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明 細 苫

放射線検出カセソテ及び放射線画像撮影システム

技術分野

０００1 本発明は、被写体を透過した放射線を検出し、検出した該放射線を放射線画像情

報に変換する放射線変換パネルを備えた放射線検出力セッテと、該放射線検出力セ

ッテを有する放射線画像撮影システムと、前記放射線検出力セッテ及び該放射線検

出力セッテに無線による給電を行ぅ給電装置を備える放射線画像撮影システムとに

関する。

背景技術

０００2 医療分野において、被写体に放射線を照射し、該被写体を透過した前記放射線を

放射線変換パネルに導いて放射線画像を撮影する放射線画像撮影装置が広汎に

使用されている。この場合、前記放射線変換パネルとしては、前記放射線画像が露

光記録される従来からの放射線フイルムや、蛍光体に前記放射線画像としての放射

線工ネルギを蓄積し、励起光を照射することで前記放射線画像を輝尽発光光として

取り出すことのできる蓄積性蛍光体パネルが知られている。これらの放射線変換パネ

ルは、前記放射線画像が記録された放射線フイルムを現像装置に供給して現像処

理を了 、刊 、あるレ ま、前記蓄積性蛍光体パネルを読取装置に供給して読取処理を行

ぅことで、可視画像としての前記放射線画像が得られる。

０００3 一方、手術室等においては、忠者に対して迅速且っ的確な処置を施すため、撮影

後の放射線変換パネルから直ちに放射線画像を読み出して表示できることが必要で

ある。このよぅな要求に対応可能な放射線変換パネルとして、放射線を直接電気信

号に変換し、あるレ ま、放射線をシンチレータで可視光に変換した後、電気信号に

変換して読み出す固体検出素子を用いた放射線検出器が開発されている。

０００4 ところで、放射線変換パネルにおいて放射線を検出し、検出した前記放射線を放

射線画像情報に変換する場合に、前記放射線変換パネルから出力される前記放射

線画像情報に応じた信号は、電磁ノイズの影響を受けやすい低レベルの信号である

ので、前記信号に前記電磁ノイズが重畳すると放射線画像の画質が低下するおそれ



がある。

０００5 そこで、特許文献 には、放射線画像の撮影と、放射線検出カセッテから外部への

無線通信とを同時に行わないよぅにすることが提案されている。また、特許文献2及び

3には、放射線検出カセッテ内において、バッテリと放射線変換パネルとを電磁シー

ルド効果を有する仕切り板で仕切ることが提案されている。

０００6 ここで、放射線画像の撮影中に、放射線検出カセッテと外部との間で無線通信を行

ぅと、被写体を介して前記放射線検出カセッテに照射される放射線に起因した電磁ノ

イズや、放射線変換パネルにおける放射線画像情報への変換動作の際に用いられ

るアドレス信号や制御信号等に起因した電磁ノイズが、前記無線通信によって送受

信される信号に重畳し、この結果、放射線画像の画質が低下する。また、外部から無

線通信により前記放射線検出カセッテのバッテリ(電源部 ) に電力供給を行ぅ場合に

、前記バッテリに供給される電力に前述の電磁ノイズが重畳すると、該バッテリにより

駆動される放射線変換パネル及び無線通信手段が誤動作するおそれがある。

０００7 しかしながら、特許文献 では、外部から前記バッテリに供給される電力に前記電

磁ノイズが重畳されることを回避するための対策が採られていない。また、特許文献2

及び3でも、上記した各電磁ノイズの重畳を回避するための対策が採られていない。

０００8 一方、特許文献4には、放射線検出器で得られた放射線画像情報を無線送信シス

テムによって画像処理手段に送信する放射線検出カセッテにおいて、当該放射線検

出カセッテ内にバッテリを設け、該バッテリに非接触充電装置を近接させることで無

線による充電を行ぅ技術が開示されている。

０００9 この場合、例えば、前記放射線検出カセッテを使用中 (撮影中) にバッテリ残呈が

不足すると、撮影を中断して前記非接触充電装置による充電を行ぅ必要があり、その

ために、操作者が前記非接触充電装置を前記放射線検出カセッテのバッテリに近接

して配置した後、手動スイッチ等を操作することで充電が行われる。この結果、特に

手術中において前記放射線検出カセッテを使用している場合には、医師がリアルタ

イムに所望の放射線画像を見ることができなくなり、また、充電に要する操作が煩雑

であり、且つ、充電に時間がかかるといぅ問題がある。

００1０ また、無線により充電を受ける前記放射線検出カセッテ側は、常に充電待機状態と



しておくか、又は、充電開始用の操作スイッチ等を設けておく必要があり、前者の場

合には無駄な電力消費や誤動作を生じる要因となる一方、後者の場合には操作が

煩雑であると共に、前記操作スイッチの操作を忘れた場合には充電が行われなレ止

いぅ問題もある。

００1 1 さらに、特許文献4 には、前記バッテリの充電に際して、該バッテリに電源ケーブル

を接続すること、及び、前記バッテリを取り外して外部の充電装置に接続することも記

載されている。

００1 2 この場合、前記放射線検出器で得られた前記放射線画像情報が無線により画像処

理手段に送信されるが、無線送信の場合には電波障告やノイズ等の影響を受け易く

、前記放射線画像情報が前記電波障告等を受けた場合には、生成される放射線画

像 自体が適切に表示されない等の問題がある。

００1 3 さらにまた、特許文献4 では、前記放射線検出ヵセッテの駆動電源を内藏した前記

バッテリのみに依存しているため、例えば、前記放射線検出ヵセッテを使用中 (撮影

中) にバッテリ残呈が不足した場合、撮影を中断して前記非接触充電装置による充

電を行ぅ必要がある。このため、特に手術中において前記放射線検出ヵセッテを使

用している場合には、医師がリアルタイムに所望の放射線画像を見ることができなく

なる可能性がある。

００1 4 一方、放射線検出ヵセッテに接続されるケーブル類は、手術室等での取扱容易性

等を考慮した場合には最小限のものであることが望ま 、。

００1 5 特許文献 1 : 特開2 ００3 ０444 号公報

特許文献2 : 特開2 ００2 4729 号公報

特許文献3 : 特開2 ００3 2 553 号公報

特許文献4 : 特開2 ００ 号公報

発明の開示

００1 6 本発明の第 の目的は、放射線検出ヵセッテから外部への無線通信による放射線

画像情報の送信や、外部から前記放射線検出ヵセッテの電源部への無線通信によ

る電力供給の際に、電磁ノイズの影響を確実に除去することを可能とする放射線検

出ヵセッテ及び放射線画像撮影システムを提供することにある。



００17 また、本発明の第2の目的は、放射線検出ヵセッテへの電力供給時の取り扱い性

を向上させて、前記放射線検出ヵセッテのバッテリ残呈の不足等による撮影の中断

を回避することができ、さらに、電力浪費や誤動作を防止することが可能な放射線画

像撮影システム及び放射線検出ヵセッテを提供することにある。

００18 さらに、本発明の第3の目的は、放射線検出ヵセッテの放射線変換パネルで取得さ

れる放射線画像情報を高精度に且っ正確に画像処理手段に送信することができ、し

かも、放射線検出ヵセッテの取扱容易性も向上させることができる放射線画像撮影シ

ステムを提供することにある。

００19 上記第 の目的を達成するために、

本発明に係る放射線検出ヵセッテは、

被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換する放射線変換パネ

ルと、

外部と無線通信が可能な無線通信手段と、

前記無線通信手段を制御する無線通信制御手段と、

前記放射線変換パネルに対する前記放射線の照射を検出し、検出結果を曝射検

出信号として前記無線通信制御手段に出力する曝射検出手段と、

前記放射線変換パネルにおける前記放射線画像情報の変換動作を検出し、検出

結果を変換検出信号として前記無線通信制御手段に出力する変換検出手段と、

前記放射線変換パネル、前記曝射検出手段、前記変換検出手段、前記無線通信

手段及び前記無線通信制御手段を駆動する電源部と、

を有し、

前記無線通信制御手段は、前記曝射検出信号及び 又は前記変換検出信号の

入力に某づぃて、前記無線通信による外部への前記放射線画像情報の送信及び

又は前記無線通信による外部から前記電源部への電力供給を禁止するよぅに前記

無線通信手段を制御することを特徴とする。

００2０ 本発明によれば、前記無線通信制御手段は、前記曝射検出手段からの前記曝射

検出信号や、前記変換検出手段からの前記変換検出信号に某づぃて、無線通信に

よる外部への前記放射線画像情報の送信や、無線通信による外部から前記電源部



への電力供給を禁止するよぅに前記無線通信手段を制御する。

００2 1 これにより、前記放射線変換パネルへの前記放射線の照射及び 又は前記放射

線変換パネルにおける前記放射線画像情報の変換動作と、前記無線通信手段によ

る無線通信とが同じ時間帯に行われないよぅに該無線通信手段を制御することがで

きる。この結果、前記無線通信により外部に送信される前記放射線画像情報や、前

記無線通信によって外部から前記電源部に供給される電力に、前記放射線の照射

に起因した電磁ノイズや、前記放射線変換パネルでの変換動作に起因した電磁ノイ

ズが重畳することを確実に防止することができる。従って、本発明では、前記無線通

信中における前記各電磁ノイズの影響を確実に除去することが可能となる。

００22 また、上記第2の目的を達成するために、

本発明に係る放射線画像撮影システムは、

被写体を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネ

ル、及び、前記放射線変換パネルに接続され、前記放射線画像情報を画像処理手

段に送信する送信手段を有する放射線検出カセッテと、前記放射線検出カセッテに

無線による給電を行ぅ給電装置とを備える放射線画像撮影システムであって、

前記給電装置には、電気ェネルギを変換して前記放射線検出カセッテに無線で供

給する送電手段が設けられ、

前記放射線検出カセッテには、前記送電手段から供給された供給ェネルギを電気

ェネルギに再変換するェネルギ変換部が設けられ、

前記送電手段は、前記被写体を撮影する状態で配置された前記放射線検出カセ

ッテの前記ェネルギ変換部に対し、前記無線による給電を可能な状態で配置される

