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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線発生手段から発生したＸ線を受けたＸ線撮影手段によって撮影画像データを取得す
る可搬型の撮影装置であって、
　患者情報と撮影条件とを含む撮影情報を無線で取得する通信手段を備え、
　前記通信手段が、前記撮影画像データと、該撮影画像データに対応する前記Ｘ線発生手
段の撮影条件とを含む情報を無線で送信することを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　Ｘ線発生手段から発生したＸ線を受けたＸ線撮影手段によって撮影画像データを取得す
る可搬型の撮影装置であって、
　患者情報と撮影条件とを含む撮影情報を無線で取得する通信手段と、
　前記通信手段により得られた撮影情報に基づいて前記撮影画像データを取得する撮影手
段と、
　前記撮影手段により得られた撮影画像データと、該撮影画像データに対応する前記Ｘ線
発生手段の撮影条件とを含む情報を記憶する記憶手段と、を備え、
　前記通信手段が、前記記憶手段で記憶した前記情報を無線で送信することを特徴とする
撮影装置。
【請求項３】
　Ｘ線発生手段から発生したＸ線を受けたＸ線撮影手段によって撮影画像データを取得す
る可搬型の撮影装置を用いた撮影方法であって、
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　患者情報と撮影条件とを含む撮影情報を無線で取得する通信ステップを含み、
　前記撮影画像データと、該撮影画像データに対応する前記Ｘ線発生手段の撮影条件とを
含む情報を無線で送信することを特徴とする撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えば、撮像手段としてＸ線フラットパネルセンサを使用した可搬型のＸ線
撮影装置に用いられる、撮影装置及び撮影方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より例えば、Ｘ線撮影装置として、Ｘ線撮影室に運べない患者の撮影等を行なうため
の、可搬型のＸ線撮影装置がある。このＸ線撮影装置は、Ｘ線管球、高圧発生器、及びバ
ッテリ等から構成されており、フィルムカセッテ、或いは輝尽性蛍光板を用いたイメージ
ングプレートと共に、複数の病室等に持ち運び使用される。
【０００３】
一方、近年では、フィルムの代りに、アモルファスシリコン等で構成されたＸ線フラット
パネルセンサを利用したＸ線撮影装置が提案されている。このようなセンサを利用したＸ
線撮影装置は、
・撮影後に直ぐに撮影画像が確認できる。
・一枚のセンサで複数枚の撮影が可能である。
・ディジタル画像として画像処理や画像転送、或いはファイリング等が容易となる。
などのメリットがあるため、今後更に普及していくと考えられている。
【０００４】
図６は、Ｘ線フラットパネルセンサを使用した病院内のＸ線撮影システム８００の構成を
示したものである。
ここでの病室には、上記図６に示すように、３つの一般撮影室８１０（１）～８１０（３
）が設けられており、それぞれの撮影室８１０（１）～８１０（３）には、制御部から制
御されるようになされた立位撮影装置及び臥位撮影装置が一台ずつ設置されている。
例えば、撮影室８１０（１）には、立位撮影装置８１０（１－ａ）及び臥位撮影装置８１
０（１－ｂ）が設置されており、これらの立位撮影装置８１０（１－ａ）及び臥位撮影装
置８１０（１－ｂ）は、制御部８２０（１）により制御されるようになされている。
【０００５】
尚、説明の簡単のため、以下の説明では、撮影室８１０（１）～８１０（３）については
、撮影室８１０（１）～８１０（３）のうちの任意の撮影室８１０（Ｘ）、及びこれに関
する制御部（Ｘ）、立位撮影装置８１０（Ｘ－ａ）及び臥位撮影装置８１０（Ｘ－ｂ）に
着目する。
【０００６】
制御部８２０（Ｘ）は、立位撮影装置８１０（Ｘ－ａ）や臥位撮影装置８１０（Ｘ－ｂ）
で撮影して得られた撮影画像に対して各種の画像処理を施し、当該処理後の撮影画像を、
