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(57)【要約】
【課題】可撓性を有する放射線変換パネルにおいて、移
動及び保管時における取扱性の向上を図る。
【解決手段】放射線検出カセッテ１０において、グリッ
ド３４、センサ基板３６及び鉛シート３８が内部に収容
された可撓性を有するスクリーン３０を備え、前記スク
リーン３０の両端部３０ａ、３０ｂには、それぞれ剛体
からなる把持部４２ａ、４２ｂが設けられている。把持
部４２ａ、４２ｂの中央には、医師又は放射線技師が把
持しやすいように孔部４４が設けられると共に、該把持
部４２ａ、４２ｂの内部には、バッテリ４６、カセッテ
制御部４８及び送受信機５０が収容されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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し、且つ、可撓性を有する放
射線変換パネルと、
　前記放射線変換パネルの端部に設けられ、該放射線変換パネルに対して硬度の大きな把
持部と、
　を備え、
　前記把持部には、該把持部を把持するための孔部を備えることを特徴とする放射線検出
装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記把持部の内部には、外部と無線通信が可能な無線通信手段と、前記放射線変換パネ
ルを制御する制御部と、前記放射線変換パネル、前記制御部及び前記無線通信手段を駆動
するバッテリとが設けられることを特徴とする放射線検出装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の装置において、
　前記放射線変換パネルは、可撓性を有するスクリーンに内蔵されることを特徴とする放
射線検出装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の装置において、
　前記放射線変換パネルは、前記放射線を電気信号に変換するセンサ基板を有し、前記セ
ンサ基板が、前記放射線を可視光に変換するシンチレータと、前記可視光を前記電気信号
に変換する固体検出素子とからなることを特徴とする放射線検出装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置において、
　前記被写体に対して、前記固体検出素子及び前記シンチレータの順に配置されているか
、あるいは、前記シンチレータ及び前記固体検出素子の順に配置されていることを特徴と
する放射線検出装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の装置において、
　前記放射線検出装置は、放射線検出カセッテであり、
　前記スクリーンは、前記放射線を透過させる材料からなることを特徴とする放射線検出
装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の放射線検出装置と、前記放射線を出力する放射線
源と、前記放射線源及び前記放射線検出装置を制御する制御装置とを有することを特徴と
する放射線画像撮影システム。
【請求項８】
　請求項７記載のシステムにおいて、
　前記放射線検出装置は、前記放射線変換パネルにて変換された前記放射線画像情報を、
無線通信により前記制御装置に送信することを特徴とする放射線画像撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を透過した放射線を検出し、検出した前記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装置及び該放射線検出装置を有する放射線
画像撮影システムに関する。
【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
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変換パネルに導いて放射線画像情報を撮影する放射線画像撮影システムが広汎に使用され
ている。前記放射線変換パネルとしては、前記放射線画像情報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情報としての放射線エネルギを蓄積し、励
起光を照射することで前記放射線画像情報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。
【０００３】
　これらの放射線変換パネルは、前記放射線画像情報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行い、あるいは、前記蓄積性蛍光体パネルを読取装置に供給し
て読取処理を行うことで、可視画像を得ることができる。
【０００４】
