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(57)【要約】
　
【課題】　例えば、ＳｉＰＭの出力は顕著な温度依存性
を有するため、安定した出力を得るためにはＳｉＰＭの
温度制御が必要となる。本発明が解決しようとする課題
は、所定温度近傍で光電変換部の温度を制御することで
ある。
【解決手段】　上記課題を解決するために、実施形態の
Ｘ線ＣＴ装置は、Ｘ線を光に変換するシンチレータと、
前記シンチレータによって変換された前記光に基づいて
電気信号を生成する光電変換部と、前記光電変換部の温
度を所定温度近傍で吸熱制御する温度制御手段と、を備
える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を光に変換するシンチレータと、
　前記シンチレータによって変換された前記光に基づいて電気信号を生成する光電変換部
と、
　前記光電変換部の温度を所定温度近傍で吸熱制御する温度制御手段と、
　を備えるＸ線ＣＴ装置。
【請求項２】
　前記シンチレータ、前記光電変換部、前記温度制御手段を回転部に備え、
　前記回転部の回転が停止しているときに前記温度制御手段を冷却する冷却手段を備える
請求項１に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項３】
　前記温度制御手段は、前記光電変換部で発生した熱を吸収し蓄熱する潜熱蓄熱材を備え
る請求項１又は２に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項４】
　前記温度制御手段は、
　吸熱面と放熱面を有し、電流が印加されると前記光電変換部で発生した熱を前記吸熱面
で吸熱し前記放熱面で放熱するペルチェ素子と、
　前記光電変換部の温度を計測する温度センサと、
　前記温度センサが計測した温度に基づいて前記ペルチェ素子に電流を印加する温度コン
トローラと、
　前記ペルチェ素子の前記放熱面で放熱された熱を蓄熱する蓄熱部と、
　を備える請求項１又は２に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項５】
　前記光電変換部の温度を計測する温度センサを備え、
　前記冷却手段は、前記温度センサによって計測された前記光電変換部の温度に基づいて
前記温度制御手段を冷却する請求項１乃至３のうちいずれか一つに記載のＸ線ＣＴ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、Ｘ線ＣＴ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フォトンカウンティング方式の検出器を用いたＸ線ＣＴ装置の開発が進められて
いる。従来のＸ線ＣＴ装置で用いられている積分型の検出器と異なり、フォトンカウンテ
ィング方式の検出器は、被検体を透過したＸ線に由来する光を個々に計数する。したがっ
て、フォトンカウンティング方式の検出器を用いたＸ線ＣＴ装置は、ＳＮ比（Ｓｉｇｎａ
ｌ　ｐｅｒ　Ｎｏｉｓｅ）の高いＸ線ＣＴ画像を再構成することができる。またフォトン
カウンティング方式の検出器を用いたＸ線ＣＴ装置は、１種類のＸ線出力を複数のエネル
ギー成分に分けて画像化できるため、Ｋ吸収端の違いを利用した物質の同定が可能となる
。フォトンカウンティング方式の検出器には、光電変換部として、例えばシリコンフォト
マルチプライヤー(ＳｉＰＭ)が使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－３４９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＳｉＰＭの出力は顕著な温度依存性を有するため、安定した出力を得る
