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原　　　　著-

極微小焦点Ⅹ線C T装置の精度に関する実験的研究

渋　谷　英　介　　松　林　忠　敏　　志　田　　　剛

東京歯科大学角ろ培IJ学講座

(指導:井出吉信教授)

年8月11日受付)

年11月21日受理)

抄　録:近年微綿構造の撮影に適した極微小焦点Ⅹ線CT装置が開発され,研究に用いられるよう

になってきた｡しかし使用する装置により撮影方法や断層画像の取得方法および3次元立体構造像

を得る過程が異なっている｡そのため,その計測結果を比較するためには装置の特性の検証が必要

である｡

そこで今回は本学HRC所有のマイクロCT装置について,その三次元立体構築像取得方法とそ

の計測精度について比較検討を行ったので報吾する｡試料は市販されている3 mmのアルミ円柱を

ファントムとして用いた｡

撮影後, 3次元再構築像を作成し,その像より計測を行い,実際の試料より得られた値と比較を

行ったo計測項E]は長径,幅径,体積,表面積である｡撮影したスライス像を蓋に体積,表面積を

計測した結果は実際の試料より計算して得られる値とほぼ-致したo今回の検証によってマイクロ

CTで撮影したデータを用いて,各計測項目を算出する有用性が実証された｡

辛-ワ-ド:マイクロCT,ファントム,誤差範囲

緒　　　　　責

近年歯科医廃の発達に伴い,歯科領域におい

て,歯牙や骨等硬組織の内部構造についてより詳

細な情報を知ることが重要になってきている｡そ

れらの情報を得るためには歯科用Ⅹ線を始めとし

てCT等が広く用いられている｡

しかし従来の医療用CT装置では解像度,ある

いはスキャンピッチが大きいため顎口腔領域に応

用するには困難であった｡そのため歯牙や顎骨な

ど,硬組織の形態学的研究は主に切片を作成し,

観察する方法が用いて行われてきた　　　しかし

これらの方法では切断EbJからの観察しか行なえ

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学解剖学講座　渋谷英介

ず,加えて立体的な構造は再現しにくいという大

きな欠点があった｡ところが,近年微綿構造の撮

影に適した極徴小焦点Ⅹ線CT装置(以下マイク

ロCT)が開発され,研究に用いられるように

なってきた｡マイクロCTを用いた主な研究は骨

に関して行っている　　　　ト8)や歯に関して

行っている　　　　　　　　　らや

らが挙げられるが,それぞれ使用する装置により

撮影方法や断層画像の取得方法および3次元立体

構築像を得る過程が異なっている11ト15)｡マイク

ロCTを用いて計測を行うためには,各装置の特

性を考慮した上で計測値に対する誤差を検証する

ことが必要であると思われる｡本学HRC所有の

マイクロCT装　の線源はコーンビーム方式を用

いているため,中心Ⅹ線束より離れるに従い,逮

一　怨il -
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視像には幾何的な歪みが拡大していくと考えられ