　一方、手術室等においては、患者に対して迅速且つ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情報を読み出して表示できることが必要である。こ
のよう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
るいは、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。
【０００５】
　放射線検出器（放射線変換パネル）を収納する放射線検出装置に関し、特許文献１には
、可撓性を有する放射線検出器を患者の表面形状に合わせて配置することが提案されてい
る。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－７０７７６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、特許文献１に係る従来技術では、放射線検出器が可撓性を有しているた
め、放射線技師が該放射線検出器を持ち運びする際に、変形してしまうこととなり取り扱
いが困難であるという問題がある。また、放射線検出器は、単独で自立させることができ
ないため、その収容、保管が困難であるという問題がある。
【０００８】
　本発明は、前記の課題に鑑みなされたものであり、可撓性を有する放射線変換パネルに
おいて、移動及び保管時における取扱性の向上を図ることが可能な放射線検出装置及び放
射線画像撮影システ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】
【０００９】
　前記の目的を達成するために、本発明は、被写体を透過した放射線を検出して放射線画
像情報に変換し、且つ、可撓性を有する放射線変換パネルと、
　前記放射線変換パネルの端部に設けられ、該放射線変換パネルに対して硬度の大きな把
持部と、
　を備え、
　前記把持部には、該把持部を把持するための孔部を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、可撓性を有する放射線変換パネルの端部に、該放射線変換パネルに対
して硬度の大きな把持部を設けると共に、該把持部に孔部を設けることにより、前記放射
線変換パネルを移動させる際、前記把持部を把持することによりその取り扱いを良好とし
、該放射線変換パネルを所望の位置へと確実且つ容易に移動させることができる。また、
例えば、孔部をフック等に挿通させて引っ掛けることにより、可撓性を有する放射線変換
パネルを簡便且つ安全に保管することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、以下の効果が得られる。
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【００１２】
　すなわち、可撓性を有する放射線変換パネルの端部に、該放射線変換パネルに対して硬
度の大きな把持部を設け、該把持部を把持して放射線変換パネルを移動させることにより
、その取り扱いを良好とすることができると共に、前記把持部に設けられた孔部を、例え
ば、フック等に挿通させることにより、可撓性を有した放射線変換パネルを簡便且つ安全
に保管することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、本実施の形態に係る放射線検出装置（以下、放射線検出カセッテともいう。）
１０を適用した放射線画像撮影システム１２の構成ブロック図である。
【００１４】
　放射線画像撮影システム１２は、撮影条件に従った線量からなる放射線１４を被写体と
しての患者１６に照射するための放射線源１８と、患者１６を透過した放射線１４を検出
する放射線検出器（放射線変換パネル）２０を備える放射線検出カセッテ１０と、放射線
検出器２０によって検出された放射線１４に基づく放射線画像情報を表示する表示装置２
２と、放射線検出カセッテ１０、放射線源１８及び表示装置２２を制御するコンソール（
制御装置）２４とを備える。
【００１５】
　このコンソール２４と、放射線検出カセッテ１０、放射線源１８及び表示装置２２との
間は、例えば、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）、ＩＥＥＥ８０２．１１．ａ
／ｇ／ｎ等の無線ＬＡＮ又はミリ波を用いた無線通信による信号の送受信が行われる。
【００１６】
　なお、コンソール２４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（ＲＩＳ）２６が接続され、また
、ＲＩＳ２６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（ＨＩＳ）２
８が接続される。
【００１７】
　図２～図５に示すシート状の放射線検出カセッテ１０において、放射線１４を透過させ
