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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体に放射線を照射する放射線源と、
　前記放射線源から照射されて前記被写体を透過した放射線を受光し、前記被写体の放射
線画像を検出する放射線受光面を有する放射線画像検出器と、
　前記放射線源と放射線画像検出器との間に配置され、前記放射線画像検出器の受光面と
平行方向に放射線の透過部と非透過部とが交互に形成された、前記放射線画像検出器に入
射する放射線の散乱線を除去するための、放射線入射面に直交する前記放射線源からの垂
線が、前記放射線入射面と交差する位置に配置される、平板状で、かつ、前記放射線入射
面方向に位置を固定される集束グリッドと、
　前記放射線源からの垂線が、前記集束グリッドの放射線の透過部と非透過部との境界線
を横切る方向に、前記放射線源を移動する、撮影時における前記被写体に対する放射線源
の位置合わせを行なうための移動手段と、
　前記集束グリッドの焦点が前記移動手段によって移動された放射線源と一致するように
、前記集束グリッドの放射線入射面に設定された回転軸で前記集束グリッドを回転するこ
とで傾斜させる傾斜手段とを有し、
　かつ、前記移動手段は、前記放射線源からの垂線が前記放射線入射面と交差する位置を
含む軸を中心に回転移動するように、前記放射線源を移動するものであり、また、前記傾
斜手段は、この放射線源の移動の回転角度を求め、この回転角度だけ前記集束グリッドを
傾斜させるものであることを特徴とする放射線画像撮装置。
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【請求項２】
　被写体に放射線を照射する放射線源と、
　前記放射線源から照射されて前記被写体を透過した放射線を受光し、前記被写体の放射
線画像を検出する放射線受光面を有する放射線画像検出器と、
　前記放射線源と放射線画像検出器との間に配置され、前記放射線画像検出器の受光面と
平行方向に放射線の透過部と非透過部とが交互に形成された、前記放射線画像検出器に入
射する放射線の散乱線を除去するための、放射線入射面に直交する前記放射線源からの垂
線が、前記放射線入射面と交差する位置に配置される、平板状で、かつ、前記放射線入射
面方向に位置を固定される集束グリッドと、
　前記放射線源からの垂線が、前記集束グリッドの放射線の透過部と非透過部との境界線
を横切る方向に、前記放射線源を移動する、撮影時における前記被写体に対する放射線源
の位置合わせを行なうための移動手段と、
　前記集束グリッドの焦点と前記移動手段によって移動された放射線源とを結ぶ直線が前
記集束グリッドと直交するように、前記集束グリッドの放射線入射面に設定された回転軸
で前記集束グリッドを回転することで傾斜させる傾斜手段とを有し、
　かつ、前記移動手段は、前記放射線画像検出器の放射線受光面と平行に前記放射線源を
移動するものであり、また、前記傾斜手段は、前記放射線源から集束グリッドまでの距離
および前記放射線源の平行移動距離から、放射線源の移動に対応する角度を求め、この角
度だけ前記集束グリッドを傾斜させることを特徴とする放射線画像撮装置。
【請求項３】
　前記傾斜手段は、前記放射線画像検出器の受光面に対して前記集束グリッドを傾斜させ
る請求項１または２に記載の放射線画像撮影装置。
【請求項４】
　前記集束グリッドは、直線状の放射線の透過部および非透過部を、この直線と直交する
方向に交互に配列してなるものであり、
　前記移動手段は、この放射線の透過部および非透過部の配列方向に前記放射線源を移動
する請求項１～３のいずれかに記載の放射線画像撮影装置。
【請求項５】
　前記放射線源からの垂線が、前記集束グリッドの透過部と非透過部との境界線を横切る
方向に前記集束グリッドを移動させる、グリッド移動手段を有し、
　前記傾斜手段は、このグリッド移動手段を用いて前記集束グリッドを傾斜させる請求項
１～４のいずれかに記載の放射線画像撮影装置。
【請求項６】
　前記グリッド移動手段は、前記集束グリッドの移動を案内する、前記集束グリッドの移
動方向に延在する長孔を有するガイド部材を有し、
　前記傾斜手段は、前記ガイド部材を前記放射線源に近接もしくは離間する方向に移動す
ることにより、もしくは、前記ガイド部材を傾斜させることにより、前記集束グリッドを
