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(指導:窯柳錦也教授)
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年7月12冒受理)

Dose Reduction by the Use of Various KIShell Absorption

Edge Filters in Intraoral Radiography

Yoshihiko HAYAKAWA

Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Dental College

(Director : Prof. Kinya Kuroyanagi)

緒　　　　　言

口内法Ⅹ線撮影において患者の被曝線量を軽減するた

めに, Ⅹ線発生装置,感光材料,現像処理および撮影手

技などの検討が行われてきた｡

既に, Ⅹ線発4装置における管電圧ト9),総ろ過主2･9･

焦点皮膚間距離　　　およびコT)メ-ション

の被曝線量に及ぼす影響に関しては数多くの報吾がある｡

このうち総ろ過に関する研究は,付加フィルターであ

るアルミニウムの厚さを変化させて行われてきた｡フィ

ルターによる線薯の変化は,画像の鮮鋭度への影響がほ

とんどないことから,線量軽減に有効な手段である｡し

かし,アルミニウムが厚すぎる場合, Ⅹ線出力は下がり

コントラストが低下する｡

それに代わるものが, K殻吸収端フィルターである｡

これは,撮影に用いられるⅩ線のエネルギー分布内にK

殻吸収端がある金属を用いている14･15)｡ K殻吸収端は光

*本論文の要旨の一部は,第33回日本歯科放射線学会総
会(平成4年10月15日,東京),第163回日本歯科放射線学
会関東地方会(平成5年3月27日,新潟
Congress on Dental and Maxillofacial Radiology
(平成5年6月11乱トリノ),第34回日本歯科放射線学
会総会(平成5年9月30日,新潟)において発表した｡

電効果によるもので, Ⅹ線のエネルギーがK殻軌遺電子

を放出させるエネルギーを超えるとき,滅弱係数が急に

大きくなる現象を意味している｡あらゆる物覚のⅩ線滅

弱係数は, Ⅹ線エネルギーが高くなるにつれて低下する

が,吸収端では非連続的に大きくなる｡ K殻吸収端エネ

ルギーは,各金属固有であり原子番号によって異なる｡

このK殻吸収端フィルターの利用は　　　年

がセリウムを用いてヨード造影剤の

コントラストを良くしようとしたことに始まる｡その

級,スクリーンタイプフイルムと増感紙を利用するⅩ線

撮影法に用いられた　｡歯科領域では　　　年

他　　や　　年　　　　　　　　　が,パノ

ラマ断層撮影法や衰貢部規格Ⅹ線撮影法に応用した｡

一方,ノンスクリーンタイプフイルムを用いる口内法

Ⅹ線撮影への応用は　　　年　　　　　　　　　から始

まったo　その後イットリウムやニオブあるいは希土美貢金

属を用いた研究があった2上　｡しかし,厚い板を用い

たために照射時間が長くなった｡

口内法Ⅹ線撮影において, K殻吸収端フィルターの最

適な種楽と厚さを決めるためには,管電圧によって変化

するⅩ線の線賛,口腔領域の解剖学的構造物のⅩ線透過

性に加えて,フイルム内の強によるⅩ線吸収を考慮しな
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ければならない｡

