製品別機能比較表
iQ-VIEW / PRO (3D) ‒ K-PACS

さあ、私を見て。

製品別機能比較表

機能

iQ-VIEW PRO (3D)

iQ-VIEW (3D)

K-PACS

オペレーションシステムサポ

Windows XP, Windows Vista

Windows XP, Windows Vista

Windows 2000, XP, NT 4

ート

(32 bit)

(32 bit)

高解像ディスプレイサポート

iQ-GRAFIX, 全ての nVidia, ATI

iQ-GRAFIX, 全ての nVidia, ATI お ハイエンドグラフィックア

システム要求

およびMatrox グラフィックアダ

よびMatrox グラフィックアダプ

プターをサポート

ターをサポート

ダプターへのサポート無し

IMAGE DISPLAYS

サポート有り

サポート有り

サポート無し

真の12 bit グレイスケール画

サポート無し

サポート有り

サポート無し

コーポレートデザイン適合の新

コーポレートデザイン適合の

旧バージョンGUI

像ディスプレイ

一般
グラフィカルユーザーインター
フェース(GUI)

GUIのUnicode言語サポート

改良GUI

新改良GUI

スケーラブルなボタン

スケーラブルなボタン

メイン画面のフォントサイズ

メイン画面のフォントサイズ

変更可能

変更可能

サポート有り

サポート有り
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スケーリングサポート無し

サポート無し

製品別機能比較表

ビューワ
画像処理

ウィンドニング(ダイナミック＆

ウィンドニング(ダイナミック＆ス

ウィンドニング, カラーリ

スタティック), カラーリマッピン

タティック), カラーリマッピング,

マッピング, 計測, 拡大/移

グ, 計測, 拡大/移動, スクロール

計測, 拡大/移動, スクロール拡

動, スクロール拡大, 拡大

拡大, 拡大ルーペ/スペシャル

大, 拡大ルーペ, 鏡像/回転, 同期,

ルーペ, 鏡像/回転, 同期,

拡大ルーペウィンドウ, 鏡像/回

仮想結合モード, タイリングなど

転, 同期, 仮想結合モード,タイリ

仮想結合モード, タイリン
グなど

ングなど
画面タイリング

シリーズ、イメージレベルの

シリーズ、イメージレベルの両方

両方
スカウトライン機能

スコープ機能

シリーズレベルのみ”タイ
ル” モード

ラインモード,スカウトパイロッ

ラインモード, スカウトパイロット ラインモードおよび スカウ

トおよび3D ポジション画面

および3D ポジション画面

トパイロット

ウィンドニング適応

ウィンドニング適応

スコープ機能なし

進行中画像、
シリーズ全体の拡

進行中画像、
シリーズ全体の拡大

大および左右上下移動

および左右上下移動
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製品別機能比較表

画像ソーティング機能

画像フィルタ

カラースキーム /リマッピング

インスタンス番号、インスタンス インスタンス番号、インスタンス

インスタンス番号、インス

時間およびスライスポジション

時間およびスライスポジション

タンス時間およびスライス

(昇順、降順の両方)

(昇順、降順の両方)

ポジション(昇順のみ)

統合フィルタ

統合フィルタ

画像フィルタなし

(先鋭化, エッジ強調, ハイパス,

(先鋭化, エッジ強調, ハイパス,

ローパスなど)

ローパスなど)

一般的カラースキームおよび

一般的カラースキーム

一般的カラースキーム

設定可能なボトムツールバー

設定可能なボトムツールバー

設定不可能

(ツールバーのデフォルト変更)

(ツールバーのデフォルト変更)

核医学カラースキーム
ツール設定

モダリティ特殊ツールバーの設
定(HPを使用)
プレゼンテーション･ステート

全ての変更された画像はより簡

全ての変更された画像はより簡

(PR)サポート

単な画像処理とエクスポートの

単な画像処理とエクスポートの

ため、
プレゼンテーション･ステ

ため、
プレゼンテーション･ステー

ート形式で保存される

ト形式で保存される

サポート無し

プレゼンテーション･ステートオ
ブジェクトは保存、送信、
リトリ
ーブまたエクスポートが可能
計測機能

サポートされている計測: 距離,

サポートされている計測: 距離,

サポートされている計測:

