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(57)【要約】
【課題】　簡単な操作でＸ線照射条件の入力操作が可能
なＸ線画像診断装置及びその操作卓を提供する。
【解決手段】　被検体Ｐの透視及び撮影条件を含むＸ線
照射条件の入力操作が可能な操作部８の照射条件操作部
８１と、照射条件操作部８１からの入力操作による情報
に基づいて、被検体Ｐに透視及び撮影用のＸ線を照射す
るＸ線発生部１と、Ｘ線発生部１から照射されたＸ線を
検出してＸ線投影データを生成するＸ線検出部２と、Ｘ
線検出部２により生成されたＸ線投影データに基づいて
、透視画像データ及び撮影画像データを生成する画像デ
ータ生成部６１とを備え、照射条件操作部８１は、透視
条件の入力操作、撮影条件の入力操作、及び透視及び撮
影条件の内の一方の条件の入力操作から他方の条件の入
力操作への切換え操作が可能な管電圧入力デバイス８２
ａ，８２ｂ，８２ｃを有する。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の透視及び撮影を行うための透視及び撮影条件を含むＸ線照射条件の入力操作が
可能な操作手段と、
前記操作手段からの入力操作による情報に基づいて、前記被検体にＸ線を照射するＸ線発
生手段と、
前記Ｘ線発生手段から照射されたＸ線を検出してＸ線投影データを生成するＸ線検出手段
と、
前記Ｘ線検出手段により生成されたＸ線投影データに基づいて、透視画像データ及び撮影
画像データを生成する画像データ生成手段とを備え、
前記操作手段は、前記透視条件の入力操作、前記撮影条件の入力操作、及び前記透視及び
撮影条件の内の一方の条件の入力操作から他方の条件の入力操作への切換え操作が可能な
入力デバイスと、
前記透視及び撮影条件の入力操作による情報を表示する表示手段と、
前記一方の条件の入力操作が可能であることを識別するための前記表示手段の近傍に配置
された表示識別手段と、
前記一方の条件の入力操作が可能であることを識別するための前記入力デバイス近傍に配
置された入力識別手段とを
有することを特徴とするＸ線画像診断装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記透視条件の入力操作による情報を表示する第１表示手段、及び前
記撮影条件の入力操作による情報を表示する第２表示手段を有し、
前記表示識別手段は、前記透視条件の入力操作が可能であることを識別するための第１表
示識別手段、及び前記撮影条件の入力操作が可能であることを識別するための第２表示識
別手段を有し、
前記透視条件の入力操作が可能であるときに、前記第１表示識別手段及び前記入力識別手
段を第１の色で識別表示し、
前記撮影条件の入力操作が可能であるときに、前記第２表示識別手段及び前記入力識別手
段を第２の色で識別表示するようにしたことを特徴とする請求項１に記載のＸ線画像診断
装置。
【請求項３】
　前記入力デバイスは、プッシュ操作及び回転操作が可能なダイアルであって、
前記切換え操作は、前記ダイアルのプッシュ操作であり、
前記透視及び撮影条件の入力操作は、前記ダイアルの回転操作であることを特徴とする請
求項１に記載のＸ線画像診断装置。
【請求項４】
　前記Ｘ線発生手段は、Ｘ線を発生するＸ線管を有し、
前記入力デバイスは、前記Ｘ線管の管電圧を設定するための入力操作が可能な第１の入力
デバイス、前記Ｘ線管の管電流を設定するための入力操作が可能な第２の入力デバイス、
及び前記Ｘ線管のＸ線照射時間を設定する入力操作が可能な第３の入力デバイスからなる
ことを特徴とする請求項１に記載のＸ線画像診断装置。
【請求項５】
　被検体の透視及び撮影を行うための透視及び撮影条件を含むＸ線照射条件の入力操作が
可能なＸ線画像診断装置の操作卓であって、
前記操作手段は、前記透視条件の入力操作、前記撮影条件の入力操作、及び前記透視及び
撮影条件の内の一方の条件の入力操作から他方の条件の入力操作への切換え操作が可能な
入力デバイスと、
前記透視及び撮影条件の入力操作による情報を表示する表示手段と、
前記一方の条件の入力操作が可能であることを識別するための前記表示手段の近傍に配置
された表示識別手段と、
