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(57)【要約】
　対象物のＸ線画像を取得するためのＸ線撮影システム
は、放射経路に沿って放射エネルギを送るよう作動可能
な放射線源、およびＸ線画像を形成するための放射エネ
ルギを感知する画像受像器を含む。センサ装置が、少な
くとも受像器に対する放射経路の中心、放射経路に対す
る受像器の角度、および放射経路に沿った線源画像間距
離を示す１つ以上の出力信号を供給するよう配置される
。表示装置が、１つ以上の上記出力信号に応答して、受
像器に対する放射経路の中心を示す表示であって、更に
、少なくとも線源画像間距離、および放射経路に対する
受像器の角度を示す１つ以上の値を供給する表示を生成
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物のＸ線画像を取得するためのＸ線撮影システムであって、
　放射経路に沿って放射エネルギを送るよう作動可能な放射線源と、
　前記Ｘ線画像を形成するための前記放射エネルギを感知する画像受像器と、
　前記画像受像器に対する少なくとも前記放射経路の中心、前記放射経路に対する前記画
像受像器の角度、および前記放射経路に沿った線源画像間距離を示す１つ以上の出力信号
を供給するよう配置されたセンサ装置と、
　前記１つ以上の出力信号に応答して、前記画像受像器に対する前記放射経路の前記中心
を示す表示であって、更に、少なくとも前記線源画像間距離と前記放射経路に対する前記
画像受像器の前記角度を示す１つ以上の値を提供する表示、を生成する表示装置と、
を含むことを特徴とするＸ線撮影システム。
【請求項２】
　前記表示装置は、更に、前記画像受像器の輪郭を示すことを特徴とする請求項１に記載
のＸ線撮影システム。
【請求項３】
　前記表示装置は、更に、線源物体間距離、または前記線源画像間距離と前記線源物体間
距離との組み合わせを示す値を提供し、前記表示は、前記線源物体間距離の表示に基づい
て更新されることを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影システム。
【請求項４】
　前記表示装置は、前記放射線源に接続される投影器を含むことを特徴とする請求項１に
記載のＸ線撮影システム。
【請求項５】
　前記表示装置は、表示モニタを含み、前記表示モニタは、前記放射線源を支持するブー
ム組立体に沿って配置され、前記表示モニタは、タッチスクリーン・モニタを含むことを
特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影システム。
【請求項６】
　前記画像受像器は、フィルム・カセット、コンピュータＸ線画像撮影カセットおよびデ
ジタルＸ線画像撮影カセットからなる群から選択され、前記センサ装置は、電磁信号また
は電磁場を感知し、前記センサ装置は傾斜計を含み、前記センサ装置は、前記画像受像器
の一部、または前記画像受像器に接続されたホルダの一部であり、前記センサ装置からの
１つ以上の出力信号は、前記画像受像器で使用されるグリッドに関する情報を供給するこ
とを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影システム。
【請求項７】
　対象物のＸ線画像を取得するためのＸ線撮影システムであって、
　放射経路に沿って放射エネルギを送るよう作動可能な放射線源と、
　前記Ｘ線画像をデジタル画像として形成するための前記放射エネルギを感知する画像受
像器と、
　少なくとも前記画像受像器の輪郭、前記画像受像器に対する前記放射経路の中心、前記
放射経路に対する前記画像受像器の角度、および前記放射経路に沿った線源画像間距離を
示す１つ以上の出力信号を供給するよう構成されたセンサ装置と、
　前記１つ以上の出力信号に応答して、前記画像受像器の前記輪郭、および前記画像受像
器に対する前記放射経路の中心を示す表示であって、更に、少なくとも前記線源画像間距
離と前記放射経路に対する前記画像受像器の前記角度を示す１つ以上の数値を表示する表
示、を生成する表示装置と、
を含むことを特徴とするＸ線撮影システム。
【請求項８】
　対象物のＸ線画像を取得するための方法であって、
　放射線源からの放射経路に対する画像受像器の中心、前記放射経路に対する前記画像受
像器の角度、および前記放射経路に沿った線源画像間距離を示す１つ以上の信号を取得す
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るステップと、
　取得された前記１つ以上の信号に応答して、少なくとも前記画像受像器の前記中心を示
す表示を生成し、前記線源画像間距離および角度の一方、またはその両方を示す１つ以上
の値を表示する、ステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記表示を生成するステップは、表示部を表示スクリーン上に形成するか、または画像
を対象物に投影することを含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、更に、
　前記１つ以上の信号から得られた情報を、画像データと共に記憶するステップと、
　ビュー種別を指定する操作者命令を取得して、前記ビュー種別に基づき、前記線源画像
間距離および角度の一方、またはその両方を示す所定値を表示するステップと、
　前記画像受像器に対する前記放射線源の角度方向に応じて、前記表示部を再配向するス
テップと、を含み、
　前記１つ以上の信号を取得するステップは、更に、前記放射線源のコリメータに接続し
た投影器の焦点合わせ用に使用される信号を取得するステップも含み、
　前記１つ以上の信号を取得するステップは、更に、グリッド種別を示す信号を取得する
ステップも含み、前記１つ以上の値を表示するステップは、前記グリッド種別に関する情
報の使用を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にＸ線撮影技術分野に関し、具体的にはＸ線撮影システム内の位置合わ
せ装置に関する。より具体的には、本発明は、画像受像器およびグリッドに対するＸ線源
の位置合わせを支援するための方法、並びに装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線画像を取得する際、一般的に、Ｘ線源と画像データを記録する２次元受像器との間
には、最も適した距離と角度がある。大抵の場合、Ｘ線源が、記録媒体表面と垂直な方向
で放射を供給することが望ましい。このため、大型のＸ線画像撮影システムは、放射ヘッ
ドおよび記録媒体ホルダを互いに所定の角度を成すよう搭載する。通常、放射ヘッドと受
像器との配向では、これらの部品間の全距離を十分超えて外側に延長できるだけの十分な
大きさの取り付けアームが必要とされる。この様な大型システムでは、放射線源と画像間
