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(57)【要約】
【課題】カルテ作成時における医師の操作負担を低減す
る。
【解決手段】電子カルテ装置２０によれば、操作部２２
によりカルテ画面Ｇ１において画像取り込みボタンＢ４
が押下されると、制御部２１は、モダリティー１０から
受信された医用画像を表示部２３に表示されているカル
テ画面Ｇ１の患者の患者情報に対応付けて画像ＤＢ２６
３に記憶させるとともに、表示部２３の表示をカルテ・
ビューアー画面Ｇ２に切り替え、受信された医用画像を
当該患者の電子カルテ情報とともにカルテ・ビューアー
画面Ｇ２に表示させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の診断対象部位を撮影し医用画像を生成する画像生成装置に接続された電子カルテ
装置であって、
　診断対象の患者を指定するための患者指定手段と、
　前記患者指定手段により指定された患者についての電子カルテ情報を表示するためのカ
ルテ画面、前記患者指定手段により指定された患者についての医用画像を表示するための
ビューアー画面、又は、前記カルテ画面及び前記ビューアー画面を一画面に配置したカル
テ・ビューアー画面を表示する表示手段と、
　前記画像生成装置において生成される医用画像の取り込みを指示するための取り込み指
示手段と、
　前記カルテ画面の表示時に、前記取り込み指示手段により医用画像の取り込みが指示さ
れ、前記画像生成装置からの医用画像が受信された場合、前記表示手段の表示を前記カル
テ・ビューアー画面に切り替えて、前記受信された医用画像を前記指定された患者の電子
カルテ情報とともに前記カルテ・ビューアー画面に表示させる制御手段と、
　を備える電子カルテ装置。
【請求項２】
　前記カルテ画面の表示時に、前記取り込み指示手段により医用画像の取り込みが指示さ
れ、前記画像生成装置からの医用画像が受信された場合に、前記カルテ・ビューアー画面
への表示切り替えを行うか否かを設定するための設定手段を備える請求項１に記載の電子
カルテ装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、更に、前記カルテ・ビューアー画面への切り替えを行わずに前記医用
画像が受信されたことを通知する設定が可能である請求項２に記載の電子カルテ装置。
【請求項４】
　前記制御手段により切り替え表示されるカルテ・ビューアー画面は、過去の電子カルテ
情報を表示する過去カルテ表示領域、新規に電子カルテ情報を入力するための新規カルテ
入力領域、前記受信された医用画像を表示する医用画像表示領域を含む請求項１～３の何
れか一項に記載の電子カルテ装置。
【請求項５】
　患者の診断対象部位を撮影し医用画像を生成する画像生成装置に接続された電子カルテ
装置に用いられるコンピューターを、
　診断対象の患者を指定するための患者指定手段、
　前記患者指定手段により指定された患者についての電子カルテ情報を表示するためのカ
ルテ画面、前記患者指定手段により指定された患者についての医用画像を表示するための
ビューアー画面、又は、前記カルテ画面及び前記ビューアー画面を一画面に配置したカル
テ・ビューアー画面を表示する表示手段、
　前記画像生成装置において生成される医用画像の取り込みを指示するための取り込み指
示手段、
　前記カルテ画面の表示時に、前記取り込み指示手段により医用画像の取り込みが指示さ
れ、前記画像生成装置からの医用画像が受信された場合、前記表示手段の表示を前記カル
テ・ビューアー画面に切り替えて、前記受信された医用画像を前記指定された患者の電子
カルテ情報とともに前記カルテ・ビューアー画面に表示させる制御手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子カルテ装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、ＣＲ（Computed Radiography）装置やＦＰＤ（Flat Panel Detector）装置等の
各種モダリティーで撮影された医用画像を患者情報と対応付けてデータベースに保存、管
理するとともに、医用画像をビューアー画面に表示して、医師による読影診断のために提
供する医用画像管理装置（ＰＡＣＳ：Picture Archiving and Communication System）が
知られている。
【０００３】
　モダリティーでの撮影に際しては、一般的に、撮影オーダー情報の発行が必要である。
しかし、開業医やクリニック等の小規模な医療施設においては、多くの場合、患者の診察
を行う医師は一人であり、モダリティーの設置台数も少ない。そのため、わざわざ撮影オ
ーダー情報を発行するのは手続きが煩雑であった。
　そこで、例えば、特許文献１には、ビューアー画面に画像取り込みボタンを設け、診断
対象の患者のビューアー画面を開いて画像取り込みボタンを押下すると、モダリティーか
ら送信された医用画像をその患者の医用画像と対応付けて記憶するとともに、ビューアー
画面に表示する医用画像管理装置が記載されている。
【０００４】
　一方、医療施設では、画像診断を行うための上述の医用画像管理装置の他、電子カルテ
装置の利用も進んでいる。電子カルテ装置は、紙のカルテに記載されていた患者の病状や
処方等の情報を電子化して保存・管理するものである。電子カルテ装置では、電子カルテ
情報の記録、撮影オーダー情報の発行、医事会計システム（レセプトコンピューター）に
対する治療や処方内容の通知等が行われる。
【０００５】
　ここで、医用画像管理装置と電子カルテ装置は独立のものであり、お互いの画面の移動
などは独立に行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１２４９４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、モダリティーにより診断対象の患者の医用画像が撮影された場合、医師は、
