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臨　床　報　告-

ディジタル回転パノラマⅩ線画像のCRT表示および

印刷画像の評価(第1報)

-イメージングプレート方式の　　　　　　による画像と

フイルムX線写真の比較-
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東嘉歯科大学歯科放射線学講座

(主任:窯柳錦也教授)

年5月25日受付)

年7月31日受理)

抄　鎌:ディジタルⅩ線画像診断システム　　　　　⑪による回転パノラマⅩ線画像の画質評価

を行った｡ディジタル画像の表示媒体としてCRTディスプレイとインクジェットプリント紙によ

る印刷を検討した｡さらにフイルムⅩ線写真と比較した｡撮影対象は14名とした｡歯科放射線科歯

科医師7名が評価したo画賛評価の判定項目は解剖学的構造の抽出状態として,上顎および下顎の

歯,歯板塘周囲,歯周組織,上顎洞の骨壁,下顎管の走行と下顎骨骨契構造,下顎骨骨体郭および

下顎頭の外形とした｡これらに5段階評価スコアを設定したo平均はどの表示媒体でも各項目に

から　　の範囲内であった｡ 4は｢ほぼ十分である｣を示す.歯,歯根璃周囲,歯周組織と

下顎骨骨休部の内部構造では低い傾向で,上顎洞の骨壁などの骨の外形の把捉では高くなった.

CRT表示の評価は,フイルムのそれと差はなかったo低コストな印刷方法でも,骨の外形の把軽

ではCRT表示やフイルム画像と同等の評価を待た｡

キーワード:回転パノラマⅩ線撮影法,ディジタル画像処理,画賛評価

緒　　　　　旨

鹿塩フイルムに代わるⅩ線検出媒体として,輝

尽性蛍光体を塗布したイメージングプレートある

いは蛍光体と　　　　　　　-

電荷結合素子)を組み合わせたセンサーを利用す

るディジタルⅩ線画像診断システムが歯科臨床に

応用されている　｡既に口内法Ⅹ線撮影用のシ

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学歯科放射線学講座　森　俊遺

ステムは,後者の方式で　　年代末から実用化さ

れている　｡

年代前半,医科領域のⅩ線画像診断にイ

メージングプレートを利用する

システムが開発された.これは歯

科領域では口外法撮影の方法として利用されてき

た　　　現在では日本の医療用Ⅹ線撮影の15%程

がこの方式で行われている

一方,これに対して半導体素子からなるセン

サーを用いる　　　　　　　　　　　　　　　シス
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テムがある｡センサーはフラットパネルと呼ば

れ,医科領域のⅩ線画像診断で実用化が始まって

いる｡歯科領域においても　　　年代半ばに,こ

のようなセンサーを用いた回転パノラマⅩ線撮影

のためのディジタル画像診断システムが開発され

た｡現在では蛍光体と　　　を組み合わせたセン

サーを利用する実用的なシステムが登場し,歯科

臨床に活用されている　｡

また, CR方式を口内法Ⅹ線撮影に応用するシ

ステムも開発され　　　年頃から臨床応用されて

きた　｡　　年には,口内法撮影用のサイズだ

けではなく,唆合法撮影用,回転パノラマ撮影

用,頭部塊格撮影用(セファロ用)の各サイズのイ

メージングプレートを使用するシステムが利用で

きるようになった　｡

ディジタル化することの利点は,被曝線量の軽

減,現像処理を必要としないこと, Ⅹ線照射から

画像を観察できるまでの時間の短縮,ディジタル

画像処理によって不適切な照射線量をある程度回

避できること,歯や顎骨の量や質に関するⅩ線学

的な情報を定量的に把握しやすいこと,ディジタ

ル方式の保存による劣化の防止などが挙げられて

いる｡しかしながら,重要なことは,これまでの撮

影システムである増感紙とフイルムによるⅩ線写

貢と少なくとも同等な診断ができることである｡

今回,我々はイメージングプレート方式のディ

ジタルⅩ線画像診断システム　　　　　⑪

sply International/Gendex Dental X-ray

を使用する機会を得た｡このシステム

は回転パノラマ撮影用サイズ　　　×　　　のイ

メ-ジングプレートだけではなく,口内法や唆合

法撮影用サイズのイメージングプレートの処理も

できる　｡新しい機種では,頭部規格撮影用六

つ切サイズのイメージングプレートにも対応して

いる｡このシステムで得られるディジタル回転パ

ノラマⅩ線画像を評価したので,その概要につい

て報曹する｡ディジタル方式で得たパッケージⅩ

線画像はパソコン用の表示装置である　CRT

あ　る　いは　LCD

液　ディスプレイ)