の距離（線源画像間距離：ＳＩＤ）が、緊密に調整されるので、受像器の不要な傾斜また
は歪みは、画像システム内のハードウェアによって防止される。更に、従来の大規模シス
テムの空間内における位置決めおよび配置は、良好に制御されるので、画像受像器前方に
設けられたグリッドの適切な使用および調整は容易である。
【０００３】
　移動式Ｘ線装置は、適時なＸ線画像の取得が重要とされる集中治療室（ＩＣＵ）や他の
環境において、とりわけ有用である。この装置は、ＩＣＵまたは他の場所であちこちと動
かして、患者のベッド脇まで直接持って来られるため、移動式Ｘ線装置によって主治医ま
たは臨床医が患者の容体の最新情報を取得でき、しかも放射設備の固定装置への患者の移
動に伴うリスクを抑える上で有用である。
【０００４】
　図１の斜視図は、コンピュータＸ線画像撮影（ＣＲ）および／またはデジタルＸ線画像
撮影（ＤＲ）用に使用可能な従来の移動式Ｘ線撮影装置の一例を示す。移動式Ｘ線画像撮
影装置６００は、取得画像と関連データを表示するための表示装置６１０、並びに取得し
た画像の記憶、伝送、編集および印刷などの機能に対応する制御パネル６１２を含むフレ
ーム６２０を備える。
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【０００５】
　移動のため、（移動式Ｘ線画像撮影）装置６００は、１つ以上の車輪６１５、および通
常、腰、腕または手の高さに設けられ、目的の場所までの（移動式Ｘ線画像撮影）装置６
００の移動を支援する１つ以上のハンドル・グリップ６２５を備える。一般的に、自己格
納型バッテリ・パックは、電気コンセント付近での操作を必要とせずに電力を供給する。
【０００６】
　フレーム６２０には、ブーム７０の略称で呼ばれるブーム装置７０に搭載されたＸ線管
、またはＸ線管ヘッドとも呼ばれるＸ線源６４０を支持する支持部材６３５が備えられて
いる。更に、発電機も、Ｘ線管ヘッドに隣接させるか、またはフレーム６２０内部に搭載
可能である。図示の実施形態では、支持部材６３５は、高さが固定の直立支柱６４を備え
る。ブーム７０は、支持部材６３５から任意の距離で外側に延び、撮影に望ましい高さま
で支柱６４を上下に移動する。ブーム７０は、一定の距離まで外側に延びるか、または任
意の距離を延長できる。Ｘ線源の６４０の高さ設定は、足や下肢の撮影用の低い高さから
、肩の高さ、更には、これよりも高い種々の体位の患者の上半身部を撮影する高さまでの
範囲できる。別の従来実施形態では、Ｘ線源用支持部材は、固定支柱ではなく、縦横方向
の位置範囲にわたりＸ線源を移動可能とする接合機構において曲がる関節部材である。
【０００７】
　集中治療室（ＩＣＵ）環境で使用される様な移動式Ｘ線画像撮影装置の登場と共に、放
射線源、２次元放射受像器、および全ての付属グリッドが成す角度の固定関係は、システ
ムに搭載されたハードウェアによって、これ以上制約されなくなった。その代わりとして
、操作者には、通常目視評価による可能な限りの垂直方向を実現しつつ、放射線源を受像
器表面に向けることが求められる。コンピュータＸ線画像撮影（ＣＲ）システムでは、二
次元画像検知装置本体は、可読式撮影媒体を入れておく移動式カセットである。直接型デ
ジタルＸ線画像撮影（ＤＲ）システムでは、平坦基板、剛体基板、或いは柔軟基板の何れ
かの支持材を備えたデジタル検知器が２次元画像検知受像器である。
【０００８】
　しかし、受像器本体は、患者の背後に一度配置されると、放射線技師から視認すること
ができない。これでは、移動式システムの位置合わせ作業が複雑となって、ＳＩＤ、傾斜
角を測定し、センタリングするための何らかの方法が必要とされ、散乱体の影響を抑える
ためのグリッドの効果的な使用が、より困難となる。移動式Ｘ線撮影システムに加わった
この新たな複雑さによって、放射線技師が、グリッドを使用しないことを選択する可能性
がある。しかし、グリッドを使用しないと画像の品質が不十分となる。
【０００９】
　Ｘ線源と受像器とが成す角度の操作者による調整を支援する方法とツールの提供に関す
る問題に対処する方法が、幾つかある。ある１つの従来法では、ＭａｃＭａｈｏｎに対し
て発行された「移動式Ｘ線画像撮影位置合わせ装置」と題された米国特許第４，７５２，
９４８号明細書の中で記述される様な簡易な方法での機械的位置合わせを提供している。
撮影カセットと放射線源間の位置合わせを維持するための回転式基準を備えた基盤が提供
されている。しかし、この種の複雑な機械的解決法では、Ｘ線システム全体の柔軟性およ
び移動性が損なわれがちである。別の種類の方法、例えばＫｗａｓｎｉｃｋ等に対して発
行された「デジタルＸ線撮影装置調整法」と題された米国特許第６，４２２，７５０号内
で提案されている方法では、位置合わせグリッドを検知するために、低い照射量の初期パ
ルスを使用する。しかし、この方法は、受像器を患者の背後に適合させた後で、これを調
整し直す必要のある移動式撮影条件には適していない。
【００１０】
　他の手法では、放射線源と受像器間の位置合わせを実現するため、光線を放射線源から
受像器に投影する。この手法の例としては、共にＭａｃＭａｈｏｎに対して発行された「
Ｘ線画像撮影用の調整法、およびこれを組み込んだＸ線画像撮影装置」と題された米国特
許第５，３８８，１４３号明細書、および「移動式Ｘ線画像撮影用の光学式グリッド位置
合わせシステム、およびこれを組み込んだ移動式Ｘ線画像撮影装置」と題された米国特許
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第５，２４１，５７８号明細書がある。同様に、Ｃｕｍｉｎｇｓに対して発行された「放
射ビームの放射装置を実現する方法、システム、および装置」と題された米国特許第６，
１５４，５２２号では、照射目標を調整するための反射レーザビームの使用について述べ
ている。しかし、光線を用いてフィルム、ＣＲカセット、またはＤＲ受像器を調整するこ
とを提案したこの解決法は、複数の要因による制約を受ける。ＭａｃＭａｈｏｎの‘１４
３号特許、および‘５７８号特許の開示では、固定の線源画像間距離（ＳＩＤ）を事前に
測定してから、この固定ＳＩＤ値を用いて三角測量を行う。ＳＩＤの変更には、三角測量
設定に合わせた複数の調整が求められる。この構成は、ＳＩＤが変動可能な移動式撮影シ
ステムでは決して望ましくない。Ｃｕｍｉｎｇｓの‘５２２号特許の開示で述べられてい
る様なレーザを使用する装置では、調整時に、必要とするよりも高い精度が求められる場
合がある。
【００１１】
　放射線源から受像器に光を投影する他の例は、Ｂａｕｔｉｓｔａに対して発行された「
定位装置」と題された米国特許第４，８３６，６７１明細書号、およびＭａｄｓｅｎに対
して発行された「Ｘ線撮影装置」と題された米国特許第４，２４６，４８６号明細書にお
いて示されている。Ｂａｕｔｉｓｔａの‘６７１号特許、および、Ｍａｄｓｅｎの‘４８