画像ネットワーク８６０を介して、プリンタ８３０や画像ファイリング装置８４０、或い
はビューワ８５０等へ送信する。
【０００７】
また、病院内には、上記の構成の他、放射線情報システム（ＲＩＳ：Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）用のネットワーク（ＲＩＳネットワーク）８
８０が設けられている。
ＲＩＳでの情報（ＲＩＳ情報）には、患者名、患者ＩＤ、撮影部位、撮影枚数、撮影条件
、担当医師名等の種々の情報が含まれる。このようなＲＩＳ情報は、ＲＩＳネットワーク
８８０を介して、撮影室８１０（１）～８１０（３）に対応して設けられたＲＩＳ端末８
７０（１）～８７０（３）へ転送される。
【０００８】
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したがって、撮影室８１０（Ｘ）の撮影者は、ＲＩＳ端末８７０（Ｘ）により、撮影対象
の患者の確認後、立位撮影装置８１０（Ｘ－ａ）や臥位撮影装置８１０（Ｘ－ｂ）での撮
影を開始する。
【０００９】
このとき、制御装置８２０（Ｘ）は、ＲＩＳ端末８７０（Ｘ）からのＲＩＳ情報に基づき
、立位撮影装置８１０（Ｘ－ａ）や臥位撮影装置８１０（Ｘ－ｂ）に対して、患者名、患
者ＩＤ、撮影部位、撮影条件等を自動設定する。
また、制御装置８２０（Ｘ）は、Ｘ線発生装置（不図示）に対しても同様に、ＲＩＳ端末
８７０（Ｘ）からのＲＩＳ情報に基づき、Ｘ線管電圧、Ｘ線管電流、撮影時間、Ｘ線絞り
等を自動設定する。
【００１０】
そして、撮影室８１０（Ｘ）での撮影（上記の各種自動設定に基づいた撮影）が終了する
と、制御部８２０（Ｘ）は、立位撮影装置８１０（Ｘ－ａ）或は臥位撮影装置８１０（Ｘ
－ｂ）で得られた撮影画像に対して、ＲＩＳ端末８７０（Ｘ）からのＲＩＳ情報を付帯情
報として付加し、当該付帯情報付加後の撮影画像を、例えば、医療画像転送プロトコルと
して標準的なＤＩＣＯＭ（ＤｉｇｉｔａｌＩｍａｇｉｎｇ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
 ｉｎ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）３．０等を用いて、画像ネットワーク８６０を介してプリンタ
８３０や、画像ファイリング装置８４０、或はビューワ８５０へ転送する。これで一連の
撮影が終了することになる。
【００１１】
上述のように、撮影室８１０（Ｘ）では、ＲＩＳネットワーク８８０上のＲＩＳ端末８７
０（１）、撮影室８１０（Ｘ）内の立位撮影装置８１０（Ｘ－ａ）及び臥位撮影装置８１
０（Ｘ－ｂ）、画像ネットワーク８６０上のプリンタ８３０、画像ファイリング装置８４
０、ビューワ８５０等が有機的に機能し、Ｘ線撮影の省力化や自動化に貢献している。
【００１２】
一方、上記図６に示すように、装置一式を病室に運んで撮影する可搬型のＸ線撮影装置９
００は、ネットワーク等によって他の機器との接続ができないため、撮影画像と、当該撮
影画像の被写体である患者に関する情報（患者情報）や、種々の撮影条件等とを一致させ
るため種々の方法が提案されている。
【００１３】
例えば、フィルムカセッテを使用した可搬型のＸ線撮影装置では、患者情報や撮影条件等
を、撮影画像へ一致させるための方法として、次のような方法が採られている。
先ず、患者の担当医は、患者の検査部位等を検査依頼書に書き込み、その検査依頼書を、
放射線撮影の担当者（放射線技師）へ送付する。
次に、検査依頼書を受け取った放射線技師は、当該検査依頼書に基づいて、患者名、患者
ＩＤ、生年月日、検査部位等が書き込まれたＩＤ写込カードを作成する。
そして、患者の撮影が終了すると、放射線技師は、情報写込装置によって、上記ＩＤ写込
カードの情報をフイルム上へ書き込む。これにより、フィルム上の撮影画像と、その患者
情報とを一致させることができる。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような従来の可搬型Ｘ線撮影装置で用いられている、フィルム上
の撮影画像と、当該撮影画像の被写体である患者に関する情報（患者情報）や、種々の撮
