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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＸ線検出器のそれぞれについての不変性試験の結果を記憶部に記憶させる記憶工
程と、
　複数のＸ線検出器のそれぞれについてのサイズ情報と前記不変性試験の結果とを品質情
報として取得部が取得する品質取得工程と、
　撮影に用いる撮影情報に対応する前記Ｘ線検出器のサイズと品質とに関する要求スペッ
クを取得部が取得するスペック取得工程と、
　前記取得された前記品質情報と前記要求スペックとから前記複数のＸ線検出器から少な
くとも１つのＸ線検出器を選択部が選択する選択工程と、
　を有することを特徴とするＸ線検出器の選択方法。
【請求項２】
　前記選択工程では、前記要求スペックを満たす前記Ｘ線検出器を選択することを特徴と
する請求項１に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項３】
　前記選択工程において、前記要求スペックを満たす複数の前記Ｘ線検出器が特定された
場合には、重視する品質情報として設定されたスペックが高い１つのＸ線検出器を選択す
ることを特徴とする請求項１に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項４】
　前記選択工程において前記要求スペックを満たす複数の前記Ｘ線検出器が特定された場
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合には、前記品質情報の最終更新日時が最も前である前記Ｘ線検出器を選択することを特
徴とする請求項１に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項５】
　前記選択工程において、前記要求スペックを満たす前記Ｘ線検出器がない場合には、重
視する品質情報として設定されたスペックが最も高い前記Ｘ線検出器を選択することを特
徴とする請求項１に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項６】
　前記スペック取得工程では、前記撮影情報に含まれる撮影部位の情報を取得し、該撮影
部位に対応して設定された前記要求スペックを読み出すことを特徴とする請求項１乃至５
のいずれか１項に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項７】
　外部装置から受信した検査オーダ情報から前記撮影情報を取得する工程を更に有するこ
とを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項８】
　前記Ｘ線検出器の撮影回数に関する情報、使用期間に関する情報、撮影頻度に関する情
報、撮影線量の指標となる情報の少なくともいずれか１つを撮影のたびに更新する工程を
更に有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のＸ線検出器の選択方
法。
【請求項９】
　前記記憶工程では繰り返し行われる不変性試験の結果を記憶部に記憶させ、
　前記品質取得工程では最新の前記不変性試験の結果を取得する
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項１０】
　前記記憶工程では、前記不変性試験の結果として、前記Ｘ線検出器の空間解像度力、コ
ントラスト、雑音、ダイナミックレンジ、線形性、均一性、検出効率、感度の少なくとも
いずれか１つの情報を前記不変性試験のたびに前記記憶部に記憶させることを特徴とする
請求項１乃至９のいずれか１項に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項１１】
　前記品質情報である、撮影回数に関する情報、使用期間に関する情報、撮影頻度に関す
る情報、撮影線量の総和の指標となる情報の少なくともいずれか１つを、使用開始時を基
点とした値と前記品質に関する不変性試験の終了時を基点とした値とに分けて表示させる
工程を更に有することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のＸ線検出器
の選択方法。
【請求項１２】
　最後に行われた不変性試験を基点として集計された、撮影回数に関する情報、使用期間
に関する情報、撮影頻度に関する情報、撮影線量の総和の指標となる情報の少なくともい
ずれか１つが基準を超える場合には、警告を報知する報知工程を更に有することを特徴と
する請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のＸ線検出器の選択方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の選択方法をコンピュータに実行させるための