る材料からなる筐体としてのスクリーン３０は、可撓性を有し、患者１６に対する放射線
１４の照射時（撮影時）に患者１６に対して略平面状に展開される（図３及び図４参照）
。
【００１８】
　スクリーン３０の内部には、患者１６による放射線１４の散乱線を除去するグリッド３
４、患者１６を透過した放射線１４を検出する放射線検出器２０を構成するセンサ基板３
６、及び、放射線１４のバック散乱線を吸収する鉛シート３８が、患者１６側の照射面（
撮影面）４０に対して順に配設される。なお、これらグリッド３４、放射線検出器２０及
び鉛シート３８も可撓性を有する。また、スクリーン３０の照射面４０をグリッド３４と
して構成してもよい。
【００１９】
　一方、スクリーン３０の長手方向（図３中、矢印Ａ方向）に沿った両端部３０ａ、３０
ｂには、該両端部３０ａ、３０ｂから所定幅で突出するように一組の把持部４２ａ、４２
ｂがそれぞれ設けられる。この把持部４２ａ、４２ｂは、例えば、樹脂製材料から形成さ
れた剛体からなり、その中央部には、略長円形状の孔部４４がそれぞれ設けられている。
すなわち、放射線検出カセッテ１０は、その中央部に設けられたスクリーン３０が変形自
在であり、両端部３０ａ、３０ｂに設けられた把持部４２ａ、４２ｂが剛体であるため非
変形となる。換言すれば、把持部４２ａ、４２ｂは、可撓性を有するスクリーン３０に対
して硬度（剛性）が大きく設定されている。
【００２０】
　そして、医師又は放射線技師が、一組の把持部４２ａ、４２ｂを両手でそれぞれ把持し
て放射線検出カセッテ１０を移動させることができる。
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【００２１】
　なお、この把持部４２ａ、４２ｂは、スクリーン３０の両端部３０ａ、３０ｂにそれぞ
れ設けられる場合に限定されるものではなく、いずれか一方の端部３０ａ、３０ｂのみに
設けるようにしてもよいし、前記端部のみではなく前記スクリーン３０の周縁部を囲むよ
うに周状に設けるようにしてもよい。
【００２２】
　この把持部４２ａ、４２ｂの内部には、図３に示すように、放射線検出カセッテ１０の
電源であるバッテリ４６と、バッテリ４６から供給される電力により放射線検出器２０を
駆動制御するカセッテ制御部４８と、放射線検出器２０によって検出した放射線１４の情
報を含む信号をコンソール２４との間で送受信する送受信機（無線通信手段）５０とが収
容される。詳細には、一方の把持部４２ａに、バッテリ４６が収容され、他方の把持部４
２ｂに、カセッテ制御部４８及び送受信機５０が収容される。
【００２３】
　なお、カセッテ制御部４８及び送受信機５０には、放射線１４が照射されることによる
損傷を回避するため、把持部４２ａ、４２ｂにおけるスクリーン３０の照射面４０側に鉛
板等を配設しておくことが好ましい。また、バッテリ４６は、放射線検出カセッテ１０内
の放射線検出器２０、カセッテ制御部４８及び送受信機５０に電力を供給する。
【００２４】
　図５に示すように、センサ基板３６は、患者１６を透過した放射線１４を一旦可視光に
変換するＧＯＳ（Ｇｄ2Ｏ2Ｓ）又はＣｓＩ等の蛍光体からなるシンチレータ５２と、薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）５４のアレイが形
成され、放射線１４及び可視光を透過可能なＴＦＴ層５６と、アモルファスシリコン（ａ
－Ｓｉ）等の物質からなる固体検出素子（以下、画素ともいう。）５８を用いて前記可視
光を電気信号に変換する光電変換層６０とを、基板６１上に順に積層することにより形成
される。
【００２５】
　図６は、放射線検出器２０の回路構成ブロック図である。放射線検出器２０は、可視光
を電気信号に変換するａ－Ｓｉ等の物質からなる各画素５８が形成された光電変換層６０
を、行列状のＴＦＴ５４のアレイ（ＴＦＴ層５６）の上に配置した構造を有する。この場
合、各画素５８では、可視光を電気信号に変換することにより発生した電荷が蓄積され、
各行毎にＴＦＴ５４を順次オンにすることにより前記電荷を画像信号として読み出すこと
ができる。
【００２６】
　各画素５８に接続されるＴＦＴ５４には、行方向と平行に延びるゲート線６２と、列方
向と平行に延びる信号線６４とが接続される。各ゲート線６２は、ライン走査駆動部６６
に接続され、各信号線６４は、マルチプレクサ６８に接続される。ゲート線６２には、行
方向に配列されたＴＦＴ５４をオンオフ制御する制御信号Ｖｏｎ、Ｖｏｆｆがライン走査
駆動部６６から供給される。この場合、ライン走査駆動部６６は、ゲート線６２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７０とを備える。アドレスデコーダ７０には、カセッテ制御部４８からアド
レス信号が供給される。
【００２７】
