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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体に放射線を照射する放射線源と、
　前記放射線源から照射されて前記被写体を透過した放射線を受光して、前記被写体の放
射線画像を検出する放射線受光面を有する放射線画像検出器と、
　前記被写体の外形を示す情報である外形情報を取得する外形情報取得手段と、
　この外形情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶している第１の被写体の外形情報、および、前記第１の被写体の後
に放射線画像を撮影する第２の被写体の外形情報から、前記放射線画像検出器上における
第１の被写体と第２の被写体との位置ズレを検出する位置ズレ検出手段と、
　前記位置ズレ検出手段によって検出された位置ズレが最小となるように、前記第２の被
写体と放射線源および放射線画像検出器との位置を相対的に移動する移動手段と、
　前記外形情報取得手段が前記第１の被写体の外形情報を取得した際の前記第１の被写体
の被写体の位置を再現して、前記第１の被写体の外形情報を表示する外形情報表示手段と
を有することを特徴とする放射線撮影装置。
【請求項２】
　前記外形情報取得手段は、前記被写体の撮影時の外形情報を取得する請求項１に記載の
放射線撮影装置。
【請求項３】
　前記外形情報表示手段は、前記第１の被写体の外形情報を反転して表示する請求項１ま
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たは２に記載の放射線撮影装置。
【請求項４】
　前記外形情報表示手段が表示装置であり、前記第１の被写体の外形情報と、これから撮
影する被写体の画像とを、１つの表示画面に表示する請求項１～３のいずれかに記載の放
射線撮影装置。
【請求項５】
　前記外形情報取得手段が固体撮像素子で、前記第１の被写体に加え、前記第２の被写体
の画像も撮影するものであり、
　前記表示装置が、前記第１の被写体の外形情報と、前記固体撮像素子が撮影した第２の
被写体の画像とを、前記表示装置に重ねて表示する請求項４に記載の放射線画像撮影装置
。
【請求項６】
　前記外形情報表示手段が、前記放射線画像検出器の被写体支持面に、前記第１の被写体
の外形情報を表示する請求項１～３のいずれかに記載の放射線撮影装置。
【請求項７】
　さらに、前記放射線受光面に接離可能で、前記放射線画像検出器の被写体支持面に被写
体を圧迫する圧迫板を有し、
　前記外形情報表示手段が、この圧迫板に、前記第１の被写体の外形情報を表示する請求
項１～３のいずれかに記載の放射線撮影装置。
【請求項８】
　前記外形情報取得手段が固体撮影素子である請求項１～４、６および７のいずれかに記
載の放射線撮影装置。
【請求項９】
　前記外形情報取得手段が、前記放射線画像検出器である請求項１～４、６および７のい
ずれかに記載の放射線撮影装置。
【請求項１０】
　前記外形情報は、前記外形情報取得手段が取得した被写体の画像情報を解析して得られ
た被写体の輪郭の情報である請求項１～９のいずれかに記載の放射線撮影装置。
【請求項１１】
　前記被写体が乳房であり、前記第１の被写体の外形情報が乳房の輪郭の情報である請求
項１０に記載の放射線撮影装置。
【請求項１２】
　第１の被写体の放射線画像を撮影すると共に、この第１の被写体の外形を示す情報であ
る外形情報を生成する第１撮影工程、
　前記第１の被写体の後に撮影する第２の被写体の外形情報を、前記第１撮影工程におけ
る外形情報の生成と同様にして生成する第２外形情報生成工程、
　前記第２の被写体の外形情報と左右反転した第１の被写体の外形情報と比較して、放射
線画像検出器上における両外形情報の位置ズレを検出する検出工程、
　前記検出工程で検出した位置ズレに応じて、両外形情報の位置ズレが最小となるように
、前記第２の被写体と放射線源および放射線画像検出器との位置を相対的に移動する移動
工程、
　前記第１の被写体の外形情報を左右反転して、反転した外形情報を、前記第１撮影工程
における前記第１の被写体の位置を再現して表示する表示工程、
　および、前記第２の被写体の放射線画像を撮影する第２撮影工程、とを有することを特
徴とする放射線撮影方法。
【請求項１３】
　前記表示工程は、前記第１の被写体の外形情報を前記第２の被写体に重ねて表示する請
求項１２に記載の放射線撮影方法。
【請求項１４】
　前記第１撮影工程において、前記第１の被写体の外形情報は、撮影位置に有る前記第１
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の被写体を固体撮影素子で撮影した画像情報から生成するものであり、
　前記表示工程は、表示装置に前記第１の被写体の外形情報を表示すると共に、前記第１
の被写体を撮影した前記固体撮影素子によって撮影した前記第２の被写体の画像も、同時
に前記表示装置に表示する請求項１２に記載の放射線撮影方法。
【請求項１５】
　前記表示工程では、前記外形情報と前記第２の被写体の画像とを、重ねて表示する請求
項１４に記載の放射線撮影方法。
【請求項１６】
　前記第１撮影工程において、前記外形情報は、前記第１の被写体の放射線画像から生成
するものであり、
　前記表示工程は、被写体の支持面に前記外形情報を表示する請求項１２または１３に記
載の放射線撮影方法。
【請求項１７】
　さらに、被写体の放射線画像の撮影に先立ち、圧迫板によって被写体を支持面に圧迫す
る圧迫工程を有し、
　前記第１撮影工程において、前記外形情報は、前記第１の被写体の放射線画像から生成
するものであり、前記表示工程は、前記圧迫板に記外形情報を表示する請求項１２または
１３に記載の放射線撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線画像撮影の技術分野に関し、特に、乳房の放射線画像の撮影において
