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(57)【要約】
【課題】部品点数を増やすことなく、電子回路の温度に
応じて当該電子回路を冷却することができる可搬型放射
線画像変換装置、放射線画像撮影システム及びプログラ
ムを提供する。
【解決手段】放射線検出器６０及び電子カセッテ制御部
６４が収納されると共に、通気口が形成された筐体、当
該筐体に設けられ、通気口を開放及び閉塞する蓋部材、
通気口を開放及び閉塞するように蓋部材を移動させるア
クチュエータ１０６、画像情報を得るために実行される
撮影の種類を示し、かつ入力された撮影種類情報に基づ
いて、通気口が開放または閉塞されるようにアクチュエ
ータ１０６を制御するＣＰＵ６４Ａ、を有する電子カセ
ッテ３２と、撮影種類情報を電子カセッテ３２に入力す
る送受信機４２Ｈを有するコンソール４２と、を備える
。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から照射された放射線量に応じた放射線画像を示す画像情報を生成する電子回路が
収納されると共に、通気口が形成された筐体と、
　前記筐体に設けられ、前記通気口を開放及び閉塞する蓋体と、
　前記通気口を開放及び閉塞するように前記蓋体を移動させる移動手段と、
　前記画像情報を得るために実行される撮影の種類を示し、かつ入力された撮影種類情報
に基づいて、前記通気口が開放または閉塞されるように前記移動手段を制御する制御手段
と、
　を備えた可搬型放射線画像変換装置。
【請求項２】
　前記撮影種類情報と前記通気口を開放するか閉塞するかを示す開閉情報とが関連付けら
れて記憶された記憶手段と、
　撮影種類情報を受け付ける受付手段と、を更に備え、
　前記制御手段は、前記受付手段により受け付けられて入力された前記撮影種類情報が前
記記憶手段に記憶されている場合に、当該撮影種類情報に関連付けられている開閉情報を
前記記憶手段から読み出し、当該開閉情報に応じて前記通気口が開放または閉塞されるよ
うに前記移動手段を制御する請求項１記載の可搬型放射線画像変換装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記受付手段が前記記憶手段に記憶されている撮影種類情報以外の他
の撮影種類情報及び当該他の撮影種類情報に対応する開閉情報を受け付けた場合には当該
他の撮影種類情報及び当該開閉情報を関連付けて前記記憶手段に記憶する制御を行う請求
項２記載の可搬型放射線画像変換装置。
【請求項４】
　前記記憶手段に、前記撮影種類情報に対応させて当該撮影種類情報により示される撮影
の種類での前記放射線画像の撮影可能枚数を示す撮影可能枚数情報を関連付けて記憶し、
　前記制御手段は、前記受付手段により受け付けられて入力された前記撮影種類情報が前
記記憶手段に記憶されている場合に、当該撮影種類情報に関連付けられた撮影可能枚数情
報を前記記憶手段から読み出し、当該撮影可能枚数情報により示される撮影可能枚数が予
め定められた枚数未満である場合に撮影可能枚数が予め定められた枚数未満であることを
表示するように制御を行う請求項２又は請求項３記載の可搬型放射線画像変換装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記受付手段が前記記憶手段に記憶されている撮影種類情報以外の他
の撮影種類情報及び当該他の撮影種類情報に対応する撮影可能枚数情報を受け付けた場合
には当該他の撮影種類情報及び当該撮影可能枚数情報を関連付けて前記記憶手段に記憶す
る制御を行う請求項４記載の可搬型放射線画像変換装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、非撮影時に前記通気口を開放するように前記移動手段を制御する請求
項１～請求項５の何れか１項に記載の可搬型放射線画像変換装置。
【請求項７】
　前記筐体が予め定められた場所に設置されたことを検知する検知手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記検知手段により前記筐体が予め定められた場所に設置されたこと
が検知された場合に、前記通気口を開放するように前記移動手段を制御する請求項１～請
求項５の何れか１項に記載の可搬型放射線画像変換装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項７の何れか１項に記載の可搬型放射線画像変換装置と、
　前記撮影種類情報を前記可搬型放射線画像変換装置に入力する入力手段を有する通信装
置と、
　を備えた放射線画像撮影システム。
【請求項９】



(3) JP 2010-8669 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

　コンピュータを、
　外部から照射された放射線量に応じた放射線画像を示す画像情報を生成する電子回路が
収納されると共に、通気口が形成された筐体の当該通気口を、前記画像情報を得るために
実行される撮影の種類を示す撮影種類情報に基づいて、開放するか閉塞するかを判断する
判断手段、及び前記判断手段による判断結果に応じて前記通気口が開放または閉塞される
ように、前記通気口を開放及び閉塞するように前記蓋体を移動させる移動手段を制御する
制御手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項１～請求項７の何れか１項に記載の可搬型放射線画像変換装置
を構成する制御手段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可搬型放射線画像変換装置、放射線画像撮影システム及びプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）アクティブマトリクス基板上にＸ線感応層を配
置し、Ｘ線を直接デジタルデータに変換できるＦＰＤ（Flat Panel Detector）が実用化
されており、このＦＰＤ等を用いて照射された放射線により表わされる放射線画像を示す
画像情報を生成し、生成した画像情報を記憶する可搬型放射線画像変換装置（以下、「電
子カセッテ」ともいう。）が実用化されている。
【０００３】
　電子カセッテは、照射された放射線により発生する微弱な信号を検出して放射線画像を
示す画像情報を生成する電子回路を筐体に収納しており、当該画像情報を生成する際に電
子回路で発生する熱の影響で信号の検出結果が一定とならず、画質が低下する場合がある
、という問題が知られている。
【０００４】
　この問題を解決するための技術として、特許文献１には、電子カセッテの筐体にファン
を設け、筐体内の電子回路の温度を測定し、測定した温度に応じてファンによる送風で筐
体内の電子回路を冷却する技術が記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、電子カセッテの筐体に通気口を設け、非撮影時に通気口を開放
して筐体内の空気を当該通気口から外に排出すると共に、当該通気口から筐体内に外気を
取り込むことにより装置全体を冷却する技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００１－２８１３４５号公報
【特許文献２】特開平１０－１７７２２４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、特許文献１の技術では、電子回路の温度に応じて当該電子回路を冷却す
ることはできるものの、筐体内が密閉された空間となっているため、電子回路を十分に冷
却することができない、という問題点があった。
【０００７】
　特許文献２の技術では、筐体内の空気を通気口から外に排出すると共に、通気口から外
気を筐体内に取り込むようにしているので、特許文献１の技術よりも高い冷却効果が期待
できるものの、電子回路の温度に応じて当該電子回路を冷却することができない、という
問題点があった。
【０００８】
　特許文献２の技術において、電子回路の温度を測定し、測定した温度に応じて通気口を
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開放または閉塞することにより電子回路を冷却するという技術も考えられるが、この技術
では、電子回路の温度を測定する測定手段が必要となるため、部品点数が多くなり、コス
トアップに繋がる、という問題点があった。
【０００９】
　本発明は上記問題点を解決するために成されたものであり、部品点数を増やすことなく
、電子回路の温度に応じて当該電子回路を冷却することができる可搬型放射線画像変換装
置、放射線画像撮影システム及びプログラム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】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の可搬型放射線画像変換装置は、外部から
照射された放射線量に応じた放射線画像を示す画像情報を生成する電子回路が収納される
と共に、通気口が形成された筐体と、前記筐体に設けられ、前記通気口を開放及び閉塞す
る蓋体と、前記通気口を開放及び閉塞するように前記蓋体を移動させる移動手段と、前記
画像情報を得るために実行される撮影の種類を示し、かつ入力された撮影種類情報に基づ
いて、前記通気口が開放または閉塞されるように前記移動手段を制御する制御手段と、を
備えている。
【００１１】
　請求項１に記載の可搬型放射線画像変換装置によれば、外部から照射された放射線量に
応じた放射線画像を示す画像情報を生成する電子回路が収納される筐体に形成された通気
口を開放及び閉塞する蓋体は当該通気口を開放及び閉塞するように移動手段によって移動
される。
【００１２】
　ここで、本発明では、制御手段により、画像情報を得るために実行される撮影の種類を
示し、かつ入力された撮影種類情報に基づいて、通気口が開放または閉塞されるように移