本研究の目的は, K殻吸収端フィルターを用いて,口

内法Ⅹ線撮影における被曝線室の軽減を図ることであ

る.そのために, K殻吸収席フィルターによるⅩ線の線

量と線質の変化,および入射する皮膚面への照射線量の

変化を測定し,組織内線量を推定した｡実験には, K殻

吸収席のエネルギーが異なるものを用い,通常のアルミ

ニウムと比較した｡

研　究　方　法

本研究に使用したフィルターを表1に示す｡ガドリニ

ウム,ホルミウムおよびエルビウムが希土頬金属であ

る｡このうち図1に示したガドリニウム

は　　　　　　　　　　　　　を主成

分とする

と報吾されている　　｡

本研究にはⅩ線発生装置として　　　　　　朝E]レ

ントゲン工業)を使用した｡その主な仕様を表2に示

す｡付加フィルターはアルミニウム1mmであり,総ろ

過は　　　　当量である｡この装置は付加フィルター

を取り外せる｡そこでアルミニウムを外してK殻吸収堀

フィルターを用いた｡ただし,ニオブとガドリニウムで

はアルミニウム　　　　または1mmと重ねた場合も検

討した｡

なお,交流定電圧電源装置　　　　　　　　高砂製作

所)を用いた｡

図　　　　　　　1･　　　　　つくit

注)パッケ-ジには2枚のシートがある｡

に合せて,適当な大きさに切って用い

る｡

1.線室と緑葉の測定

K殻吸収端フィルターによる線室の変化として, Ⅹ線

出力を電離箱線室計　　　　　　　　型,プローブ

4型　　　　　　で測定した｡ Ⅹ線管蕉点からプローブ

までの距離は　　　とした｡

また,線薯の変化としてアルミニウムによる滅膏,q曲線

を作り半価層を求めた｡コーンの奥に鎗を置いて綿Ⅹ線

束に絞って測定したo　プローブ　　　型　　　　　　を

用い, Ⅹ線管蕉点からプローブまでの距離は　　　とし

た.アルミニウムは長さ　　のコーンの先塊部に置い

た｡

表1　アルミニウムおよびK売受吸収婦フィルター

フィル タ】
原子

記号

原子

番号

K 殻吸収殆エネルギー

(k eV )
厚 さ (省 略記号 )

アル ミニ ウム A 1 13 1.56 1 , 2 , 3 , 4 , 5 m m (A l l ,A 1 2 ,A 13 ,A 1 4 ,A 1 5 )

ニオ ブ1) N b 41 19.0 30ナ

モ リブデ ン2) M 0 42 20.0 50, 100 FLm (M 0 50, M 0100)

ガ ドリニ ウム3) G d 64 50.2 0.38, 0.76m m (G d 38, G d 76)

ホル ミウム4) H 0 67 55.6 100〃 丁00)

エル ビウム5) E r 68 57.5 loo″

1 ) NIOBIIX@RADIATION REDUCTION FIIJTER

Serial No. 4960(30pm), Seria_1 No.1986(50p m)

(Bad/Red Laboratories)

2 ) Molybdenum sheet

Serial No. 40410(50p m), SerialNo.40329(loop m)

(レアメタリック)

3) Dental X-ray Beam Filter Ket

Serial No. 0363014239YM9847 and 9848

(Eastman Kodak)

-　2　-

4) Holmium sheet

Lot No. Ho-M-31151

(Research Chemicals, Nucor)
5) Erbium sheet

Lot No. Er-M13 1448

(Research Chemicals, Nucor)
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表　　　　　　　の主な仕様

形式

Ⅹ線管

整流方式

管電圧

管電流

照射時間

総ろ過

蕉点

コーンの長さ

コリメーション

DFWl20
Dl088

全波整流方式

50-90kVp

ごとに9段階切替)
2 -20mA

( 6段階切替)

0. 01-5. Osec

(23段階切替)

当室
×

または

コーンの先端において　　　¢

2.皮膚面-の照射線量の測定

Ⅹ線が入射する皮膚面への照射線量は,臨床的に最適

なmAs値(管電流と照射時間の積)におけるⅩ線出力と

した｡

図2は,この最適なmAs値を決めるためにステッ

プウェッジを撮影したときの設定である｡ステップ

ウェッジは,厚さ1mmから　　　まで1mm間隔の

アルミニウムである｡フイルムは

を用いた｡上

顎切歯部撮影における標準的時間で照射した｡現像処理

は自動現像とし,現像波　　　　　定着液F(富士写真

フイルム)を用い,処理温度は28℃とした｡黒化度の測

定には,デンシトメータ　　　　　コニカメディカル)