、左右の乳房の位置を適正に合わせて撮影することができる放射線撮影装置および放射線
撮影方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乳がんの検診を行なう際には、視触診のみでの検診より、乳房専用の放射線画像撮影装
置（以下、乳房撮影装置とする）によって撮影したマンモグラフィを組み合わせた方が、
早期がんの発見率が上昇するため、乳がん検診では、視触診に加えて（あるいは変えて）
、乳房撮影装置を用いた検診が行なわれる。
【０００３】
　乳房撮影装置では、放射線画像の撮影媒体（以下、撮影媒体とする）を内包する撮影台
に、乳房を載置した状態で、圧迫板によって乳房を圧迫し、圧迫板側から乳房に放射線を
照射して、乳房を透過した放射線を撮影媒体で受光することにより、撮影媒体に乳房の放
射線画像を撮影する。
【０００４】
　ところで、放射線画像を用いた診断では、読影の際に、比較対象となる画像が有った方
が診断をし易い。そのため、マンモグラフィにおいては、左右の乳房の画像を並べて読影
／診断を行なうことが、一般的に行なわれている。
　ここで、診断を適正に行なうためには、左右の乳房が、左右対称に撮影されることが好
ましい。そのために、圧迫板で乳房を圧迫する際に、（撮影）技師が乳房の位置などを調
整（ポジショニング）するが、現在の乳房の放射線画像の撮影では、乳房の位置などは、
技師の技量に頼っているのが現状である。
【０００５】
　また、特許文献１および２等に示されるように、左右の乳房を並べて診断するために、
左右の乳房を撮影した画像データを処理して乳房を抽出し、位置合わせを行なって、１枚
の画像に合成する技術も知られている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－６１８４６号公報
【特許文献２】特開２００６－４３１８７号公報
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【特許文献３】特開２００６－５５４１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、これらの技術は、いずれも撮影した乳房の放射線画像を処理して、マン
モグラフィの上で左右の乳房の位置合わせを行なうもので、撮影時に、左右の乳房の位置
などを適正するものではない。
　また、画像処理によって左右の乳房を並べた場合であっても、やはり、撮影時における
左右の乳房の位置が適正で有る方が、適正かつ迅速な読影／診断が可能である。
【０００８】
　本発明の目的は、前記従来技術の問題点を解決することにあり、マンモグラフィのよう
に、対を成す２つの画像を比較して観察する放射線画像において、容易に、後に撮影を行
なう被写体の位置を適正に位置合わせすることができ、すなわち、対を成す２つの被写体
の位置合わせを適正に行なって撮影を行なうことができ、例えば、乳房の放射線画像の撮
影に利用することにより、左右の乳房の位置を適正に合わせて撮影を行なうことができる
放射線撮影装置および放射線撮影方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明の放射線撮影装置は、被写体に放射線を照射する放
射線源と、前記放射線源から照射されて前記被写体を透過した放射線を受光して、前記被
写体の放射線画像を検出する放射線受光面を有する放射線画像検出器と、前記被写体の外
形を示す情報である外形情報を取得する外形情報取得手段と、前記外形情報取得手段が前
記外形情報を取得した際の被写体の位置を再現して、前記外形情報を表示する外形情報表
示手段とを有することを特徴とする放射線撮影装置を提供する。
【００１０】
　このような本発明の放射線撮影装置において、前記外形情報表示手段は、前記外形情報
を反転して表示するのが好ましい。
　また、前記外形情報表示手段が表示装置であり、前記外形情報と、これから撮影する被
写体の画像とを、１つの表示画面に表示するのが好ましく、あるいは、前記外形情報表示
手段が、前記放射線画像検出器の被写体支持面に、前記外形情報を表示するのが好ましく
、あるいは、さらに、前記放射線受光面に接離可能で、前記放射線画像検出器の被写体支
持面に被写体を圧迫する圧迫板を有し、前記外形情報表示手段が、この圧迫板に、前記外
形情報を表示するのが好ましい。
　さらに、前記外形情報取得手段が固体撮影素子であるのが好ましく、あるいは、前記外
形情報取得手段が、前記放射線画像検出器であるのが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の放射線撮影方法は、第１の被写体の放射線画像を撮影すると共に、この
第１の被写体の外形を示す情報である外形情報を生成する第１撮影工程、前記外形情報を
反転して、反転した外形情報を、前記第１撮影工程における前記第１の被写体の位置を再
現して表示する表示工程、および、第２の被写体の放射線画像を撮影する第２撮影工程、
とを有することを特徴とする放射線撮影方法を提供する。
【００１２】
　このような本発明の放射線撮影方法において、前記表示工程は、前記外形情報を前記第
２の被写体に重ねて表示するのが好ましい。
　また、前記第１撮影工程において、前記外形情報は、撮影位置に有る前記第１の被写体
を固体撮影素子で撮影した画像情報から生成するものであり、前記表示工程は、表示装置
に前記外形情報を表示すると共に、前記第１の被写体を前記固体撮影素子によって撮影し
た前記第２の被写体の画像も、同時に前記表示装置に表示するのが好ましく、あるいは、
前記第１撮影工程において、前記外形情報は、前記第１の被写体の放射線画像から生成す
るものであり、前記表示工程は、被写体の支持面に前記外形情報を表示するのが好ましく
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、あるいは、さらに、被写体の放射線画像の撮影に先立ち、圧迫板によって被写体を支持