プログラム。
【請求項１４】
　複数のＸ線検出器のそれぞれについての不変性試験の結果を記憶部に記憶させる工程と
、
　複数のＸ線検出器のそれぞれについてのサイズ情報と前記不変性試験の結果とを品質情
報として取得部が取得する工程と、
　撮影に用いる撮影情報に対応する前記Ｘ線検出器のサイズと品質とに関する要求スペッ
クを取得部が取得する工程と、
　前記取得された前記品質情報と前記要求スペックとから前記複数のＸ線検出器から少な
くとも１つのＸ線検出器を選択部が選択する工程と、
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　を有することを特徴とするＸ線検出器の選択方法。
【請求項１５】
　繰り返し行われる品質に関する不変性試験の結果を記憶する記憶部と、
　複数のＸ線検出器のそれぞれについてのサイズ情報および最新の前記不変性試験の結果
を示す品質情報を取得する品質取得手段と、
　撮影に用いる撮影情報に対応した、前記Ｘ線検出器のサイズおよび品質に関する要求ス
ペックを取得するスペック取得手段と、
　前記取得された前記品質情報と前記要求スペックとから前記複数のＸ線検出器から少な
くとも１つのＸ線検出器を選択する選択手段と、
　を有することを特徴とするＸ線検出器の選択装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線検出器を用いてＸ線を可視化するＸ線撮影装置の検出器管理方法及び管
理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の医療用のＸ線撮影装置では、デジタル技術の進歩に伴い、様々な方式を用いたデ
ジタルＸ線撮影装置が普及している。例えば、輝尽性蛍光体にＸ線強度分布を潜像化し、
この輝尽性蛍光体をレーザー走査することにより潜像を励起し、発生する蛍光を光電子増
倍管で読み取るコンピューテッド・ラジオグラフィ（ＣＲ）装置がある。
【０００３】
　また、蛍光体と大面積アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）センサを密着させた放射線平
面Ｘ線検出器、所謂フラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）を使用し、光学系等を介さずに
放射線像を直接デジタル化するデジタルＸ線撮影装置が実用化されている。また、アモル
ファスセレン（ａ－Ｓｅ）、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）、カドミウム化テルル（ＣｄＴｅ
）、よう化鉛（ＰｂＩ2）及びよう化水銀（ＨｇＩ2）等を使用して、放射線を直接光電変
換して電子に変換するＦＰＤも実用化されている。
【０００４】
　また近年では、Ｘ線検出器部のみを携帯型とした可搬可能なカセッテ或いは電子カセッ
テと呼ばれる装置も普及してきており、全ゆる撮影に柔軟性をもって対応できるようにな
ってきている。
【０００５】
　ここで、上述したようなデジタルＸ線撮影装置において、方式等の違いによってＸ線検
出器の諸特性は異なり、出力画像の画質も異なるものである。また、極めて精密な製造工
程であっても、完全に同一特性のＸ線検出器を製造することは困難であり、同じ方式のＸ
線検出器でも少なからず画質の相違が見られる。更に、経時変化によるＸ線検出器の性能
劣化は免れず、長期間に渡って同一画質を保つことは困難であり、画質変動が生ずる可能
性がある。
【０００６】
　なお、Ｘ線検出器の諸特性としては、空間解像力、コントラスト、雑音、ダイナミック
レンジ、線形性、均一性、検出効率、感度等がある。これらは、ＭＴＦ（modulation tra
nsfer function）、ＮＰＳ（noise power spectrum）、ＤＱＥ（detective quantum effi
ciency）、ＳＮＲ（signal-to-noise ratio）等の様々な評価指標を用いることで、統一
的な画質評価が可能となる。
【０００７】
　また、Ｘ線検出器の画質変動は、上述したような画質評価を定期的に行い、厳密に管理
することが要求されている。このような品質管理（ＱＣ）は不変性試験と呼ばれ、その評
価項目に関してはＩＥＣ（International Electro technical Commission）やＪＩＳ（Ja
panese Industrial Standards）等によって規定されている。
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【０００８】
　なお、測定に関しては通常ではＱＣファントムを撮影することで行われる。このＱＣフ
ァントムはアクリル樹脂やウレタン樹脂等の合成樹脂から成る基準物質中に、Ｘ線吸収率