図2　ステップウェッジの設定位置

を用いた｡

そして,最適なmAs値は,管電圧を変化させ,また

フィルタ-を取り替えて照射したとき,ステップウェッ

ジの窯化度が厚さ4mmから8mmにおいて　　から

1.8程度になるように設定した｡

図3は,最適なmAs値の設定である｡管電圧が上昇

するとmAs値は小さくなる｡高い管電圧では, Ⅹ線の

透過性が良くなるだけでなく,その発生効率が上昇する

ので,小さなmAs値で十分となる｡

3.組織内線量の推定

本研究では,数多くのK殻吸収端フィルターを用いて

いるo　そこで　　　　　　　　　　が報害した甲状腺と

耳下腺の線量を数式で表わし,その数式-の代入によっ

て両線茎を推定した｡各K殻吸収璃フィルターを用いた

ときの総ろ過は,同じ半価層になるアルミニウムの厚さ

を求めてその厚さに対する推定値53)を充てた｡

図4は,甲状腺と耳下腺のmAsあたりの吸収線量と

Ho, ∈r

50　6070　80 90

Tube Voftage　(kVp)

図3　最適なmAs値
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管電圧および総ろ過との関係である　　　　　　　　　　　甲状腺線量

における上顎切歯部撮影時の線量に関する結果か　　　　　　　　　　×

ら,コーンの長さ　　　照射野の直径6cmのときの値

を用いた｡そして次式を待た｡

(
3
3
S
V
u
J
^
D
r
f
)
s
v
u
L
a
d
a
S
O
Q
P
a
q
L
O
S
q
V

Tube Voftage　(kVp)

図4　管電圧とmAsあたりの吸収線量の関係
注)左が甲状腺,右が耳下腺である｡ ● (実線),
▲ (点線　　　一点鎖線)は,それぞれ総ろ過

当量を表わす｡

t
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098　7　6　5　4　　3

1

0.1
50　60　70　8090

0

9
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.

 

7

　

6

　

5

i
i

耳下腺線窒

×

g-0.38,　　　h-1.39

ここで　　　は管電圧　　　はmAs値, Tは総ろ過

である｡ aからhは,それぞれ定数を表わす｡測定値に

対する推定値の差は10%以内であった｡

研　究　成　鹿

1.線室と線寛の測定

図5はⅩ線出力である｡各管電圧におけるアルミニウ

ム1mmのときの出力を1として相対値で表わした｡

厚いアルミニウムを用いたとき出力は低下した｡これ

は低い管電圧のときはど掠著であった｡ K売受吸収端フィ

ルターでも同様であった｡しかし,ニオブ30〃mでは管

電圧による変化がほとんどなかったO　また,希土幾金属

特にガドリニウムでは高い管電圧において出力の上昇が

小さかった｡ニオブまたはガドリニウムをアルミニウム

と重ねて用いた場合には,出力が低下するとともに管電

圧による変化が大きくなった｡

図6は減衰,q曲線である｡アルミニウム1mmを用いた

ときと比べて,ニオブとモリブデンでは曲線的,希土戴

金属では直線的であった｡ニオブとモリブデンでは,特

に50および　　　で右下がりの勾配が急であった｡ -

0
-
9
1

9
.8
.7
.
L
Q

∴

MolOO l3

/･2
50 60　70　8090

Gd38
Gd38+A10.5
Gd38+Al l

Gd76+Al0.5

Gd76+Al 1

50　6070　80 90

0

9

C

O

1

一

訂

　

6

　

5

　

　

4

3　　　　　2

r【
ヒ

〇
'

H

HolOO

#o
50　60　7080　90

Tube Voltage (kVp)

図5　Ⅹ線出力
荏)通常のフィルターであるアルミニウム1mmを用いたときのⅩ線出力に対する相対値である｡
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B.
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G d76
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AI Thickness (mm)