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前記一方の条件の入力操作が可能であることを識別するための前記入力デバイス近傍に配
置された入力識別手段とを
有することを特徴とするＸ線画像診断装置の操作卓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線画像診断装置及びその操作卓に係り、特にＸ線照射条件の入力操作を行
うＸ線画像診断装置及びその操作卓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線画像診断装置は、Ｘ線発生部のＸ線管が発生したＸ線を被検体に照射し、被検体を
透過したＸ線をＸ線検出部で検出して得られるＸ線投影データに基づいて、被検体の画像
データを生成する装置である。
【０００３】
　Ｘ線画像診断装置では、被検体の検査において少ない被爆量で診断に必要な画質の画像
データが得られるように、診断目的、診断部位、体格等に応じて、操作部から透視用のＸ
線や撮影用の透視よりも高いエネルギーであるＸ線の照射条件を設定する。このＸ線照射
条件としては、Ｘ線管から発するＸ線量などを制御する管電圧及び管電流や、Ｘ線照射時
間等がある。
【０００４】
　そして、被検体が載置された天板、Ｘ線発生部、及びＸ線検出部を所望の位置に設定し
た後、透視用のＸ線を被検体に照射し、生成された透視画像データを表示部に表示する。
この表示部に表示された透視画像データを観察し、被検体の診断部位を特定してから撮影
を行う。そして、撮影によって得られた撮影画像データを用いて被検体の診断や治療を行
う。
【０００５】
　ところで、検査に際し、被検体の氏名やＩＤ等の被検体情報、Ｘ線照射条件の以外にも
様々な検査情報の設定を行う必要がある。そして、検査情報の中でも重要であるＸ線照射
条件については、設定した管電圧及び管電流の値を素早く正確に確認できるようにグラフ
ィック画像で表示する方法が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平６－４７０３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、Ｘ線照射条件を設定するための入力操作を行う場合、透視及び撮影条件
の一方の条件を入力デバイスで操作した後に、切換えスイッチを操作してから他方の条件
の入力操作を行う必要があるため、操作が煩雑で手間がかかると共に入力操作ミスを犯さ
ないように細心の注意が必要である。
【０００７】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、簡単な操作でＸ線照射条件の
入力操作が可能なＸ線画像診断装置及びその操作卓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】
　上記問題を解決するために、請求項１に係る本発明のＸ線画像診断装置は、被検体の透
視及び撮影を行うための透視及び撮影条件を含むＸ線照射条件の入力操作が可能な操作手
段と、前記操作手段からの入力操作による情報に基づいて、前記被検体にＸ線を照射する
Ｘ線発生手段と、前記Ｘ線発生手段から照射されたＸ線を検出してＸ線投影データを生成
するＸ線検出手段と、前記Ｘ線検出手段により生成されたＸ線投影データに基づいて、透
視画像データ及び撮影画像データを生成する画像データ生成手段とを備え、前記操作手段
は、前記透視条件の入力操作、前記撮影条件の入力操作、及び前記透視及び撮影条件の内
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の一方の条件の入力操作から他方の条件の入力操作への切換え操作が可能な入力デバイス
と、前記透視及び撮影条件の入力操作による情報を表示する表示手段と、前記一方の条件
の入力操作が可能であることを識別するための前記表示手段の近傍に配置された表示識別
手段と、前記一方の条件の入力操作が可能であることを識別するための前記入力デバイス
近傍に配置された入力識別手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項５に係る本発明のＸ線画像診断装置の操作卓は、被検体の透視及び撮影を
行うための透視及び撮影条件を含むＸ線照射条件の入力操作が可能なＸ線画像診断装置の