当然その医用画像を参照しながら診断を行い、所見等を電子カルテ装置の画面から入力す
る。
　しかしながら、モダリティーで撮影された医用画像は医用画像管理装置に取り込まれて
保存・管理されるため、電子カルテ情報の作成時に患者の医用画像を参照するには、医師
が医用画像管理装置から対象となる患者の医用画像を検索して読み出し、電子カルテ作成
用の画面とは別にビューアー画面を開いて表示させる操作が必要であり、煩雑で、医師の
操作負担が大きかった。
【０００８】
　本発明の課題は、カルテ作成時における医師の操作負担を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、
　患者の診断対象部位を撮影し医用画像を生成する画像生成装置に接続された電子カルテ
装置であって、
　診断対象の患者を指定するための患者指定手段と、
　前記患者指定手段により指定された患者についての電子カルテ情報を表示するためのカ
ルテ画面、前記患者指定手段により指定された患者についての医用画像を表示するための
ビューアー画面、又は、前記カルテ画面及び前記ビューアー画面を一画面に配置したカル
テ・ビューアー画面を表示する表示手段と、
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　前記画像生成装置において生成される医用画像の取り込みを指示するための取り込み指
示手段と、
　前記カルテ画面の表示時に、前記取り込み指示手段により医用画像の取り込みが指示さ
れ、前記画像生成装置からの医用画像が受信された場合、前記表示手段の表示を前記カル
テ・ビューアー画面に切り替えて、前記受信された医用画像を前記指定された患者の電子
カルテ情報とともに前記カルテ・ビューアー画面に表示させる制御手段と、
　を備える。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　前記カルテ画面の表示時に、前記取り込み指示手段により医用画像の取り込みが指示さ
れ、前記画像生成装置からの医用画像が受信された場合に、前記カルテ・ビューアー画面
への表示切り替えを行うか否かを設定するための設定手段を備える。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、
　前記設定手段は、更に、前記カルテ・ビューアー画面への切り替えを行わずに前記医用
画像が受信されたことを通知する設定が可能である。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３の何れか一項に記載の発明において、
　前記制御手段により切り替え表示されるカルテ・ビューアー画面は、過去の電子カルテ
情報を表示する過去カルテ表示領域、新規に電子カルテ情報を入力するための新規カルテ
入力領域、前記受信された医用画像を表示する医用画像表示領域を含む。
【００１３】
　請求項５に記載の発明のプログラムは、
　患者の診断対象部位を撮影し医用画像を生成する画像生成装置に接続された電子カルテ
装置に用いられるコンピューターを、
　診断対象の患者を指定するための患者指定手段、
　前記患者指定手段により指定された患者についての電子カルテ情報を表示するためのカ
ルテ画面、前記患者指定手段により指定された患者についての医用画像を表示するための
ビューアー画面、又は、前記カルテ画面及び前記ビューアー画面を一画面に配置したカル
テ・ビューアー画面を表示する表示手段、
　前記画像生成装置において生成される医用画像の取り込みを指示するための取り込み指
示手段、
　前記カルテ画面の表示時に、前記取り込み指示手段により医用画像の取り込みが指示さ
れ、前記画像生成装置からの医用画像が受信された場合、前記表示手段の表示を前記カル
テ・ビューアー画面に切り替えて、前記受信された医用画像を前記指定された患者の電子
カルテ情報とともに前記カルテ・ビューアー画面に表示させる制御手段、
　として機能させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、カルテ作成時における医師の操作負担を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】診断システムのシステム構成図である。
【図２】電子カルテ装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】電子カルテ装置及びモダリティーにより実行される画像取り込み表示処理の流れ
を示す図である。
【図４Ａ】カルテ画面の一例を示す図である。
【図４Ｂ】新規カルテ入力領域が表示されたカルテ画面の一例を示す図である。
【図５】カルテ・ビューアー画面の一例を示す図である。
【図６】ビューアー画面の一例を示す図である。
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【図７】画像取り込み表示処理の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る好適な実施形態を詳細に説明する。なお、本発
明は、図示例に限定されるものではない。
【００１７】
　まず、本実施形態の構成について説明する。
〔診断システムの構成〕
　図１に、本実施形態における診断システム１の全体構成例を示す。
　診断システム１は、開業医やクリニック等の比較的小規模の医療施設に適用されるシス
テムであり、図１に示すように、モダリティー１０と、電子カルテ装置２０と、受付装置
３０と、医事会計システム４０と、を備えて構成されている。診断システム１を構成する
各装置は、ＬＡＮ（Local Area Network）等の通信ネットワークＮを介してデータ通信可
能に接続されている。
【００１８】
