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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＸ線撮影に用いる撮影プロトコルを決定する決定手段と、
　撮影プロトコルの複数のプロトコル情報を記憶するプロトコル情報記憶手段と、
　前記プロトコル情報記憶手段に記憶されている複数のプロトコル情報を外部Ｘ線装置に
送信する送信手段と、
　複数のプロトコル情報の内、第一のプロトコル情報に基づいた第一の撮影に引き続き、
第二のプロトコル情報に基づいた第二の撮影を実施する際に、第一のプロトコル情報と第
二のプロトコル情報が同一のグループであった場合、第二の撮影の際には前記送信手段か
ら前記外部Ｘ線装置へのプロトコル情報の送信を制限する送信制御手段とを有すことを特
徴とするＸ線撮影制御装置。
【請求項２】
　前記グループは、１つのプロトコル情報で複数回の撮影を行う長尺撮影の場合、前記複
数回の撮影をグループであることを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影制御装置。
【請求項３】
　前記送信制御手段は、第一のプロトコル情報と第二のプロトコル情報が同一の撮影部位
情報であった場合、第二の撮影の際には前記送信手段から前記外部Ｘ線装置へのプロトコ
ル情報の送信を制限することを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影制御装置。
【請求項４】
　前記送信制御手段は、第一のプロトコル情報と第二のプロトコル情報が同一の撮影部位
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情報かつ同一の部位方向情報であった場合、第二の撮影の際には前記送信手段から前記外
部Ｘ線装置へのプロトコル情報の送信を制限することを特徴とする請求項１に記載のＸ線
撮影制御装置。
【請求項５】
　前記送信手段がプロトコル情報を外部Ｘ線装置に送信しない場合に、ユーザー指示に基
づき前記プロトコル情報を送信させる送信設定手段を更に有すること、を特徴とする請求
項１乃至４のいずれか１項に記載Ｘ線撮影制御装置。
【請求項６】
　複数のＸ線撮影に用いる撮影プロトコルを決定する決定工程と、
　撮影プロトコルの複数のプロトコル情報を記憶するプロトコル情報記憶工程と、
　複数のプロトコル情報を外部Ｘ線装置に送信する送信工程と、
　複数のプロトコル情報の内、第一のプロトコル情報に基づいた第一の撮影に引き続き、
第二のプロトコル情報に基づいた第二の撮影を実施する際に、第一のプロトコル情報と第
二のプロトコル情報が同一のグループであった場合、第二の撮影の際には前記外部Ｘ線装
置へのプロトコル情報の送信を制限する送信制御工程と、を有することを特徴とするＸ線
撮影制御方法。
【請求項７】
　複数のＸ線撮影に用いる撮影プロトコルを決定する決定手段と、
　撮影プロトコルの複数のプロトコル情報を記憶するプロトコル情報記憶手段と、
　前記プロトコル情報記憶手段に記憶されている複数のプロトコル情報を外部Ｘ線装置に
送信する送信手段と、
　複数のプロトコル情報の内、第一のプロトコル情報に基づいた第一の撮影に引き続き、
第二のプロトコル情報に基づいた第二の撮影を実施する際に、第一のプロトコル情報と第
二のプロトコル情報が同一のグループであった場合、第二の撮影の際には前記送信手段か
ら前記外部Ｘ線装置へのプロトコル情報の送信を制限する送信制御手段と、を有すること
を特徴とするＸ線撮影制御装置としてコンピュータを機能させるコンピュータ読み取り可
能な記録媒体に記録されたコンピュータプログラム。
【請求項８】
　Ｘ線発生条件の調整が可能な外部Ｘ線装置を用いたＸ線撮影を制御するＸ線撮影制御装
置であって、
　前記Ｘ線撮影のＸ線発生条件を設定する設定手段と、
　前記Ｘ線発生条件を前記外部Ｘ線装置に送信する送信手段と、
　前記Ｘ線撮影と同一グループのＸ線撮影を行う場合、前記送信手段による前記外部Ｘ線
装置への送信を制限する送信制御手段と、を有し、前記同一のグループは、１つのＸ線発
生条件で複数回の撮影を行う撮影のグループであることを特徴とするＸ線撮影制御装置。
【請求項９】
　Ｘ線発生条件の調整が可能な外部Ｘ線装置を用いたＸ線撮影を制御するＸ線撮影制御方
法であって、
　前記Ｘ線撮影のＸ線発生条件を設定する設定工程と、
　前記Ｘ線発生条件を外部Ｘ線装置に送信する送信工程と、
　前記Ｘ線撮影と同一グループのＸ線撮影を行う場合、前記送信工程による前記外部Ｘ線
装置への送信を制限する送信制御工程と、を有し、前記同一のグループは、１つのＸ線発
生条件で複数回の撮影を行う撮影のグループであることを特徴とするＸ線撮影制御方法。
【請求項１０】
　Ｘ線発生条件の調整が可能な外部Ｘ線装置を用いたＸ線撮影を制御するＸ線撮影制御装
置であって、
　前記Ｘ線撮影のＸ線発生条件を設定する設定手段と、
　前記Ｘ線発生条件を前記外部Ｘ線装置に送信する送信手段と、
　前記Ｘ線撮影と同一グループのＸ線撮影を行う場合、前記送信手段による前記外部Ｘ線
装置への送信を制限する送信制御手段と、を有し、前記同一のグループは、１つのＸ線発
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生条件で複数回の撮影を行う撮影のグループであることを特徴とするＸ線撮影制御装置と
してコンピュータを機能させるコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたコンピ
ュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数回のＸ線撮影をする際に、操作者が撮影毎に患者に適したプロトコル情
報へと調整する負荷を軽減するＸ線撮影制御装置および方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年Ｘ線発生装置からＦＰＤ（ＦｌａｔＰａｎｅｌＤｅｔｅｃｔｏｒ）にＸ線を照射し
、患者を透過したＸ線をＦＰＤで読み取り、ＦＰＤからＸ線撮影制御装置へ画像を送信す
ることで、操作者に対してＸ線撮影画像を提供する、デジタル化されたＸ線システムが普
及している。
　従来、Ｘ線発生装置より照射されるＸ線の強度や照射時間などを含むプロトコル情報は
、Ｘ線撮影に先立ち、Ｘ線撮影制御装置からＸ線発生装置に対してプロトコル情報を送信
することで、予めＸ線撮影制御装置で設定されたプロトコル情報を用いて、Ｘ線発生装置
とＦＰＤ間でのプロトコル情報を取り決めしている。
　また、操作者がＸ線発生装置でプロトコル情報を変更し、Ｘ線発生装置からＸ線撮影制
御装置へプロトコル情報を通知することで、Ｘ線発生装置とＦＰＤ間でのプロトコル情報
を変更することも可能である。
　操作者がプロトコル情報を変更する際は、Ｘ線撮影を行う撮影患者の体型や撮影部位・
部位方向などを考慮して、プロトコル情報を微調整し、患者に適したプロトコル情報でＸ
線撮影を行うようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２０００６２
【特許文献２】特開２００５－１１０８４４