　また、信号線６４には、列方向に配列されたＴＦＴ５４を介して各画素５８に保持され
ている電荷が流出する。この電荷は、増幅器７２によって増幅される。増幅器７２には、
サンプルホールド回路７４を介してマルチプレクサ６８が接続される。マルチプレクサ６
８は、信号線６４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７６とを備える。アドレスデコーダ７６には、カ
セッテ制御部４８からアドレス信号が供給される。マルチプレクサ６８には、Ａ／Ｄ変換
器７８が接続され、Ａ／Ｄ変換器７８によってデジタル信号に変換された放射線画像情報
がカセッテ制御部４８に供給される。なお、増幅器７２、サンプルホールド回路７４、マ
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ルチプレクサ６８及びＡ／Ｄ変換器７８は、読出回路部８０を構成する。
【００２８】
　さらに、放射線検出カセッテ１０のカセッテ制御部４８は、図１に示すように、アドレ
ス信号発生部８２と、画像メモリ８４と、カセッテＩＤメモリ８６とを備える。
【００２９】
　アドレス信号発生部８２は、放射線検出器２０を構成するライン走査駆動部６６のアド
レスデコーダ７０及びマルチプレクサ６８のアドレスデコーダ７６に対してアドレス信号
を供給する。画像メモリ８４は、放射線検出器２０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ＩＤメモリ８６は、放射線検出カセッテ１０を特定するためのカセッ
テＩＤ情報を記憶する。
【００３０】
　送受信機５０は、カセッテＩＤメモリ８６に記憶されたカセッテＩＤ情報及び画像メモ
リ８４に記憶された放射線画像情報を無線通信によりコンソール２４に送信する。
【００３１】
　本実施の形態に係る放射線検出カセッテ１０及び放射線画像撮影システム１２は、基本
的には以上のよう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。
【００３２】
　撮影対象である患者１６の患者情報は、撮影に先立ち、コンソール２４に予め登録され
る。撮影部位や撮影方法が予め決まっている場合には、これらの撮影条件も予め登録して
おく。
【００３３】
　手術室、検診又は病院内での回診等において、放射線画像情報の撮影を行う場合、医師
又は放射線技師は、図７に示されるように、把持部４２ａ、４２ｂの孔部４４を介して保
管箱（図示せず）内のフック８８に掛けられた放射線検出カセッテ１０における一方の把
持部４２ａを把持して取り出し、例えば、患者１６とベッドとの間の所定位置に、照射面
４０を放射線源１８側とした状態で放射線検出カセッテ１０を設置する（図４参照）。
【００３４】
　この際、放射線検出カセッテ１０は、剛体からなる把持部４２ａ（４２ｂ）を把持する
ことにより、可撓性を有するスクリーン３０を備えた放射線検出カセッテ１０でも取り扱
いが良好であり、確実且つ容易に所定位置へと移動させることができる。さらに、把持部
４２ａ、４２ｂに設けられた孔部４４に指を挿入して把持することにより、より一層確実
に放射線検出カセッテ１０を把持することができ、しかも、落下させてしまう可能性を低
減することができる。
【００３５】
　次に、放射線源１８を放射線検出カセッテ１０に対向する位置に適宜移動させた後、医
師又は放射線技師は、放射線源１８の撮影スイッチを操作して撮影を行う。前記撮影スイ
ッチの操作に起因して、放射線源１８は、無線通信により、コンソール２４に対して撮影
条件の送信を要求し、コンソール２４は、受信した前記要求に基づいて、当該患者１６の
撮影部位に係る撮影条件を、放射線源１８に送信する。放射線源１８は、前記撮影条件を
受信すると、当該撮影条件に従って、所定の線量からなる放射線１４を患者１６に照射す
る。
【００３６】
　患者１６を透過した放射線１４は、放射線検出カセッテ１０のグリッド３４によって散
乱線が除去された後、放射線検出器２０に照射される。放射線検出器２０を構成するシン
チレータ５２は、放射線１４の強度に応じた強度の可視光を発光し、光電変換層６０を構
成する各画素５８は、可視光を電気信号に変換し、電荷として蓄積する。次いで、各画素
５８に保持された患者１６の放射線画像情報である電荷情報は、カセッテ制御部４８を構
成するアドレス信号発生部８２からライン走査駆動部６６及びマルチプレクサ６８に供給
されるアドレス信号に従って読み出される。
【００３７】
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　すなわち、ライン走査駆動部６６のアドレスデコーダ７０は、アドレス信号発生部８２
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６２に接続されたＴＦＴ５４のゲートに制御信号Ｖｏｎを供給する。