動手段が制御される。
【００１３】
　このように、本発明の可搬型放射線画像変換装置によれば、撮影の種類に応じて筐体に
形成された通気口が開放または閉塞されるので、部品点数を増やすことなく、電子回路の
温度に応じて当該電子回路を冷却することができる。
【００１４】
　なお、請求項１に記載の可搬型放射線画像変換装置は、請求項２に記載の発明のように
、前記撮影種類情報と前記通気口を開放するか閉塞するかを示す開閉情報とが関連付けら
れて記憶された記憶手段と、撮影種類情報を受け付ける受付手段と、を更に備え、前記制
御手段が、前記受付手段により受け付けられて入力された前記撮影種類情報が前記記憶手
段に記憶されている場合に、当該撮影種類情報に関連付けられている開閉情報を前記記憶
手段から読み出し、当該開閉情報に応じて前記通気口が開放または閉塞されるように前記
移動手段を制御するものとしても良い。これにより、撮影種類情報を受け付けたときに通
気口を開放または閉塞するための制御が行われるので、ユーザが意図しないタイミングで
通気口が開放または閉塞することを防止することができる。
【００１５】
　また、請求項２記載の可搬型放射線画像変換装置は、請求項３記載の発明のように、前
記制御手段が、前記受付手段が前記記憶手段に記憶されている撮影種類情報以外の他の撮
影種類情報及び当該他の撮影種類情報に対応する開閉情報を受け付けた場合には当該他の
撮影種類情報及び当該開閉情報を関連付けて前記記憶手段に記憶する制御を行うものとし
ても良い。これにより、記憶手段における撮影種類情報及び当該撮影種類情報に関連付け
られた開閉情報を増やすことができるので、ユーザにとっての利便性を向上させることが
できる。
【００１６】
　また、請求項２又は請求項３記載の可搬型放射線画像変換装置は、請求項４記載の発明
のように、前記記憶手段に、前記撮影種類情報に対応させて当該撮影種類情報により示さ
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れる撮影の種類での前記放射線画像の撮影可能枚数を示す撮影可能枚数情報を関連付けて
記憶し、前記制御手段が、前記受付手段により受け付けられて入力された前記撮影種類情
報が前記記憶手段に記憶されている場合に、当該撮影種類情報に関連付けられた撮影可能
枚数情報を前記記憶手段から読み出し、当該撮影可能枚数情報により示される撮影可能枚
数が予め定められた枚数未満である場合に撮影可能枚数が予め定められた枚数未満である
ことを表示するように制御を行うものとしても良い。これにより、撮影者は撮影可能枚数
が予め定められた枚数未満であることを意識しながら撮影を行うことができるので、重要
度の異なる複数枚の放射線画像を得るにあたり、重要度の高い放射線画像を得る前に撮影
ができなくなるという事態の発生を回避することができる。
【００１７】
　また、請求項４記載の可搬型放射線画像変換装置は、請求項５記載の発明のように、前
記制御手段が、前記受付手段が前記記憶手段に記憶されている撮影種類情報以外の他の撮
影種類情報及び当該他の撮影種類情報に対応する撮影可能枚数情報を受け付けた場合には
当該他の撮影種類情報及び当該撮影可能枚数情報を関連付けて前記記憶手段に記憶する制
御を行うものとしても良い。これにより、記憶手段における撮影種類情報及び当該撮影種
類情報に関連付けられた撮影可能枚数情報を増やすことができるので、ユーザにとっての
利便性を向上させることができる。
【００１８】
　また、請求項１～請求項５の何れか１項に記載の可搬型放射線画像変換装置は、請求項
６記載の発明のように、前記制御手段が、非撮影時に前記通気口を開放するように前記移
動手段を制御するものとしても良い。これにより、非撮影時に電子回路を冷却することが
できる。
【００１９】
　また、請求項１～請求項５の何れか１項に記載の可搬型放射線画像変換装置は、請求項
７記載の発明のように、前記筐体が予め定められた場所に設置されたことを検知する検知
手段を更に備え、前記制御手段が、前記検知手段により前記筐体が予め定められた場所に
設置されたことが検知された場合に、前記通気口を開放するように前記移動手段を制御す
るものとしても良い。これにより、可搬型放射線画像変換装置を予め定められた場所に設
置することにより通気口を開放することができるので、ユーザにとっての利便性を向上さ
せることができる。
【００２０】
　一方、上記目的を達成するために、請求項８記載の放射線画像撮影システムは、請求項
１～請求項７の何れか１項に記載の可搬型放射線画像変換装置と、前記撮影種類情報を前
記可搬型放射線画像変換装置に入力する入力手段を有する通信装置と、を備えている。
【００２１】
　請求項８に記載の放射線画像撮影システムによれば、請求項１～請求項７の何れか１項
に記載の可搬型放射線画像変換装置と同様に作用するので、当該可搬型放射線画像変換装
置と同様の効果を得ることができる。
【００２２】
　一方、上記目的を達成するために、請求項９記載のプログラムは、コンピュータを、外
部から照射された放射線量に応じた放射線画像を示す画像情報を生成する電子回路が収納
されると共に、通気口が形成された筐体の当該通気口を、前記画像情報を得るために実行
される撮影の種類を示す撮影種類情報に基づいて、開放するか閉塞するかを判断する判断
手段、及び前記判断手段による判断結果に応じて前記通気口が開放または閉塞されるよう
に、前記通気口を開放及び閉塞するように前記蓋体を移動させる移動手段を制御する制御
手段として機能させるためのものである。
【００２３】
　従って、請求項９記載のプログラムによれば、請求項１に記載の発明と同様に作用する
ので、請求項１に記載の発明と同様に、部品点数を増やすことなく、電子回路の温度に応
じて当該電子回路を冷却することができる。
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【００２４】
　また、請求項１０記載のプログラムは、コンピュータを、請求項１～請求項７の何れか
１項に記載の可搬型放射線画像変換装置を構成する制御手段として機能させるためのもの
である。
【００２５】
　従って、請求項１０記載のプログラムによれば、請求項１～請求項７の何れか１項に記
載の可搬型放射線画像変換装置と同様に作用するので、当該可搬型放射線画像変換装置と
同様の効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、部品点数を増やすことなく、電子回路の温度に応じて当該電子回路を
冷却することができる、という効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００２８】
　〔第１の実施形態〕
【００２９】
　先ず、本第１の実施形態に係る放射線情報システム１０の構成について説明する。図１
には、本第１の実施形態に係る放射線情報システム１０{以下、「ＲＩＳ１０」（ＲＩＳ
：Radiology Information System）とも称する。）の各構成要素を示すブロック図が示さ
れている。
【００３０】
　ＲＩＳ１０は、放射線科部門内における、診療予約、診断記録等の情報管理を行うため
のシステムであり、病院情報システム（ＨＩＳ：Hospital Information System）の一部
を構成する。
【００３１】
　ＲＩＳ１０は、複数の撮影依頼入力端末１２（以下、「入力端末１２」とも称する。）
と、ＲＩＳサーバ１４と、複数の放射線画像撮影システム１８（以下、「撮影システム１
８」とも称する。）と、を含んで構成されている。
【００３２】
　ＲＩＳサーバ１４は、ＲＩＳ１０全体の管理をするものであり、ＬＡＮ（Local Area N
etwork）ケーブル２０又は無線ＬＡＮ２２により、各入力端末１２及び撮影システム１８
と相互通信が可能に構成されている。また、ＲＩＳサーバ１４は、ＨＩＳ全体の管理をす
るＨＩＳサーバ２４に接続されている。
【００３３】
　入力端末１２は、医師２６（図２を参照。）や放射線技師が、診断情報や施設予約の入
力・閲覧をするためのものであり、放射線画像の撮影依頼（撮影予約）もこの入力端末１
２からなされる。各入力端末１２は、表示装置付きのパーソナルコンピュータから構成さ
れ、ＲＩＳサーバ１４とＬＡＮにより接続されて相互通信が可能となっている。
【００３４】
　ＲＩＳサーバ１４は、各入力端末１２からの撮影依頼を受け付け、撮影システム１８に
おける放射線画像の撮影スケジュールを管理するものであり、データベース２８を含んで
構成されている。
【００３５】
　データベースは、患者３０（図２を参照。）の属性情報（氏名、性別、生年月日、年齢
、血液、患者ＩＤ等）、病歴、受診歴、過去に撮影した放射線画像等、患者３０に関する
情報、撮影システム１８の電子カセッテ３２の識別番号、型式、サイズ、感度、使用可能
な撮影部位（対応可能な撮影依頼の内容）、使用開始年月日、使用回数等、電子カセッテ
３２に関する情報、及び放射線画像を示す放射線画像情報を得るために実行される撮影の
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種類を示す撮影種類情報を含んで構成されている。
【００３６】
　なお、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、上記撮影の種類として、１回の
撮影指示に対して１枚の放射線画像を撮影する通常撮影、１回の断層走査により得られた
複数の放射線画像から、任意の高さの断層画像を生成するトモシンセシス撮影、動画像を
取得する動画撮影、複数の放射線画像を合成して、長尺画像を生成する長尺撮影を適用し
ているが、他の種類の撮影も適用可能である。
【００３７】
　撮影システム１８は、ＲＩＳサーバ１４からの指示に応じて医師２６や放射線技師の操
作により放射線画像の撮影を行う。撮影システム１８は、撮影条件に従った放射線量から