　モダリティー１０は、撮影室に設けられ、患者の診断対象部位を撮影し、デジタルの医
用画像を生成する画像生成装置である。モダリティー１０としては、ＣＲ装置、ＦＰＤ装
置等のＸ線画像撮影装置、超音波診断装置（ＵＳ）等が適用可能である。
【００１９】
　電子カルテ装置２０は、診察室に設けられ、電子カルテ機能、画像ビューアー機能を有
するコンピューター装置である。電子カルテ装置２０は、患者毎、診断毎に、電子カルテ
情報を生成し、電子カルテＤＢ（Data Base）２６２（図２参照）に記憶する。また、電
子カルテ装置２０は、電子カルテ情報に含まれる患者情報、日付及び診療行為情報を医事
会計システム４０に送信する。
　ここで、電子カルテ情報は、患者情報（患者ＩＤ、患者名、性別、年齢等）、日付、自
由記述情報及び診療行為情報により構成される。自由記述情報は、例えば、所見、主訴、
既往症、嗜好、診断に用いた医用画像（縮小画像）等、医師が必要と認める情報を自由に
記録した情報である。診断行為情報は、医師が患者に対して行った診療行為を示す情報、
例えば、傷病名、投薬（処方）、処置、注射、検査、手術、画像診断、リハビリテーショ
ン等の情報である。
【００２０】
　受付装置３０は、受付に設けられ、患者の受付情報（受付日付、受付番号、受付された
患者の患者情報）を入力するためのコンピューター装置である。受付装置３０は、入力さ
れた受付情報を記憶するとともに、受付情報を電子カルテ装置２０、医事会計システム４
０に送信する。
【００２１】
　医事会計システム４０は、会計計算や保険点数計算等を行うためのコンピューター装置
である。医事会計システム４０は、電子カルテ装置２０から電子カルテ情報に含まれる患
者情報、日付及び診療行為情報を受信する。医事会計システム４０は、診療行為情報に含
まれる診療行為を診療報酬の点数に変換し、会計計算や保険点数計算を行い、レセプトデ
ータを生成する。レセプトデータは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者（市
町村や健康保険組合等）に医療費を請求するための診療報酬明細書（レセプト）の情報で
ある。レセプトデータには、患者情報（患者氏名、性別、生年月日等）、患者の健康保険
加入情報、請求元の医療機関名、診療科、診療行為情報、診療行為情報に含まれる各診療
行為に対応する診療報酬の点数等が記載されている。
【００２２】
　なお、診断システム１を構成する各装置の数は、特に限定されない。
　また、診断システム１における通信方式としては、一般的に、ＤＩＣＯＭ規格が用いら
れており、各装置間の通信では、ＤＩＣＯＭ　ＭＷＭ（Modality Worklist Management）
やＤＩＣＯＭ　ＭＰＰＳ（Modality Performed Procedure Step）が用いられる。
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【００２３】
〔電子カルテ装置の構成〕
　図２に、電子カルテ装置２０の機能的構成を示す。
　図２に示すように、電子カルテ装置２０は、制御部２１、操作部２２、表示部２３、通
信部２４、ＲＡＭ（Random Access Memory）２５、記憶部２６等を備えて構成されており
、各部はバス２７により接続されている。
【００２４】
　制御部２１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等から構成され、電子カルテ装置
２０の各部の処理動作を統括的に制御する。具体的には、ＣＰＵは、操作部２２から入力
される操作信号又は通信部２４により受信される指示信号に応じて、記憶部２６に記憶さ
れている各種プログラムを読み出してＲＡＭ２５に展開し、当該プログラムとの協働によ
り各種処理を行う。制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１及び画像ビューアー機
能プログラムＰ２との協働により、制御手段として機能する。
【００２５】
　操作部２２は、カーソルキー、数字入力キー及び各種機能キー等を備えたキーボードと
、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作や
マウス操作により入力された操作信号を制御部２１に出力する。
　また、操作部２２は、表示部２３の表面を覆うように透明電極を格子状に配置したタッ
チパネル等を有し、手指やタッチペン等で押下された位置を検出し、その位置情報を操作
情報として制御部２１に出力する構成としてもよい。
【００２６】
　表示部２３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等のモニターを備えて構成されてお
り、制御部２１から入力される表示信号の指示に従って、各種画面を表示する。
【００２７】
　通信部２４は、ネットワークインターフェース等により構成され、通信ネットワークＮ
を介して接続された外部機器との間でデータの送受信を行う。例えば、通信部２４は、受
付装置３０から受付情報を受信する。また、通信部２４は、モダリティー１０により患者
を撮影して得られた医用画像を受信する。また、通信部２４は、電子カルテ情報の患者情
報、日付及び診療行為情報を医事会計システム４０に送信する。
【００２８】
　ＲＡＭ２５は、制御部２１により実行制御される各種処理において、記憶部２６から読
み出された各種プログラム、入力若しくは出力データ及びパラメーター等を一時的に記憶
するワークエリアを形成する。
【００２９】
　記憶部２６は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）や不揮発性メモリー等により構成され、各
種プログラム、当該プログラムの実行に必要なデータを記憶している。
　具体的に、記憶部２６には、電子カルテ機能プログラムＰ１、画像ビューアー機能プロ