が既知の合成樹脂や金属等から構成された複数種の画質測定用パターンを配置し、複数の
画質評価項目が測定できるように設計されている。このようなＱＣファントムの構成につ
いては特許文献１で開示されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－１７４１７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、Ｘ線検出器の画質特性は経時的に変化するが、方式、使用頻度、Ｘ線検出器
の入射線量等により、その画質劣化の度合いは異なるものであり、不変性試験を厳密に行
う場合に、試験頻度（間隔）はまちまちである。従って、ユーザは各Ｘ線検出器に応じて
全ての試験時期を把握しておく必要があり、Ｘ線検出器の品質管理が煩雑になるという問
題がある。
【００１１】
　また、デジタルＸ線撮影装置において、検査項目毎に画質に対する要求仕様は異なるも
のである。例えば、身体の骨梁などの細かい情報を観察する検査では空間解像力、コント
ラスト等が重要視され、低線量撮影の検査では、ノイズ特性、感度等が重要視される。ユ
ーザが最良の画質を得るためには、検査毎に複数のＸ線検出器の中から、最適なものを選
択する必要がある。特に、上述の通り同じ方式のＸ線検出器においても、画質特性は少な
からず異なり、またＸ線検出器の画質特性は経時的に変化するため、ユーザが最良のＸ線
検出器を検査項目毎に手動で選択するのは困難である。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解消し、複数のＸ線検出器の品質状況を管理し、
Ｘ線検出器の方式、劣化状況を反映した品質管理及び最適な撮影を行うことを可能にする
Ｘ線撮影装置の検出器管理方法及び管理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様に係るＸ線検出器の選択方法は、複数のＸ線検出器のそれぞれについて
の不変性試験の結果を記憶部に記憶させる記憶工程と、複数のＸ線検出器のそれぞれにつ
いてのサイズ情報と前記不変性試験の結果とを品質情報として取得部が取得する品質取得
工程と、撮影に用いる撮影情報に対応する前記Ｘ線検出器のサイズと品質とに関する要求
スペックを取得部が取得するスペック取得工程と、前記取得された前記品質情報と前記要
求スペックとから前記複数のＸ線検出器から少なくとも１つのＸ線検出器を選択部が選択
する選択工程とを特徴とする。
【００１４】
　本発明の一態様に係るＸ線検出器の選択装置は、繰り返し行われる品質に関する不変性
試験の結果を記憶する記憶部と、複数のＸ線検出器のそれぞれについてのサイズ情報およ
び最新の前記不変性試験の結果を示す品質情報を取得する品質取得手段と、撮影に用いる
撮影情報に対応した、前記Ｘ線検出器のサイズおよび品質に関する要求スペックを取得す
るスペック取得手段と、前記取得された前記品質情報と前記要求スペックとから前記複数
のＸ線検出器から少なくとも１つのＸ線検出器を選択する選択手段と、を特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数のＸ線検出器の品質情報を管理し、Ｘ線検出器の特性、劣化状況
に基づいて検出器を選択し撮影を行うことができるため、良好な画質を得ることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１６】
　本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
  図１は第１の実施形態におけるＸ線撮影システムのブロック回路構成図である。検出器
管理装置１０はＸ線撮影装置２０、３０の品質状況を管理する装置である。この検出器管
理装置１０は、情報送信回路１１、情報受信回路１２、品質情報取得回路１３、撮影情報
取得回路１４、品質情報更新回路１５、品質情報表示器１６を備えている。
【００１７】
　また、Ｘ線撮影装置２０は情報送信回路２１、情報受信回路２２、撮影制御回路２３、
表示器２４、操作パネル２５、Ｘ線発生回路２６、Ｘ線検出器２７を備えている。Ｘ線撮
影装置３０も同様に情報送信回路３１、情報受信回路３２、撮影制御回路３３、表示器３
４、操作パネル３５、Ｘ線発生回路３６、Ｘ線検出器３７を備えている。
【００１８】
　ここで、検出器管理装置１０はＸ線撮影装置２０、３０とネットワーク４０を介して接
続されており、互いに情報の授受が可能なように構成されている。また、ネットワーク４
０を介して検出オーダ情報が供給されるようになっている。
【００１９】
　なお、この第１の実施の形態では、説明を簡略化するために、１台の検出器管理装置１
０に２台のＸ線撮影装置２０、３０が接続されている場合について説明するが、３台以上