影条件等とを一致させるため方法では、ＩＤ写込カードに書き込める情報量がスペース的
に制限されるため、必要最小限の情報しか、フィルムへ写し込むことができない。したが
って、撮影画像に対応する患者等についての十分な情報が読影者に伝わらない、という問
題があった。
また、当該方法は、アナログ的に情報を書き込む方法であるため、ディジタル化が進む今
日では検索やファイリング等には適していない。
【００１５】
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そこで、上記の問題を解決するために、例えば、特平開０６－２０２２５４号等には、次
のような、蓄積性蛍光体を使用した可搬型Ｘ線撮影装置において撮影画像と放射線情報（
患者情報等）を一致させる方法が提案されている。
当該方法では、先ず、カセッテに対して外部から読書可能な不揮発性メモリを取り付け、
撮影前に携帯型バーコードリーダによって患者識別コード、蓄積性蛍光体識別コード、撮
影部位、及び撮影条件などを読み込んで上記不揮発性メモリへ書き込む。そして、撮影装
置にて画像を読み取ると同時に、上記不揮発性メモリから放射線情報を読み取り、この放
射線情報を最終的に画像へ付加する。
当該方法によれば、画像と放射線情報を常に一致させることができ、蓄積性蛍光体を用い
たカセッテを複数の病室へ持ち運び、撮影するまでどのカセッテが使用されるか解らない
場合に、撮影画像と放射線情報を撮影後一致させるために有効である。
【００１６】
しかしながら、特平開０６－２０２２５４号等に記載の方法では、放射線情報として多く
の情報が必要な場合、撮影者等は、その分、バーコードリーダによって当該情報を読み取
る作業が必要となり、これは、放射線情報が多くなればなるほど撮影者に大きな負荷がか
かってしまい、非常に不都合である。
【００１７】
そこで、本発明は、上記の欠点を除去するために成されたもので、撮影画像と、その撮影
に関する情報（撮影情報）とを、容易に、効率的に、且つ確実に一致させることが可能な
、撮影装置、撮影システム、撮影方法、及びそれを実施するための処理ステップをコンピ
ュータが読出可能に格納した記憶媒体を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の撮影装置は、Ｘ線発生手段から発生したＸ線を受けたＸ線撮影手段によって撮
影画像データを取得する可搬型の撮影装置であって、患者情報と撮影条件とを含む撮影情
報を無線で取得する通信手段を備え、前記通信手段が、前記撮影画像データと、該撮影画
像データに対応する前記Ｘ線発生手段の撮影条件とを含む情報を無線で送信することを特
徴とする。
　また、本発明の撮影装置の他の特徴とするところは、Ｘ線発生手段から発生したＸ線を
受けたＸ線撮影手段によって撮影画像データを取得する可搬型の撮影装置であって、患者
情報と撮影条件とを含む撮影情報を無線で取得する通信手段と、前記通信手段により得ら
れた撮影情報に基づいて前記撮影画像データを取得する撮影手段と、前記撮影手段により
得られた撮影画像データと、該撮影画像データに対応する前記Ｘ線発生手段の撮影条件と
を含む情報を記憶する記憶手段と、を備え、前記通信手段が、前記記憶手段で記憶した前
記情報を無線で送信することを特徴とする。
【００１９】
　本発明の撮影方法は、Ｘ線発生手段から発生したＸ線を受けたＸ線撮影手段によって撮
影画像データを取得する可搬型の撮影装置を用いた撮影方法であって、患者情報と撮影条
件とを含む撮影情報を無線で取得する通信ステップを含み、前記撮影画像データと、該撮
影画像データに対応する前記Ｘ線発生手段の撮影条件とを含む情報を無線で送信すること
を特徴とする。
【００３４】
具体的には例えば、可搬型の撮影装置（Ｘ線撮影装置等）に対して、所定の情報管理側（
放射線情報システム：ＲＩＳ＝Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅ
ｍ等）から撮影情報（患者情報や撮影条件等の情報）が書込まれる可搬型記憶媒体の情報
を取得するための手段を設ける。
撮影時には、可搬型記憶媒体から取得した撮影情報に基づき、撮影部位や撮影条件等を設
定し、この設定に基づき撮影を行なう。