面に圧迫する圧迫工程を有し、前記第１撮影工程において、前記外形情報は、前記第１の
被写体の放射線画像から生成するものであり、前記表示工程は、前記圧迫板に記外形情報
を表示するのが好ましい。
　なお、此処で言う「重ねて表示」とは、外形情報と被写体とを同時に認識できるように
、外形情報を表示するという意味であり、外形情報と被写体の外形とが一致するように表
示することまでを求めるものではない。
【００１３】
　さらに、このような本発明の放射線撮影装置および放射線撮影方法において、前記外形
情報取得手段は、前記被写体の撮影時の外形情報を取得するのが好ましく、また、前記外
形情報は、前記外形情報取得手段が取得した被写体の画像情報を解析して得られた被写体
の輪郭の情報であるのが好ましく、さらに、前記被写体が乳房であり、前記外形情報が乳
房の輪郭の情報であるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　上記構成を有する本発明によれば、例えば、乳房の放射線画像の撮影において、右乳房
を撮影し、次に、左乳房を撮影する際に、右乳房の撮影時に外形情報を取得して、左乳房
の撮影時に、撮影対象となる左乳房と共に右乳房の外形情報をディスプレイに表示し、あ
るいは、乳房を載置する撮影台や乳房を圧迫する圧迫板に右乳房の外形情報を表示する。
そのため、技師は、先に撮影した右乳房の外形と、これから撮影する左乳房とを重ねた状
態で観察しながら、これから撮影する左乳房の位置合わせを行なうことができるので、左
右の乳房の位置合わせを容易かつ適正に行なって、撮影を行なうことができる。
　従って、本発明によれば、左右の乳房を並べて観察するマンモグラフィーのように、対
を成す２つの被写体の放射線画像において、安定して、２つ被写体が好適に位置合わせさ
れた放射線画像を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の放射線撮影装置および放射線撮影方法について、添付の図面に示す好適
実施例を基に、詳細に説明する。
【００１６】
　図１に、本発明の放射線撮影方法を実施する本発明の放射線撮影装置を、乳房の放射線
撮影装置に利用した一例の概念図を示す。
　図１に示すように、乳房の放射線撮影装置１０（以下、乳房撮影装置１０とする）は、
基本的に、撮影台１２と、放射線照射部１４と、圧迫手段１６と、アーム１８と、基台２
０と、Ｘ線照射用の高圧電源２２とを有して構成される。図示例の乳房撮影装置１０は、
後に詳述する外形情報の取得手段および表示手段を有する以外には、基本的に、通常の乳
房放射線画像撮影装置と同様のものである。なお、図１等において、図中の符号Ｍは乳房
を、同Ｈは胸壁を、それぞれ概念的に示している。
【００１７】
　図示例の乳房撮影装置１０において、アーム１８は２箇所で直角に折り曲げられた略Ｃ
字状のものであり、上端部には放射線照射部１４が、下端部には撮影台１２が、それぞれ
固定され、放射線照射部１４と撮影台１２との間に圧迫手段１６が固定されている。
　このアーム１８は、軸２４によって基台２０に支持されている。基台２０の内部には、
この軸２４の回転手段および昇降手段が内蔵されている。アーム１８すなわち撮影台１２
および放射線照射部１４は、昇降手段による軸２４の昇降によって昇降され、また、図２
に模式的に示すように、回転手段による軸２４の回転によって回転されて、角度を調整さ
れてＭＬＯ撮影等に対応する。
【００１８】
　また、基台２０には、このアーム１８（軸２４）の昇降や回転等の操作を行なうための
操作手段２６（２６ａおよび２６ｂ）および２８が設けられている。



(6) JP 4833785 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

　操作手段２６ａは放射線照射部１４の側面に、操作手段２６ｂはアーム１８の側面に設
けられており、共に、アーム１８の回転および昇降を行なうためのスイッチや、光照射野
の点灯スイッチ等が設けられている。操作手段２８は、ケーブル２８ａで基台２０に接続
されたフットペダル型の操作手段で、後述する圧迫板３８の昇降を行なうスイッチやアー
ム１８の昇降を行なうスイッチ等が設けられている。
【００１９】
　放射線照射部１４は、乳房Ｍに放射線を照射する部位であり、図３に模式的に示すよう
に、放射線の線源３０と、投影光源３２と、放射線の照射野を規制するコリメータ３４と
、ミラー３６と、液晶表示装置３８（以下、ＬＣＤ３８とする）と、表示制御手段４０と
を有する。
　また、放射線照射部１４には、乳房撮影装置１０の全体の動作を管理／制御する、装置
制御手段４２も配置される。
【００２０】
　線源３０は、放射線画像の撮影装置で用いられている、通常の放射線の線源である。ま
た、投影光源３２も、放射線画像の撮影装置において、放射線の照射野を示すための光照
射野用に用いられている公知の光源である。
　ミラー３６は、線源３０が照射する放射線は透過して、投影光源３２が照射する光は反
射するミラーである。
　図示例において、線源３０と投影光源３２とは、光学的に等価の位置に配置される。す
なわち、線源３０と投影光源３２とは、物理空間上は異なる位置に配置されるものの、ハ
ーフミラー３６による折り返しを直線状に延ばした際に、一致する位置に配置され、言い
換えれば、投影光源３２は、後述するディテクタ５６と線源３０とを光学的に結ぶ直線上
に配置される。
【００２１】
　ＬＣＤ３８は、投影機等に利用される公知の投影型の液晶表示装置であって、左右の乳
房のうちの、後で撮影する乳房の撮影の際に、先に撮影した乳房の外形情報を表示するも
のである。表示制御手段４０は、後述する画像処理手段から外形情報を取得して、この外
形情報の画像をＬＣＤ３８に表示させる、公知の液晶表示装置の制御／駆動手段である。
　ＬＣＤ３８および表示制御手段４０については、後に詳述する。また、本発明は、ＬＣ