ている｡そのため撮影にあたっての注意として,

Ⅹ線の中心軸が通ると仮定されている部位より離

れた部位の断層像,具体的には上下300スライス

分以上の範囲での再構成には注意が必要である｡

そのため今回の検証ではまず試料に対する撮影

可能な範囲を明確にすることが求められる｡また

再構成された断層画像におけるノイズを分離する

ための聞値についても検討を行った｡そこでマイ

クロC Tを用いて得られる断層像及び三次元再構

築像の計測値を試料より得られる実測値と比較検

討を行った｡

試料および方法

上　マイクロCT装置の概要

機器の概要

本研究で用いた極微小焦点Ⅹ線C T装置

-755　樫村)は,撮影装置本体および演算

制御を行うコンピュータで構成される｡装置本体

は, X線発生装置,試料ステ-ジ,検出部から成

る(図1)｡

Ⅹ線発生装置(管球)は,焦点サイズ

pm,電圧　　　　　　　電流

の性能をもっ｡検出部は, 4インチのイメ-ジ･

インテンシファイアー管　　管)と　　×

dotの走査線を有する1インチCCDカメラを装

備し, Ⅹ線透視画像をビデオ信　に変換してコン

Ⅹ線発生装置

試料ステージ

図1　マイクロCT装置の構成図

ピューク側に出力する｡サンプルを透過してきた

Ⅹ線は角度ごとの透視画像　　　　　　として言己

録され,一回の撮影において500枚の

が必要である｡この　　　　　　を断層画像再構

成ソフト　　　　　　　　　　　　　を用い,フィ

ルター補正逆投影法

により再構成画像を作成する｡この,結

果得られる断層画像は　　×　　　　からなる円

形のもので,空間解像度は　　×　　　　以下で

ある｡また画像のそれぞれの画素には16ビットに

デジタル化されたCT値がおさめられている｡試

料の撮影倍率はX線発生装置と　　管との位置を

調節することにより1.2倍から　　悟の問で可変

である｡撮影倍率を設定することににより,スラ

イス厚さは6 pmから　　　に規定されるo

撮影手順

撮影方法は.まず試料を試料ステージに歯科用

ワックス等を用いて,撮影中に試料が動かないよ

うに固定する｡このステージは上下方向の移動が

可能であり,透視像で確認しながら撮影する範囲

が断層域内に位置付けられるように試料の位置を

設定する｡

次に撮影倍率,管電流および管電圧の設定を行

う｡今回の撮影に際しては管電流　　　管電圧9

0pAにて撮影した｡

全ての条件の設定が終了すると,撮影を開始す

る｡ステージは　　度づっ回転し　　枚のⅩ線

画像　　　　　　を約1時間かけて取得する｡

その後再構成画像を前述の方法により取得する｡

2.実験に用いた試料および計測方法

試料

試料は直径3mmとして市販されているアルミ

円柱を計測用のファントムとして用いた｡比較検

討に先立ち,試料としたアルミ円柱の寸法はマイ

クロメーターを用いて計測した結果,幅径

mm,長径　　　　　であった｡この実測値を蓋

にして以下に示す計測項目についてマイクロCT

装置を用いて得られる画像との比較を行った｡

2 - 2.撮影倍率が精度に与える影響

各撮影倍率における　　　　　　の水平的な歪
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みを比較するため,撮影倍率1.5倍　　倍

悟　　悟および5.0倍で　　　　　　を取待し

た｡得られた　　　　　　の幅径の　　　数を画

像処理ソフト　　　　〕

を用いて,計測した｡

スライス画像を用いた閥値の決定

アルミ樺によるファントムを撮影し,得られた

断層画像を用いて,この画像に対して聞値を変化

させながら断層画像の　　　数の計測を行い,

実測値で得られた幅径と　-致する値を今回計測す

る際に用いる閥値として決定した｡

スライス画像による垂重的な像の歪みの

比較

任意の倍率で撮影されたスライス画像の計測を

行うことにより,コーンビーム方式の特徴である

重商的な像の歪みを検証した｡検出部の画素数は

垂置方向に　　ライン存在するため,断層像は最

大　　枚再構成することが可能である｡しかし通

常は中心Ⅹ線束を中心として上下に300枚づっ600

枚の断層像を取侍している｡この範囲内での像の

拡大による盃みを検討するため,その方法として

まず1. 5倍において撮影を行い　　枚のスライス

画像を　一組再構成した｡そして1枚目より100枚

日毎のスライス画像の幅径を計測することにより

検討を試みた｡

三次元再構築像上での計測

スライスデータを再構成後,三次元再構築ソフ

ト　　　　　　　　　　　丁　　および汎用解析ソ

フト　　　　　　　　　を用いて3次元再構築像

を作成し,その像より計測を行い,実際の試料よ

り得られた値と比較を行った｡計測項目としては

長径,幅径,体積,表面積である｡いずれも計測

結果はピクセル数で表されるため,その換算にあ

たっては　　　　　　より得られる　　　　あた

りの寸法を代入して計算を行った｡

結　　　　　果

上　撮影倍率が精度に与える影響

同一の試料を各倍率において撮影し,その幅径

が何ピクセルに相当するかを計測した｡計測結果
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を図2のグラフにて示す｡このグラフにより幅径

の計測値では倍率が上がるにともない　　　数

が佳かに増加していることがわかる｡すなわち水

平的に歪みが生じている｡

2.スライス画像を用いた聞値の決定

画像処理ソフト　　　　　　　　　　　　　　を

用いて,画像のヒストグラムを表示させ,試料を

計測して得られる幅径の値を蓋にノイズを/分離し

た(図3)｡これによりグレースケール値で約120

以下のデータはノイズによる半影であることが確

認された(図4)0

3.スライス画像による垂重的な像の歪みの比較

1. 5倍で撮影を行った100枚毎のスライス画像を

計測することにより,通常再構成を行っている範

[#jでは像の歪みは認められなかった｡
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十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倍率

図2　各倍率に対するピクセル数の計測結果

図3　スライス画像と半影の範囲(半影の

範囲を実線で示す｡)
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図4　ノイズによる半影を除去した画像

