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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の放射線画像を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段に撮影条件を供給する一方、前記撮影手段により撮影した前記放射線画像
を処理する処理装置と、
　を備え、
　前記処理装置は、
　使用する前記撮影手段及び前記撮影条件を含む撮影のためのオーダ情報を登録する登録
メニューを表示する表示部と、
　使用する前記撮影手段の種類を検出する検出部と、
　検出された前記撮影手段の種類に応じた登録メニューを選択し、選択した前記登録メニ
ューを前記表示部に表示させる選択部と、
　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２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記撮影手段は、
　放射線を出力する放射線源と、
　前記被写体を透過した前記放射線を電気信号としての放射線画像に変換する放射線変換
器と、
　を備え、
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　前記放射線源は、前記放射線変換器の特性に応じた前記撮影条件に従って制御されるこ
とを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項３】
　請求項２記載のシステムにおいて、
　前記放射線変換器は、前記処理装置との間で無線通信による情報の送受信を行うことを
特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記撮影手段は、
　放射線を出力する放射線源と、
　前記被写体を透過した前記放射線を放射線エネルギとして蓄積する蓄積性蛍光体パネル
と、
　を備え、
　前記放射線源は、前記蓄積性蛍光体パネルの特性に応じた前記撮影条件に従って制御さ
れることを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項５】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記選択部による前記登録メニューの選択を禁止し、前記登録メニューを固定する固定
モード、又は、前記選択部による前記登録メニューの選択を可能とする登録モードを予め
設定する固定部をさらに有し、
　前記固定部により前記登録モードが予め設定されている場合、前記検出部が検出した撮
影手段の種類に応じた登録メニューを前記選択部が選択すると、前記表示部は、現在表示
している登録メニューに代えて、前記選択部が選択した登録メニューを表示することを特
徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項６】
　被写体の放射線画像を撮影する撮影手段に撮影条件を供給し、一方で、前記撮影手段が
前記撮影条件に基づき撮影した前記放射線画像を処理する処理装置であって、
　使用する前記撮影手段及び前記撮影条件を含む撮影のためのオーダ情報を登録する登録
メニューを表示する表示部と、
　使用する前記撮影手段の種類を検出する検出部と、
　検出された前記撮影手段の種類に応じた登録メニューを選択し、選択した前記登録メニ
ューを前記表示部に表示させる選択部と、
　を有することを特徴とする処理装置。
【請求項７】
　使用する撮影手段及び撮影条件を含む撮影のためのオーダ情報を登録する登録メニュー
を表示部に表示するステップと、
　使用する前記撮影手段の種類を検出部を用いて検出するステップと、
　検出された前記撮影手段の種類に応じた登録メニューを選択部で選択し、選択した前記
登録メニューを前記表示部に表示させるステップと、
　選択された前記登録メニューに従って前記撮影手段に前記撮影条件を供給するステップ
と、
　前記撮影手段が前記撮影条件に基づき放射線画像を撮影するステップと、
　撮影された前記放射線画像を処理装置が処理するステップと、
　を有することを特徴とする放射線画像撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用する撮影手段に応じた登録メニューを表示部に表示させ、撮影のための
オーダ情報を登録し、登録した前記オーダ情報に含まれる撮影条件に従って放射線画像を
取得する放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法に関する。