ことを特徴とする。

００23 このよぅな構成によれば、前記放射線検出カセッテの使用時 (撮影時) に、当該放

射線検出カセッテに対して常に無線給電を行ぅことができる位置に前記給電装置を

配置しているため、前記放射線検出カセッテに電源ケーブル等を接続することなく撮

影を行ぅことができる。従って、当該放射線検出カセッテだけでなく前記放射線画像

撮影システム全体の取り扱い性を向上させることができ、さらに、前記放射線検出カ

セッテのバッテリ残呈の不足等による撮影及び手術の中断を有効に回避することも



可能となる。

００24 さらに、上記第2の目的を達成するために、

本発明に係る放射線画像撮影システムは、

被写体を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネ

ル、及び、前記放射線変換パネルに接続され、前記放射線画像情報を画像処理手

段に送信する送信手段を有する放射線検出カセッテと、前記放射線検出カセッテに

無線による給電を行ぅ給電装置とを備える放射線画像撮影システムであって、

前記給電装置には、電気ェネルギを変換して前記放射線検出カセッテに無線で供

給する送電手段が設けられ、

前記放射線検出カセッテには、前記送電手段から供給された供給ェネルギを電気

ェネルギに再変換するェネルギ変換部と、該放射線検出カセッテが前記送電手段か
ら供給される前記供給ェネルギを受電可能な領城にあるか否かを検出する受電可否

検出部とが設けられていることを特徴とする。

００25 このよぅな構成によれば、前記放射線検出カセッテに前記受電可否検出部を設け

たことにより、例えば、前記給電装置の給電可能ェリア内に前記放射線検出カセッテ

が配置された際、前記放射線検出カセッテと前記給電装置との間で自動的に情報の

送受信を行わせ、前記放射線検出カセッテを撮影可能な状態に駆動制御することが

できる。従って、バッテリ等を用いて予め前記放射線検出カセッテを撮影可能な準備

状態に起動しておく必要がなく、また、前記放射線検出カセッテに操作スイッチ等を

設ける必要もない。このため、無駄な電力消費や誤動作、さらには操作スイッチの操

作忘れによる撮影ミス等を生じることを防止することができ、前記放射線検出カセッテ

を含めた前記放射線画像撮影システム全体の取り扱い性を向上させることができる。

００26 この場合、前記放射線検出カセッテに、前記ェネルギ変換部により再変換された前

記電気ェネルギを蓄電可能なバッテリが設けられていると、給電装置から供給される

電力と共に、バッテリによる電力を併用できるため、放射線検出カセッテの駆動の安

定性を向上させることができる。

００27 さらに、前記放射線検出カセッテには、前記受電可否検出部により前記受電可能

な領城内であるとの結果が検出された場合に、前記ェネルギ変換部による前記電気



ェネルギへの再変換の開始を指示する制御部が設けられていると、当該放射線検出

カセッテを常に駆動状態に維持しておく必要がないため、無駄な電力消費を避ける

ことができる。

００28 また、前記受電可否検出部により前記受電可能な領城外であるとの結果が検出さ

れた場合に、前記放射線検出カセッテの駆動電源として前記バッテリを選択する電

源選択部を備えると、例えば、給電装置が故障や誤動作等を生じた場合であっても

放射線検出カセッテの使用を継続することができる。

００29 さらにまた、前記受電可否検出部による検出結果が前記受電可能な領城外である

ことを外部に通知する通知部を備えると、給電装置の故障等を医師等に迅速に通知

することが可能となる。

００3０ また、上記第2の目的を達成するために、

本発明に係る放射線検出カセッテは、

被写体を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネ

ルと、

前記放射線変換パネルに接続され、前記放射線画像情報を画像処理手段に送信

する送信手段と、

無線で供給される電気工ネルギを変換した供給ェネルギを、電気ェネルギに再変

換するェネルギ変換部と、

前記無線で供給される前記供給ェネルギを受電可能な領城にあるか否かを検出

する受電可否検出部とを備えることを特徴とする。

００3 1 さらに、上記第3の目的を達成するために、

本発明に係る放射線画像撮影システムは、

被写体を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネ

ル、及び、前記放射線変換パネルに接続され、前記放射線画像情報を画像処理手

段に送信する送信手段を有する放射線検出カセッテと、前記放射線検出カセッテへ

の給電を行ぅ給電装置とを備える放射線画像撮影システムであって、

前記送信手段による前記放射線画像情報の前記画像処理手段への送信は信号

線を介して有線により行われる一方、前記給電装置から前記放射線検出カセッテヘ



の給電は無線により行われることを特徴とする。

００32 このよぅな構成によれば、前記放射線検出カセッテの前記放射線変換パネルで得

られた前記放射線画像情報が前記信号線を介して有線により送信される一方、前記

給電装置から前記放射線検出カセッテへの給電が無線により行われる。これにより、

送信される前記放射線画像情報に電波障告や他の電子機器等からのノイズの影響

が生じることを確実に防止することができ、放射線画像を高精度に且つ正確に生成

することが可能となる。また、前記放射線検出カセッテへの給電は無線により行ぅため

、前記放射線検出カセッテに接続されるケーブル類を最小限とすることができる。従

って、前記放射線画像の劣化を防止しながらも当該放射線検出カセッテの取扱容易

性が向上する。さらに、前記放射線検出カセッテへの給電を無線により常時行ぅこと

ができるため、当該放射線検出カセッテのバッテリ残呈の不足等による撮影及び手

術の中断を回避することが可能となる。

００33 また、前記給電装置には、電気ェネルギを変換して前記放射線検出カセッテに無

線で供給する送電手段が設けられ、前記放射線検出カセッテには、前記送電手段

から供給された供給ェネルギを電気ェネルギに再変換するェネルギ変換部と、該放

射線検出カセッテが前記送電手段から供給される前記供給ェネルギを受電可能な

領城にあるか否かを検出する受電可否検出部とが設けられていると、例えば、給電

装置の給電可能ェリア内に放射線検出カセッテが配置されたことを自動的に検出可

能なシステムとして構成することができる。

００34 この場合、前記放射線検出カセッテには、前記受電可否検出部により前記受電可

能な領城内であるとの結果が検出された場合に、給電装置の識別データを受信する

と共に、外部の制御装置へと前記送信手段及び前記信号線を介して無線給電可能

信号を送信するデータ制御手段が設けられ、前記制御装置は、前記放射線検出カ

セッテから前記無線給電可能信号を受信した後、前記識別データに対応した前記給

電装置に給電開始信号を送信するよぅに構成すると、給電装置の給電可能ェリア内

に放射線検出カセッテが配置された際、自動的に放射線検出カセッテと給電装置と

の間での情報の送受信を了 、刊 、放射線検出カセッテを撮影可能な状態に駆動制御

することができる。また、例えば、給電装置が複数台設置されている場合にも、対応



する所望の給電装置から放射線検出カセッテへと適切に且っ選択的に給電逆伝を

行ぅことができる。このため、放射線検出カセッテを含めた放射線画像撮影システム

全体の取扱容易性が向上する。

図面の簡単な説明

００35 図 第 実施形態の放射線画像撮影システムが設置された手術室の説明図である

図2 図 の放射線検出カセッテの一部切断斜視説明図である。

図3 図2の放射線検出器の回路構成ブロック図である。

図4 図 の放射線画像撮影システムのブロック説明図である。

図5 第2実施形態の放射線画像撮影システムが設置された手術室の説明図である

図6 図5に示す放射線検出カセッテの一部切断斜視説明図である。

図7 図5に示す放射線画像撮影システムのブロック説明図である。

図8 図5に示す放射線画像撮影システムの変形例のブロック説明図である。

図9 第3実施形態の放射線画像撮影システムが設置された手術室の説明図である

図1０図9に示す放射線検出カセッテの一部切断斜視説明図である。

図11 図9に示す放射線画像撮影システムのブロック説明図である。

図12 図9に示す放射線画像撮影システムの変形例のブロック説明図である。

図13 放射線検出カセッテの他の構成図である。

図14 放射線検出カセッテの充電を行ぅクレードルの構成図である。

発明を実施するための最良の形態

００36 第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ にっいて、図 ～図4を参照しな

がら説明する。

００37 図 に示すよぅに、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ が設置された

手術室 2には、忠者 4が横臥する手術台 (ベッド) 6が配置されると共に、医師 8

が手術に使用する各種器具が載置される器具台2０が手術台 6の側部に配置され

る。また、手術台 6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。

００38 放射線画像撮影システム ０ は、撮影条件に従った線呈からなる放射線Xを被写

体としての忠者 4に照射するための撮影装置22と、忠者 4を透過した放射線Xを

検出する放射線検出器4０(図2～図4参照 )を内蔵した放射線検出カセッテ24と、放

射線検出器4０によって検出された放射線Xに某づく放射線画像を表示する表示装

置26と、撮影装置22、放射線検出カセッテ24及び表示装置26を制御するコンソー

ル (制御装置) 28とを備える。なお、撮影装置22、放射線検出カセッテ24、表示装置

26及びコンソール2 間は、 W ( a W de a d)を用いた無線通信による信

号の送受信が行われる。

００39 撮影装置22は、自在アーム3０に連結され、忠者 4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 8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26ほ、自在アーム32に連結され、撮影された放射線画像を