のＸ線撮影装置に接続してもよいことは云うまでもない。また、Ｘ線撮影装置２０、３０
は、それぞれ１個のＸ線検出器２７、３７を備える構成となっているが、複数のＸ線検出
器を備えていてもよい。
【００２０】
　このような構成において、Ｘ線撮影装置２０は情報送信回路２１、情報受信回路２２を
介してネットワークに接続されており、図示しない外部装置から情報受信回路２２により
要求された検査オーダ情報を受信する。検査オーダ情報は受信者毎に複数の検査情報と撮
影情報を含んでおり、検査情報の一例としては、検査状態、受付Ｎｏ、受診者名、受診者
ＩＤ、受診者の生年月日、受診者の性別等がある。また、撮影情報の一例としては、撮影
日時、撮影部位、撮影方向、管電圧、管電流、照射時間等の撮影条件がある。
【００２１】
　情報受信回路２２において取得した検査オーダ情報は、操作者が確認可能なように、図
２に示す操作パネル２５に配置された表示器２４に表示される。Ｘ線撮影装置２０は表示
された検査オーダ情報の中から、操作者による検査を行う受診者の選択を検出する。更に
、検査開始ボタン２５ａの選択を検出することでその選択が確定する。
【００２２】
　図３は表示器２４に表示される選択された受診者の撮影情報の一例である。Ｘ線撮影装
置２０は表示された撮影情報の中から、これから撮影を行う受診者の選択を操作パネル２
５を介して検出する。そして、操作者による撮影開始ボタン２５ｂの選択を検出すること
で撮影を決定する。撮影開始ボタン２５ｂの選択の検出に応じて発生した撮影指示信号は
、撮影制御回路２３に伝達される。撮影制御回路２３は撮影指示を受け、Ｘ線発生回路２
６及びＸ線検出器２７を制御してＸ線撮影を実行する。
【００２３】
　Ｘ線撮影では、先ずＸ線発生回路２６が被写体に対してＸ線ビームを放射する。Ｘ線発
生回路２６から放射されたＸ線ビームは被写体中を減衰しながら透過してＸ線検出器２７
に到達し、Ｘ線検出器２７により電気的な信号に変換されたＸ線画像信号が得られる。
【００２４】
　図４は検出器管理装置１０の処理手順のフローチャート図である。先ず、ステップＳ１
において、情報送信回路１１はＸ線撮影装置２０の撮影終了通知を待つ。Ｘ線撮影が終了
し、終了通知を情報送信回路１１が受信すると、次のステップＳ２において品質情報取得
回路１３が撮影に使用したＸ線検出器２７の品質情報を取得する。この取得方法は特に限
定するものではないが、例えば予めＸ線検出器２７にＩＤ番号を割り当てておき、撮影に
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使用したＸ線検出器２７のＩＤ番号に対応する前回の撮影時までの品質情報を外部のデー
タベース等から取得すればよい。また、ＩＤ番号はＸ線検出器２７の内蔵メモリに保存し
ておき、撮影時に内蔵メモリから取得すればよい。また、Ｘ線検出器２７にＩＤ番号に関
する情報を保持したバーコードを貼り付け、撮影時に手動で読み出してもよい。
【００２５】
　ここで、品質情報はＸ線検出器の品質に関わる情報のことを指し、例えば次に列挙する
情報である。
【００２６】
　（１）Ｘ線検出器の使用開始日、不変性試験を行った日。
　（２）撮影回数に関する情報（総撮影回数、過去数日の撮影回数、前回行った不変性試
験からの撮影回数）。
　（３）Ｘ線検出器の使用期間に関する情報（使用開始日からの経過日数、使用開始日か
らの稼動日数、前回行った不変性試験からの経過日数、前回行った不変性試験からの稼動
日数）。
　（４）撮影頻度に関する情報（１日の平均撮影回数、１年の平均撮影回数）。
　（５）撮影線量の指標となる情報（総照射線量、総入射線量、前回行った不変性試験か
らの総照射線量、前回行った不変性試験からの総入射線量）。
　（６）品質情報の最終更新日時。
【００２７】
　なお、前回撮影時までの情報は既に外部のデータベース等に記録されており、その品質
情報を取得する。また、不変性試験を行った日に関しては、Ｘ線検出器毎に操作者が予め
登録しておけばよい。
【００２８】
　次にステップＳ３において、撮影情報取得回路１４が撮影に使用した撮影情報を取得す
る。取得方法は特に限定するものでないが、例えば情報送信回路１１に終了通知と合わせ
て撮影情報を送信し、情報受信回路１２から撮影情報を取得すればよい。なお、前回撮影
時までの撮影情報を予め外部のデータベース等に記録しておき、過去の撮影情報も含んで
取得してもよい。
【００２９】
　ここで撮影情報とは、例えば撮影日時、撮影部位、撮影方向、撮影条件（管電圧、管電
流、照射時間）などである。また、撮影情報には撮影したＸ線画像信号から得られる情報
も含み、撮影したＸ線画像のＲＯＩ（関心領域）の平均値、最大値、最小値、標準偏差な
ど、更に撮影したＸ線画像信号そのものであってもよい。
【００３０】
　次にステップＳ４において、品質情報更新回路１５が撮影情報取得回路１４で取得した