撮影後直ちに、撮影画像データに対して、撮影情報（患者情報、撮影部位、撮影条件等の
情報）を付加して記憶し、全ての撮影終了後に、ネットワーク等の通信媒体を介して、情
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報付加後の撮影画像データを転送する。また、所定の情報管理側に対しても撮影情報を転
送することで撮影終了を通知する。
また、可搬型記憶媒体の代りに、無線等の通信によって、撮影情報の取得や、撮影画像や
撮影情報の転送を行なうようにしてもよい。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００３６】
（第１の実施の形態）
本発明は、例えば、図１に示すようなＸ線撮影システム１００に適用される。
本実施の形態のＸ線撮影システム１００は、上記図１に示すように、可搬型記憶媒体読取
部１０４及び記憶部１０５等を有する可搬型Ｘ線撮影装置１０７と、可搬型記憶媒体読取
部１０４で情報読取がなされる可搬型記憶媒体１０２と、ＲＩＳネットワーク１０８を介
してＲＩＳ情報を取得するＲＩＳ端末１０１と、画像ネットワーク１０６と接続するため
の画像ネットワーク接続器１０３とを含んでいる。
尚、上記図１の“Ｓ２０１”～“Ｓ２０３”は、可搬型Ｘ線撮影装置１０７を用いた撮影
の手順を示す。
【００３７】
可搬型Ｘ線撮影装置１０７は、例えば、図２に示すように、上記図１に示した可搬型記憶
媒体読取部１０４及び記憶部１０５を備えると共に、可搬型Ｘ線撮影装置１０７全体の動
作制御を司る中央制御部（ＣＰＵ等）３０２と、操作部３０３が接続された表示／入力イ
ンターフェース３０４と、Ｘ線管球３０７がＸ線高圧電源３０６を介して接続されたＸ線
制御部３０５と、Ｘ線フラットセンサ（Ｘ線フラットパネルセンサ）３０９が接続された
Ｘ線フラットセンサ制御部３０８と、ネットワーク接続コネクタ３１１が接続されたネッ
トワーク接続インターフェース３１０と、作業用等に用いられる記憶部３１２とを備えて
おり、これらの各構成部１０４，３０２，３０４，３０５，３０８，３１０，３１２，１
０５は、バス３０１を介して互いに通信可能なように接続されている。
【００３８】
可搬型Ｘ線撮影装置１０７は、特に、Ｘ線フラットセンサ３０９を用いることによる、撮
影後に直にディジタル撮影画像が得られる等という特徴を生かし、撮影後に直にディジタ
ル撮影画像と、その被写体に関する情報とを一致させることができるように構成されてい
る。
【００３９】
上述のようなＸ線撮影システム１００では、次のようにして、Ｘ撮影及び撮影画像に対す
る処理が行なわれる。
尚、以下に説明するＸ線撮影システム１００の動作（上記図１の“Ｓ２０１”～“Ｓ２０
３”で示される撮影動作）は、例えば、中央制御部３０２が、記憶部１０５或は３１２等
に格納された処理プログラムを読み出して実行することで実現する。
【００４０】
ステップＳ２０１：
可搬型Ｘ線撮影装置１０７を用いてＸ撮影する際、先ず、ＲＩＳネットワーク１０８に接
続されたＲＩＳ端末１０１からＲＩＳ情報（撮影情報）を、可搬型記憶媒体１０２へ書き
込む。
ここでの撮影情報としては、被写体である患者を示す識別子（患者ＩＤ）、患者名、生年
月日、性別、撮影部位、撮影条件等の、撮影対象の被写体の撮影に関する情報全てである
。
撮影情報が書き込まれた可搬型記憶媒体１０２は、可搬型Ｘ線撮影装置１０７に設けられ
た可搬型記憶媒体読取部１０４へ挿入される。
【００４１】
ステップＳ２０２：
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撮影者は、可搬型Ｘ線撮影装置１０７を、撮影対象の患者が待機している病室へ運ぶ。
【００４２】
病室に運び込まれた可搬型Ｘ線撮影装置１０７が撮影者から電源投入されると、可搬型Ｘ
線撮影装置１０７において（上記図２参照）、中央制御部３０２は、可搬型記憶媒体１０
２に記録された撮影情報を可搬型記憶媒体読取部１０４によって可搬型Ｘ線撮影装置１０
７内へ取り込む。
【００４３】
中央制御部３０２は、可搬型Ｘ線撮影装置１０７内へ取り混んだ撮影情報のうちの患者に
