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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出器からの読み取り画素ピッチが異なる複数の撮影条件より一つの撮影条件を選択す
る選択手段と、
　被写体からの散乱放射線を吸収するための複数のグリッドが同一平面に連結されたグリ
ッド部と、
　前記グリッド部を前記平面内で移動させることにより、前記複数のグリッドから、前記
選択手段で選択された撮影条件の読み取り画素ピッチのナイキスト周波数よりもグリッド
周波数が高いグリッドを選択するグリッド選択手段と、
　前記選択されたグリッドを介して、放射線を電気信号に変換し、画像を取得する２次元
検出器と、
　前記選択されたグリッドによって生じる前記画像上のグリッド縞に対して、前記選択さ
れたグリッドのグリッド周波数に応じたグリッド縞低減処理を行うグリッド縞低減手段と
を備えることを特徴とする放射線画像撮影装置。
【請求項２】
　前記グリッド縞低減手段のパラメータを、前記選択された撮影条件の読み取り画素ピッ
チに応じて変更することを特徴とする請求項１に記載の放射線画像撮影装置。
【請求項３】
　前記２次元検出器の電気信号を増幅する増幅器と、
　前記グリッド選択手段で選択されたグリッドの格子比に基づき、前記増幅器の増幅度を
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設定する設定手段とを有することを特徴とする請求項１に記載の放射線画像撮影装置。
【請求項４】
　被写体に向けて放射線を照射する照射手段を有し、
　前記複数の選択条件として、動画撮影と静止画撮影が含まれ、
　動画撮影時における照射手段の管電圧は、静止画撮影時における管電圧より低いことを
特徴とする請求項１に記載の放射線画像撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、透視時と撮影時とでグリッドを切り替える放射線画像撮影技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、透視撮影装置における透視時（動画撮影時）と撮影時（静止画撮影時）とで異
なるグリッドを使用する技術として、Ｘ線撮影透視台のグリッド移動機構（例えば、特許
文献１参照）、カセッテレスＸ線透視撮影装置（例えば、特許文献２参照）、Ｘ線透視撮
影装置（例えば、特許文献３参照）等が知られている。
【０００３】
上記特許文献１は、遥動グリッドシステムに関する技術であって、Ｘ線による撮影を行う
速写装置に組み込まれるグリッドに対する揺動力の伝達が可能な往復揺動機構と、前記グ
リッドのＸ線撮影領域に対する退避駆動及び搬入駆動が可能な退避機構と、グリッドと往
復揺動機構との連結及び解除が可能な連結機構とを備え、前記連結機構は、グリッドの搬
入駆動時にはグリッドと往復揺動機構とを連結し、グリッドの退避時には往復揺動機構と
の連結を解除するようにしたことを特徴とするＸ線撮影透視台のグリッド移動機構が開示
されている。
【０００４】
特許文献１の記載によれば、一枚のフィルムを分割撮影する場合、連続撮影（ラピッド撮
影）が可能であるが、この場合に、従来のグリッド機構のようにスプリングの弾力を利用
してグリッドを揺動させる方式ではグリッドの揺動運動が時間の経過とともに次第に減衰
するため、連続撮影の際に分割写真上で縞目が残存することが多く、これを完全に除去す
ることが不可能であることが問題であった。そこで、特許文献１では、連続撮影の場合に
も分割写真上に縞目を生じることがなく、かつ、グリッド不使用時にはＸ線撮影領域から
退避させることができるＸ線透視撮影台のグリッド移動機構が開示されている。
【０００５】
また、上記特許文献２には、Ｘ線源からＸ線曝射を受けた被検体からの散乱Ｘ線を除去す
るグリッドと、このグリッドとフィルムとの間に介挿され、被検体を透過したＸ線を検出
し、その検出信号をＸ線量を制御するＸ線制御器に出力する検出器と、裏面に後方散乱Ｘ
線を除去する鉛板を備え前記フィルムを密着する密着板と、前記Ｘ線を光学像に変換する
イメージインテンシファイア（image intensifier）の前面に設けられ散乱Ｘ線を除去す
る透視グリッドと、前記密着板を開閉動作し前記フィルムを密着する機構と、この機構に
より密着された前記密着板をフィルム受渡し位置から撮影位置、透視位置及びパーク位置
に搬送し透視撮影終了後前記フィルム受渡し位置に戻す機構と、撮影時には前記密着板か
ら適合する前記グリッド及び検出器に交換し、透視時には適合する前記透視グリッドに交
換する制御機構と、を具備したことを特徴とするカセッテレスＸ線透視撮影装置が開示さ
れている。