操作卓であって、前記操作手段は、前記透視条件の入力操作、前記撮影条件の入力操作、
及び前記透視及び撮影条件の内の一方の条件の入力操作から他方の条件の入力操作への切
換え操作が可能な入力デバイスと、前記透視及び撮影条件の入力操作による情報を表示す
る表示手段と、前記一方の条件の入力操作が可能であることを識別するための前記表示手
段の近傍に配置された表示識別手段と、前記一方の条件の入力操作が可能であることを識
別するための前記入力デバイス近傍に配置された入力識別手段とを有することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、透視及び撮影条件の内の一方の条件の入力操作が可能な入力デバイス
を切換え操作することにより、他方の条件の入力操作も行うことができる。また、入力操
作が可能である条件の入力値及び入力デバイスを識別することができる。これにより、検
査の操作に要する時間を短縮すると共に誤操作を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施例を説明する。
【実施例】
【００１２】
　以下、本発明のＸ線画像診断装置の実施例を図１乃至図６を参照して説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施例に係るＸ線画像診断装置の構成を示したブロック図である。こ
のＸ線画像診断装置１０は、被検体ＰにＸ線を照射するＸ線発生部１と、被検体Ｐを透過
したＸ線を検出してＸ線投影データを生成するＸ線検出部２と、Ｘ線発生部１とＸ線検出
部２を支持するＣアーム５と、被検体Ｐが載置される天板１５と、Ｘ線発生部１における
Ｘ線照射に必要な高電圧等を発生する高電圧発生部４とを備えている。
【００１４】
　また、Ｘ線画像診断装置１０は、Ｃアーム５及び天板１５の移動を行う機構部３と、Ｘ
線検出部２において生成されたＸ線投影データに基づいて、透視画像データ、撮影画像デ
ータ等の画像データの生成及び保存を行なう画像データ処理部６と、画像データ処理部６
で生成及び保存された画像データを表示する表示部７とを備えている。
【００１５】
　更に、Ｘ線画像診断装置１０は、被検体Ｐの被検体ＩＤや氏名等の被検体情報、Ｃアー
ム５の透視及び撮影における角度の設定、天板１５の上下方向／長手方向／幅方向におけ
る天板位置の設定、表示に関する諸条件の選択や入力、及び種々のコマンドの入力等を行
う操作部８と、Ｘ線画像診断装置１０の各ユニットを統括して制御するシステム制御部９
とを備えている。
【００１６】
　Ｘ線発生部１は、陰極（フィラメント）から放出された電子を高電圧により加速し、陽
極に衝突させてＸ線を発生する真空管であるＸ線管１１と、Ｘ線管１１と被検体Ｐの間に
位置し、Ｘ線管１１から発して被検体Ｐに照射するＸ線の照射範囲を制限するＸ線絞り器
１２とを備えている。
【００１７】
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　Ｘ線検出部２は、被検体Ｐを透過したＸ線を検出して光に変換するイメージインテンシ
ファイア２１と、イメージインテンシファイア２１からの光を撮影して電気信号であるＸ
線投影データを生成するテレビカメラ２２とを備え、テレビカメラ２２からの電気信号を
デジタル信号に変換した後、画像データ処理部６へ出力する。なお、被検体Ｐを透過した
Ｘ線を検出して電荷に変換する平面検出器を用いるようにしてもよい。
【００１８】
　そして、イメージインテンシファイア２１は、Ｘ線発生部１のＸ線管１１に対して位置
を前後に移動可能な移動機構を備え、Ｘ線管１１とイメージインテンシファイア２１間の
距離（ＳＩＤ）を調整できるようになっている。また、イメージインテンシファイア２１
は、被検体Ｐを透過したＸ線を入射する図示しないＸ線受像面を有し、電極電圧を制御し
て、Ｘ線受像面におけるＸ線の入力視野サイズ（ＦＯＶ）を調整できるようになっている
。
【００１９】
　機構部３は、被検体Ｐが載置された天板１５を長手方向、幅方向、及び上下方向への移
動を行う天板移動機構３１と、Ｘ線発生部１及びＸ線検出部２を支持するＣアーム５を被
検体Ｐの周囲に回動するＣアーム回動・移動機構３２と、天板移動機構３１及びＣアーム
回動・移動機構３２を制御するＣアーム・天板機構制御部３３とを備えている。