Ｄ３８以外にも、投影像を形成できる各種の表示装置が利用可能である。例えば、自己発
光型の表示装置によって、先に撮影した乳房の外形情報を表示して、後述するように、こ
の表示画像を乳房載置面１２ａに投影、表示してもよい。
【００２２】
　圧迫手段１６は、撮影時に撮影台１２に乳房を圧迫するものであり、乳房を撮影台１２
に圧迫する圧迫板４８と、この圧迫板４８の昇降手段５０とを有する。圧迫板４８は、昇
降手段５０に着脱自在に構成されており、通常サイズの乳房に対応する１８×２４ｃｍサ
イズの物と、大きな乳房に対応する２４×３０ｃｍサイズの物とが用意されている。
　図示例の乳房撮影装置１０において、圧迫板４８および昇降手段５０は、基本的に、公
知の乳房放射線画像の撮影装置に設けられる、公知の乳房の圧迫板と、その昇降手段であ
る。
【００２３】
　撮影台１２は、上面が乳房載置面１２ａとなっている中空の筐体であり、図４に模式的
に示すように、内部には、散乱除去グリッド５４、ディテクタ５６、および、外形情報生
成手段５８が配置される。
　また、図示は省略するが、撮影台１２内には、撮影条件を決定するために、乳房の放射
線画像の撮影に先立って行なうプレ照射において、乳房を透過した放射線を測定するため
のＡＥＣ(Automatic Exposure Control)センサ等が配置される。
【００２４】
　図示例の乳房撮影装置１０において、撮影台１２の乳房載置面１２ａは、本発明におけ
る外形情報表示手段を構成する。
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　具体的には、投影光源３２から出射されてＬＣＤ３８を透過した、ＬＣＤ３８の表示画
像を担持する投影光を、この乳房載置面１２ａに投影して、その投影像を表示する（ＬＣ
Ｄ３８の投影光を可視像化する）。従って、乳房載置面１２ａは、例えば白色等、この投
影像を表示し易い色とするのが好ましい。
【００２５】
　散乱除去グリッド５４（以下、グリッド４２とする）は、散乱線（散乱放射線）がディ
テクタ５６に入射するのを防止するための、放射線画像の撮影装置に配置される公知の散
乱線除去手段である。
【００２６】
　ディテクタ５６は、放射線画像を撮影するための撮影媒体である。
　本発明において、ディテクタ５６には、特に限定はなく、輝尽性蛍光体を利用する放射
線画像変換パネル（いわゆるＩＰ(Imaging plate))や、固体検出器やＴＦＴ（薄膜トラン
ジスタ）等を利用して放射線を画像に変換（光電変換）するフラットパネルディテクタ等
、放射線画像の撮影装置で利用されている各種の撮影媒体（放射線画像の撮影媒体）が、
各種、利用可能である。
　なお、ディテクタ５６としてＩＰを用いる場合には、ディテクタ５６には、ＩＰに励起
光を入射し、この励起光の入射によってＩＰが発した輝尽発光光を光電的に読み取る、Ｉ
Ｐの読取手段も内蔵される。
【００２７】
　画像処理装置５８は、ディテクタ５６が撮影した乳房Ｍの放射線画像を処理して、ＬＣ
Ｄ３８による画像表示に対応する画像（画像データ）とし、この画像を表示制御手段４０
に供給する。
　より具体的には、この乳房撮影装置１０においては、便宜的に、先に右の乳房Ｍを撮影
して、その後、左の乳房Ｍを撮影するものとして、外形情報生成手段５８は、右の乳房Ｍ
を撮影した際に、この右乳房の放射線画像を処理してスキンライン（乳房の輪郭）を抽出
し、乳房の外形情報として、右乳房のスキンラインの画像を生成する。次いで、外形情報
生成手段５８は、右乳房のスキンラインを左右反転（被験者の左右に応じて、左右方向に
表裏反転）する。さらに、外形情報生成手段５８は、左右反転した右乳房のスキンライン
の画像を、ＬＣＤ３８による画像表示に対応する画像に変換して、放射線照射部１４の表
示制御手段４０に送る。
　表示制御手段４０は、右乳房の後の左乳房の撮影を行なう際に、ＬＣＤ３８に、外形情
報生成手段５８から供給された右乳房のスキンライン（その画像）を表示させ、その投影
像を、乳房載置面１２ａに表示する。
【００２８】
　なお、（右）乳房のスキンラインの抽出方法には、特に限定はなく、画像のエッジ検出
等、公知の方法が、全て利用可能である。一例として、左右方向もしくは上下方向に走査
するように画像の濃度を調べ、濃度の段差が所定値以上の位置を検出し、この濃度の段差
が所定値以上の画素の集合をスキンラインとする方法が例示される。なお、この濃度の段
差は、予め設定した閾値であってもよく、あるいは、微分による傾きが所定値以上の位置
を、濃度の段差が所定値以上の位置としてもよい。
　また、画像の左右反転方法にも、特に限定はなく、画素の並び替え等の公知の手段が全
て利用可能である。
【００２９】
　以下、乳房撮影装置１０の作用を説明することにより、本発明について、より詳細に説
明する。
【００３０】
　前述のように、本例においては、まず、被験者の右乳房の放射線画像を撮影して、その
後、左乳房の放射線画像の撮影を行なう。
【００３１】
　乳房Ｍの大きさに応じた圧迫板４８が昇降手段５０に装着され、操作手段２８等を用い
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て技師による指示が出されると、昇降手段５０が圧迫板４８を降下して、撮影台１２（乳
房載置面１２ａ）と圧迫板４８とで被験者の右乳房を圧迫する。
　なお、右乳房の撮影時（先の放射線画像の撮影時（第１撮影工程））には、ＬＣＤ３８
は全面的に素通し状態（白色表示）となっており、投影光源３２による光照射野が乳房載
置面１２ａに示されている。
【００３２】
　圧迫板４８による右乳房の圧迫が所定の状態となった時点で、線源３０を駆動して、プ
レ照射を行う。プレ照射を行なうと、このプレ照射の結果および乳房の厚さ（圧迫板３８
の高さ）に応じて、撮影条件（一例として管電圧および照射時間）が設定され、この撮影
条件に応じて、右乳房の放射線画像の撮影が行なわれ、ディテクタ５６に右乳房の放射線