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ためにはＳｉＰＭの温度制御が必要となる。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、所定温度近傍で光電変換部の温度を制御することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、実施形態のＸ線ＣＴ装置は、Ｘ線を光に変換するシンチレ
ータと、前記シンチレータによって変換された前記光に基づいて電気信号を生成する光電
変換部と、前記光電変換部の温度を所定温度近傍で吸熱制御する温度制御手段と、を備え
る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態の構成を示すブロック図。
【図２】実施形態におけるＸ線ＣＴ装置の概略図。
【図３】実施形態における架台内部の概略図。
【図４】実施形態におけるＸ線検出部の概略図１。
【図５】実施形態におけるＸ線検出部の概略図２。
【図６】実施形態におけるＸ線検出部の概略図３。
【図７】実施形態におけるＸ線検出部と冷却機構の概略図。
【図８】実施形態の動作を示すフロー図。
【図９】変形例におけるＸ線検出部の概略図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【０００９】
　まず、本実施形態におけるＸ線ＣＴ装置の構成を図１乃至図７のいずれかを用いて説明
する。
【００１０】
　図１は、本実施形態におけるＸ線ＣＴ装置１のブロック図である。
【００１１】
　図２は、本実施形態におけるＸ線ＣＴ装置１の概略図である。
【００１２】
　図１又は図２に示すように、本実施形態におけるＸ線ＣＴ装置１は、架台１ａ、コンソ
ール１ｂ、寝台１３を備える。本実施形態では、寝台１３に載置される被検体の体軸方向
に延びる軸をＺ軸、鉛直上下方向に延びる軸をＹ軸、Ｚ軸とＹ軸に直交する方向に延びる
軸をＸ軸とし、以下説明する。
【００１３】
　図１に示すように、架台１ａは、回転部１ｃ、固定部１ｄを備える。
【００１４】
　図３は、架台１ａ内部の概略図である。
【００１５】
　図１に示すように、回転部１ｃは、Ｘ線照射部４、Ｘ線検出部５、データ送信部６を備
える。また、図１乃至図３のいずれかに示すように、固定部１ｄは、データ受信部７、回
転部駆動機構１２、冷却機構１４、開口部１５を備える。回転部１ｃは、Ｘ線照射部４か
ら照射され被検体を透過したＸ線がＸ線検出部５の検出面２１に入射するようにそれぞれ
を保持する。回転部１ｃは、回転部駆動機構１２の動作に基づいて、開口部１５の中心Ｏ
を通りＺ軸に平行な軸（鎖線Ａ）を中心に回転する。回転部１ｃは、回転部駆動機構１２
の動作に基づいて、Ｘ線照射部４が開口部最上端１５ａに対して最も近く位置し、尚且つ
、検出面２１の湾曲方向Ｂにおける検出面中央２１ａが開口部最下端１５ｂに最も近く位
置する状態で停止する。
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【００１６】
　図１に示すように、コンソール１ｂは、システム制御部２、スキャン制御部３、画像再
構成部８、画像記憶部９、表示部１０、入力部１１を備える。
【００１７】
　システム制御部２は、所定のタイミングで所定の入力画面を表示部１０に表示させる。
システム制御部２は、入力部１１を介したオペレータの指示に従って、スキャン計画を生
成する。なお、スキャン計画の詳細については、本実施形態と直接的に係わりがないため
割愛する。システム制御部２は、生成した当該スキャン計画を、スキャン制御部３に通知
する。システム制御部２は、入力部１１を介したオペレータによってスキャン開始が指示
されると、スキャン開始の旨をスキャン制御部３に通知する。システム制御部２は、入力
部１１を介したオペレータの指示に従って、画像再構成部８によって再構成され画像記憶
部９に記憶された画像を表示部１０に表示させる。システム制御部２は、入力部１１を介
したオペレータの指示に従って、寝台１３の動作を制御する。システム制御部２は、Ｘ線