なる放射線Ｘを被写体としての患者３０に照射する撮影装置３４と、患者３０を透過した
放射線Ｘを検出し、放射線画像情報に変換する放射線検出器（後述）を内蔵する電子カセ
ッテ３２と、前記放射線検出器によって検出された放射線Ｘに基づく放射線画像を表示す
る表示装置３６と、電子カセッテ３２に内蔵されるバッテリ３８（図３、図４及び図１１
を参照。）を充電するクレードル４０と、電子カセッテ３２、撮影装置３４、表示装置３
６及びクレードル４０を制御するコンソール４２と、を備える。電子カセッテ３２、撮影
装置３４、表示装置３６及びクレードル４０と、コンソール４２との間では、無線通信に
よる信号の送受信が行われる。
【００３８】
　図２には、本第１の実施形態に係る撮影システム１８を配置した様子の一例として、撮
影システム１８が撮影室としての手術室４４内に設置された様子が示されている。図２の
手術室４４では、撮影システム１８に加えて、患者３０が横臥する手術台４６が配置され
ると共に、医師２６が手術に使用する各種器具が載置される器具台４８が手術台４６の側
部に配置される。また、手術台４６の周りには、麻酔器、吸引器、心電計、血圧計等、手
術に必要な様々な機器が配置される（これらの機器は、図２では省略されている。）。
【００３９】
　撮影装置３４は、自在アーム５０に連結され、患者３０の撮影部位に応じた所望の位置
に移動可能であると共に、医師２６による手術の邪魔とならない位置に待避可能である。
同様に、表示装置３６は、自在アーム５２に連結され、撮影された放射線画像を医師２６
が容易に確認できる位置に移動可能である。
【００４０】
　図２の例は、撮影システム１８が手術室４４内に設置されているが、放射線画像の撮影
専用に設置された撮影室内等、他の場所に撮影システム１８を設置しても良い。
【００４１】
　図３には、電子カセッテ３２の内部構成を示す図が示されている。
【００４２】
　同図に示すように、電子カセッテ３２は、放射線Ｘを透過させる材料からなる筐体５４
を備えている。筐体５４の内部には、放射線Ｘが照射される筐体５４の照射面５６側から
、患者３０による放射線Ｘの散乱線を除去するグリッド５８、患者３０を透過した放射線
Ｘを検出する放射線検出器６０（放射線変換パネル）、及び、放射線Ｘのバック散乱線を
吸収する鉛板６２が順に配設される。なお、筐体５４の照射面５６をグリッド５８として
構成してもよい。
【００４３】
　また、筐体５４の内部には、電子カセッテ３２の電源であるバッテリ３８と、バッテリ
３８から供給される電力により放射線検出器６０を駆動制御する電子カセッテ制御部６４
と、放射線検出器６０によって検出した放射線Ｘの情報を含む信号をコンソール４２との
間で送受信する送受信機６６とが収容される。
【００４４】
　電子カセッテ３２は、手術室４４等で使用されるとき、血液やその他の雑菌が付着する
おそれがある。そこで、電子カセッテ３２を防水性、密閉性を有する構造とし、必要に応
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じて殺菌洗浄することにより、１つの電子カセッテ３２を繰り返し続けて使用することが
できる。
【００４５】
　電子カセッテ３２は、手術室４４で使用される場合に限られるものではなく、例えば、
検診や病院内での回診にも適用することができる。
【００４６】
　また、電子カセッテ３２と外部機器との間での無線通信は、通常の電波による通信に代
えて、赤外線等を用いた光無線通信で行うようにしても良い。
【００４７】
　図４には、放射線検出器６０の回路構成を示すブロック図が示されている。放射線検出
器６０は、放射線Ｘを感知して電荷を発生させるアモルファスセレン（ａ－Ｓｅ）等の物
質からなる光電変換層６８を行列状の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor
）７０のアレイの上に配置した構造を有し、発生した電荷を蓄積容量７２に蓄積した後、
各行毎にＴＦＴ７０を順次オンにして、電荷を画像信号として読み出す。図４では、光電
変換層６８及び蓄積容量７２からなる１つの画素７４と１つのＴＦＴ７０との接続関係の
みを示し、その他の画素７４の構成については省略している。なお、アモルファスセレン
は、高温になると構造が変化して機能が低下してしまうため、所定の温度範囲内で使用す
る必要がある。従って、電子カセッテ３２内に放射線検出器６０を冷却する手段を配設す
ることが好ましい。また、放射線検出器６０は、アモルファスセレンのような放射線Ｘを
直接的に電荷に変換するＸ線-電荷変換材料の代わりに、蛍光体材料と光電変換素子（フ
ォトダイオード）を用いて間接的に電荷に変換しても良い。蛍光体材料としては、ガドリ
ニウム硫酸化物（ＧＯＳ）やヨウ化セシウム（ＣｓＩ）が良く知られている。この場合、
蛍光材料によってＸ線－光変換を行い、光電変換素子のフォトダイオードによって光－電
荷変換を行う。
【００４８】
　各画素７４に接続されるＴＦＴ７０には、行方向と平行に延びるゲート線７６と、列方
向と平行に延びる信号線７８とが接続される。各ゲート線７６は、ライン走査駆動部８０
に接続され、各信号線７８は、読取回路を構成するマルチプレクサ８２に接続される。
【００４９】
　ゲート線７６には、行方向に配列されたＴＦＴ７０をオンオフ制御する制御信号Ｖｏｎ
、Ｖｏｆｆがライン走査駆動部８０から供給される。この場合、ライン走査駆動部８０は
、ゲート線７６を切り替える複数のスイッチＳＷ１と、スイッチＳＷ１の１つを選択する
選択信号を出力するアドレスデコーダ８４とを備える。アドレスデコーダ８４には、電子
カセッテ制御部６４からアドレス信号が供給される。
【００５０】
　また、信号線７８には、列方向に配列されたＴＦＴ７０を介して各画素７４の蓄積容量
７２に保持されている電荷が流出する。この電荷は、増幅器８６によって増幅される。増
幅器８６には、サンプルホールド回路８８を介してマルチプレクサ８２が接続される。マ
ルチプレクサ８２は、信号線７８を切り替える複数のスイッチＳＷ２と、スイッチＳＷ２
の１つを選択する選択信号を出力するアドレスデコーダ９０とを備える。アドレスデコー
ダ９０には、電子カセッテ制御部６４からアドレス信号が供給される。マルチプレクサ８
２には、Ａ／Ｄ変換器９２が接続され、Ａ／Ｄ変換器９２によってデジタル信号に変換さ
れた放射線画像情報が電子カセッテ制御部６４に供給される。
【００５１】
　次に、図５～図１０を参照しながら電子カセッテ３２の発熱部を冷却するための構成に
ついて説明する。なお、上記発熱部としては、例えば、バッテリ３８、放射線検出器６０
、電子カセッテ制御部６４、各種回路のうち発熱する発熱回路、各種素子のうち発熱する
発熱素子が該当する。
【００５２】
　図５は、本第１の実施形態に係る電子カセッテ３２の外観を示す斜視図であり、通気口
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が閉塞された状態を示す図である。図６は、図５のａ－ａ線断面図である。図７は、本第
１の実施形態に係る電子カセッテ３２の外観を示す斜視図であり、通気口が開放された状
態を示す図である。図８は、本第１の実施形態に係る電子カセッテ３２の開閉機構を示す
正面図であり、通気口が開放された状態を示す図である。図９は、本第１の実施形態に係
る電子カセッテ３２の開閉機構を示す部分断面図である。図１０は、本第１の実施形態に
係る電子カセッテ３２の開閉機構を示す正面図であり、通気口が閉塞された状態を示す図
である。
【００５３】
　電子カセッテ３２の筐体５４は、外縁に４辺５４Ａ，５４Ｂ，５４Ｃ，５４Ｄを有する
形状、具体的には、四辺形状（四角形状）をしている。より具体的には、電子カセッテ３
２の筐体５４は、長方形状をしている。また、筐体５４は、角が丸くなった形状をしてい
る。図２及び図３では、筐体５４の形状を概略的に示しており、角を有する形状となって
いる。なお、筐体５４は、角を有する形状であっても良い。
【００５４】
　４辺５４Ａ，５４Ｂ，５４Ｃ，５４Ｄをなす筐体５４の側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，
９４Ｄには、図６及び図７に示すように、筐体５４の内部へ外気を取り込み可能な通気口
９６が形成されている。なお、側面９４Ａが辺５４Ａに対応し、側面９４Ｂが辺５４Ｂに
対応し、側面９４Ｃが辺５４Ｃに対応し、側面９４Ｄが辺５４Ｄに対応している。
【００５５】
　通気口９６は、筐体５４の全周にわたって連通し、側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４
Ｄに形成された単一の開口で構成されている。なお、通気口９６は、側面９４Ａ，９４Ｂ
，９４Ｃ，９４Ｄのそれぞれに独立して形成される構成であっても良く、また、側面９４
Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄのうちの２つ又は３つの側面が連通する構成であっても良い
。更に、通気口９６は、発熱部に対応して配置されていれば良く、発熱部が４辺５４Ａ，
５４Ｂ，５４Ｃ，５４Ｄのうちの１辺に沿って配置される場合には、その１辺をなす側面
９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄに形成されていれば良い。従って、通気口９６は、側面
９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄのうちの何れかに少なくとも形成されていれば良い。
【００５６】
　また、通気口９６は、２つの側面に形成される場合には、対向する側面（例えば、側面
９４Ａ、側面９４Ｃ）に形成される構成あっても良く、また、隣接する側面（例えば、側
面９４Ａ、側面９４Ｂ）に形成される構成であっても良い。
【００５７】
　筐体５４には、通気口９６を覆う蓋部材９８が設けられている。
【００５８】
　蓋部材９８は、無端の環状にされた帯体で形成されている。蓋部材９８は、側面９４Ａ