撮影情報に基づいて、品質情報取得回路１３で取得したＸ線検出器２７の品質情報を更新
する。例えば、撮影回数は取得した品質情報の中から撮影回数に関する情報を取得して回
数をインクリメントすればよい。Ｘ線検出器２７の経過日数は撮影情報から取得された撮
影日と、Ｘ線検出器２７の使用開始日、又は不変性試験を行った日との差分から求めるこ
とができる。また、稼動日数は品質情報の最終更新日と、撮影情報から取得された撮影日
が異なる場合は日数をインクリメントすればよい。更に、平均撮影回数は更新したＸ線検
出器２７の稼動日数と撮影回数の除算によって求めることが可能である。
【００３１】
　また、撮影線量の指標となる照射線量は、Ｘ線管の管電圧や管電流、或いは照射時間の
情報から推定することができる。特に、照射線量は管電流（ｍＡ）及び照射時間（ｓ）か
ら算出されるｍＡｓ値に対して、ほぼ比例することが実験的に確かめられており、ｍＡｓ
値を算出することで照射線量を求めることができる。
【００３２】
　Ｘ線画像の出力値は入射線量と比例関係にあるので、Ｘ線検出器２７の入射線量はＸ線
画像の出力値を用いることで算出可能である。なお、当然のように入射線量はＸ線検出器
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２７の全面において一律ではないため、例えば撮影情報から得られるＲＯＩの平均値、最
大値等を入射線量の指標とすればよい。また、ＡＥＣ（Auto Exposure Control）又はフ
ォトタイマと呼ばれる線量自動設定機構の情報を用いることもできる。このように、算出
した撮影線量の指標値を前回までの情報に加算することで、品質情報を更新することがで
きる。
【００３３】
　次に、ステップＳ５において、品質情報更新回路１５で更新された品質情報を品質情報
表示器１６に表示する。表示方法は特に限定するものではないが、図５に示すようにＸ線
検出器毎に品質情報一覧を表示しておき、品質情報が更新される度に対応するＸ線検出器
の品質情報をアップデートしていけばよい。
【００３４】
　なお、図５では使用開始時からの（ａ）品質情報と（ｂ）不変性試験を最後に行った日
からの品質情報をＸ線検出器毎に表示したものである。ここで、表示方法に関しては表示
項目をユーザがカスタマイズできるようにしてもよい。また、品質情報表示器１６から情
報送信回路１１を介して品質情報が更新されたＸ線検出器を備えるＸ線撮影装置に情報を
送信し、Ｘ線撮影装置側で品質情報を表示してもよい。
【００３５】
　上述の実施の形態によれば、複数のＸ線検出器の品質情報を管理し、Ｘ線検出器毎に最
新の品質情報を表示することで、操作者が容易に品質状況を把握することができる。
【００３６】
　図６は第２の実施の形態におけるＸ線撮影システムを示している。検出器管理装置１０
’は図１の検出器管理装置１０に対し、品質試験の必要性の有無を報知する報知回路１７
が追加され、また情報送信回路１１、情報受信回路１２を一体とした情報送受信回路１８
が設けられている。また、Ｘ線撮影装置２０’、３０’において、情報送信回路２１、３
１、情報受信回路２２、３２の代りに、それぞれ情報送受信回路２８、３８が設けられて
いる。
【００３７】
　図７は検出器管理装置１０’による処理手順のフローチャート図であり、図４のフロー
チャート図と同様な処理を実行するステップは同じ符号を付している。ステップＳ１１に
おいて、報知回路１７が品質情報更新回路１５の中から判定の基準となる閾値（ＴＨ）、
及びこの閾値に対応する判定値を抽出する。判定の基準となる閾値は、不変性試験を行う
か否かの基準値となり、例えば不変性試験を最後に行った日から、次に不変性試験を行う
までの経過日数、稼動日数、撮影回数、総照射線量、総入射線量の上限値を設定すればよ
い。また、この閾値に対応する判定値は、品質情報更新回路１５で更新した情報の中から
、判定の基準として設定した項目に対応する情報を抽出すればよい。
【００３８】
　ここで、どの品質情報を判定の基準値とするかは、ユーザが最適なものを任意に設定す
ればよい。また、上限値はユーザが不変性試験をどの程度の間隔で実行したいかによって
、予め外部のデータベース等に記録しておき、そのデータを読み出すことで取得すればよ
い。なお、判定の基準値は１つでもよいし複数設定してもよい。
【００３９】
　次にステップＳ１２において、報知回路１７が判定値と基準値となる閾値（ＴＨ）との
比較を行う。ここで、判定となる基準値は次に不変性試験を行うまでの上限値であるので
、判定値が閾値より大きい場合は不変性試験が必要であると判断する。逆に判定値が閾値
以下の場合は、不変性試験は不要であると判断する。なお、判定の基準値を複数設定した
場合は、何れかの判定値が基準値を超えた場合に、不変性試験が必要であると判断すれば
よい。
【００４０】
　次に、ステップＳ１３によって報知回路１７が不変性試験の必要性の有無を報知する。