グラムＰ２、受付リストＤＢ２６１、電子カルテＤＢ２６２、画像ＤＢ２６３、設定情報
ファイル２６４等が記憶されている。
【００３０】
　電子カルテ機能プログラムＰ１は、電子カルテ情報の作成、表示、転送、記憶等に係る
機能（電子カルテ機能）を実現するためのプログラムである。
　画像ビューアー機能プログラムＰ２は、医用画像の記憶、表示等に係る機能（画像ビュ
ーアー機能）を実現するためのプログラムである。
【００３１】
　なお、本実施形態においては、電子カルテ機能プログラムＰ１及び画像ビューアー機能
プログラムＰ２は記憶部２６に記憶されている構成とするが、電子カルテ装置２０の起動
時にインターネット等を介して外部のデータ管理サーバーにアクセスしてダウンロードす
るＳａａＳ（Software as a Service）型のプログラムとしてもよい。
【００３２】
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　受付リストＤＢ２６１は、通信部２４により受付装置３０から送信され、通信部２４に
より受信された受付情報を格納するためのデータベースである。
　電子カルテＤＢ２６２は、作成された電子カルテ情報を格納するためのデータベースで
ある。
　画像ＤＢ２６３は、通信部２４によりモダリティー１０から送信され、通信部２４によ
り受信された医用画像を患者情報と対応付けて格納するためのデータベースである。
　設定情報ファイル２６４は、電子カルテ装置２０に係る各種の設定情報を記憶するファ
イルである。設定情報としては、例えば、後述するカルテ画面Ｇ１の新規カルテ入力領域
５２ａ（図４Ｂ参照）の表示時にモダリティー１０で撮影された医用画像が取り込まれた
場合に、取り込まれた医用画像の縮小画像を新規カルテ入力領域５２ａに自動貼り付けす
るか否かの設定情報（以下、「自動貼り付け有り」、「自動貼り付け無し」の設定情報と
呼ぶ）、カルテ画面Ｇ１の表示中にモダリティー１０で撮影された医用画像が取り込まれ
た場合に、カルテ・ビューアー画面Ｇ２（図５参照）に自動的に切り替える、画面は切り
替えない（通知もなし）、又は、画面は切り替えずに新規の医用画像が取り込まれたこと
を通知する、の何れを行うかの設定情報（以下、「自動切り替え有り」、「自動切り替え
無し」、「通知あり」の設定情報と呼ぶ）等が含まれる。これらの設定情報は、図示しな
い設定画面から操作部２２の操作によりユーザー（医師）が設定可能である（設定手段）
。なお、モダリティー１０で撮影された医用画像が取り込まれるとは、モダリティー１０
で撮影され、送信された医用画像を電子カルテ装置２０で受信して、患者情報と対応付け
て画像ＤＢ２６３に記憶することを指す。
【００３３】
〔診断システム１の動作〕
　次に、開業医やクリニック等の小規模な医療施設に一の患者が来院した際の診断の流れ
及び診断システム１の動作について説明する。
【００３４】
　患者が来院すると、まず、受付に設けられた受付装置３０において、オペレーターの操
作により患者情報の入力（受付入力）が行われる。受付装置３０においては、患者情報が
入力されると、受付番号を発行し、受付番号、受付日付、及び患者情報を含む受付情報を
生成する。そして、生成した受付情報を記憶部に記憶するとともに、通信ネットワークＮ
を介して受付情報を電子カルテ装置２０及び医事会計システム４０に送信する。
【００３５】
　受付番号が付与された患者が診察室に移動すると、医師により問診が行われる。問診時
には、医師は電子カルテ装置２０において操作部２２により診断対象の患者を指定してそ
の患者のカルテ画面Ｇ１を開き、その患者の過去のカルテを参照して経過履歴等を確認す
る。次いで、問診や経過履歴に基づいて行うべき撮影、検査、処置等を決定する。撮影を
行う場合には、患者を撮影室に移動させてモダリティー１０等により撮影を行う。
【００３６】
　撮影後、医師は撮影により得られた医用画像を参照し、診断を行う。そして、行った診
療行為や診断結果をその患者のカルテ画面Ｇ１から入力する。電子カルテ装置２０は、カ
ルテ画面Ｇ１から入力された情報に基づいて電子カルテ情報を作成し、電子カルテＤＢ２
６２に記憶するとともに、その患者情報、日付及び診療行為情報を医事会計システム４０
に送信する。医事会計システム４０においては、患者に対する保険点数計算等を行う。
【００３７】
　ここで、モダリティー１０により診断対象の患者の医用画像を撮影した場合、医師は、
当然その医用画像を参照しながら診断を行い、所見等をカルテ画面Ｇ１から入力する。
　しかし、従来のシステムでは、モダリティーにより撮影された医用画像を記憶、管理す
る医用画像管理装置（例えば、特許文献１参照）と電子カルテ装置とはそれぞれ独立して
おり、画面の遷移等も独立して行われていた。そのため、電子カルテ情報の作成時に患者
の医用画像を参照するためには、医師自身が医用画像管理装置から対象となる患者の医用
画像を検索して読み出し、電子カルテ作成用の画面とは別にビューアー画面を開いて表示
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させる操作をしなければならず、煩雑であり、医師の操作負担が大きかった。
【００３８】
　そこで、本実施形態の電子カルテ装置２０においては、電子カルテ機能プログラムＰ１
と画像ビューアー機能プログラムＰ２とを備え、電子カルテ機能プログラムＰ１と画像ビ
ューアー機能プログラムＰ２との協働により、カルテ画面Ｇ１（図４Ａ、図４Ｂ参照）が
開かれた状態で画像取り込みボタンＢ４が押下された後、モダリティー１０において撮影
された医用画像を受信した場合に、受信された医用画像をカルテ画面Ｇ１の患者情報に対
応付けて記憶するとともに、表示部２３の表示をカルテ画面Ｇ１からカルテ・ビューアー
画面Ｇ２（図５参照）に切り替えて、診断対象の患者の電子カルテ情報とともに、医用画
像を表示させる。
【００３９】