，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄ及び通気口９６を筐体２０の外面側から覆うと共に、各側面を
締め付けるように筐体５４の側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄに設けられており、筐
体５４の外側から加わる衝撃を吸収する弾性材で形成されている。すなわち、蓋部材９８
は筐体５４の外側から加わる衝撃を吸収する緩衝部材としても機能する。蓋部材９８を構
成する弾性材としては、例えば、ゴムや樹脂が用いられる。
【００５９】
　蓋部材９８には、図６に示すように、通気口９６に入り込む凸部９８Ａが形成されてい
る。この凸部９８Ａにより、蓋部材９８と筐体５４との接触面積が増大し、筐体５４の密
閉性が高められる。
【００６０】
　図８に示すように、電子カセッテ３２は、蓋部材９８を開放または閉塞させる開閉機構
１００を備えている。開閉機構１００は、筐体５４にスライド移動可能に設けられたスラ
イダ１０２と、スライダ１０２に設けられたリンク部材１０４と、スライダ１０２をスラ
イド移動させるアクチュエータ１０６と、を備えている。
【００６１】
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　図９に示すように、スライダ１０２、リンク部材１０４及びアクチュエータ１０６は、
通気口９６を間に挟むように筐体５４の両側にそれぞれ配置されている。
【００６２】
　リンク部材１０４は、先端部が蓋部材９８に回動可能に取り付けられると共に後端部が
スライダ１０２に回動可能に取り付けられている。
【００６３】
　具体的には、リンク部材１０４の先端部は、蓋部材９８に接着等により固定されると共
に薄肉とされた脆弱部９８Ｂを回動中心として回動するようになっている。一方、リンク
部材１０４の後端部は、スライダ１０２に軸部１０８により回動可能に支持され、軸部１
０８を回動中心として回動するようになっている。
【００６４】
　スライダ１０２は、筐体５４に設けられたレール１１０に取り付けられており、このレ
ール１１０に案内されて筐体５４の側面９４Ｂに沿ってスライド移動可能とされている。
具体的には、スライダ１０２は、リンク部材１０４の先端部が取り付けられた蓋部材９８
の部位に軸部１０８が対向する対向位置（図８参照。）と、リンク部材１０４の長さより
も若干短い距離分対向位置から退避した退避位置（図１０参照。）との間をスライド移動
可能とされている。
【００６５】
　本第１の実施形態に係る電子カセッテ３２では、アクチュエータ１０６としてソレノイ
ドを適用している。上記ソレノイドは、プランジャがケース内に吸引されているときにス
ライダ１０２が退避位置に位置し、プランジャがケースから引き出されているときにスラ
イダ１０２が対向位置に位置するように、ケースが筐体５４の内壁に、プランジャがスラ
イダ１０２に各々固定されている。上記ソレノイドは通電時にプランジャがケース内に吸
引され、非通電時には巻装されたコイルばねの付勢力によりプランジャがケースから引き
出される。
【００６６】
　スライダ１０２がアクチュエータ１０６により対向位置に移動すると、図８に示すよう
に、リンク部材１０４の長手方向が辺５４Ｂと直交する方向に向き、リンク部材１０４の
先端部が筐体５４の外側へ突出して蓋部材９８を筐体５４の外側へ押圧する。これにより
、蓋部材９４が通気口９６を開放する開放位置へ移動する。
【００６７】
　一方、スライダ１０２がアクチュエータ１０６により退避位置に移動すると、図１０に
示すように、リンク部材１０４の長手方向が辺５４Ｂに沿った方向に向き、リンク部材１
０４の先端部が筐体５４の内側に収納されて蓋部材９８が筐体５４の外側から筐体５４側
へ引っ張られる。これにより、蓋部材９８が通気口９６を閉塞する閉塞位置へ移動する。
【００６８】
　このように、スライダ１０２がスライド移動することにより、リンク部材１０４が筐体
５４の側面９４Ｂに対して起立して蓋部材９８が開放位置へ移動し、リンク部材１０４が
筐体５４の側面９４Ｂに対して傾倒して蓋部材６２が閉塞位置へ移動する。
【００６９】
　上記では、辺５４Ｂをなす側面９４Ｂに配置された開閉機構１００について説明したが
、開閉機構１００は各側面９４Ａ，９４Ｃ，９４Ｄにも配置されており、通気口９６は、
各側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄにおいて蓋部材９８を独立して開閉する構成とな
っている。なお、開閉機構１００は、少なくとも側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄの
何れかに配置されていれば良い。
【００７０】
　また、通気口９６が開放された状態において外気を筐体５４内部に流通させるためのフ
ァンを筐体５４内部に設けても良い。
【００７１】
　図１１は、本第１の実施形態に係る放射線画像撮影システム１８のより詳細な構成を示



(11) JP 2010-8669 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

すブロック図である。
【００７２】
　同図に示すように、撮影装置３４は、撮影スイッチ３４Ａと、放射線Ｘを出力する放射
線源３４Ｂと、コンソール４２から無線通信により撮影条件等に関する信号を受信する一
方、コンソール４２に対して無線通信による撮影完了信号等の信号を送信する送受信機３
４Ｃと、撮影スイッチ３４Ａから供給される撮影開始信号及び送受信機３４Ｃから供給さ
れる撮影条件に基づいて放射線源３４Ｂを制御する線源制御部３４Ｄと、を備えている。
【００７３】
　撮影装置３４の線源制御部３４Ｄは、コンソール４２の送受信機４２Ｈ（後述）及び撮
影装置３４の送受信機３４Ｃを介して、コンソール４２のＣＰＵ（中央処理装置）４２Ａ
より患者３０の撮影条件を無線通信により取得し、取得した撮影条件に従って放射線源３
４Ｂを制御することにより、所定の放射線量からなる放射線Ｘを患者３０に照射する。
【００７４】
　電子カセッテ３２は、バッテリ３８と、電子カセッテ制御部６４と、コンソール４２か
ら無線通信により前述した撮影種類情報などの各種情報を受信する一方、撮影して得られ
た放射線画像情報をコンソール４２に無線通信により送信する送受信機６６と、放射線検
出器６０と、を備えている。
【００７５】
　バッテリ３８は、電子カセッテ制御部６４、送受信機６６、放射線検出器６０、及び電
子カセッテ制御部６４からの指示に従ってアクチュエータ１０６の作動を制御するドライ
バ１２０に電気的に接続されており、各部に電力を供給する。
【００７６】
　電子カセッテ制御部６４は、ＣＰＵ６４Ａ、ＲＯＭ（Read Only Memory）６４Ｂ、ＲＡ
Ｍ（Random Access Memory）６４Ｃ、ＮＶＭ（Non Volatile Memory)６４Ｄ、及び画像メ
モリ６４Ｅを含んで構成されている。
【００７７】
　ＣＰＵ６４Ａは、電子カセッテ３２全体の動作を司るものである。ＲＯＭ６４Ｂは、電
子カセッテ３２の作動を制御する制御プログラム、後述する開閉制御処理プログラムや各
種パラメータ等を予め記憶する記憶手段として機能するものである。ＲＡＭ６４Ｃは、各
種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられるものである。ＮＶＭ６４Ｄは、
装置の電源スイッチが切られても保持しなければならない各種情報を記憶するものである
。画像メモリ６４Ｅは、放射線検出器６０によって検出された放射線画像情報を記憶する
ものである。
【００７８】
　なお、本第１の実施形態に係るＮＶＭ６４Ｄには、前述した撮影種類情報と通気口９６
を開放するか閉塞するかを示す開閉情報とが関連付けられて予め記憶されており、更に、
当該撮影種類情報と当該撮影種類情報により示される撮影の種類での放射線画像の撮影可
能枚数を示す撮影可能枚数情報とが関連付けられて予め記憶されている。
【００７９】
　ＣＰＵ６４Ａには、放射線検出器６０、ＲＯＭ６４Ｂ、ＲＡＭ６４Ｃ、ＮＶＭ６４Ｄ、
画像メモリ６４Ｅ及び送受信機６６が接続されている。また、ＣＰＵ６４Ａには、ドライ
バ１２０を介してアクチュエータ１０６が接続されている。従って、ＣＰＵ６４Ａは、放
射線検出器６０を構成するライン走査駆動部８０（図４を参照。）のアドレスデコーダ８
４及びマルチプレクサ８２のアドレスデコーダ９０に対してのアドレス信号の供給と、Ｒ
ＯＭ６４Ｂ、ＲＡＭ６４Ｃ、ＮＶＭ６４Ｄ及び画像メモリ６４Ｅへのアクセスと、コンソ
ール４２との送受信機６６を介した各種情報の送受信と、ドライバ１２０を介したアクチ
ュエータ１０６の作動の制御と、を各々行うことができる。
【００８０】
　クレードル４０は、クレードル４０全体の動作を制御するクレードル制御部４０Ａと、
コンソール４２との間で無線通信により各種情報の送受信を行う送受信機４０Ｂと、電子
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カセッテ３２のバッテリ３８に電力を供給する電力供給部４０Ｃと、を備えている。
【００８１】
　なお、本第１の実施形態に係るクレードル４０では、電子カセッテ３２が装填されるこ
とにより、電力供給部４０Ｃがバッテリ３８に電力を供給すると共に、画像メモリ６４Ｅ
に放射線画像情報が記憶されている場合にはクレードル制御部４０Ａが当該放射線画像情
報を取得し、取得した放射線画像情報を送受信機４０Ｂを介してコンソール４２に送信す
る。
【００８２】
　表示装置３６は、コンソール４２から放射線画像情報を受信する受信機３６Ａと、受信
した放射線画像情報の表示制御を行う表示制御部３６Ｂと、表示制御部３６Ｂによって処
理された放射線画像情報を表示する表示部３６Ｃと、を備えている。
【００８３】
　コンソール４２は、ＣＰＵ４２Ａ、ＲＯＭ４２Ｂ、ＲＡＭ４２Ｃ、ＮＶＭ４２Ｄ、受付
