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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体にＸ線を照射するＸ線管と、被検体の透過Ｘ線像を検出する２次元Ｘ線検出器と
、Ｘ線管による被検体へのＸ線照射に伴って２次元Ｘ線検出器から出力されるＸ線画像用
データに基づいて被検体の透過Ｘ線像に対応するＸ線画像を取得するＸ線画像取得部と、
Ｘ線画像取得部で取得されたＸ線画像を表示する画像表示モニタを備え、画像表示モニタ
がＸ線画像を表示する周期と対応する周期でＸ線管がＸ線を照射するＸ線撮影装置におい
て、Ｘ線画像取得部が、パイプライン方式でＸ線画像用データのデータ処理を行なう複数
の画像用データ処理部を有していて、Ｘ線照射に伴って２次元Ｘ線検出器から取り込まれ
るＸ線画像用データが各画像用データ処理部で順番にデータ処理を受けてＸ線画像に仕上
げられるのに加えて、各画像用データ処理部のデータ処理周期がＸ線照射周期の整数分の
１であり、この分母の値が少なくとも２以上の整数であることを特徴とするＸ線撮影装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載のＸ線撮影装置において、２次元Ｘ線検出器が検出した画像１枚分のＸ
線画像用データを保持すると共に、保持しているＸ線画像用データをＸ線画像取得部から
の要求にしたがって出力するＸ線撮影装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のＸ線撮影装置において、２次元Ｘ線検出器がフラットパネル
型Ｘ線検出器であるＸ線撮影装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、被検体にＸ線を照射するＸ線管と、被検体の透過Ｘ線像を検出する２次元
Ｘ線検出器と、Ｘ線管による被検体へのＸ線照射に伴って２次元Ｘ線検出器から出力され
るＸ線画像用データに基づいて被検体の透過Ｘ線像に対応するＸ線画像を取得するＸ線画
像取得部と、Ｘ線画像取得部で取得されたＸ線画像を表示する画像表示モニタを備え、画
像表示モニタが画像を表示する周期（画像表示周期）と対応する周期（Ｘ線照射周期）で
Ｘ線管がＸ線を照射するＸ線撮影装置に係り、Ｘ線画像の応答速度をアップするための技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、病院等の医療機関で診断・治療に用いられているＸ線透視撮影装置は、図６に示
すように、被検体ＭにＸ線を照射するＸ線管６１と、被検体Ｍの透過Ｘ線像を検出する２
次元Ｘ線検出器であるフラットパネル型Ｘ線検出器（以下、適宜「ＦＰＤ」と略記）６２
と、Ｘ線管６１による被検体ＭへのＸ線照射に伴ってＦＰＤ６２から出力されるＸ線画像
用データに基づいて被検体Ｍの透過Ｘ線像に対応するＸ線透視画像を取得するＸ線画像取
得部６３と、Ｘ線画像取得部６３で取得されたＸ線画像を表示する画像表示モニタ６４を
備えている。
【０００３】
　図６のＸ線透視撮影装置の場合、画像表示モニタ６４の画像表示周期とＸ線管６１のＸ
線照射周期が完全に一致していて、画像表示モニタ６４が画像を表示するのと全く同じタ
イミングでＸ線管６１が被検体ＭにＸ線を照射する。Ｘ線管６１による被検体ＭへのＸ線
照射に伴ってＦＰＤ６２からはディジタル化されたＸ線画像用データが出力される。
【０００４】
　Ｘ線画像取得部６３は、パイプライン方式でＸ線画像用データのデータ処理を行なう３
つの画像用データ処理部６３Ａ～６３Ｃを有している。画像用データ処理部６３ＡはＦＰ
Ｄ６２から出力されるＸ線画像用データを原データメモリ６３ａに格納する。画像用デー
タ処理部６３Ｂは原データメモリ６３ａからＸ線画像用データを読み出して処理データメ
モリ６３ｂに納めると共にＸ線画像用データに必要な補正を施す。画像用データ処理部６
３Ｃは画像用データ処理部６３Ｂで補正を施されたＸ線画像用データに画像輝度調整用の
階調変換を施してＸ線透視画像としてＸ線画像メモリ６３ｃに格納する。こうしてＸ線画
像取得部６３で取得されてＸ線画像メモリ６３ｃに格納されているＸ線透視画像は、速や