６号特許の両アプローチでは、放射線源から投影され、様々な方法で受像器上で交差する
複数の光源を使用する。
【００１２】
　重要な点として、上記の解決法は、移動式システムによる胸部Ｘ線撮影などの事例で見
られるように、受像器と付属グリッドが患者の背後に全体が配置されて、視界から隠れる
場合においては、ほとんど価値をなさないことが多い。現在の移動式Ｘ線撮影装置は、放
射線技師によるフィルム・カセット、ＣＲカセットまたはデジタル放射（ＤＲ）受像器の
配置における充分な柔軟性を提供する。患者は、撮影のために水平になる必要がなく、要
求される画像の種類、およびＸ線検査用に患者を移動させる状況に基づいて、患者を任意
の角度で配置できる。放射線技師は、カセットまたは受像器、および放射線源の双方の位
置を撮影作業ごとに独立して手動で調整できる。したがって、放射線源、グリッド、およ
び画像受像器が成す望ましい角度を得るため、調整装置は、撮影に最適とされる全ての方
向に合わせて適合できる必要があることが理解されよう。傾斜検知法は古くから用いられ
ており、Ｔａｎａｋａ等に対して発行された「移動式Ｘ線画像撮影システム、および角度
信号出力手段を備えたＸ線画像検知装置」と題された米国特許第７，１５６，５５３号で
述べられている装置や他の分野でも使用されるが、カセットが水平に配置される１つの事
例を除き、カセットと放射線源との方向に関する十分な情報が得られない。より複雑な位
置検知装置も使用できるが、時間の経過にともなって悪化するサンプリング中に蓄積され
る丸め誤差の影響を受けやすく、頻繁に再同期化が必要とされる。
【００１３】
　このことから、従来の位置合わせ法は、特殊なタイプのシステムや環境で動作できるこ
とは明らかであるが、著しい改善の余地が残されている。移動式Ｘ線画像撮影装置は、小
型且つ軽量である必要があるので、ＭａｃＭａｈｏｎの‘９４８号特許の開示で示される
様な機械的調整法は決して望ましくはない。直接視線調整の制約によって、多くの種類の
反射光に基づく方法の適用性が一部の範囲の撮影状況に限定される。Ｔａｎａｋａ等の‘
５５３号特許の解決法により要求されるセンサと運動制御との複雑な相互作用は、膨大な
コスト、複雑性、重量およびサイズの増加を既存の構成にもたらして、利点が制限される
。廉価な移動式Ｘ線画像撮影装置の多くには、必要な調整に求められる制御ロジックおよ
び移動調整部品が備えられていない。これらの手法のどれであっても、とりわけ、グリッ
ドを使用する場合における位置ずれ補正のため、正しい方向の手動調整に必要とされる情
報を操作者に提供していない。
【００１４】
　上記の解決策の多くでは、放射線外科医および放射線技師の現場での作業遂行に関連す
る他の問題について扱っていない。放射線の垂直放射に関する要件は、Ｔａｎａｋａ等の
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‘５５３号特許出願でとりわけ強調されているが、全ての種類の撮影で最適であるわけで
はないため、あらゆる事例において使用されるというわけではない。実際、所与の角度で
のグリッド調整が許容される場合、傾斜（非垂直）入射角が最も望ましいものとする種類
の診断画像もある。例えば、標準的な胸部の前後方向（ＡＰ）画像の場合、推奨される中
心放射角度は、垂直（法線）から約３－５°までの傾斜角である。従来の調整システムは
、中心放射の法線入射を提供するが、傾斜角を調整するために、放射線技師を支援するよ
うには構成されていない。
【００１５】
　更なる別の問題は、取得される画像および使用グリッドにとって最適な線源画像間距離
（ＳＩＤ）を実現する必要性と結びついている。従来の調整法は、ＳＩＤ情報を供給しな
いので、放射線技師は独自に測定を実施するか、または近似的なＳＩＤ調整を行うのが現
状である。更に、従来の解決法では、コリメータブレードの誤配置位置ずれ、または不十
分な調整に起因する後方散乱の低減を支援する手段を放射線技師に提供していない。この
様な散乱は、他の種類のＸ線画像撮影、例えば、歯科撮影や乳房撮影では特別な問題では
ないが、放射が広範囲に放射されることにより、移動式Ｘ線画像撮影装置では問題となる
ことがある。画像受像器および受像器に接続する全ての遮蔽物を通過して作用する放射線
は、受像器に不適切に後方反射される場合があり、画像品質が著しく劣化する。胸部Ｘ線
、および他の種類のＸ線について後方散乱を最大限抑えるため、放射線技師には、画像受
像器の位置、方向または輪郭を推定して、これに基づき、コリメータを調整することが求
められる。
【００１６】
　この様なことから、Ｘ線画像記録用の画像受像器に対する放射線源の適切な角度調整お
よびセンタリングを可能とする装置が必要であることが分かるであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】米国特許第４７５２９４８号明細書
【特許文献２】米国特許第６４２２７５０号明細書
【特許文献３】米国特許第５２４１５７８号明細書
【特許文献４】米国特許第６１５４５２２号明細書
【特許文献５】米国特許第４８３６６７１号明細書
【特許文献６】米国特許第４２４６４８６号明細書
【特許文献７】米国特許第７１５６５５３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の目的は、放射線受像器に合わせた放射線源の位置合わせ、および適切な位置決
めを支援する装置、並びに方法を提供することによって、Ｘ線画像撮影技術の改善を図る
ことにある。本発明の関連する目的は、Ｘ線ビームの経路に対する放射線受像器の位置と
輪郭の他、線源画像間距離、および放射線源に対する受像器の角度方向を示す表示部を供
給することにある。この表示部は、表示モニタ上に表示されるか、または患者に直接投影
することも可能である。
【００１９】
　これらの目的は、例示のみを目的としており、この様な目的は、本発明の例示的な１つ
以上の実施形態とすることができる。開示された発明により本質的に実現される望ましい
他の目的および利点も生じることもあり、これは当業者にとって明らかとなるであろう。
本発明は、添付の特許請求の範囲によって規定される。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の一態様によれば、対象物のＸ線画像を取得するためのＸ線撮影システムを提供
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可能であり、このシステムは、放射経路に沿って放射エネルギを送るよう作動可能な放射
線源と、Ｘ線画像を形成するための放射エネルギを感知する画像受像器と、受像器に対す
る放射経路の中心、放射経路に対する受像器の角度、および放射経路に沿った線源画像間
距離を少なくとも示す１つ以上の出力信号を供給するよう配置されるセンサ装置と、表示