部４２Ｅ，表示制御部４２Ｆ、表示部４２Ｇ及び送受信機４２Ｈを備えている。
【００８４】
　ＣＰＵ４２Ａは、コンソール４２全体の動作を司るものである。ＲＯＭ４２Ｂは、コン
ソール４２の作動を制御する制御プログラムや各種パラメータ等を予め記憶する記憶手段
として機能するものである。ＲＡＭ４２Ｃは、各種プログラムの実行時のワークエリア等
として用いられるものである。ＮＶＭ４２Ｄは、装置の電源スイッチが切られても保持し
なければならない各種情報を記憶するものである。受付部４２Ｅは、複数のキーを含んで
構成され、各種情報や指示を受け付けるものである。表示制御部４２Ｆは、受信した各種
情報の表示制御を行うものである。表示部４２Ｇは、表示制御部４２Ｆによって処理され
た各種情報を表示するものである。送受信機４２Ｈは、放射線画像情報、撮影種類情報な
どの各種情報を無線通信により送受信するものである。
【００８５】
　なお、本第１の実施形態では、表示部３６Ｃ，４２ＧとしてＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay）を用いて可視表示を行っているが、これに限らず、表示部３６Ｃ，４２Ｇとして
有機ＥＬディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ等の他のディスプレイを用いて可視表示を行
っても良い。
【００８６】
　次に、本第１の実施形態に係るＲＩＳ１０の全体的な動作について簡単に説明する。
【００８７】
　入力端末１２は、医師２６又は放射線技師からの、撮影種類情報を含む撮影依頼を受け
付ける。当該撮影依頼では、撮影の種類、撮影の日時及び撮影条件｛撮影の部位、角度及
び枚数、放射線Ｘを照射するための管電圧、管電流、照射時間並びに電子カセッテ３２の
サイズ及び感度等｝が指定される。
【００８８】
　入力端末１２は、受け付けた撮影依頼の内容をＲＩＳサーバ１４に通知する。ＲＩＳサ
ーバ１４は、入力端末１２から通知された撮影依頼の内容をデータベース２８に記録する
。
【００８９】
　コンソール４２は、ＲＩＳサーバ１４にアクセスすることにより、ＲＩＳサーバ１４か
ら撮影依頼の内容を取得し、撮影依頼の内容を表示部４２Ｇに表示する。
【００９０】
　医師２６や放射線技師が表示部４２Ｇに表示された撮影依頼の内容に基づいて放射線画
像の撮影を開始すると、撮影装置３４の放射線源３４Ｂから患者３０に放射線Ｘが照射さ
れる。当該放射線Ｘは患者３０を透過し、電子カセッテ３２のグリッド５８によって散乱
線が除去された後、放射線検出器６０に照射され、放射線検出器６０を構成する各画素７
４の光電変換層６８によって電気信号に変換され、蓄積容量７２に電荷として保持される
（図４参照。）。次いで、各蓄積容量７２に保持された患者３０の放射線画像情報である
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電荷情報は、電子カセッテ制御部６４を構成するＣＰＵ６４Ａからライン走査駆動部８０
及びマルチプレクサ８２に供給されるアドレス信号に従って読み出される。
【００９１】
　すなわち、ライン走査駆動部８０のアドレスデコーダ８４は、ＣＰＵ６４Ａから供給さ
れるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチＳＷ１の１つを選択し、対応する
ゲート線７６に接続されたＴＦＴ７０のゲートに制御信号Ｖｏｎを供給する。一方、マル
チプレクサ８２のアドレスデコーダ９０は、ＣＰＵ６４Ａから供給されるアドレス信号に
従って選択信号を出力してスイッチＳＷ２を順次切り替え、ライン走査駆動部８０によっ
て選択されたゲート線７６に接続された各画素７４の蓄積容量７２に保持された電荷情報
である放射線画像情報を信号線７８を介して順次読み出す。
【００９２】
　選択されたゲート線７６に接続された各画素７４の蓄積容量７２から読み出された放射
線画像情報は、各増幅器８６によって増幅された後、各サンプルホールド回路８８によっ
てサンプリングされ、マルチプレクサ８２を介してＡ／Ｄ変換器９２に供給され、デジタ
ル信号に変換される。デジタル信号に変換された放射線画像情報は、電子カセッテ制御部
６４の画像メモリ６４Ｅに一旦記憶された後、送受信機６６を介して、無線通信によりコ
ンソール４２に送信される。
【００９３】
　同様にして、ライン走査駆動部８０のアドレスデコーダ８４は、ＣＰＵ６４Ａから供給
されるアドレス信号に従ってスイッチＳＷ１を順次切り替え、各ゲート線７６に接続され
ている各画素７４の蓄積容量７２に保持された電荷情報である放射線画像情報を信号線７
８を介して読み出し、マルチプレクサ８２及びＡ／Ｄ変換器９２を介して電子カセッテ制
御部６４の画像メモリ６４Ｅに記憶させる。
【００９４】
　コンソール４２に送信された放射線画像情報は、送受信機４２Ｈによって受信され、Ｃ
ＰＵ４２Ａにおいて所定の画像処理が施された後、患者３０の患者情報と関連付けられた
状態でＮＶＭ４２Ｄに記憶される。
【００９５】
　また、画像処理の施された放射線画像情報は、送受信機４２Ｈから表示装置３６に送信
される。受信機３６Ａによって放射線画像情報を受信した表示装置３６は、表示制御部３
６Ｂによって表示部３６Ｃを制御し、放射線画像を表示する。医師２６は、表示部３６Ｃ
に表示された放射線画像を確認しながら手術を遂行する。
【００９６】
　ところで、コンソール４２は、ＲＩＳサーバ１４から撮影依頼に含まれる撮影種類情報
を取得すると、当該撮影種類情報を送受信機４２Ｈを介して所定の電波強度（例えば、手
術室４４の何れの位置においても通信を確立できる電波強度）で送信し続ける。電子カセ
ッテ３２は、撮影種類情報を受信すると、電子カセッテ３２の通気口９６を開放または閉
塞するための制御を行う処理（開閉制御処理）を実行する。また、電子カセッテ３２は、
撮影種類情報を受信すると、受信が完了したことを示す受信完了情報をコンソール４２に
送信する。コンソール４２は、当該受信完了情報を受信すると、撮影種類情報の送信を停
止する。
【００９７】
　なお、本第１の実施形態に係るコンソール４２では、ＲＩＳサーバ１４から撮影種類情
報を取得しているが、これに限らず、受付部４２Ｅを介して撮影種類情報を取得しても良
い。
【００９８】
　次に、図１２を参照して、上記開閉制御処理を実行する際の電子カセッテ３２の処理ル
ーチンを説明する。なお、図１２は、この際に電子カセッテ３２のＣＰＵ６４Ａによって
実行される開閉制御処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートであり、当該プロ
グラムはＲＯＭ６４Ｂの所定領域に予め記憶されている。
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　同図のステップ２００では、受信した撮影種類情報がＮＶＭ６４Ｄに記憶されているか
否かを判定し、否定判定となった場合には本開閉制御処理プログラムを終了する一方、肯
定判定となった場合にはステップ２０２へ移行し、ＮＶＭ６４Ｄから当該撮影種類情報に
関連付けられている撮影可能枚数情報を読み出す。
【０１００】
　次のステップ２０４では、上記ステップ２０２で読み出した撮影可能枚数情報により示
される撮影可能枚数が予め定められた枚数未満であるか否かを判定し、否定判定となった
場合にはステップ２０６の処理を実行せずにステップ２０８へ移行する一方、肯定判定と
なった場合にはステップ２０６へ移行し、撮影可能枚数が予め定められた枚数未満である
ことを示す情報をコンソール４２に送信する。コンソール４２のＣＰＵ４２Ａは、送受信
機４２Ｈを介して当該情報を受信し、表示部４２Ｇに対して、撮影可能枚数が予め定めら
れた枚数未満であることを示す情報を表示させると共に、表示装置３６の表示部３６Ｃに
対して撮影可能枚数が予め定められた枚数未満であることを示す情報を表示させるための
表示情報を送受信機４２Ｈを介して表示装置３６に送信する。表示装置３６の表示制御部
３６Ｂは、受信機３６Ａを介して当該表示情報を受信し、表示部３６Ｃに対して撮影可能
枚数が予め定められた枚数未満であることを示す情報を表示させる。
【０１０１】
　なお、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、撮影可能枚数が予め定められた
枚数未満であることを示す情報を表示する形態例として、表示部３６Ｃ，４２Ｇを用いて
可視表示を行う形態例を適用しているが、これに限らず、表示部３６Ｃ，４２Ｇによる可
視表示に代えてスピーカ等の音声再生装置を用いて可聴表示を行ったり、印字することに
よる永久可視表示を行っても良い。また、上記可視表示、可聴表示及び永久可視表示の複
数を組み合わせても良い。
【０１０２】
　また、上記予め定められた枚数としては、筐体５４内部の温度が上昇して放射線画像の
画質が低下するものとして予め定められた撮影枚数が例示できる。
【０１０３】
　ステップ２０８では、ＮＶＭ６４Ｄから、受信した撮影種類情報に関連付けられている
開閉情報を読み出し、次のステップ２１０では、上記ステップ２０８で読み出した開閉情
報が通気口９６を開放することを示しているか否かを判定し、否定判定となった場合には
ステップ２１２へ移行する。
【０１０４】
　ところで、一般的に、放射線検出器６０及びカセッテ制御部６４の温度は、通常撮影の
ように１枚の放射線画像を得る場合よりもトモシンセシス撮影や動画撮影、長尺撮影など
のように連続的に複数枚の放射線画像を得る場合の方が高くなることが知られている。
【０１０５】
　そこで、本第１の実施形態では、放射線検出器６０及びカセッテ制御部６４の温度が予
め定められた温度を超えると予想される撮影の種類を示す撮影種類情報と通気口９６を開
放することを示す開閉情報とを関連付け、それ以外の撮影の種類を示す撮影種類情報と通
気口９６を閉塞することを示す開閉情報とを関連付けている。すなわち、表１に示される