【特許文献３】特開２００６－２１８１４２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のようにＸ線撮影に先立ち、Ｘ線撮影毎に予めＸ線撮影制御装置で設定さ
れたプロトコル情報をＸ線発生装置に送信すると、一般的なＸ線撮影装置ではリセット機
能が働き、第一の撮影時に操作者が調整した数値が第二の撮影時にリセットされてしまう
。そのため、プロトコル情報が第一および第二の撮影で同一の場合でも操作者は再度微調
整を行うことになる。
　本発明は、複数のＸ線撮影を行う場合、第二の撮影内容が第一の撮影内容と同一または
類似の内容の場合において、操作者が再度調整を行う手間を軽減することを目的としてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記の課題を解決するため、本発明に係るＸ線画像撮影制御装置は、
　Ｘ線撮影に用いる撮影プロトコルを決定する決定手段と、前記撮影プロトコルのプロト
コル情報を記憶するプロトコル情報記憶手段と、前記プロトコル情報記憶手段に記憶され
ているプロトコル情報を外部装置に送信する送信手段と、前記決定手段によって決定され
た撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を前記プロトコル情報記憶手段から取得し、
前記送信手段に伝達するプロトコル情報取得手段と、前記外部装置で変更されたプロトコ
ル情報を受信する受信手段と、前記Ｘ線撮影後、最初の撮影時において前記送信手段から



(4) JP 6108695 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

前記外部装置にプロトコル情報を送信する送信制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、複数のＸ線撮影を行う場合、第二の撮影内容が第一の撮影内容と同一
または類似の内容の場合において、操作者が再度調整を行う手間を軽減することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１から４の実施形態のブロック構成図
【図２】第１の実施形態のフローチャート
【図３】第２の実施形態のフローチャート
【図４】第２の実施形態の長尺撮影説明図
【図５】第３の実施形態のフローチャート
【図６】第４の実施形態のフローチャート
【図７】第５の実施形態のブロック構成図
【図８】第６，７の実施形態のブロック構成図
【図９】第６の実施形態のフローチャート
【図１０】第７の実施形態のフローチャート
【図１１】第８から１１，１５の実施形態のブロック構成図
【図１２】第８の実施形態のフローチャート
【図１３】第９の実施形態のフローチャート
【図１４】第１０の実施形態のフローチャート
【図１５】第１１の実施形態のフローチャート
【図１６】第１２の実施形態のブロック構成図
【図１７】第１３，１４の実施形態のブロック構成図
【図１８】第１３の実施形態のフローチャート
【図１９】第１４の実施形態のフローチャート
【図２０】第１５の実施形態のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　〔第１の実施形態〕
　図１は第１の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のブロック構成図であり、１００はＸ
線撮影制御装置の範囲を示している。
【０００９】
　Ｘ線撮影に先立って、撮影対象の撮影プロトコルが選択されると、
　決定手段１０１は撮影プロトコルを決定し、前記撮影プロトコルをプロトコル情報取得
手段１０４へ伝達する。
【００１０】
　プロトコル情報記憶手段１０２は、撮影プロトコルに対応したプロトコル情報を記憶し
ている。
【００１１】
　プロトコル情報取得手段１０４は、前記決定手段１０１より伝達された撮影プロトコル
を用い、前記プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコルに対応したプロトコ
ル情報を取得し、前記プロトコル情報を送信手段１０３へと伝達する。
【００１２】
　送信手段１０３は、前記プロトコル情報取得手段１０４からプロトコル情報を受け、送
信制御手段１１１から送信すべきか否かの判定を受ける。送信すべきと判定された場合、
前記プロトコル情報取得手段１０４より取得したプロトコル情報を外部Ｘ線装置へと送信
する。送信すべきでないと判定された場合、外部Ｘ線装置へのプロトコル情報の送信は行
わない。
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【００１３】
　受信手段１０５は、外部Ｘ線装置にて操作者によりプロトコル情報を変更された場合、
変更されたプロトコル情報を外部Ｘ線装置より受信する。
【００１４】
　送信制御手段１１１は前記送信手段１０３より送信すべきか否かの判定を依頼された際
に、検査開始後最初の撮影である場合、前記送信手段１０３へ送信させる判定を伝達する
。最初の撮影でない場合、前記送信手段１０３へ送信させない判定を伝達する。
【００１５】
　前述のプロトコル情報とは、以下のように撮影時に必要とされる情報を含む。
【００１６】
　　　Ｘ線発生パラメータであるｋＶ／ｍＡ／ｍＡｓ／ｍｓｅｃ／絞り量、検査内撮影済
み回数、撮影部位情報、部位方向情報、撮影グループ情報、更新有無情報、フォトタイマ
位置、相対位置パラメータ、位置連動、画像処理パラメータであるウィンドウ幅／ウィン
ドウ中央値／周波数強調パラメータ　他
　図２は第１の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のフローチャートであり、図１におけ
る決定手段１０１により撮影プロトコルを決定し、送信手段１０３により外部Ｘ線装置へ
とプロトコル情報を送信するまでを示している。
【００１７】
　ステップＳ１０１において、決定手段１０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、前記
撮影プロトコルをプロトコル情報取得手段１０４へ伝達する。
【００１８】
　ステップＳ１０２において、プロトコル情報取得手段１０４はステップＳ１０１で受け
取った撮影プロトコルを用いて、プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコル
に基づいたプロトコル情報を取得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段１０３へ伝
達する。
【００１９】
　ステップＳ１０３において、送信手段１０３はプロトコル情報取得手段１０４よりプロ
トコル情報を受け、送信制御手段１１１へ送信すべきか否かの判定を受ける。送信制御手
段１１１は検査開始後最初の撮影である場合、送信させる判定を伝達する。検査開始後最
初の撮影でない場合、送信させない判定を伝達する。送信手段１０３は送信制御手段１１
１により送信させる判定を受けた場合、ステップＳ１０４において、ステップＳ１０２で
プロトコル情報取得手段１０４より伝達されたプロトコル情報を外部Ｘ線装置へと送信し