傾斜させる請求項５に記載の放射線画像撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集束グリッドを用いる放射線画像撮影の技術分野に関し、特に、放射線の線
源を移動して撮影を行なう際にも、適正な放射線画像の撮影を行なうことが可能な放射線
撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乳がんの検診を行なう際には、視触診のみでの検診より、乳房専用の放射線画像撮影装
置（以下、乳房撮影装置とする）によって撮影したマンモグラフィを組み合わせた方が、
早期がんの発見率が上昇するため、乳がん検診では、視触診に加えて（あるいは変えて）
、乳房撮影装置を用いた検診が行なわれる。
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　乳房撮影装置では、放射線画像の撮影媒体（以下、撮影媒体とする）を内包する撮影台
に、乳房を載置した状態で、圧迫板によって乳房を圧迫し、圧迫板側から乳房に放射線を
照射して、乳房を透過した放射線を撮影媒体で受光することにより、撮影媒体に乳房の放
射線画像を撮影する。
【０００３】
　乳房は、乳腺組織、脂肪組織、皮膚等でできているが、正しい診断に必要な乳房の写真
を撮るためには、乳房をなるべく均等の厚さに圧迫して、細かい乳腺や脂肪組織を写す必
要がある。また、鮮明な画像を撮影するためには、圧迫した乳房に対して、放射線の線源
を真上に配置して、乳房に対して垂直に放射線を入射するのが好ましい。
　ここで、放射線画像の撮影では、撮影時に、どうしても、乳房などの被写体の組織等に
よって散乱線（散乱Ｘ線）が生じてしまう。この散乱線が検出器に入射すると、コントラ
スト低下などの画質低下が生じる。
【０００４】
　そのため、乳房撮影装置などの放射線画像撮影装置には、特許文献１等に示されるよう
に、通常、散乱線の検出器への入射を阻止して、散乱線による画質低下を防止するために
、検出器（放射線の受光面）の直前面にグリッド（散乱線除去格子）が配置される。
　グリッドは、一例として、板状の鉛板等の放射線を透過しない物質と、同様に板状の放
射線透過物質とを、板の長手方向と直交する方向に交互に配列してなるものであり、乳房
撮影装置の場合には、この交互の配列方向が被験者の横方向（胸壁と平行方向）となるよ
うに、配置される。
【０００５】
　また、グリッドには、放射線の透過部が平行に形成される平行グリッドと、集束の焦点
が線源（Ｘ線の焦点）に位置するように、放射線の透過部が放射線の透過方向に向かって
、漸次、広がる、集束グリッド（図６参照）とが知られている。
【特許文献１】特開２００４－１７７２５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　周知のように、乳房撮影装置は、圧迫した乳房を透過した放射線を、輝尽性蛍光体を利
用する放射線画像変換パネル（いわゆるＩＰ）やＦＰＤ（フラットパネルディテクタ）な
どの放射線画像の検出器（放射線画像の撮影媒体）に入射することで、乳房の放射線画像
を撮影する。
　また、撮影時には、乳房の真上に放射線の線源を位置して、乳房に対して垂直に放射線
を入射するのが好ましい。
【０００７】
　ところで、乳房撮影装置では、乳房の真上に線源を位置できない場合に乳房の真上に線
源を位置するためなど、線源を移動して撮影を行なう場合が有る。
　ここで、このような集束グリッドを用いる装置において、このように線源を移動して撮
影を行なうと、グリッドの焦点と線源とがズレてしまうため、大幅に放射線の透過率や選
択率（直接Ｘ線と散乱線との選択率）が低下してしまう。
【０００８】
　本発明の目的は、前記従来技術の問題点を解決することにあり、集束グリッドを用い、
かつ、放射線の線源を移動して撮影を行なう機能を有する、乳房放射線画像撮影装置など
の放射線画像撮影装置において、線源を移動して撮影を行なった場合でも、放射線の透過
率や選択率を低下することがなく、好適に乳房の放射線画像の撮影を行なうことができる
放射線画像撮影装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明の放射線画像撮影装置は、被写体に放射線を照射す
る放射線源と、前記放射線源から照射されて前記被写体を透過した放射線を受光し、前記
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被写体の放射線画像を検出する放射線受光面を有する放射線画像検出器と、前記放射線源