【０００６】
特許文献２の記載によれば、撮影の際の濃度を安定させるために、撮影の際に飛び込んで
くる密着板には、グリッド、フィルム及び濃度を安定化するための検出器（フォトタイマ
ー）が一体化されている。また、特許文献２には、透視の際と撮影の際にグリッドを変更
すること、また、同じ透視の際にも管電圧等の撮影条件に依存してグリッドを変更するこ
とが開示されている。
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【０００７】
さらに、上記特許文献３には、透視モードと撮影モードとが設定可能であって、定常時に
はイメージインテンシファイヤ及び透視用グリッドがＸ線照射野に固定配置されており、
撮影モードが設定されるとＸ線フィルム密着ホルダ及び撮影用グリッドがＸ線照射野に飛
込み配置されると共に前記撮影用グリッドが揺動されるＸ線透視撮影装置において、前記
撮影用グリッドを固定するグリッド固定用フレームと、このグリッド固定用フレームを待
機位置と撮影位置との間で移動させ、かつ、移動中及び前記撮影位置にて揺動させ得るグ
リッド揺動用レールと、Ｘ線フィルム密着ホルダを待機位置と撮影位置との間で移動させ
るためのホルダ駆動用フレームと、前記Ｘ線フィルム密着ホルダを移動させるため前記ホ
ルダ駆動用フレームを移動させる駆動機構とを有し、前記グリッド固定用フレームと前記
ホルダ駆動用フレームとの間に、前記駆動機構を駆動して前記ホルダ駆動用フレームを前
記待機位置と前記撮影位置との間で移動したとき、前記ホルダ駆動用フレームに従動して
前記グリッド固定用フレームを前記グリッド揺動用レールに沿って前記待機位置と前記撮
影位置との間で移動させる従動機構とを具備したことを特徴とするＸ線透視撮影装置が開
示されている。
【０００８】
特許文献３に記載された技術は、撮影の際のグリッドの揺動機構と撮影フレーム（フィル
ムと増感紙を密着したもの）の飛び込み機構を連携させることを目的としており、その実
施例において透視用のグリッドは透視用センサ（Ｉ．Ｉ．）の全面に固定されている。
【０００９】
上述したような技術背景から、半導体を使用した１台のＦＰＤセンサ（Flat Panel Detec
tor）を用いて、透視時と撮影時においてそれぞれ異なるグリッドを切り替えて使用する
放射線画像撮影装置が考えられ得る。
【００１０】
【特許文献１】
特開昭６１－２２０６３１号公報
【特許文献２】
特開平２－１９１９３６号公報
【特許文献３】
特開平３－５３２３８号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、半導体を使用したＦＰＤセンサを用いて、透視と撮影の両方を行う放射線
画像撮影装置においては、以下に示す事項が問題となる。すなわち、（１）透視の際の撮
影線量は、撮影時の１００分の１程度と線量が非常に小さい、
（２）透視及び撮影の際には、Ｘ線の線量に加えて管電圧も異なるのでグリッドを適切に
切り替える必要がある、
（３）グリッドを挿入した際に、固定グリッドであれば、グリッド周波数とＦＤＰセンサ
のサンプリングピッチに依存して画像にモアレが発生する、
（４）グリッドを揺動させる場合は、機構が複雑となり、特に画像の取り込み周波数とグ
リッド揺動周期、及び、撮影時間と揺動スピードの関係を好適にするための設定が煩雑に
なる。
【００１２】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、撮影時又は透視時のグリッ
ドを好適に設定し、最適の撮影条件で被検体の透視及び撮影をすることができる放射線画
像撮影装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明に係る放射線画像撮影装置は、
　検出器からの読み取り画素ピッチが異なる複数の撮影条件より一つの撮影条件を選択す
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る選択手段と、
　被写体からの散乱放射線を吸収するための複数のグリッドが同一平面に連結されたグリ
ッド部と、
　前記グリッド部を前記平面内で移動させることにより、前記複数のグリッドから、前記
選択手段で選択された撮影条件の読み取り画素ピッチのナイキスト周波数よりもグリッド
周波数が高いグリッドを選択するグリッド選択手段と、
　前記選択されたグリッドを介して、放射線を電気信号に変換し、画像を取得する２次元
検出器と、
　前記選択されたグリッドによって生じる前記画像上のグリッド縞に対して、前記選択さ
れたグリッドのグリッド周波数に応じたグリッド縞低減処理を行うグリッド縞低減手段と
を備える。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１６】