ＣＴ装置１が起動すると、冷却機構１４に冷却開始を指示する。システム制御部２は、回
転部駆動機構１２から回転部１ｃの回転を開始する旨を通知されると、冷却機構１４に冷
却停止を指示する。システム制御部２は、回転部駆動機構１２から回転部１ｃの回転が停
止した旨を通知されると、入力部１１を介したオペレータの指示にしたがって、冷却機構
１４に冷却開始を指示する。
【００１８】
　スキャン制御部３は、システム制御部２からスキャン開始の旨を通知されると、Ｘ線照
射部４、Ｘ線検出部５、回転部駆動機構１２、寝台１３に指示を与える。スキャン制御部
３は、システム制御部２から通知されたスキャン計画に基づくタイミングと強度でＸ線の
照射を開始するように、Ｘ線照射部４に指示する。スキャン制御部３は、システム制御部
２から通知されたスキャン計画に基づくタイミングでＸ線の照射を停止するように、Ｘ線
照射部４に指示する。スキャン制御部３は、検出したＸ線に基づく信号をスキャン計画に
基づくタイミングでデータ送信部に送信するように、Ｘ線検出部５に指示する。スキャン
制御部３は、スキャン計画に基づくタイミングで回転部１の回転を開始するように、回転
部駆動機構１２に指示する。スキャン制御部３は、スキャン計画に基づくタイミングで回
転部１の回転を停止するように、回転部駆動機構１２に指示する。スキャン制御部３は、
スキャン計画に基づくタイミングと速度で寝台１３に載置された被検体のＺ軸方向への移
動を開始するように、寝台１３に指示する。スキャン制御部３は、スキャン計画に基づく
タイミングで寝台１３に載置された被検体のＺ軸方向への移動を停止するように、寝台１
３に指示する。
【００１９】
　Ｘ線照射部４は、スキャン制御部３の指示に基づいて、Ｘ線を照射する。Ｘ線照射部４
は、スキャン制御部３の指示に基づいて、Ｘ線の照射を停止する。
【００２０】
　図４は、Ｘ－Ｙ平面と平行な断面におけるＸ線検出部５の内部構造を示す概略図である
。
【００２１】
　Ｘ線検出部５は、シンチレータ３１、ＳｉＰＭ３２、基板３３、Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔ
ａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ回路（ＣＭＯＳ回路３４
）、蓄熱部３５を備える。
【００２２】
　図５、図６は、湾曲方向ＢとＺ軸に平行な断面におけるＸ線検出部５の内部構造を示す
概略図である。
【００２３】
　本実施形態において、例えばシンチレータ３１とＳｉＰＭ３２は、各々一つずつで素子
２４を一つ形成する。また、本実施形態において、例えば基板３３、ＣＭＯＳ回路３４、
蓄熱部３５各々一つずつと複数の素子２４は、ブロック２３を一つ形成する。Ｘ線検出部
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５は、前述の湾曲方向ＢとＺ軸方向をそれぞれ行方向と列方向とみなしたとき、例えば図
５に示すように４、（行）×３８（列）個のブロック２３を備える。更に、一つのブロッ
ク２３は、例えば図５に示すように、６４（行）×２４（列）個の素子２４を備える。Ｘ
線照射部４から照射され寝台１３に載置された被検体を透過したＸ線は、各素子２４単位
でコリメートされ、各素子２４に入射する。
【００２４】
　シンチレータ３１は、入射されたＸ線に基づいて光を発生させる。
【００２５】
　ＳｉＰＭ３２は、光電変換部であり、シンチレータ３１で発生した光に基づくアナログ
信号を生成する。ＳｉＰＭ３２は、図４に示すように基板３３と接触する。
【００２６】
　基板３３は、対応する各ＳｉＰＭ３２によって生成されたアナログ信号を、ＣＭＯＳ回
路３４に伝達する。基板３３は、図４又は図６に示すように、ＳｉＰＭ３２、ＣＭＯＳ回
路３４、蓄熱部３５と接触する。基板３３は、ＳｉＰＭ３２との接触部に銅箔を広く備え