報知する方法は特に限定しないが、例えば図８に示すように品質情報表示器１６で表示さ
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れる品質情報一覧に試験必要性項目を追加し、Ｘ線検出器毎に要・不要を表示すればよい
。また、報知回路１７より情報送信回路１１を介して不変性試験の要・不要について、各
Ｘ線検出器を備えるＸ線撮影装置に情報を送信し、Ｘ線撮影装置側で報知してもよい。
【００４１】
　上述の実施の形態によれば、複数のＸ線検出器の品質情報を管理し、Ｘ線検出器毎の最
新の品質情報を表示し、更にＸ線検出器の方式、劣化状況に応じて不変性試験の時期を報
知することで、厳密な品質管理を行える効果がある。
【００４２】
　図９は複数のＸ線撮影装置及びそれらを管理する検出器管理装置１０”を有する第３の
実施の形態における撮影システムを示している。この検出器管理装置１０”は第２の実施
の形態における検出器管理装置１０’に対し、品質情報に基づいてＸ線検出器を選択する
Ｘ線検出器選択回路１９を備えている。
【００４３】
　なお、第３の実施の形態では図示しない外部装置から受信した検査オーダ情報に含まれ
る撮影情報と各Ｘ線検出器の品質情報とに基づいて、撮影するＸ線検出器を検出器管理装
置１０”が選択する。即ち、検査オーダ情報は検出器管理装置１０”から、選択されたＸ
線検出器を備えるＸ線撮影装置２０’、３０’に検査オーダ情報を送信することで撮影が
行われる。
【００４４】
　また、図１０は検出器管理装置１０”による処理手順のフローチャート図であり、図７
のフローチャート図と同様の処理を実行するステップは同じ符号を付している。先ず、図
１０のステップＳ２１において、情報送受信回路１８が検査オーダ情報を待ち、検査オー
ダ情報が受信されると、ステップＳ２２において撮影情報取得回路１４が検査オーダの中
から撮影情報を取得する。
【００４５】
　次のステップＳ２３において、品質情報取得回路１３が全てのＸ線検出器の品質に関わ
る品質情報を取得する。品質情報は上述の品質情報に加え、各Ｘ線検出器の前回行った不
変性試験結果（空間解像力、コントラスト、雑音、ダイナミックレンジ、線形性、均一性
、検出効率、感度等）、Ｘ線検出器の基本的な諸特性（画素ピッチ、センササイズなど）
を取得する。なお、不変性試験の結果は試験時に外部のデータベース等に記録しておき、
そのデータを読み出して取得すればよい。また、Ｘ線検出器の基本的な諸特性に関しても
Ｘ線検出器の購入時に外部のデータベース等に記録しておき、そのデータを読み出して取
得すればよい。
【００４６】
　次に、ステップＳ２４においてＸ線検出器選択回路１９が、撮影情報取得回路１４から
取得した撮影情報及び品質情報取得回路１３から取得した品質情報に基づいて撮影に適し
たＸ線検出器を選択する。例えば、予め撮影部位毎に空間解像力、コントラスト、雑音、
ダイナミックレンジ、線形性、均一性、検出効率、感度等の品質情報の最低要求スペック
を設定しておく。ここで、撮影情報で取得した部位情報に対応する最低要求スペックを読
み出し、最低要求スペックを満たすＸ線検出器を選択すればよい。
【００４７】
　なお、最低要求スペックを満たす複数のＸ線検出器が存在する場合には、最も重視する
品質情報を予め設定しておく。例えば、コントラストを重視する設定にしておき、最低要
求スペックを満たすＸ線検出器のうち、コントラストが最も高いＸ線検出器を選択すれば
よい。また、Ｘ線検出器の割り振りが偏ることを防ぐため、例えば複数のＸ線検出器が選
択された場合は品質情報の最終更新日時が最も前であるＸ線検出器、即ち前回撮影されて
から最も時間の経過したＸ線検出器を選択するようにしてもよい。また、最低要求スペッ
クを満たすＸ線検出器が１つもない場合は、最も重視する品質情報が最も良いＸ線検出器
を選択すればよい。
【００４８】
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　なお、選択方法はこれに限定されるものではなく、例えば撮影条件によってＸ線検出器
を選択するようにしてもよい。また、或る規則に従って最終的な候補を求めるルールベー
ス法やニューラルネットワークを用いてＸ線検出器を選択する等の方法を用いてもよい。
【００４９】
　次に、ステップＳ２５において情報送受信回路１８により選択されたＸ線検出器を備え
る例えばＸ線撮影装置２０’に検査オーダを送信する。検査オーダを受信したＸ線撮影装
置２０’は検査オーダに従って撮影を行うことになる。
【００５０】
　以上の実施例によれば、複数のＸ線検出器の品質情報を管理し、Ｘ線検出器の方式、劣
化状況に基づいて最適なＸ線検出器を選択し撮影を行うことができるため、常に良好な画
質を得る効果がある。
【００５１】