かに読み出されて画像表示モニタ６４で表示される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のＸ線透視撮影装置の場合、Ｘ線透視画像の応答速度が遅いという
問題がある。例えば、被検体Ｍの手術部位をＸ線透視撮影して画像表示モニタ６４の画面
に映し出して観察しながら医師が手術を行なっているような場合、撮影対象の被検体Ｍの
手術部位で起こる変化（例えば手術用メスの動き）が少し遅れて画像表示モニタ６４の画
面に現れるので、撮影対象の被検体Ｍの手術部位で起こる変化がＸ線透視画像を観察して
いる医師には分かり辛い。
【０００６】
　Ｘ線画像取得部６３の場合、図７に示すように、各画像用データ処理部６３Ａ～６３Ｃ
の各処理周期が、それぞれ画像表示モニタ６４の画像表示周期（＝Ｘ線照射周期）と同じ
であるので、Ｘ線画像取得部６３によるＸ線透視画像取得用のパイプライン方式のデータ
処理全体の処理時間は、画像表示周期の３つ分の時間である。通常、画像表示周期は３３
ｍｓ（ミリ秒）であり、画像表示周期の３つ分の時間は、３３ｍｓ≒１００ｍｓ（＝０．
１秒）となるので、撮影対象の被検体Ｍの手術部位で起こる変化（例えば手術用メスの動
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き）は、どうしても少し遅れて画像表示モニタ６４の画面に現れる。
【０００７】
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、被検体の撮影部位で起こ
った変化を直ちにＸ線画像に出現させることができる（つまり、Ｘ線画像の応答速度をア
ップさせることができる）Ｘ線撮影装置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】
【０００８】
　請求項１の発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
【０００９】
　即ち、請求項１に記載の発明に係るＸ線撮影装置は、被検体にＸ線を照射するＸ線管と
、被検体の透過Ｘ線像を検出する２次元Ｘ線検出器と、Ｘ線管による被検体へのＸ線照射
に伴って２次元Ｘ線検出器から出力されるＸ線画像用データに基づいて被検体の透過Ｘ線
像に対応するＸ線画像を取得するＸ線画像取得部と、Ｘ線画像取得部で取得されたＸ線画
像を表示する画像表示モニタを備え、画像表示モニタがＸ線画像を表示する周期（画像表
示周期）と対応する周期（Ｘ線照射周期）でＸ線管がＸ線を照射するＸ線撮影装置におい
て、Ｘ線画像取得部が、パイプライン方式でＸ線画像用データのデータ処理を行なう複数
の画像用データ処理部を有していて、Ｘ線照射に伴って次々取り込まれるＸ線画像用デー
タが各画像用データ処理部で順番にデータ処理を受けてＸ線画像に仕上げられるのに加え
て、各画像用データ処理部のデータ処理周期がＸ線照射周期の整数分の１であり、この分
母の値が少なくとも２以上の整数であることを特徴とするものである。
【００１０】
　［作用・効果］請求項１の発明のＸ線撮影装置によるＸ線撮影では、Ｘ線画像を表示す
る画像表示モニタの画像表示周期と対応するＸ線照射周期でＸ線管から被検体にＸ線が照
射されると共に、Ｘ線の照射に伴って２次元Ｘ線検出器から出力されるＸ線画像用データ
に基づいて被検体の透過Ｘ線像に対応するＸ線画像がＸ線照射の度にＸ線画像取得部で繰
り返し取得される。画像表示モニタはＸ線画像取得部でＸ線照射毎に取得されるＸ線画像
を所定の画像表示周期で次々と表示する。
【００１１】
　そして、請求項１の発明のＸ線撮影装置の場合、Ｘ線画像取得部では、パイプライン方
式でＸ線画像用データのデータ処理を行なう複数の画像用データ処理部の各々が、Ｘ線照
射周期の整数（Ｎ）分の１のデータ処理周期で２次元Ｘ線検出器から取り込まれるＸ線画
像用データをデータ処理してＸ線画像を仕上げる。したがって、Ｘ線画像取得部が１枚の
Ｘ線画像を仕上げるのに要する時間ＴＭは、〔画像用データ処理部の個数〕×〔画像用デ
ータ処理部のデータ処理周期の１周期分の時間〕である。
【００１２】
　一方、従来も、Ｘ線画像取得部が１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ｔｍは〔画