図6　減衰,q曲線

A.アルミニウム　B.ニオブ　C.モリブデン　D.ガドリニウム　E.ホルミウム,エルビウム

注)各フィルターごとの図における5本の曲線は,それぞれ上から下へ　　　　　　　　　　　における

データであることを示す｡

方,希土幾金属では管電圧による変化が小さかったo

図7は半価層である｡厚いアルミニウムを用いるとき

と比較して,ニオブとモリブデンでは管電圧による変化

が大きく,希土楽金属ではそれが小さかった｡

2.皮膚面への照射線量の測定

図8は,入射皮膚面への照射線室の軽滅率である.ア

ルミニウム1mmのときに対する相対値として示した｡

厚いアルミニウムを用いたとき軽減率は上昇した｡こ

れは低い管電圧のときはど掠著であった｡　　　で26

から　　　　　　で15から34%であった｡これに対す

るニオブやモリブデンでの特徴は,低い管電圧において

横ばいあるいは低下となったことである0 -万,希土類

金属では,逆に高い管電圧において横ばいとなった｡ニ

オブまたはガドリニウムをアルミニウムと重ねて用いた

場合には,軽減率が上昇した｡

3.組織内線量の推定

図9は,甲状腺と耳下腺の線量推定値である.厚いア

ルミニウムを用いた場合には,甲状腺線量は管電圧を高

くしたときほど,かつ厚くしたときほど増加し,耳下腺

線室は6から10〃Gyまでの範囲内で増加したが管電圧

による変化はなかったoニオブや希土幾金属でも同様な

傾向であったo　モリブデンでは低い管電圧で耳下腺線量

が上昇した｡

考　　　　　察

Ⅹ線装置から発生するⅩ線のエネルギーは連続スペク

トルを示し,最大値は管電圧で決まる｡一方, Ⅹ線フイ

ルムの銀はK殻吸収席が　　　　にあって,これを超え

るエネルギーのⅩ線をよく吸収する｡

本実験は, Ⅹ線発生装置の管電圧とK殻吸収端フィル

～　5　-
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図8　照射線量の軽減率
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図9　甲状腺と耳下腺の線室推定値
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クーの種章と厚さをパラメータにして行った｡そこで,