【００２０】
　Ｃアーム・天板機構制御部３３は、天板移動機構３１を制御して、天板１５を移動させ
て所望の位置に設定する。また、Ｃアーム回動・移動機構３２を制御してＣアーム５を回
動させてＸ線発生部１及びＸ線検出部２を所望の角度に設定する。更に、システム制御部
９からの制御信号に基づいて被検体Ｐの診断対象部位に対して最適なＳＩＤを設定する。
【００２１】
　次に、図２は、Ｃアーム回動・移動機構３２によって駆動されるＸ線発生部１及びＸ線
検出部２の移動方向を説明するための図である。
【００２２】
　Ｘ線発生部１及びＸ線検出部２と、これらを移動させるためのＣアーム５及びＣアーム
回動・移動機構３２の概略構成を示した図２では、床或いは天井に設置した支柱３５に対
して、Ｃアーム回動・移動機構３２が被検体Ｐの体軸方向を回動軸としてＲ１方向に回動
自在に支持されている。
【００２３】
　また、Ｃアーム回動・移動機構３２に対してＣアーム５がＲ２方向にスライド可能に取
り付けられており、このＣアーム５の両端部近傍にＸ線発生部１とＸ線検出部２が設けら
れている。
【００２４】
　そして、Ｘ線発生部１とＸ線検出部２は、Ｃアーム５のＲ２方向への回動により、例え
ば被検体Ｐの患部（例えば心臓）をＸ線ビームの回転中心（アイソセンタ）Ｃ０として頭
部方向（ＣＲＡ）及び足部方向（ＣＡＵ）に回動を行う。
【００２５】
　また、上記Ｘ線発生部１とＸ線検出部２は、Ｃアーム５のＲ１方向の回動により、例え
ば被検体Ｐの患部をアイソセンタとして、第１斜位方向（ＲＡＯ）及び第２斜位方向（Ｌ
ＡＯ）に対して回動する。
【００２６】
　即ち、Ｘ線発生部１とＸ線検出部２は、Ｃアーム５のＲ１及びＲ２方向への回動に伴っ
てＲＡＯ，ＬＡＯ，ＣＲＡ，ＣＡＵなどの方向へ回動を行い、この回動により被検体Ｐの
任意の角度からのＸ線透視及び撮影を可能としている。そして、操作部８からの角度設定
操作により、任意の方向へ回動して角度を設定できるようになっている。
【００２７】
　次に、図１に示した高電圧発生部４は、Ｘ線発生部１のＸ線管１１の陰極から発生する
熱電子を加速するために陽極と陰極の間に印加する高電圧や、陰極のフィラメントを加熱
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する加熱電圧を供給する高電圧発生器４１と、高電圧発生器４１を制御するＸ線制御器４
２とを備えている。
【００２８】
　高電圧発生器４１は、Ｘ線制御器４２からの制御信号に基づいてＸ線管１１に透視用の
Ｘ線及び撮影用の透視よりも高エネルギーのＸ線を発生させるための高電圧や加熱電圧を
供給する。
【００２９】
　Ｘ線制御器４２は、システム制御部９から供給される透視及び撮影条件の管電圧、管電
流、及びＸ線照射時間を含むＸ線照射条件の情報に基づいて、高電圧発生器４１を制御す
る。そして、高電圧発生器４１の供給電圧及び加熱電圧を制御することにより、Ｘ線管１
１を透視及び撮影条件の前記管電圧及び管電流に設定すると共に、Ｘ線管１１に前記Ｘ線
照射時間に対応する時間照射させる。
【００３０】
　画像データ処理部６は、Ｘ線検出部２よりライン単位で出力されるＸ線投影データに基
づいて、透視及び撮影画像データを生成すると共にその画像データに被検体情報、検査時
刻、Ｘ線照射条件、透視及び撮影角度、天板位置、ＳＩＤ、ＦＯＶ等の検査情報を付帯す
る画像データ生成部６１と、画像データ生成部６１において生成された画像データを保存
する画像データ記憶部６２とを備えている。
【００３１】
　表示部７は、画像データ処理部６において生成された透視及び撮影画像データなどを、
その付帯情報である数字及び各種文字などを合成して表示用データを生成する図示しない
表示用データ生成回路と、上記画像データや付帯情報データに対してＤ／Ａ変換とＴＶフ
ォーマット変換を行なって映像信号を生成する図示しない変換回路と、この映像信号を表
示する液晶パネル或いはＣＲＴのモニタとを備えている。
【００３２】
　操作部８は、様々なボタン等の入力デバイスを有する操作卓８０や、更にはキーボード
、マウスなどの入力デバイスや表示パネル等を備えたインターラクティブなインターフェ
ースである。そして、検査情報等の入力、表示に関する諸条件の選択や入力、各種コマン
ド等の入力を行う。
【００３３】