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【０００２】
　また、本発明は、前記撮影手段に前記撮影条件を供給する一方で、前記撮影手段が前記
撮影条件に基づき撮影した前記放射線画像を処理する処理装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　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
変換パネルに導いて放射線画像を撮影する撮影装置が広汎に使用されている。
【０００４】
　この場合、放射線変換パネルとして、蛍光体に放射線画像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。前記放射線画像が記録された前記蓄積性蛍光体パネ
ルは、読取装置に供給して読取処理を行うことで、可視画像としての放射線画像を得るこ
とができる。
【０００５】
　また、手術室等の医療現場においては、患者に対して迅速且つ的確な処置を施すため、
放射線変換パネルから直ちに放射線画像を読み出して表示できることが要求されている。
このような要求に対応可能な放射線変換パネルとして、放射線を電気信号に直接変換する
直接変換型の放射線検出器や、放射線をシンチレータで可視光に変換した後、固体撮像素
子を用いて前記可視光を電気信号に変換して読み出す間接変換型の放射線変換器が開発さ
れている。
【０００６】
　これらの放射線変換パネルを用いた撮影装置は、医師により設定された撮影のためのオ
ーダ情報に従って、処理装置から供給された撮影条件に基づき制御されることで、放射線
画像の撮影を行うことができる。この場合、前記撮影装置にて撮影された放射線画像は、
該撮影装置から前記処理装置に送信され、該処理装置において所望の画像処理が施された
後、医師による読影診断に供せられる。
【０００７】
　ところで、医師が指定した撮影装置によっては、放射線画像の撮影を適切に遂行するこ
とができない場合がある。例えば、乳児や幼児を撮影対象とするときには、撮影時に前記
乳児や前記幼児が動いてしまったり、あるいは、技師に対して撮影部位を適切に伝えるこ
とができない場合がある。このように、乳児や幼児等の被写体が動いてしまうと、適切な
放射線画像を得ることができない。また、撮影部位が特定できなければ、被写体に対して
適切な撮影範囲を設定することができない。
【０００８】
　さらに、一般的に使用されている蓄積性蛍光体パネルは、放射線変換器と比較して撮影
範囲が狭い。そのため、被写体の撮影部位が不明確である場合、撮影範囲から前記撮影部
位が外れてしまうおそれがある。また、前記蓄積性蛍光体パネルは、撮影を行った後、読
取装置に供給して読取処理を行う必要があるため、適切な撮影が行われたか否かを判断で
きるまでにかなりの時間を要してしまう。この間、乳児や幼児等を撮影装置に拘束してお
くことは、事実上不可能である。
【０００９】
　これに対して、放射線変換器は、蓄積性蛍光体パネルよりも広い撮影範囲を有しており
、しかも、撮影を行った直後に放射線画像の確認を行うことができる。そのため、乳児や
幼児等の被写体が動くことで不適切な放射線画像になった場合であっても、直ちに再撮影
を行うことができる。従って、放射線変換器は、特に、乳児や幼児の撮影を行う際の最適
な放射線変換パネルであるといえる。
【００１０】
　しかしながら、撮影のためのオーダ情報を設定する医師は、必ずしも、上記のような被
写体の撮影を行う現場での状況を正しく把握しているとは限らない。
【００１１】
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　ここで、従来技術として、処理装置から放射線変換器の１つであるＦＰＤ（Ｆｌａｔ　
Ｐａｎｅｌ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）に対して複数のオーダ情報を送信し、これらの複数のオ
ーダ情報を前記ＦＰＤに設定登録させる一方、登録されたオーダ情報に基づく撮影の順番
や各オーダ情報の内容を変更可能とし、変更されたオーダ情報を前記ＦＰＤから前記処理
装置に送信するようにしたものがある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００６－１１６００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に開示された従来技術では、オーダ情報自体の変更を行うこ
とはできるが、放射線変換パネルの種類に対応して、前記オーダ情報を変更するための登
録メニューを切り替えるようにしたものではない。従って、作業を行う技師は、放射線変