関する情報を撮影リストとして、表示／入力インターフェイス３０４を介して、操作部３
０３の表示部３０３ａへ表示させる。
ここでの表示部３０３ａとしては、タッチパネル方式の液晶表示機能を有するものを用い
る。
【００４４】
図３は、このときの表示部３０３ａの表示画面の一例を示したものである。
撮影者は、上記図３に示すような撮影リストを参照することで、撮影対象の患者名を確認
して、その患者に対応付けられた撮影番号（上記図３の“Ｎｏ”）を表示画面上で選択す
る。この選択情報は、中央制御部３０２により認識される。
尚、撮影者が患者名を確認してから該当する撮影番号を選択する代わりに、患者の腕など
に取り付けられた患者識別用バーコードラベルを、バーコードリーダで読み取り、撮影患
者リストから自動選択することも可能である。
【００４５】
中央制御部３０２は、上記選択情報により示される撮影番号に対応する撮影情報の全て（
撮影条件等を含む撮影情報全て）を、表示／入力インターフェイス３０４を介して、操作
部３０３の表示部３０３ａへ表示させる。
【００４６】
図４は、このときの表示部３０３ａの表示画面の一例を示したものである。
上記図４に示すように、表示部３０３ａには、選択された撮影番号に対応する患者情報、
撮影部位、及び撮影条件等が表示されている。
ここではその一例として、撮影部位が「胸郭」、撮影条件が「７０ｋＶ、５００ｍＡ、５
０ｍｓ」となっている。
【００４７】
また、中央制御部３０２は、可搬型記憶媒体１０２から取り込んだ撮影情報、すなわちＲ
ＩＳ端末１０１で得られた撮影情報に含まれる撮影条件（Ｘ線管電圧、Ｘ線管球の電流、
撮影時間等）を、Ｘ線制御部３０５を介してＸ線高圧電源３０６に対して設定する。これ
によりＸ線管球３０７は、撮影時にＲＩＳ端末１０１から指示された撮影条件でＸ線を照
射することができる。
尚、ここでの撮影条件は、例えば、操作部３０３での所定の操作により、撮影現場にて撮
影者が一部変更することも可能である。
【００４８】
そして、中央制御部３０２は、Ｘ線フラットセンサ制御装置３０８を介してＸ線フラット
センサ３０９を撮影レディ状態に遷移させる。この状態で撮影準備が完了する。
【００４９】
撮影者は、操作部３０３に設けられたＸ線照射スイッチ（不図示）の第一段を押下する。
これによりＸ線管球３０７内のロータ（不図示）が回転開始する。
撮影者は、上記ロータが定常状態に達したことを認識すると、上記Ｘ線照射スイッチの第
二段を押下する。これにより、直ちにＸ線がＸ線管球３０７から患者に対して照射され、
患者の撮影画像がＸ線フラットセンサ３０９へ記録される。
【００５０】
Ｘ線フラットセンサ３０９は、Ｘ線の照射の終了を検知すると、当該センサ内に蓄積され
た撮影画像の電荷の読み出しを開始する。
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Ｘ線フラットセンサ制御部３０８は、Ｘ線フラットセンサ３０９から読み出された電荷を
増幅してディジタル化した後、当該ディジタルデータを中央制御部３０２へ供給する。
【００５１】
中央制御部３０２は、Ｘ線フラットセンサ制御部３０８からのディジタルデータ（撮影画
像データ）を一旦記憶部３１２へ蓄積し、当該蓄積データ（撮影画像データ）に対して、
センサ暗電流の補整、画素毎のゲイン補整、欠陥画素補整、周波数処理、及び階調処理等
の処理を施す。
この時点で、中央制御部３０２は、ＲＩＳ端末１０１から可搬型記憶媒体１０２を介して
取得した撮影情報を付帯情報として、上記処理後の撮影画像データへ付加し、最終的にハ
ードディスク等の記憶媒体１０５へ書き込む。
【００５２】
尚、実際にＲＩＳ端末１０１から可搬型記憶媒体１０２を介して取得した撮影情報（撮影
条件）を変更して撮影を行なった場合、この変更後の撮影情報を付帯情報として撮影画像
データへ付加する。この場合、当該変更後の撮影情報を、可搬型記憶媒体１０２へ書き込
む処理も行なう。
【００５３】
上述のような撮影動作は、上記図３に示したような撮影リストにより示される全ての患者
（ＲＩＳ端末１０１から指示された全ての患者）に対して繰り返し実行される。
【００５４】
ステップＳ２０３：
全ての患者に対する撮影が終了すると、可搬型Ｘ線撮影装置１０７は、ネットワーク接続