医師 8が容易に確認できる位置に移動可能である。なお、表示装置26は、天井や

壁、床等に対して固定しておいてもよい。

００4０ 図2は、図 の放射線検出カセッテ24の一部切断斜視説明図である。放射線検出

カセッテ24は、放射線Xを透過させる材料からなるケーシング (笛体 ) 34を備える。ケ

ーシング34の内部には、放射線Xが照射されるケーシング34の照射面 側から、

忠者 4による放射線Xの散乱線を除去するグリッド38、忠者 4を透過した放射線X

を検出する放射線検出器 (放射線変換パネル) 4０、及び、放射線Xのバック散乱線

を吸収する鉛板42が順に配設される。なお、ケーシング34の照射面36をグリッド38

として構成してもよい。

００4 1 また、ケーシング34の内部にほ、放射線検出カセッテ24を駆動するためのバッテリ

を含む電源部44と、電源部44から供給される電力により放射線検出器4０を駆動制

御するカセッテ制御部46と、放射線検出器4０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28との間で送受信する送受信機 (無線通信手段 ) 48とが収容さ

れる。なお、カセッテ制御部46及び送受信機48には、放射線Xが照射されることによ

る損傷を回避するため、ケーシング34の照射面36側に鉛板等を配設しておくことが

好ま 、。



００4 2 図3は、放射線検出器4０の回路構成ブロック図である。放射線検出器4０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 等の物質からなる光電

変換屑5 を行列代の背膜トランジスタ ( : a s s o ) 5 2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呈5 3 に蓄積した後、各行毎に

52を順次オンにして、電荷を画像信号として読み出す。図3では、光電変換屑5

及び蓄積容呈5 3からなる つの画素5０と つの 52との接続関係のみを示し、そ

の他の画索 5０の構成についてほ省略している。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ぅため、所定の温度範囲内で使用する必、