K殻吸収鵡フィルターによって起こる不連続的なⅩ線透

過率の変化が各結果に及ぼす影響を考察した｡

1.線量と線葉の測定

図5のように, K殻吸収端フィルターを用いたときの

Ⅹ線出力は,アルミニウム1mmのときよりもすべて低

下した｡

特に厚いフィルターでは, Ⅹ線出力が大きく低下し

た｡　　　　　　　　は,サマリウム　　　を用いた

が,アルミニウム2mmのときより照射時間は　　倍に

なったと報菖したo　また　　　つ

は,ニオブ　　　およびエルビウム

100〃mをアルミニウムに重ねて用いたとき総ろ過は7.0

および　　　　当量と大きくなったと述べている｡こ

のような厚いフィルターでは,短い典射時間を保っため

に,高い管電圧あるいは大きい管電流による高い出力が

必要となる｡

しかし,本研究で用いた　　　　　は,アルミニウ

ム付加フィルターを外せる｡たとえば,ニオブ30〃mあ

るいはガドリニウム　　　　を用いたときには, Ⅹ線出

力は48から73%に低下するにすぎない｡このように薄い

フィルターであることは,短い照射時間を確保したまま

で線量軽減が図れる可能性を示す｡

図6の滅弱曲線に示した線薯の変化は, K殻吸収鵡

フィルターを通ったⅩ線のエネルギー分布が多様化した

ことを示している｡

ニオブやモリブデンにおいて減衰,q曲線が曲線的である

ことは,そのK売受吸収靖より低いエネルギーのⅩ線が含

まれることを示している｡佐藤54)は,モリブデンについ

てそれを示している｡ニオブとモリブデンのK殻吸収鋸

エネルギーはそれぞれ　　および　　　　である｡この

ため,それより低いエネルギーのⅩ線を通す｡しかしそ

のようなⅩ線は,物嚢透過性が低いので薄いアルミニウ

ムでよく吸収される｡したがって曲線の勾配が急とな

る｡ところが,厚いアルミニウムになると,残った高い

エネルギーのⅩ線の物賛透過性が高いので,曲線の勾配

は緩やかとなる｡特に,この曲線的という特徴が50およ

び　　　において顕著であったことは,低エネルギー

Ⅹ線を含む割合が大きいことを示している｡

一方,希土幾金属において滅弱曲線が直線的であるこ

とは, Ⅹ線のエネルギ-分布が均寛化したことを示して

いる. K売受吸収端が　　以上にあるために,高い管電

圧ではK殻吸収端を超えるエネルギーのⅩ線をよく吸収す

ることになる｡低い管電圧では,アルミニウムを用いるこ

とと同様に低いエネルギーのⅩ線をよく吸収する｡した

がって,低い管電圧ではⅩ線の物賛透過性を高め,高い管

電圧でその上昇を抑える働きをしたことになる｡

図7の半価層も,このようなⅩ線のエネルギー分布の

多様化を示している｡アルミニウム1mmあるいはそれ

を厚くした場合と比較すると,ニオブやモリブデンで管

電圧による変化が大きくなり,一方希土幾金属で小さく

なった｡半価層の厚さは,線窯の硬軟を表わすが,アル

ミニウムに比べて,ニオブやモリブデンは低い管電圧

で,希土幾金属では高い管電圧で,線質を軟らかくする

効果があることを示している｡

2.皮膚面への照射線室の測定

図8に示した入射皮膚面への照射線量の軽減率は,ア

ルミニウム1mmのときに対する相対値である｡厚いア

ルミニウムを用いたとき高くなった｡また管電圧が低い

ときはど高かった｡　　　　　　　　　も同様な結果を

報吾している｡

K殻吸収塊フィルターにおいても, Ⅹ線出力を大きく

低下させるような厚いフィルターを用いたときは,線量

軽減率が高くなった｡

しかし,モリブデンでは50および　　　において軽

滅率が低くなった｡ニオブにおいてもわずかにこの傾向

があったo　これは,低エネルギーⅩ線を多く含むためで

ある｡したがって,線賛が軟らかくなり,軽減率が低く

なったと考えられる｡

また,ニオブ30〃mでは9から12%という低い軽減率

にすぎなかった｡　　　　　　　　　　　　は,ニオブ

をアルミニウムに重ねたとき40%減と報告した｡また,

ニオブと同様な働きをすると考えられるイットリウムに

関して　　　　　　　　は　　　　のもので31%減,

は　　　　のものとアルミニウム1

mmで25から40%減　　　　　　　　は　　　のもので

22から53%減と報害した.これらと比べて,本実験にお

けるニオブ30〃mにおける軽滅率は低い｡これは通常の

アルミニウム1mmを外したためである｡したがって,

線賛が軟らかくなり大きな軽減率とはならなかったo

一方,希土楽金属では高い管電圧で軽減率は大きく減

少しなかった｡特にホルミウムとエルビウムでは, 80お

よび　　　において横ばいとなった｡これはK殻吸収

端によって高いエネルギーのⅩ線が吸収されたためであ

るo　したがって,緑葉が硬くならなくなり軽滅率は向上

しなかった｡

希土奨金属に関しては　　　　　　　　はガドリニウ

ムで20から52%戒　　　　　　　　　　はエルビウム
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で9から42%減　　　　　　　　　はガドリニウ

ムで17から36%滅,エルビウム100〃mで45から64%

減　　　　　　　　はガドリニウムで11から35%滅,エ

ルビウムで32から54%減と報害した｡これらと比較する

と本実験におけるガドリニウム　　　　における軽減率

は高くない｡これはⅩ線出力を大きく下げなかったので

線質が硬くならなかったためである｡

は, 3種幾の希土顛金属を同じ　　　　に

して用いたところ, 70から　　　までにおいて原子番

号の大きいものが線量軽減に最も効果的であると述べ

た｡本実験におけるガドリニウム　　　　は100〃mの

ホルミウムやエルビウムと同じほどⅩ線出力を大きく下

げたが,軽減率はそれらより低かった｡

3.組織内線室の推定

図9に示した甲状腺と耳下腺の線量推定値は,アルミ

ニウム1 mmのときと比べてニオブ30〃mおよびガドリ

ニウム　　　　を用いたとき,少ないかあるいは同程度

となった｡これらとアルミニウムとの重ね合わせで用い

た場合も線量は低かったO　しかし,これ以外のフィル

ターでは線室軽減にならなかった｡

ところで,これらのフィルターを用いることで皮膚面

への照射線室は,図8によると9から42%減少した｡し

かし,図9に示した組織内線室の減少はこれに及ばな

かった｡これは,半価層が厚くなって透過性が高まり,

体の内郭へ達する線室が減少しなかったためであると考

えられる｡

は,ニオブ25および　　　を用

いて,皮膚面への照射線量の減少が20から　　　組織線

量から求めた実効線量も同程度の滅少と報害した｡一

方　　　　　　　　は,ニオブによって皮膚線室が70

kVpで15%減少したが甲状腺線量は変わらないと述べ

た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は,一

次線内で線量は減少するが, -A次線外では高い管電圧

のとき増加すると述べた｡このように,組織内線量は

測定方法によって結論が異なる.また

や　　　　　は,コンピュータシミュレー

ションによって,厚いK売受吸収端フィルターではⅩ線の硬

線化によって散乱線が多く発生することにより,アルミニ

ウムを厚くするときと組織内線量は変わらないとした.

