックス５００がＲＩＳ１００から撮像オーダデータを取得してもよ
い。
【０１３１】
　また、制御ボックス５００が撮像履歴データや開始通知や終了通知の受信から所定時間
の経過後にＲＩＳ１００から撮像オーダデータを取得してもよい。同様に、ＣＴスキャナ
２００が、薬液の撮像開始や撮像終了を所定時間の経過後に制御ボックス５００に通知し
、制御ボックス５００が、ＣＴスキャナ２００の通知に対応して返信要求を送信してもよ
い。
【０１３２】
　さらに、上述のように薬液注入装置４００から注入開始や注入終了を受信した制御ボッ
クス５００が、その注入開始や注入終了をＲＩＳ１００などに通知してもよい。この場合
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、薬液注入の開始時刻や終了時刻をＲＩＳ１００からＣＴスキャナ２００に撮像オーダデ
ータなどとともに通知することができる。
【０１３３】
　従って、ＣＴスキャナ２００を操作する作業者が薬液注入の開始時刻や終了時刻を参照
することができるので、その時刻に対応して画像撮像の開始時刻を調整するようなことが
できる。
【０１３４】
　同様に、薬液注入装置４００が注入条件を制御ボックス５００に通知してもよく、その
注入条件が制御ボックス５００からＲＩＳ１００に通知されてもよい。この場合、注入条
件をＲＩＳ１００からＣＴスキャナ２００に撮像オーダデータなどとともに通知すること
ができる。
【０１３５】
　従って、ＣＴスキャナ２００を操作する作業者が注入条件を参照することができるので
、注入条件に対応して撮像動作を調整するようなことができる。また、ＣＴスキャナ２０
０の撮像制御ユニット２１０が取得した注入条件に基づいて撮像動作を自動調整すること
も不可能ではない。
【０１３６】
　また、上記形態では薬液注入装置４００で注入履歴データを完成してから制御ボックス
５００に送信することを例示した。しかし、薬液注入装置４００が注入履歴データを制御
ボックス５００に分散して送信し、制御ボックス５００で注入履歴データを完成してもよ
い。
【０１３７】
　より具体的には、薬液注入装置４００が注入開始とともに注入条件や開始日時などを制
御ボックス５００に送信し、注入過程で注入速度などを制逐次送信し、注入終了とともに
終了日時などを送信する。この場合、制御ボックス５００が注入開始から注入終了まで蓄
積した各種データから注入履歴データを完成して出力することができる。
【０１３８】
　さらに、上記形態では薬液注入装置４００が一個の薬液シリンジ４３０により被験者に
造影剤のみを注入することを例示した。しかし、薬液注入装置が複数の薬液シリンジによ
り薬液として造影剤や生理食塩水などを被験者に注入してもよい(図示せず)。
【０１３９】
　例えば、薬液注入装置が、薬液として造影剤と生理食塩水とを順番に被験者に注入する
場合、造影剤の注入終了と生理食塩水の注入開始との少なくとも一方を制御ボックス５０
０に通知してもよい。
【０１４０】
　また、薬液として造影剤と生理食塩水とを順番に被験者に注入する薬液注入装置が、造
影剤の注入が終了すると造影剤の注入履歴データを制御ボックス５００に送信してもよい
。
【０１４１】
　さらに、上記形態ではＲＩＳ１００がプッシュ型であり、制御ボックス５００が適正な
撮像オーダデータをタイミングにより取得することを例示した。しかし、ＲＩＳ１００が
プル型であってもよい。
【０１４２】
　その場合、ＣＴスキャナ２００は、撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオ
ーダ検索キーとともにＲＩＳ１００に送信する。すると、ＲＩＳ１００は、ＣＴスキャナ
２００から受信した返信要求とオーダ検索キーとに対応して複数の撮像オーダデータから
一つを選定して返信する。
【０１４３】
　そして、制御ボックス５００は、薬液の注入に対応した所定タイミングで撮像オーダデ
ータの返信要求をＲＩＳ１００に送信する。すると、ＲＩＳ１００は、制御ボックス５０
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０から受信した返信要求に対応して選定されている一つの撮像オーダデータを返信する。
【０１４４】
　または、ＲＩＳ１００は、ＣＴスキャナ２００から受信した返信要求に対応して複数の
撮像オーダデータを返信する。この場合、ＣＴスキャナ２００は、返信された複数の撮像
オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、選定された撮像オーダデータをＲＩ
Ｓ１００に通知する。
【０１４５】
　または、ＲＩＳ１００は、ＣＴスキャナ２００から受信した返信要求とオーダ検索キー
とに対応して複数の撮像オーダデータから一部を検索して返信する。ＣＴスキャナ２００
は、返信された撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、選定された撮像
オーダデータをＲＩＳ１００に通知する。
【０１４６】
　そこで、制御ボックス５００が、薬液の注入に対応した所定タイミングで撮像オーダデ
ータの返信要求をＲＩＳ１００に送信すると、ＲＩＳ１００は、制御ボックス５００から
受信した返信要求に対応してＣＴスキャナ２００から通知されている一つの撮像オーダデ
ータを返信する。
【０１４７】
　上述のようにすることで、ＲＩＳ１００がプル型であっても、制御ボックス５００が適
正な撮像オーダデータを取得して撮像作業ＩＤなどを注入履歴データに付与することがで
きる。
【０１４８】
　また、上記形態では制御ボックス５００はＲＩＳ１００から提供される撮像オーダデー
タを無条件に取得することを例示した。しかし、制御ボックス５００が、撮像オーダデー
タの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索キーとともにＲＩＳ１００に送信してもよい
。
【０１４９】
　この場合、ＲＩＳ１００は、制御ボックス５００から受信したオーダ検索キーに対応し
て複数の撮像オーダデータから一部を検索し、検索された一部の撮像オーダデータにＣＴ
スキャナ２００から通知されている一つがあれば返信する。上述のようにすることで、制
御ボックス５００が、より確実に適正な撮像オーダデータを取得することができる。
【０１５０】
　なお、上述のような場合、薬液注入装置４００は、生成した注入履歴データを制御ボッ
クス５００に送信し、制御ボックス５００は、受信した注入履歴データの少なくとも一部