一方、マルチプレクサ６８のアドレスデコーダ７６は、アドレス信号発生部８２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６６によって選択されたゲート線６２に接続された各画素５８に保持された電
荷情報である放射線画像情報を信号線６４を介して順次読み出す。
【００３８】
　放射線検出器２０の選択されたゲート線６２に接続された各画素５８から読み出された
放射線画像情報は、各増幅器７２によって増幅された後、各サンプルホールド回路７４に
よってサンプリングされ、マルチプレクサ６８を介してＡ／Ｄ変換器７８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、カセッテ制御部
４８の画像メモリ８４に一旦記憶される。
【００３９】
　同様にして、ライン走査駆動部６６のアドレスデコーダ７０は、アドレス信号発生部８
２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６２
に接続されている各画素５８に保持された電荷情報である放射線画像情報を信号線６４を
介して読み出し、マルチプレクサ６８及びＡ／Ｄ変換器７８を介してカセッテ制御部４８
の画像メモリ８４に記憶させる。
【００４０】
　画像メモリ８４に記憶された放射線画像情報は、送受信機５０を介して、無線通信によ
りコンソール２４に送信される。コンソール２４は、受信した放射線画像情報に対して所
定の画像処理を施した後、登録されている患者１６の患者情報と関連付けて該放射線画像
情報を記憶する。なお、画像処理の施された放射線画像情報は、コンソール２４から表示
装置２２に送信され、表示装置２２は、放射線画像情報を表示する。
【００４１】
　そして、放射線画像の撮影の完了した後、放射線検出カセッテ１０の把持部４２ａ、４
２ｂを医師又は放射線技師が把持し、再び保管箱内へと移動して該把持部４２ａの孔部４
４にフック８８を挿通させて該フック８８に引っ掛けた状態で保管する。この場合も、放
射線検出カセッテ１０をベッド上から確実且つ容易に図示しない保管箱内へと移動させ、
把持部４２ａ（４２ｂ）を介してフック８８へと引っ掛けて収容することができる。この
際、放射線検出カセッテ１０は、フック８８に引っ掛けられた一方の把持部４２ａを上方
とし、他方の把持部４２ｂが、該放射線検出カセッテ１０に付与される重力作用下に下方
側となり、前記把持部４２ａ、４２ｂの間に設けられたスクリーン３０は湾曲することな
く平面状となるように収容される（図７参照）。換言すれば、放射線検出カセッテ１０は
、フック８８に引っ掛けられた状態で、上下方向に沿って一直線上となるように収容され
る。
【００４２】
　以上のように、本実施の形態では、放射線検出カセッテ１０を構成するスクリーン３０
の両端部３０ａ、３０ｂに、医師又は放射線技師が把持可能な一組の把持部４２ａ、４２
ｂを設け、該把持部４２ａ、４２ｂを、前記スクリーン３０とは異なる剛体とすることに
より、可撓性を有する放射線検出カセッテ１０においても、前記医師又は放射線技師が把
持した際の取扱性が低下することなく、該放射線検出カセッテ１０を確実に把持して所定
の位置へと容易に移動させることが可能となる。
【００４３】
　また、把持部４２ａ、４２ｂの中央に孔部４４を設けることにより、医師又は放射線技
師が前記孔部４４に手を挿入してより一層確実に把持することができると共に、前記放射
線検出カセッテ１０を誤って落下させてしまうことが阻止される。
【００４４】
　さらに、把持部４２ａ、４２ｂに設けられた孔部４４を利用し、例えば、フック８８に
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挿通させることにより、可撓性を有する放射線検出カセッテ１０を撓ませることなく、簡
便且つ安全に保管することが可能となる。
【００４５】
　さらにまた、本実施の形態の放射線画像撮影システム１２では、コンソール２４と、放
射線検出カセッテ１０、放射線源１８及び表示装置２２との間で、無線通信により信号の
送受信が行われるので、信号を送受信するためのケーブルが不要となり、医師又は放射線
技師の作業に支障を来すおそれがない。従って、医師又は放射線技師は、自己の作業を効
率よく行うことが可能となる。
【００４６】
　またさらに、本実施の形態では、医師又は放射線技師による放射線源１８の撮影スイッ
チの操作に起因して放射線画像情報の撮影が行われるが、医師又は放射線技師によるコン
ソール２４の操作に起因して放射線画像情報の撮影が行われるようにしてもよい。
【００４７】
　また、上述した説明では、図４に示されるように、放射線検出カセッテ１０を、患者１
６とベッドとの間に設置する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、
例えば、図８に示されるように、前記放射線検出カセッテ１０の把持部４２ａ、４２ｂを