、ＳｉＰＭ３２で発生した熱は基板３３に良好に伝わる。また、基板３３は、蓄熱部３５
との接触部に銅箔を広く備え、ＳｉＰＭ３２から基板３３に伝わった熱は蓄熱部３５に良
好に伝わる。
【００２７】
　ＣＭＯＳ回路３４は、スキャン制御部３の指示に基づいて、基板３３から伝達されたア
ナログ信号をデジタル信号に変換し、当該デジタル信号をデータ送信部６に送信する。
【００２８】
　蓄熱部３５は、温度制御手段であり、例えばパラフィン、塩化カルシウム水和物、硫化
ナトリウム水和物、チオ硫酸ナトリウム水和物、酢酸ナトリウム水和物などの潜熱蓄熱材
を、熱伝導性が高い容器内に備える。この潜熱蓄熱材は、ＳｉＰＭ３２で発生し、基板３
３を介して伝わった熱を吸収する。上述した通り、本実施形態においてＳｉＰＭ３２で発
生した熱は、基板３３を介して蓄熱部３５に良好に伝わるため、潜熱蓄熱材の温度とＳｉ
ＰＭ３２の温度は等しい温度になろうとする。以下簡略化のため、例えばそれぞれの比熱
の違いを無視し、潜熱蓄熱材の温度とＳｉＰＭ３２の温度が等しくなる場合を仮定し、説
明する。
【００２９】
　例えば、潜熱蓄熱材の温度とＳｉＰＭ３２の温度が潜熱蓄熱材の融解温度より低いとき
、潜熱蓄熱材の温度はＳｉＰＭ３２で発生し基板３３を介して伝導した熱に基づいて、ま
ず、当該融解温度まで上昇する。潜熱蓄熱材の温度が当該融解温度まで上昇すると、潜熱
蓄熱材はＳｉＰＭ３２で発生し基板３３を介して伝導した熱を蓄積し始める。潜熱蓄熱材
の温度は、蓄積された熱量が潜熱蓄熱材の融解熱を超えない限り、一定に保たれる。した
がって、このときＳｉＰＭ３２で熱が発生しても、その熱は基板３３を介して潜熱蓄熱材
に伝導し蓄積されるため、ＳｉＰＭ３２の温度は一定に保たれる。最終的に、ＳｉＰＭ３
２で更に熱が発生し、潜熱蓄熱材に蓄積された熱量が潜熱蓄熱材の融解熱を超えると、潜
熱蓄熱材の温度は上昇し、ＳｉＰＭ３２の温度も上昇する。なお、例えば潜熱蓄熱材が以
下の組成式で表されるパラフィンであった場合、融解温度は約２８℃であり、融解熱は約
２４０ｋＪ／ｋｇである。
【化１】

【００３０】
　データ送信部６は、例えば光通信手段を備えており、ＣＭＯＳ回路３４から受信したデ
ジタル信号を光情報に変換し、当該光通信手段を用いて当該光情報を固定部１ｄのデータ
受信部７に送信する。
【００３１】
　データ受信部７は、データ送信部６から受信した光情報に基づいて投影データを生成し
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、当該投影データを画像再構成部８に送信する。
【００３２】
　画像再構成部８は、データ受信部７から受信した投影データに基づいて、画像を再構成
する。画像再構成部８は、再構成した画像を画像記憶部９に送信する。
【００３３】
　画像記憶部９は、画像再構成部８から受信した画像を記憶する。
【００３４】
　表示部１０は、システム制御部２の指示に従って、画像記憶部９に記憶された画像を表
示する。表示部１０は、システム制御部２の指示に従って、所定の入力画面を表示する。
【００３５】
　入力部１１は、例えばマウスやキーボードなどを備え、これらを用いたオペレータの入
力内容に基づく指示をシステム制御部２に与える。
【００３６】
　回転部駆動機構１２は、スキャン制御部３の指示に基づいて、回転部１ｃを回転させる
。回転部駆動機構１２は、スキャン制御部３の指示に基づいて、回転部１ｃの回転を停止
させる。回転部駆動機構１２は、回転部１ｃの回転を停止させる際、上述したようにＸ線
照射部４が開口部最上端１５ａに対して最も近く位置し、尚且つ、検出面２１の湾曲方向
Ｂにおける検出面中央２１ａが開口部最下端１５ｂに最も近く位置する状態にする。回転
部駆動機構１２は、回転部１ｃの回転を開始するとき、システム制御部２に回転部１ｃの
回転を開始する旨を通知する。回転部駆動機構１２は、回転部１ｃの回転が停止したとき
、システム制御部２に回転部１ｃの回転が停止した旨を通知する。