と放射線画像検出器との間に配置され、前記放射線画像検出器の受光面と平行方向に放射
線の透過部と非透過部とが交互に形成された、前記放射線画像検出器に入射する放射線の
散乱線を除去するための集束グリッドと、前記放射線源から集束グリッドへの垂線が、前
記集束グリッドの放射線の透過部と非透過部との境界線を横切る方向に、前記放射線源を
移動する移動手段と、前記集束グリッドの焦点が前記移動手段によって移動された放射線
源と一致するように、もしくは、前記集束グリッドの焦点と前記移動手段によって移動さ
れた放射線源とを結ぶ直線が前記集束グリッドと直交するように、前記集束グリッドを傾
斜させる傾斜手段とを有することを特徴とする放射線画像撮影装置を提供する。
【００１０】
　このような本発明の放射線画像撮影装置において、前記傾斜手段は、前記放射線画像検
出器の受光面に対して前記集束グリッドを傾斜させるのが好ましく、また、前記集束グリ
ッドは、直線状の放射線の透過部および非透過部を、この直線と直交する方向に交互に配
列してなるものであり、前記移動手段は、この放射線の透過部および非透過部の配列方向
に前記放射線源を移動するのが好ましく、また、前記放射線源から集束グリッドへの垂線
が、前記集束グリッドの透過部と非透過部との境界線を横切る方向に前記集束グリッドを
移動させる、グリッド移動手段を有し、前記傾斜手段は、このグリッド移動手段を用いて
前記集束グリッドを傾斜させるのが好ましく、さらに、前記傾斜手段は、前記集束グリッ
ドの一部を固定として、前記集束グリッドを傾斜させるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　上記構成を有する本発明によれば、集束グリッドを用いた撮影において、線源をグリッ
ドの中心から移動して撮影する際に、集束グリッドを傾けることにより、集束グリッドの
焦点と線源（放射線の焦点）とを一致もしくは略一致させることができる。
　そのため、本発明によれば、乳房放射線画像撮影装置などにおいて、乳房の真上に線源
を位置するために線源を移動する場合など、線源を移動して撮影を行なう際に、放射線の
透過率の低下や選択率の低下を招くことなく、好適な放射線画像の撮影を安定して行なう
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の放射線画像撮影装置について、添付の図面に示す好適実施例を基に、詳
細に説明する。
　図１に、本発明の放射線撮影装置を、乳房の放射線撮影装置に利用した一例の概念図を
示す。
　図１に示すように、乳房の放射線撮影装置１０（以下、乳房撮影装置１０とする）は、
基本的に、撮影台１２と、放射線照射部１４と、圧迫手段１６と、アーム１８と、基台２
０と、Ｘ線照射用の高圧電源２２とを有して構成される。図示例の乳房撮影装置１０は、
後に詳述する線源３０の移動手段と、散乱除去グリッド５４の傾斜手段を有する以外には
、基本的に、通常の乳房放射線画像撮影装置と同様のものである。なお、図１等において
、図中の符号Ｍは乳房を、同Ｈは胸壁を、それぞれ概念的に示している。
【００１３】
　図示例の乳房撮影装置１０において、アーム１８は２箇所で直角に折り曲げられた略Ｃ
字状のものであり、上端部には放射線照射部１４が、下端部には撮影台１２が、それぞれ
固定され、放射線照射部１４と撮影台１２との間に圧迫手段１６が固定されている。
　このアーム１８は、軸２４によって基台２０に支持されている。基台２０の内部には、
この軸２４の回転手段および昇降手段が内蔵されている。アーム１８すなわち撮影台１２
および放射線照射部１４は、昇降手段による軸２４の昇降によって昇降され、また、図２
に模式的に示すように、回転手段による軸２４の回転によって回転されて、角度を調整さ
れてＭＬＯ撮影等に対応する。
【００１４】



(5) JP 4874755 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

　また、基台２０には、このアーム１８（軸２４）の昇降や回転等の操作を行なうための
操作手段２６（２６ａおよび２６ｂ）ならびに操作手段２８が設けられている。
　操作手段２６ａは放射線照射部１４の側面に、操作手段２６ｂはアーム１８の側面に設
けられており、共に、アーム１８の回転および昇降を行なうためのスイッチや、光照射野