装置であって、１つ以上の出力信号に応答して、受像器に対する放射経路の中心を示す表
示を生成し、更に、線源画像間距離、および放射経路に対する受像器の角度を少なくとも
示す１つ以上の値を供給する表示を生成する表示装置と含む。
【００２１】
　本発明の一態様によれば、対象物のＸ線画像を取得するためのＸ線撮影システムを提供
可能であり、このシステムは、放射経路に沿って放射エネルギを送るよう作動可能な放射
線源と、Ｘ線画像をデジタル画像として形成するための放射エネルギを感知する画像受像
器と、画像受像器の輪郭、（画像）受像器に対する放射経路の中心、放射経路に対する（
画像）受像器の角度、および放射経路に沿った線源画像間距離を少なくとも示す１つ以上
の出力信号を供給するよう配置されるセンサ装置と、表示装置であって、１つ以上の出力
信号に応答して、画像受像器の輪郭、および（画像）受像器に対する放射経路の中心を示
す表示を生成し、更に、線源画像間距離、および放射経路に対する（画像）受像器の角度
を少なくとも示す１つ以上の数値を表示する表示を生成する表示装置を含む。
【００２２】
　本発明の一態様によれば、対象物のＸ線画像を取得するための方法を提供可能であり、
この方法は、放射線源からの放射経路に対する画像受像器の中心、放射経路に対する受像
器の角度、および放射経路に沿った線源画像間距離を示す１つ以上の信号を取得するステ
ップと、更に、取得された１つ以上の信号に応答して、画像受像器の中心を少なくとも示
して、線源画像間距離または角度、或いはその両方を示す１つ以上の値を表示する表示を
生成するステップとを含む。
【００２３】
　本発明に関する前述および他の目的、特徴、並びに利点は、添付の図面で示した本発明
の例に関するより具体的な以下の説明から明らかとなるであろう。図面の構成要素は、互
いに対して正しい縮尺であるとは限らない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】従来の移動式Ｘ線画像撮影装置の一つの型の斜視図を示す。
【図２Ａ】撮影される患者と、診断用撮影装置の基本部品との相対関係を示す斜視図であ
る。
【図２Ｂ】撮影システム構成で重要とされる寸法関係を示す斜視図である。
【図２Ｃ】例示的な位置ずれ配置を示す斜視図である。
【図３Ａ】一実施形態における調整装置の一部の操作を示す斜視図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による適切なＸ線管と受像器／グリッド位置合わせの実現
に使用される構成要素を示す側面ブロック図である。
【図４】患者の背後または下方にある受像器の相対位置を示すのに使用される投影像の斜
視図を示す。
【図５Ａ】画像受像器と位置ずれした放射線源から表示されるコリメータパターンを示す
斜視図である。
【図５Ｂ】受像器パターンの表示を画像受像器と位置ずれした放射線源も含めて示す斜視
図である。
【図５Ｃ】コリメータの光線および投影器から投影される重なりパターンを画像受像器と
位置ずれした放射線源を含めて示す斜視図である。
【図５Ｄ】画像受像器に合わせた放射線源の位置合わせ、およびこれに対応する投影パタ
ーンの位置合わせを示す斜視図である。
【図６】投影機からの表示用の利用可能な投影場全体に対する受像器パターンの表示を示
す斜視図である。



(8) JP 2013-523396 A 2013.6.17

10

20

30

40

50

【図７Ａ】中心、角度、距離の違いを含む種々の条件下で投影光線パターンが、どの様に
位置合わせされるかを示す図である。
【図７Ｂ】中心、角度、距離の違いを含む種々の条件下で投影光線パターンが、どの様に
位置合わせされるかを示す図である。
【図８】放射線源と放射線の受像器間の空間的位置関係を示す情報を表示するためのコリ
メータに接続された表示スクリーンの使用を示す平面図である。
【図９Ａ】表示装置として表示スクリーンを使用するための操作者用インターフェースの
例を示す。
【図９Ｂ】表示装置として表示スクリーンを使用するための操作者用インターフェースの
例を示す。
【図９Ｃ】表示装置として表示スクリーンを使用するための操作者用インターフェースの
例を示す。
【図１０】別の実施形態の表示スクリーン用の操作者用インターフェースを示す。
【図１１】放射線源の角度が変わる際、向きを変えるコリメータ付近に搭載された表示画
面用の一連の操作者用インターフェースの表示画面を示す。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態による投影器とコリメータとの接続を示す概略図である
。
【図１２Ｂ】投影器をコリメータに接続するための代替法を示す概略図である。
【図１２Ｃ】投影器をコリメータに接続するための別の代替法を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下は、図面の参照による本発明の好ましい実施形態の詳細な説明であり、図面におい
て、同じ参照番号は、幾つかの図面のそれぞれにおける構造体の同じ要素を参照している
。
【００２６】
　本開示では、用語「画像受像器」、或いはより簡略化した「受像器」は、輝尽性蛍光体
媒体、例えばフィルム、または蛍光性媒体を有するカセットを含めても良く、或いは、放
射線源から放射された放射線に基づいて、画像を記録する検知器アレーを含んでも良い。
【００２７】
　本明細書で使用する際、用語「作動可能」は、電力の受信時に、随意に、またはイネー
ブル信号の受信時に指示された機能を実行する装置、或いは一組の部品を示す。
【００２８】
　図２Ａの斜視図は、放射線写真撮影装置３０の構成要素を示す。Ｘ線源などの放射線源
２０は、患者１４に向けて放射線を送る。患者の背後に配置した受像器１０によって、患
者１４を貫通する入射放射線からの診断画像が形成される。受像器１０は、フィルムまた
は蛍光性媒体などの輝尽性蛍光体媒体を含むか、または放射線源２０から放射された放射
線に基づく画像を記録する検知器アレーを備えても良い。受像器１０には、横方向または
縦方向がある。任意の反射防止グリッド１２は、図１Ａで示すように構成されたプレート
１８を受像器１０表面の正面に備えている。放射線源２０は、図２Ａの例の（放射）源２
０から外側に受像器１０に向かって送られる放射場を画定するコリメータ２２を含む。
【００２９】
　放射線源２０は、受像器１０に向かって放射線を送れるよう角度方向を調整できる。図
２Ｂ（システム部品の見易さのため患者１４を図示せず）は、座標ｘｙｚ軸を示す。この
図において、線源画像間距離（ＳＩＤ）は略Ｚ軸方向である。図２Ｂでは、放射線源２０
は、受像器１０からの適切なＳＩＤにおいて調整された位置にある。複数のグリッド・プ
レート１８は、各プレートの平面がＳＩＤで集束する焦点線Ｌを規定するよう角度が定め
られている。この様な実施形態におけるほとんどの撮影に最も適した位置合わせのため、