像用データ処理部の個数〕×〔画像用データ処理部のデータ処理周期の１周期分の時間〕
なのであるが、従来の画像用データ処理部の処理周期はＸ線照射周期と同じである。した
がって、１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ｔｍは、〔画像用データ処理部の個数
〕×〔Ｘ線照射周期の１周期分の時間〕となる。
【００１３】
　これに対し、請求項１の発明の装置のＸ線画像取得部の画像用データ処理部は、データ
処理周期がＸ線照射周期の整数分の１であり、この分母の値が少なくとも２以上の整数で
ある。したがって、１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ＴＭは、〔画像用データ処
理部の個数〕×〔（Ｘ線照射周期の１周期分の時間）÷Ｎ〕となる。
【００１４】
　したがって、請求項１の発明の装置の場合、Ｘ線画像取得部の画像用データ処理部の数
が２個で、画像用データ処理部のデータ処理周期がＸ線照射周期の２分の１というミニマ
ム条件の構成では、１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ＴＭが、２×〔（Ｘ線照射
周期の１周期分の時間）÷２〕＝〔Ｘ線照射周期の１周期分の時間〕となる。
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【００１５】
　これに対し、従来の装置の場合、Ｘ線画像取得部の画像用データ処理部の数が２個で、
画像用データ処理部のデータ処理周期がＸ線照射周期の２分の１という同じ条件の構成で
、１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ｔｍは、２×〔（Ｘ線照射周期の１周期分の
時間）〕＝〔Ｘ線照射周期の２周期分の時間〕と本発明の装置の倍の時間となる。
【００１６】
　換言すれば、請求項１の発明の装置の場合、Ｘ線画像取得部で１枚のＸ線画像を仕上げ
るのに要する時間ＴＭが、少なくとも従来よりＸ線照射周期の１周期分の時間は短くなる
ことになる。
【００１７】
　他方、請求項１の発明のＸ線撮影装置は、画像表示モニタがＸ線画像を表示する周期（
画像表示周期）と対応する周期（Ｘ線照射周期）でＸ線管がＸ線を照射するので、Ｘ線画
像取得部で１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ＴＭが、少なくとも従来よりＸ線照
射周期の１周期分の時間だけは短くなる場合、画像表示モニタはＸ線画像取得部で取得さ
れるＸ線画像が従来よりも１周期早いタイミングで表示することができる結果、被検体の
撮影部位で起こる変化は従来よりも早くＸ線画像に現れることになる。
【００１８】
　さらに、請求項２の発明は、請求項１に記載のＸ線撮影装置において、２次元Ｘ線検出
器が検出した画像１枚分のＸ線画像用データを保持すると共に、保持しているＸ線画像用
データをＸ線画像取得部からの要求にしたがって出力するものである。
【００１９】
　［作用・効果］請求項２の発明のＸ線撮影装置の場合、２次元Ｘ線検出器が検出して保
持している画像１枚分のＸ線画像用データがＸ線画像取得部からの要求にしたがって出力
される構成であるので、Ｘ線画像取得部は新たなＸ線画像用データの処理が可能になれば
、直ちに２次元Ｘ線検出器が検出して保持しているＸ線画像用データを取り込んで処理を
開始することができるので、画像表示周期やＸ線照射周期に束縛されることなく、速やか
にＸ線画像を取得できる結果、被検体の撮影部位で起こる変化を更に早くＸ線画像に出現
させることができる。
【００２０】
　また、請求項３の発明は、請求項１または２に記載のＸ線撮影装置において、２次元Ｘ
線検出器がフラットパネル型Ｘ線検出器であるものである。
【００２１】
　［作用・効果］請求項３の発明のＸ線撮影装置の場合、２次元Ｘ線検出器が軽量・薄型
のフラットパネル型Ｘ線検出器であるので、Ｘ線透過像検出用の２次元Ｘ線検出器まわり
の構成の簡素化が図れる。
【００２２】
　また、フラットパネル型Ｘ線検出器は、検出応答性がイメージインテンシファイアほど
高くはないのであるが、Ｘ線画像取得部で１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間が短