＜第１の実施形態＞
図１は、本発明の第１の実施形態に係る放射線画像撮影システムの構成を示すブロック図
である。図１に示すように、本実施形態に係る放射線画像撮影システムは、被写体１０１
に放射線（Ｘ線）を照射するＸ線部１０２と、透視用グリッド１０３と撮影用グリッド１
０４とを切り替えるグリッド切替部１０５と、グリッドを介してＸ線を検出する２次元検
出部１０６と、２次元検出部１０６で検出されたＸ線を光学像（画像）に変換する読み取
り制御部１０７と、画像を記憶するメモリ部１０８と、透視用グリッド１０３又は撮影用
グリッド１０４による画像上のグリッド縞を低減するグリッド縞低減部１０９を備える画
像処理部１１０と、画像を表示する表示部１１１と、上記各部を制御するシステム制御部
１１２と、操作者が本放射線画像撮影システムを操作・設定等するためのユーザインタフ
ェース部１１３とから構成される。
【００１７】
本実施形態におけるシステム制御部１１２は、透視や撮影で要求される事項を換算して、
Ｘ線条件、グリッド条件及び読み取り条件を決定する。尚、これらの撮影条件は、単に透
視と撮影とに二分されるわけではなく、透視や撮影においてもさらに患者の撮影部位によ
って細かく分類されるべきものである。本実施形態では、このような細部にまで分類され
たデータ収集モード（透視モードや撮影モード或いはそれらの程度が異なるモード）を、
操作者がユーザインタフェース部１１３を用いて設定する。このため、ユーザインタフェ
ース部１１３には、操作者による様々な画像の種類等に対する詳細な要求に応じられるよ
うに複数種類の撮影ボタン等が備わっている。
【００１８】
図２は、透視及び撮影の場合におけるＸ線、グリッド及び読み取り条件の一例を示す図で
ある。本実施形態では、図２に示すような条件がシステム制御部１１２内のメモリ等に記
憶されることにより、操作者によるユーザインタフェース部３からの撮影条件等の設定を
簡単化することが可能となる。すなわち、ユーザインタフェース部１１３で設定された透
視モード或いは撮影モードに応じて、図２に示すようなＸ線条件、グリッド条件、又は読
み取り条件に関するデータが読み込まれて、それぞれＸ線部１０２、グリッド切替部１０
５又は読み取り制御部１０４がコントロールされる。
【００１９】
図３は、本実施形態に係る放射線画像撮影システムにおけるシステム制御の流れを説明す
るためのフローチャートである。上述したように、操作者は、まず撮影モードの設定（変
更）をユーザインタフェース部１１３を介して行う（ステップＳ３０１）。これにより画
素ピッチが変更される（ステップＳ３０２）。すなわち、図２に示すように、透視モード
が設定された場合は読み取り画像ピッチは「大」に設定されるが、撮影モードが設定され
た場合は読み取り画像ピッチは「小」に設定される。
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【００２０】
すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影システムにおいて、読み取り制御部１０７は
、２次元検出器１０６により検出されたＸ線から、上記読み取り条件に基づいて読み取り
画素ピッチを変更して被写体の画像を取得することを特徴とする。
【００２１】
次いで、設定されたモードに対応したグリッドが選択され（ステップＳ３０３）、グリッ
ド切替部１０５によって透視用グリッド１０３又は撮影用グリッド１０４に切り替えられ
る（ステップＳ３０４）。すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影システムにおいて
、グリッド切替部１０５が、被写体の透視時には透視用グリッド１０３を選択し、被写体
の撮影時には撮影用グリッド１０４を選択することを特徴とする。
【００２２】
図４は、本発明の第１の実施形態におけるグリッド切替部１０５によるグリッド切り替え
を説明するための概念図である。すなわち、「透視」の際は、Ｘ線条件が低電圧かつ低電
流での撮影になるので、被写体１０１からの散乱線も少なく、また、撮影のための被写体
１０１のポジショニングに意味があるので、収集される画像の空間分解能や周波数分解能
も比較的低く要求される。例えば、透視用グリッド格子比として４：１のものを使用する
。一方、「撮影」の際には、撮影された画像が医師の診断に供されるために、ＳＮが良い
画像が要求されるので管電流は高くなる。尚、管電圧は被写体（人体）のどの部位を撮影
するかに依存する。例えば、胸部の撮影の際は、透視及び腹部の撮影の際よりも高い管電
圧で撮影される。また、管電圧や管電流に依存して被写体１０１からの散乱線が多くなり
、組織の画素値コントラストが高いことが要求されるので、グリッドは格子比の高いもの