ができるステーションに運ばれる。
そして、可搬型記憶媒体１０２は、可搬型Ｘ線撮影装置１０７から取り外され、ＲＩＳ端
末１０１へセットされる。
【００５５】
ＲＩＳ端末１０１は、セットされた可搬型記憶媒体１０２の記録情報（実際行われた撮影
時の撮影情報）を読み取り、当該記録情報を、ＲＩＳネットワーク１０８を介してＲＩＳ
ワークステーション（不図示）へ転送することで、全ての撮影終了を通知する。
これと同時に、可搬型Ｘ線撮影装置１０７において、中央制御部３０２は、記憶部１０５
へ記憶された撮影画像を、ネットワーク接続インターフェイス３１０、ネットワーク接続
コネクタ３１１、画像ネットワーク接続器１０３、及び画像ネットワーク１０６を順次介
して、画像ファイリング装置やプリンタ等へ転送する。
【００５６】
上述のように、本実施の形態では、ＲＩＳ（放射線情報システム：Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ 
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）端末１０１から被写体の撮影に関する撮影情報
（患者情報や撮影条件等）が記憶される可搬型記憶媒体１０２の当該記憶情報を読み取る
可搬型記憶読取部１０４を可搬型Ｘ線撮影装置１０７へ設け、可搬型Ｘ線撮影装置１０７
において、可搬型記憶読取部１０４により読み取った撮影情報に基づいた撮影を行ない、
その後直に、当該撮影情報を撮影画像に付加するように構成した。これにより、撮影者に
負担をかけることなく、容易に且つ効率的に、撮影画像と、その被写体（患者）の撮影に
関する情報とを一致させることができる。
また、撮影情報を付加した撮影画像を記憶部１０５へ記憶し、全ての撮影終了後に、記憶
部１０５の記憶情報（撮影情報が付加された撮影画像データ）を、ネットワーク接続イン
ターフェイス３１０やネットワーク接続コネクタ３１１等により画像ファイリング装置や
プリンタ等へ転送すると共に、当該撮影情報を、可搬型記憶媒体１０２及びＲＩＳ端末１
０１等によりＲＩＳワークステーション（ＲＩＳサーバ）へ転送するように構成した。こ
れにより、撮影画像のファイリング等を容易に且つ効率的に行なえる。
【００５７】
尚、本実施の形態では、ＲＩＳ端末１０１からの撮影情報を可搬型Ｘ線撮影装置１０７内
へ取り込む手段として、可搬型記憶媒体１０２を用いるようにしたが、これに限られるこ
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とはなく、例えば、無線等のワイヤレスの通信手段によってＲＩＳ端末１０１と通信する
ことで撮影情報を取得するようにしてもよい。
【００５８】
（第２の実施の形態）
本発明は、例えば、図５に示すようなＸ線撮影システム４００に適用される。
本実施の形態のＸ線撮影システム４００は、上記図１のＸ線撮影システム１００の構成と
、以下の点で異なる。
【００５９】
尚、上記図５のＸ線撮影システム４００において、上記図１のＸ線撮影システム１００と
同様に機能する構成部には同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
ここでは、第１の実施の形態と異なる構成及び動作についてのみ詳細に説明する。
【００６０】
まず、ＲＩＳ端末１０１には、無線ＬＡＮ端末１０１ａが接続されている。また、画像ネ
ットワーク接続器１０３にも同様に、無線ＬＡＮ端末１０３ａが接続されている。さらに
、可搬型Ｘ線撮影装置１０７にも同様に、無線ＬＡＮ端末１０４´が設けられている。
そして、ＲＩＳ端末１０１の無線ＬＡＮ端末１０１ａ、及び画像ネットワーク接続器１０
３の無線ＬＡＮ端末１０３ａと、可搬型Ｘ線撮影装置１０７の無線ＬＡＮ端末１０４´と
が、互いに無線通信可能なようになされている。
【００６１】
ステップＳ２０１：
可搬型Ｘ線撮影装置１０７は、ＲＩＳ端末１０１の無線ＬＡＮ端末１０１ａから撮影情報
を無線ＬＡＮ１０４´を介して装置内へ取り込む。
ステップＳ２０２：
第１の実施の形態での撮影動作と同様の動作が実施される。
ステップＳ２０３：
全ての患者の撮影が終了すると、