【００３７】
　寝台１３は、システム制御部２の指示に従って、載置された被検体をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸
の方向に移動させる。寝台１３は、スキャン制御部３の指示に基づいて、載置された被検
体をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の方向に移動させる。寝台１３は、スキャン制御部３の指示に基づ
いて、載置された被検体の移動を停止させる。
【００３８】
　冷却機構１４は、蓄熱部３５を冷却するための冷却手段であり、システム制御部２の指
示に従って、冷風を発生させる。冷却機構１４は、システム制御部２の指示に従って、発
生させた冷風を停止させる。
【００３９】
　図７は、本実施形態におけるＸ線検出部５と冷却機構１４の概略図である。
【００４０】
　回転部１ｃは、上述の構成に加えて、図７に示すようなダクト１６ａ、ダクト１６ｂを
備える。固定部１ｄは、上述の構成に加えて、図７に示すようなダクト１７ａ、ダクト１
７ｂを備える。Ｘ線検出部５は、上述の構成に加えて、図３と図７に示すような通気口２
２ａ、通気口２２ｂを備える。冷却機構１４によって発生した冷風は、例えばダクト１７
ａ、ダクト１６ａ、通気口２２ａ、Ｘ線検出器５の内部、通気口２２ｂ、ダクト１６ｂ、
ダクト１７ｂの順で循環するように送風される。なお、図７に示すように、ダクト１６ａ
とダクト１７ａ、ダクト１６ｂとダクト１７ｂは、回転部１ｃが停止中、即ち、検出面２
１の湾曲方向Ｂにおける検出面中央２１ａが開口部最下端１５ｂに最も近く位置する状態
のときに接続される。本実施形態において、冷却機構１４で発生される冷風の温度は、例
えば潜熱蓄熱材の融解温度であり、当該冷風が潜熱蓄熱材に蓄積された熱を取り除きつつ
、潜熱蓄熱材の温度を融解温度より下げない構成になっている。
【００４１】
　次に、本実施形態の動作について、図８のフロー図を用いて説明する。
【００４２】
　ステップＳ１において、検査を開始する。
【００４３】
　ステップＳ２において、オペレータはＸ線ＣＴ装置１を起動させる。Ｘ線ＣＴ装置１が
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起動すると、システム制御部２は、冷却機構１４に冷却開始を指示する。冷却機構１４は
、システム制御部２の指示に従って、冷風を発生させる。冷却機構１４によって発生した
冷風は、ダクト１７ａ、ダクト１６ａ、通気口２２ａ、Ｘ線検出器５の内部、通気口２２
ｂ、ダクト１６ｂ、ダクト１７ｂの順で循環するように送風され、蓄熱部３５を潜熱蓄熱
材の融解温度に冷却する。また、ここで、システム制御部２は、スキャン計画生成用の入
力画面を表示部１０に表示させる。
【００４４】
　ステップＳ３において、オペレータは、表示部１０に表示されたスキャン計画生成用の
入力画面を参照し、入力部１１を介して入力する。システム制御部２は、入力部１１を介
したオペレータの指示に従って、スキャン計画を生成する。システム制御部２は、生成し
た当該スキャン計画を、スキャン制御部３に通知する。
【００４５】
　ステップＳ４において、オペレータは、寝台１３に被検体を載置させる。また、オペレ
ータは、載置させた被検体をスキャン開始位置に移動させるように、入力部１１に入力す
る。システム制御部２は、入力部１１を介したオペレータの指示に従って、寝台１３の動
作を制御する。寝台１３は、システム制御部２の制御に従って、被検体の位置をスキャン
開始位置に移動させる。寝台１３の動作によって被検体がスキャン開始位置に移動すると
、オペレータは入力部１１に入力し、システム制御部２にスキャン開始を指示する。
【００４６】
　ステップＳ５において、入力部１１を介したオペレータによってスキャン開始が指示さ
れると、システム制御部２は、スキャン開始の旨をスキャン制御部３に通知する。スキャ