画像が撮影される。
　なお、投影光源３２は、プレ照射の開始指示が出された時点で消灯する。あるいは、投
影光源３２は、圧迫板４８を降下開始で灯火して、所定時間経過後に消灯してもよい。
【００３３】
　右乳房の撮影が終了すると、自動的あるいは技師の入力に応じて、圧迫板３８が上昇し
て、右乳房を圧迫から開放する。
【００３４】
　ディテクタ５６によって撮影された右乳房の放射線画像（その画像データ）は、例えば
、医用画像のデータベースを構成するワークステーションやサーバなど、この放射線画像
を処理する所定の処理手段に加え、外形情報生成手段５８にも送られる。
　外形情報生成手段５８は、前述のように、放射線画像から右乳房のスキンラインを抽出
して、スキンラインの画像を生成し、左右反転した後に、ＬＣＤ３８による表示に対応す
る画像に変換する。
　ここで、外形情報生成手段５８は、撮影台１２の乳房載置面１２ａに表示されたＬＣＤ
３８の投影像において、右乳房のスキンラインが、乳房載置面１２ａにおける右乳房の位
置と同位置になるように、スキンラインの画像を生成する。すなわち、このスキンライン
の画像は、乳房載置面１２ａにおける右乳房を再現するように生成される。
　この右乳房のスキンラインの画像は、前述のように、放射線照射手段１４の表示制御手
段４０に送られる。
【００３５】
　スキンラインの画像を供給された表示制御手段４０は、例えば先の右乳房の圧迫開放～
左乳房の圧迫開始までの所定のタイミングで、供給された右乳房のスキンラインの画像を
ＬＣＤ３８に表示させる。従って、投影光源３２から照射され、ＬＣＤ３８を透過した投
影光は、右乳房のスキンラインの画像を担持する投影光となり、スキンラインの投影像が
撮影台１２の乳房載置面１２ａに表示（投影）される。
　先の右乳房と同様に、左乳房の撮影時にも、操作手段２８等を用いて技師による指示が
出されると、昇降手段５０が圧迫板４８を降下して、撮影台１２（乳房載置面１２ａ）と
圧迫板４８とで被験者の左乳房を圧迫する。
【００３６】
　ここで、この際には、図５に模式的に示すように、乳房載置面１２ａには、先に撮影し
た右乳房のスキンラインＳが表示されている。すなわち、これから撮影する左乳房に重な
るような状態で、先に撮影した右乳房を再現したスキンラインＳが表示されている。
　従って、技師は、左乳房の圧迫時に、先に撮影した右乳房のスキンラインを見ながら、
これに合わせて左乳房の位置や形状の調整いわゆるポジショニングを行なうことができ、
左乳房と右乳房の位置や形状を適正に合わせた放射線画像の撮影を行なうことができる。
そのため、本発明によれば、左右対称に乳房が撮影された、正確な読影を好適に行なうこ
とを可能にするマンモグラフィーを安定して得ることができる。
【００３７】
　以下、先の右乳房の撮影と同様に、左乳房の圧迫が所定の状態となった時点で、プレ照
射を行なって撮影条件が設定され、さらに、この撮影条件に応じて左乳房の放射線画像の
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撮影が行なわれ、ディテクタ５６に左乳房の放射線画像が撮影され、撮影された左乳房の
放射線画像は、先の所定の画像処理手段に送られる。また、左乳房の撮影が終了すると、
自動的あるいは技師の入力に応じて、圧迫板３８が上昇して圧迫から開放する。
　なお、左乳房の撮影時（第２撮影工程）には、スキンラインの画像生成は行なわないの
で、この放射線画像は、外形情報生成手段５８には供給されない。
【００３８】
　図示例の乳房撮影装置１０においては、撮影台１２の乳房載置面１２ａを表示手段とし
て利用して、此処に、乳房の外形情報の画像（乳房のスキンライン）を表示している。
　しかしながら、本発明は、これに限定はされず、撮影台１２に変えて、圧迫板４８の上
面を表示手段として利用して、此処に、ＬＣＤ３８による表示画像を投影させてもよい。
　なお、乳房の放射線画像撮影装置においては、圧迫板４８は、通常、無色透明であるの
で、圧迫板４８を表示手段として投影像を表示させる際には、無色透明ではなく、透明な
乳白色やマット調等、投影像を表示できるようにする必要がある。
【００３９】
　また、乳房の外形情報は、図示例のようなスキンラインに限定はされない。
　例えば、先に撮影した左乳房の放射線画像を、そのまま左右反転して外形情報として、
この放射線画像を表示してもよい。あるいは、乳房のスキンラインや放射線画像を簡易図
形化した、例えば略Ｕ字状の画像や半円状の画像、略半楕円形状の画像等を外形情報とし
て、これらの簡易画像を表示してもよい。
　さらに、外形情報として、乳房全体の情報を有するのにも限定はされず、例えば、乳頭
のみのスキンラインや、乳頭を簡易図形化した画像を外形情報として、この画像を表示し
てもよい。
【００４０】
　さらに、乳房載置面１２ａや圧迫板４８への外形情報の画像表示は、図示例のようなＬ
ＣＤ３８（投影像の生成手段）を利用するのに限定はされない。
　例えば、図６に模式的に示すように放射線照射部１４の下面に、レーザビームＬを射出
し、かつ、二次元的に偏向する、レーザビーム照射手段６２を設け、このレーザビーム照
射手段６２によるレーザビームＬによって、乳房載置面１２ａ（あるいは圧迫板４８）に
乳房Ｍのスキンラインや、乳房Ｍを簡易化した画像を表示してもよい。
【００４１】
　図１等に示す乳房撮影装置１０は、ディテクタ５６を外形情報取得手段として利用して
、右乳房（先に撮影する乳房）の放射線画像から、外形情報を生成し、また、乳房載置面
１２ａや圧迫板４８を外形情報の表示手段の構成要素として利用している。
　本発明は、この構成に限定はされず、ＣＣＤカメラ等の固体撮像素子を外形情報の取得
手段とし、また、ディスプレイを外形情報の表示手段としてもよい。
【００４２】
　図７に、ＣＣＤカメラとディスプレイとを利用する乳房の放射線画像撮影装置７０（以
下、乳房撮影装置７０とする）の概念図を示す。