をオーダ検索キーとしてＲＩＳ１００に送信してもよい。
【０１５１】
　この場合、制御ボックス５００は、注入履歴データから適正なオーダ検索キーを生成す
ることができるので、注入履歴データに適正な撮像オーダデータを付与することができる
。
【０１５２】
　さらに、上記形態では制御ボックス５００がＲＩＳ１００から撮像オーダデータを取得
することを例示した。しかし、ＲＩＳ１００とＣＴスキャナ２００とが制御ボックス５０
０を経由して接続されており、ＲＩＳ１００からＣＴスキャナ２００まで送信される撮像
オーダデータを制御ボックス５００が取得してもよい。
【０１５３】
　また、制御ボックス５００がＣＴスキャナ２００から撮像オーダデータを取得してもよ
い。その場合、例えば、制御ボックス５００が、薬液の注入に対応した所定タイミングで
撮像オーダデータの返信要求をＣＴスキャナ２００に送信し、ＣＴスキャナ２００が、制
御ボックス５００から受信した返信要求に対応して撮像オーダデータを返信すればよい。
【０１５４】
　または、ＣＴスキャナ２００が、ＲＩＳ１００から返信された撮像オーダデータを制御
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ボックス５００に転送してもよい。さらに、ＣＴスキャナ２００が、プル型のＲＩＳ１０
０から返信された複数の撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、その選
定された撮像オーダデータを制御ボックス５００に転送してもよい。
【０１５５】
　さらに、上記形態ではＲＩＳ１００で選定されている一つの撮像オーダデータを制御ボ
ックス５００が取得し、その撮像作業ＩＤを制御ボックス５００が注入履歴データに付与
してＲＩＳ１００に送信することを例示した。
【０１５６】
　しかし、撮像オーダデータの一つが選定されているＲＩＳ１００に、制御ボックス５０
０が注入履歴データを送信し、ＲＩＳ１００が受信した注入履歴データを選定されている
撮像オーダデータに関連付けて保存してもよい。
【０１５７】
　同様に、上述のように制御ボックス５００が撮像オーダデータを取得することなく注入
履歴データをＲＩＳ１００に送信して保存させるもので、ＲＩＳ１００がプル型であって
もよい。
【０１５８】
　その場合、ＣＴスキャナ２００は、撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオ
ーダ検索キーとともにＲＩＳ１００に送信する。すると、ＲＩＳ１００は、ＣＴスキャナ
２００から受信した返信要求とオーダ検索キーとに対応して複数の撮像オーダデータから
一つを選定して返信する。
【０１５９】
　そして、制御ボックス５００は、薬液の注入に対応した所定タイミングで注入履歴デー
タをＲＩＳ１００に送信する。すると、ＲＩＳ１００は、制御ボックス５００から受信し
た注入履歴データを選定されている一つの撮像オーダデータに関連付けて保存する。
【０１６０】
　または、ＲＩＳ１００は、ＣＴスキャナ２００から受信した返信要求に対応して複数の
撮像オーダデータを返信する。この場合、ＣＴスキャナ２００は、返信された複数の撮像
オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、選定された撮像オーダデータをＲＩ
Ｓ１００に通知する。
【０１６１】
　または、ＲＩＳ１００は、ＣＴスキャナ２００から受信した返信要求とオーダ検索キー
とに対応して複数の撮像オーダデータから一部を検索して返信する。ＣＴスキャナ２００
は、返信された撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、選定された撮像
オーダデータをＲＩＳ１００に通知する。
【０１６２】
　そこで、制御ボックス５００が、薬液の注入に対応した所定タイミングで注入履歴デー
タをＲＩＳ１００に送信すると、ＲＩＳ１００は、制御ボックス５００から受信した注入
履歴データを選定されている一つの撮像オーダデータに関連付けて保存する。
【０１６３】
　上述のようにすることで、ＲＩＳ１００がプル型であっても、制御ボックス５００から
受信する注入履歴データを一つの撮像オーダデータに関連付けて保存することができる。
【０１６４】
　また、制御ボックス５００が、注入履歴データを少なくとも一つのオーダ検索キーとと
もにＲＩＳ１００に送信してもよい。この場合、ＲＩＳ１００は、制御ボックス５００か
ら受信したオーダ検索キーに対応して複数の撮像オーダデータから一部を検索し、検索さ
れた一部の撮像オーダデータにＣＴスキャナ２００から通知されている一つがあれば、注
入履歴データを関連付けて保存する。
【０１６５】
　また、上記形態では透視撮像装置としてＣＴスキャナ２００を使用し、薬液注入装置４
００が薬液としてＣＴ用の造影剤を注入することを例示した。しかし、透視撮像装置がＭ
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ＲＩやＰＥＴ装置や超音波診断装置などからなり、それ用の造影剤などを薬液注入装置が
注入してもよい。
【０１６６】
　さらに、上記形態ではＣＴスキャナ２００と薬液注入装置４００とが個々にスタンドア
ロンで動作することを例示した。しかし、ＣＴスキャナ２００と薬液注入装置４００とが
データ通信により各種の動作を連動させてもよい。
【０１６７】
　また、上記形態では各種装置１００～６００が改竄困難なＤＩＣＯＭ形式で各種データ
を相互通信することにより、注入履歴データなどの証拠能力が高いことを例示した。しか
し、薬液注入装置４００が注入履歴データをＰＤＦ(Portable Document Format)などの改
竄困難なデータフォーマットで生成してもよい。
【０１６８】
　同様に、制御ボックス５００が薬液注入装置４００からＪＰＥＧ(Joint Photographic 
Coding Experts Group)形式で受信した注入履歴データをＰＤＦ形式に変換してもよい。
さらに、薬液注入装置４００や制御ボックス５００が、いわゆるインターネットに接続さ
れており、電子署名を取得して注入履歴データに付与してもよい。
【０１６９】
　また、上記形態ではコンピュータプログラムに対応してコンピュータ装置が動作するこ
とにより、各種装置１００～６００の各部が各種機能として論理的に実現されることを例
示した。しかし、その各部の各々を固有のハードウェアとして形成することも可能であり