上で診断する｡しかし,その画像を印刷して参照

したり,保存することも考えられる｡そこで,

CRT表示および印刷したディジタル回転パノラ

マⅩ線画像の画質評価を行い,従来のフイルムに

よるⅩ線写貢と比較した｡

材料および方法

1.ディジタルⅩ線画像診断システム

回転パノラマⅩ線撮影法に応用できるディジ

タルⅩ線画像診断システム　　　　　　は,イ

メージングプレートをレ-ザ-で走査する装置

とソフトウエア　　　　　　　　　　　　　　　　-

か

らなるコンピュータシステムである｡図1には,

システムと回転パノラマⅩ線撮影用イ

メージングプレートの処理手順を示す｡本体は

インターフェースでパソコンと接続する｡

従来,回転パノラマⅩ線撮影装置のカセットには

増感紙を貼りフイルムを入れていた｡そのカセッ

トにイメージングプレートを入れて撮影する｡

したがって,回転パノラマⅩ線撮影装置のどの

機種にも対応できる｡今回は

graph@ oT-100(Instrumentarium Imagine)

を使用し標準モードで撮影した　　　　線照射条

件の標準的な設定は,増感紙とフイルム使用時に

は管電圧　　　　管電流5mAとした｡これは

メーカー出荷時の初期設定条件通りである｡

一方,イメージングプレート使用時には

3mAとして40%の線量軽減を図った｡なお照

射条件は患者の体格等に応じて多少変更した｡

ソフトウエア　　　　　　が動作して, 1枚

のディジタル回転パノラマⅩ線画像が表示されて

いる状態を図2に示す｡ ⅩGAモード　　×768

ピクセル)のディスプレーをキャプチャーした｡

画面の右側に様々なディジタル画像処理メニュー

の並んだツールボックスがある｡ここにないもの

は各プルダウンメニューから選択できる｡観察者

にはすべての画像処理方法を自由に使うことを許

した｡処理前の原画像に戻すことも容易にでき

た｡　　　　　　の機能は,画像の取り込み,義
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図　　　　　　システムと回転パノラマⅩ線撮影用イメージングプレ-ト　　　の処理の手順.
上IP,ドラムおよび本体, 2.残像消去したIPをカセットに装壊, 3.撮影, 4.カセットから取り

出し, 5.ドラムのマウントエッジに差し込み, 6.スキャナーに装壊｡

図2　ソフトウエア　　　　　　で表示されたディ
ジタル回転パノラマⅩ線画像

示,保存および転送に分けられる｡回転パノラマ

Ⅹ線画像だけではなく,他のモデリデイによる画

像も一括して,患者別のデータベースを構築でき

るシステムとなっている

撮影したパノラマサイズのイメージングプレ-

トはドラムの外面に固定し,スキャナー内に装壊

した(図1の写貢5と6)｡走査密度は　　　と

した30'｡ディスプレイに表示される画像に,濃度

分布や空間周波数分布を変更するディジタル画像

処理アルゴリズムを働かせる機能がある　｡

ディジタルパノラマⅩ線画像に対しては,画像の

濃度分布の平均化を図るイコライズ機能をかける

ことがメーカー初期設定である　　｡

2.画質評価

1 )画像の表示方式

ディジタルⅩ線画像診断システム

で得た回転パノラマⅩ線画像の画質評価を行っ

た｡すなわち画像をCRTディスプレイに表示し

た場合と,インクジェット方式カラープリンタで

印刷した場合とを比較した｡また同時に,これら

の画像を増感紙とフイルムで撮影したⅩ線写貢と

比較した｡

ディスプレイでの表示方法

CRTディスプレイは　　　　　　　飯山電機)

を使用した｡画商サイズは17インチでⅩGAモー

ドに対応している｡　　　　　　　ビット)モー

ドで使用した｡画像のガンマ,輝度およびコント

ラストは容易に変更できるが,まず初親設定のま
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ま観察者に提示した｡

(2)印刷画像の出力条件

インクジェット方式のカラープリンタは, A4

サイズ対応のPM-　　　エプソン)を使用した｡

スーパ-ファイン専用紙　　　　　　エプソン)