が選択される。例えば、撮影用グリッド格子比として１０：１のものを使用する。
【００２３】
また、図５は、本発明の第１の実施形態におけるグリッド切替部１０５によるグリッド切
り替えの様子を説明するためのシステムブロック図である。図５に示すように、データ収
集モードの切り替えに対応して、撮影用グリッド及び透視用グリッドがそれぞれ検出器と
被写体の間に挿入される。一方、使用されないグリッドは退避位置に停止させられる。
【００２４】
グリッドが切り替えられた後、被写体１０１に対してＸ線部１０２からＸ線を照射して透
視又は撮影が行われ、上述したように被写体に関する画像が得られる。その後、グリッド
縞低減部１０９によって、画像上に存在するグリッド縞の低減処理を行うために、グリッ
ド低減処理パラメータが変更される（ステップＳ３０５）。そして、グリッド縞低減部１
０９によって画像上に存在するグリッド縞の低減処理が行われる（ステップＳ３０６）。
【００２５】
すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影システムは、被写体に対して放射線（Ｘ線）
を照射するＸ線部１０２と、被写体を透過した放射線をグリッドを介して検出する２次元
検出器１０６と、検出されたＸ線から被写体の画像を取得する読み取り制御部１０７とを
備え、さらに、撮影条件（例えば、グリッド条件）を設定可能なユーザインタフェース１
１３と、設定されたグリッド条件に基づいて複数のグリッドから一のグリッドを選択する
グリッド切替部１０５と、グリッドによって生じる画像上のグリッド縞を低減するグリッ
ド縞低減部１０９とを備えることを特徴とする。
【００２６】
また、上記放射線画像撮影システムにおいては、上記撮影条件が、Ｘ線条件を含んでおり
、Ｘ線部１０２が、当該放射線条件に基づいて、被写体に対して放射線を照射することを
特徴とする。
【００２７】
さらに、上記放射線画像撮影システムにおいては、上記撮影条件が、読み取り条件を含ん
でおり、読み取り制御部１０７が、当該読み取り条件に基づいて、検出された放射線から
被写体の画像を取得することを特徴とする。
【００２８】
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ここで、透視モード又は撮影モードにおいて得られた画像中に存在するグリッド縞と、こ
れを低減ためのグリッド縞低減処理に関して説明する。
【００２９】
本実施形態では、上述のように、グリッドは揺動することなく固定グリッドシステムを採
用している。その理由として、前述したように揺動システムは、機構の巨大化、温度上昇
、ノイズ源等の要因になるとともに、透視の際の収集周期及び撮影時間に依存して揺動ス
ピードを変更する必要があるためである。固定グリッドシステムを採用することによって
、これらの問題が解消する。
【００３０】
尚、本実施形態におけるグリッド縞低減処理は、固定グリッドシステムだけに限定される
ものではなく、揺動グリッドシステムを採用した場合であっても、以下に述べるようなグ
リッド縞低減処理を行うことによって、揺動スピードと上記条件のミスマッチによりグリ
ッドが画像中に発生してしまった際のグリッド縞低減に有効である。
【００３１】
本実施形態におけるグリッド縞低減処理としてはさまざまな方法を用いることが可能であ
る。例えば、２次元センサの画像ピッチＦｓから計算されるナイキスト周波数Ｆｎｑ（＝
Ｆｓ／２）より低い周波数のグリッドを使用して、ローパスフィルタにより低減する方法
を用いることができる（特許第２５０７６５９号）。この方法による場合は、透視画像と
撮影画像では２次元センサの画像ピッチＦｓが異なるので、単純にはこれに対応してロー
パスフィルタの形状を変更することになるが、画像ピッチＦｓに起因して使用できるグリ
ッド周波数も変化する。
【００３２】
例えば、撮影時の画素のサンプルピッチがＦｓ、この時にローパスフィルタ法で使用でき
るグリッド周波数をＦｇ、透視時の画素のサンプルピッチがＦｓ／２とすると、透視時に
使用できるグリッドの周波数Ｆｇも半分程度にする必要がある。具体的には、透視時に使
用できるグリッドの周波数は、透視時のナイキスト周波数以下である必要がある。すなわ
ち、データ収集モードに依存して、画素ピッチが変更になると使用できるグリッドの周波
数が変更になり、それによって生じる画像中のグリッド周波数も変わってくるので、この
グリッド縞を除去する縞低減処理のパラメータ（例えば、ローパスフィルタのカットオフ
周波数）が変更になる。すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影システムでは、透視
用グリッド１０３と撮影用グリッド１０４とは、格子比又はグリッド周波数が互いに異な