、一部をソフトウェアとして形成するとともに一部をハードウェアとして形成することも
可能である。
【０１７０】
　なお、当然ながら、上述した各種の形態は、その内容が相反しないかぎり、各種に組み
合わせることができる。
＜付記＞
［発明１］
　被験者から透視画像データを撮像するための撮像オーダデータを管理する撮像管理装置
と、
　前記撮像オーダデータに対応して前記被験者から前記透視画像データを撮像する透視撮
像装置と、
　前記撮像オーダデータの少なくとも一部が付与された前記透視画像データを保存するデ
ータ保存装置と、
　前記透視画像データが撮像される前記被験者に薬液を注入するとともに前記注入に対応
した注入履歴データを生成する薬液注入装置と、
　前記注入履歴データを対応する前記撮像オーダデータに関連付けて前記撮像管理装置に
登録するデータ制御装置と、
を有する透視撮像システム。
［発明２］
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データに対応する前記撮像オーダデータを前記撮
像管理装置と前記透視撮像装置の少なくとも一方から取得し、前記撮像オーダデータの少
なくとも一部を識別情報として前記注入履歴データに付与し、
　前記撮像管理装置は、前記識別情報により前記注入履歴データを対応する前記撮像オー
ダデータに関連付けて保存する発明１に記載の透視撮像システム。
［発明３］
　前記撮像管理装置は、個々の前記撮像オーダデータを固有の識別情報で管理し、
　前記データ制御装置は、前記撮像オーダデータの識別情報を前記注入履歴データに付与
する発明２に記載の透視撮像システム。
［発明４］
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの識別情報を前記透視画像データに付与す
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る発明３に記載の透視撮像システム。
［発明５］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して選定さ
れている一つの前記撮像オーダデータを返信する発明２ないし４の何れかに記載の透視撮
像システム。
［発明６］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して選定さ
れている一つの前記撮像オーダデータを返信する発明２ないし４の何れかに記載の透視撮
像システム。
［発明７］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記透
視撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータを返信する発明２ないし４の
何れかに記載の透視撮像システム。
［発明８］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一部を検索して返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受
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け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記透
視撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータを返信する発明２ないし４の
何れかに記載の透視撮像システム。
［発明９］
　前記データ制御装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検
索キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部を検索し、検索された一部の前記撮像オーダデータ
に選定されている一つがあれば返信する発明５または６に記載の透視撮像システム。
［発明１０］
　前記データ制御装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検
索キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部を検索し、検索された一部の前記撮像オーダデータ
に前記透視撮像装置から通知されている一つがあれば返信する発明７または８に記載の透
視撮像システム。
［発明１１］
　前記薬液注入装置は、生成した前記注入履歴データを前記データ制御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、受信した前記注入履歴データの少なくとも一部を前記オーダ検
索キーとして前記撮像管理装置に送信する発明９または１０に記載の透視撮像システム。
［発明１２］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記透視撮像装置に送信し、
　前記透視撮像装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記撮
像オーダデータを返信する発明２ないし４の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明１３］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記透視撮像装置に送信し、
　前記透視撮像装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記撮
像オーダデータを返信する発明２ないし４の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明１４］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
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　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記撮像オーダデ
ータの返信要求を前記透視撮像装置に送信し、
　前記透視撮像装置は、前記データ制御装置から受信した前記返信要求に対応して前記撮
像オーダデータを返信する発明２ないし４の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明１５］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された前記撮像オーダデータを前記データ制御装置に転送す