くなることでフラットパネル型Ｘ線検出器の検出応答性が補われることになる。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１の発明のＸ線撮影装置の場合、Ｘ線管による被検体へのＸ線照射に伴って２次
元Ｘ線検出器から出力されるＸ線画像用データに基づいて被検体の透過Ｘ線像に対応する
Ｘ線画像を取得するＸ線画像取得部では、パイプライン方式でＸ線画像用データのデータ
処理を行なう複数の画像用データ処理部の各々が、Ｘ線照射周期の整数（Ｎ）分の１のデ
ータ処理周期で２次元Ｘ線検出器から取り込まれるＸ線画像用データを順番にデータ処理
してＸ線画像を仕上げる結果、Ｘ線画像取得部が１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時
間ＴＭは、〔画像用データ処理部の個数〕×〔画像用データ処理部のデータ処理周期の１
周期分の時間〕である。さらに、請求項１の発明の装置のＸ線画像取得部の画像用データ
処理部は、データ処理周期がＸ線照射周期の整数分の１であり、この分母の値が少なくと
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も２以上の整数であるので、１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ＴＭは、〔画像用
データ処理部の個数〕×〔（Ｘ線照射周期の１周期分の時間）÷Ｎ〕となる。
【００２４】
　したがって、請求項１の発明の装置の場合、Ｘ線画像取得部の画像用データ処理部の数
が２個で、画像用データ処理部のデータ処理周期がＸ線照射周期の２分の１というミニマ
ム条件の構成では、１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ＴＭが、２×〔（Ｘ線照射
周期の１周期分の時間）÷２〕＝〔Ｘ線照射周期の１周期分の時間〕となる。
【００２５】
　これに対し、従来の装置の場合、Ｘ線画像取得部の画像用データ処理部の数が２個で、
画像用データ処理部のデータ処理周期がＸ線照射周期の２分の１という同じ条件の構成で
、１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ｔｍは、２×〔（Ｘ線照射周期の１周期分の
時間）〕＝〔Ｘ線照射周期の２周期分の時間〕と本発明の装置の倍の時間となる。
【００２６】
　換言すれば、請求項１の発明の装置の場合、Ｘ線画像取得部で１枚のＸ線画像を仕上げ
るのに要する時間ＴＭが、少なくとも従来よりＸ線照射周期の１周期分の時間は短くなる
ことになる。
【００２７】
　他方、請求項１の発明のＸ線撮影装置は、画像表示モニタがＸ線画像を表示する周期（
画像表示周期）と対応する周期（Ｘ線照射周期）でＸ線管がＸ線を照射するので、Ｘ線画
像取得部で１枚のＸ線画像を仕上げるのに要する時間ＴＭが、少なくとも従来よりＸ線照
射周期の１周期分の時間だけは短くなる場合、画像表示モニタはＸ線画像取得部で取得さ
れるＸ線画像が従来よりも１周期早いタイミングで表示することができる結果、被検体の
撮影部位で起こる変化は従来よりも早くＸ線画像に現れる。
【００２８】
　よって、請求項１の発明のＸ線撮影装置によれば、被検体の撮影部位で起こった変化を
直ちにＸ線画像に出現させることができる。
【実施例】
【００２９】
　この発明のＸ線撮影装置の実施例について図面を参照しながら詳しく説明する。図１は
実施例に係る医用のＸ線透視撮影装置の全体構成を示すブロック図である。
【００３０】
　実施例のＸ線透視撮影装置は、図１に示すように、天板Ｕに載置された被検体ＭにＸ線
を照射するＸ線管１と、被検体Ｍの透過Ｘ線像を検出する２次元Ｘ線検出器である直接変
換タイプのフラットパネル型Ｘ線検出器（以下、適宜「ＦＰＤ」と略記）２と、Ｘ線管１
による被検体ＭへのＸ線照射に伴ってＦＰＤ２から出力されるＸ線画像用データに基づい
て被検体Ｍの透過Ｘ線像に対応するＸ線透視画像を取得するＸ線画像取得部３と、Ｘ線画
像取得部３で取得されたＸ線透視画像やＸ線撮影に必要な操作メニュー等を表示する画像
表示モニタ４などを備えている。
【００３１】