しかし,木研究において,通常のアルミニウム1mm

を外してニオブ30〃mあるいはガドリニウム　　　　を

単独のフィルターとして用いた結果より,線寛を硬くし

すぎないようにすることで,皮膚表面-の照射線室と組

織内線室の両方を減少させることができた｡

Ⅹ線の硬線化は,被曝線量だけでなくコントラストに

も影響を及ぼす｡　　　　　　　　は,イットリウム

100〃mを用いるとコントラスト低下があり,容認でき

ない程ではなかったが用いない方が好まれたとしてい

る　　　　　　　　　　　は,ニオブ25および　　　を

で用いたとき

と比べて画賛に

関する評価が低いと述べた｡また　　)

は,ニオブを用いたときコントラストの低下は

あるが,画像評価の低下と明確な関係はないと述べた｡

は, K殻吸収席フィルターが低コントラ

ストを招いて好ましくないとはいえないがコントラスト

の大きい方が好まれると述べた｡

一方,本研究において示したニオブ30〃mあるいはガ

ドリニウム　　　　のように, Ⅹ線出力を大きく低下さ

せない薄いフィルターでは,半価層の厚さはわずかに増

すにすぎない｡したがって,コントラストの低下はわず

かであると考えられる｡

しかし,離地の検出や歯槽骨の観察等の診断E]的に

よって最適な画賛は変わるであろう｡先に述べたように

フィルターによる線質の変化は画像の鮮鋭度への影響が

ほとんどないが,十分な臨床的検討が必要と思われる｡

以上の結果から,線室軽減を図るためにK売受吸収端

フィルターを臨床応用する際には,薄いことと原子番号

に配慮する必要があると言える｡

適当な薄さであることは,総ろ過を少し厚くしながら

も半価層を大きくしすぎない効果を生む｡この効果はニ

オブ30〃mあるいはガドリニウム　　　　を単独である

いはアルミニウムとの重ね合わせで用いたときに認めら

れた｡特に通常のアルミニウムを厚くする場合との違い

は,ニオブにおいては50および　　　　ガドリニウム

においては70から　　　で新著であった.

また,原子番号は, K殻吸収端フィルターのエネル

ギー選択性を決定する｡ニオブよりひとつ大きい元素が

モリブデンであるが,これをフィルターにするとより軟

らかいⅩ線になったo　さらに原子番号を大きくすれば鹿

に近づき銀がよく吸収するⅩ線を滅弱させてしまう｡ニ

オブやモリブデンを用いるのは, K売,tq吸収端を超えて娘

のそれまでのエネルギーを有するⅩ線をよく吸収するこ

とである｡しかし,両金属における　　　の違いが影響

した｡一方,ガドリニウムの原子番号はホルミウムやエ

ルビウムより小さく,そのK殻吸収席は5ないし

低い｡したがって, 80および　　　のみではなく, 70

kVpにおいても高いエネルギー部分のⅩ線を吸収する
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効果があった　　　　　　　　　は,臼内法撮影にお