換パネルの種類の変更に対して容易に対応することができない。
【００１４】
　本発明の目的は、撮影に使用する放射線変換パネルの種類に応じて、撮影のためのオー
ダ情報を登録する登録メニューを切り替え、技師によるオーダ情報の登録作業を容易且つ
効率的に行うことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために、本発明は、下記の特徴を備えている。
【００１６】
　すなわち、本発明に係る放射線画像撮影システムは、
　被写体の放射線画像を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段に撮影条件を供給する一方、前記撮影手段により撮影した前記放射線画像
を処理する処理装置と、
　を備え、
　前記処理装置は、
　使用する前記撮影手段及び前記撮影条件を含む撮影のためのオーダ情報を登録する登録
メニューを表示する表示部と、
　使用する前記撮影手段の種類を検出する検出部と、
　検出された前記撮影手段の種類に応じて、前記表示部に表示する前記登録メニューを選
択する選択部と、
　を有することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る処理装置は、
　被写体の放射線画像を撮影する撮影手段に撮影条件を供給し、一方で、前記撮影手段が
前記撮影条件に基づき撮影した前記放射線画像を処理する処理装置であって、
　使用する前記撮影手段及び前記撮影条件を含む撮影のためのオーダ情報を登録する登録
メニューを表示する表示部と、
　使用する前記撮影手段の種類を検出する検出部と、
　検出された前記撮影手段の種類に応じて、前記表示部に表示する前記登録メニューを選
択する選択部と、
　を有することを特徴とする。
【００１８】
　さらに、本発明に係る放射線画像撮影方法は、
　使用する撮影手段及び撮影条件を含む撮影のためのオーダ情報を登録する登録メニュー
を表示部に表示するステップと、
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　使用する前記撮影手段の種類を検出部を用いて検出するステップと、
　検出された前記撮影手段の種類に応じて、前記表示部に表示する前記登録メニューを選
択部により選択するステップと、
　選択された前記登録メニューに従って前記撮影手段に前記撮影条件を供給するステップ
と、
　前記撮影手段が前記撮影条件に基づき放射線画像を撮影するステップと、
　撮影された前記放射線画像を処理装置が処理するステップと、
　を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　上記の各発明によれば、撮影に使用する放射線変換パネルの種類を検出し、その種類に
応じた登録メニューを表示部に表示させるため、技師は、適切な登録メニューに従い、撮
影のためのオーダ情報の登録作業を容易且つ効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施形態の放射線画像撮影システムのブロック図である。
【図２】電子カセッテである放射線変換器の概略構成図である。
【図３】ＩＰカセッテである放射線変換器の概略構成図である。
【図４】本実施形態の放射線画像撮影システムの一部の構成ブロック図である。
【図５】本実施形態の放射線画像撮影システムの動作を示すフローチャートである。
【図６】コンソールの表示部に表示される登録メニューの説明図である。
【図７】コンソールの表示部に表示される登録メニューの説明図である。
【図８】放射線画像撮影システムの他の動作を示すフローチャートである。
【図９】コンソールの表示部に表示される表示内容の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、本実施形態の放射線画像撮影システム１０のブロック図である。放射線画像撮
影システム１０は、病院内の医療事務処理を管理する医事情報システム１２（ＨＩＳ：Ｈ
ｏｓｐｉｔａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）と、ＨＩＳ１２の管理下にお
いて、放射線科での放射線画像の撮影処理を管理する放射線科情報システム１４（ＲＩＳ
）と、医師による読影診断を行うためのビューア１６と、放射線科の複数の撮影室１８、
２０、２２、２４に隣接する各処理室に設置され、仕様形態の異なる各種撮影装置や放射
線変換器、蓄積性蛍光体パネル等の撮影手段を管理制御するコンソール２６、２８（処理
装置）とを備え、これらが院内ネットワーク３０によって相互に接続されている。
【００２２】
　撮影室１８には、臥位状態の被写体３２の撮影を行う第１撮影装置３４と、立位状態の