る発明２ないし４の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明１６］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された前記撮像オーダデータを前記データ制御装置に転送す
る発明２ないし４の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明１７］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記データ制御装置に転送する発明２
ないし４の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明１８］
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入開始と注入終了との少なくとも一方を前記データ
制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液注入装置の通知に対応して前記返信要求を送信する発
明５ないし１７の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明１９］
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入開始と注入終了との少なくとも一方を所定時間の
経過後に前記データ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液注入装置の通知に対応して前記返信要求を送信する発
明５ないし１７の何れかに記載の透視撮像システム。
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［発明２０］
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入開始と注入終了との少なくとも一方を前記データ
制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液注入装置の通知から所定時間の経過後に前記返信要求
を送信する発明５ないし１７の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明２１］
　前記透視撮像装置は、前記透視画像の撮像開始と撮像終了との少なくとも一方を前記デ
ータ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記透視撮像装置の通知に対応して前記返信要求を送信する発
明５ないし１７の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明２２］
　前記透視撮像装置は、前記透視画像の撮像開始と撮像終了との少なくとも一方を所定時
間の経過後に前記データ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記透視撮像装置の通知に対応して前記返信要求を送信する発
明５ないし１７の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明２３］
　前記透視撮像装置は、前記透視画像の撮像開始と撮像終了との少なくとも一方を前記デ
ータ制御装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記透視撮像装置の通知から所定時間の経過後に前記返信要求
を送信する発明５ないし１７の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明２４］
　前記薬液注入装置は、前記薬液として造影剤と生理食塩水とを順番に前記被験者に注入
し、前記造影剤の注入終了と前記生理食塩水の注入開始との少なくとも一方を前記データ
制御装置に通知する発明１８ないし２０の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明２５］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、管理している複数
の前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受け付け、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して選定され
ている一つの前記撮像オーダデータを返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを選定され
ている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する発明１に記載の透視撮像システ
ム。
［発明２６］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一つを選定して返信し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを選定され
ている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する発明１に記載の透視撮像システ
ム。
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［発明２７］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求に対応して複数の前
記撮像オーダデータを返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された複数の前記撮像オーダデータから一つが選定される操
作を受け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを前記透視
撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する発明１に
記載の透視撮像システム。
［発明２８］
　前記透視撮像装置と前記データ制御装置とが前記撮像管理装置に通信ネットワークで接
続されており、
　前記撮像管理装置は、複数の前記撮像オーダデータを管理しており、
　前記透視撮像装置は、前記撮像オーダデータの返信要求を少なくとも一つのオーダ検索