　以下、上記の診断の流れにおいて、電子カルテ装置２０においてモダリティー１０から
の医用画像の取り込み及び表示を行う際の画像取り込み表示処理の流れについて説明する
。
【００４０】
　図３は、電子カルテ装置２０及びモダリティー１０により実行される画像取り込み表示
処理の流れを示す図である。電子カルテ装置２０側の処理は、制御部２１と、電子カルテ
機能プログラムＰ１及び画像ビューアー機能プログラムＰ２との協働により実行される。
図３のモダリティー１０側の処理は、モダリティー１０の制御部（図示せず）と制御プロ
グラムとの協働により実行される。
　なお、図３は、設定情報ファイル２６４において、「自動貼り付け有り」、「自動切り
替え有り」の設定情報が設定されている場合の動作例である。
【００４１】
　電子カルテ装置２０において、医師による操作部２２の操作により受付リスト画面（図
示せず）の表示が指示されると、制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１に従って
、受付日付が本日の受付情報を記憶部２６に記憶されている受付リストＤＢ２６１から読
み出し、表示部２３に受付リスト画面を表示させる（ステップＳ１）。受付リスト画面は
、受付された患者情報の一覧が表示された画面であり、この受付リスト画面から操作部２
２により診断対象の患者を指定することができる（患者指定手段）。
【００４２】
　電子カルテ装置２０において、表示部２３に表示された受付リスト画面から操作部２２
により診断対象の患者の患者情報が指定されると（ステップＳ２）、制御部２１は、電子
カルテ機能プログラムＰ１に従って、指定された診断対象の患者についてのカルテ画面Ｇ
１を表示部２３に表示させる（ステップＳ３）。
【００４３】
　図４Ａに、カルテ画面Ｇ１の一例を示す。図４Ａに示すように、カルテ画面Ｇ１には、
患者情報表示領域Ｐ、表示モード選択ボタンＢ１～Ｂ３、画像取り込みボタンＢ４、カル
テ表示領域５１、カルテ表示領域５２、過去カルテ選択領域５３、新規カルテボタン５４
等が設けられている。
【００４４】
　患者情報表示領域Ｐは、ステップＳ２において指定された患者情報を表示する領域であ
る。
【００４５】
　表示モード選択ボタンＢ１～Ｂ３は、表示部２３における画面の表示モードを選択する
ためのボタンである。表示モード選択ボタンＢ１は、画面の表示モードとして、カルテ画
面Ｇ１を表示部２３の画面全面に表示するカルテ表示モードを選択するためのボタンであ
る。
　表示モード選択ボタンＢ２は、表示部２３における画面の表示モードとして、カルテ・
ビューアー画面Ｇ２を表示部２３に表示するカルテ・ビューアー表示モードを選択するた
めのボタンである。図５に、カルテ・ビューアー画面Ｇ２の一例を示す。カルテ・ビュー
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アー画面Ｇ２は、カルテ画面Ｇ１を表示するための領域６１とビューアー画面Ｇ３を表示
するための領域６２を有し、双方の画面を同時に表示する。操作部２２により表示モード
選択ボタンＢ２を押下し、カルテ・ビューアー表示モードを選択することにより、カルテ
・ビューアー画面Ｇ２に切り替えることができる。
　表示モード選択ボタンＢ３は、表示部２３における画面の表示モードとして、ビューア
ー画面Ｇ３を表示部２３の画面全面に表示するビューアー表示モードを選択するためのボ
タンである。図６に、ビューアー画面Ｇ３の一例を示す。ビューアー画面Ｇ３は、診断対
象の患者の医用画像を表示するための医用画像表示領域７１を有し、医師が医用画像を観
察し、読影診断するための画面である。操作部２２により表示モード選択ボタンＢ３を押
下し、ビューアー表示モードを選択することにより、ビューアー画面Ｇ３を表示すること
ができる。
【００４６】
　画像取り込みボタンＢ４は、モダリティー１０から送信された医用画像を診断対象とし
て指定されている（カルテ画面Ｇ１が表示されている）患者の医用画像として取り込むこ
とを指示するための取り込み指示手段である。画像取り込みボタンＢ４は、「ＣＲ」、「
ＤＲ－１（ＦＰＤ）」、「ＵＳ」のように、モダリティー１０の種類毎に設けられている
。
　カルテ表示領域５１、５２は、過去カルテ選択領域５３から選択された過去カルテ（過
去の電子カルテ情報）、又は、新規の電子カルテ情報を入力するための新規カルテ入力領
域５２ａを表示するための領域である。なお、デフォルトでは、図４Ａに示すように、カ
ルテ表示領域５１、５２には、それぞれ直近に作成された２つの過去の電子カルテ情報が
表示される。
　新規カルテボタン５４は、カルテ表示領域５２に新規カルテ入力領域５２ａを表示する
（新規カルテを開く）ことを指示するためのボタンである。
【００４７】
　電子カルテ装置２０において、操作部２２により新規カルテボタン５４が押下されると
、制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１に従って、新規カルテを開く、即ち、表
示部２３に表示されているカルテ画面Ｇ１のカルテ表示領域５２に新規カルテ入力領域５
２ａを表示する（ステップＳ４）。
【００４８】
　図４Ｂに、新規カルテ入力領域５２ａが表示されたカルテ画面Ｇ１の一例を示す。新規
カルテ入力領域５２ａには、自由記述領域５２１と診療行為領域５２２が設けられている
。自由記述領域５２１は、上述の自由記述情報を入力するための領域である。診療行為領
域５２２は、上述の診療行為情報を入力するための領域である。
【００４９】
　電子カルテ装置２０において、操作部２２により画像取り込みボタンＢ４が押下される
と（ステップＳ５）、制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１に従って、画像取り
込み指示情報を画像ビューアー機能プログラムＰ２に出力する（ステップＳ６）。画像取