　システム制御部９は、図示しないＣＰＵと記憶回路を備え、操作部８から供給されるコ
マンド信号、Ｘ線照射条件等の検査情報を一旦記憶した後、これらの情報に基づいたＸ線
投影データの生成、透視及び撮影画像データの生成と表示、あるいは移動機構に関する制
御などシステム全体の制御を行なう。
【００３４】
　次に、図１乃至図５を参照して操作部８の操作卓８０の構成を説明する。図３は、操作
卓８０の構成を示した図である。図４及び図５は、操作卓８０の一部の構成の詳細を示し
た図である。
【００３５】
　図３は、操作部８の操作卓８０の構成を示した図である。操作卓８０は、Ｘ線画像診断
装置１０の電源のＯＮ及びＯＦＦ操作を行う電源操作部８ａ、天板１５の移動操作を行う
天板操作部８ｂ、Ｃアーム５の回動操作を行うアーム操作部８ｃ、透視及び撮影画像デー
タの生成操作を行う画像操作部８ｄ、Ｘ線照射条件の入力操作を行う照射条件操作部８１
等を備えている。
【００３６】
　電源操作部８ａは、Ｘ線画像診断装置１０の電源をＯＮする電源ＯＮボタン８ａａ、及
び電源をＯＦＦする電源ＯＦＦボタン８ａｂを備えている。  
　天板操作部８ｂは、天板１５を上下移動する上下移動スイッチ８ｂａ、及び天板１５を
長手方向及び幅方向に水平移動するジョイスティック８ｂｂを備えている。  
　アーム操作部８ｃは、Ｃアーム５をＲ１及びＲ２方向に回動するスイッチを備えている
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。  
　画像操作部８ｄは、照射条件操作部８１で入力した透視条件に基づいて被検体Ｐの透視
画像データを生成する透視ＯＮボタン８ｄａと、透視画像データの生成を停止する透視Ｏ
ＦＦボタン８ｄｂと、天板操作部８ｂのジョイスティック８ｂｂの先端部に配置され、照
射条件操作部８１で設定入力した撮影条件に基づいて被検体Ｐの撮影画像データの生成を
行う撮影ボタン８ｄｃとを備えている。
【００３７】
　図４は、操作卓８０の照射条件操作部８１の構成を示した図である。  
　照射条件操作部８１は、Ｘ線照射条件を入力する透視／撮影条件入力操作部８２と、透
視／撮影条件入力操作部８２から設定入力されたＸ線照射条件の透視条件の値を表示する
第１表示部８３と、透視／撮影条件入力操作部８２から設定入力された撮影条件の値を表
示する第２表示部８４とを備えている。
【００３８】
　また、透視及び撮影条件の内の一方の条件の入力操作が可能であることを識別するため
の入力識別部８５と、透視条件の入力操作が可能であることを識別するための第１表示識
別部８６と、撮影条件の入力操作が可能であることを識別するための第２表示識別部８７
とを備えている。
【００３９】
　透視／撮影条件入力操作部８２は、Ｘ線照射条件の透視及び撮影条件の管電圧を設定入
力するための管電圧入力デバイス８２ａと、管電流を設定入力するための管電流入力デバ
イス８２ｂと、Ｘ線の照射時間を設定入力するための時間入力デバイス８２ｃとを備えて
いる。
【００４０】
　管電圧入力デバイス８２ａは、例えばプッシュ可能なダイアルであり、透視条件の入力
操作、撮影条件の入力操作、及び透視及び撮影条件の内の一方の条件の入力操作から他方
の条件の入力操作への切換え操作が可能になっている。即ち、管電圧入力デバイス８２ａ
を例えば時計回り及び反時計回りに回転する操作により、一方の条件の管電圧を設定入力
する。また、管電圧入力デバイス８２ａの例えばワンプッシュによる切換え操作の後に、
時計回り及び反時計回りに回転する操作により、他方の条件の管電圧を設定入力する。
【００４１】
　管電流入力デバイス８２ｂは、管電圧入力デバイス８２ａと同様の操作により、透視及
び撮影条件の管電流を設定入力する。
【００４２】
　時間入力デバイス８２ｃは、管電圧入力デバイス８２ａと同様の操作により、透視及び
撮影条件のＸ線照射時間を設定入力する。なお、透視条件における照射時間の入力では、
フレームレートを設定入力する例えば所定範囲の回転操作により、間欠的に透視用のＸ線
を照射する間欠照射時間を設定入力する。また、所定位置への回転操作により、連続的に
透視用のＸ線を照射する連続照射時間を設定入力する。
【００４３】
　なお、操作部８の照射条件操作部８１以外の操作後に、照射条件操作部８１による入力
操作を行う場合、各入力デバイス８２ａ又は８２ｂ又は８２ｃのいずれかの入力デバイス