被写体３２の撮影を行う第２撮影装置３６と、第１撮影装置３４又は第２撮影装置３６で
使用する放射線変換器３８の充電処理を行うクレードル４０と、第１撮影装置３４又は第
２撮影装置３６で使用する蓄積性蛍光体パネルに記録された放射線画像を読み取る読取装
置４３とが設置される。なお、他の撮影室２０、２２、２４にも、同様にして、任意の撮
影手段が設置される。
【００２３】
　第１撮影装置３４は、撮影台４２と、撮影台４２に載置される放射線変換器３８又は蓄
積性蛍光体パネルを収納したカセッテ４１に対し、被写体３２を介して放射線を照射する
放射線発生装置４４とを備える。第２撮影装置３６は、放射線変換器３８又はカセッテ４
１が装填される撮影台４８と、放射線変換器３８又はカセッテ４１に対し、被写体３２を
介して放射線を照射する放射線発生装置５０とを備える。
【００２４】
　図２は、放射線変換器３８の概略構成図である。放射線変換器３８は、電子カセッテと
も称され、放射線を透過させる材料からなるケーシング５６を有し、ケーシング５６の内
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部には、放射線が照射されるケーシング５６の照射面側から、被写体３２による放射線の
散乱線を除去するグリッド５８、被写体３２を透過した放射線を電荷情報に変換する放射
線変換パネル６０、及び、放射線のバック散乱線を吸収する鉛板６２が順に配設される。
なお、ケーシング５６の照射面をグリッド５８としてもよい。
【００２５】
　放射線変換パネル６０は、例えば、放射線を感知して電荷を発生させるアモルファスセ
レン（ａ－Ｓｅ）等の物質からなる光電変換層を行列状の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔ
ｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）のアレイの上に配置し、ＴＦＴにおいて発生
した電荷を画像信号として読み出す構造のものを用いることができる。
【００２６】
　ケーシング５６の内部には、放射線変換器３８の電源であるバッテリ６４と、バッテリ
６４から供給される電力により放射線変換器３８を駆動制御する制御部６６と、放射線変
換器３８によって変換された被写体３２の放射線画像を撮影室１８に接続されたコンソー
ル２６に送信する送受信部６８とが収容される。また、ケーシング５６の側部には、放射
線変換器３８を起動するための電源スイッチ７０が配設される。電源スイッチ７０は、技
師によって選択された当該放射線変換器３８を識別するための識別信号を生成する識別信
号生成手段として機能する。
【００２７】
　図３は、放射線変換器としてのカセッテ４１の概略構成図である。カセッテ４１は、蓋
体４５を有したケーシング４６に収納される蓄積性蛍光体パネルＩＰを備え、ＩＰカセッ
テとも称される。蓄積性蛍光体パネルＩＰは、被写体３２を透過した放射線を放射線エネ
ルギとして蓄積する蛍光体層を有し、読取装置４３に装填されて励起光を照射することで
放射線画像を輝尽発光光として取り出すことのできるものである。
【００２８】
　図４は、コンソール２６、及び、コンソール２６によって管理される撮影室１８内の第
１撮影装置３４、第２撮影装置３６の構成ブロック図である。なお、コンソール２８及び
撮影室２０、２２、２４も同様に構成される。なお、図４では、第１撮影装置３４に放射
線変換器３８が設置され、第２撮影装置３６にカセッテ４１が装填されるものとして説明
する。
【００２９】
　第１撮影装置３４に設置される放射線変換器３８は、放射線変換パネル６０により変換
して得られた放射線画像を画像信号として記憶する画像メモリ７２と、放射線変換器３８
を特定するＩＤ情報を記憶するＩＤメモリ７４とを備える。放射線変換器３８の送受信部
６８は、画像メモリ７２に記憶された放射線画像を無線通信によりコンソール２６に送信
する。第１撮影装置３４を構成する放射線発生装置４４は、放射線を出力する放射線源７
６と、放射線源７６を制御する線源制御部７８と、曝射スイッチ８０とを備える。
【００３０】
　第２撮影装置３６を構成する撮影台４８には、蓄積性蛍光体パネルＩＰが収納されたカ
セッテ４１が装填される。カセッテ４１は、第２撮影装置３６から取り出された後、読取
装置４３に装填され、蓄積性蛍光体パネルＩＰに記録された放射線画像が読み取られる。
読取装置４３は、蓄積性蛍光体パネルＩＰから読み取った放射線画像をコンソール２６に
送信する。なお、読取装置４３からコンソール２６への放射線画像の送信は、有線通信、
無線通信の何れであってもよい。放射線発生装置５０は、第１撮影装置３４の放射線発生
装置４４と同様に構成される。
【００３１】