の点灯スイッチ等が設けられている。操作手段２８は、ケーブル２８ａで基台２０に接続
されたフットペダル型の操作手段で、後述する圧迫板３８の昇降を行なうスイッチやアー
ム１８の昇降を行なうスイッチ等が設けられている。
【００１５】
　また、後述する線源３０の横方向への移動も、操作手段２６によって行なう。
　放射線照射部１４は、乳房Ｍに放射線を照射する部位であり、図３に模式的に示すよう
に、放射線の線源３０と、投影光源３２と、放射線の照射野を規制するコリメータ３４と
、ミラー３６と、線源３０の移動手段３８とを有する。
　また、放射線照射部１４には、乳房撮影装置１０の全体の動作を管理／制御する、装置
制御手段４２も配置される。
【００１６】
　線源３０は、放射線画像の撮影装置で用いられている、通常の放射線の線源である。ま
た、投影光源３２も、放射線画像の撮影装置において、放射線の照射野を示すための光照
射野用に用いられている公知の光源である。
　ミラー３６は、線源３０が照射する放射線は透過して、投影光源３２が照射する光は反
射するミラーである。
【００１７】
　図示例において、線源３０と投影光源３２とは、光学的に等価の位置に配置される。す
なわち、線源３０と投影光源３２とは、ミラー３６による折り返しを直線状に延ばした際
に、一致する位置に配置され、言い換えれば、投影光源３２は、後述するディテクタ５６
と線源３０とを光学的に結ぶ直線上に配置される。
　移動手段３８は、図４に概念的に示すように、線源３０を矢印ｘで示す横方向（被験者
が乳房撮影装置１０に真正面から対面した際における、胸壁と平行な左右方向　図１にお
いては、紙面と垂直方向）に移動させるものである。後に詳述するが、本発明においては
、この線源３０の移動に応じて、図４に点線で示すように、後述する撮影台１２に配置さ
れるグリッド５４を傾斜させる。
【００１８】
　本発明において、線源３０の移動手段３８としては、乳房放射線画像撮影装置などの各
種の放射線画像撮影装置で利用されている、公知の線源の手段を用いればよい。移動手段
３８は、操作手段２６による入力指示に応じて線源３０を横方向に移動した際には、移動
方向（左右のいずれか）と移動量の情報を、後述する撮影台１２の傾斜手段６０に送る。
　なお、線源３０の移動量には、特に限定はないが、移動をしていない基準位置を中心に
、左右のそれぞれに最大で３～３０ｃｍ程度とすればよい。
【００１９】
　乳房撮影装置１０においては、このように線源３０を移動可能に構成することにより、
前述のように、通常の線源３０の位置では、乳房Ｍを線源３０の真下に位置できない場合
などに、線源３０を移動して乳房Ｍの真上として、乳房Ｍに対して垂直に放射線を入射し
て、放射線画像を撮影することなどを可能にしている。
　ここで、線源３０の横方向への移動は、撮影台１２の乳房載置面１２ａ（＝ディテクタ
５６の放射線入射面）と平行の横方向への移動、および、散乱除去グリッド５４に直交す
る線源３０からの垂線と散乱除去グリッド５４との交点（あるいは、前記垂線上の交点近
傍）を中心とする、線源３０の回転移動による横方向への移動（以下、便宜的に、回転移
動とする）が例示され、いずれであってもよい。
【００２０】
　なお、図示例の乳房撮影装置１０においては、一例として、線源３０は、乳房載置面１
２ａに平行に横方向に移動する。
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　圧迫手段１６は、撮影時に撮影台１２に乳房を圧迫するものであり、乳房を撮影台１２
に圧迫する圧迫板４８と、この圧迫板４８の昇降手段５０とを有する。圧迫板４８は、昇
降手段５０に着脱自在に構成されており、通常サイズの乳房に対応する１８×２４ｃｍサ
イズの物と、大きな乳房に対応する２４×３０ｃｍサイズの物とが用意されている。
【００２１】
　図示例の乳房撮影装置１０において、圧迫板４８および昇降手段５０は、基本的に、公
知の乳房放射線画像の撮影装置に設けられる、公知の乳房の圧迫板と、その昇降手段であ
る。
　撮影台１２は、上面が乳房載置面１２ａとなっている中空の筐体であり、図４に模式的
に示すように、内部には、散乱除去グリッド５４、ディテクタ５６、散乱除去グリッド５
４（以下、グリッド５４とする）のブッキー動作を行なう往復動手段５８と、前述の線源
３０の横方向への移動に応じて、グリッド５４を傾斜させる傾斜手段６０を有する。
【００２２】
　また、図示は省略するが、撮影台１２内には、撮影条件を決定するために、乳房の放射