、終了する。送信制御手段１１１により送信させない判定を受けた場合、送信手段１０３
は外部Ｘ線装置への送信を行わず、そのまま終了する。
【００２０】
　〔第２の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第１の実施形態と同様である。
【００２１】
　送信制御手段１１１は前記送信手段１０３より送信すべきか否かの判定を依頼された際
に、プロトコル情報における撮影グループ情報が、同一検査内の前回撮影時に使用したプ
ロトコル情報における撮影グループ情報と同一グループでない場合、送信手段１０３へ送
信させる判定を伝達する。同一グループである場合、送信手段１０３へ送信させない判定
を伝達する。尚、前記送信手段１０３より取得した前記プロトコル情報は、同一検査内に
おける次回撮影時まで送信制御手段１１１で保持する。
【００２２】
　図３は第２の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のフローチャートであり、図１におけ
る決定手段１０１により撮影プロトコルを決定し、送信手段１０３により外部Ｘ線装置へ
とプロトコル情報を送信するまでを示している。
【００２３】
　ステップＳ２０１において、決定手段１０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、前記
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撮影プロトコルをプロトコル情報取得手段１０４へ伝達する。
【００２４】
　ステップＳ２０２において、プロトコル情報取得手段１０４はステップＳ２０１で受け
取った撮影プロトコルを用いて、プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコル
に基づいたプロトコル情報を取得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段１０３へ伝
達する。
【００２５】
　ステップＳ２０３において、送信手段１０３はプロトコル情報取得手段１０４よりプロ
トコル情報を受け、送信制御手段１１１へ送信すべきか否かの判定を受ける。送信制御手
段１１１は前記送信手段１０３が前記プロトコル情報取得手段１０４より受けたプロトコ
ル情報における撮影グループ情報と、同一検査内の前回撮影時に使用したプロトコル情報
における撮影グループ情報が同一グループでない場合、送信させる判定を伝達する。同一
グループの撮影である場合、送信させない判定を伝達する。送信制御手段１１１により送
信させる判定を受けた場合、ステップＳ２０４において、送信手段１０３はステップＳ２
０２でプロトコル情報取得手段１０４より伝達されたプロトコル情報を外部Ｘ線装置へと
送信し、終了する。送信制御手段１１１により送信させない判定を受けた場合、送信手段
１０３は外部Ｘ線装置への送信を行わず、そのまま終了する。
【００２６】
　本実施形態における同一の撮影グループ情報とは、長尺撮影のような１つの撮影プロト
コルで複数回の撮影を行うものを含む。長尺撮影とは、例えば図４のように、下肢全長を
撮影する場合、１度の撮影では撮影範囲が足りないため、例えば３回に分けて撮影する撮
影手技を指す。本実施形態においては、前記３回の撮影を同一の撮影グループ情報と判定
するため、第一の撮影時には図１における送信手段１０３により外部Ｘ線装置へプロトコ
ル情報を送信し、第二および第三の撮影時には前記送信手段１０３によるプロトコル情報
の送信を行わない。
【００２７】
　〔第３の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第１の実施形態と同様である。
【００２８】
　送信手段１１１は送信手段１０３より送信すべきか否かの判定を依頼された際に、プロ
トコル情報における撮影部位情報が、同一検査内の前回撮影時に使用したプロトコル情報
における撮影部位情報と同一部位でない場合、送信手段１０３へ送信させる判定を伝達す
る。同一部位である場合、送信手段１０３へ送信させない判定を伝達する。尚、前記送信
手段１０３より取得した前記プロトコル情報は、同一検査内における次回撮影時まで送信
制御手段１１１で保持する。
【００２９】
　図５は第３の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のフローチャートであり、図１におけ
る決定手段１０１により撮影プロトコルを決定し、送信手段１０３により外部Ｘ線装置へ
とプロトコル情報を送信するまでを示している。
【００３０】
　ステップＳ３０１において、決定手段１０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、前記
撮影プロトコルをプロトコル情報取得手段１０４へ伝達する。ステップＳ３０２において
、プロトコル情報取得手段１０４はステップＳ３０１で受け取った撮影プロトコルを用い
て、プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を
取得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段１０３へ伝達する。ステップＳ３０３に
おいて、送信手段１０３はプロトコル情報取得手段１０４よりプロトコル情報を受け、送
信制御手段１１１へ送信すべきか否かの判定を受ける。送信制御手段１１１は前記送信手
段１０３が前記プロトコル情報取得手段１０４より受けたプロトコル情報における撮影部
位情報と、同一検査内の前回撮影時に使用したプロトコル情報における撮影部位情報が同
一部位でない場合、送信させる判定を伝達する。同一部位の撮影である場合、送信させな
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い判定を伝達する。送信制御手段１１１により送信させる判定を受けた場合、ステップＳ
３０４において、送信手段１０３はステップＳ３０２でプロトコル情報取得手段より伝達
されたプロトコル情報を外部Ｘ線装置へと送信し、終了する。送信制御手段１１１により
送信させない判定を受けた場合、送信手段１０３は外部Ｘ線装置への送信を行わず、その
まま終了する。
【００３１】
　前記撮影部位情報とは、例えばＣＨＥＳＴやＡＢＤＯＭＥＮなどの撮影対象の部位を示
している。本実施形態においては、第一の撮影時における撮影部位情報が、例えばＣＨＥ
ＳＴであった場合、第二の撮影時における撮影部位情報がＣＨＥＳＴであれば、図１にお
ける送信手段１０３によるプロトコル情報の送信を行わず、第二の撮影時における撮影部
位情報が、例えばＡＢＤＯＭＥＮのように同一部位でない場合は、前記送信手段１０３に
より外部Ｘ線装置へプロトコル情報を送信させる。
【００３２】
　〔第４の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第１の実施形態と同様である。
【００３３】
　送信手段１１１は送信手段１０３より送信すべきか否かの判定を依頼された際に、プロ
トコル情報における撮影部位情報および部位方向情報が、同一検査内の前回撮影時に使用
したプロトコル情報における撮影部位情報および部位方向情報と、同一部位かつ同一方向