ン制御部３は、システム制御部２からスキャン開始の旨を通知されると、Ｘ線照射部４、
Ｘ線検出部５、回転部駆動機構１２、寝台１３に指示を与える。スキャン制御部３は、シ
ステム制御部２から通知されたスキャン計画に基づくタイミングと強度でＸ線の照射を開
始し、スキャン計画に基づくタイミングでＸ線の照射を停止するように、Ｘ線照射部４に
指示する。スキャン制御部３は、検出したＸ線に基づく信号をスキャン計画に基づくタイ
ミングでデータ送信部に送信するように、Ｘ線検出部５に指示する。スキャン制御部３は
、スキャン計画に基づくタイミングで回転部１の回転を開始し、スキャン計画に基づくタ
イミングで回転部１の回転を停止するように、回転部駆動機構１２に指示する。スキャン
制御部３は、スキャン計画に基づくタイミングと速度で寝台１３に載置された被検体のＺ
軸方向への移動を開始し、スキャン計画に基づくタイミングで寝台１３に載置された被検
体のＺ軸方向への移動を停止するように、寝台１３に指示する。
【００４７】
　スキャン制御部３による指示が与えられると、Ｘ線照射部４、Ｘ線検出部５、回転部駆
動機構１２、寝台１３は、スキャン制御部３の指示に基づく各々の動作を実施する。
【００４８】
　回転部駆動機構１２は、スキャン制御部３の指示に基づいて、回転部１ｃを回転させる
。このとき、回転部駆動機構１２は、システム制御部２に回転部１ｃの回転を開始する旨
を通知する。システム制御部２は、回転部駆動機構１２から回転部１ｃの回転を開始する
旨を通知されると、冷却機構１４に冷却停止を指示する。冷却機構１４は、システム制御
部２の指示に従って、発生させた冷風を停止させる。
【００４９】
　Ｘ線照射部４は、スキャン制御部３の指示に基づいて、Ｘ線を照射する。シンチレータ
３１は、寝台１３に載置された被検体を透過し入射されたＸ線に基づいて光を発生させる
。ＳｉＰＭ３２は、シンチレータ３１で発生した光に基づくアナログ信号を生成する。基
板３３は、対応する各ＳｉＰＭ３２によって生成されたアナログ信号を、ＣＭＯＳ回路３
４に伝達する。ＣＭＯＳ回路３４は、スキャン制御部３の指示に基づいて、基板３３から
伝達されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、当該デジタル信号をデータ送信部６に
送信する。データ送信部６は、ＣＭＯＳ回路３４から受信したデジタル信号を光情報に変
換し、光通信手段を用いて当該光情報を固定部１ｄのデータ受信部７に送信する。データ
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受信部７は、データ送信部６から受信した光情報に基づいて投影データを生成し、当該投
影データを画像再構成部８に送信する。画像再構成部８は、データ受信部７から受信した
投影データに基づいて、画像を再構成する。画像再構成部８は、再構成した画像を画像記
憶部９に送信する。画像記憶部９は、画像再構成部８から受信した画像を記憶する。
【００５０】
　寝台１３は、寝台１３は、スキャン制御部３の指示に基づいて、載置された被検体を移
動させる。
【００５１】
　ステップＳ６において、ステップＳ３で生成されたスキャン計画に基づくスキャンが終
了すると、Ｘ線照射部４、回転部駆動機構１２、寝台１３は、ステップＳ５におけるスキ
ャン制御部３の指示に基づく各々の動作を実施する。
【００５２】
　Ｘ線照射部４は、ステップＳ５におけるスキャン制御部３の指示に基づいて、Ｘ線の照
射を停止する。
【００５３】
　寝台１３は、ステップＳ５におけるスキャン制御部３の指示に基づいて、被検体の移動
を停止させる。
【００５４】
　回転部駆動機構１２は、ステップＳ５におけるスキャン制御部３の指示に基づいて、回
転部１ｃの回転を停止させる。回転部駆動機構１２は、回転部１ｃの回転を停止させる際
、上述したようにＸ線照射部４が開口部最上端１５ａに対して最も近く位置し、尚且つ、