角度, コブ角, ROI, round ROI, シ 角度, コブ角, ROI, round ROI, シ

距離, 角度, コブ角, ROI,

ャッタ, 修正, 削除

ャッタ, 修正, 削除

round ROI, シャッタ, 修

計測はセカンダリキャプチャ又

計測はセカンダリキャプチャとし

正, 削除
は、
プレゼンテーションステート て印刷、保存が可能
として印刷、保存が可能

画像への注釈

画像は計測と共にBMP, JPEG,

画像は計測と共にBMP, JPEG,

TIFF, RAW としてエクスポート

TIFF, RAW としてエクスポートが

が可能

可能

サポート有り

サポート有り

サポート有り

セカンダリキャプチャとして注

セカンダリキャプチャとして注釈

注釈の印刷、保存は不可能

釈の印刷、保存が可能。画像は

の印刷、保存が可能。画像はBMP,

BMP, JPEG, TIFF, RAW として注

JPEG, TIFF, RAW として注釈と共

釈と共にエクスポートが可能

にエクスポートが可能
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製品別機能比較表

計測および注釈の保存

マルチ モニターサポート

スタックモード/ シネモード

複合検査比較

永久的に注釈と計測を保存/

永久的に注釈と計測を保存/

PACSへ返送する為に、セカンダ

PACSへ返送する為に、セカンダ

サポート無し

リキャプチャ画像の作成

リキャプチャ画像の作成

デュアルモニター/ディスプレイ

デュアルモニター/ディスプレイ

デュアルモニター/ディスプ

のサポート。検査ブラウザ、RIS

のサポート。検査ブラウザ、RISア

レイのサポート。検査ブラ

アプリケーション、iQ-3Dとして3

プリケーション、iQ-3Dとして3台

ウザとして3台目のモニタ

台目のモニター設置可能

目のモニター設置可能

ー設置可能

両方をサポート

両方をサポート

両方をサポート

シネナビゲーションの追加

シネナビゲーションの追加

サポート有り

サポート有り

サポート有り

ロード済み検査の自動ローデ

自動ローディング、
自動タイリン

自動ローディング、
自動タイリン

自動ローディングのみの

ィングおよび自動タイリング

グ両方のサポート

グ両方のサポート

サポート

ハンギングプロコトル(HP)

サポート有り

サポート無し

サポート無し

モダリティ特殊ツールバーとHP
シーケンスの作成を含む
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製品別機能比較表

ビューワ機能のショートカッ

サポート有り

サポート有り

サポート無し

ト作成
オーバレイ

ビューワオーバレイカスタマイ

ビューワオーバレイカスタマイ

ビューワオーバーレイカス

ズ対応

ズ対応

タマイズ非対応

(氏名, コメント,検査データなど) (氏名, コメント,検査データなど)

ビューワ内のテキストオー
バレイはテキストサイズの

ビューワ内のテキストオーバレ

ビューワ内のテキストオーバレイ 変更が可能

イはテキストサイズの変更が

はテキストサイズの変更が可能

可能
テキストオーバレイのカスタ

テキストオーバレイスクリプト

テキストオーバレイスクリプトは

マイズ

はカスタマイズへの利用可

カスタマイズへの利用可

(オーバレイマッピングスクリ

(オーバレイマッピングスクリプ

サポート無し

プト)

ト)

ビットマップオーバレイ

サポート有り

サポート有り

サポート有り

ルックアップテーブル

サポート有り

サポート有り

サポート有り

AVI エクスポート

サポート有り

サポート有り

サポート有り

圧縮コーデック使用可

圧縮コーデック使用可
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製品別機能比較表

レポート
構造化レポートモジュール

ベーシック構造化レポートを

ベーシック構造化レポートを作

モジュールレポート無し

作成、SRオブジェクトとして検査

成、SRオブジェクトとして検査へ

構造化レポート画面のサ

への追加、印刷、
リモートアーカ

の追加、印刷、
リモートアーカイ

ポート無し

イブへの送信、他のアプリケー

ブへの送信、他のアプリケーショ

ションのエクスポート(クリップ

ンのエクスポート(クリップボード

ボードへのコピー機能)

へのコピー機能)

自身の構造化レポートの表示

自身の構造化レポートの表示と

と編集

編集

標準化レポートのマクロスとテ

標準化レポートのマクロスとテキ

キストモジュール構成

ストモジュール構成

他のメーカーの構造化レポー

他のメーカーの構造化レポート

トの表示

の表示

ディクテーション(口述)レポート サードパーティ製ソフトウェア

サードパーティ製ソフトウェア

サポート無し

NCH Express Dictateへのイン

NCH Express Dictateへのインタ

ターフェース

ーフェース

3D ポストプロセッシング(3D/

マルチプランナー再構成/

マルチプランナー再構成/

3D ポストプロセッシング

MPR/ MIP/SSD/VRT)