放射線源２０は、焦点線Ｌ付近で中心を有し、更に受像器１０の平面と略並行なコリメー
タ２２の対面部を備える必要がある。しかし、僅かな角度補正のある方が望ましいタイプ
の画像もある。
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【００３０】
　一方、図２Ｃでは、放射線源２０の不十分な位置決めを表す想像線を２０’と２０”に
よって示している。想像線内で示した位置２０’、および２０”では、ＳＩＤは略許容可
能である。しかし、放射線源２０は、焦点線Ｌ付近に中心を持たず、その角度方向は曲が
っている。グリッドによる放射線源の位置合わせは、これら、または同様のずれた配置に
おいては不十分であるため、画像の品質は劣化し、最悪の場合、適切な診断画像を取得で
きなくなる。
【００３１】
　図３Ａの斜視図および図３Ｂの側面図は、経路Ｒと表記されて中心軸の周囲で広がる放
射経路を有する放射線源２０と、放射エネルギを感知してＸ線画像を形成するため対象物
付近に配置された画像受像器１０との間の空間内相対的位置関係を感知して、この相対的
位置関係を示す１つ以上の出力信号を生成するよう作動するセンサ装置４０の使用法を示
している。図３Ａおよび図３Ｂで示した実施形態では、ホルダ４６が、コリメータ２２付
近に搭載して示した１つ以上のセンサ素子４４によって検知される電磁場または信号を生
成する１つ以上の電磁コイル４２を備える。ホルダ４６は、受像器１０も保持する。他の
実施形態では、センサ装置４０の部品は受像器１０に組み込まれる。更に別の実施形態で
は、信号がコリメータ２２上の１つ以上の部品から生成されて、受像器１０上のセンサ素
子で検知される。角度測定データを取得するための追加の傾斜計２８または他の装置が、
受像器１０または放射線源２０の何れか、或いはその両方に供給される。
【００３２】
　位置検知分野の当業者であれば、受像器１０が患者の背後、または下方にある場合にお
いて、位置を感知し、角度データ、ＳＩＤ、受像器１０の輪郭を追跡するためのデータ、
および中心情報を供給するセンサ装置４０として使用可能な想定される複数の構成がある
ことを理解できよう。センタリングは、放射経路に対する受像器１０の中心位置、或いは
、逆に捉えて受像器１０の中心に対する放射経路の方向に関連している。本明細書では、
Ｘ線源と患者間の距離である放射線源と物体間の距離（線源物体間距離：ＳＯＤ）も検知
できる。
【００３３】
　位置検知信号は、例えば、１つ以上のアナログ信号、または１つ以上のデータ値で良い
。信号は、傾斜計、無線周波数装置、電磁コイルおよび音声信号等を含む複数の種類のセ
ンサおよびセンサ読み取り装置の中の任意のものから得られて良い。センサは、グリッド
、ホルダまたは受像器の隅部に配置されたり、或いはグリッド、ホルダまたは受像器構造
本体に統合したりできる。どのセンサ構成を使用しても、センサ装置４０からの１つ以上
の位置検知信号は、表示装置５０用の制御ロジックを供給する制御ロジック処理装置４８
に送られる。
【００３４】
　表示装置５０は、位置検知信号に応答して、放射経路Ｒに対する受像器１０の配置を、
放射線技師に表示する表示を生成するよう作動する。図３Ｂで示した実施形態では、表示
装置５０は、調整を支援するための表示画像を形成する表示スクリーン５２、および投影
により表示部を形成する投影器５４の両方を備える。投影された表示部には、受像器の位
置、および関連情報を示すための画像を投影することで、配置を容易にする情報が含まれ
る。表示装置５０は、投影器５４および表示スクリーン装置５２の何れか、またはこれら
の両方を備えることができる。一実施形態においては、ＳＩＤの値および角度配向値は、
投影器５４で表示されるセンタリングデータと共に、表示スクリーン５２上のみに表示さ
れる。また、ＳＩＤおよび角度配向値は、センタリング目標と共に、患者に投影できる。
なお、ＳＩＤおよび受像器に入射する放射量との間には、逆二乗関係があるため、実際の
ＳＩＤ値の表示は、胸部撮影などのＸ線画像撮影において、とりわけ有用であることに注
目されたい。一方、歯科画像と乳房画像を取得する場合、既存の放射線装置の構成、およ
びこの種の撮影で使用される標準手法により定められる位置調整および許容性の下で、近
接間距離が使用されるため、操作者は、ＳＩＤ値に注意を払わないことが多い。



(10) JP 2013-523396 A 2013.6.17

10

20

30

40

50

【００３５】
＜表示装置５０としての投影器５４＞
　図３Ｂ以降の図面のＸ線源２０上で搭載して示した投影器５４は、米国ワシントン州レ
ドモンドのＭｉｃｒｏｖｉｓｉｏｎ社製の超小型プロジェクタ・ディスプレイ、または、
カリフォルニア州サンタアナのＡＡＸＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製の小型プロジェ
クタなどの小型プロジェクタである。これらの様な画像形成装置は、小型、軽量および低
電力要件を含む多くの理由により優れている。これらの小型フットプリント・プロジェク
タは、現在、携帯電話および他の高機能携帯型電子装置で使用されており、１つ以上の低
出力固体素子光源、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）またはレーザを、表示表面上でスキ
ャン処理する。この種の投影器には、ある距離範囲にわたる投影のため、少数の光学部品
が必要とされる。通常、固体素子光源自体が、必要に応じて短時間で作動および停止でき
るので、電力は、投影される画像ピクセルのみに消費される。これによって、表示装置は
、低電力レベルで動作でき、投影器５４用のバッテリ電力を使用できる。別の実施形態で
は、画像形成装置として、他の種類の電子撮影投影器、例えば、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓ社製のデジタル光処理装置（ＤＬＰ）などのデジタル・マイクロミラー・ア
レー、Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｌｉｇｈｔ　Ｍａｃｈｉｎｅｓ社製の回折格子光制御弁（ＧＬＶ
）装置などの微小電気機械回折格子光制御弁アレーまたはシリコン基板上液晶パネル（Ｌ
ＣＯＳ）装置を含む液晶装置（ＬＣＤ）を使用する装置を用いる。他の実施形態では、投
影器５４には、光源および可動式目標が、この目標を移動させるモータまたは他の駆動装
置と共に備えられ、この場合、可動式目標は、受像器の位置を示す画像を供給するため、
光源の経路内に配置される。
【００３６】
　図４の斜視図は、本発明の実施形態に従って、投影器５４が、表示機能をどの様に実行
するかを示す。投影器５４は、光を投影して、図の左側に示すように、受像器１０領域よ