でない場合、送信手段１０３へ送信させる判定を伝達する。同一部位かつ同一方向である
場合、送信手段１０３へ送信させない判定を伝達する。尚、前記送信手段１０３より取得
した前記プロトコル情報は、同一検査内における次回撮影時まで送信制御手段１１１で保
持する。
【００３４】
　図６は第４の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のフローチャートであり、図１におけ
る決定手段１０１により撮影プロトコルを決定し、送信手段１０３により外部Ｘ線装置へ
とプロトコル情報を送信するまでを示している。
【００３５】
　ステップＳ４０１において、決定手段１０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、前記
撮影プロトコルをプロトコル情報取得手段１０４へ伝達する。ステップＳ４０２において
、プロトコル情報取得手段１０４はステップＳ４０１で受け取った撮影プロトコルを用い
て、プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を
取得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段１０３へ伝達する。ステップＳ４０３に
おいて、送信手段１０３はプロトコル情報取得手段１０４よりプロトコル情報を受け、送
信制御手段１１１へ送信すべきか否かの判定を受ける。送信制御手段１１１は前記送信手
段１０３が前記プロトコル情報取得手段１０４より受けたプロトコル情報における撮影部
位情報および部位方向情報と、同一検査内の前回撮影時に使用したプロトコル情報におけ
る撮影部位情報および部位方向情報が同一部位かつ同一方向でない場合、送信させる判定
を伝達する。同一部位かつ同一方向の撮影である場合、送信させない判定を伝達する。送
信制御手段１１１により送信させる判定を受けた場合、ステップＳ４０４において、送信
手段１０３はステップＳ４０２でプロトコル情報取得手段より伝達されたプロトコル情報
を、外部Ｘ線装置へと送信し、終了する。送信制御手段１１１により送信させない判定を
受けた場合、送信手段１０３は外部Ｘ線装置への送信を行わず、そのまま終了する。
【００３６】
　前記部位方向情報とは、例えばＰＡやＲＬなどの撮影対象の部位を撮影する方向示して
いる。本実施形態においては、第一の撮影時における撮影部位情報および部位方向情報が
、例えばＣＨＥＳＴ／ＰＡであった場合、第二の撮影時における撮影部位情報および部位
方向情報がＣＨＥＳＴ／ＰＡであれば、図１における送信手段１０３によるプロトコル情
報の送信を行わず、第二の撮影時における撮影部位情報が、例えばＡＢＤＯＭＥＮ／ＲＬ
、ＣＨＥＳＴ／ＲＬ、ＡＢＤＯＭＥＮ／ＰＡのように同一部位かつ同一方向でない場合は
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、前記送信手段１０３により外部Ｘ線装置へプロトコル情報を送信させる。
【００３７】
　〔第５の実施形態〕
　図７は第５の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のブロック構成図であり、図１に記載
のものと同一のブロックは第１の実施形態と同様である。
【００３８】
　送信設定手段１２１は、検査内の任意の状態において、送信制御手段１１１に対し送信
指示をすることで、送信手段１０３に外部Ｘ線装置に対し強制的にプロトコル情報を送信
させる。
【００３９】
　例えば、第２の実施形態において、送信制御手段１１１が送信手段１０３に対して、送
信させない判定を伝達する条件を満たしている場合、送信設定手段１２１により送信制御
手段１１１に対し送信指示をすることで、送信手段１０３がプロトコル情報を外部Ｘ線装
置へ送信しない場合でも、強制的に送信させる。
【００４０】
　〔第６の実施形態〕
　図８は第６の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のブロック構成図であり、１００はＸ
線撮影制御装置の範囲を示している。
【００４１】
　Ｘ線撮影に先立って、撮影対象の撮影プロトコルが選択されると、
　決定手段１０１は撮影プロトコルを決定し、前記決定した撮影プロトコルをプロトコル
情報取得手段１０４へ伝達する。
【００４２】
　プロトコル情報記憶手段１０２は、撮影プロトコルに対応したプロトコル情報を記憶し
ている。
【００４３】
　プロトコル情報取得手段１０４は、前記決定手段１０１より伝達された撮影プロトコル
を用い、プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコルに対応したプロトコル情
報を取得する。前記取得したプロトコル情報を用い、プロトコル情報調整手段１３２によ
り適切な内容に調整されたプロトコル情報を取得し、送信手段１０３へと伝達する。
【００４４】
　送信手段１０３は、プロトコル情報取得手段１０４からプロトコル情報を伝達され、前
記伝達されたプロトコル情報を外部Ｘ線装置へと送信する。
【００４５】
　受信手段１０５は、外部Ｘ線装置にて操作者がプロトコル情報を変更した場合、前記変
更されたプロトコル情報を受信し、変更情報記憶手段１３１へと伝達する。
【００４６】
　変更情報記憶手段１３１は、前記受信手段１０５により伝達されたプロトコル情報を記
憶している。
【００４７】
　プロトコル情報調整手段１３２は、前回撮影時に使用したプロトコル情報の初期値と、
前記変更情報記憶手段１３１に記憶されている前回撮影時に変更されたプロトコル情報の
差分を取得する。更に、前記プロトコル情報取得手段１０４により受けたプロトコル情報
に対し、前記取得した差分を用いた調整を行い、調整したプロトコル情報を前記プロトコ
ル情報取得手段１０４へと伝達する。尚、前記プロトコル情報取得手段１０４より取得し
た前記プロトコル情報の初期値は、同一検査内における次回撮影時までプロトコル情報調
整手段１３２で保持する。
【００４８】
　図９は第６の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のフローチャートであり、図８におけ
る決定手段１０１により撮影プロトコルを決定し、送信手段１０３により外部Ｘ線装置へ
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とプロトコル情報を送信するまでを示している。
【００４９】
　ステップＳ５０１において、決定手段１０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、前記
撮影プロトコルをプロトコル情報取得手段１０４へ伝達する。ステップＳ５０２において
、プロトコル情報取得手段１０４はステップＳ５０１で受け取った撮影プロトコルを用い
て、プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を
取得し、前記取得したプロトコル情報をプロトコル情報調整手段１３２へと伝達する。前
記プロトコル情報をプロトコル情報Ａとする。ステップＳ５０３において、プロトコル情
報調整手段１３２は変更情報記憶手段１３１から前回撮影時に変更されたプロトコル情報