と専用カラーインクを使って,高画質の印字モー

ドで印刷した｡ソフトウエア　　　　　　の設

定によって,ディジタル回転パノラマⅩ線画像は

A4サイズの用紙に,ほぼフイルムⅩ線写貢と同

等な大きさで印刷できた｡　　　　　　でガン

マ,輝度およびコントラストの組み合わせを変え

て各例数枚の印刷画像を用意した｡

(3)フイルムⅩ線写真の撮影条件

これらの表示方式と比較するために,増感紙と

フイルムを使った撮影を行った｡増感紙には希土

壌系の　　　　　　フイルムには　　　　ともに

コニカ)を使用した｡高感度なオルソタイプの組

み合わせである｡現像処理は,自動現像機FPR

現像液　　　　定着液F (ともに富士写真

フイルム)で行った｡

2 )撮影対象

撮影対象は14名で,本研究の目的,被曝線量等

を説明し,ディジタルシステムと増感紙-フイル

ム系の両方で撮影することについて同意を得た｡

年麻は20歳台から50歳台まで,性別は男性8名,

女性6名であった｡

3 )判定項目

14組の画像,すなわちCRTに表示したディジ

タル画像,印刷したディジタル画像およびフイル

ムⅩ線写真について,歯科放射線科歯科医師7名

が観察者としてそれぞれ画質評価を行った｡ 7名

はそれぞれ6年から16年の経験を有する｡なお日

本歯科放射線学会の認定医5名を含む｡

画質評価の判定項目は,解剖学的構造の抽出状

態について以下のように6項目を設定した｡表1

にその詳細を記載した｡

1.上顎の歯,歯板鵡周囲,歯周組織

2.上顎洞の骨壁

表1解剖学的構造の描出状態を基にした画賛評価の判定項目および5段階評価のスコア

画質評価の判定項目

上　上顎の歯,歯根端周囲,歯周組織

歯髄に及ぶ離蝕,根端部に径3 mmを超える透過性病変,頼長1/3を起える歯槽骨の著しい呼吸等がみら
れるときに,その変化を検出できる画質である0

2.上顎洞の骨壁

上顎渦の骨壁の輪郭を的確に把産でき,しかも臼歯の歯根靖に病変が存在したときに上顎洞への影響を判
定できる画賛である0

3.下顎の歯,歯根端周囲,歯周組織

歯髄に及ぶ離蝕,根塘部に径3 mmを超える透過性病変,根長1/3を超える歯槽骨の著しい呼吸等がみら
れるときに,その変化を検出できる画質である｡

4.下顎管の走行と下顎骨の骨柔構造(ド顎骨骨休部の内部構造)

下顎管の走行と下顎骨の官業構造を把匪でき,しかもこの部位が圧迫性ないし浸潤性の病変によって侵さ
れたときに,その変化を検出できる画質である｡

5.下顎骨骨休部の外形

下顎下線･下顎角の皮質骨の連続性を把擾でき,しかもこの部位が圧迫性ないし浸潤性の病変によって浸
されたときに,その変化を検出できる画質である0

6.下顎豆貢の外形

下顎頭の外形を把鍾でき,この部位に変形が起きたとき,その変化を検出できる画像である0

5段階評価のスコア

(5)十分にできる

(4)ほぼ十分である
(3)どちらともいえない

(2)やや不十分である
(1)不十分である

-　48　-
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3.下顎の歯,歯板端周囲,歯周組織

4.下顎管の走行と下顎骨の骨梁構造

(下顎骨骨休部の内部構造)

5.下顎骨骨体郭の外形

6.下顎頭の外形

以上の各判定項目に対して, 5段階評価のスコ

アを設定した｡すなわち｢(5)十分にできる　　ほ

ぼ十分である　　どちらともいえない　　やや不

である　　不十分であるIとした.

成　　　　　績

評価の対象とした画像の一例を図3に示す｡

CRTに表示したディジタル画像はソフトウエア

図3　評価対象画像の一例,上:ディジタル画像,
中:印刷したディジタル画像,下:フイルム
画像

49
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の　　　　機能で　　　形式のデー

タとして出力したものである｡このソフトウエア

では画素あたり16ビットのデータを保存できる｡

そこで

で　旦読み込んで,自動レベル補正

処理を施行した後で8ビットデータに変換し,

さらに解像度を20%減らした｡印刷したディジ

タル画像およびフイルムⅩ線写頁は,フラット

ヘッドスキャナー　　　　　エプソン)で,ス

キャンピッチ　　　　グレイスケールモードでパ

ソコンに取り込んだものである｡これらのデータ

を

に読み込んで　　縮小処理を行った｡イン

グジェットプリンタ　　　　　でフォトプリント

紙　　　　　　ともにエプソン)を使って出力した｡

7名の観察者による評価の平均と標準偏差を各

評価項目ごとに表2に示す｡平均はどの評価項目

においても,またどの画像表示の媒体,すなわち

CRTディスプレイに表示したディジタル画像,

印刷したディジタル画像およびⅩ線_フイルムにお

いても　　から　　までの範囲内であった｡

比較的平均が低かったのは,上顎および下顎の

r歯,歯根端周固,歯周組織｣の項目(1と3)と

｢下顎管の走行と下顎骨の骨梁構造｣ (項目4)で

あった｡特にこの3項目は, Ⅹ線フイルム画像

における平均　　から　　が高めであり,両媒

体によるディジタル画像のそれ　　から　　を

上回った｡印刷画像の平均が最も低めであった｡

一方,項目2, 5および6のような骨の外形を

把握しようとする場合評価が高かった｡項目6 :