　コンソール２６は、院内ネットワーク３０を介して、ＨＩＳ１２、ＲＩＳ１４、ビュー
ア１６、他のコンソール２８との間で信号の送受信を行うとともに、撮影室１８内の第１
撮影装置３４及び第２撮影装置３６との間で信号の送受信を行う送受信部８２を有する。
また、コンソール２６は、制御部８４により制御される。
【００３２】
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　制御部８４には、ＲＩＳ１４から取得した撮影のオーダ情報を記憶するオーダ情報記憶
部８６と、ＲＩＳ１４から取得し、あるいは、技師によりコンソール２６で設定した第１
撮影装置３４及び第２撮影装置３６の撮影条件を記憶する撮影条件記憶部８８と、第１撮
影装置３４又は第２撮影装置３６から取得した放射線画像に対する画像処理を行う画像処
理部９０と、画像処理された放射線画像を表示する表示部９２と、表示部９２に表示され
るオーダ情報の登録メニューを、撮影に使用する放射線変換器３８又はカセッテ４１に応
じて切り替える登録メニュー切替部９４（選択部）と、オーダ情報を編集せずに固定する
固定モードか、オーダ情報を編集する登録モードの何れかを選択するモード選択部９６（
固定部）とを備える。
【００３３】
　本実施形態の放射線画像撮影システム１０は、基本的には以上のように構成される。
【００３４】
　次に、コンソール２６及び撮影室１８を中心とした放射線画像撮影システム１０の動作
（放射線画像撮影方法）につき、図５に示すフローチャートに従って説明する。
【００３５】
　先ず、コンソール２６の送受信部８２は、院内ネットワーク３０を介してＲＩＳ１４か
ら撮影のオーダ情報を取得する（ステップＳ１）。なお、オーダ情報は、ＲＩＳ１４を用
いて医師により作成される。オーダ情報には、患者の氏名、年齢、性別等、患者を特定す
るための患者情報に加えて、撮影に使用する撮影装置、撮影部位、撮影方法、撮影条件が
含まれる。撮影条件とは、例えば、放射線源７６の管電圧、管電流、放射線の照射時間等
、被写体３２に照射される放射線量を決定するための条件である。
【００３６】
　コンソール２６の制御部８４は、オーダ情報を取得すると、必要なオーダ情報を登録す
るための登録メニューを表示部９２に表示させる（ステップＳ２）。図６は、表示部９２
に表示された登録メニューの一例を示す。なお、この例では、第１撮影装置３４及び第２
撮影装置３６において、蓄積性蛍光体パネルＩＰを収納したカセッテ４１を使用する場合
の登録メニューを示している。
【００３７】
　ここで、オーダ情報によって指定されている患者が通常の状態で撮影を行うことができ
る場合（ステップＳ３：ＮＯ）、技師は、表示されている登録メニューを用いてオーダ情
報の登録作業を行う（ステップＳ６）。
【００３８】
　これに対して、撮影対象が乳児や幼児等であって、撮影中に動いたり、あるいは、適切
な撮影部位を技師に伝えることができない者である場合には（ステップＳ３：ＹＥＳ）、
例えば、このような患者に対応するため、蓄積性蛍光体パネルＩＰを収納したカセッテ４
１に代えて、電子カセッテである放射線変換器３８とする必要がある。すなわち、放射線
変換器３８は、蓄積性蛍光体パネルＩＰと比較して、撮影範囲が広く、且つ、取得した放
射線画像を直ちに確認することが可能であり、必要に応じて再撮影を迅速に実行できるか
らである。
【００３９】
　ここで、技師は、撮影対象が乳児や幼児等である場合における上述した事態に対処すべ
く、撮影室１８に外部から放射線変換器３８を持ち込むものとする。
【００４０】
　具体的に、技師が放射線変換器３８を撮影室１８に持ち込み、電源スイッチ７０をＯＮ
にすると、制御部６６は、送受信部６８を介して、ＩＤメモリ７４に記憶されている、放
射線変換器３８を特定するＩＤ情報をコンソール２６に送信する。コンソール２６の制御
部８４は、ＩＤ情報を受信することで、撮影のために放射線変換器３８が撮影室１８に持
ち込まれたことを検出する（ステップＳ３：ＹＥＳ）。この場合、制御部８４がＩＤ情報
を受信することにより、放射線変換器３８が撮影可能な起動状態にあることが保証される
。従って、コンソール２６から撮影条件を送信しようとするとき、撮影装置が起動してお
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らず、撮影を行うことができない、といった不具合の生じることはない。
【００４１】
　次いで、制御部８４は、オーダ情報を編集せずに固定する固定モードに設定されている
か、あるいは、オーダ情報を編集する登録モードに設定されているかを判定する（ステッ
プＳ４）。なお、これらのモードの設定は、モード選択部９６により予め選択しておくこ