医師又は放射線技師が把持し、その照射面４０が患者１６側となるように該患者１６の腹
部に密着させるようにしてもよい。すなわち、可撓性を有したスクリーン３０が患者１６
の腹部にフィットするように変形する。そして、患者１６を挟んで放射線検出カセッテ１
０の反対側となる位置から放射線源１８によって放射線１４を照射し、放射線画像の撮影
が行われる。これにより、可撓性を有した放射線検出カセッテ１０を用いて、平面状では
ない患者１６の患部（例えば、腹部、脇腹、腕等）を好適に撮影することができる。
【００４８】
　また、本実施の形態では、放射線検出カセッテ１０を図９の構成に代えてもよい。図９
では、基板６１から照射面４０側に向かって、ＴＦＴ層５６、光電変換層６０及びシンチ
レータ５２の順に積層されている。この場合でも、シンチレータ５２で変換された可視光
を光電変換層６０にて電気信号に変換することが可能であるので、上述した各効果が得ら
れることは勿論である。
【００４９】
　さらにまた、本実施の形態では、上述した構成に代えて、例えば、入射した放射線１４
の線量をアモルファスセレン（ａ－Ｓｅ）等の物質からなる固体検出素子を用いた光電変
換層６０によって直接電気信号に変換してもよい。
【００５０】
　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
１４が入射すると、その線量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、放射線検出器に可撓性を有する有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）パネル等から読取光を照射し、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－
１０５２９７号公報参照）。
【００５１】
　さらに、本実施の形態では、蛍光体に放射線画像情報としての放射線エネルギを蓄積し
、励起光を照射することで前記放射線画像情報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を、可撓性を有する放射線変換パネルとして構成してもよい。
【００５２】
　さらにまた、放射線検出カセッテ１０は、手術室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、放射線検出カセッテ１０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、１つの放射線検出カセッテ１０を繰
り返し続けて使用することができる。
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【００５３】
　また、放射線検出カセッテ１０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よい。
【００５４】
　さらに、図１０に示すように放射線検出カセッテ５００を構成すると、一層好適である
。
【００５５】
　すなわち、放射線検出カセッテ５００には、スクリーン５０２の照射面４０側に、撮影
領域及び撮影位置の基準となるガイド線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（患者１６）の位置決めを行い、また、放
射線１４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域に記録する
ことができる。
【００５６】
　また、スクリーン５０２の両端部には、一組の把持部５０５ａ、５０５ｂが設けられ、
放射線検出カセッテ５００の撮影領域外となる一方の把持部５０５ａには、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に記録される患者１６のＩＤ情報、放射線検出カセッテ５
００の使用回数、累積曝射線量、放射線検出カセッテ５００に内蔵されているバッテリ４
６の充電状態（残容量）、放射線画像情報の撮影条件、患者１６の放射線検出カセッテ５
００に対するポジショニング画像等を表示させる。なお、把持部５０５ａ、５０５ｂには
、それぞれ孔部５０８が設けられ、該把持部５０５ａ、５０５ｂを把持する際の取り扱い
をより一層良好とすると共に、該孔部５０８をフック８８（図７参照）等に引っ掛けるこ
とにより簡便且つ安全に収容することが可能となる。
【００５７】
　この場合、放射線技師は、例えば、表示部５０６に表示されたＩＤ情報に従って患者１
６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基づいて患者１６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うことができる。
【００５８】