りも広い画像場５８全体に画像を形成できる。センサ装置４０が、受像器１０の場所を特
定する時、投影器５４は、患者１４上に受像器パターン６０を表示する。受像器パターン
６０は、患者１４の背後または下方の受像器１０の位置を表示する輪郭を少なくとも示す
。図の右側では、望ましい位置合わせを示している。Ｘ線管ヘッド内のコリメータ光源か
ら放出されたコリメータパターン６２が、受像器６０のパターンと一致する。とりわけ、
この構成により、投影器５４は、受像器１０のサイズより広い領域全体で画像を投影可能
となり、受像器１０上へのコリメータおよび放射経路のセンタリング前に受像器１０の輪
郭を表示できる。
【００３７】
　図５Ａの斜視図は、放射線源２０から表示されるコリメータパターン６２を空間内の構
成として示し、放射線源２０の放射経路（前述の様に軸Ｒに沿ってセンタリングされる）
は、受像器１０またはそのグリッド１２と一致していない。図５Ｂの斜視図は、受像器パ
ターン６０を受像器１０に直接投影する表示装置５０内の投影器５４を示す。図５Ｃは、
放射線源２０と受像器１０との不十分な位置合わせを表す重なり合った経路、およびずれ
たパターン６０および６２を示す。そして、図５Ｄの斜視図は、正しい位置合わせを示し
ており、受像器のパターン６０およびコリメータパターン６２は、センタリングされて対
称的である。受像器１０が、放射線源２０から離れすぎたり、近すぎたりする何れかによ
りＳＩＤが適切でない場合、投影器５４とコリメータパターン６２間の視差問題が発生す
ることが観測される場合がある。
【００３８】
　投影器５４の焦点合わせは、幾つかの方法で実現できる。レーザ・プロジェクタでは、
焦点調整が必要とされない。他の種類のプロジェクタでは、放射線源から撮影対象物まで
の距離を測定する等のため、超音波信号または赤外線（ＩＲ）信号などの距離探索信号を
用いたオートフォーカス装置を使用することがある。図４は、対象物までの距離を測定す
るため、投影器５４と信号通信するオートフォーカス装置１１２を示す。オートフォーカ
ス法および距離探索法と装置は、廉価であり、撮影技術の当業者には、よく知られている
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。また、焦点距離を測定するために、センサ装置４０からの情報を使用でき、更に、この
情報を自動焦点合わせにも使用できる。
【００３９】
　図６の斜視図は、投影パターン６０のサイズを超える面積を有する投影場５８を示す。
この広さによって、投影器５４が、放射線源－受像器の位置合わせに必要とされる情報を
表示できる。
【００４０】
　必要とされる調整は、目標中心、放射経路に対する受像器の角度、および放射経路に沿
った線源画像間距離などのパラメータに関する放射線源２０と受像器１０の空間的位置関
係に関連する。更に、受像器輪郭の表示は、コリメータに対して後方散乱を抑える調整を
させるのにも有用である。
【００４１】
　投影器５４からの表示パターン、およびＸ線管ヘッドのコリメータ光線からの表示パタ
ーンの位置関係を、位置合わせの指標として使用できる。例として、図７Ａでは、コリメ
ータ光線からのコリメータパターン６２と、投影器５４からの受像器パターン６０との位
置関係が、放射線源２０と受像器１０と間で必要とされる位置合わせをどの様に示すかを
示している。６０および６２において示したパターンは、説明用に選んだ代表例であり、
これに限定されないが、図７Ａおよび図７Ｂの例で示した中心円がある場合と、無い場合
の照準線パターンを含めた照準線パターンを有する複数の形態のうちの任意の形態を採れ
る。相対位置９０では、放射線源２０と受像器１０は一致しておらず、パターン６２、６
０はそれぞれ、このずれを示している。相対位置９２では、放射線源２０は受像器１０と
一致するよう接近して、位置９０で示されているものよりも中心に近づいており、パター
ン６２、６０は、幾分重なっているが、互いの中心が一致していない状態を示す。相対位
置９４では、放射線源２０と受像器１０は一致しており、表示されている各パターン６２
、６０は、重なることで中心の一致を示している。そして、位置９４では、サイズが同じ
で、略同じ領域上のパターン６０、６２を用いて、放射分布を制限することで、後方散乱
の起こりやすさを抑えるよう、コリメータが適切に設定されたことを示す。更に、ＳＩＤ
と角度の値６６もまた、投影器５４により表示される。別の実施形態では、線源物体間距
離（ＳＯＤ）も表示している。投影値は、受像器パターン６０内、またはその外部に配置
できる。コリメータブレードの位置を感知可能とする別の実施形態では、視準光線の適切
な定寸および定位に関する新たな情報も表示器内に供給できる。
【００４２】
　図７Ｂは、放射線源２０と受像器１０の不十分な相対配置を示す他の例を示している。
相対位置９６では、放射線源２０は、受像器１０に対して略中心を持つが、角度は法線に
対し斜めになっている。受像器パターン６０は、非矩形、例えばキーストーン・パターン
に即しており、放射線源２０から受像器１０までの放射経路の角度関係を示している。相
対位置９８では、放射線源２０は、受像器１０の略中心に位置合わせされるが、線源画像
間距離（ＳＩＤ）が精確ではないか、または精確だとしても、後方散乱を抑えるようコリ
メータを調整する必要がある。この場合、パターン６０、６２はそれぞれ、ＳＩＤ調整の
必要性を示すよう、異なるサイズで表示される。
【００４３】
　表示装置５０用に投影を使用する場合、受像器１０の輪郭の他、患者の上、または患者
のそばに、種々の種類の情報を表示できる。
　　例として、
　　　ａ）着色光線による受像器の位置。位置合わせを支援するものと同じセンサを用い
て、（表示）装置は、画像受像器の輪郭を検知して、これを強調できる。
　　　ｂ）患者に対するＡＥＣの位置。活性および非活性ＡＥＣセル用に、異なる表示部
表記を使用する。ＡＥＣ位置の投影については、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｃ．Ｌａｌｅｎａ等に
よる２０１１年４月１１日に出願された同一出願人による同時係属出願米国特許第Ｓ／Ｎ
　１３／０８３，７７６号で述べられている。
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　　　ｃ）グリッド率、縦対横のグリッド方向を含むグリッド情報。
　　　ｄ）実際のＳＩＤ、および所与の検査種類と使用グリッドの場合での規定値、また
はシステム・ロジックからの提供の何れかによる好ましいＳＩＤ。
　　　ｅ）患者本人確認、および的確な検査であることを確認するための患者情報や検査
情報、例えば、患者名、病室番号、患者ＩＤ、ＤＯＢ。
　　　ｆ）後述の様に、表示モニタ上に表示される位置合わせ情報の一部であって、患者
に投影されるもの。
【００４４】
＜表示装置５０としての表示スクリーン５２＞