4.三次元再構築像を用いた計測

三次元再構築像を作製する際にはスライス画像

上で検討されたノイズと,必要なデータの境界の

聞値を参考にし再構築像を作成した｡また二次元

再構築ソフトである　　　　　においては幅径,

長径が求められるのに対して,汎用解析ソフト

では薗接的に体積および表面

積が求められるので,それぞれ2つのソフトを使

い分けて,実際の値と比較している

を用いて3次元像上で長径及び幅径を計測したと

ころそれぞれ長径　　　　　　幅径　　　　で

あった(表1)｡また,このスライス画像をAVS

を用いて骨形態計測を行う方法に準じて,三次元

再構築像より直接表面積および体積の計測を行っ

た｡このソフトにおける計刺方法は,関心領域に

おける対象物のボクセル数を恵接計測する方法に

より行われている｡

考　　　　　察

1.計測結果について

計測を行うに際して,円柱状の試料を用いた

が,断層像は微小な方形の画素で構成されている

ため,円柱の断面を方形の画素数を計測する際に

測定誤差が生じる可能性がある｡計測を行う対象

に対して,それを構成する画素は充分に小さいも

のとして,今回の撮影倍率においては取り扱った

が,さらに高倍率で撮影を行った場合にはまた別

に計測方法に対する検討も必要である｡

2.拡大倍率と像の歪みについて

-艇にⅩ線は線源から被写体に向かって円推状

に広がって放射されるので半影による像の拡大が

起こる｡従って半影によるぼけを少なくするため

には被写体を検出部にできるだけ接近させ, Ⅹ線

の焦点を被写体から遠くはなすことが重要であ

る｡また半影を減少させるためには焦点を可能な

限り小さくすることが効果的である｡

本研究で用いたマイクロCT装置ではその撮影

倍率によりステージと受光部の位置を移動させる

ことが可能である｡そのため被写体は受光部に可

及的に接近させることが可能であるため半影の少

ない画像を得ることが可能であるといえる｡

3.三次元画像取得方法に関する問題

本装置の画像再構成アルゴリズムは,各ステッ

プ毎に撮影されたRAWデータを重畳積分定理

を応用することにより再構成されている｡この方

法を用いる理由として高解像度のデ-タを出力で

きる利点が挙げられる｡

しかしその反面　　　　データの性質上,角度

情報を持っているため,わずかな試料のずれも増

幅して再構成像が不正確になる恐れがある｡その

表1　計測結果

長径 幅径 体積 表面積

A 1 フ ァン トム実測値 19.82m m 2.86m m 127.26 m m 3 191.83 m m 2

計測値 19.60m m 2.84m m

A V S 計測値 128.98 m m 3 190.83m m 2
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ため大きい試料を撮影する際には試料の固定を確

実に行う必要がある｡

4.闇値に関する問題

再構成画像ならびに再構築画像を作成する際に

ノイズと必要なデータを分離するための閥値を設

定する必要が生じる｡これには各種の方法があ

り,完全に自動的に行う方法や,撮影毎に測定者

が決定する方法等各種提唱されている｡しかし,

いずれの方法に於いても,誤差は存在するもので

あり,その誤差の発生する要因も様々である｡今

回の検証によって,装置固有の歪みを補正するこ

とが可能になった｡

結　　　　　論

マイクロCTの精度を検証するために,撮影を

行う際に得られるRAWデータを比較すること

で,通常撮影している範囲内においては像の歪み

は影響を与えないことが確認された｡また撮影し

たスライス像を蓋に体積,表面積を計測した結果

は実際の試料より計算して侍られる値と± 1%以

内とほぼ･致した｡試料を撮影していく前にデー

タの補iEを行う意味でも撮影を行う試料とほぼ近

いⅩ線透過度を持っファントムを撮影し,補正を

行う必要がある｡

今回の検証によってマイクロCTで撮影した

データを用いて,各計測項目を算出する有用性が

実証された｡
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Experimental study for the accuracy Micro-CT apparatus

r=

Department of Anatomy, Tokyo DentalCollege

(Director : Prof. Yoshinobu I°e)

Key words I MicroICT Phantom 31D reconstruction

It is important to first obtain detailed information on the internal stucture of calcified

tissue to analyze its dynamic behavior. A traditional method of studing the internal structure

of calcified tissue is to make a sequence of sections of sections after embedding the specimen

in resin. However, this has the disadvantages of destroylng the specimen and enables only one

way observation of the structure･ In the present study, a new MicroICT sysytem was developed

to overcome these problemsI This paper describes the system for thr･ee-dimensional visualiza-

tion of the internal structure of bones and compares the 3-D objects and phantom materials･

The results from this showed that using the MicroICT system produced findings within the

tolerance error range for some morphometric parameter･

(The Shihwa Gahuho, 100 : 1221-1226, 2000)
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