要がある。従って、放射線検出力セッテ24内に放射線検出器4０を冷却する手段を

配設することが好ま 、。

００4 3 各画素5０に接続される 52には、行方向と平行に延びるゲート線 54 と、列方向

と平行に延びる信号線 5 6とが接続される。各ゲート線 54 は、ライン走査駆動部 5 8 に

接続され、各信号線 5 6は、読取回路を構成するマルチプレクザ 6 6 に接続される。ゲ

ート線 54 には、行方向に配タ された 52をオンオフ制御する制御信号 o of

fがライン走査駆動部 5 8から供給される。この場合、ライン走査駆動部 5 8は、ゲート

線 54 を切り替える複数のスイッチS W と、スイッチS W の つを選択する選択信号

を出力するアドレスデコーダ6０とを備える。アドレスデコーダ6０には、力セッテ制御

部4 6からアドレス信号が供給される。

００4 4 また、信号線 5 6には、列方向に配列された 52を介して各画素5０の蓄積容呈

5 3 に保持されている電荷が流出する。この電荷は、増幅器6 2 によって増幅される。

増幅器6 2 には、ザンプルホールド回路 6 4を介してマルチプレクザ6 6が接続される。

マルチプレクザ 6 6は、信号線 5 6を切り替える複数のスイッチS W 2と、スイッチS W 2

の つを選択する選択信号を出力するアドレスデコーダ6 8とを備える。アドレスデコ

ーダ6 8 には、力セッテ制御部4 6からアドレス信号が供給される。マルチプレクザ 6 6

には、 変換器7０が接続され、 変換器7０によってデジタル信号に変換さ

れた放射線画像情報が力セッテ制御部4 6に供給される。

００4 5 図 、撮影装置2 2、放射線検出力セッテ24 、表示装置26及びコンソール2 8から

なる放射線画像撮影システム ０ のブロック説明図である。なお、コンソール2 には



、病院内の放射線科において取り扱われる放射線画像情報やその他の情報を統括

的に管理する放射線科情報システム ( S ) 2 9 が接続され、また、 9 には、病院

内の医事情報を統括的に管理する医事情報システム ( S) 3 3 が接続される。

００4 6 撮影装置2 2 は、撮影スイッチ7 2 と、放射線源 7 4 と、送受信機 (無線通信手段 ) 7 6

と、線源制御部 7 8 とを有する。

００4 7 送受信機 7 6 は、コンソール2 8から無線通信により撮影条件を受信する一方、コン

ソール2 8 に対して無線通信による撮影完了信号等を送信する。また、送受信機 7 6

は、放射線検出カセッテ2 4 の送受信機4 8 との間で無線通信が可能である。

００4 8 線源制御部 7 8 は、撮影スイッチ7 2から供給される撮影開始信号及び送受信機 7 6

から供給される撮影条件に某づいて放射線源 7 4 を制御する。放射線源 7 4 は、線源

制御部 7 8 からの制御に某づいて放射線Xを出カする。

００4 9 一方、放射線検出カセッテ2 4 のカセッテ制御部4 6 ほ、アドレス信号発生部 (アドレ

ス信号発生手段 ) 9 8 と、画像メモり ００と、カセッテ メモり ０4 と、曝射検出部 (曝射

検出手段 ) 2００と、変換検出部 (変換検出手段 ) 2０2 と、無線通信制御部 (無線通信

制御手段 ) 2０4 とを備える。

００5０ アドレス信号発生部 9 8 は、放射線検出器4 ０を構成するライン走査駆動部 5 8 のアド

レスデコーダ6 ０及びマルチプレクザ 6 6 のアドレスデコーダ6 8 に対してアドレス信号

を供給する。画像メモり ００は、放射線検出器4 ０によって検出された放射線画像情

報を記憶する。カセッテ メモり ０4 は、放射線検出カセッテ2 4 を特定するためのカ

セッテ 情報を記憶する。

００5 1 送受信機4 8 は、コンソール2 から無線通信により送信要求信号を受信する一方、

コンソール2 8 に対して、カセッテ メモり ０4 に記憶されたカセッテ 情報及び画像

メモり ００に記憶された放射線画像情報を無線通信により送信する。また、放射線検

出カセッテ2 4 では、コンソール2 8等の外部から送受信機4 8を介して無線通信により

電源部4 4 に電力を供給されることも可能である。

００5 2 曝射検出部2００は、放射線源 7 4 と放射線検出カセッテ2 4 との間に忠者 4 が配置

される確率が少ない特定の画素 5０を指定し、その画素 5０によって検出された放射

線Xの線呈に某づいて、放射線検出器4 ０に対する放射線Xの照射 (曝射 ) を検出し



、検出結果を曝射検出信号として無線通信制御部2０4に出力する。

００5 3 変換検出部2０2は、アドレス信号発生部98から各アドレスデコーダ6０ 6 8へのア

ドレス信号の供給を検出し、検出結果を変換検出信号として無線通信制御部2０4に

出力する。この場合、アドレス信号発生部98から各アドレスデコーダ6０ 6 8へのアド

レス信号の供給に起因して、放射線検出器4０では、前述した放射線Xに某づく放射

線画像情報への変換動作を行ぅので、前記変換検出信号は、放射線検出器4０にお

ける放射線画像情報の変換動作を示す信号である。

００54 無線通信制御部2０4は、曝射検出部2００から曝射検出信号が入力され、あるレソま

、変換検出部2０2から変換検出信号が入力されると、外部との無線通信を禁止する

よぅに送受信機4 8を制御する。従って、送受信機4 8は、曝射検出部2００から無線通

信制御部2０4に曝射検出信号が出力される時間帯、あるレ ま、変換検出部2０2から

無線通信制御部2０4に変換検出信号が出力される時間帯では、無線通信によるコ

ンソール2 への信号の送受 (例えば、放射線画像情報の送 )や、無線通信によ

る外部から電源部44への電力供給を行ぅことができない。すなわち、無線通信制御

部2０4は、放射線検出器4０への放射線Xの照射及び放射線検出器4０での放射線

画像情報の変換動作と、送受信機4 8による無線通信とが、同じ時間帯に行われない
よぅに該送受信機4 8を制御する。

００5 5 表示装置26は、コンソール2 から放射線画像情報を受信する受信機 ０と、受信

した放射線画像情報の表示制御を行ぅ表示制御部 2と、表示制御部 2によって

処理された放射線画像情報を表示する表示部 4とを備える。

００56 コンソール2 は、送受信機 6と、撮影条件管理部 8と、画像処理部 (画像処理

手段 ) 2０と、画像メモり 22と、忠者情報管理部 24と、ヵセッテ情報管理部 26と

を備える。

００5 7 送受信機 6は、撮影装置22、放射線検出ヵセッテ24及び表示装置26に対して

、放射線画像情報を含む必要な情報を無線通信により送受信する。撮影条件管理

部 8は、撮影装置22による撮影に必要な撮影条件を管理する。画像処理部 2０

は、放射線検出ヵセッテ24から送信された放射線画像情報に対する画像処理を行ぅ

。画像メモり 22は、前記画像処理された放射線画像情報を記憶する。忠者情報管



理部 24は、撮影対象である忠者 4の忠者情報を管理する。カセッテ情報管理部

26は、放射線検出カセッテ24から送信されたカセッテ 情報を管理する。

００58 また、コンソール28は、撮影装置22、放射線検出カセッテ24及び表示装置26に

対して無線通信による信号の送受信を行ぅことができるのであれば、手術室 2の外

に設置してもよい。

００59 なお、撮影条件とは、忠者 4の撮影部位に対して、適切な線呈からなる放射線Xを

照射するための管電圧、管電流、照射時間等を決定するための条件であり、例えば

、撮影部位、撮影方法等の条件を挙げることができる。忠者情報とは、忠者 4の氏

名、性別、忠者 番号等、忠者 4を特定するための情報である。これらの撮影条件

及び忠者情報を含む撮影のオーダリング情報は、コンソール28で直接設定し、ある

いは、 S29を介してコンソール28に外部から供給することができる。

００6０ 第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ は、某本的には以上のよぅに構

成されるものであり、次にその動作について説明する。

００6 1 放射線画像撮影システム ０ は、手術室 2に設置されており、例えば、医師 8に

よる忠者 4の手術中において、放射線画像の撮影が必要となった際に使用される。

そのため、撮影対象である忠者 4の忠者情報は、撮影に先立ち、コンソール28の忠

者情報管理部 24に予め登録しておく。また、撮影部位や撮影方法が予め決まって

いる場合には、これらの撮影条件を撮影条件管理部 8に予め登録しておく。以上

の準備作業が終了した状態において、忠者 4に対する手術が遂行される。

００62 手術中において放射線画像の撮影を行ぅ場合、医師 8又は担当する放射線技師

は、忠者 4と手術台 6との間の所定位置に、照射面36を撮影装置22側とした状態

で放射線検出カセッテ24を設置する。次に、撮影装置22を放射線検出カセッテ24

に対向する位置に適宜移動させた後、医師 8又放射線技師は、撮影スイッチ72を

操作して撮影を行ぅ。

００63 この場合、医師 8又は放射線技師による撮影スイッチ72の操作に起因して、撮影

装置22の線源制御部78は、送受信機76 6を介して、コンソール28に対して撮

影条件の送信を要求する。コンソール28は、受信した前記要求に墓づいて、撮影条

件管理部 8に登録されている当該忠者 4の撮影部位に係る撮影条件を、送受信



機 6 76を介して撮影装置22に送信する。線源制御部78は、前記撮影条件を受

信すると、当該撮影条件に従って放射線源74を制御して、所定の線呈からなる放射

線Xを忠者 4に照射する。

００64 忠者 4を透過した放射線Xは、放射線検出ヵセッテ24のグリッド38によって散乱

線が除去された後、放射線検出器4０に照射され、放射線検出器4０を構成する各画

素5０の光電変換屑5 によって電気信号に変換され、蓄積容呈53に電荷として保持

される (図3参照 ) 。次いで、各蓄積容呈53に保持された忠者 4の放射線画像情報

である電荷情報は、ヵセッテ制御部4 6を構成するアドレス信号発生部98からライン

走査駆動部 58及びマルチプレクザ6 6に供給されるアドレス信号に従って読み出さ

れる。

００65 すなわち、ライン走査駆動部 58のアドレスデコーダ6０は、アドレス信号発生部98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SW の つを選択し

、対応するゲート線 54に接続された 52のゲートに制御信号 o を供給する。一

方、マルチプレクザ6 6のアドレスデコーダ6 8は、アドレス信号発生部98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 58によって選択されたゲート線 54に接続された各画素5０の蓄積容呈5

3に保持された電荷情報である放射線画像情報を信号線 56を介して順次読み出す

００66 放射線検出器4０の選択されたゲート線 54 に接続された各画素5０の蓄積容呈53

から読み出された放射線画像情報は、各増幅器6 2によって増幅された後、各ザンプ

ルホールド回路 64 によってザンプリングされ、マルチプレクザ6 6を介して 変換

器7０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、ヵセッテ制御部4 6の画像メモり ００に一且記憶される。