を取得する。前記プロトコル情報をプロトコル情報Ｂとする。ステップＳ５０４において
、プロトコル情報調整手段１３２は前回撮影時にプロトコル情報記憶手段１０４より伝達
され、プロトコル情報調整手段１３２で保持されたプロトコル情報の初期値を取得する。
前記プロトコル情報をプロトコル情報Ｃとする。ステップＳ５０５において、プロトコル
情報調整手段１３２は前記プロトコル情報Ｂと前記プロトコル情報Ｃの差分を取得する。
ステップＳ５０６において、プロトコル情報調整手段１３２は前記取得した差分を用いて
、前記プロトコル情報Ａを調整し、調整したプロトコル情報Ａをプロトコル情報取得手段
１０４へと伝達する。前記プロトコル情報取得手段１０４は前記伝達されたプロトコル情
報Ａを送信手段１０３へと伝達する。ステップＳ５０７において、送信手段１０３は前記
調整されたプロトコル情報Ａを外部Ｘ線装置へと送信し、終了する。
【００５０】
　〔第７の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第６の実施形態と同様である。
【００５１】
　プロトコル情報調整手段１３２は、前回撮影時に使用したプロトコル情報の初期値と、
前記変更情報記憶手段１３１に記憶されている前回撮影時に変更されたプロトコル情報の
比率を取得する。更に、前記プロトコル情報取得手段１０４により受けたプロトコル情報
に対し、前記取得した比率を用いた調整を行い、調整したプロトコル情報を前記プロトコ
ル情報取得手段１０４へと伝達する。尚、前記プロトコル情報取得手段１０４より取得し
た前記プロトコル情報の初期値は、同一検査内における次回撮影時までプロトコル情報調
整手段１３２で保持する。
【００５２】
　図１０は第７の実施形態におけるＸ線撮影制御装置のフローチャートであり、図８にお
ける決定手段１０１により撮影プロトコルを決定し、送信手段１０３により外部Ｘ線装置
へとプロトコル情報を送信するまでを示している。
【００５３】
　ステップＳ６０１において、決定手段１０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、前記
撮影プロトコルをプロトコル情報取得手段１０４へ伝達する。ステップＳ６０２において
、プロトコル情報取得手段１０４はステップＳ６０１で受け取った撮影プロトコルを用い
て、プロトコル情報記憶手段１０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を
取得し、前記取得したプロトコル情報をプロトコル情報調整手段１３２へと伝達する。前
記プロトコル情報をプロトコル情報Ａとする。ステップＳ６０３において、プロトコル情
報調整手段１３２は変更情報記憶手段１３１から前回撮影時に変更されたプロトコル情報
を取得する。前記プロトコル情報をプロトコル情報Ｂとする。ステップＳ６０４において
、プロトコル情報調整手段１３２は前回撮影時にプロトコル情報記憶手段１０４より伝達
され、プロトコル情報調整手段１３２で保持されたプロトコル情報の初期値を取得する。
前記プロトコル情報をプロトコル情報Ｃとする。ステップＳ６０５において、プロトコル
情報調整手段１３２は前記プロトコル情報Ｂと前記プロトコル情報Ｃの比率を取得する。
ステップＳ６０６において、プロトコル情報調整手段１３２は前記取得した比率を用いて
、前記プロトコル情報Ａを調整し、調整したプロトコル情報Ａをプロトコル情報取得手段
１０４へと伝達する。前記プロトコル情報取得手段１０４は前記伝達されたプロトコル情
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報Ａを送信手段１０３へと伝達する。ステップＳ６０７において、送信手段１０３は前記
調整されたプロトコル情報Ａを外部Ｘ線装置へと送信し、終了する。
【００５４】
　〔第８の実施形態〕
　図１１は第８の実施形態におけるＸ線画像収集システムのブロック構成図であり、２０
０はＸ線画像収集システムの範囲を示している。
【００５５】
　Ｘ線撮影に先立って、撮影対象の撮影プロトコルが選択されると、
　決定手段２０１は撮影プロトコルを決定し、前記決定した撮影プロトコルをプロトコル
情報取得手段２０４へ伝達する。
【００５６】
　プロトコル情報記憶手段２０２は、撮影プロトコルに対応したプロトコル情報を記憶し
ている。
【００５７】
　プロトコル情報取得手段２０４は、前記決定手段２０１より伝達された撮影プロトコル
を用い、プロトコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに対応したプロトコル情
報を取得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段２０３へと伝達する。
送信手段２０３は、プロトコル情報取得手段２０４からプロトコル情報を受け、前記プロ
トコル情報を外部Ｘ線装置へと送信する。
【００５８】
　受信手段２０５は、外部Ｘ線装置にて操作者がプロトコル情報を変更した場合、前記変
更されたプロトコル情報を受信する。
【００５９】
　プロトコル情報更新手段２１２は、前記送信手段２０３からプロトコル情報を受け、更
新制御手段２１１から更新すべきか否かの判定を受ける。更新すべきと判定された場合、
前記送信手段２０３より受けたプロトコル情報を用い、外部Ｘ線装置のプロトコル情報を
更新する。更新すべきでないと判定された場合、外部Ｘ線装置のプロトコル情報の更新は
行わない。
【００６０】
　更新制御手段２１１は、プロトコル情報更新手段２１２より更新すべきか否かの判定を
依頼された際に、検査開始後最初の撮影である場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更
新させる判定を伝達する。最初の撮影でない場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新
させない判定を伝達する。
【００６１】
　図１２は第８の実施形態におけるＸ線画像収集システムのフローチャートであり、図１
１における決定手段２０１により撮影プロトコルを決定し、プロトコル情報更新手段２１
２により外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新するまでを示している。
【００６２】
　ステップＳ７０１において、決定手段２０１が撮影プロトコルを決定し、前記撮影プロ
トコルをプロトコル情報取得手段２０４へ伝達する。ステップＳ７０２において、プロト
コル情報取得手段２０４はステップＳ７０１で受け取った撮影プロトコルを用いて、プロ
トコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を取得し、
前記取得したプロトコル情報を送信手段２０３へ伝達する。
【００６３】
　ステップＳ７０３において、送信手段２０３はステップＳ７０２で受け取ったプロトコ
ル情報を外部Ｘ線装置へ送信する。
【００６４】
　ステップＳ７０４において、プロトコル情報更新手段２１２は前記送信手段２０３によ
り受信したプロトコル情報を受け、更新制御手段２１１へ更新すべきか否かの判定を受け