サーフェース レンダリング/

サーフェース レンダリング/

無し

最大密度投影/オプションのiQ-

最大密度投影/オプションのiQ-

ポストプロセッシングモジュール

3D アドオンモジュールによるボ 3D アドオンモジュールによるボ

画像ステッチ

核医学解析

整形外科テンプレート

リュームレンダリング

リュームレンダリング

オプションで画像ステッチモジ

オプションで画像ステッチモジュ

ュール (iQ-STITCH)

ール (iQ-STITCH)

オプションでiQ-NUCモジュール

オプションでiQ-NUCモジュール

へのインターフェース

へのインターフェース

オプションでOrthoViewTMモジ

オプションでOrthoViewTMモジュ

ュールへのインターフェース

ールへのインターフェース
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ステッチ無し

サポート無し

サポート無し

製品別機能比較表

通信
DICOM クエリ/リトリーブ

サポート有り

サポート有り

サポート有り

リモートアーカイブタイプのセ

リモートアーカイブタイプのセッ

ットアップ可 (サーバ, ワークス

トアップ可 (サーバ, ワークステー

テーション, ゲートウェイ)

ション, ゲートウェイ)

DICOMグレースケールプリント

DICOMグレースケールプリント

サポート

サポート

DICOMワークリストクライア

DICOM フルモダリティ

DICOMモダリティワークリスト

DICOMワークリストクライ

ント

ワークリストクライアント

クライアント

アント無し

DICOM E-mail

サポート有り

サポート有り

サポート有り

DICOM と JPEG画像のエクスポ

DICOM と JPEG画像のエクスポ

DICOM画像のエクスポー

ート含む

ート含む

ト含む

JPEGとJPEG 2000 圧縮 (DI-

サポート有り

サポート有り

サポート有り

COM E-mail)

ZIP圧縮設定可

ZIP圧縮設定可

JPEG 圧縮のみサポート

DICOM プリントクライアント

HIS/RIS インターフェース

DICOM プリントなし

RISアプリケーションへインタ

RISアプリケーションへインターフ RISインターフェース無し

ーフェース, BDT/GDT/受付番

ェース, BDT/GDT/受付番号など

号など
ユーザーが作成したDICOMオ ユーザー作成のDICOMオブジ
ブジェクトの送信

ユーザー作成のDICOMオブジェ

ェクト(SR, セカンダリキャプチャ クト(SR, セカンダリキャプチャ)を
画像とプレゼンテーションステ

ビューワから直接送信

ート)をビューワから直接送信
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サポート無し

製品別機能比較表

インポート
TWAIN インターフェース(スキ

個別セッティングを含むフル

個別セッティングを含むフル

個別セッティングを含むフ

ャナ, ビデオキャプチャ, CR)

TWAINモジュール

TWAINモジュール

ルTWAINモジュール

フルVIDARサポート

フルVIDARサポート

VIDARサポート無し

iQ-CR ACE インターフェース

iQ-CR ACE インターフェース

CR インターフェース無し

CR インターフェース
DirectShow® ビデオキャプチ

DirectShow® キャプチャインタ

DirectShow® インターフェース

DirectShow® インターフェ

ャインターフェース

ーフェース のiQ-CAPTURE

無し

ース無し

フットスイッチ サポート

サポート有り(iQ-CAPTURE /

サポート無し

サポート無し

使用可

使用可

PROハードウェアパッケージ)
ドロップボックスインターフェ

使用可

ース
画像ファイルインポート

CD/DVD, メモリースティック, デ CD/DVD, メモリースティック, デ

CD/DVD, メモリースティッ

ィレクトリからJPEG, BMP, TIFF

ィレクトリからJPEG, BMP, TIFF お ク, ディレクトリからJPEG,

およびRAW 画像のインポート

よびRAW 画像のインポート

BMP, TIFF画像のインポー
ト(RAW画像不可)