キーとともに前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記透視撮像装置から受信した前記返信要求と前記オーダ検索キ
ーとに対応して複数の前記撮像オーダデータから一部を検索して返信し、
　前記透視撮像装置は、返信された前記撮像オーダデータから一つが選定される操作を受
け付け、選定された前記撮像オーダデータを前記撮像管理装置に通知し、
　前記データ制御装置は、前記薬液の注入に対応した所定タイミングで前記注入履歴デー
タを前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記注入履歴データを前記透視
撮像装置から通知されている一つの前記撮像オーダデータに関連付けて保存する発明１に
記載の透視撮像システム。
［発明２９］
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを少なくとも一つのオーダ検索キーととも
に前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部を検索し、検索された一部の前記撮像オーダデータ
に選定されている一つがあれば前記注入履歴データを関連付けて保存する発明２５または
２６に記載の透視撮像システム。
［発明３０］
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを少なくとも一つのオーダ検索キーととも
に前記撮像管理装置に送信し、
　前記撮像管理装置は、前記データ制御装置から受信した前記オーダ検索キーに対応して
複数の前記撮像オーダデータから一部を検索し、検索された一部の前記撮像オーダデータ
に前記透視撮像装置から通知されている一つがあれば前記注入履歴データを関連付けて保
存する発明２７または２８に記載の透視撮像システム。
［発明３１］
　前記薬液注入装置は、生成した前記注入履歴データを前記データ制御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、受信した前記注入履歴データの少なくとも一部を前記オーダ検
索キーとして前記撮像管理装置に送信する発明２９または３０に記載の透視撮像システム
。
［発明３２］
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入が終了すると前記注入履歴データを前記データ制
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御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを受信すると前記撮像管理装置に送信する
発明２５ないし３１の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明３３］
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入終了から所定時間が経過すると前記注入履歴デー
タを前記データ制御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを受信すると前記撮像管理装置に送信する
発明２５ないし３１の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明３４］
　前記薬液注入装置は、前記薬液の注入が終了すると前記注入履歴データを前記データ制
御装置に送信し、
　前記データ制御装置は、前記注入履歴データを受信してから所定時間が経過すると前記
撮像管理装置に送信する発明２５ないし３１の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明３５］
　前記薬液注入装置は、前記薬液として造影剤と生理食塩水とを順番に前記被験者に注入
し、前記造影剤の注入が終了すると前記造影剤の前記注入履歴データを前記データ制御装
置に送信する発明２５ないし３１の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明３６］
　前記薬液注入装置は、
　透視画像データが撮像される被験者に薬液を注入する薬液注入機構と、
　前記薬液の注入速度を経過時間とともに可変させる注入制御部と、
　横軸と縦軸との一方が前記経過時間で他方が前記注入速度の経時グラフを内包する注入
履歴データを生成する履歴生成部と、
　生成された前記注入履歴データを前記データ制御装置に出力する履歴出力部と、
を有する発明１ないし３５の何れかに記載の透視撮像システム。
［発明３７］
　発明１ないし３６の何れかに記載の透視撮像システムのデータ制御装置であって、
　前記注入履歴データを対応する前記撮像オーダデータに関連付けて前記撮像管理装置に
登録するデータ制御装置。
［発明３８］
　発明２に記載の透視撮像システムのデータ制御装置であって、
　前記薬液注入装置から前記注入履歴データを取得する履歴取得部と、
　前記注入履歴データに対応する前記撮像オーダデータの少なくとも一部を前記識別情報
として前記撮像管理装置と前記透視撮像装置との少なくとも一方から取得するオーダ取得
部と、
　前記識別情報を前記注入履歴データに付与する識別付与部と、
　前記識別情報が付与された前記注入履歴データを前記撮像管理装置に出力する履歴転送
部と、
を有するデータ制御装置。
［発明３９］
　発明１ないし３６の何れかに記載の透視撮像システムの薬液注入装置であって、
　透視画像データが撮像される被験者に薬液を注入する薬液注入機構と、
　前記薬液の注入に対応した注入履歴データを生成する履歴生成部と、
　生成された前記注入履歴データを前記データ制御装置に出力する履歴出力部と、
を有する薬液注入装置。
［発明４０］
　発明３６に記載の透視撮像システムの薬液注入装置であって、
　透視画像データが撮像される被験者に薬液を注入する薬液注入機構と、
　前記薬液の注入速度を経過時間とともに可変させる注入制御部と、
　横軸と縦軸との一方が前記経過時間で他方が前記注入速度の経時グラフを内包する注入
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履歴データを生成する履歴生成部と、
　生成された前記注入履歴データを前記データ制御装置に出力する履歴出力部と、
を有する薬液注入装置。
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