００67 同様にして、ライン走査駆動部 5 8のアドレスデコーダ6０は、アドレス信号発生部98

から供給されるアドレス信号に従ってスイッチSW を順次切り替え、各ゲート線 54 に

接続されている各画素5０の蓄積容呈53に保持された電荷情報である放射線画像、

情報を信号線 56を介して読み出し、マルチプレクサ6 6及び 変換器7０を介し

てヵセッテ制御部4 6の画像メモり ００に記憶させる。



００68 この場合、曝射検出部2００は、放射線Xが放射線検出器4０に照射されている時間

帯にのみ、放射線源74と放射線検出ヵセッテ24との間に忠者 4が配置される確率

が少ない特定の画素5０から検出された放射線Xの線呈に某づいて、曝射検出信号

を無線通信制御部2０4に出力する。また、変換検出部2０2は、アドレス信号発生部9

8から各アドレスデコーダ6０ 6 8にアドレス信号が供給される時間帯にのみ、変換検

出信号を無線通信制御部2０4に出力する。さらに、無線通信制御部2０4は、曝射検

出部2００から曝射検出信号が入力され、あるレソま、変換検出部2０2から変換検出信

号が入力されているときには、外部との無線通信を禁止するよぅに送受信機4 8を制

御するが、一方で、前記曝射検出信号又は前記変換検出信号が入力されていない
ときには、送受信機4 8に対して外部との無線通信を許可する。

００69 従って、画像メモり ００に記憶された放射線画像情報は、無線通信制御部2０4に

よって送受信機4 8による無線通信が許可された時間帯、すなわち、放射線Xが放射

線検出器4０に照射されておらず且つ放射線検出器4０での放射線画像情報への変

換動作が行われていない時間帯に、送受信機4 8を介して無線通信によりコンソール

28に送信される。

００7０ コンソール2 に送信された放射線画像情報は、送受信機 6によって受信され、

画像処理部 2０において所定の画像処理が施された後、忠者情報管理部 24に登

録されている忠者 4の忠者情報と関連付けられた状態で画像メモり 22に記憶され

る。

００7 1 また、画像処理の施された放射線画像情報は、送受信機 6から表示装置26に

送信される。受信機 ０によって放射線画像情報を受信した表示装置26は、表示制

御部 2によって表示部 4を制御し、放射線画像を表示する。医師 8は、表示部

4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。

００72 なお、前述した無線通信による放射線画像情報の送信の場合と同様に、外部 (例

えば、コンソール28) からの無線通信による電源部44への電力供給も、送受信機4 8

による無線通信が許可された時間帯に行われる。

００73 以上説明したよぅに、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ によれば、

放射線検出ヵセッテ24の無線通信制御部2０4は、曝射検出部2００からの曝射検出



信号や、変換検出部2０2からの変換検出信号に某づいて、無線通信による外部へ

の放射線画像情報の送信や、無線通信による外部から電源部44への電力供給を禁

止するよぅに送受信機48を制御する。

００74 これにより、放射線検出器4０への放射線Xの照射及び放射線検出器4０における

放射線画像情報の変換動作と、送受信機48による無線通信とが同じ時間帯に行わ

れないよぅに該送受信機48を制御することができる。この結果、前記無線通信により

外部に送信される前記放射線画像情報や、前記無線通信によって外部から電源部

44に供給される電力に、放射線Xの照射に起因して発生する電磁ノイズや、放射線

検出器4０での変換動作に用いられるアドレス信号、制御信号 o off及び選択

信号等に起因して発生する電磁ノイズが重畳することを確実に防止することができる

。従って、前記無線通信中に送信される放射線画像情報や前記電力に対する前記

各電磁ノイズの影響を確実に除去することが可能となる。

００75 なお、放射線検出器4０での変換動作に用いられるアドレス信号、制御信号 o

off及び選択信号等に起因して発生する電磁ノイズとは、例えば、アドレス信号の

供給ラインに当該アドレス信号が供給されることで発生する磁界に起因した電磁ノイ

ズや、ゲート線 54 に制御信号 o offが供給されることで発生する磁界に起因し

た電磁ノイズや、選択信号の供給ラインに当該選択信号が供給されることで発生する

磁界に起因した電磁ノイズである。

００76 また、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ では、放射線検出器4０へ

の放射線Xの照射及び放射線検出器4０における放射線画像情報の変換動作と、送

受信機48による無線通信とが同じ時間帯に行われないよぅに該送受信機48を制御

しているが、これに代えて、放射線検出器4０への放射線Xの照射と、放射線検出器

4０における放射線画像情報の変換動作とのいずれか一方と、送受信機48による無

線通信とが、同じ時間帯に行われないよぅに該送受信機48を制御することも可能で

ある。

００77 さらに、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ では、放射線検出器4０

への放射線Xの照射及び放射線検出器4０における放射線画像情報の変換動作と、

前記無線通信による外部への放射線画像情報の送信及び前記無線通信による外部



から電源部44への電力供給とが、同じ時間帯に行われないよぅに該送受信機4 8を

制御しているが、これに代えて、前記無線通信による外部への放射線画像情報の送

信と、前記無線通信による外部から電源部44への電力供給とのいずれか一方につ

いて、放射線検出器4０への放射線Xの照射及び放射線検出器4０における放射線

画像情報の変換動作と同じ時間帯に行われないよぅに該送受信機4 8を制御すること

も可能である。

００78 さらにまた、放射線検出ヵセッテ24とコンソール28との間、放射線検出ヵセッテ24

と撮影装置22との間、撮影装置22とコンソール28との間、及び、コンソール28と表

示装置26との間では、 W の無線通信により信号の送受信が行われている。すな

わち、撮影装置22、放射線検出ヵセッテ24、表示装置26及びコンソール28間では

、該信号を送受信するためのケーブルが連結されていないため、例えば、手術室 2

の床面にこれらのケーブルが配設されることがなく、医師 8等の作業に支障を来す

おそれがない。従って、医師 8は、自己の作業を効率よく行ぅことが可能となる。また

、前記無線通信を W とすることで、従来の無線通信と比較して、消費電力の低減

、耐フェージングャ生の向上及び高速通信化の向上を図ることができる。

００79 なお、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ は、上記した実施形態に

限定されるものではなく、種々の構成に自由に変更できることは勿論である。

００8０ すなわち、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ では、医師 8又は放

射線技師の撮影スイッチ72の操作に起因して放射線画像の撮影が行われるが、医

師 8又は前記放射線技師によるコンソール28の操作に起因して放射線画像の撮影

が行われるよぅにしてもよい。

００8 1 また、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ では、手術中に使用して

放射線画像を表示装置26に表示するものとしたが、手術中以外において通常の放

射線画像の撮影のみを行ぅ場合にも適用可能であることは吉ぅまでもない。

００82 さらに、第 実施形態に係る放射線画像撮影システム では、例えば、放射線検

出ヵセッテ24に収容される放射線検出器4０は、人射した放射線Xの線呈を光電変

換屑 5 によって直接電気信号に変換するものであるが、これに代えて、人射した放

射線Xをシンチレータによって一且可視光に変換した後、この可視光をアモルファス



シリコン(a 等の固体検出素子を用いて電気信号に変換するよぅに構成した放

射線検出器を用いてもよい(特許第3494683号公報参照 )。

００83 さらにまた、光変換方式の放射線検出器を利用して放射線画像情報を取得するこ

ともできる。この光変換方式の放射線検出器では、マトリクス状に配列された各固体

検出素子に放射線が人射すると、その線呈に応じた静電潜像が固体検出素子に蓄

積記録される。静電潜像を読み取る際には、放射線検出器に読取光を照射し、発生

した電流の値を放射線画像情報として取得する。なお、放射線検出器は、消去光を

放射線検出器に照射することで、残存する静電潜像である放射線画像情報を消去し

て再使用することができる (特開2０００ ０5297号公報参照 )。

００84 次に、第2実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ にっいて、図5～図8を参

照しながら説明する。なお、放射線画像撮影システム において、第 実施形態に

係る放射線画像撮影システム (図 ～図4参照 )と同じ構成要素にっいては、同

一の参照符号を付して、その詳細な説明を省略し、以下同様とする。

００85 図5に示すよぅに、第2実施形態に係る放射線画像撮影システム は、放射線検

出カセッテ24への電力供給を無線 (非接触 )により行ぅ給電装置25を備える。この場

合、撮影装置22、放射線検出カセッテ24、給電装置25、表示装置26及びコンソー

ル2 間で、 W を用いた無線通信による信号の送受信が行われる。

００86 給電装置25は、天井から延びた自在アーム3 に連結され、放射線検出カセッテ2

4の配置に応じた所望の位置に移動可能である。なお、給電装置25は、天井や壁、

床等に対して固定しておいてもよい。

００87 図6は、図5の放射線検出カセッテ24の一部切断斜視説明図であり、電源部44は

、電気ェネルギから変換された磁場 (ェネルギ、供給ェネルギ)が給電装置25から

印加されると、それを電気ェネルギに再変換するェネルギ変換部49 (図7参照 )等を

有する。

００88 図7は、撮影装置22、放射線検出カセッテ24、給電装置25、表示装置26及びコ

ンソール2 からなる放射線画像撮影システム ０ のブロック説明図である。

００89 給電装置25は、図示しない外部電源に接続された電源8０と、コンソール2 から無

線通信により給電開始信号等を受信する一方、コンソール2 に対して当該給電装置



25の1 情報 (識別データ)等を送信する送受信機8 2と、電源8０からの電気ェネル

ギを磁場 に変換して放射線検出カセッテ24の電源部44へと無線供給する C共

振器 (送電手段 ) 84 と、送受信機 から供給される給電開始信号に某づいて C共

振器84を制御する給電制御部8 6とを備える。

００9０ 放射線検出カセッテ24の電源部44は、給電装置25の C共振器84から印加され

る磁場 を受けて電気ェネルギに再変換する C共振器8 8、及び、該 C共振器8 8

で再変換された電気ェネルギを所望の電力として放射線検出器4０、カセッテ制御部

4 6及び送受信機4 8へと供給する電源9０を有するェネルギ変換部4 9と、電源9０か

ら充電可能なバッテリ92とを備える。さらに、電源部44には、 C共振器8 8と並設さ

れ、該 C共振器8 8より小型の検出用 C共振器94と、検出用 C共振器94で再変

換された電気ェネルギを検出することで、当該放射線検出カセッテ24が給電装置2

5の給電可能ェリア内にあることを検出し、カセッテ制御部4 6へと給電ェリア検出信

号を送信するェネルギ検出部 (受電可否検出部 ) 96とが備えられる。このよぅに、給

電装置25から放射線検出カセッテ24へは、コイルとコンデンザを有する C共振回

の電力送信技術を用いて無線での給電を行ぅものである。

００9 1 カセッテ制御部4 6は、アドレス信号発生部98、画像メモり ００及びカセッテ1 メモ

り ０4に加え、電源部44の駆動制御を行ぅことにより当該放射線検出カセッテ24の

駆動を制御する逆伝管理部 ０2と、当該放射線検出カセッテ24の給電に対応する

給電装置25を特定するための1 情報 (識別データ)及びェネルギ検出部96からの

給電ェリア検出信号等を管理するデータ管理部 ０6とを備える。なお、第2実施形態

に係る放射線画像撮影システム ０ は、第 実施形態に係る放射線画像撮影システ

ム ０ (図 ～図4参照 ) とは典なり、カセッテ制御部4 6には、曝射検出部2００、変換

検出部2０2及び無線通信制御部2０4が設けられていない(図4及び図7参照 )。

００92 送受信機4 8は、コンソール28から無線通信により送信要求信号及び給電装置25

の 情報を受信する一方、コンソール28に対して、画像メモり ００に記憶された放

射線画像情報、カセッテ メモり ０4に記憶されたカセッテ 情報、ェネルギ検出

部96からの給電ェリア検出信号に某づくデータ管理部 ０6からの無線給電可能信



号等を無線通信により送信する。

００93 コンソール28ほ、送受信機 6、撮影条件管理部 8、画像処理部 2０、画像メ

モり 22、忠者情報管理部 24、及び、放射線検出カセッテ24から送信された無線

給電可能信号を含かカセッテ情報を管理するカセッテ情報管理部 26に加え、給電

装置25から送信された 情報等を管理する給電情報管理部 28を備える。なお、

前記カセッテ情報には、放射線検出カセッテ24を特定するためのカセッテ 情報等

に加え、データ管理部 ０6からの無線給電可能信号も含まれる。

００94 第2実施形態に係る放射線画像撮影システム は、某本的には以上のよぅに構

成されるものであり、次にその動作について説明する。

００95 手術中において放射線画像の撮影を行ぅために、医師 8又は担当する放射線技

師が、忠者 4と手術台 6との間の所定位置にて照射面 を撮影装置22側とした

状態で放射線検出カセッテ24を設置した際に、コンソール28の逆転開始と連動して

又は図示しない逆伝開始スイッチの操作等により、給電装置 は、予め所定の連伝

条件 (低出力連伝)で駆動されている。従って、放射線検出カセッテ24は、電源部4

4の検出用 C共振器94及びェネルギ検出部96によって当該放射線検出カセッテ2

4が給電装置25の給電可能ェリア内に配置されたことを検出することができる。すな

わち、ェネルギ検出部96は、放射線検出カセッテ24が給電装置 から受電可能な

エリアにあるか否かを検出する受電可否検出部として機能する。この状態において、

給電装置25では給電制御部8 6による制御下に、放射線検出カセッテ24の検出用

C共振器94及びェネルギ検出部96が、給電装置25の C共振器84からの磁場

の有無を検出できる程度の弱い磁場を印加する低出力連伝を行っている。このため

、給電装置25の無駄な電力消費を抑えることができる。

００96 続いて、放射線検出カセッテ24では、ェネルギ検出部96からデータ管理部 ０6へ
と給電ェリア検出信号が供給されると、当該データ管理部 ０6では、送受信機8 、