　図８は、他の実施形態の表示装置５０における投影器５４を補完または置換可能な表示
スクリーン５２を示す。一実施形態においては、表示スクリーン５２は、図の様にコリメ
ータ２２付近に搭載され、これにより、操作者は、放射線源２０の目的地点までの移動中
に表示結果を視認できる。別の実施形態では、位置合わせ装置を、着脱式または遠隔表示
スクリーン上、或いはＸ線画像撮影装置３０本体の一部を成すディスプレイ・コンソール
に相当するディスプレイ６１０（図１）上に備えることができる。
【００４５】
　図９Ａ、９Ｂ、および９Ｃは、表示装置５０として表示スクリーン５２を使用する際の
操作者用のインターフェースの例を示す。種々のグラフィカル・アイコンおよび画像を用
いて、適切なセンタリング、配向、およびＳＩＤに必要とされる調整を記号で示している
。角度調整インジケータ１００は、放射線源２０から受像器１０までの適切な角度調整を
補助するための種々の図による測定データを供給する。角度情報は、以下の情報の１つ以
上を表示する。
（i）受像器の角度。精確な水平線に対する角度測定データを、任意の傾斜計２８（図３
Ｂ）、または他のセンサ装置４０データから取得できる。
（ii）放射線源２０のチューブ角度。正しい水平線に対するこの角度測定データは、傾斜
計２８、または他のセンサ装置４０のデータからも同様に求められる。
（iii）受像器／グリッドと放射線源２０とが成す角度。受像器１０と放射線源２０間の
この相対角測定データは、１つ以上の任意の傾斜計２８（図３Ｂ）、または他のセンサ装
置４０のデータからの測定データを用いて得られる。
（iv）放射線源とグリッド１２の調整用の切片角度データ。
（v）センサ装置４０測定から求める要求角度に対する放射線源と受像器の角度。非法線
角度の調整も含まれる。
【００４６】
　ＳＩＤインジケータ１１０は、測定データから得られた現ＳＩＤ値の他、図示の実施形
態では、必要とされる調整量も示している。センタリングインジケータ１２０は、センタ
リングのずれ、および必要とされる調整方向に関するテキスト情報、およびグラフィック
情報を提供する。図９Ｂにおいて、センタリングインジケータ１２０は、受像器の縦方向
／横方向を示すグラフィック要素１０４を含む。アイコン１０２は、色やアニメーション
、例えばフラッシュビデオまたはビデオクリップ、および種々の種類の記号を用いて、関
連値について必要とされる調整方向を示す。更に、グラフィック要素１０４は、必要とす
る調整の視覚的表示を支援するためにも供給される。グラフィック要素１０４は、円、バ
ーまたは他の形状を含む複数の種類の適切な要素のうちの任意のもので良い。色を用いて
、必要な何らかの変更の好ましい方向を示す色の変化、および場所間の移動を示す色の遷
移と共に、精確な角度、センタリングまたは距離値を示すことができる。種々の閾値を用
いて、配置で必要とされる設定にどれだけ近づいているかを判定する。
【００４７】
　図１０は、表示スクリーン５２上の操作者用インターフェースに関する他の実施形態の
平面図を示す。ＳＩＤインジケータ１１０は、測定データから得られた現ＳＩＤ値を示し
ている。この図において、グラフィック要素１０４は、センタリング、距離および角度に
ついて必要な調整の相対量を示すスライダを含む。スライダの中心は、位置決めが適切で
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あるということを示している。角度調整インジケータ１００は、正しい水平線に対する受
像器もしくはＸ線源の測定された角度値を示し、または適宜（受像器とＸ線源の）互いに
対する角度値、あるいは好ましい設定に対する受像器またはＸ線源の測定角度値を示す。
随意的な実施形態では、これらの相対角度の違いは、表示される。センタリングインジケ
ータ１２０は、例えば、縦方向または横方向における受像器１０の画像または輪郭を、Ｘ
線ビームの相対位置と形状を示す重ね合わせられたアイコン１２２と共に示す。制御ボタ
ン１２４は、調整を改善させ、システムまたはシステム部品、および他の機能に関する情
報を取得するのに有用な実用性を提供する。別の実施形態では、制御ボタン１２４の一つ
を用いて、次のＸ線画像のビュー種別（例えば、ＡＰ胸部検査ビュー種別）を設定し、使
用グリッドの種類があれば、これも示す。そして、この設定によって、所定のＳＩＤおよ
び角度値が画像用に割り当てられて表示される。
【００４８】
　図１１は、コリメータ２２付近に搭載され、放射線源２０の角度が変化する際、向きを
変える表示スクリーン５２用の一連の操作者用インターフェース表示画面を示す。位置１
３０では、受像器アイコン１３２が、センタリング目標アイコン１３４および放射線源ア
イコン１３６と共に表示される。位置１４０では、センタリングが一部完了しているが、
放射線源２０は、受像器に向き直す必要がある。位置１５０では、放射線源２０は回転し
、スクリーン表示部は、動的に向きを変えて、受像器アイコン１３２、アイコン１３４、
１３６を用いて部品の位置を示す。ＳＩＤアイコン１５２は、受像器までの放射線源の距
離を調整する必要があることを図で示す。ＳＩＤが変化する際、ＳＩＤアイコン１５２は
位置を変える。位置１６０では、適切なセンタリング、角度およびＳＩＤが得られる。Ｓ
ＩＤ値は、ＳＩＤインジケータ１１０で示されて表示される。
【００４９】
　本発明の実施形態では、表示装置５０からは、Ｘ線源および受像器の位置に対する多く
の情報のみならず、撮影作業に関連のありうる他の種類の情報も提供される。この情報に
は、日付、時刻、温度または他の環境条件、放射装置自体の情報、例えば識別番号、シリ
アル番号または製造者、型識別情報が含まれても良い。一実施形態においては、必要な調
整の実施または画像の取得において操作者を支援するための命令、提案または警告情報も
供給され、この供給内容には、どの種類の画像が要求されたかに関する情報と、設定値お
よび照射値の推奨値に関する情報も含まれる。更に、検知器情報も表示できる。名前、年
齢もしくは誕生日、患者番号、病室番号、測定値の情報、または患者の血液型等に関する
情報を含む患者識別データも一覧表示できる。
【００５０】
　任意の表示スクリーン５２を用いた実施形態では、必要とされる照射設定値、例えばｋ
Ｖｐ、ｍＡ、ｍＡｓ、時間、ＥＣＦ、焦点、コリメータの設定、ＡＥＣ設定、推奨または
使用されるグリッド種別、および検知器種別を含む放射生成装置の値の入力や編集を含む
操作者による編集機能または入力機能も供給される。更に、一実施形態においては、患者
から要求される画像と写真のジョブ・リストを供給するワークリストも表示される。また
、表示スクリーン５２が、患者について取得した画像を表示して、放射線技師が、この画
像に対して編集または注釈可能とする実施形態もある。
【００５１】
　表示スクリーン５２上に表示される値には、記号、アイコンまたはテキスト形式で表示