る。更新制御手段２１１は検査開始後最初の撮影である場合、プロトコル情報更新手段２
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１２へ更新させる判定を伝達する。検査開始後最初の撮影でない場合、プロトコル更新手
段２１２へ更新させない判定を伝達する。更新制御手段２１１により更新させる判定を受
けた場合、ステップＳ７０５において、プロトコル情報更新手段２１２は外部Ｘ線装置の
プロトコル情報を更新し、終了する。更新制御手段２１１により更新させない判定を受け
た場合、外部Ｘ線装置のプロトコル情報の更新を行わず、そのまま終了する。
【００６５】
　〔第９の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第８の実施形態と同様である。
【００６６】
　更新制御手段２１１はプロトコル情報更新手段２１２より更新すべきか否かの判定を依
頼された際に、プロトコル情報における撮影グループ情報が、前回撮影時に使用したプロ
トコル情報における撮影グループ情報と同一グループでない場合、プロトコル情報更新手
段２１２へ更新させる判定を伝達する。同一グループである場合、プロトコル情報更新手
段２１２へ更新させない判定を伝達する。尚、前記プロトコル情報更新手段２１２より取
得したプロトコル情報は、同一検査内における次回撮影時まで更新制御手段２１１で保持
する。
【００６７】
　図１３は第９の実施形態におけるＸ線画像収集システムのフローチャートであり、図１
１における決定手段２０１により撮影プロトコルを決定し、プロトコル情報更新手段２１
２により外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新するまでを示している。
【００６８】
　ステップＳ８０１において、決定手段２０１が撮影プロトコルを決定し、前記撮影プロ
トコルをプロトコル情報取得手段２０４へ伝達する。ステップＳ８０２において、プロト
コル情報取得手段２０４はステップＳ８０１で受け取った撮影プロトコルを用いて、プロ
トコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を取得し、
前記取得したプロトコル情報を送信手段２０３へ伝達する。
【００６９】
　ステップＳ８０３において、送信手段２０３はステップＳ８０２で受け取ったプロトコ
ル情報を外部Ｘ線装置へ送信する。
【００７０】
　ステップＳ８０４において、プロトコル情報更新手段２１２は前記送信手段２０３によ
り受信したプロトコル情報を用い、更新制御手段２１１へ更新すべきか否かの判定を受け
る。更新制御手段２１１は前記受信したプロトコル情報における撮影グループ情報と、同
一検査内の前回撮影時に使用したプロトコル情報における撮影グループ情報が同一グルー
プでない場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新させる判定を伝達する。同一グルー
プである場合、プロトコル更新手段２１２へ更新させない判定を伝達する。更新制御手段
２１１により更新させる判定を受けた場合、ステップＳ８０５において、プロトコル情報
更新手段２１２は外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新し、終了する。更新制御手段２１
１により更新させない判定を受けた場合、外部Ｘ線装置のプロトコル情報の更新を行わず
、そのまま終了する。
【００７１】
　〔第１０の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第８の実施形態と同様である。
【００７２】
　更新制御手段２１１はプロトコル情報更新手段２１２より更新すべきか否かの判定を依
頼された際に、プロトコル情報における撮影部位情報が、前回撮影時に使用したプロトコ
ル情報における撮影部位情報と同一部位でない場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更
新させる判定を伝達する。同一部位である場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新さ
せない判定を伝達する。尚、前記プロトコル情報更新手段２１２より取得したプロトコル
情報は、同一検査内における次回撮影時まで更新制御手段２１１で保持する。
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【００７３】
　図１４は第１０の実施形態におけるＸ線画像収集システムのフローチャートであり、図
１１における決定手段２０１により撮影プロトコルを決定し、プロトコル情報更新手段２
１２により外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新するまでを示している。
【００７４】
　ステップＳ９０１において、決定手段２０１が撮影プロトコルを決定し、前記撮影プロ
トコルをプロトコル情報取得手段２０４へ伝達する。ステップＳ９０２において、プロト
コル情報取得手段２０４はステップＳ９０１で受け取った撮影プロトコルを用いて、プロ
トコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を取得し、
前記取得したプロトコル情報を送信手段２０３へ伝達する。
【００７５】
　ステップＳ９０３において、送信手段２０３はステップＳ９０２で受け取ったプロトコ
ル情報を外部Ｘ線装置へ送信する。
【００７６】
　ステップＳ９０４において、プロトコル情報更新手段２１２は前記送信手段２０３によ
り受信したプロトコル情報を用い、更新制御手段２１１へ更新すべきか否かの判定を受け
る。更新制御手段２１１は前記受信したプロトコル情報における撮影部位情報と、同一検
査内の前回撮影時に使用したプロトコル情報における撮影部位情報が同一部位でない場合
、プロトコル情報更新手段２１２へ更新させる判定を伝達する。同一部位である場合、プ
ロトコル更新手段２１２へ更新させない判定を伝達する。更新制御手段２１１により更新
させる判定を受けた場合、ステップＳ９０５において、プロトコル情報更新手段２１２は
外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新し、終了する。更新制御手段２１１により更新させ
ない判定を受けた場合、外部Ｘ線装置のプロトコル情報の更新を行わず、そのまま終了す
る。
【００７７】
　〔第１１の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第８の実施形態と同様である。
【００７８】
　更新制御手段２１１はプロトコル情報更新手段２１２より更新すべきか否かの判定を依
頼された際に、プロトコル情報における撮影部位情報および部位方向情報が、前回撮影時
に使用したプロトコル情報における撮影部位情報および部位方向情報と、同一部位かつ同
一方向でない場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新させる判定を伝達する。同一部
位かつ同一方向である場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新させない判定を伝達す