ように、通常撮影を示す撮影種類情報と通気口９６を閉塞することを示す開閉情報とを関
連付け、トモシンセシス撮影を示す撮影種類情報、動画撮影を示す撮影種類情報、及び長
尺撮影を示す撮影種類情報と通気口９６を開放することを示す開閉情報とを関連付けてい
る。
【０１０６】
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【表１】

　ステップ２１２では、通気口９６が開放されているか否かを判定し、否定判定となった
場合にはステップ２１４の処理を実行せずに本開閉制御処理プログラムを終了する一方、
肯定判定となった場合にはステップ２１４へ移行し、通気口９６を閉塞するようにアクチ
ュエータ１０６の作動を制御した後、本開閉制御処理プログラムを終了する。
【０１０７】
　一方、ステップ２１０において肯定判定となった場合にはステップ２１６へ移行し、通
気口９６が閉塞されているか否かを判定し、否定判定となった場合にはステップ２１８の
処理を実行せずに本開閉制御処理プログラムを終了する一方、肯定判定となった場合には
ステップ２１８へ移行し、通気口９６を開放するようにアクチュエータ１０６の作動を制
御した後、本開閉制御プログラムを終了する。
【０１０８】
　次に、図１３を参照して、本第１の実施形態に係る電子カセッテ３２において、撮影種
類情報及び当該撮影種類情報に対応する開閉情報、並びに撮影種類情報及び当該撮影種類
情報に対応する撮影可能枚数情報をＮＶＭ６４Ｄに記憶することにより登録する際の処理
ルーチンを説明する。なお、図１３は、コンソール４２から撮影種類情報及び当該撮影種
類情報に対応する開閉情報、または撮影種類情報及び当該撮影種類情報に対応する撮影可
能枚数情報が送信され、送信された情報を送受信機６６が受信した際に電子カセッテ３２
のＣＰＵ６４Ａによって実行される登録処理プログラムの処理の流れを示すフローチャー
トであり、当該プログラムはＲＯＭ６４Ｂの所定領域に予め記憶されている。
【０１０９】
　同図のステップ３００では、送受信機６６が撮影種類情報及び当該撮影種類情報に対応
する開閉情報を受信したか否かを判定し、肯定判定となった場合にはステップ３０２へ移
行する。
【０１１０】
　ステップ３０２では、ＮＶＭ６４Ｄに送受信機６６により受信した撮影種類情報及び開
閉情報がＮＶＭ６４Ｄに記憶されているか否かを判定し、肯定判定となった場合にはステ
ップ３０４の処理を実行せずに本登録処理プログラムを終了する一方、否定判定となった
場合にはステップ３０４へ移行し、送受信機６６により受信した撮影種類情報及び開閉情
報をＮＶＭ６４Ｄに記憶することにより登録した後、本登録処理プログラムを終了する。
【０１１１】
　一方、ステップ３００において否定判定となった場合には、ステップ３０６へ移行し、
送受信機６６により受信した撮影種類情報及び撮影可能枚数情報がＮＶＭ６４Ｄに記憶さ
れているか否かを判定し、肯定判定となった場合にはステップ３０８の処理を実行せずに
本登録処理プログラムを終了する一方、否定判定となった場合にはステップ３０８へ移行
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し、送受信機６６により受信した撮影種類情報及び撮影可能枚数情報をＮＶＭ６４Ｄに記
憶することにより登録した後、本登録処理プログラムを終了する。
【０１１２】
　次に、図１４を参照して、電子カセッテ３２が予め定められた場所に設置された際（こ
こでは、電子カセッテ３２のバッテリ３８を充電するために電子カセッテ３２がクレード
ル４０に装填された際、より詳しくは、ＣＰＵ６４Ａがバッテリ３８の充電が開始された
ことを検知した際）の処理ルーチンについて説明する。なお、図１４は、この際に電子カ
セッテ３２のＣＰＵ６４Ａによって実行される開放処理プログラムの処理の流れを示すフ
ローチャートであり、当該プログラムはＲＯＭ６４Ｂの所定領域に予め記憶されている。
【０１１３】
　同図のステップ４００では、通気口９６が閉塞しているか否かを判定し、否定判定とな
った場合にはステップ４０２の処理を実行せずに本開放処理プログラムを終了する。
【０１１４】
　一方、ステップ４００において肯定判定となった場合にはステップ４０２へ移行し、通
気口９６を開放するようにアクチュエータ１０６の作動を制御した後、本開放処理プログ
ラムを終了する。
【０１１５】
　以上詳細に説明したように、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、外部から
照射された放射線量に応じた放射線画像を示す画像情報を生成する放射線検出器６０及び
電子カセッテ制御部６４が収納されると共に、通気口９６が形成された筐体５４、筐体５
４に設けられ、通気口９６を開放及び閉塞する蓋部材９８、通気口９６を開放及び閉塞す
るように蓋部材９８を移動させるアクチュエータ１０６、画像情報を得るために実行され
る撮影の種類を示し、かつ入力された撮影種類情報に基づいて、通気口９６が開放または
閉塞されるようにアクチュエータ１０６を制御するＣＰＵ６４Ａ、を有する電子カセッテ
３２と、撮影種類情報を電子カセッテ３２に入力する送受信機４２Ｈを有するコンソール
４２と、を備えることにより、撮影の種類に応じて筐体５４に形成された通気口９６が開
放または閉塞されるので、部品点数を増やすことなく、放射線検出器６０及び電子カセッ
テ制御部６４の温度に応じて放射線検出器６０及び電子カセッテ制御部６４を冷却するこ
とができる。
【０１１６】
　また、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、電子カセッテ３２が、撮影種類
情報と通気口９６を開放するか閉塞するかを示す開閉情報とが関連付けられて記憶された
ＮＶＭ６４Ｄと、撮影種類情報を受け付ける送受信機６６と、を更に有し、ＣＰＵ６４Ａ
は、送受信機６６により受け付けられて入力された撮影種類情報がＮＶＭ６４Ｄに記憶さ
れている場合に、当該撮影種類情報に関連付けられている開閉情報をＮＶＭ６４Ｄから読
み出し、当該開閉情報に応じて通気口９６が開放または閉塞されるようにアクチュエータ
１０６を制御しており、撮影種類情報を受け付けたときに通気口９６を開放または閉塞す
るための制御が行われるので、ユーザが意図しないタイミングで通気口９６が開放または
閉塞することを防止することができる。
【０１１７】
　また、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、ＣＰＵ６４Ａが、送受信機６６
がＮＶＭ６４Ｄに記憶されている撮影種類情報以外の他の撮影種類情報及び当該他の撮影
種類情報に対応する開閉情報を受け付けた場合には当該他の撮影種類情報及び当該開閉情
報を関連付けてＮＶＭ６４Ｄに記憶する制御を行うことにより、ＮＶＭ６４Ｄにおける撮
影種類情報及び当該撮影種類情報に関連付けられた開閉情報を増やすことができるので、
ユーザにとっての利便性を向上させることができる。
【０１１８】
　また、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、ＮＶＭ６４Ｄに、撮影種類情報
に対応させて当該撮影種類情報により示される撮影の種類での放射線画像の撮影可能枚数
を示す撮影可能枚数情報を関連付けて記憶し、ＣＰＵ６４Ａが、送受信機６６により受け
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付けられて入力された撮影種類情報がＮＶＭ６４Ｄに記憶されている場合に、当該撮影種
類情報に関連付けられた撮影可能枚数情報をＮＶＭ６４Ｄから読み出し、当該撮影可能枚
数情報により示される撮影可能枚数が予め定められた枚数未満である場合に撮影可能枚数
が予め定められた枚数未満であることを表示するように制御を行うことにより、撮影者は
撮影可能枚数が予め定められた枚数未満であることを意識しながら撮影を行うことができ
るので、重要度の異なる複数枚の放射線画像を得るにあたり、重要度の高い放射線画像を
得る前に撮影ができなくなるという事態の発生を回避することができる。
【０１１９】
　また、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、ＣＰＵ６４Ａが、送受信機６６
がＮＶＭ６４Ｄに記憶されている撮影種類情報以外の他の撮影種類情報及び当該他の撮影
種類情報に対応する撮影可能枚数情報を受け付けた場合には当該他の撮影種類情報及び当
該撮影可能枚数情報を関連付けてＮＶＭ６４Ｄに記憶する制御を行うことにより、ＮＶＭ
６４Ｄにおける撮影種類情報及び当該撮影種類情報に関連付けられた撮影可能枚数情報を
増やすことができるので、ユーザにとっての利便性を向上させることができる。
【０１２０】
　また、本第１の実施形態に係る撮影システム１８では、ＣＰＵ６４Ａが、筐体５４がク
レードル４０に装填されたことを検知した場合に、通気口９６を開放するようにアクチュ
エータ１０６を制御することにより、電子カセッテ３２をクレードル４０に装填すること
により通気口９６を開放することができるので、ユーザにとっての利便性を向上させるこ
とができる。
【０１２１】
　〔第２の実施形態〕
【０１２２】
　次に本発明の第２の実施形態を説明する。
【０１２３】
　先ず、図１５を参照して、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂの構成を説明す
る。なお、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂにおいて、図１～図１１と同一の
構成要素には図１～図１１と同一の符号を付して、その説明を省略する。
【０１２４】
　図１５は、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂの外観を示す斜視図である。
【０１２５】
　同図に示されるように、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂは、上記第１の実