される以下などの関連調整情報の一部または全てが含まれる。
　　　(i)ＳＩＤまたは他の距離値、例えばＸ線管からグリッドまでの最短距離。
　　　(ii)水平線に対する、または放射経路に対する受像器の角度。
　　　(iii)Ｘ線源の角度。
　　　(iv)実際のＸ線源角度に対する実際のグリッド角度。および、
　　　(v)要求角度に対する実際のグリッドまたはＸ線源角度。
【００５２】
　一実施形態においては、センサは、グリッド１２を使用するか否か、そして、使用する
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場合は、そのグリッドの種類を示すことも可能である。そして、システムは、以下の情報
を表示スクリーン５２に表示するか、または患者に投影できる。
　　　(i)縦横のグリッド種別。
　　　(ii)グリッド比（例えば、６：１、８：１、１０：１）。
　　　(iii)使用グリッドに関する最適ＳＩＤ（または、ＳＩＤ範囲）。
　　　(iv)受像器の検知された回転に基づいて、正しいグリッド種別（縦または横）を使
用するためのインジケーションまたはメッセージ。患者が横たわらない場合、システムは
、患者の状態を、グリッドの傾斜計データを介して測定でき、更に、他のセンサデータを
用いても状態を判定可能である。および、
　　　(v)放射経路の角度がグリッドの片側または反対側に著しく傾斜する場合において
、グリッド要素に対して大量の放射を遮断させるグリッド・カットオフに関する警告メッ
セージ。
【００５３】
　グリッドの有無が判定されると、システム・ロジックは、検査に関する精確な画像を自
動で選択できるか、または閲覧中の画像を別のものに切り替えることができる。例えば、
システムは、非グリッド・ビューからグリッド・ビューに切り替えられる。新たなビュー
には、異なる名前、異なる照射パラメータまたは方法、および異なる画像処理パラメータ
が含まれる。
【００５４】
　本発明の他の実施形態では、画像の種類またはビューを判定して、ビューの種類に基づ
き、中心、角度およびＳＩＤに関する１つ以上の適切な設定情報が、自動で割り当てられ
る。このビューは、操作者により、例えば表示スクリーン５２を用いて設定でき、更に使
用するグリッドの種類も指定できる。また、ビューは、傾斜計の読み取りデータなどの測
定データから判定できる。このため、例えば、図３Ｂでは、傾斜計２８の読み取りデータ
は、背臥位のビューを示し、センサ装置４０の読み取りデータは、所定種類のグリッドの
検知を示すことができる。そして、この情報を、制御ロジック・プロセッサー４８が使用
して、適切なＳＩＤ値を判定および表示できる。別の例として、縦方向の受像器１０の検
知は、所与のグリッド種別において長いＳＩＤを使用できることを示している。この情報
に基づいて、例えば種々の種類の胸部Ｘ線について、様々なＳＩＤ値および技術構成を使
用できる。適宜、操作者または放射線技師が、ビュー種類に関する命令を入力することが
でき、線源画像間距離もしくは角度、またはその両方に関する適切な所定値を表示するか
、またはこの値を用いて、操作者の命令に従って表示値を調整できる。
【００５５】
　前述の様に、位置合わせを改善するため、放射経路に対する画像受像器の位置を示すた
めの解決法が以前から提案されてきた。しかし、これら従来の解決法では、Ｘ線管とグリ
ッドとの位置合わせ、および受像器と放射線源との角度と線源画像間距離を示す数値の供
給に関する特別な問題については扱っていない。更に、従来の解決法は、種々のグリッド
構成の設定と調整とを適合させて、法線以外の所定角度で撮影するのに必要とされる情報
を放射線技師に提供していない。本発明の装置と方法では、この情報を供給しており、放
射線技師が既知のパラメータの下で各照射を設定することが可能である。
【００５６】
　更に、センサ装置４０により検知された種々の情報も記憶して、画像データと共に記憶
されたＤＩＣＯＭ（医用におけるデジタル画像および通信）ヘッダの一部として供給可能
である。
【００５７】
　投影器５４が、幾つかの方法でコリメータ２２に接続できる。図１２Ａを参照すると、
投影器５４を格納する筺体３６が、コリメータ２２の縁部に沿って搭載されている実施形
態が示されている。コリメータの光源２６、主として発光ダイオード（ＬＥＤ）または他
の固体素子光源がコリメータ２２内に搭載される。ミラー２４は、本質的にＸ線を透過し
、コリメータ光源２６からの光路とＸ線ビーム３２の放射経路Ｒとを接続する。投影器の
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いるため、僅かな視差誤差が発生する場合がある。
【００５８】
　図１２Ｂにおける別の構成では、第二ミラー、つまり双方向ミラー１０８を用いて、投
影光３４の光路と放射の光路Ｒとを調整して視差誤差状態を除去する。この構成によって
、投影器５４は、広い角度範囲にわたって光を投影できる。
【００５９】
　図１２Ｃにおける別の構成では、既存コリメータの光線を投影器５４で交換している。
この図では、投影器５４を放射経路Ｒにより調整し、放射経路Ｒに対するセンタリング情
報を示す複数の機能を実行可能である。投影の角度範囲は、図１２Ｂの実施形態よりも制
限されているが、視準経路、および、受像器の位置の両方を、ある角度範囲内で示すこと
ができる。
【００６０】
　本発明の実施形態によれば、対象物のＸ線画像を取得するためのＸ線撮影システムが提
供され、このシステムは、放射経路に沿って放射エネルギを送るよう作動可能な放射線源
と、Ｘ線画像を形成するための放射エネルギを感知する画像受像器と、画像受像器の輪郭
を少なくとも示す１つ以上の出力信号を供給するよう配置されたセンサ装置と、１つ以上
の出力信号に応答して投影によるか、または表示モニタ上において、画像受像器の輪郭を
少なくとも生成する表示装置とを含む。
【００６１】
　本発明の別の実施形態によれば、対象物のＸ線画像を取得するためのＸ線撮影システム
が提供され、このシステムは、放射経路に沿って放射エネルギを送るよう作動可能な放射
線源と、Ｘ線画像を形成するための放射エネルギを感知する画像受像器と、放射経路に対
する受像器の角度および放射経路に沿った線源画像間距離を少なくとも示す１つ以上の出
力信号を供給するよう構成されたセンサ装置と、表示装置であって、１つ以上の出力信号
に応答して、少なくとも線源画像間距離および放射経路に対する受像器の角度を示す１つ
以上の値を供給する表示を生成する表示装置とを含む。この表示部は、投影器もしくは表
示スクリーン、または投影器と表示装置との何らかの組み合わせを使用できる。コリメー
タブレードの位置情報を利用できる場合、表示部は、検知器輪郭に合わせた放射経路に沿
った放射の境界の位置合わせを示すことができる。
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