患者CD インポート

CD/DVD, メモリースティック,

CD/DVD, メモリースティック, フ

ファイルディレクトリからの

ァイルディレクトリからの DICOM ク, ファイルディレクトリか

DICOM 画像インポートをサポ

画像インポートをサポート

ート

CD/DVD, メモリースティッ
らの DICOM 画像インポー
トをサポート

患者検査データのインポート

マニュアル入力

マニュアル入力

画像への追加

DICOM モダリティワークリスト

RIS リクエスト患者検査データ

クライアントからRIS リクエスト

をGDT/BDTを通じて直接イン

患者検査データをGDT/BDT通

ポート

じて直接インポート
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マニュアル入力

製品別機能比較表

エクスポート
患者CD

患者CDの作成。SR (構造化レポ

患者CDの作成。SR (構造化レポ

ート) 表示サポート

ート) 表示サポート

患者CD-ROMの作成。SR
(構造化レポート) 表示サ
ポート無し

患者DVD

患者DVDの作成。構造化レポー 患者DVDの作成。構造化レポー

患者DVDの作成。構造化レ

トおよびプレゼンテーション･ス ト表示サポート

ポート表示サポート無し

テート表示サポート
メモリースティック

ディレクトリまたはメモリーステ ディレクトリまたはメモリーステ
ィックへプロジェクトを生成

ィックへプロジェクトを生成

ディレクトリまたはメモリ
ースティックへプロジェク
トを生成

ロボットデバイス接続

Lite ビューワでCD/DVD作成

患者 CD/DVD作成のため iQ-

患者 CD/DVD作成のため iQ-

インターフェースサービ

ROBOTへ直接インターフェース

ROBOTへ直接インターフェース

ス無し

iQ-LITE ビューワは患者CD/

iQ-LITE ビューワは患者CD/DVD

K-PACS LiteビューワはCD

DVD に焼くことが可能。また

に焼くことが可能。またJPEG画

に焼くことが可能。JPEG画
像付HTML不可

JPEG画像付HTMLページはウェ

像付HTMLページはウェブブラウ

ブブラウザのビュー検査に焼く

ザのビュー検査に焼くことが可能

ことが可能(Apple, Linux, Unix

(Apple, Linux, Unix Users)

Users)
Windowsプリント

全てのWindows プリンタをサ

全てのWindows プリンタをサポ

ポート(よりよい品質のためポス ート(よりよい品質のためポスト
トスクリプトを推奨)
ページヘッダとオーバレイ

ファイルへ画像エクスポート

全てのWindows プリンタ
をサポート

スクリプトを推奨)

印刷のためにテキストオーバレ

印刷のためにテキストオーバレ

印刷のためにテキストオー

イのサイズ変更。テキストオー

イのサイズ変更。テキストオーバ

バレイのサイズ変更。テキ

バレイへの背景追加可能(より

レイへの背景追加可能(より良い

ストオーバレイへの背景追

良い読影ため)

読影ため)

加可能(より良い読影ため)

ヘッダに施設名追加可能

ヘッダに施設名追加可能

ヘッダに施設名追加可能

EBMP, JPEG, TIFF, RAWとしてエ

BMP, JPEG, TIFF, RAWとしてエク

BMP, JPEG, TIFF, RAWとし

クスポート

スポート

てエクスポート

計測, ウィンドニング, カラーリ

計測, ウィンドニング, カラーリマ

計測, ウィンドニング, カラ

マッピング, 注釈などを含む。

ッピング, 注釈などを含む。

ーリマッピング, 注釈など
を含む。
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製品別機能比較表

検査ブラウザ
検査テーブル

有

有

有

サムネイルプレビュー

有

有

有

バーチャル患者ルートモデル

有

有

有

フィルタ検索

有

有

有
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製品別機能比較表

言語
マルチ言語サポート

ドイツ語, 英語, スペイン語, フラ

ドイツ語, 英語, スペイン語, フラ

ンス語, ポルトガル語(ポルトガ

ンス語, ポルトガル語(ポルトガ

ル, ブラジル), イタリア語, デンマ

ル, ブラジル), イタリア語, デンマ

ーク語, 日本語, ロシア語, エスト

ーク語, 日本語, ロシア語, エスト

ニア語, ラトビア語, ペルシャ語

ニア語, ラトビア語, ペルシャ語

ユーザードキュメンテーション

ユーザードキュメンテーション

ドイツ語, 英語

サービス& サポート
テクニカルサポート

(ユーザーマニュアル,アドミニス (ユーザーマニュアル,アドミニス
トレーションガイド)

トレーションガイド)

専門技術サポート, ユーザーフ

専門技術サポート, ユーザーフォ

ォーラム,MANTISバグ管理シ

ーラム,MANTISバグ管理システ

ステム & トラッキングシステム

ム & トラッキングシステム機能

機能
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ウェブフォーラムのみ