　なお、図７に示す乳房撮影装置７０は、前述の乳房撮影装置１０と同じ構成要素を多数
有するので、同じ部材には同じ符号を付し、以下の説明は異なる部位を主に行なう。
【００４３】
　乳房撮影装置７０は、先の乳房撮影装置１０と同様に、乳房の放射線画像を撮影するも
のであり、撮影台１２と、放射線照射部７２と、圧迫手段１６と、アーム１８と、基台２
０とを有して構成される。
　なお、乳房撮影装置７０においては、撮影台１２内に外形情報生成手段５８を有さない
以外は、撮影台１２、圧迫手段１６、アーム１８、および基台２０は、前記乳房撮影装置
１０と同じものであるので、詳細な説明は省略する。
【００４４】
　図７に模式的に示すように、乳房撮影装置７０の放射線照射部７２には、側面にディス
プレイ７４が配置され、下面の放射線射出位置の近傍にＣＣＤカメラ７６が配置される。
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　図８に、放射線照射部７２の概念図を示す。
　図８に示すように、ＬＣＤ３８およびＬＣＤ３８の表示制御手段４０を有さず、かつ、
前記ディスプレイ７４およびＣＣＤカメラ７６に加え、外形情報生成手段８０、および、
ディスプレイ７４の表示制御手段８２を有する以外には、基本的に、前記乳房撮影装置１
０の放射線照射部１４と同様の構成を有する。
【００４５】
　ＣＣＤカメラ７６は、ＣＣＤセンサを用いた公知の撮像装置で、線源３０による放射線
の照射野を包含する、乳房載置面１２ａの所定領域を撮影する。ディスプレイ７４も、公
知の表示装置であり、ＬＣＤやＣＲＴ等の公知の表示装置が全て利用可能である。なお、
本発明においては、ＣＣＤカメラ７６以外にも、各種の固体撮像素子が利用可能である。
　乳房撮影装置７０において、ＣＣＤカメラ７６およびディスプレイ７４は、モノクロで
もカラーでもよいが、外形情報の画像と乳房との識別が行い易く、後に撮影する乳房のポ
ジショニングが行い易くなる等の点で、カラーであるのが好ましい。
【００４６】
　なお、図示例においては、ＣＣＤカメラ７６と線源３０とは異なる位置に配置されるが
、より撮影した右乳房の放射線画像に近い外形情報を得るために、ＣＣＤカメラ７６と線
源３０とを、光学的に等価の位置に配置してもよい。
　例えば、図１に示される乳房撮影装置１０と同様に、放射線を透過するミラーを配置し
て、線源３０とＣＣＤカメラ７６とを、物理空間上は異なるが、ミラー３６による折り返
しを直線状に延ばした際に一致する位置に配置し、このミラーによる鏡像によって、ＣＣ
Ｄカメラ７６が乳房載置面１２ａを撮影するようにしてもよい。すなわち、ＣＣＤカメラ
７６を、ディテクタ５６と線源３０とを光学的に結ぶ直線上に配置してもよい。
【００４７】
　外形情報生成手段８０は、ＣＣＤカメラ７６が撮影した画像を処理して、乳房の外形情
報を生成し、また、ＣＣＤカメラ７６が撮影した画像を、ディスプレイ７４による画像表
示に対応する画像（画像データ）として、表示制御手段８２に供給するものである。
　また、表示制御手段８２は、外形情報生成手段８０から供給された画像をディスプレイ
７４に表示させる、ディスプレイ７４の種類に応じた公知のディスプレイの駆動／制御手
段である。
【００４８】
　具体的には、先の乳房撮影装置１０と同様に、乳房撮影装置７０でも、便宜的に、先に
右の乳房Ｍの放射線画像を撮影し、その後、左に乳房Ｍの放射線画像を撮影するとする。
ＣＣＤカメラ７６は、ディテクタ５６によって右乳房の放射線画像を撮影する際に、右乳
房の静止画を撮影する。
　ＣＣＤカメラ７６によって撮影された右乳房の画像は、外形情報生成手段８０に供給さ
れる。外形情報生成手段８０は、ＣＣＤカメラ７６から供給された右乳房の画像を処理し
て、先と同様にスキンラインを抽出して、右乳房のスキンラインの画像を生成し、さらに
、左右反転して、ディスプレイ７４による表示に応じた画像とする。
　他方、左乳房の撮影時には、ＣＣＤカメラ７６は動画を撮影し、外形情報生成手段８０
に供給する。外形情報生成手段８０は、供給された左乳房を撮影した動画をディスプレイ
による再生に対応する動画に変換すると共に、この動画に先に生成した右乳房のスキンラ
インを合成して、表示制御手段８２に送る。表示制御手段８２は、この画像に応じてディ
スプレイ７４を駆動して、画像を表示させる。
　なお、スキンラインの抽出や画像反転は、先の例と同様に公知の手段で行なえばよい。
また、外形情報は、スキンラインではなく、放射線画像や簡易化した画像等でもよいのも
、先の例と同様である。
【００４９】
　以下、乳房撮影装置７０の作用を説明することにより、本発明について、より詳細に説
明する。
【００５０】
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　先の例と同様に、本例においても、被験者の右乳房の放射線画像を撮影して、その後、
左乳房の放射線画像の撮影を行なうとして、同様に、乳房Ｍの大きさに応じた圧迫板４８
が装着され、技師による指示が出されると、昇降手段５０が圧迫板４８を降下して、被験
者の右乳房を圧迫する。また、乳房載置面１２ａには、投影光源３２による光照射野が示
されている。
　圧迫板４８による右乳房の圧迫が所定の状態となった時点で、線源３０を駆動して、プ
レ照射を行い、撮影条件が設定され、この撮影条件に応じて、右乳房の放射線画像の撮影
が行なわれ、ディテクタ５６に右乳房の放射線画像が撮影される。
　右乳房の撮影が終了すると、自動的あるいは技師の入力に応じて、圧迫板３８が上昇し
て、右乳房を圧迫から開放する。
【００５１】
　ここで、ＣＣＤカメラ７６は、右乳房が所定状態に圧迫された時点～圧迫の開放を開始
するまでの間に、静止画を撮影して、その画像を外形情報生成手段８０に送る。
　外形情報生成手段８０は、前述のように、右乳房のスキンラインの画像を生成して、左
右反転し、ディスプレイ７４による表示に対応する画像に変換して、記憶する。