線画像の撮影に先立って行なうプレ照射において、乳房を透過した放射線を測定するため
のＡＥＣ(Automatic Exposure Control)センサ等が配置される。
　グリッド５４は、放射線の透過部と非透過部とが交互に形成された、乳房の組織等によ
って生じた散乱線（散乱Ｘ線）を除去する、散乱線除去手段（散乱線除去格子）である。
【００２３】
　本発明において、グリッド５４は、図６に概念的に示すように、放射線の透過部が、放
射線の進行方向と逆方向に向かって焦点ｚに集束する（すなわち、放射線の進行方向に向
かって広がる）、集束グリッドである。また、グリッド５４の集束の焦点ｚは、線源３０
（Ｘ線の焦点）に位置する。
　本発明において、グリッド５４自体は、各種の乳房の放射線画像撮影装置で利用されて
いる、公知の集束グリッドでよい。
【００２４】
　図示例の乳房撮影装置１０においては、グリッド５４は、板状の板状の鉛板等の放射線
を透過しない物質と、同様に板状の放射線透過物質とを、板の長手方向と直交する方向に
交互に配列してなる、板状の物である。すなわち、直線状の放射線透過部および非透過部
を、この直線と直交する方向に交互に配列してなる構成を有する。
　乳房撮影装置１０において、グリッド５４は、放射線の透過部と非透過部との配列方向
を、前記横方向（矢印ｘ方向）に一致して配置される。
【００２５】
　すなわち、乳房撮影装置１０において、線源３０は、グリッド５４の放射線の透過部と
非透過部の長手方向（延在方向）と直交する方向に、放射線の透過部と非透過部との境界
を直角に横切るように移動する。
　なお、本発明において、グリッドは、このような直線状の放射線透過部と非透過部を有
するものに限定はされず、集束グリッドであれば、各種の構成のものが利用可能である。
【００２６】
　一例として、格子状の放射線非透過部を有し、この格子の開口部が放射線を透過する材
料で形成されているグリッドが例示される。
　この場合には、グリッドは、放射線非透過部となる格子が、前記横方向と一致しないよ
うに、グリッドが配置され、好ましくは、格子を形成する放射線非透過部となる格子が４
５°の角度で交差するように、グリッドを配置する。
【００２７】
　ディテクタ５６は、放射線画像を撮影するための撮影媒体である。
　本発明において、ディテクタ５６には、特に限定はなく、輝尽性蛍光体を利用する放射
線画像変換パネル（いわゆるＩＰ(Imaging plate))や、固体検出器やＴＦＴ（薄膜トラン
ジスタ）等を利用して放射線を画像に変換（光電変換）するフラットパネルディテクタ等
、放射線画像の撮影装置で利用されている各種の撮影媒体（放射線画像の撮影媒体）が、
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各種、利用可能である。
【００２８】
　なお、ディテクタ５６としてＩＰを用いる場合には、ディテクタ５６には、ＩＰに励起
光を入射し、この励起光の入射によってＩＰが発した輝尽発光光を光電的に読み取る、Ｉ
Ｐの読取手段も内蔵される。
　往復動手段５８は、グリッド５４によって、ディテクタ５６の放射線受光面に固定的な
非放射線照射部が生じてしまうことを防止するために、グリッド５４を往復動（揺動）さ
せる、いわゆるブッキー動作を行なわせる、グリッド移動手段である。なお、本発明にお
いて、ブッキー動作は往復動に限定はされず、１回の撮影で、１方向への移動を１回のみ
行なうものであってもよい。
【００２９】
　なお、マンモグラフィでは、可能な限り胸壁の近くまで乳房を撮影するのが好ましい。
そのため、乳房撮影装置１０では、撮影領域に胸壁との間隙を設けないために、ブッキー
動作は横方向に行い、従って、図示例のような直線状の放射線透過部と非透過部とを配列
してなるグリッド５４は、前述のように、この配列方向を横方向すなわちブッキー動作の
方向として、配置されるのが、通常である。
【００３０】
　図示例の乳房撮影装置１０において、ブッキー動作自体は、公知の乳房放射線画像撮影
装置で行なわれている、通常の動作でよい。
　従って、往復動手段５８も、各種の放射線画像撮影装置で利用されている、各種の構成
が利用可能である。
　図７に、図示例の乳房撮影装置１０の往復動手段５８の概略図を示す。
【００３１】
　図示例においては、グリッド５４の横方向（矢印ｘ方向）の両端部近傍には、この横方
向と直交する方向に延在して（長手方向を有して）、軸６２（６２ａおよび６２ｂ）が、