　実施例の装置では、Ｘ線管１とＦＰＤ２とが天板Ｕを挟んで対向配置されていて、Ｘ線
撮影実行中、前段に配備されているＸ線照射制御部５の制御を受けながらＸ線管１がＸ線
撮影条件に見合ったＸ線を被検体Ｍに照射する。ＦＰＤ２はＸ線管１のＸ線照射に伴って
Ｘ線検出面に投影される被検体Ｍの透過Ｘ線像を検出してＸ線画像用データとして出力す
る。Ｘ線画像取得部３はＦＰＤ２から出力されるＸ線画像用データを取り込んでＸ線透視
画像を取得する。画像表示モニタ４はＸ線画像取得部３で取得されたＸ線透視画像を画面
に映し出して表示する。
【００３２】
　実施例の装置の場合、図２に示すように、画像表示モニタ４の画像表示周期とＸ線管１
のＸ線照射周期が完全に一致していて、画像表示モニタ４が画像を表示するのと全く同じ
タイミングでＸ線管１が被検体ＭにＸ線を照射する。したがって、Ｘ線透視撮影では、画
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像表示周期ないしＸ線照射周期の１周期分の時間ｔａ毎にＸ線管１による被検体ＭへのＸ
線照射が繰り返される。また、Ｘ線照射と平行して、やはり画像表示周期ないしＸ線照射
周期の１周期分の時間ｔａ毎に、画像表示モニタ４によるＸ線透視画像の表示が繰り返さ
れる。
【００３３】
　一方、透過Ｘ線像検出用のＦＰＤ２は、図３に示すように、Ｘ線検出面に多数のＸ線検
出素子２ａが、Ｘ線透視画像の画素配列に対応する配列でＸ方向（横方向）とＹ方向（縦
方向）に配置されている。より具体的には、例えばＸ方向とＹ方向にそれぞれ４０００個
程度のＸ線検出素子２ａが並ぶ約４０００×約４０００の正方形マトリックスの配列でＸ
線検出素子２ａが配置されている。実施例の装置が装備するＦＰＤ２は軽量・薄型の検出
器であるので、Ｘ線透過像検出用の２次元Ｘ線検出器まわりの構成の簡素化が図れる。
【００３４】
　また、ＦＰＤ２は、図４に示すように、Ｘ線検出素子２ａが配置されているＦＰＤ本体
２Ａと、Ｘ線検出素子２ａが検出したＸ線検出信号をＦＰＤ本体２Ａから読み出す検出信
号読み出し部２Ｂと、Ｘ線検出信号をディジタル化しＸ線画像用データとして送り出すＡ
／Ｄ変換部２Ｃと、Ａ／Ｄ変換部２Ｃから送り出されてくるＸ線画像用データを保持する
画像用データ保持部２Ｄとを有し、Ｘ線管１によるＸ線照射が行なわれる毎にＸ線透視画
像１枚分のＸ線画像用データが画像用データ保持部２Ｄに収集保持される構成とされてい
る　さらに、ＦＰＤ２の場合、画像用データ保持部２Ｄは保持しているＸ線画像用データ
をＸ線画像取得部３からの要求にしたがって出力する構成とされている。
【００３５】
　他方、Ｘ線画像取得部３は、図１に示すように、パイプライン方式でＸ線画像用データ
のデータ処理を行なう３つの画像用データ処理部３Ａ～３Ｃを有している。
【００３６】
　画像用データ処理部３Ａは、ＦＰＤ２の画像用データ保持部２ＤからＸ線画像用データ
を原データメモリ３ａに取り込んで格納する。
【００３７】
　画像用データ処理部３Ｂは原データメモリ３ａからＸ線画像用データを読み出して処理
データメモリ３ｂに納めると共にＸ線画像用データに必要な補正を施す。画像用データ処
理部３ＢがＸ線画像用データに施す補正としては、例えば、Ｘ線検出素子２ａの間の感度
バラツキによる誤差を修正する感度補正、Ｘ線画像用データにおける特定の周波数成分を
強調する特定周波数強調補正、Ｘ線画像用データに含まれるノイズ成分を除くフィルタリ
ング補正等が挙げられる。
【００３８】
　画像用データ処理部３Ｃは画像用データ処理部３Ｂで補正を施されたＸ線画像用データ
に画像輝度調整用の階調変換（濃度変換）を施してＸ線透視画像としてＸ線画像メモリ３
ｃに格納する。
【００３９】
　こうしてＸ線画像取得部３で取得されてＸ線画像メモリ３ｃへ格納されたＸ線透視画像
は、速やかに読み出されて画像表示モニタ４で表示される。
【００４０】
　さらに、実施例の装置では、図５に示すように、パイプライン方式でＸ線画像用データ
のデータ処理を行なう３つの画像用データ処理部３Ａ～３Ｃのそれぞれのデータ処理周期
がＸ線照射周期の２分の１とされている。即ち、各画像用データ処理部３Ａ～３ＣはＸ線
照射周期（＝画像表示周期）の１周期分の時間ｔａの半分の時間（ｔａ／２）でそれぞれ