　以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れないことは云うまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００５２】
　また、前述した実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、システム或いは
装置に直接或いは遠隔から供給し、供給されたプログラムコードを読み出して実行するこ
とによっても達成される場合を含むものとする。
【００５３】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、コンピュータにインスト
ールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明の機能
処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００５４】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えばフロッピ（登録商標）ディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ
－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどがある。
【００５５】
　その他に、クライアントコンピュータのブラウザを用いてインターネットのホームペー
ジに接続し、本発明のコンピュータプログラム、又は圧縮され自動インストール機能を含
むファイルをダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプログラムを
構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホー
ムページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処
理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを、複数のユーザに対してダウン
ロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである。
【００５６】
　また、本発明のプログラムを暗号化して、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザ
に配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページ
から暗号化を解く鍵情報をダウンロードすることができる。そして、その鍵情報を使用す
ることにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現
することも可能である。
【００５７】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
例の機能が実現される。また、プログラムの指示に基づいて、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施例
の機能が実現され得る。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】第１の実施の形態のＸ線撮影システムのブロック回路構成図である。
【図２】表示器に表示した検査オーダの説明図である。
【図３】撮影情報の表示の説明図である。
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【図４】第１の実施の形態の処理手順のフローチャート図である。
【図５】品質情報の表示の説明図である。
【図６】第２の実施の形態のブロック回路構成図である。
【図７】第２の実施の形態の処理手順のフローチャート図である。
【図８】不変性試験の必要性の報知の説明図である。
【図９】第３の実施の形態のブロック回路構成図である。
【図１０】第３の実施の形態の処理手順のフローチャート図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０、１０’、１０”　検出器管理装置
　１１　情報送信回路
　１２　情報受信回路
　１３　品質情報取得回路
　１４　撮影情報取得回路
　１５　品質情報更新回路
　１６　品質情報表示器
　１７　報知回路
　１８、２８、３８　情報送受信回路
　１９　Ｘ線検出器選択回路
　２０、２０’、３０，３０’　Ｘ線撮影装置
　２１、３１　情報送信回路
　２２、３２　情報受信回路
　２３、３３　撮影制御回路
　２４、３４　表示器
　２５、３５　操作パネル
　２６、３６　Ｘ線発生回路
　２７、３７　Ｘ線検出器
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