固定されている。なお、以下の説明では、便宜的に、この横方向と直交する方向（すなわ
ち、真正面に対面する被験者の胸壁から垂直に離間する方向）を、前後方向とする。
　往復動手段５８は、この軸６２と、軸６２を案内するガイド部材７０（７０ａおよび７
０ｂ）と、駆動手段７２と、駆動手段７２とグリッド５４とを係合する係合部材７４とを
有して構成される。
【００３２】
　ガイド部材７０は、前記軸６２が挿通可能なが長孔７６を有する、板状の部材である。
図示例においては、２つのガイド部材７０ａおよび２つのガイド部材７０ｂの、計４つの
ガイド部材７０を有している。ガイド部材７０は、長孔７６が横方向（矢印ｘ方向）に延
在するように、グリッド５４の４つの端部近傍に固定され、ガイド部材７０ａは、長孔７
６に軸６２ａを、ガイド部材７０ｂは、長孔７６に軸６２ｂを、それぞれ挿通する。
【００３３】
　従って、グリッド５４は、この長孔７６に案内されて、横方向に往復動して、ブッキー
動作を行なう。
　駆動手段７２は、円筒の中心線を中心に回転する円筒カム７８と、この円筒カム７８の
回転軸８０と、円筒カム７８を回転させる駆動源８２と、フレーム８４とを有する。
　円筒カム７８は、側面に溝７８ａが形成された円筒カムである。この溝７８ａは、円筒
の上下方向に位置を変動して連続的な凹凸となるように形成されている。また、円筒カム
７８は、円筒の中心線を横方向に一致して配置されており、すなわち、溝７８ａは、横方
向に凹凸となるように形成される。
【００３４】
　円筒カム７８の回転軸８０は、一端は駆動源８２に係合して軸支され、他端は、フレー
ム８４に軸支される。このフレーム８４は、回転軸８０を軸支する面８６ａと、この面８
６ａから直角に屈折して横方向に延在する長方形状の面８６ｂとを有しており、この面８
６ｂの円筒カム７８に対応する部分には、横方向に延在する長孔８８が形成される。
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　係合部材７４は、前後方向の端部（胸壁と離間する側の端部）でグリッド５４を固定し
ており、前後方向に突出して、棒状部７４ａが固定される。
【００３５】
　この棒状部７４ａは、図７中に点線で示すように、フレーム８４の長孔８８に挿通して
、円筒カム７８の溝７８ａに挿入される。従って、円筒カム７８を回転することにより、
溝７８ａに沿って係合部材７４が横方向に往復動し、これにより、グリッド５４がガイド
部材７０の長孔７６に案内されて、横方向に往復動すなわちブッキー動作を行なう。
　傾斜手段６０は、前述のように線源３０が横方向に移動した際に、放射線照射部１４の
移動手段３８から供給された移動方向と移動量の情報に応じて、グリッド５４を傾斜させ
て、グリッド５４の焦点と線源３０（放射線の焦点）とを略一致させるものである。
【００３６】
　図示例において、傾斜手段６０は、図８（Ａ）に概念的に示すように、ブッキー動作を
行なう追う往復動手段５８のガイド部材７２ａを上昇（線源３０に近づける）させ、ガイ
ド部材７２ｂを降下させることにより（昇降が逆でも可）、図８（Ｂ）に示すようにグリ
ッド５４を傾斜させる。すなわち、本例においては、グリッド５４の横方向の中央を回転
中心として、グリッド５４を傾斜させている。
【００３７】
　なお、ガイド部材７２の上昇／降下は、公知の板状部材の移動手段によればよい。
　なお、本発明において、グリッド５４の傾斜手段６０は、図８に示すように、ガイド部
材７２を昇降させる手段に限定はされず、各種の手段が利用可能である。
　例えば、図８（Ａ）および（Ｂ）に示す例では、ガイド部材７２の一方を上昇して他方
を降下することで、グリッド５４を傾斜させているが、本発明は、これに限定はされず、
ガイド部材７２の一方のみを上昇もしくは降下させることにより、グリッド５４を傾斜さ
せてもよい。
【００３８】
　また、ブッキー動作のガイド部材が、横方向の両端部に分離して設けられているのでは
なく、図８（Ｃ）に概念的に示すように、横方向の全域に延在して設けられている場合に
は、ガイド部材もしくはグリッド５４の横方向の一端を回転中心（図示例においては、軸
６２ａが回転中心（支点））としてガイド部材を傾斜させることにより、グリッド５４を
傾斜させてもよい。あるいは、横方向の一端ではなく、ガイド部材もしくはグリッド５４
の横方向の中央部を回転中心として、ガイド部材を傾斜してもよい。なお、前述のように