とができる。
【００４２】
　登録モードに設定されている場合（ステップＳ４：ＮＯ）、登録メニュー切替部９４は
、放射線変換器３８に係るオーダ情報を編集するための登録メニューを選択し（ステップ
Ｓ５）、図６に示すカセッテ４１のための登録メニューに代えて、図７に示す放射線変換
器３８のための登録メニューを表示部９２に表示する。技師は、表示された登録メニュー
に従い、撮影に必要なオーダ情報の編集登録を行う（ステップＳ６）。この場合、技師は
、使用する放射線変換器３８又はカセッテ４１の種類を意識することなく、オーダ情報の
編集登録処理を容易且つ効率的に行うことができる。
【００４３】
　一方、ステップＳ４において、医師が指定したオーダ情報を固定する固定モードが設定
されている場合（ステップＳ４：ＹＥＳ）、カセッテ４１を用いてそのまま撮影を行うこ
ととし、既に表示されているカセッテ４１に係る登録メニュー（図６参照）を用いて、さ
らに必要なオーダ情報の登録作業を行う（ステップＳ６）。この場合、医師が指定したオ
ーダ情報が改変されることがなく、医師が所望する放射線画像を取得することが可能とな
る。
【００４４】
　以上のようにして、必要なオーダ情報が登録された後、コンソール２６は、オーダ情報
に従って選択した第１撮影装置３４の放射線発生装置４４又は第２撮影装置３６の放射線
発生装置５０に対して、撮影条件を送信し設定する（ステップＳ７）。
【００４５】
　放射線発生装置４４又は５０に撮影条件が設定され、撮影の準備が完了した後（ステッ
プＳ８：ＹＥＳ）、放射線画像の撮影が開始される（ステップＳ９）。
【００４６】
　この場合、臥位撮影を行う第１撮影装置３４が選択されるとともに、放射線変換器３８
が撮影室１８に持ち込まれたとき、撮影台４２上に、クレードル４０によってバッテリ６
４の充電が完了した放射線変換器３８を載置し、その上に被写体３２を位置決めする。ま
た、立位撮影を行う第２撮影装置３６が選択されるとともに、放射線変換器３８が撮影室
１８に持ち込まれたときには、撮影台４８に放射線変換器３８を装填し、被写体３２を位
置決めする。
【００４７】
　曝射スイッチ８０が操作されると、放射線源７６から放射線が被写体３２に照射される
。被写体３２を透過した放射線は、放射線変換器３８を構成する放射線変換パネル６０、
又は、カセッテ４１を構成するケーシング４６に収納される蓄積性蛍光体パネルＩＰに照
射されることで、被写体３２の放射線画像の撮影が行われる。撮影された放射線画像は、
放射線変換器３８の場合、画像メモリ７２に一旦記憶される。また、カセッテ４１の場合
、放射線画像が記録された蓄積性蛍光体パネルＩＰを収納するカセッテ４１が読取装置４
３に装填された後、蓄積記録されている放射線画像が読み取られる。
【００４８】
　コンソール２６は、第１撮影装置３４又は第２撮影装置３６から放射線画像を取得し（
ステップＳ１０）、画像処理部９０において画像処理を施した後（ステップＳ１１）、表
示部９２に放射線画像を表示する（ステップＳ１２）。技師は、表示部９２に表示された
放射線画像を確認して再撮影の要否を判定し、必要に応じて再撮影を行う。この場合、放
射線変換器３８を使用して撮影を行うときには、放射線画像を直ちに取得することができ
るため、再撮影の要否を迅速に判断することができる。なお、適切な放射線画像であると



(9) JP 5507221 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

判断された場合、当該放射線画像は、院内ネットワーク３０を介してビューア１６に送信
され、医師による読影診断に供せられる。
【００４９】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々の変更が可能であることは勿論である。
【００５０】
　図８は、放射線画像撮影システム１０の他の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【００５１】
　技師が、例えば、撮影室２０に配置されている撮影装置を用いて放射線画像の撮影を行
おうとしたところ、撮影室２０が使用中であるため、他の撮影室１８に切り替えたとする
。その場合、技師が撮影室１８で撮影準備を行っても、撮影室１８に接続されているコン
ソール２６のオーダ情報記憶部８６には、撮影室２０に係るオーダ情報は記憶されている
が、撮影室１８に係るオーダ情報は記憶されていない（ステップＳ２０：ＮＯ）。
【００５２】
　そこで、コンソール２６は、ＲＩＳ１４に当該被写体３２に係る新たなオーダ情報（撮
影室１８に係るオーダ情報）を要求して取得すると共に、撮影室２０に係るオーダ情報を