ることを特徴とする。
【００３３】
また、グリッド低減処理の別の方法としては、グリッドに起因する縞構造を検出して、そ
の縞構造を予測して除去する方法がある。この場合は、上述したローパスフィルタによる
場合とは異なり、画素ピッチのナイキスト周波数よりも高い周波数のグリッドを使用する
。さらに、この場合のモアレの基本周波数と第二高調波が同一の周波数になるようにグリ
ッド周波数を選択する。この手法を用いる場合も、データ収集モードに依存して、画素ピ
ッチが変更になると使用できるグリッドの周波数が変更になり、それによって生じる画像
中のグリッド周波数も変わってくるので、このグリッド縞を除去する縞低減処理のパラメ
ータ（例えば、画像中から検索するモアレの周波数）が変更になる。
【００３４】
すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影システムでは、ユーザインタフェース１１２
により設定された撮影条件に基づいて読み取り画素ピッチが変更した場合、グリッド切替
部１０５は、変更した読み取り画素ピッチに対応したグリッド周波数を有するグリッドを
選択することを特徴とする。
【００３５】
上述したように，本実施形態によれば、同一の半導体センサ（ＦＰＤ）を使用して透視又
は撮影を行う場合、Ｘ線条件やセンサの読み取り画素ピッチ等が変化することに対応して
、自動的に好適なグリッドが選択される。そして、選択された好適なグリッドが自動的に
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被写体１０１と２次元検出器１０６の間に挿入されて、最適の撮影条件での透視及び撮影
が可能となる。
【００３６】
また、従来は同一の半導体センサを透視と撮影両方に使用することは、透視時の小線量が
問題で難しかったが、本実施形態では、透視時は画素ピッチを粗くして画像のＳＮを上げ
、かつグリッドを低格子比、低周波数とすることによってグリッド透過線量を増加させる
ことにより実現を可能とした。また、このときのシステムの機構を簡単化するために固定
グリッドシステムを使用する場合、使用したグリッドに応じて最適なグリッド低減処理の
パラメータを設定することによって、グリッド縞の影響の小さい画像を得ることが可能と
なった。
【００３７】
＜第２の実施形態＞
図６は、本発明の第２の実施形態におけるグリッド切替部によるグリッド切り替えを説明
するための概念図である。また、図７は、本発明の第２の実施形態におけるグリッド切替
部によるグリッド切り替えの様子を説明するためのシステムブロック図である。本実施形
態における放射線画像撮影システムの構成及び動作は、基本的には上述した第１の実施形
態と同一であるが、透視用及び撮影用グリッドが図６及び図７に示すように同一平面内に
連結されて構成されている部分が異なっている。従って、本実施形態におけるグリッド切
替部は、データ収集モードの切替えに対応して、撮影用及び透視用グリッドをそれぞれシ
フトすることによって、グリッド特性の変更を実現する。
【００３８】
すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影システムにおいては、透視用グリッドと撮影
用グリッドとは、同一平面内に連結されており、グリッド切替部は、当該透視用グリッド
と当該撮影用グリッドとをシフトすることによっていずれかに切り替えることを特徴とす
る。これによって、同一平面内に連結されている透視用グリッドと撮影用グリッドに対し
ては、一方のグリッドの挿入により自動的に他方のグリッドの退避が行われる。
【００３９】
本実施形態のメリットとしては、第１の実施形態の場合と比較して、透視及び撮影の時の
グリッドの切替をシフトにより行うことで構造がより容易になり、また省スペースで高速
に切替えることが可能である。また、透視から撮影の切替時間を短縮することも可能にな
る。さらに、グリッドが固定ではない場合でなく揺動させる場合であっても有利である。
【００４０】
＜第３の実施形態＞
上述した第１及び第２の実施形態では、データ収集モードを透視と撮影という観点で分類
したが、それ以外にも例えばデータ収集モードの画素ピッチに依存してシステムの制御を
行うことも考えられる。すなわち、ユーザインタフェ－ス部を用いた操作者の選択により
画素ピッチが決定されると、前述したようにグリッド低減処理を考慮して適切なグリッド
（すなわち、グリッド周波数）が決定される。このように、収集画素ピッチの変更にあわ
せてグリッドが選択変更される機構の実現も可能である。
すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影システムは、被写体に対してＸ線を照射する