り込み指示情報は、例えば、Modality：CR、Patient ID：001、CR Online：ONのように、
押下された画像取り込みボタンＢ４に対応するモダリティー１０の種類（ここでは、ＣＲ
）、表示されているカルテ画面Ｇ１の患者ＩＤ、ＣＲの画像取り込みボタンＢ４がＯＮで
あることを示す情報を示すファイルである。
【００５０】
　次いで、制御部２１は、画像ビューアー機能プログラムＰ２に従って、画像取り込み指
示情報を解釈し（ステップＳ７）、押下された画像取り込みボタンＢ４に対応する種類の
モダリティー１０に対し、通信部２４により撮影スタンバイの指示を送信する（ステップ
Ｓ８）。また、制御部２１は、モダリティー１０からの医用画像の受信のスタンバイを行
う（ステップＳ９）。
【００５１】
　モダリティー１０においては、電子カルテ装置２０からの指示を受信すると、撮影スタ
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ンバイを行う。そして、医師や撮影技師の操作に応じて患者の診断対象部位の撮影を行い
（ステップＳ１１）、撮影により得られた医用画像を通信ネットワークＮを介して電子カ
ルテ装置２０に送信する（ステップＳ１２）。
【００５２】
　電子カルテ装置２０において、通信部２４によりモダリティー１０からの医用画像が受
信されると（ステップＳ１３）、制御部２１は、画像ビューアー機能プログラムＰ２に従
って、受信した医用画像を現在表示されているカルテ画面Ｇ１の患者情報に対応付けて画
像ＤＢ２６３に記憶する（ステップＳ１４）。
【００５３】
　次いで、制御部２１は、画像ビューアー機能プログラムＰ２に従って、医用画像を縮小
して縮小画像を生成する（ステップＳ１５）。縮小画像は、例えば、ＪＰＥＧ形式等の画
像である。そして、制御部２１は、画像ビューアー機能プログラムＰ２に従って、生成さ
れた縮小画像と、画像情報と、カルテレイアウト指示情報を電子カルテ機能プログラムＰ
１に出力する（ステップＳ１６）。画像情報は、例えば、Modality：CR、Patient ID：00
1、Body Part: Chestのように、撮影に使用したモダリティー１０の種類（ここでは、Ｃ
Ｒ）、患者ＩＤ、撮影部位（ここでは、胸部）を示すファイルである。また、カルテレイ
アウト指示情報は、例えば、Layout：mixのように、カルテ・ビューアー画面Ｇ２に自動
的に切り替えることを指示する情報である。
【００５４】
　次いで、制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１に従って、表示部２３の画面上
の表示レイアウトを変更し、表示部２３にカルテ・ビューアー画面Ｇ２を自動的に切り替
え表示する（ステップＳ１７）。そして、制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１
に従って、領域６１に表示されたカルテ画面Ｇ１の新規カルテ入力領域５２ａに、撮影に
より得られた医用画像の縮小画像を自動的に貼り付けて表示する（ステップＳ１８）。ま
た、制御部２１は、画像ビューアー機能プログラムＰ２に従って、領域６２に表示された
ビューアー画面Ｇ３の医用画像表示領域７１に、モダリティー１０から受信した医用画像
を表示する（ステップＳ１９）。
【００５５】
　図５は、ステップＳ１８、Ｓ１９の処理後に表示部２３に表示されるカルテ・ビューア
ー画面Ｇ２の一例を示している。
　上記画像取り込み表示処理によれば、電子カルテ装置２０において、診断対象の患者を
指定してカルテ画面Ｇ１を表示し、その画面上で操作部２２により画像取り込みボタンＢ
４を押下すると、押下した画像取り込みボタンＢ４に対応する種類のモダリティー１０で
撮影された医用画像が自動的に電子カルテ装置２０に取り込まれる。そして、図５に示す
ように、表示部２３の画面のレイアウトがカルテ・ビューアー画面Ｇ２に自動的に切り替
わり、表示されていた診断対象の患者についてのカルテ画面Ｇ１が領域６１に、取り込ま
れた医用画像のビューアー画面Ｇ３が領域６２に、並べて表示される。
【００５６】
　従って、医師は、従来のように、わざわざ撮影された医用画像を検索して読み出し、電
子カルテ作成用のカルテ画面とは別にビューアー画面を開いて表示させる操作をする必要
がなくなり、カルテ作成時における医師の操作負担を低減することができる。
【００５７】
　なお、複数のモダリティー１０で撮影を行う場合は、１つのモダリティー１０に対する
画像取り込みボタンＢ４の押下後は、ステップＳ１９の処理が終了するまでの間は画像取
り込みボタンＢ４の押下は無効となる。ステップＳ１９の終了後、別のモダリティー１０
に対応する画像取り込みボタンＢ４が押下されると、制御部２１は、ステップＳ６以降の
処理を実行し、その別のモダリティー１０において撮影され、送信された医用画像を現在
表示されているカルテ画面Ｇ１の患者の患者情報に対応付けて記憶するとともに、表示部
２３の画面表示をカルテ・ビューアー画面Ｇ２に切り替え、受信した医用画像を診断対象
の患者の電子カルテ情報や新規カルテ入力領域と並べて表示する。
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　診断が終了し、操作部２２の操作により表示されているカルテ画面Ｇ１が閉じられると
、制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１に従って、新規カルテ入力領域５２ａか
ら入力された情報に基づいて電子カルテ情報を作成し、電子カルテＤＢ２６２に記憶する
とともに、その患者情報、日付及び診療行為情報を医事会計システム４０に送信する。
【００５８】
［変形例］
　次に、上記実施形態の変形例について説明する。
　上記実施形態においては、電子カルテ機能プログラムＰ１と画像ビューアー機能プログ