る。尚、前記プロトコル情報更新手段２１２より取得したプロトコル情報は、同一検査内
における次回撮影時まで更新制御手段２１１で保持する。
【００７９】
　図１５は第１１の実施形態におけるＸ線画像収集システムのフローチャートであり、図
１１における決定手段２０１により撮影プロトコルを決定し、プロトコル情報更新手段２
１２により外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新するまでを示している。
【００８０】
　ステップＳ１００１において、決定手段２０１が撮影プロトコルを決定し、前記撮影プ
ロトコルをプロトコル情報取得手段２０４へ伝達する。ステップＳ１００２において、プ
ロトコル情報取得手段２０４はステップＳ１００１で受け取った撮影プロトコルを用いて
、プロトコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を取
得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段２０３へ伝達する。
【００８１】
　ステップＳ１００３において、送信手段２０３はステップＳ１００２で受け取ったプロ
トコル情報を外部Ｘ線装置へ送信する。
【００８２】
　ステップＳ１００４において、プロトコル情報更新手段２１２は前記送信手段２０３に
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より受信したプロトコル情報を用い、更新制御手段２１１へ更新すべきか否かの判定を受
ける。更新制御手段２１１は前記受信したプロトコル情報における撮影部位情報および部
位方向情報と、同一検査内の前回撮影時に使用したプロトコル情報における撮影部位情報
および部位方向情報が同一部位かつ同一方向でない場合、プロトコル情報更新手段２１２
へ更新させる判定を伝達する。同一部位かつ同一方向である場合、プロトコル更新手段２
１２へ更新させない判定を伝達する。更新制御手段２１１により更新させる判定を受けた
場合、ステップＳ１００５において、プロトコル情報更新手段２１２は外部Ｘ線装置のプ
ロトコル情報を更新し、終了する。更新制御手段２１１により更新させない判定を受けた
場合、外部Ｘ線装置のプロトコル情報の更新を行わず、そのまま終了する。
【００８３】
　〔第１２の実施形態〕
　図１６は第１２の実施形態におけるＸ線画像収集システムのブロック構成図であり、図
１１に記載のものと同一のブロックは第８の実施形態と同様である。
【００８４】
　更新設定手段２２１は、任意の状態において、更新制御手段２１１に対し更新指示をす
ることで、プロトコル情報更新手段２１２に外部Ｘ線装置のプロトコル情報を強制的に更
新させる。
【００８５】
　例えば、第９の実施形態において、更新制御手段２１１がプロトコル情報更新手段２１
２に対して、更新させない判定を伝達する条件を満たしている場合、更新設定手段２２１
により更新制御手段２１１に対し更新指示をすることで、プロトコル情報更新手段２１２
が外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新しない場合でも、強制的に更新させる。
【００８６】
　〔第１３の実施形態〕
　図１７は第１３の実施形態におけるＸ線画像収集システムのブロック構成図であり、２
００はＸ線画像収集システムの範囲を示している。
【００８７】
　Ｘ線撮影に先立って、撮影対象の撮影プロトコルが選択されると、
　決定手段２０１は撮影プロトコルを決定し、前記決定した撮影プロトコルをプロトコル
情報取得手段２０４へ伝達する。
【００８８】
　プロトコル情報記憶手段２０２は、撮影プロトコルに対応したプロトコル情報を記憶し
ている。
【００８９】
　プロトコル情報取得手段２０４は、前記決定手段２０１より伝達された撮影プロトコル
を用い、プロトコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに対応したプロトコル情
報を取得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段２０３へと伝達する。
【００９０】
　送信手段２０３は、プロトコル情報取得手段２０４からプロトコル情報を受け、前記プ
ロトコル情報を外部Ｘ線装置へと送信する。
【００９１】
　受信手段２０５は、外部Ｘ線装置にて操作者がプロトコル情報を変更した場合、前記変
更されたプロトコル情報を受信する。
【００９２】
　プロトコル情報更新手段２１２は、前記送信手段２０３からプロトコル情報を受けたプ
ロトコル情報を用い、更新プロトコル情報調整手段２３１により適切な内容に調整された
プロトコル情報を取得し、外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新する。
【００９３】
　更新プロトコル情報調整手段２３１は、前回撮影時に使用したプロトコル情報の初期値
と、前回撮影時に実際に使用されたプロトコル情報の差分を取得する。更に、前記プロト
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コル情報更新手段２１２より受けたプロトコル情報に対し、前記取得した差分を用いた調
整を行い、調整したプロトコル情報を前記プロトコル情報更新手段２１２へと伝達する。
尚、前記プロトコル情報更新手段２１２より取得したプロトコル情報の初期値は、同一検
査内における次回撮影時まで更新プロトコル情報調整手段２３１で保持する。
【００９４】
　図１８は第１３の実施形態におけるＸ線画像収集システムのフローチャートであり、図
１７における決定手段２０１により撮影プロトコルを決定し、プロトコル情報更新手段２
１２により外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新するまでを示している。
【００９５】
　ステップＳ１１０１において、決定手段２０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、前
記撮影プロトコルをプロトコル情報取得手段２０４へ伝達する。ステップＳ１１０２にお
いて、プロトコル情報取得手段２０４はステップＳ１１０１で受け取った撮影プロトコル
を用いて、プロトコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル
情報を取得し、送信手段２０３へと伝達する。前記プロトコル情報をプロトコル情報Ａと
する。
【００９６】
　ステップＳ１１０３において、送信手段２０３は前記プロトコル情報Ａを外部Ｘ線装置
へ送信する。
【００９７】
　ステップＳ１１０４において、プロトコル情報更新手段２１２は前記外部Ｘ線装置で受
信した前記プロトコル情報Ａを更新プロトコル情報調整手段２３１に伝達する。更新プロ
トコル情報調整手段２３１は前回撮影時に使用したプロトコル情報を外部Ｘ線装置より取
得する。前記プロトコル情報をプロトコル情報Ｂとする。
【００９８】
　ステップＳ１１０５において、更新プロトコル情報調整手段２３１は前回撮影時にプロ
トコル情報更新手段２１２より伝達され、更新プロトコル情報調整手段２３１で保持され