ける最適なⅩ線のエネルギーを,画像のコントラストに

よって　　から　　　　フイルム感度によって35から55

keVまでとした｡このことからも,モリブデンよりもニ

オブ,ホルミウムやエルビウムよりもガドリニウムは最

適なⅩ線を選ぶために有効と考えられる｡アルミニウム

を用いることには,このようなⅩ線エネルギーの選択を

する働きはない｡

K殻吸収端フィルターは, Ⅹ線診断に用いているⅩ線

ェネルギ一領域にK殻吸収端をもつ金属である｡薄いK

殻吸収端フィルターを用いたとき,アルミニウムのとき

に比較して入射皮膚面の照射線量と組織内線室が減少し

た｡特に,ニオブ　　やガドリニウム　　　を単独

あるいはアルミニウムとの重ね合わせで用いると,ニオ

ブでは50および　　　　ガドリニウムでは70から90

kVpまででK殻吸収塊フィルターとしての特性が顕著

に現われた｡すなわちⅩ線出力を低下させるほどには半

価層を厚くしなかった｡したがって,アルミニウム

1mmあるいは厚いそれを用いる場合に比較して, K殻

吸収端フィルターを用いることは口内法撮影における被

曝線量の軽減を図ることに有効であった｡

轄　　　　　鎗

口内法Ⅹ線撮影において患者の被曝線室を軽減するた

めに,アルミニウムフィルターとK殻吸収塘フィルター

とを,線室と線質,皮膚面-の照射線室および組織内線

量について比較し,以下のような結論を得た｡

上　Ⅹ線出力はアルミニウム1mmのときに対する相

対値で表わした｡厚いアルミニウムではその低下があっ

たo　これは低い管電圧のとき東署であった｡ K殻吸収端

フィルターでも同様な結果であった｡しかし,ニオブ

30〃mでは管電圧による変化がほとんどなかった｡ま

た,希土顛金属では高い管電圧において出力の上昇が小

さかった｡

滅弱曲線は,アルミニウム1mmを用いたときと比べ

て,ニオブとモリブデンでは曲線的,希土幾金属では直

線的であった｡ニオブとモリブデンでは,特に50および

で右下がりの勾配が急であったo一方,希土類

金属では管電圧による変化が少なかった｡半価層は,ア

ルミニウム1mmを付加したときと比べて,ニオブとモ

リブデンでは管電圧による変化が大きく,希土類金属で

はそれが小さかった｡

2.入射皮膚面への照射線室は,アルミニウム1mm

を用いた場合に対する相対値で表わした｡厚いアルミニ
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ウムを用いたとき軽減率は上昇した｡これは低い管電圧

のとき顕著であった｡これに対してニオブやモリブデン

では,低い管電圧において横ばいあるいは低下となっ

た.一方希土歎金属では,逆に高い管電圧において横ば

いとなった｡

3.上顎切歯郭撮影における甲状腺と耳下腺の線量推

定値を求めた｡厚いアルミニウムを用いたとき,甲状腺

線室は高い管電圧のときほどまた厘いものを用いたとき

ほど増加し,耳下腺線室は6から　　　までの範囲内

で増加したが,管電圧による変化はなかった｡ニオブや

希土幾金属でも同様な傾向であった｡特にニオブ

あるいはガドリニウム　　　　では,アルミニウムのと

きより少ないかあるいは同程度であった｡これより厚い

場合は線量軽減にならなかったo

薄いK殻吸収端フィルタ-を用いたとき,アルミニウ

ムのときと比較して入射皮膚面の照射線室と組織内線量

が減少した｡特にニオブ30〃mやガドリニウム

を単独あるいはアルミニウムとの憂ね合わせで用いる

と,ニオブでは50および　　　　ガドリニウムでは70

から　　までにおいてK殻吸収端フィルタ-の特性

が現われた｡すなわちⅩ線出力を低下させるほどには半

価層は厚くならなかった｡したがって,アルミニウム

1 mmあるいは厚いそれを用いる場合に比べて,管電圧

との組み合わせを考慮してK殻吸収琉フィルターを用い

ることは, □内法撮影における被曝線量の軽減を図るこ

とに有効であった｡

稿を終るに際し,終始ご懇篤なる酎旨導,御報捷ならびに伽

校閲を賜わりました本学歯科放射線学講座主任窯柳錦也教授に

衷心より感謝の意を表し,本研究に櫛協力獅援助下さいました

教室員各位に対し厚く御礼を申し上げます｡
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The purpose of this study lS tO reduce patient's dose by the use of K-shell absorption edge

l　　　　　　1　　　　　　　　　･aphl･　　　-

W　　　　　　　　　　　　　､･　　　く　　　　　　y are

selectively filterd from the beam because of the sudden increase in absorption at this level. The

comparative study of several K-edge filters with standard aluminum filter of 1 mm thickness

was carried out. The changes of x-ray output, Ⅹ-ray quality and the skin surface exposure

caused by the K-edge filter were measured and the absorbed dose to internal tissue was

estimated.