ラムＰ２はそれぞれ独立していることとして説明したが、画像ビューアー機能プログラム
Ｐ２上で電子カルテ機能プログラムＰ１を起動、動作させることとしてもよい。
　また、画像取り込みボタンＢ４は画像ビューアー機能プログラムＰ２上に存在すること
としてもよい。
【００５９】
　図７は、画像取り込みボタンＢ４が画像ビューアー機能プログラムＰ２上に存在し、画
像ビューアー機能プログラムＰ２上で電子カルテ機能プログラムＰ１を起動、動作させる
場合の画像取り込み表示処理の流れを示す図である。図７の電子カルテ装置２０側の処理
は、制御部２１と、電子カルテ機能プログラムＰ１及び画像ビューアー機能プログラムＰ
２との協働により実行される。図７のモダリティー１０側の処理は、モダリティー１０の
制御部（図示せず）と制御プログラムとの協働により実行される。
　なお、図７は、設定情報ファイル２６４において、「自動貼り付け有り」、「自動切り
替え有り」の設定情報が設定されている場合の動作例である。表示される各画面は、上記
実施形態と同様である。
【００６０】
　電子カルテ装置２０において、医師による操作部２２の操作により受付リスト画面の表
示が指示されると、制御部２１は、画像ビューアー機能プログラムＰ２に従って、受付日
付が本日の受付情報を記憶部２６に記憶されている受付リストＤＢ２６１から読み出し、
表示部２３に受付リスト画面を表示させる（ステップＳ３１）。
【００６１】
　電子カルテ装置２０において、表示部２３に表示された受付リスト画面から操作部２２
により診断対象の患者の情報が指定されると（ステップＳ３２）、制御部２１は、画像ビ
ューアー機能プログラムＰ２に従って、指定された診断対象の患者についてのビューアー
画面Ｇ３を表示部２３に表示させる（ステップＳ３３）。操作部２２によりビューアー画
面Ｇ３から表示モード選択ボタンＢ１が押下されると、制御部２１は、画像ビューアー機
能プログラムＰ２に従って、電子カルテ機能プログラムＰ１を起動させるとともに、電子
カルテ機能プログラムＰ１に診断対象の患者の患者ＩＤを出力する（ステップＳ３４）。
【００６２】
　電子カルテ機能プログラムＰ１が起動されると、制御部２１は、電子カルテ機能プログ
ラムＰ１に従って、画像ビューアー機能プログラムＰ２により出力された患者ＩＤの患者
のカルテ画面Ｇ１を表示部２３に表示する（ステップＳ３５）。
【００６３】
　表示部２３の画面上に表示されている画像取り込みボタンＢ４が操作部２２により押下
されると（ステップＳ３６）、制御部２１は、画像ビューアー機能プログラムＰ２に従っ
て、押下された画像取り込みボタンＢ４に対応する種類のモダリティー１０に対し、通信
部２４により撮影スタンバイの指示を送信する（ステップＳ３７）。また、制御部２１は
、モダリティー１０からの医用画像の受信のスタンバイを行う（ステップＳ３８）。
【００６４】
　ステップＳ３９以降の処理は、図３のステップＳ１０以降の処理と同様であるので説明
を援用する。
【００６５】
　このように、電子カルテ機能プログラムＰ１が画像ビューアー機能プログラムＰ２上で
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起動、動作する構成であっても、画像取り込みボタンＢ４が押下されると、モダリティー
１０から受信した医用画像が診断対象の患者の患者情報に対応付けて画像ＤＢ２６３に記
憶されるとともに、表示部２３の画面表示がカルテ・ビューアー画面Ｇ２に自動的に切り
替わり、表示されていたカルテ画面Ｇ１が領域６１に、取り込まれた医用画像のビューア
ー画面Ｇ３が領域６２に、並べて表示される。従って、医師は、従来のように、わざわざ
撮影された医用画像を検索して読み出し、電子カルテ作成用の画面とは別にビューアー画
面を開いて表示させる操作をする必要がなくなり、カルテ作成時における医師の操作負担
を低減することができる。
【００６６】
　この変形例においても、上記実施形態と同様に、１つのモダリティー１０からの画像の
取り込み終了後（ステップＳ４８の処理の終了後）、別のモダリティー１０の画像取り込
みボタンＢ４に応じてステップＳ３７以降の処理を実行することで、複数種類のモダリテ
ィー１０で撮影された医用画像を順次現在表示されているカルテ画面Ｇ１の患者の患者情
報に対応付けて記憶するとともに、受信した医用画像を診断対象の患者の電子カルテ情報
や新規カルテ入力領域と並べて表示することができる。
　また、診断が終了し、表示されているカルテ・ビューアー画面Ｇ２（又はカルテ画面Ｇ
１）が操作部２２の操作により閉じられると、制御部２１は、電子カルテ機能プログラム
Ｐ１に従って、新規カルテ入力領域５２ａから入力された情報に基づいて電子カルテ情報
を作成し、電子カルテＤＢ２６２に記憶するとともに、医事会計システム４０に送信する
。
【００６７】
　なお、上記実施形態及び変形例においては、設定情報ファイル２６４において、「自動
貼り付け有り」、「自動切り替え有り」の設定情報が設定されている場合について説明し
たが、「自動貼り付けなし」の設定情報が設定されている場合には、制御部２１は、図３
のステップＳ１８の処理（図７のステップＳ４７の処理）を省略する。「自動切り替えな
し」が設定されている場合には、制御部２１は、図３のステップＳ１６（図７のステップ
Ｓ４５）のカルテレイアウト指示情報の出力、ステップＳ１７（図７のステップＳ４６）
、及び図３のステップＳ１９（図７のステップＳ４８）の処理を省略する。「通知あり」
が設定されている場合には、制御部２１は、図３のステップＳ１６（図７のステップＳ４
５）におけるカルテレイアウト指示情報の出力の変わりに、画像取り込みの通知情報を出
力し、図３のステップＳ１７（図７のステップＳ４６）においては、表示レイアウトの変
更は行わず、カルテ画面Ｇ１への画像取り込み通知の表示を行う。画像取り込み通知の一
例としては、例えば、ポップアップにより「画像が取り込まれました」等のメッセージを