　さらに、把持部５０５ａには、ＡＣアダプタの入力端子５１０と、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）端子５１２と、メモリカード５１４を装填するための
カードスロット５１６とを配設すると好適である。
【００５９】
　入力端子５１０は、放射線検出カセッテ５００に内蔵されているバッテリ４６の充電機
能が低下しているとき、あるいは、バッテリ４６を充電するのに十分な時間を確保できな
いとき、ＡＣ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。
【００６０】
　ＵＳＢ端子５１２又はカードスロット５１６は、放射線検出カセッテ５００がコンソー
ル２４等の外部機器との間で無線通信による情報の送受信を行うことができないときに利
用することができる。すなわち、ＵＳＢ端子５１２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うことができる。また、カードスロット
５１６にメモリカード５１４を装填し、このメモリカード５１４に必要な情報を記録した
後、メモリカード５１４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
うことができる。
【００６１】
　また、手術室や病院内の必要な箇所には、図１１に示すように、放射線検出カセッテ１
０に内蔵されるバッテリ４６の充電を行うクレードル５１８を配置すると好適である。こ
の場合、放射線検出カセッテ１０は、その照射面４０が略鉛直で把持部４２ａ、４２ｂが
略水平に配置され、該把持部４２ａ、４２ｂの孔部４４がそれぞれフック５１９に保持さ
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【００６２】
　このクレードル５１８は、バッテリ４６を充電するだけでなく、クレードル５１８の無
線通信機能又は有線通信機能を用いて、ＲＩＳ２６、ＨＩＳ２８、コンソール２４等の外
部機器との間で必要な情報の送受信を行うようにしてもよい。送受信する情報には、クレ
ードル５１８に充電される放射線検出カセッテ１０に記録された放射線画像情報を含める
ことができる。
【００６３】
　また、クレードル５１８に表示部５２０を配設し、この表示部５２０に対して、当該放
射線検出カセッテ１０の充電状態や、放射線検出カセッテ１０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うにしてもよい。
【００６４】
　また、複数のクレードル５１８をネットワークに接続し、各クレードル５１８に充電さ
れている放射線検出カセッテ１０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１０の所在を確認できるように構成することもできる
。
【００６５】
　なお、本発明に係る放射線検出装置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。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本実施の形態の放射線画像撮影システムの構成ブロック図である。
【図２】図１の放射線検出装置を把持した状態を示す外観斜視図である。
【図３】図１の放射線検出装置の一部省略斜視図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図である。
【図５】図３のＶ－Ｖ線に沿った断面図である。
【図６】図１の放射線検出器の回路構成ブロック図である。
【図７】図２の放射線検出装置がフックに引っ掛けられて収容された状態を示す図である
。
【図８】図２の放射線検出器を患者の腹部に密着させた状態を示す斜視図である。
【図９】図３のＩＸ－ＩＸ線に沿った断面図である。
【図１０】放射線検出カセッテの他の構成図である。
【図１１】放射線検出カセッテの充電を行うクレードルの構成図である。
【符号の説明】
【００６７】
１０…放射線検出装置　　　　　　　　１２…放射線画像撮影システム
１４…放射線　　　　　　　　　　　　１８…放射線源
２０…放射線検出器　　　　　　　　　２２…表示装置
２４…コンソール　　　　　　　　　　３０、５０２…スクリーン
３４…グリッド　　　　　　　　　　　３６…センサ基板
３８…鉛シート　　　　　　　　　　　４０…照射面
４２ａ、４２ｂ、５０５ａ、５０５ｂ…把持部
４４、５０８…孔部　　　　　　　　　４６…バッテリ
４８…カセッテ制御部　　　　　　　　５０…送受信機
５２…シンチレータ　　　　　　　　　８８…フック
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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