の切換え操作により、各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃによる透視条件の入力操作
が可能なように予め設定されている。
【００４４】
　第１表示部８３は、透視／撮影条件入力操作部８２の管電圧入力デバイス８２ａから設
定入力された透視条件の管電圧の値をデジタル表示する表示エリア８３ａと、管電流入力
デバイス８２ｂから設定入力された透視条件の管電流の値をデジタル表示する表示エリア
８３ｂと、時間入力デバイス８２ｃから設定入力された透視条件の照射時間の値をデジタ
ル表示する表示エリア８３ｃとを備えている。
【００４５】
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　第２表示部８４は、透視／撮影条件入力操作部８２の管電圧入力デバイス８２ａから設
定入力された撮影条件の管電圧の値をデジタル表示する表示エリア８４ａと、管電流入力
デバイス８２ｂから設定入力された撮影条件の管電流の値をデジタル表示する表示エリア
８４ｂと、時間入力デバイス８２ｃから設定入力された撮影条件の照射時間の値をデジタ
ル表示する表示エリア８４ｃとを備えている。
【００４６】
　入力識別部８５は、透視／撮影条件入力操作部８２の各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，
８２ｃ近傍の例えば外周部に配置され、各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃによる入
力操作が可能である場合に点灯している。また、操作部８の照射条件操作部８１以外の操
作が行われている場合や、Ｘ線画像診断装置１０による透視及び撮影が行われている場合
には消灯している。
【００４７】
　そして、透視条件の入力操作が可能なときには、図５（ａ）の斜線で示したように、例
えば青色などの第１の色に点灯して識別表示する。また、撮影条件の入力操作が可能なと
きには、図５（ｂ）の斜線で示したように、例えば紫色などの第２の色に点灯して識別表
示する。
【００４８】
　第１表示識別部８６は、第１表示部８３の近傍の例えば外周部に配置され、各入力デバ
イス８２ａ又は８２ｂ又は８２ｃのいずれかの入力デバイスの切換え操作により、透視条
件の入力操作が可能なときには、図５（ａ）の斜線で示したように第１の色に点灯して識
別表示し、図５（ｂ）に示したように撮影条件の入力操作が可能なときには消灯している
。また、操作部８の照射条件操作部８１以外の操作が行われているときや、Ｘ線画像診断
装置１０による透視や撮影が行われているときには消灯している。
【００４９】
　第２表示識別部８７は、第２表示部８４の近傍の例えば外周部に配置され、各入力デバ
イス８２ａ又は８２ｂ又は８２ｃのいずれかの入力デバイスの切換え操作により、撮影条
件の入力操作が可能なときには、図５（ｂ）の斜線で示したように第２の色に点灯して識
別表示し、図５（ａ）に示したように透視条件の入力操作が可能なときには消灯している
。また、操作部８の照射条件操作部８１以外の操作が行われているときや、Ｘ線画像診断
装置１０による透視や撮影が行われているときには消灯している。
【００５０】
　このように、各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃによる透視条件の入力操作、撮影
条件の入力操作、及び透視及び撮影条件の内の一方の条件の入力操作から他方の条件の入
力操作への切換え操作を行うことができる。
【００５１】
　また、管電圧入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃによる透視条件の入力操作が可能な
ときに、入力識別部８５及び第１表示識別部８６を第１の色で識別表示することができる
。更に、撮影条件の入力操作が可能なときに、入力識別部８５及び第２表示識別部８７を
第２の色で識別表示することができる。
【００５２】
　以下、図１乃至図６を参照して、Ｘ線画像診断装置１０の動作の一例を説明する。  
　図６は、Ｘ線画像診断装置１０の動作を示したフローチャートである。まず、Ｘ線画像
診断装置１０の操作者は、操作部８における電源操作部８ａの電源ＯＮボタン８ａａを押