、軸６２はグリッド５４に固定されて一体化しており、また、ガイド部材はグリッド５４
と一緒に傾斜するので、この傾斜動作では、軸６２やガイド部材は、グリッド５４の一部
と見なすことができる。
【００３９】
　このように、グリッド５４の内部、グリッド５４の上面（放射線入射面）や上面に接す
る部材、グリッド５４の下面や下面に接する部材など、グリッド５４の一部に回転中心を
設定して、グリッド５４を揺動するように傾斜させることにより、グリッド５４を傾斜さ
せるために必要なスペースを最小限とすることができ、これにより、撮影台１２の大型化
を防止することができる。また、本発明においては、これ以外にも、グリッド５４を面方
向に延長して、この延長した領域の同様の一部を回転中心として、グリッド５４を回動す
るように傾斜させてもよく、この構成でも、撮影台１２の大型化を防止できる。
【００４０】
　あるいは、装置構成によっては、ブッキー動作を行なう往復動手段等を含んで、グリッ
ド５４に係る部材を全体的に傾斜させることにより、グリッド５４を傾斜させてもよい。
　ところで、図示例の乳房撮影装置１０においては、線源３０は、乳房載置面１２ａと平
行に横方向に移動する（以下、便宜的に、平行移動とする）。
　従って、乳房撮影装置１０では、グリッド５４を単純に傾斜させても、グリッド５４の
焦点と線源３０とは、完全には一致しない。そのため、線源３０が平行移動する、乳房撮
影装置１０のような装置では、図９に概念的に示すように、グリッド５４の焦点ｚと、横
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方向に移動した線源３０（放射線の焦点）とを結ぶ直線が、グリッド５４と直交するよう
にグリッド５４を傾けることにより、グリッド５４の焦点と線源３０とを略一致させる。
【００４１】
　この際には、一例として、図９に示すように、横方向への線源３０の移動距離をｉ、移
動をしていない線源３０の基準位置からグリッド５４までの距離をｈとした際に、
　　　　　　　　ｔａｎ-1（ｉ／ｈ）＝θ
によって、線源３０の移動に対応する回転角θを求め、この角度θだけ、グリッド５４を
傾斜させることにより、グリッド５４の焦点ｚと、横方向に移動した線源３０とを結ぶ直
線を、グリッド５４に直交させればよい。
【００４２】
　なお、前述のように、本発明において、線源３０の横方向への移動は、このような平行
移動では無く、図１０に概念的に示すように、線源３０からグリッド５４への垂線と、グ
リッド５４との交点を中心とする、線源３０の回転移動でもよい。
　この際には、線源３０を横方向に移動した際の回転角θを求め、この角度θだけグリッ
ド５４を傾斜させることにより、横方向へ移動した線源３０と、グリッド５４の焦点とを
、一致させることができる。
【００４３】
　ここで、装置構成等によっては、線源３０の回転中心がグリッド５４と前記垂線の交点
に出来ず、この垂線上の前記交点近傍となる場合がある。この際には、線源３０とグリッ
ド５４の焦点とを完全に一致させることはできず、若干、ズレを生じる。しかしながら、
このズレ量は誤差範囲と考えても差し支えない程度であり、従って、線源３０の回転角θ
だけグリッド５４を傾斜させることで、線源３０とグリッド５４の焦点と一致させること
ができる。
【００４４】
　前述のように、線源３０を横方向（線源からの垂線がグリッド５４の放射線透過部と非
透過部都を横切る方向）に移動することにより、基準位置では乳房Ｍを線源３０の真下に
位置できない場合などに、乳房Ｍを線源３０の真下にして、乳房に垂直に放射線を入射し
て、乳房Ｍの放射線画像の撮影を行なうことなどが可能になる。また、線源３０を横方向
に移動することで、乳房Ｍに垂直に放射線を入射した際には、影になってしまう部分を撮
影することもできる。
【００４５】
　この際に、集束グリッドを利用する装置では、放射線の透過率や選択率が大幅に低下し
てしまう。これに対し、本発明においては、このように線源３０を横方向に移動した際に
、この線源３０の移動に応じて、グリッド５４を傾斜させることにより、線源３０とグリ
ッド５４の焦点とを一致もしくは略一致させて、線源３０を横方向に移動したことによる
放射線の透過率や選択率の低下を防止して、適正な放射線画像の測定を、安定して行なう
ことができる。
【００４６】
　以下、乳房撮影装置１０の作用を説明する。
　まず、乳房Ｍの大きさに応じた圧迫板４８が昇降手段５０に装着される。
　また、必要に応じて、技師が操作手段２８等を用いて線源３０を横方向への移動を入力