6を介してコンソール28の給電情報管理部 28に記憶された給電装置 の 情

報を、送受信機4 8から受信する一方、無線給電可能信号を送受信機4 8 6を介

してカセッテ情報管理部 26へと送信する。従って、給電開始信号が、カセッテ情報

管理部 26から送受信機 6 2を介して給電装置25に送信されるため、給電制



御部8 6は、放射線検出カセッテ24に対する給電を開始するために C共振器84を

制御する。すなわち、給電装置25は、 C共振器84から放射線検出カセッテ24へと

印加される磁場 を強い磁場に変更した所定の連伝条件 (高出力連伝、給電逆伝)

で駆動される。これにより、放射線検出カセッテ24では、逆伝管理部 (制御部 ) ０2

からェネルギ変換部4 9への制御指令に某づき、 C共振器84からの磁場 を C共

振器8 8で電気ェネルギに変換して電源9０に供給すると共に、電源9０から放射線検

出器4０等へと電力供給を開始することで撮影準備を完了する。

００97 なお、放射線画像撮影システム では、上記のよぅにコンソール28を介して放射

線検出カセッテ24と給電装置25との間で対応する給電装置25の 情報を確認で

きる。このため、例えば、給電装置を複数台設置した場合にも、対応する所望の給電

装置から放射線検出カセッテ24へと適切に且つ選択的に給電逆伝を行ぅことができ

るため、無駄な電力消費や誤動作等を回避することができる。

００98 次いで、撮影装置22を放射線検出カセッテ24に対向する位置に移動させた後、

撮影スイッチ72を操作し、前述した第 実施形態に係る放射線画像撮影システム ０

(図 ～図4参照 ) と同様の動作にて、放射線画像の撮影を行ぅ。

００99 以上説明したよぅに、第2実施形態に係る放射線画像撮影システム では、放射

線検出カセッテ24の使用時 (撮影時) に、当該放射線検出カセッテ24に対して常に

無線給電を行ぅことができる位置に給電装置25を配置している。このため、第2実施

形態に係る放射線画像撮影システム は、前述した第 実施形態に係る放射線画

像撮影システム (図 ～図4参照 ) の効果に加え、放射線検出カセッテ24に電源

ケーブル等を接続することなく撮影を行ぅことができるため、当該放射線検出カセッテ

24だけでなくシステム全体の取り扱い性を向上させることができ、また、放射線検出

カセッテ24のバッテリ残量の不足等による撮影及び手術の中断を有効に回避するこ

とができる。

０1００ また、放射線画像撮影システム では、対応する給電装置25の給電可能ェリア

内に放射線検出カセッテ24が配置されると、コンソール28を介して自動的に放射線

検出カセッテ24と給電装置25との間での情報の送受信が行われ、放射線検出カセ

ッテ24が撮影可能な状態に駆動制御される。従って、放射線検出カセッテ24では、



バッテリ9 2等を用いて予め撮影可能な準備状態に起動しておく必要がなく、また、手

動の操作スイッチ等を設ける必要もないため、無駄な電力消費や誤動作、さらには操

作スイッチの操作忘れによる撮影ミス等を生じることを防止することができる。従って、

向上させることができる。

０1０1 さらに、放射線検出カセッテ24では、電源9０と共にバッテリ92を搭載していること

から、電源9０による当該放射線検出カセッテ24の駆動で余った電力でバッテリ92の

充電を行ぅことができる。同様に、検出用 C共振器94からの電力を電源9０からバッ

テリ92へと供給し蓄積することもできる。換言すれば、放射線検出カセッテ24では、

バッテリ9 2の充電作業のみを行ぅ必要がなく、当該放射線検出カセッテ24の使用時

に同時にバッテリ92の充電を行ぅことができる。

０1０2 しかも、放射線検出カセッテ24ではその使用時、エネルギ検出部96によって C共

振器84からの磁場 の有無 (出力の適否 ) が逆伝管理部 ０2へと供給されている。

そこで、例えば、放射線検出カセッテ24の使用中 (撮影中) に給電装置25が故障し

たり、 C共振器84からの磁場 が不安定になったりした場合には、エネルギ検出部

96で所望の磁場 が検出されないことになるが、このよぅな場合には、当該逆伝管

理部 (電源選択部 ) ０2により、放射線検出カセッテ24全体の駆動や、放射線検出

器4０、カセッテ制御部4 6及び送受信機4 8の個々の駆動を、電源9０からバッテリ92

へと切り換えることができる。このため、撮影中に放射線検出カセッテ24が動作不能

に陥ることを回避してその使用を継続することができることから、撮影及び手術が中断

することを阻止することができる。すなわち、放射線検出カセッテ24では、電源9０と

共にバッテリ92を併用できるため、その駆動の安定性を向上させることができる。勿

論、放射線検出カセッテ24では、必要に応じて給電装置25を用いないバッテリ92の

みによる駆動を行ぅこともできる。当然、撮影時以外に給電装置25や他の同様な構

成の給電装置によってバッテリ9 2への充電のみを行ぅことも可能である。

０1０3 なお、前記のよぅに、エネルギ検出部96で所望の磁場 が検出されない場合には

、例えば、送受信機4 8 6を介してデータ管理部 ０6から無線給電不能信号をカ

セッテ情報管理部 26に送信するとよい。そぅすると、例えば、送受信機 6から受



信機 ０へと前記の無線給電不能信号を送信し、表示部 (通知部 ) 4にて医師等

にその旨を通知することができる。

０1０4 また、放射線画像撮影システム ０ では、放射線検出カセッテ24とコンソール2 と

の間、撮影装置22とコンソール28との間、給電装置25とコンソール28との間及びコ

ンソール28と表示装置26との間には、信号を送受信するためのケーブルが連結さ

れていないため、例えば、手術室 2の床面にこれらのケーブルが配設されることが

なく、医師 8等の作業に支障を来すおそれがない。

０1０5 なお、このよぅな放射線画像撮影システム ０ では、放射線検出カセッテ24が給電

装置25の給電可能ェリア内にあること、すなわち、放射線検出カセッテ24が給電装

置25から受電可能なェリアにあるか否かを検出する受電可否検出部として、検出用

C共振器94及びェネルギ検出部96を用いたが、これ以外にも、例えば、図8に示

すよぅに、給電装置25に送信機8 5を設け、放射線検出カセッテ24の検出用 C共振

器94及びェネルギ検出部96の代わりに、受信機9 5及び受電可否検出部9 7を設け

た放射線画像撮影システム aとして構成することもできる。

０1０6 この場合、送信機8 5から受信機9 5には、例えば、指向性を持ち通信領城を制限

することで、送受信機4 8 6間での無線通信等に影響を及ぼさない無線通信を介

して給電可能ェリアを示す信号が送信される。また、送信機8 5の代わりに (発光

器)を用い、受信機9 5の代わりに受光器を用いることにより、同様の検出を行ぅことも

可能である。

０1０7 なお、第2実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ は、上記した実施形態に

限定されるものではなく、種々の構成に自由に変更できることは勿論である。

０1０8 すなわち、給電装置25は、放射線検出カセッテ24に対して無線 (非接触 ) による給

電が可能であればよく、例えば、 C共振器84 88及び検出用 C共振器94に代え

て、それぞれを誘電体で構成すると共に磁場 の代わりに電場を用いるものとしても

よく、前記のよぅないわゆる共噌型の無線給電装置以外のものであってもよい。すな