す。そして、被検体Ｐの検査を行うために操作部８から被検体Ｐの被検体情報の入力操作
が行われると、Ｘ線画像診断装置１０は検査を開始する（ステップＳ１）。
【００５３】
　更に、Ｘ線照射条件を含む被検体Ｐの検査情報を設定するために、操作部８から入力操
作を行う。
【００５４】
　そして、操作部８の照射条件操作部８１における透視／撮影条件入力操作部８２の各入
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力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃを切換える操作が行われると、入力識別部８５及び第
１表示識別部８６は、第１の色に点灯して識別表示する（ステップＳ２）。
【００５５】
　次いで、各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃによる透視条件の管電圧、管電流、及
び照射時間を設定する入力操作が行われると、透視条件の設定入力した各値を、システム
制御部９の記憶回路に保存すると共に照射条件操作部８１の第１表示部８３の各表示エリ
ア８３ａ，８３ｂ，８３ｃに表示する（ステップＳ３）。
【００５６】
　透視条件の設定入力後、各入力デバイス８２ａ又は８２ｂ又は８２ｃのいずれかの入力
デバイスを切換える操作が行われると、入力識別部８５及び第２表示識別部８７は、第２
の色に点灯して識別表示する（ステップＳ４）。
【００５７】
　次いで、各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃによる撮影条件の管電圧、管電流、及
び照射時間を設定する入力操作が行われると、撮影条件の設定入力した各値を、システム
制御部９の記憶回路に保存すると共に第２表示部８４の各表示エリア８４ａ，８４ｂ，８
４ｃに表示する（ステップＳ５）。
【００５８】
　撮影条件の設定入力後、操作部８から被検体情報及びＸ線照射条件以外の検査情報を入
力する操作が行われると、入力識別部８５、及び第１及び第２表示識別部８６，８７は消
灯する（ステップＳ６）。
【００５９】
　Ｘ線照射条件の入力操作後、天板１５上に被検体Ｐを載置し、操作部８の天板操作部８
ｂにおける上下移動スイッチ８ｂａ、水平移動ジョイスティック８ｂｂ、及びアーム操作
部８ｃの操作が行われると、機構部３のＣアーム天板・機構制御部３３は、天板移動機構
３１及びＣアーム回動・移動機構３２を制御して天板１５、及びＸ線発生部１とＸ線検出
部２を、被検体Ｐの診断対象部位近傍に設定する。
【００６０】
　検査情報の設定入力後、操作部８の画像操作部８ｄにおける透視ＯＮボタン８ｄａを押
す操作が行われると、システム制御部９は、高電圧発生部４、Ｘ線発生部１、Ｘ線検出部
２、及び画像データ処理部６に透視を指示する。そして、高電圧発生部４のＸ線制御器４
２は、システム制御部９から供給されるＸ線照射条件に含まれる透視条件に基づいて、高
電圧発生器４１を制御する。高電圧発生器４１は、Ｘ線制御器４２の制御信号に基づいて
高電圧及び加熱電圧をＸ線発生部１に供給する。
【００６１】
　Ｘ線発生部１のＸ線管１１は、高電圧発生器４１から供給される高電圧及び加熱電圧に
より透視用のＸ線を発生して、被検体Ｐに照射する。Ｘ線検出部２は、Ｘ線発生部１から
照射されたＸ線を検出してＸ線投影データを生成し、生成したＸ線投影データを画像デー
タ処理部６に出力する。画像データ処理部６の画像データ生成部６１は、Ｘ線検出部２か
ら出力されたＸ線投影データに基づいて、透視画像データを生成して表示部７に表示する
（ステップＳ７）。
【００６２】
　操作者は、表示部７に表示された被検体Ｐの透視画像データを観察しながら、被検体Ｐ
の診断対象部位に対する天板１５、及びＸ線発生部１とＸ線検出部２の位置を調整するた
めの操作を操作部８から行う。
【００６３】
　そして、天板１５、及びＸ線発生部１とＸ線検出部２の最適な撮影位置が設定された時
点で、操作部８の画像操作部８ｄにおける撮影ボタン８ｄｃを押す操作が行われると、シ
ステム制御部９は、高電圧発生部４、Ｘ線発生部１、Ｘ線検出部２、及び画像データ処理
部６に撮影を指示する。そして、高電圧発生部４のＸ線制御器４２は、システム制御部９