表示することとしてもよいし、画像取り込み通知を示すインジケーターを表示することと
してもよい。また、ステップＳ１７（図７のステップＳ４６）の処理は省略し、新規カル
テ上に縮小画像を表示することで、画像取り込みの通知としてもよい。
【００６８】
　以上説明したように、電子カルテ装置２０によれば、操作部２２によりカルテ画面Ｇ１
において画像取り込みボタンＢ４が押下されると、制御部２１は、モダリティー１０から
受信された医用画像を表示部２３に表示されているカルテ画面Ｇ１の患者の患者情報に対
応付けて画像ＤＢ２６３に記憶させるとともに、表示部２３の表示をカルテ・ビューアー
画面Ｇ２に切り替え、受信された医用画像を当該患者の電子カルテ情報とともにカルテ・
ビューアー画面Ｇ２に表示させる。
　従って、医師は、従来のように、わざわざ撮影された医用画像を検索して読み出し、電
子カルテ作成用のカルテ画面とは別にビューアー画面を開いて表示させる操作をする必要
がなくなるので、カルテ作成時における医師の操作負担を低減することができる。
【００６９】
　カルテ・ビューアー画面Ｇ２への表示切り替えを行うか否かは操作部２２により設定で
きることが好ましい。これにより、画面が突然変わることを好まないユーザーに対しては
、画面が自動的に変わることを防止することができる。更に、カルテ・ビューアー画面Ｇ
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２への切り替えを行わずに医用画像が受信されたことを通知する設定を可能とすることで
、医師はモダリティー１０からの医用画像が受信されたことを容易に認識することが可能
となる。
【００７０】
　また、切り替え表示されるカルテ・ビューアー画面Ｇ２は、過去の電子カルテ情報を表
示する過去カルテ表示領域、新規に電子カルテ情報を入力するための新規カルテ入力領域
、受信された医用画像を表示する医用画像表示領域を含んでいることが好ましい。これに
より、医師は過去のカルテと今回撮影された医用画像を参照しながら新規のカルテ入力を
行うことが可能となる。
【００７１】
　なお、上記実施形態における記述は、本発明に係る電子カルテ装置の例であり、これに
限定されるものではない。
【００７２】
　例えば、上記実施形態及び変形例では、デフォルトでは、図４Ａに示すように、カルテ
画面Ｇ１カルテ表示領域５１、５２には、それぞれ直近に作成された２つの過去の電子カ
ルテ情報が表示されていることとしたが、カルテ表示領域５１又は５２に新規カルテ入力
領域５２ａを表示しておくこととしてもよい。
【００７３】
　また、上記実施形態及び変形例においては、カルテ表示領域５２に新規カルテ入力領域
５２ａを表示させた状態で画像取り込みボタンＢ４を押下した場合を例にとり説明したが
、カルテ表示領域５２に過去の電子カルテ情報を表示した状態で画像取り込みボタンＢ４
を押下した場合においても、図３、図７と同様の処理が実行される。ただし、図３のステ
ップＳ１８（図７のステップＳ４７）においては、新規カルテ入力領域５２ａが表示され
ていないため、電子カルテ機能プログラムＰ１に従って、縮小画像を制御部２１でＲＡＭ
２５に記憶しておく。そして、新規カルテボタン５４が操作部２２により押下され、新規
カルテ入力領域５２ａが表示された際に、制御部２１は、電子カルテ機能プログラムＰ１
に従って、ＲＡＭ２５に記憶された縮小画像を新規カルテ入力領域５２ａに貼付して表示
する。
【００７４】
　また、上記実施形態においては、画像取り込みボタンＢ４を押下することによりモダリ
ティー１０において撮影される医用画像の取り込みを指示することとしたが、画像取り込
み指示の手段としてはこれに限定されない。例えば、新規カルテ入力領域５２ａに医用画
像の撮影に係る記述を入力することにより画像取り込みを指示する構成としてもよい。
【００７５】
　また、上記実施形態においては、電子カルテ装置２０は、電子カルテ機能プログラムＰ
１と画像ビューアー機能プログラムＰ２の２つのプログラムを有し、この２つのプログラ
ムの連携により、制御部２１に上記画像取り込み表示処理の電子カルテ装置２０側の機能
を実現させることとして説明したが、この２つのプログラムの機能を一体化した１つのプ
ログラムとしてもよい。
【００７６】
　また、以上の説明では、各処理を実行するためのプログラムを格納したコンピューター
読み取り可能な媒体としてＨＤＤや不揮発性メモリーを使用した例を開示したが、この例
に限定されない。その他のコンピューター読み取り可能な媒体として、ＣＤ－ＲＯＭ等の
可搬型記録媒体を適用することも可能である。また、プログラムのデータを通信回線を介
して提供する媒体として、キャリアウェーブ（搬送波）を適用することとしてもよい。
【００７７】
　その他、電子カルテ装置を構成する各部の細部構成及び細部動作に関しても本発明の趣
旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００７８】
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１　診断システム
１０　モダリティー
２０　電子カルテ装置
２１　制御部
２２　操作部
２３　表示部
２４　通信部
２５　ＲＡＭ
２６　記憶部
２６１　受付リストＤＢ
２６２　電子カルテＤＢ
２６３　画像ＤＢ
２６４　設定情報ファイル
Ｐ１　電子カルテ機能プログラム
Ｐ２　画像ビューアー機能プログラム
３０　受付装置
４０　医事会計システム
Ｎ　通信ネットワーク
Ｂ１　表示モード選択ボタン
Ｂ２　表示モード選択ボタン
Ｂ３　表示モード選択ボタン
Ｂ４　画像取り込みボタン
Ｇ１　カルテ画面
Ｇ２　カルテ・ビューアー画面
Ｇ３　ビューアー画面
５２ａ　新規カルテ入力領域
７１　医用画像表示領域
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