たプロトコル情報の初期値を取得する。前記プロトコル情報をプロトコル情報Ｃとする。
【００９９】
　ステップＳ１１０６において、更新プロトコル情報調整手段２３１は前記プロトコル情
報Ｂと前記プロトコル情報Ｃの差分を取得する。
【０１００】
　ステップＳ１１０７において、更新プロトコル情報調整手段２３１は前記取得した差分
を用いて、前記プロトコル情報Ａを調整し、調整したプロトコル情報Ａをプロトコル情報
更新手段２１２　へと伝達する。
【０１０１】
　ステップＳ１１０８において、プロトコル情報更新手段２１２は前記調整されたプロト
コル情報Ａを用いて、外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新し、終了する。
【０１０２】
　〔第１４の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第１３の実施形態と同様である。
【０１０３】
　更新プロトコル情報調整手段２３１は、前回撮影時に使用したプロトコル情報の初期値
と、前回撮影時に実際に使用したプロトコル情報の比率を取得する。更に、前記プロトコ
ル情報更新手段２１２より受けたプロトコル情報に対し、前記取得した比率を用いた調整
を行い、調整したプロトコル情報を前記プロトコル情報更新手段２１２へと伝達する。尚
、前記プロトコル情報更新手段２１２より取得したプロトコル情報の初期値は、同一検査
内における次回撮影時まで更新プロトコル情報調整手段２３１で保持する。
【０１０４】
　図１９は第１４の実施形態におけるＸ線画像収集システムのフローチャートであり、図
１７における決定手段２０１により撮影プロトコルを決定し、プロトコル情報更新手段２
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１２により外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新するまでを示している。
【０１０５】
　ステップＳ１２０１において、決定手段２０１が撮影する撮影プロトコルを決定し、プ
ロトコル情報取得手段２０４へ前記撮影プロトコルを伝達する。ステップＳ１２０２にお
いて、プロトコル情報取得手段２０４はステップＳ１２０１で受け取った撮影プロトコル
を用いて、プロトコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル
情報を取得し、送信手段２０３へと伝達する。前記プロトコル情報をプロトコル情報Ａと
する。
【０１０６】
　ステップＳ１２０３において、送信手段２０３は前記プロトコル情報Ａを外部Ｘ線装置
へ送信する。
【０１０７】
　ステップＳ１２０４において、プロトコル情報更新手段２１２は前記外部Ｘ線装置で受
信した前記プロトコル情報Ａを更新プロトコル情報調整手段２３１に伝達する。更新プロ
トコル情報調整手段２３１は前回撮影時に操作者により変更され、更新プロトコル情報調
整手段２３１で保持されたプロトコル情報を取得する。前記プロトコル情報をプロトコル
情報Ｂとする。
【０１０８】
　ステップＳ１２０５において、更新プロトコル情報調整手段２３１は前回撮影時にプロ
トコル情報更新手段２１２より伝達され、更新プロトコル情報調整手段２３１で保持され
たプロトコル情報の初期値を取得する。前記プロトコル情報をプロトコル情報Ｃとする。
【０１０９】
　ステップＳ１２０６において、更新プロトコル情報調整手段２３１は前記プロトコル情
報Ｂと前記プロトコル情報Ｃの比率を取得する。
【０１１０】
　ステップＳ１２０７において、更新プロトコル情報調整手段２３１は前記取得した比率
を用いて、前記プロトコル情報Ａを調整し、調整したプロトコル情報Ａをプロトコル情報
更新手段２２１　へと伝達する。
【０１１１】
　ステップＳ１２０８において、プロトコル情報更新手段２１２は前記調整されたプロト
コル情報Ａを用いて、外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新し、終了する。
【０１１２】
　〔第１５の実施形態〕
　本実施形態におけるブロック構成図は第８の実施形態と同様である。
【０１１３】
　更新制御手段２１１は、プロトコル情報に付加されている更新有無情報に基づき、前記
更新有無情報が有の場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新させる判定を伝達する。
前記更新有無情報が無の場合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新させない判定を伝達
する。
【０１１４】
　図２０は第１５の実施形態におけるＸ線画像収集システムのフローチャートであり、図
１１における決定手段２０１により撮影プロトコルを決定し、プロトコル情報更新手段２
１２により外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新するまでを示している。
【０１１５】
　ステップＳ１３０１において、決定手段２０１が撮影プロトコルを決定し、前記撮影プ
ロトコルをプロトコル情報取得手段２０４へ伝達する。ステップＳ１３０２において、プ
ロトコル情報取得手段２０４はステップＳ１３０１で受け取った撮影プロトコルを用いて
、プロトコル情報記憶手段２０２から前記撮影プロトコルに基づいたプロトコル情報を取
得し、前記取得したプロトコル情報を送信手段２０３へ伝達する。
【０１１６】
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　ステップＳ１３０３において、送信手段２０３はステップＳ１３０２で受け取ったプロ
トコル情報を外部Ｘ線装置へ送信する。
【０１１７】
　ステップＳ１３０４において、プロトコル情報更新手段２１２は前記送信手段２０３に
より受信したプロトコル情報を用い、更新制御手段２１１へ更新すべきか否かの判定を受
ける。更新制御手段２１１は前記受信したプロトコル情報における更新有無情報が有の場
合、プロトコル情報更新手段２１２へ更新させる判定を伝達する。更新有無情報が無の場
合、プロトコル更新手段２１２へ更新させない判定を伝達する。更新制御手段２１１によ
り更新させる判定を受けた場合、ステップＳ１３０５において、プロトコル情報更新手段
２１２は外部Ｘ線装置のプロトコル情報を更新し、終了する。更新制御手段２１１により
更新させない判定を受けた場合、外部Ｘ線装置のプロトコル情報の更新を行わず、そのま
ま終了する。
【０１１８】
　また、本実施形態において、外部Ｘ線装置における外部入力部上で操作者がプロトコル
情報の更新を行った場合、前記更新制御手段により更新させない判定を受けている場合に
おいても、前記操作者による更新は有効とする。尚、上記実施形態においてなされたＸ線
撮影制御のフローは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたコンピュータプ
ログラムが読み取り、放射線撮影制御装置として機能するコンピュータが実施してもよい
。

【図１】 【図２】
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