のＸ線透視画像１枚分のＸ線画像用データのデータ処理を行なう構成とされている。
【００４１】
　Ｘ線透視撮影の場合、Ｘ線透視画像の取得が連続して行なわれるため、図５に示すよう
に、Ｘ線画像取得部３により時間的に前後して連続取得される３枚のＸ線透視画像のＸ線
画像用データについての各データ処理が、各画像用データ処理部３Ａ～３Ｃで同時平行的
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に進められ、１番目の画像の取得・表示，２番目の画像の取得・表示，・・・・とＸ線透
視画像の取得表示が繰り返し行なわれる。なお、図５に示すように、１番目の画像のデー
タ処理の後、２番目の画像のデータ処理を行なう前に１’番目の画像のデータ処理が行な
われる。ただし、１’番目の画像は、１番目の画像の時とＸ線画像用データが同一なので
、１番目の画像と同一画像となり、また、１番目の画像が表示された次の画像表示周期で
は２番目の画像を表示するので、１’番目の画像は、Ｘ線画像メモリ３ｃの受け付け拒否
（イネーブル）や２番目の画像の上書き処理等で自動的に無効となり、表示されない。つ
まり１’番目の画像および２’番目の画像や３’番目の画像の場合のデータ処理は、いわ
ゆる空処理となる。
【００４２】
　また、１枚のＸ線透視画像のＸ線画像用データについてみると、１枚のＸ線透視画像の
Ｘ線画像用データは、画像用データ処理部３Ａ～３Ｃの間をＸ線照射周期の１周期分の時
間ｔａの半分の時間（ｔａ／２）毎に受け渡されながらＸ線透視画像に仕上げられること
になる。したがって、Ｘ線画像取得部３が１枚のＸ線透視画像を仕上げるのに要する時間
ＴＭは、〔画像用データ処理部の個数〕×〔画像用データ処理部のデータ処理周期の１周
期分の時間〕である。実施例の装置では、画像用データ処理部の個数は３個であり、Ｘ線
画像取得部３の画像用データ処理部３Ａ～３Ｃは、データ処理周期がＸ線照射周期の２分
の１であるので、１枚のＸ線透視画像を仕上げるのに要する時間ＴＭは、３×〔（Ｘ線照
射周期の１周期分の時間ｔａ）÷２〕＝１．５ｔａとなる。３３ｍｓ（３０枚／１）秒の
画像表示周期の場合、時間ＴＭは従来の１００ｍｓから５０ｍｓとなる。
【００４３】
　一方、従来の装置の場合も、Ｘ線画像取得部が１枚のＸ線透視画像を仕上げるのに要す
る時間ｔｍは〔画像用データ処理部の個数〕×〔画像用データ処理部のデータ処理周期の
１周期分の時間〕なのであるが、従来の画像用データ処理部の処理周期はＸ線照射周期と
同じである。したがって、１枚のＸ線透視画像を仕上げるのに要する時間ｔｍは、〔画像
用データ処理部の個数〕×〔Ｘ線照射周期の１周期分の時間〕となる。画像用データ処理
部の個数を実施例と同じ３個とすると、従来の装置では、１枚のＸ線透視画像を仕上げる
のに要する時間ｔｍは、３×（Ｘ線照射周期の１周期分の時間ｔａ）＝３ｔａと実施例の
層の倍の時間となる。
【００４４】
　その結果、実施例の装置の場合、画像表示モニタ４の画像表示周期とＸ線管１のＸ線照
射周期が同じであり、また上述したように、Ｘ線画像取得部３で１枚のＸ線透視画像を仕
上げるのに要する時間ＴＭが、従来よりＸ線照射周期の１．５周期分の時間だけ短くなる
ので、画像表示モニタ４はＸ線画像取得部３で取得されるＸ線透視画像を従来よりも１周
期早いタイミングで表示できる結果、被検体Ｍの撮影部位で起こった変化を直ちにＸ線透
視画像に出現させられる（つまり、Ｘ線透視画像の応答速度をアップさせることができる
）。
【００４５】
　また、ＦＰＤ２は、検出応答性がイメージインテンシファイアほど高くはないのである
が、Ｘ線画像取得部３で１枚のＸ線透視画像を仕上げるのに要する時間が短くなることで
ＦＰＤ２の検出応答性が補われることにもなる。
【００４６】
　加えて、実施例の装置の場合、ＦＰＤ２の画像用データ保持部２Ｄが保持している画像
１枚分のＸ線画像用データがＸ線画像取得部３からの要求にしたがって出力される構成で
あるので、Ｘ線画像取得部３は新たなＸ線画像用データの処理が可能になれば、直ちにＦ
ＰＤ２からＸ線画像用データを取り込んで処理を開始することができるので、画像表示周
期やＸ線照射周期に束縛されることなく、速やかにＸ線透視画像を取得できる結果、被検