検出面２１の湾曲方向Ｂにおける検出面中央２１ａが開口部最下端１５ｂに最も近く位置
する状態にする。回転部駆動機構１２は、回転部１ｃの回転が停止したとき、システム制
御部２に回転部１ｃの回転が停止した旨を通知する。
【００５５】
　ステップＳ７において、システム制御部２は、別のスキャンを実施するか否かの選択画
面を表示部１０に表示させる。オペレータは、別のスキャンを実施する場合、入力部１１
を介して別のスキャンを実施するための選択肢を選択する。この場合、フローはステップ
Ｓ８に移行する。一方、オペレータは、別のスキャンを実施しない場合、入力部１１を介
して別のスキャンを実施しないための選択肢を選択する。この場合、フローはステップＳ
９に移行する。
【００５６】
　ステップＳ８において、システム制御部２は、冷却機構１４に冷却開始を指示する。冷
却機構１４は、システム制御部２の指示に従って、冷風を発生させる。冷却機構１４によ
って発生した冷風は、ダクト１７ａ、ダクト１６ａ、通気口２２ａ、Ｘ線検出器５の内部
、通気口２２ｂ、ダクト１６ｂ、ダクト１７ｂの順で循環するように送風され、蓄熱部３
５を潜熱蓄熱材の融解温度に冷却する。また、ここで、システム制御部２は、スキャン計
画生成用の入力画面を表示部１０に表示させ、フローはステップＳ３に移行する。
【００５７】
　ステップＳ９において、検査を終了する。
【００５８】
　以上で説明したように、本実施形態におけるＸ線ＣＴ装置１は、スキャン時においてＳ
ｉＰＭ３２が発生させた熱を蓄熱部３５に吸収させ、ＳｉＰＭ３２の温度を潜熱蓄熱材の
融解温度に保つ。また、本実施形態におけるＸ線ＣＴ装置１は、回転部１ｃの停止時に蓄
熱部３５を潜熱蓄熱材の融解温度で冷却し、蓄熱部３５が備える潜熱蓄熱材に蓄積された
熱を取り除く。以上によって、温度依存性が顕著なＳｉＰＭ３２の出力を安定させること
ができ、信頼性の高いＸ線ＣＴ画像を再構成することができる。また、本実実施形態にお
けるＸ線ＣＴ装置１は、複雑な温度制御手段や冷却手段を回転部１ｃに設ける必要が無く
、回転部１ｃの大型化も防止することができる。
【００５９】
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　本実施形態では、融解温度が約２８℃であり、融解熱が約２４０ｋＪ／ｋｇであるパラ
フィンを具体的な潜熱蓄熱材の例として説明したが、融解温度が更に低く、融解熱が更に
大きい潜熱蓄熱材を蓄熱部３５に用いても良い。融解温度が更に低い潜熱蓄熱材を蓄熱部
３５に用いた場合、ＳｉＰＭ３２で生成されるアナログ信号のＳＮ比を下げることができ
る。また、融解熱が更に大きい潜熱蓄熱材を蓄熱部３５に用いた場合、より安定してＳｉ
ＰＭ３２の温度を保つことができる。
【００６０】
　本実施形態では、冷却機構１４が発生させる冷風の温度を所定の温度に定め、ＳｉＰＭ
３２と蓄熱部３５の温度を制御する場合について説明したが、例えば、ＳｉＰＭ３２や蓄
熱部３５に温度センサを設け、この温度センサが検知したＳｉＰＭ３２や蓄熱部３５の温
度に基づいて、冷却機構１４が発生させる冷風の温度を変化させても良い。また、この温
度センサが検知した蓄熱部３５の温度が、潜熱蓄熱材の融解温度を超えて上昇をした場合
、スキャンを中断し、蓄熱部３５を冷却しても良い。
【００６１】
　本実施形態では、蓄熱部３５の温度を潜熱蓄熱材の融解温度に保ち、間接的にＳｉＰＭ
３２の温度を維持する場合について説明したが、例えばペルチェ素子、温度センサ、温度
コントローラを用いれば、潜熱蓄熱材の融解温度より低い温度でＳｉＰＭ３２の温度を維
持することができる。
【００６２】
　図９は、変形例におけるＸ線検出部５の内部構造の概略図である。
【００６３】
　この変形例において、Ｘ線検出部５は、基板３３と蓄熱部３５の間にペルチェ素子３６
を備え、ＳｉＰＭ３２と基板３３の間に温度センサ３７を備える。ペルチェ素子３６は、
吸熱面と放熱面を有し、吸熱面は基板３３と、放熱面は蓄熱部３５と接触している。ペル