【００５２】
　右乳房の撮影が終了すると、左乳房の放射線画像の撮影が行なわれる。
　先の右乳房と同様に、左乳房の撮影時にも、操作手段２８等を用いて技師による指示が
出されると、昇降手段５０が圧迫板４８を降下して、撮影台１２と圧迫板４８とで被験者
の左乳房を圧迫する。
　ここで、例えば右乳房の撮影を終了～左乳房の押圧開始までの、所定のタイミングで、
放射線照射部７２では、ＣＣＤカメラ７６が動画の撮影を開始し、また、外形情報生成手
段８０は、この動画をディスプレイ７４による表示に対応する動画に変換すると共に、こ
の動画に、先に生成した右乳房のスキンラインの画像を合成し、この動画をディスプレイ
７４に表示させる。すなわち、乳房撮影装置７０においては、右乳房の後に放射線画像の
撮影を行なう左乳房の押圧時に、これから放射線画像を撮影する左乳房の動画と、先に生
成した右乳房のスキンラインの画像とを重ねて表示する。なお、この重ねて表示とは、先
に取得した外形情報である右乳房のスキンラインと、これから撮影する被写体である左乳
房とを、同時に認識できるように同じ画面に表示するという意味である。
【００５３】
　このスキンラインの画像は、現在撮影している動画と同じＣＣＤカメラ７６で撮影した
ものであるので、すなわち、右乳房の放射線画像を撮影した際にＣＣＤカメラ７６で撮影
した右乳房を再現している。
　従って、先の例と同様、技師は、左乳房の圧迫時に、先に撮影した右乳房のスキンライ
ンを見ながら、それに合わせて左乳房のポジショニングを行なうことができ、両乳房を適
正に合わせた放射線画像の撮影を行なうことができる。そのため、本発明によれば、左右
対称に乳房が撮影された、正確な読影を好適に行なうことを可能にするマンモグラフィー
を安定して得ることができる。
【００５４】
　以下、先の右乳房の撮影と同様に、左乳房の圧迫が所定の状態となった時点で、プレ照
射を行なって撮影条件が設定され、さらに、この撮影条件に応じて左乳房の放射線画像の
撮影が行なわれ、ディテクタ５６に左乳房の放射線画像が撮影され、撮影された左乳房の
放射線画像は、先の所定の画像処理手段に送られる。また、左乳房の撮影が終了すると、
自動的あるいは技師の入力に応じて、圧迫板３８が上昇して圧迫から開放する。
　なお、左乳房の撮影時には、外形情報生成手段８０は、外形情報の生成は行なわない。
【００５５】
　以上の例では、右乳房（先に撮影する乳房）を圧迫した状態でスキンラインの生成（外
形情報の取得）を行なっているが、本発明は、これに限定はされない。すなわち、圧迫す
る前の右乳房のスキンラインを生成して、左乳房（後に撮影する乳房）の圧迫に先立ち、
圧迫しない右乳房のスキンラインを乳房載置面１２ａ等やディスプレイ７４に表示して、
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先に放射線画像を撮影した右乳房のスキンラインを、これから放射線画像を撮影する左乳
房に重ねて表示してもよい。これにより、圧迫前の乳房による位置確認／合わせを行なう
ことが可能になり、乳房のポジショニングを補助して、安定して、両乳房を適正に合わせ
た放射線画像の撮影を行なうことができる。
　あるいは、右乳房の撮影において、未圧迫の乳房のスキンラインと、圧迫後のスキンラ
インを両方とも生成しておき、左乳房の圧迫に先立って、未圧迫の右乳房のスキンライン
を未圧迫の左乳房に重ねて表示して、圧迫の開始に応じた所定のタイミング（技師による
入力指示に応じたタイミングでも可）で、スキンラインの表示を切り換えて、圧迫した右
乳房のスキンラインを圧迫する左乳房に重ねて表示するようにしてもよい。
【００５６】
　ところで、マンモグラフィを用いた診断においては、現在のマンモグラフィと、過去に
撮影したマンモグラフィとを見比べて読影／診断を行なう場合も有る。
　本発明においては、これに対応して、乳房のスキンライン等の撮影時に取得した外形情
報をデータベース等に記憶しておき、それ以降の乳房の放射線画像の撮影時に、過去の外
形情報を読み出して、表示するようにしてもよい。すなわち、この際には、例えば、先に
撮影する右乳房の圧迫時にも、過去に撮影した、この被験者の右乳房の外形情報を読み出
して、乳房載置面１２ａ等やディスプレイ７４に表示することで、この過去の外形情報の
画像を、これから放射線画像を撮影する右乳房に重ねて表示する。
　従って、過去に撮影した外形情報を利用する場合には、スキンライン等の外形情報の画
像の左右反転を行なう必要はなく、また、放射線画像の撮影時に、左右の両方の乳房のス
キンライン等の外形情報を取得するのが好ましい。さらに、この場合には、ＣＣやＭＬＯ
等の回転方向を自動的に認識して、表示画像を選択するようにしてもよい。
【００５７】
　この方法によれば、過去に撮影したマンモグラフィと比較して乳房の診断を行なう際に
、過去に撮影した乳房のスキンライン等の外形情報の画像を見ながら、それに合わせて、
これから放射線画像を撮影する乳房のポジショニングを行なうことができ、両乳房を適正
に合わせた放射線画像の撮影を行なうことができる。そのため、本発明によれば、過去お
よび診断のために撮影した乳房を一致させた、正確な読影を好適に行なうことを可能にす
るマンモグラフィーを安定して得ることができる。
【００５８】
　なお、本発明においては、基本的に、左右の乳房の放射線画像や、現在および過去の放
射線画像のように、対応する２枚の画像を１つの対として、その内の後に撮影する放射線
画像に対応して、外形情報の表示を行なう。
　例えば、乳房の放射線画像の撮影において、ＭＬＯ撮影のみを行なう場合には、ＭＬＯ
左乳房の撮影および外形情報の取得→外形情報の表示およびＭＬＯ右乳房の撮影→被験者
交換、となる。また、ＭＬＯに次いでＣＣの撮影を行なう場合には、左乳房ＭＬＯの撮影
および外形情報の取得→外形情報の表示および右乳房ＭＬＯの撮影→左乳房のＣＣ撮影お
よび外形情報の取得→外形情報の表示および右乳房ＣＣの撮影→被験者交換、となる。