施形態で説明した電子カセッテ３２と比較して、ＵＩ（ユーザ・インタフェース）パネル
４５０が設けられている点のみが異なっている。
【０１２６】
　図１６は、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂの電気系の構成を示すブロック
図である。
【０１２７】
　ＵＩパネル４５０は、ディスプレイ上に透過型のタッチパネルが重ねられたタッチパネ
ルディスプレイ等から構成され、各種情報がディスプレイの表示面に表示されると共に、
ユーザがタッチパネルに触れることにより所望の情報や指示が入力される。
【０１２８】
　ＣＰＵ６４Ａは、ＵＩパネル４５０に接続されており、ＵＩパネル４５０への各種情報
の表示と、ＵＩパネル４５０に対するユーザの操作指示内容の把握と、を各々行うことが
できる。
【０１２９】
　なお、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂでは、電子カセッテ３２の一側面に
設けられたスイッチ（図示省略）をオン状態にすることによりＵＩパネル４５０は各種情
報の受け付けが可能な状態となり、当該スイッチをオフ状態にすることによりＵＩパネル
４５０は各種情報の受け付けが不可能な状態となるように構成されている。
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【０１３０】
　次に、図１７を参照して、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２ＢにおいてＵＩパ
ネル４５０により撮影種類情報が受け付けられた際の処理ルーチンの説明をする。なお、
図１７は、この際に電子カセッテ３２ＢのＣＰＵ６４Ａによって実行される開閉制御処理
プログラムの処理の流れを示すフローチャートであり、当該プログラムはＲＯＭ６４Ｂの
所定領域に予め記憶されている。また、図１７に示されるプログラムは、図１２に示され
るプログラムと比較して、ステップ２０６に代えてステップ２０６Ｂを適用している点の
みが異なっているため、図１７における図１２に示されるプログラムと同一の処理を行う
ステップについては図１２と同一のステップ番号を付して、その説明を省略する。
【０１３１】
　同図のステップ２０６Ｂでは、ＵＩパネル４５０に対して撮影可能枚数が予め定められ
た枚数未満であることを示す情報を表示させるように制御を行う。なお、本第２の実施形
態では、ＵＩパネル４５０を用いて可視表示を行っているが、これに限らず、ＵＩパネル
４５０による可視表示に代えてスピーカ等の音声再生装置を用いて可聴表示を行ったり、
印字することによる永久可視表示を行っても良い。また、上記可視表示、可聴表示及び永
久可視表示の複数を組み合わせても良い。
【０１３２】
　次に、図１８を参照して、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂにおいて撮影種
類情報及び当該撮影種類情報に対応する開閉情報、並びに撮影種類情報及び当該撮影種類
情報に対応する撮影可能枚数情報をＮＶＭ６４Ｄに記憶することにより登録する際の処理
ルーチンを説明する。なお、図１８は、撮影種類情報及び当該撮影種類情報に対応する開
閉情報、または撮影種類情報及び当該撮影種類情報に対応する撮影可能枚数情報をＵＩパ
ネル４５０が受け付けた際に電子カセッテ３２ＢのＣＰＵ６４Ａによって実行される登録
処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートであり、当該プログラムはＲＯＭ６４
Ｂの所定領域に予め記憶されている。また、図１８に示されるプログラムは、図１３に示
されるプログラムと比較して、ステップ３００に代えてステップ３００Ｂを適用している
点のみが異なっているため、図１８における図１３に示されるプログラムと同一の処理を
行うステップについては図１３と同一のステップ番号を付して、その説明を省略する。
【０１３３】
　同図のステップ３００Ｂでは、ＵＩパネル４５０により撮影種類情報及び当該撮影種類
情報に対応する開閉情報が受け付けられたか否かを判定する。
【０１３４】
　以上詳細に説明したように、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂでは、外部か
ら照射された放射線量に応じた放射線画像を示す画像情報を生成する放射線検出器６０及
び電子カセッテ制御部６４が収納されると共に、通気口９６が形成された筐体５４と、筐
体５４に設けられ、通気口９６を開放及び閉塞する蓋部材９８と、通気口９６を開放及び
閉塞するように蓋部材９８を移動させるアクチュエータ１０６と、画像情報を得るために
実行される撮影の種類を示し、かつ入力された撮影種類情報に基づいて、通気口９６が開
放または閉塞されるようにアクチュエータ１０６を制御するＣＰＵ６４Ａと、を備えるこ
とにより、撮影の種類に応じて筐体５４に形成された通気口９６が開放または閉塞される
ので、部品点数を増やすことなく、放射線検出器６０及び電子カセッテ制御部６４の温度
に応じて放射線検出器６０及び電子カセッテ制御部６４を冷却することができる。
【０１３５】
　また、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂでは、撮影種類情報と通気口９６を
開放するか閉塞するかを示す開閉情報とが関連付けられて記憶されたＮＶＭ６４Ｄと、撮
影種類情報を受け付けるＵＩパネル４５０と、を更に備え、ＣＰＵ６４Ａが、ＵＩパネル
４５０により受け付けられて入力された撮影種類情報がＮＶＭ６４Ｄに記憶されている場
合に、当該撮影種類情報に関連付けられている開閉情報をＮＶＭ６４Ｄから読み出し、当
該開閉情報に応じて通気口９６が開放または閉塞されるようにアクチュエータ１０６を制
御することにより、撮影種類情報を受け付けたときに通気口を開放または閉塞するための
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制御が行われるので、ユーザが意図しないタイミングで通気口が開放または閉塞すること
を防止することができる。
【０１３６】
　また、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂでは、ＣＰＵ６４Ａが、ＵＩパネル
４５０がＮＶＭ６４Ｄに記憶されている撮影種類情報以外の他の撮影種類情報及び当該他
の撮影種類情報に対応する開閉情報を受け付けた場合には当該他の撮影種類情報及び当該
開閉情報を関連付けてＮＶＭ６４Ｄに記憶する制御を行うことにより、ＮＶＭ６４Ｄにお
ける撮影種類情報及び当該撮影種類情報に関連付けられた開閉情報を増やすことができる
ので、ユーザにとっての利便性を向上させることができる。
【０１３７】
　また、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂでは、ＮＶＭ６４Ｄに、撮影種類情
報に対応させて当該撮影種類情報により示される撮影の種類での放射線画像の撮影可能枚
数を示す撮影可能枚数情報を関連付けて記憶し、ＣＰＵ６４Ａが、ＵＩパネル４５０によ
り受け付けられて入力された撮影種類情報がＮＶＭ６４Ｄに記憶されている場合に、当該
撮影種類情報に関連付けられた撮影可能枚数情報をＮＶＭ６４Ｄから読み出し、当該撮影
可能枚数情報により示される撮影可能枚数が予め定められた枚数未満である場合に撮影可
能枚数が予め定められた枚数未満であることを表示するように制御を行うことにより、撮
影者は撮影可能枚数が予め定められた枚数未満であることを意識しながら撮影を行うこと
ができるので、重要度の異なる複数枚の放射線画像を得るにあたり、重要度の高い放射線
画像を得る前に撮影ができなくなるという事態の発生を回避することができる。
【０１３８】
　また、本第２の実施形態に係る電子カセッテ３２Ｂでは、ＣＰＵ６４Ａが、ＵＩパネル
４５０がＮＶＭ６４Ｄに記憶されている撮影種類情報以外の他の撮影種類情報及び当該他
の撮影種類情報に対応する撮影可能枚数情報を受け付けた場合には当該他の撮影種類情報
及び当該撮影可能枚数情報を関連付けてＮＶＭ６４Ｄに記憶する制御を行うことにより、
ＮＶＭ６４Ｄにおける撮影種類情報及び当該撮影種類情報に関連付けられた撮影可能枚数
情報を増やすことができるので、ユーザにとっての利便性を向上させることができる。
【０１３９】
　以上、本発明を上記各実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記各実施
形態に記載の範囲には限定されない。発明の主旨を逸脱しない範囲で上記各実施形態に多
様な変更または改良を加えることができ、当該変更または改良を加えた形態も本発明の技
術的範囲に含まれる。
【０１４０】
　また、上記各実施形態は、特許請求の範囲に記載された発明を限定するものではなく、
また、上記各実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に
必須であるとは限らない。上記各実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示さ
れる複数の構成要件における状況に応じた組み合わせにより種々の発明を抽出できる。上
記各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、効果が得られ
る限りにおいて、この幾つかの構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【０１４１】
　例えば、上記各実施形態では、アクチュエータ１０６の動力をリンク部材１０４を介し
て蓋部材９８に伝達して通気口９６を開閉する場合の形態例を挙げて説明したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、図１９及び図２０に示すように、筐体５４の側面９４