チェ素子３６は、図示しない温度コントローラと接続されており、当該温度コントローラ
によって電流が印加されると、吸熱面から吸熱し、放熱面から放熱する。温度センサ３７
は、ＳｉＰＭ３２の温度を検知し、当該温度コントローラにＳｉＰＭ３２の温度を通知す
る。温度コントローラは、温度センサ３７から通知されるＳｉＰＭ３２の温度が一定にな
るように、ペルチェ素子３６に電流を印加する。この変形例では、例えばペルチェ素子３
６から蓄熱部３５に放熱された熱は、蓄熱部３５によって吸収される。蓄熱部３５は、本
実施形態の説明と同様に、回転部１ｃの回転が中止されているときに冷却され、蓄熱部３
５に蓄積された熱は取り除かれる。この場合、蓄熱部３５が温度を一定に保つことは必須
では無いため、蓄熱部３５が潜熱蓄熱材を備えていなくとも良い。潜熱蓄熱材の代用とし
ては、例えば熱容量が大きい部材などがある。
【００６４】
　本実施形態では、簡略化のため、ＳｉＰＭ３２と蓄熱部３５の温度が等しい場合につい
て説明したが、実際には比熱等の違いがあるため、ＳｉＰＭ３２と蓄熱部３５の温度に差
がある。この場合においても、ＳｉＰＭ３２の温度は蓄熱部３５の潜熱蓄熱材の融解温度
に起因して略一定に保たれるので、本実施形態で説明した効果と同様の効果を得られる。
また、本実施形態では、簡略化のため、蓄熱部３５の潜熱蓄熱材の融解温度と同じ温度の
冷風を冷却機構１４が送風すると、蓄熱部３５の温度が当該融解温度に保たれる場合につ
いて説明したが、実際には比熱等の違いがあるため、冷風の温度と冷却された蓄熱部３５
の温度には差がある。この場合、例えば蓄熱部３５の温度が当該融解温度を維持するよう
に、冷風の温度を当該融解温度より低く設定することで、本実施形態の効果と同様の効果
を得られる。
【００６５】
　本実施形態では、冷却機構１４が冷風を発生させ、その冷風で蓄熱部３５を冷却する場
合について説明したが、例えばヒートパイプなどの他の冷却手段を用いて蓄熱部３５を冷
却させても良い。
【００６６】
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　本実施形態では、スキャンの実施を優先させ、蓄熱部３５の冷却時間によらず冷却を停
止させる場合について説明したが、例えば所定時間は確実に蓄熱部３５を冷却し、この所
定時間が経過した後にスキャンを実施するような仕様でも良い。この場合、例えば蓄熱材
３５が蓄積した熱を毎回所定量だけ取り除くことができ、ＳｉＰＭ３２の出力をより安定
させることができる。
【００６７】
　本実施形態は、光電変換部がＳｉＰＭである場合について説明したが、例えば顕著な温
度依存性を有する光電変換部であれば本実施形態は適用できる。
【００６８】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであ
り、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００６９】
１・・・Ｘ線ＣＴ装置
１ａ・・・架台
１ｂ・・・コンソール
１ｃ・・・回転部
１ｄ・・・固定部
２・・・システム制御部
３・・・スキャン制御部
４・・・Ｘ線照射部
５・・・Ｘ線検出部
６・・・データ送信部
７・・・データ受信部
８・・・画像再構成部
９・・・画像記憶部
１０・・・表示部
１１・・・入力部
１２・・・回転部駆動機構
１３・・・寝台
１４・・・冷却機構
１５・・・開口部
１５ａ・・・開口部上端
１５ｂ・・・開口部下端
１６ａ、１６ｂ、１７ａ、１７ｂ・・・ダクト
２１・・・検出面
２１ａ・・・検出面中央
２２ａ、２２ｂ・・・通気口
２３・・・ブロック
２４・・・素子
３１・・・シンチレータ
３２・・・ＳｉＰＭ
３３・・・基板
３４・・・ＣＭＯＳ回路
３５・・・蓄熱部
３６・・・ペルチェ素子
３７・・・温度センサ
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