から供給されるＸ線照射条件に含まれる撮影条件に基づいて、高電圧発生器４１を制御す
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る。高電圧発生器４１は、Ｘ線制御器４２の制御信号に基づいて、高電圧及び加熱電圧を
Ｘ線管１１に供給する。
【００６４】
　Ｘ線管１１は、高電圧発生器４１から供給される高電圧及び加熱電圧により撮影用のＸ
線を発生して、被検体Ｐに照射する。Ｘ線検出部２は、Ｘ線発生部１から照射されたＸ線
を検出してＸ線投影データを生成して画像データ生成部６１に出力する。画像データ生成
部６１は、Ｘ線検出部２から出力されたＸ線投影データに基づいて、撮影画像データを生
成して画像データ記憶部６２に保存する（ステップＳ８）。
【００６５】
　そして、被検体Ｐの診断又は治療に用いる撮影画像データが得られた後に、操作部８の
画像操作部８ｄの透視ＯＦＦボタン８ｄｂを押す操作が行われると、システム制御部９は
、高電圧発生部４、Ｘ線発生部１、Ｘ線検出部２、及び画像データ処理部６に動作の停止
を指示する。
【００６６】
　そして、高電圧発生部４、Ｘ線発生部１、Ｘ線検出部２、及び画像データ処理部６にお
ける動作が停止した時点で被検体Ｐの検査が終了する（ステップＳ９）。
【００６７】
　検査終了後、被検体Ｐの撮影画像データを表示部７又は外部の表示装置に表示させて医
師による診断又は治療が行われる。
【００６８】
　以上述べた本発明の実施例によれば、Ｘ線照射条件である透視及び撮影条件の一方の条
件の入力操作が可能な管電圧入力デバイス８２ａ、管電流入力デバイス８２ｂ、及び時間
入力デバイス８２ｃを用いて、各入力デバイス８２ａ又は８２ｂ又は８２ｃのいずれかの
入力デバイスを切換え操作することにより、各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃで他
方の条件の入力操作を行うことができる。
【００６９】
　また、各入力デバイス８２ａ，８２ｂ，８２ｃの近傍に入力識別部８５を配置し、第１
表示部８３近傍に第１表示識別部８６を配置することにより、各入力デバイス８２ａ，８
２ｂ，８２ｃによる透視条件の入力操作が可能なときに、入力識別部８５及び第１表示識
別部８６を第１の色で識別表示することができる。
【００７０】
　更に、第２表示部８４近傍に第２表示識別部８７を配置することにより、各入力デバイ
ス８２ａ，８２ｂ，８２ｃによる撮影条件の入力操作が可能なときに、入力識別部８５及
び第２表示識別部８７を第２の色で識別表示することができる。
【００７１】
　これにより、検査の操作に要する時間を短縮すると共に誤操作を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施例に係るＸ線画像診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施例に係るアームの動作を示す図。
【図３】本発明の実施例に係る操作部の操作卓の構成を示す図。
【図４】本発明の実施例に係る操作卓の照射条件操作部の構成の詳細を示す図。
【図５】本発明の実施例に係る照射条件照射部を第1及び第２の色で識別表示する図。
【図６】本発明の実施例に係るＸ線画像診断装置の動作を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００７３】
Ｐ　被検体
１　Ｘ線発生部
２　Ｘ線検出部
３　機構部
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５　Ｃアーム
６　画像データ処理部
７　表示部
８　操作部
９　システム制御部
１０　Ｘ線画像診断装置
３１　天板移動機構
３２　Ｃアーム回動・移動機構
３３　Ｃアーム天板・機構制御部
６１　画像データ生成部
６２　画像データ記憶部
８０　操作卓
８１　照射条件操作部
８２　透視／撮影条件入力操作部
８２ａ，８２ｂ，８２ｃ　入力デバイス
８３　第１表示部
８４　第２表示部
８５　入力識別部
８６　第１表示識別部
８７　第２表示識別部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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