可搬型Ｘ線撮影装置１０７は、撮影情報を無線ＬＡＮ１０４´及び無線ＬＡＮ１０１ａを
介してＲＩＳ端末１０１へ送信すると共に、撮影画像を無線ＬＡＮ１０４´及び無線ＬＡ
Ｎ１０３ａを介して画像ネットワーク接続器１０３へ送信する。
【００６２】
本実施の形態によれば、第１の実施の形態での可搬型記憶媒体１０２の取り付けや取り外
しの作業等を削減できるので、より効率的な撮影を行なえる。
【００６３】
尚、本発明の目的は、第１及び第２の実施の形態のホスト及び端末の機能を実現するソフ
トウェアのプログラムコードを記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、その
システム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプロ
グラムコードを読みだして実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が第１及び第２の実施の形態
の機能を実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成
することとなる。
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ＲＯＭ、フロッピーディスク、ハ
ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード等を用いることができる。
また、コンピュータが読みだしたプログラムコードを実行することにより、第１及び第２
の実施の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コ
ンピュータ上で稼動しているＯＳ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっ
て第１及び第２の実施の形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張
機能ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
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施の形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００６４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、撮影情報として多くの情報を用いる場合であっても
、撮影者に負担をかけることなく、容易に、効率的に、且つ正確に、撮影画像と、その撮
影情報とを一致させることができる。
また、撮影情報を付加した撮影画像を記憶し、全ての撮影終了後に、ネットワーク等の通
信媒体を介して画像ファイリング装置やプリンタ等へ転送するように構成すれば、撮影画
像のファイリング等を容易に且つ効率的に行なえる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態において、本発明を適用したＸ線撮影システムの構成を示すブ
ロック図である。
【図２】上記Ｘ線撮影システムの可搬型Ｘ線撮影装置の構成を示すブロック図である。
【図３】上記可搬型Ｘ線撮影装置で表示される撮影情報（ＲＩＳ端末で得られた撮影情報
）の画面の一例を説明するための図である。
【図４】上記可搬型Ｘ線撮影装置で表示される上記撮影情報からの選択情報の画面の一例
を説明するための図である。
【図５】第２の実施の形態において、本発明を適用したＸ線撮影システムの構成を示すブ
ロック図である。
【図６】従来のＸ線撮影システムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１００　Ｘ線撮影システム
１０１　ＲＩＳ端末
１０２　可搬型記憶媒体
１０３　画像ネットワーク接続器
１０４　可搬型記憶媒体読取部
１０５　記憶部
１０６　画像ネットワーク
１０７　可搬型Ｘ線撮影装置
１０８　ＲＩＳネットワーク
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