体Ｍの撮影部位で起こる変化を更に早くＸ線透視画像に出現させることができる。
【００４７】
　なお、操作部６はＸ線撮影の撮影条件の設定や、Ｘ線撮影の実行に必要な指令・データ
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の入力を行なう入力機器である。また、主制御部７は、コンピュータ（ＣＰＵ）と動作プ
ログラムを中心に構成されていて、操作部６等による各種の指令入力、あるいは、Ｘ線撮
影の進行状況などに応じて適当な命令信号やデータを必要な処へ適時に送出し、装置全体
を常に適切に動作させる統括制御機能を果たす。
【００４８】
　また更に、実施例のＸ線透視撮影装置のように、Ｘ線画像取得部３が１枚のＸ線透視画
像を仕上げるのに要する時間ＴＭを短縮できる場合、Ｘ線透視画像の画質向上を図ること
もできる。例えば、Ｘ線透視画像の中でも、通常透視（３０枚／秒）から倍速透視（６０
枚／秒）にした場合、取得されたＸ線透視画像を表示する迄の待ち時間を利用して、一つ
前に取得されたＸ線透視画像をもう一回、画像表示モニタ４の画面に表示することにより
、単位時間当たりの情報表示密度が倍となり、時間軸方向でみたＸ線透視画像の分解能を
あげて画質を向上させることができる。
【００４９】
　この発明は、上記の実施例に限られるものではなく、以下のように変形実施することも
可能である。
【００５０】
　（１）実施例の装置では、Ｘ線画像取得部３の各画像用データ処理部３Ａ～３Ｃのデー
タ処理周期がＸ線照射周期の２分の１であったが、各画像用データ処理部３Ａ～３Ｃはデ
ータ処理周期はＸ線照射周期の２分の１に限らず、例えば、Ｘ線照射周期の３分の１、あ
るいは、Ｘ線照射周期の４分の１などであってもよい。
【００５１】
　（２）実施例の装置の場合、Ｘ線画像取得部３はパイプライン方式でＸ線画像用データ
のデータ処理を行なう３個の画像用データ処理部３Ａ～３Ｃを有していたが、Ｘ線画像取
得部３が有する画像用データ処理部の個数は３個に限らず、２個あるいは４個以上であっ
てもよい。
【００５２】
　（３）実施例の装置の場合、ＦＰＤ２が直接変換タイプのＦＰＤであったが、ＦＰＤ２
は間接変換タイプのものを用いるようにしてもよい。また、透過Ｘ線像検出用の２次元検
出器は、ＦＰＤに限らず、ＦＰＤ以外の２次元Ｘ線検出器であってもよい。
【００５３】
　（４）実施例の装置は、医用の装置であったが、この発明の装置は、医用に限らず、例
えば工業用や原子力用の装置などにも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】実施例のＸ線透視撮影装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】実施例の装置における画像表示周期およびＸ線照射周期を示すグラフである。
【図３】実施例の装置が装備するＦＰＤのＸ線検出素子の配置状況を平面図である。
【図４】実施例の装置が装備するＦＰＤの構成を示すブロック図である。
【図５】実施例の装置におけるＸ線画像取得部の画像用データ処理部のデータ処理周期を
Ｘ線照射周期および画像表示周期と対応付けて示すグラフである。
【図６】従来のＸ線透視撮影装置の概略構成を示すブロック図である。
【図７】実施例の装置におけるＸ線画像取得部の画像用データ処理部のデータ処理周期を
示すグラフである。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　　　　　　…　Ｘ線管
　２　　　　　　　…　ＦＰＤ（２次元Ｘ線検出器）
　２Ｄ　　　　　　…　画像用データ保持部
　３　　　　　　　…　Ｘ線画像取得部
　３Ａ～３Ｃ　　　…　画像用データ処理部
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　４　　　　　　　…　画像表示モニタ
　Ｍ　　　　　　　…　被検体
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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【図６】 【図７】
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