Ｂに配置された伸縮可能なロッド４６０Ａ，４６０Ｂと、ロッド４６０Ａ，４６０Ｂが収
容される収容体４６０Ｃと、を有する開閉機構４６０により通気口９６を開閉しても良い
。この場合、ロッド４６０Ａ，４６０Ｂ及び収容体４６０Ｃは、通気口９６を間に挟むよ
うに筐体５４の両側にそれぞれ配置されている。
【０１４２】
　ロッド４６０Ａの先端部は、蓋部材９８の表面に当接しており、ロッド４６０Ａ，４６
０Ｂが伸長してロッド４６０Ａが蓋部材９８を押圧することにより、蓋部材９８が通気口
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９６を開放する。
【０１４３】
　また、ロッド４６０Ａ，４６０Ｂが縮んで収容体４６０Ｃに収容されることにより、蓋
部材９８の弾性力によって蓋部材９８は閉塞位置に復帰し、蓋部材９８が通気口９６を閉
塞する。
【０１４４】
　ロッド４６０Ａを駆動する駆動機構としては、例えば、ソレノイドを用いることができ
る。また、開閉機構４６０は各側面９４Ａ，９４Ｃ，９４Ｄにも配置されており、通気口
９６は、各側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄにおいて蓋部材９８を独立して開閉する
構成となっている。なお、開閉機構４６０は、側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄの少
なくとも何れかに配置されていれば良い。
【０１４５】
　また、開閉機構４６０は、筐体５４の側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄではなく、
図２１に示すように、例えば、筐体５４の隅部に配置された構成であってもよい。開閉機
構４６０は、筐体５４の４隅にそれぞれ配置されている。
【０１４６】
　ロッド４６０Ａ，４６０Ｂが伸長して、ロッド４６０Ａが蓋部材９８の隅部を押圧する
ことにより、蓋部材９８が側面９４Ｂ，９４Ｃに形成された通気口９６を開放する。この
構成では、側面９４Ｂ，９４Ｃに形成された通気口９６を一度に開放することができる。
また、通気口９６を筐体５４の隅部に配置することにより、筐体５４のデッドスペースが
小さくなる。
【０１４７】
　また、上記各実施形態では、電子カセッテ３２が予め定められた場所に設置された際に
電子カセッテ３２の通気口９６を開放する場合の形態例を挙げて説明したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、電子カセッテ３２のＣＰＵ６４Ａが非撮影時であるか否か
を判定し、非撮影時であると判定した際に通気口９６を開放するようにアクチュエータ１
０６を制御するようにしても良い。この場合、非撮影時に電子カセッテ３２の放射線検出
器６０及び電子カセッテ制御部６４を冷却することができる。
【０１４８】
　なお、電子カセッテ３２による非撮影時であるか否かの判定方法としては、撮影に先立
ち、電子カセッテ３２が撮影依頼の内容を通信によりコンソール４２から取得し、取得し
た撮影依頼の内容（例えば、要求された撮影枚数）に基づいて撮影が終了したときをもっ
て非撮影時であると判定する方法や、コンソール４２が撮影装置３４から送信された前述
した撮影完了情報を電子カセッテ３２に転送し、電子カセッテ３２が当該撮影完了情報を
受信したときをもって非撮影時であると判定する方法、コンソール４２が撮影依頼で要求
された分の放射線画像情報を受信してＮＶＭ４２Ｄに記憶した際に撮影が終了したことを
示す撮影終了情報を電子カセッテ３２に送信し、電子カセッテ３２が当該撮影終了情報を
受信したときをもって非撮影時であると判定する方法、放射線検出器６０により放射線Ｘ
が最後に検出されてから所定時間経過したときをもって非撮影時であると判定する方法、
電子カセッテ３２に撮影が終了したことを示す情報を受け付けるスイッチを設け、当該ス
イッチがオン状態とされたことをもって非撮影時であると判定する方法が例示できる。
【０１４９】
　また、上記第１の実施形態では、撮影可能枚数が予め定められた枚数未満であることを
示す情報をコンソール４２の表示部４２Ｇ及び表示装置３６の表示部３６Ｃにより表示す
る場合の形態例を挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、
クレードル４０に表示部を設け、当該表示部に撮影可能枚数が予め定められた枚数未満で
あることを示す情報を表示するようにしても良い。
【０１５０】
　また、上記第１の実施形態では、電子カセッテ３２がコンソール４２から送信された撮
影種類情報を受信する場合の形態例を挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるもの
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ではなく、例えば、手術室４４の出入り口付近に撮影種類情報を送信し続ける送信装置を
設置し、電子カセッテ３２が当該出入り口を通るときに当該送信装置から送信される撮影
種類情報を受信するようにしても良い。
【０１５１】
　また、上記各実施形態では、リンク部材１０４により蓋部材９８を持ち上げることによ
って通気口９６を開放するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、
通気口９６を側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄのそれぞれに独立して形成し、各側面
にシャッタをスライド自在に設け、このシャッタをスライドさせることにより各側面の通
気口９６を開閉するようにしても良い。なお、通気口は側面９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９
４Ｄの少なくとも１つに形成されていれば良く、この場合、通気口が形成される側面にシ
ャッタを設ける。
【０１５２】
　その他、上記第１の実施形態で説明した撮影システム１８の構成（図１～図１１を参照
。）及び上記第２の実施形態で説明した電子カセッテ３２Ｂの構成（図１５及び図１６を
参照。）は一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において状況に応じて変更可能
であることは言うまでもない。
【０１５３】
　また、上記各実施形態で説明したプログラムの処理の流れ（図１２～図１４、図１７及
び図１８を参照。）も一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において不要なステ
ップを削除したり、新たなステップを追加したり、処理順序を入れ替えたりすることがで
きることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】実施形態に係る放射線情報システムの構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る放射線画像撮影システムが設置された手術室の様子を示す図であ
る。
【図３】実施形態に係る電子カセッテの内部構成を示す斜視図である。
【図４】実施形態に係る放射線検出器の回路構成を示すブロック図である。
【図５】第１の実施形態に係る電子カセッテの外観を示す斜視図である。
【図６】図５のａ－ａ線断面図である。
【図７】第１の実施形態に係る電子カセッテの外観を示す斜視図であり、通気口が開放さ
れた状態を示す図である。
【図８】実施形態に係る開閉機構を示す正面図であり、通気口が開放された状態を示す図
である。
【図９】実施形態に係る開閉機構を示す部分断面図である。
【図１０】実施形態に係る開閉機構を示す正面図であり、通気口が閉塞された状態を示す
図である。
【図１１】第１の実施形態に係る撮影システムの電気系の構成を示すブロック図である。
【図１２】第１の実施形態に係る開閉制御処理プログラムの処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１３】第１の実施形態に係る登録処理プログラムの処理の流れを示すフローチャート
である。
【図１４】第１の実施形態に係る開放処理プログラムの処理の流れを示すフローチャート
である。
【図１５】第２の実施形態に係る電子カセッテの外観を示す斜視図である。
【図１６】第２の実施形態に係る電子カセッテの電気系の構成を示すブロック図である。
【図１７】第２の実施形態に係る開閉制御処理プログラムの処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１８】第２の実施形態に係る登録処理プログラムの処理の流れを示すフローチャート
である。
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【図１９】実施形態に係る電子カセッテの変形例を示す正面図であり、通気口が開放され
た状態を示す図である。
【図２０】実施形態に係る電子カセッテの変形例を示す正面図であり、通気口が閉塞され
た状態を示す図である。
【図２１】実施形態に係る電子カセッテの変形例を示す正面図である。
【符号の説明】
【０１５５】
１８　放射線画像撮影システム
３２　電子カセッテ
４２　コンソール（通信装置）
４２Ｈ　送受信機（入力手段）
６０　放射線検出器（電子回路）
６４　電子カセッテ制御部（電子回路）
６４Ａ　ＣＰＵ（制御手段、検知手段、判断手段）
６４Ｄ　ＮＶＭ（記憶手段）
６６　送受信機（受付手段）
９６　通気口
９８　蓋部材（蓋体）
１０６　アクチュエータ（移動手段）
４５０　ＵＩパネル（受付手段）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】 【図２１】
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