わち、給電装置25から放射線検出カセッテ24に供給される電気ェネルギを変換した

供給ェネルギとしては、例えば、光ェネルギや熱ェネルギ等も適用可能である。

０1０9 次に、第3実施形態に係る放射線画像撮影システム Cについて、図9～図 2を



参照しながら説明する。

０11０ 図9に示すよぅに、第3実施形態に係る放射線画像撮影システム Cにおいては、

撮影装置22、放射線検出カセッテ24、給電装置25、表示装置26及びコンソール2

8間は、それぞれ電源ケーブル (電源系統 )や信号ケーブル ( 号系統 ) により接続さ

れて信号の送受信が行われる点で、第2実施形態に係る放射線画像撮影システム

(図5～図8参照 ) とは典なる。

０111 図 ０ほ、図9の放射線検出カセッテ24の一部切断斜視説明図であり、送受信機4
。

8は、放射線検出器4０によって検出した放射線Xの情報を含む信号を、信号ケーフ

ル ( 号線 ) 4 7を介してコンソール28との間で送受信する。

０112 図 は、放射線画像撮影システム Cのブロック説明図であり、送受信機4 8は、

コンソール28から信号ケーブル4 7により送信要求信号及び給電装置 の 情報

を受信する一方、コンソール28に対して、画像メモり ００に記憶された放射線画像情

報、カセッテ メモり ０4に記憶されたカセッテ 情報、ェネルギ検出部9 6からの給

電ェリア検出信号に某づくデータ管理部 ０6からの無線給電可能信号等を信号ケ

ーブル4 7を介して送信する。

０113 以上のよぅに構成される、第3実施形態に係る放射線画像撮影システム Cの動作

は、某本的には、第2実施形態に係る放射線画像撮影システム ０ (図5～図8参照

) と同様の動作ではあるが、手術中において放射線画像の撮影を行ぅ場合に、デー

タ管理部 ０6は、送受信機8 2 6を介してコンソール28の給電情報管理部 28

に記憶された給電装置25の1 情報を、信号ケーブル4 7によって送受信機4 8から

受信する一方、無線給電可能信号を送受信機4 8 6を介して信号ケーブル4 7に

よりカセッテ情報管理部 26へと送信する。また、画像メモり ００に記憶された放射

線画像情報は、送受信機4 8を介して、信号ケーブル4 7によりコンソール28に送信さ

れる。

０114 以上説明したよぅに、第3実施形態に係る放射線画像撮影システム Cでは、放射

線検出カセッテ24の使用時 (撮影時) に、当該放射線検出カセッテ24に対して常に

無線給電を行 ことができる位置に給電装置25を配置している。このため、放射線検

出カセッテ24には、信号ケーブル4 7以外に電源ケーブルを接続することなく撮影を



行ぅことができるため、当該放射線検出カセッテ24だけでなくシステム全体の取扱容

易性を向上させることができ、また、放射線検出カセッテ24のバッテリ残呈の不足等

による撮影及び手術の中断を有効に回避することができる。

０115 一方、放射線検出器4０で取得され変換された放射線画像情報は、放射線検出カ

セッテ24からコンソール28へと、送受信機4 8及び 6間を繋ぐ信号ケーブル4 7を

介して有線により送信される。このため、特許文献4のよぅに放射線画像情報を無線

により送信する場合と比較して、当該送信される放射線画像情報に電波障告や他の

電子機器等からのノイズの影響が生じることを確実に防止することができ、放射線画

像を高精度に且つ正確に生成することが可能となる。この場合、放射線検出カセッテ

24とコンソール28との間には、電源ケーブルがなく、信号ケーブル4 7のみが接続さ

れていることから、すなわち、当該放射線検出カセッテ24に接続されるケーブル類を

最小限とすることができ、放射線画像の劣化を防止しながらも当該放射線検出カセッ

テ24の取扱容易性を向上させることが可能となっている。

０116 しかも、第3実施形態の場合、放射線検出カセッテ24の取扱容易性を向上させる

ために給電装置25による無線給電を行ぅものであるが、この給電装置25から放射線

検出カセッテ24に印加される磁場 等が放射線画像情報に影響を及ぼすことも確

実に防止することができるため、放射線画像情報の送受信に信号ケーブル4 7を用い
ることは極めて有効である。この場合、放射線検出カセッテ24からコンソール28へと

接続される信号ケーブル4 7がノイズ防止用のシールド47a により囲樺されており(図

０参照 ) 、例えば、内部の信号線がソイストペアにし、信号線束を接地した被覆でカ

バーすることにより信号ケーブル4 7を構成している。従って、放射線画像情報等を送

信する信号ケーブル4 7への他の電子機器等の電磁波等による影響を一屑低減する

ことができ、放射線画像情報にノイズを生じることを有効に回避して、画像劣化を一

屑確実に抑えることが可能となる。

０117 また、放射線画像撮影システム Cでは、対応する給電装置25の給電可能工リア

内に放射線検出カセッテ24が配置されると、コンソール28を介して自動的に放射線

検出カセッテ24と給電装置25との間での情報の送受信が行われ、放射線検出カセ

ッテ24が撮影可能な状態に駆動制御される。従って、放射線検出カセッテ24では、



バッテリ9 2等を用いて予め撮影可能な準備状態に起動しておく必要がなく、また、手

動の操作スイッチ等を設ける必要もないため、無駄な電力消費や誤動作、さらには操

作スイッチの操作忘れによる撮影ミス等を生じることを防止することができる。しかも、

コンソール28と放射線検出カセッテ24との間での情報の送受信が信号ケーブル4 7

を介して有線で行われるため、上記の放射線画像情報の場合と同様に、無線給電可

能信号を放射線検出カセッテ24からコンソール28へと正確に且つ確実に送信する

ことができる。これにより、放射線検出カセッテ24を含めた放射線画像撮影システム

Cの取扱容易性を一屑向上させることができる。

０118 なお、放射線画像撮影システム Cにおいても、図 2に示すよぅに、給電装置2 5

に送信機8 5を設け、放射線検出カセッテ24の検出用 C共振器94及びエネルギ検

出部9 6の代わりに、受信機9 5及び受電可否検出部9 7を設けた放射線画像撮影シ

ステム Caとして構成することもできる。

０119 この場合、送信機8 5から受信機9 5には、例えば、指向性を持ち通信領城を制限

することで、他の無線通信等に影響を及ぼさない無線通信を介して給電可能エリア

を示す信号が送信される。また、送信機8 5の代わりに (発光器 ) を用い、受信機

9 5の代わりに受光器を用いることにより、同様の検出を行ぅことも可能である。

０12０ なお、第 ～第3実施形態に係る放射線画像撮影システム ～ Cは、上述し

た実施形態に限らず、下記のよぅな構成を採り得ることも可能である。

０12 1 放射線検出カセッテ24は、手術室 2等で使用されるとき、血被やその他の雑菌が

付着するおそれがある。そこで、放射線検出カセッテ24を防水性、密閉性を有する

構造とし、必要に応じて殺菌洗浄することにより、 つの放射線検出カセッテ24を繰り

返し続けて使用することができる。

０122 また、放射線検出カセッテ24は、手術室 2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。

０123 さらに、放射線検出カセッテ24と外部機器との間での無線通 (放射線画像撮影

システム Cの場合には、給電装置2 5による無線給電) 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 ようにしてもよい。