　あるいは、過去に撮影した画像の外形情報を表示する際には、一例としてＭＬＯの撮影
を行なう場合には、過去に撮影した左乳房ＭＬＯの外形情報の取得→外形情報の表示およ
び左乳房ＭＬＯの撮影、となる。
【００５９】
　以上の例においては、放射線画像を撮影するために、乳房を外形情報を乳房載置面１２
ａやディスプレイに表示したが、これ以外にも、先に放射線画像を撮影した乳房の外形情
報を利用して、各種の態様が可能である。
　一例として、先と同様に先に右乳房の放射線画像を撮影するとして、前述の例と同様に
して右乳房のスキンライン等の外形情報を取得して記憶しておき、次いで、後に撮影する
左乳房の外形情報を取得して、記憶しておいた右乳房の外形情報と比較して、ディテクタ
上における両者の位置のズレが最小となるように、乳房の位置や、線源およびディテクタ
（および散乱除去グリッド）の位置を修正してもよい。
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【００６０】
　具体的には、圧迫板および乳房載置面（ディテクタ等の位置は固定）、もしくは、線源
およびディテクタの位置を、乳房載置面の面方向に移動可能に構成しておく。あるいは、
両者を移動可能にしてもよい。
　このような装置構成としておいて、先に撮影する右乳房の放射線画像を撮影する際に、
先と同様にして圧迫前および／または圧迫後の右乳房のスキンライン等の外形情報を取得
して、記憶しておく。次いで、左乳房の放射線画像を撮影する前に、先の右乳房と同様の
手段で左乳房のスキンライン等の外形情報を取得する。
　スキンラインの生成等の左乳房の外形情報を取得したら、先に記憶した右乳房の外形情
報と、左乳房の外形情報都を比較して、ディテクタ上における両乳房の位置ズレを検出す
る。なお、この位置ズレの検出方法は、エッジ位置の比較等の公知の手段によればよい。
　両乳房の外形情報の位置ズレを検出したら、この位置ズレが最小になるように、圧迫板
および乳房載置面の位置、もしくは、線源およびディテクタの位置を移動して、その後、
左乳房の放射線画像の撮影を行なう。
【００６１】
　なお、この２つの乳房の位置ズレを補正する構成においても、過去に放射線画像を撮影
した乳房の位置情報と、これから撮影する同じ被験者の同じ乳房とで、同様の操作を行な
ってもよいのは、もちろんである。
【００６２】
　すなわち、放射線撮影装置は、被写体に放射線を照射する放射線源と、前記放射線源か
ら照射され、前記被写体を透過した放射線を受光して、前記被写体の放射線画像を検出す
る放射線受光面を有する放射線画像検出器と、前記被写体の外形を示す情報である外形情
報を取得する外形情報取得手段と、この外形情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段が
記憶している第１の被写体の外形情報、および、前記第１の被写体の後に放射線画像を撮
影する第２の被写体の外形情報から、前記放射線画像検出器上における第１の被写体と第
２の被写体との位置ズレを検出する位置ズレ検出手段と、前記位置ズレ検出手段によって
検出された位置ズレが最小となるように、前記第２の被写体と放射線画像検出器との位置
を相対的に移動する移動手段とを有してもよい。
【００６３】
　また、放射線撮影方法は、第１の被写体の放射線画像を撮影すると共に、この第１の被
写体の外形を示す情報である外形情報を生成する第１撮影工程、前記第１の被写体の後に
撮影する第２の被写体の外形情報を、前記第１撮影工程における外形情報の生成と同様に
して生成する第２外形情報生成工程、第２の被写体の外形情報と左右反転した第１の被写
体の外形情報と比較して、放射線画像検出器上における両外形情報の位置ズレを検出する
検出工程、および、前記検出工程において検出した位置ズレに応じて、両外形情報の位置
ズレが最小となるように、前記第２の被写体と放射線画像検出器との位置を相対的に移動
する移動工程を有してもよい。
【００６４】
　以上、本発明の放射線撮影装置および放射線撮影方法について詳細に説明したが、本発
明は、上記実施例に限定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良
や変更を行なってもよいのは、もちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の放射線撮影装置の一例の概念図である。
【図２】図１に示す放射線撮影装置の動作を説明するための概念図である。
【図３】図１に示す放射線撮影装置の放射線照射部の概念図である。
【図４】図１に示す放射線撮影装置の撮影台の概念図である。
【図５】図１に示す放射線撮影装置の作用を説明するための概念図である。
【図６】本発明の放射線撮影装置の別の例を説明するための概念図である。
【図７】本発明の乳房放射線画像撮影装置の別の例の概念図である。
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【図８】図７に示す放射線撮影装置の放射線照射部の概念図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０，７０　乳房撮影装置（乳房放射線画像撮影装置）
　１２　撮影台
　１４，７０　放射線照射部
　１６　圧迫手段
　１８　アーム
　２０　基台
　２２　高圧電源
　２４　軸
　２６，２８　操作手段
　３０　線源
　３２　投影光源
　３４　コリメータ
　３６　ミラー
　３８　ＬＣＤ（液晶表示装置）
　４０，８２　表示制御手段
　４２　装置制御手段
　４８　圧迫板
　５０　昇降手段
　５４　（散乱除去）グリッド
　５６　ディテクタ
　５８，８０　外形情報生成手段
　６２　レーザビーム照射手段
　７４　ディスプレイ
　７６　ＣＣＤカメラ
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