キャンセルする（ステップＳ２１）。この場合、当該被写体３２の撮影に応じたオーダ情
報を新たに取得したので、オーダ情報の変更は不要であり（ステップＳ２２：ＮＯ）、当
該新たなオーダ情報がそのまま登録される（ステップＳ６）。そして、新たなオーダ情報
にて撮影室１８内での放射線画像の撮影が行われる。
【００５３】
　また、技師が、オーダ情報に従い、撮影室１８の第２撮影装置３６を用いて放射線画像
を撮影しようとしたところ、足が不自由等の理由により、被写体３２が立位での撮影を行
うことができない状態の場合がある。この場合、急遽、臥位の撮影を行う第１撮影装置３
４に切り替えるものとする。
【００５４】
　その場合、技師は、第１撮影装置３４の撮影準備を行い、使用する放射線変換器３８の
電源スイッチ７０をＯＮにすると、制御部６６は、ＩＤメモリ７４内のＩＤ情報をコンソ
ール２６に送信する。コンソール２６の制御部８４は、ＩＤ情報を受信すると（ステップ
Ｓ３：ＹＥＳ）、オーダ情報があるか否かを確認し（ステップＳ２０）、オーダ情報があ
れば（ステップＳ２０：ＹＥＳ）、このＩＤ情報とオーダ情報で指定している撮影装置と
が対応しているか否かを確認する（ステップＳ２２）。
【００５５】
　この場合、ＩＤ情報とオーダ情報で指定している撮影装置とが対応していないので（ス
テップＳ２２：ＹＥＳ）、制御部８４は、オーダ情報の内容を変更し（ステップＳ２３）
、変更後のオーダ情報を登録すると共に（ステップＳ６）、変更後の撮影装置に係る撮影
条件を撮影条件記憶部８８から選択して、第１撮影装置３４の放射線発生装置４４に設定
する。
【００５６】
　これにより、技師がコンソール２６まで戻り、撮影条件を変更したり、あるいは、オー
ダ情報を登録する、といった煩わしさが解消される。なお、医師によって設定されたオー
ダ情報の内容自体を技師が変更することはできないが、どの撮影装置を用いてどのような
撮影を行ったか、というオーダ情報の一部である撮影実績情報については、技師によるオ
ーダ情報の変更として設定し、且つ、記録できるものとする。
【００５７】
　さらに、第１撮影装置３４を用いた撮影を行う際に、他の撮影室から使用可能な放射線
変換器３８を撮影室１８に持ち込み、撮影準備を行うこともできる。この場合、持ち込ん
だ放射線変換器３８の電源スイッチ７０をＯＮにすれば、当該放射線変換器３８からコン
ソール２６に対してＩＤ情報が送信されるので、放射線変換器３８による放射線画像の撮
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【００５８】
　このように、技師が選択した撮影装置と、これらの撮影装置に適切な撮影条件を供給す
ると共に、取得した放射線画像を処理するコンソールとを正しく関連付けることができる
ため、患者である被写体３２の取り違えや撮影条件の設定ミスといった不具合の生じるこ
とがなく、所望の放射線画像を確実に取得することができる。
【００５９】
　また、図９に示すように、表示部９２の表示画面上に、第２撮影装置３６に係るオーダ
情報の登録を選択するための表示ボタン１００（「ＩＰ」のアイコン）と、第１撮影装置
３４に係るオーダ情報の登録を選択するための表示ボタン１０２（「ＦＰＤ」のアイコン
）とが表示され、表示ボタン１０２がブラックアウトの状態にあって、選択不能であると
する。
【００６０】
　なお、図示しないマウスやキーボードの操作により表示ボタン１００が選択されると、
図６の登録メニューが画面上に表示され、一方で、表示ボタン１０２がブラックアウトで
なく、選択可能な状態にあれば、前記マウスや前記キーボードの操作により表示ボタン１
０２が選択されて、図７の登録メニューが画面上に表示されるものとする。
【００６１】
　ここで、前記マウスや前記キーボードの操作によりブラックアウトである表示ボタン１
０２を意図的に長時間押すと、表示ボタン１０２は、ブラックアウトから脱却して選択可
能な状態に切り替わり、この結果、図７の登録メニューが画面上に表示される。この場合
、表示ボタン１００は、選択可能な状態からブラックアウトに切り替わる。
【００６２】
　このように表示ボタン１００、１０２の選択を切り替え可能とすることにより、登録メ
ニューの編集登録を容易に行うことが可能となる。
【符号の説明】
【００６３】
１０…放射線画像撮影システム
１２…ＨＩＳ
１４…ＲＩＳ
１６…ビューア
１８、２０、２２、２４…撮影室
２６、２８…コンソール
３０…院内ネットワーク
３２…被写体
３４…第１撮影装置
３６…第２撮影装置
３８…放射線変換器
４０…クレードル
４１…カセッテ
４３…読取装置
４４、５０…放射線発生装置
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