指示する。移動手段３８は、この入力指示に応じて線源３０を移動し、移動方向および距
離の情報を傾斜手段６０に送る。
【００４７】
　移動方向および距離の情報を受けた傾斜手段は、供給された距離ｉ、および、予め記憶
している線源３０とグリッド５４の距離ｈから、「ｔａｎ-1（ｉ／ｈ）＝θ」によって線
源３０の移動に対応する回転角θを求める。次いで、線源３０の移動方向に応じて、この
角度θだけグリッド５４を傾斜させて、グリッド５４の焦点ｚと、横方向に移動した線源
３０とを結ぶ直線を、グリッド５４に直交させて、グリッド５４の焦点ｚと線源（放射線
の焦点）とを略一致させる。
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【００４８】
　操作手段２８等を用いて技師による指示が出されると、昇降手段５０が圧迫板４８を降
下して、撮影台１２（乳房載置面１２ａ）と圧迫板４８とで被験者の右乳房を圧迫する。
　圧迫板４８による右乳房の圧迫が所定の状態となった時点で、線源３０を駆動して、プ
レ照射を行う。プレ照射を行なうと、このプレ照射の結果および乳房の厚さ（圧迫板３８
の高さ）に応じて、撮影条件（一例として管電圧および照射時間）が設定され、この撮影
条件に応じて、右乳房の放射線画像の撮影が行なわれ、ディテクタ５６に右乳房の放射線
画像が撮影される。
【００４９】
　ここで、この撮影の際に、線源３０が横方向に移動していても、本発明においては、こ
の線源３０の移動に応じて、グリッド５４を傾斜して、線源３０とグリッド５４の焦点と
を略一致させているので、放射線の透過率や選択率を低下することなく、適正な乳房の放
射線画像を撮影できる。
　以上、本発明の放射線撮影装置について詳細に説明したが、本発明は、上記実施例に限
定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変更を行なってもよ
いのは、もちろんである。
【００５０】
　例えば、以上の実施例は、本発明の効果を得やすい好適な例として、本発明を乳房撮影
装置に利用した例であるが、本発明は、これに限定はされず、胸部Ｘ線撮影装置等、各種
の放射線画像の撮影装置に利用可能である。
　また、線源の移動方向も横方向に限定はされず、線源から集束グリッドへの垂線が、集
束グリッドの放射線透過部と非透過部との境界を横切る方向であれば、線源の移動方向に
は、特に限定は無い。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の放射線撮影装置の一例の概念図である。
【図２】図１に示す放射線撮影装置の動作を説明するための概念図である。
【図３】図１に示す放射線撮影装置の放射線照射部の概念図である。
【図４】図１に示す放射線撮影装置の動作を説明するための概念図である。
【図５】図１に示す放射線撮影装置の撮影台の概念図である。
【図６】図１に示す放射線撮影装置に用いられる集束グリッドの概念図である。
【図７】図１に示す放射線撮影装置においてブッキー動作を行なう往復動手段の概略斜視
図である。
【図８】（Ａ），（Ｂ）および（Ｃ）は、図１に示す放射線撮影装置の動作を説明するた
めの概念図である。
【図９】図１に示す放射線撮影装置の動作を説明するための概念図である。
【図１０】図１に示す放射線撮影装置の動作の別の例説明するための概念図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１０，７０　乳房撮影装置（乳房放射線画像撮影装置）
　１２　撮影台
　１４，７０　放射線照射部
　１６　圧迫手段
　１８　アーム
　２０　基台
　２２　高圧電源
　２４　軸
　２６，２８　操作手段
　３０　線源
　３２　投影光源
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　３４　コリメータ
　３６　ミラー
　３８　移動手段
　４０　制御手段
　４８　圧迫板
　５０　昇降手段
　５４　（散乱除去）グリッド
　５６　ディテクタ
　５８　往復動手段
　６０　傾斜手段
　６２　軸
　７０　ガイド部材
　７２　駆動手段
　７４　係合部材
　７６，８８　長孔
　７８　円筒カム
　８０　回転軸
　８２　駆動源
　８４　フレーム
　８６　面

【図１】 【図２】

【図３】
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