０124 さらにまた、図 3に示すよぅに放射線検出カセッテ5００を構成すると、一屑好適で



ある。

０125 すなわち、放射線検出カセッテ5００には、ケーシング5０2の放射線照射面側に、撮

影領城及び撮影位置の墓準となるガイド線 5０4が形成される。このガイド線 5０4を用

いて、放射線検出カセッテ5００に対する被写体 (忠者 4 )の位置決めを了 、刊 、また、

放射線Xの照射範囲を設定することにより、放射線画像情報を適切な撮影領城に記

録することができる。

０126 放射線検出カセッテ5００の撮影領域外の部位にほ、当該放射線検出カセッテ5００

に係る各種情報を表示する表示部 5０6を配設する。この表示部 5０6 には、放射線検

出カセッテ5００に記録される忠者 4の1 情報、放射線検出カセッテ5００の使用回

数、累積曝射線呈、放射線検出カセッテ5００に内藏されている電源部4 4 (バッテリ9

2)の充電状態 (残容呈) 、放射線画像情報の撮影条件、忠者 4の放射線検出カセ

ッテ5００に対するポジショニング画像等を表示させる。この場合、放射線技師は、例

えば、表示部 5０6 に表示された 情報に従って忠者 4を確認すると共に、当該放

射線検出カセッテ5００が使用可能な状態にあることを事前に確認し、表示されたポジ

ショニング画像に某づいて忠者 4の所望の撮影部位を放射線検出カセッテ5００に

位置決めして、最適な放射線画像情報の撮影を行ぅことができる。

０127 また、放射線検出カセッテ5００に取手部 5０8を形成することにより、当該放射線検

出カセッテ5００の取扱い、持ち運びが容易になる。

０128 放射線検出カセッテ5００の側部には、 Cアダプタの入力端子5 ０と、 S (Un ve

sa e a Bus) 端子5 2と、メモリカード5 4を装填するためのカードスロット5 6とを

配設すると好適である。

０129 入力端子5 ０は、放射線検出カセッテ5００に内藏されている電源部4 4 (バッテリ9

2)の充電機能が低下しているとき、あるレソま、電源部4 4 (バッテリ92) を充電するの

に十分な時間を確保できないとき、 Cアダプタを接続して外部から電力を供給する

ことにより、当該放射線検出カセッテ5００を直ちに使用可能な状態とすることができる

０13０ S 拙子5 2又はカードスロット5 6ほ、放射線検出カセッテ5００がコンソール2 8

等の外部機器との間で無線通信又は有線通信による情報の送受信を行ぅことができ



ないときに利用することができる。すなわち、 S 端子5 2にケーブルを接続するこ

とにより、外部機器との間で有線通信による情報の送受信を行ぅことができる。また、

カードスロット5 6 にメモリカード5 4を装填し、このメモリカード5 4 に必要な情報を

記録した後、メモリカード5 4を取り出して外部機器に装填することにより、情報の送

受信を行ぅことができる。

０13 1 なお、図 3では、放射線画像撮影システム C に関して、信号ケーブル4 7の図示

を省略している。

０132 手術室 2や病院内の必要な箇所には、図 4 に示すよぅに、放射線検出カセッテ2

4 が装填され、内蔵される電源部4 4 (バッテリ92) の充電を行ぅクレードル5 8を配置

すると好適である。この場合、クレードル5 8 は、電源部4 4 (バッテリ92) の充電だけ

でなく、クレードル5 8の無線通信機能又は有線通信機能を用いて、 S 29 S3

3 、コンソール2 8等の外部機器との間で必要な情報の送受信を行ぅよぅにしてもよい

。送受信する情報には、クレードル5 8 に装填された放射線検出カセッテ24 に記録

された放射線画像情報を含めることができる。

０133 また、クレードル5 8 に表示部 5 2０を配設し、この表示部 5 2０に対して、装填された

当該放射線検出カセッテ24の充電状態や、放射線検出カセッテ2 4から取得した放

射線画像情報を含む必要な情報を表示させるよぅにしてもよい。

０134 さらに、複数のクレードル5 8をネットワークに接続し、各クレードル5 8 に装填され

ている放射線検出カセッテ24の充電状態をネットワークを介して収集し、使用可能な

充電状態にある放射線検出カセッテ24の所在を確認できるよぅに構成することもでき

る。

０135 なお、本発明に係る放射線検出カセッテ及び放射線画像撮影システムは、上述の

実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ること

は勿論である。



請求の範囲

被写体 ( 4)を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換する放射線変換

外部と無線通信が可能な無線通信手段 (48) と、

前記無線通信手段 (48) を制御する無線通信制御手段 (2０4)と、

前記放射線変換パネル (4０) に対する前記放射線の照射を検出し、検出結果を曝

射検出信号として前記無線通信制御手段 (2０4) に出力する曝射検出手段 (2００) と

前記放射線変換パネル (4０) における前記放射線画像情報の変換動作を検出し、

検出結果を変換検出信号として前記無線通信制御手段 (2０4) に出力する変換検出

手段 (2０2) と、

前記放射線変換パネル (4０) 、前記曝射検出手段 (2００) 、前記変換検出手段 (2０

2) 、前記無線通信手段 (48) 及び前記無線通信制御手段 (2０4)を駆動する電源部

(44) と、

を有し、

前記無線通信制御手段 (2０4)は、前記曝射検出信号及び 又は前記変換検出

信号の入力に某づいて、前記無線通信による外部への前記放射線画像情報の送信

及び 又は前記無線通信による外部から前記電源部 (44) への電力供給を禁止す

るよぅに前記無線通信手段 (48) を制御することを特徴とする放射線検出ヵセッテ。

2 請求項 記載のヵセッテ (24) において、

前記無線通信手段 (48) は、 W により外部と無線通信を行ぅことを特徴とする放

射線検出ヵセッテ。

3 請求項 記載のヵセッテ (24) において、

前記曝射検出手段 (2００) は、前記放射線変換パネル (4０)を構成する複数の画素

(5０) のぅち、所定の画素 (5０)を指定し、該指定した画素 (5０) が検出した前記放射

線の線呈に某づいて、前記放射線変換パネル (4０) に対する前記放射線の照射を

検出し、検出結果を前記曝射検出信号として前記無線通信制御手段 (2０4) に出力

することを特徴とする放射線検出ヵセッテ。



4 請求項 記載のカセッテ (24) において、

前記放射線変換パネル (4０) に前記変換動作を行わせるためのアドレス信号を供

給するアドレス信号発生手段 (98) をさらに有し、

前記アドレス信号発生手段 (98) から前記放射線変換パネル (4０)への前記アドレ

ス信号の供給に起因して、前記放射線変換パネル (4０) が前記放射線を前記放射

線画像情報に変換する際に、前記変換検出手段 (2０2) は、前記アドレス信号の供

給を検出し、検出結果を前記変換検出信号として前記無線通信制御手段 (2０4) に

出力することを特徴とする放射線検出カセッテ。

5 請求項 記載の放射線検出カセッテ (24) と、前記放射線を出力する放射線源 (74

) と、前記放射線源 (74)及び前記放射線検出カセッテ (24) を制御する制御装置 (2

8) とを有することを特徴とする放射線画像撮影システム。

6 被写体 ( 4)を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換

パネル (4０) 、及び、前記放射線変換パネル (4０) に接続され、前記放射線画像情報

を画像処理手段 ( 2０) に送信する送信手段 (48) を有する放射線検出カセッテ (24

) と、

前記放射線検出カセッテ (24) に無線による給電を行ぅ給電装置 (25) と、

を備える放射線画像撮影システム ( ０ )であって、

前記給電装置 (25) には、電気ェネルギを変換して前記放射線検出カセッテ (24)

に無線で供給する送電手段 (84)が設けられ、

前記放射線検出カセッテ (24) には、前記送電手段 (84)から供給された供給ェネ

ルギを電気ェネルギに再変換するェネルギ変換部 (49) が設けられ、

前記送電手段 (84)は、前記被写体 ( 4)を撮影する状態で配置された前記放射

線検出カセッテ (24) の前記ェネルギ変換部 (49) に対し、前記無線による給電を可

能な状態で配置されることを特徴とする放射線画像撮影システム。

7 請求項6記載のシステム ( ０ ) において、

前記放射線検出カセッテ (24) には、該放射線検出カセッテ (24) が前記送電手段

(84 )から供給される前記供給ェネルギを受電可飴な領域にあるか否かを検出する

受電可否検出部 (96 97) が設けられていることを特徴とする放射線画像撮影システ



ム。

8 被写体 ( 4)を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換

パネル (4０) 、及び、前記放射線変換パネル (4０) に接続され、前記放射線画像情報

を画像処理手段 ( 2０) に送信する送信手段 (48) を有する放射線検出カセッテ (24

) と、

前記放射線検出カセッテ (24) に無線による給電を行ぅ給電装置 (25) と、

を備える放射線画像撮影システム ( ０ )であって、

前記給電装置 (25) には、電気ェネルギを変換して前記放射線検出カセッテ (24)

に無線で供給する送電手段 (84)が設けられ、

前記放射線検出カセッテ (24) には、前記送電手段 (84)から供給された供給ェネ

ルギを電気ェネルギに再変換するェネルギ変換部 (49) と、該放射線検出カセッテ (

24) が前記送電手段 (84)から供給される前記供給ェネルギを受電可能な領城にあ

るか否かを検出する受電可否検出部 (96 97) とが設けられていることを特徴とする

放射線画像撮影システム。

9 請求項8記載のシステム ( ０ ) において、

前記放射線検出カセッテ (24) には、前記ェネルギ変換部 (49) により再変換された

前記電気ェネルギを蓄電可能なバッテリ(9 2) が設けられていることを特徴とする放

射線画像撮影システム。

０ 請求項8記載のシステム ( ０ ) において、

前記放射線検出カセッテ (24) には、前記受電可否検出部 (96 97) により前記受

電可能な領城内であるとの結果が検出された場合に、前記ェネルギ変換部 (49) に

よる前記電気ェネルギへの再変換の開始を指示する制御部 ( ０2) が設けられてい

ることを特徴とする放射線画像撮影システム。

請求項9記載のシステム ( ０ ) において、

前記受電可否検出部 (96 97) により前記受電可能な領城外であるとの結果が検

出された場合に、前記放射線検出カセッテ (24) の駆動電源として前記バッテリ(9 2)

を選択する電源選択部 ( ０2)を備えることを特徴とする放射線画像撮影システム。

2 請求項8記載の放射線画像撮影システム ( ０ ) において、



前記受電可否検出部 (96 97) による検出結果が前記受電可能な領城外であるこ

とを外部に通知する通知部 ( 4 )を備えることを特徴とする放射線画像撮影システ

ム。

3 被写体 ( 4)を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換

前記放射線変換パネル (4０) に接続され、前記放射線画像情報を画像処理手段 (

2０) に送信する送信手段 (48) と、

無線で供給される電気ェネルギを変換した供給ェネルギを、電気ェネルギに再変

換するェネルギ変換部 (49) と、

当該放射線検出カセッテ (24) が前記無線で供給される前記供給ェネルギを受電

可能な領城にあるか否かを検出する受電可否検出部 (96 97) と、

を備えることを特徴とする放射線検出カセッテ。

4 被写体 ( 4)を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換

パネル (4０) 、及び、前記放射線変換パネル (4０) に接続され、前記放射線画像情報

を画像処理手段 ( 2０) に送信する送信手段 (48) を有する放射線検出カセッテ (24

) と、

前記放射線検出カセッテ (24) への給電を行ぅ給電装置 (25) と、

を備える放射線画像撮影システム C)であって、

前記送信手段 (48) による前記放射線画像情報の前記画像処理手段 ( 2０)への

送信は信号線 (47) を介して有線により行われる一方、

前記給電装置 (25) から前記放射線検出カセッテ (24) への給電は無線により行わ

れることを特徴とする放射線画像撮影システム。

5 請求項 4記載のシステム C) において、

前記給電装置 (25) には、電気ェネルギを変換して前記放射線検出カセッテ (24)

に無線で供給する送電手段 (84)が設けられ、

前記放射線検出カセッテ (24) には、前記送電手段 (84)から供給された供給ェネ

ルギを電気ェネルギに再変換するェネルギ変換部 (49) と、該放射線検出カセッテ (

24) が前記送電手段 (8 )から供給される前記供給ェネルギを受電可能な領城にあ



るか否かを検出する受電可否検出部 (96 97) とが設けられていることを特徴とする

放射線画像撮影システム。

6 請求項 5記載のシステム C) において、

前記放射線検出カセッテ (24) には、前記受電可否検出部 (96 97) により前記受

電可能な領城内であるとの結果が検出された場合に、前記給電装置 (25) の識別デ

ータを受信すると共に、外部の制御装置 (28) へと前記送信手段 (48) 及び前記信号

線 (47) を介して無線給電可能信号を送信するデータ制御手段 ( ０6) が設けられ、

前記制御装置 (28) は、前記放射線検出カセッテ (24) から前記無線給電可能信号

を受信した後、前記識別データに対応した前記給電装置 (25) に給電開始信号を送

信することを特徴とする放射線画像撮影システム。
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