Ｘ線部と、被写体を透過したＸ線をグリッドを介して検出する２次元検出器と、検出され
たＸ線から被写体の画像を取得する画像読み取り制御部とを備え、さらに、データ収集モ
ードを設定するユーザインタフェースと、データ収集モードに基づくグリッドを選択する
グリッド切替部と、グリッドによって生じる画像上のグリッド縞を低減するグリッド縞低
減部とを備えることを特徴とする。また、上記放射線画像撮影システムにおいて、上記ユ
ーザインタフェースにより、２次元検出器により検出されたＸ線から被写体の画像を取得
する際の画素ピッチを設定し、グリッド切替部が、設定された画素ピッチで取得された画
像上のグリッド縞を低減するグリッド周波数を有するグリッドを選択することを特徴とす
る。
【００４１】
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尚、本発明は、複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、リーダ
、プリンタ等）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例えば
、複写機、ファクシミリ装置等）に適用してもよい。
【００４２】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記録媒体（または記憶媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシ
ステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプ
ログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
この場合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成すること
になる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述
した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コ
ンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部
または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれ
ることは言うまでもない。
【００４３】
さらに、記録媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００４４】
本発明を上記記録媒体に適用する場合、その記録媒体には、先に説明したフローチャート
に対応するプログラムコードが格納されることになる。
【００４５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、撮影時又は透視時のグリッドを好適に設定し、最
適の撮影条件で被検体の透視及び撮影をすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る放射線画像撮影システムの構成を示すブロック図
である。
【図２】透視及び撮影の場合におけるＸ線、グリッド及び読み取り条件の一例を示す図で
ある。
【図３】本実施形態に係る放射線画像撮影システムにおけるシステム制御の流れを説明す
るためのフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態におけるグリッド切替部１０５によるグリッド切り替え
を説明するための概念図である。
【図５】本発明の第１の実施形態におけるグリッド切替部１０５によるグリッド切り替え
の様子を説明するためのシステムブロック図である。
【図６】本発明の第２の実施形態におけるグリッド切替部によるグリッド切り替えを説明
するための概念図である。
【図７】本発明の第２の実施形態におけるグリッド切替部によるグリッド切り替えの様子
を説明するためのシステムブロック図である。
【符号の説明】
１０１　被写体
１０２　Ｘ線部
１０３　透視用グリッド
１０４　撮影用グリッド
１０５　グリッド切替部
１０６　２次元検出器
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１０７　読み取り制御部
１０８　メモリ部
１０９　グリッド縞低減部
１１０　画像処理部
１１１　表示部
１１２　システム制御部
１１３　ユーザインタフェース

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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