Thin foils of Niobium (atomic symbol ; Nb), Molybdenum (Mo), Gadolinium (Gd),

Holmium (Ho) and Erbium (Er) were examined as an alternative to standard Aluminum

(Å仕　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　･een ､＼-　　　　　　　　　　　　　　　　　m

oxysulfid･e･ The K-edge energy of the Nb and Mo is 19･O and 20･O keV respectively･ The each

Gd.　　　　　言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く-　　　　･

keV･ The Al filters which were from 2 mm to 5 mm in thickness were used in an attempt to

make comparisons across the ra･nge of output reduction anticIPated for the K-edge filters.

Each K-edg･e filter was installed in a dental x-ray equlPment, Coronis 20. An added filter,

1 mm thickness of AI which was usually Installed, was come off this equipment.However the

experiment of the Nb and Gd piled with the Ol5 0r 1 mm of AI was carried out respectively･

The x-ray output was measur･ed with an ionizing chamber. The attenuation curve and

half-value layer were made of the penetration through the several thicknesses of aluminum.

The skin surface exposure was obtained by the x-ray output at the optlmum mAs value for the

intraoral radiography of maxillary lnCisors･ The optical denslty Of stepwedge was measured so

as to adjust the optimum mAs value at each exposure of Coronis 20. The absorbed doses to the

thyroid a･nd parotid glands were estimated by the formula constructed in advance.

Results

l. The x-ray output at the added Al filter of lmm was normalized at 1.0. The Al filters

which increased in thickness made the relative output low, as was evident at the low tube

voltage･ The each K-edge filter indicated the same tendency･ The Nb of 30pm showed no

fluctuation in tube voltage･ The rare-earth metals showed the slow increase in the high tube

voltage.

The attenuation curve was bended at the Nb and Mo, and its gradient was steep at 50 and

60 kVp ln Particular compared with the Al･ On the other hand, it was almost straigLht at the

rare earth metals and was little affected by tube voltage.

The half-value layer of the Nb and Mo is thinnerthan that filtered by the Al at the lowtube

voltage. Rare earth filters altered the radiation quality soft at the high tube voltage･ The half-
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value layer was much affected by the tube voltage at the Nb and Mo, and little affected at the

rar･e earth metals compared with the Al.

2. The skin surface exposure at the added Al filter of lmm was normalized at l･0･ The Al

filters which increased in thickness reduced this exposure, as was evident at the low tube

voltage･ Each K-edge filter, however, showed the different reduction･ The reduction by the Nb

and Mo was not large at the low tube voltage compared with the Al･ On the other hand･ the

rare-earth metals showed the reduction which didn't decrea_se at the hightube voltage so

much as the Al. When the Nb and Gd were piled with the Al, the exposure reduction increased･

3. The Al filters which increased in thickness increased the thyroid gland dose as the

thicker the Al filter, the higher the tube voltage and also increased the parotid gland dose in

the range of 6 to lOpGy･ Changlng the tube voltage had little effect on the parotid gland dose･

The Nb and rare-earth metals showed the same tendency, as was evident at the thin filter,

such as 30pm of the Nb and 0.38 mm of theGd both with and without the All These two thin

filters reduced absorbed doses which were slightly low or compatible to them at the Al filter.

Thick K-edge filters, however, did not reduce the absorbed doses･

The thin K-edge filters allowed the reduction of both the skin surface exposure and

abs.rbed doses to the internal tissues. The use of the Nb of 30pm and the Gd of O･38 mm

thickness both with and without the Al led to the reduction of patient's dosesI The characte-

ristics of K-edge filter were appeared at 50 and 60 kVp ln the Nb and from 70 to 90 kVp in the

Gd respectively. Namely, by the use of these filters, the half-value layer didn't become so thick

as the x-ray output decreased in comparison with the Al. The added filtration would seem a

practical method of significantly reducing the skin surface exposure and internal tissue dose

depending on the tube voltage used.
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