ト顎骨の外形の判定では両媒体によるディジタル

画像における平均　　と　　がⅩ線フイルム画

像のそれ　　　を上回った｡この3項目では,

CRTディスプレイに表示した画像とⅩ線フイル

ム画像の評価はほぼ同等であった｡

なお,すべての判定項目において観察媒体ごと

の評価には,有意水準5%で差はなかった｡全て

の判定項目に対して比較的平均の高かったⅩ線

フイルムでも評価の低い例があり,標準偏差が大

きくなったことが影響したと考えられる｡
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表2　画賛評価の結果(平均値と標準偏差)

考　　　　　察

回転パノラマⅩ線撮影に応用できるディジタル

Ⅹ線画像診断システム　　　　　　は,イメージ

レセプターとして輝尽性蛍光体を塗布したイメー

ジングプレートを用いる｡この方法ではカセット

にイメージングプレートだけを入れておけばよ

い｡この　　　　　による回転パノラマⅩ線画

像の角尋碧日学的構造の抽出状態について画質評価を

行った｡ディジタル画像を提示する媒体として,

CRTディスプレイ表示とインクジェットプリン

タによる印刷を検討し,フイルムⅩ線写貢とも比

較した｡

5段階評価のうち,評価4は｢ほぼ十分であ

る｣という基準である｡各評価項冒および各画像

表示媒体において,評価結果の平均はこの付近に

あった｡通常の画像診断においては問蓮はないと

考えられた｡ただ, 3つの画像表示方法のどれも

標準偏差がやや大きかった｡ ｢ほぼ十分である｣

という評価が多かったが,評価2 ｢やや不十分で

ある｣という場合があった｡

CRT表示されたディジタル画像-の評価は,

特に骨の外形の評価ではフイルムⅩ線写真に対す

るそれと差はなかった｡室内は明るくしたままで

たのでCRT表示による観察には不利であったと

思われる｡しかしながら,明るい室内で観察する

ことが臨床的な状況の再場と考えられるのでこの

方式を採った｡

ディジタル画像のプリントアウトにはスーパー

ファイン専用紙を用いた｡もちろん印画紙様の

フォトプリント紙の方が画質に優れている｡ただ

し紙そのもののコストでも5倍の違いがある｡こ

の点を考慮してスーパーファイン専用紙を選択し

たO　しかしながら,下顎骨骨休部や下顎頭の外形

の判定項目において　　　　表示やフイルムと同

等の結果であった｡他の項目では平均点は

で,フイルムやCRT表示よりやや低かっ

た｡ただこのようなプリント方法はやはりダイナ

ミックレジンが狭い｡今回は,ガンマ,輝度およ

びコントラストを変えて2. 3枚のプリントア

ウトを用意した｡ 1枚のプリントアウトですべ

ての判定項目に最も高い評価を得ることはでき

なかった｡言い換えれば,印刷画像を多様に選

べるならば各判定項目により高い評価が得られ

た可能性はある｡また,各観察者の指摘によれ

ば,シャーカステンのまぶしさ　　　　のような

色の渉みがなく,プリントアウト像でもエッジが

強調されて骨の外形は見やすいこともあった｡

Ⅹ線画像診断に応用される新しいディジタルシ

ステムは様々な側面から評価される｡照射線量に

対するコントラスト特性,雑音特性などを評価で

きる38)｡　　　　　には口内法撮影用のイメージ

ングプレートを評価した　　　　　　による報
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吾32)がある｡最近　　　　　　　　　　　　の

は　　　　　　の口内法撮影用のイメージングプ

レートを用いた骨塩茎の定室的測定について報害

した｡

これまでの回転パノラマⅩ線撮影装置では,増

感紙を貼りフイルムを入れたカセットが速度を変

化させながら回転方向に移動した40)｡イメージン

グプレートを使用する　　　　　による撮影で

は,この増感紙とフイルムをイメージングプレー

トに交換するだけである｡これに対して,蛍光体

とCCDからなるセンサーを利用するディジタル

回転パノラマⅩ線画像診断システムでは,セン

サーは固定している14｢　｢フイルム送り速度｣

に相当するものは連続的なデータの読み出しで対

応する｡そのような仕組みから,画像形成におけ

る幾何学的な条件の変化が画像の鮮鋭度に影響し

ていると予刺して,擬似的な病変の検出率やⅩ線

像の再現性の実験が行われている

このような実験的な検討では,臨床的に患者の

撮影をする際に考えられる画賛低下の要因が排除

されている　　　本臨床報吾では,ボランティア

を撮影対象として待た画像を評価した｡この場

合,日常的に歯科診療所で画像診断が行われて

いる斬蝕,歯周組織の疾患,顎骨の透過性･不

透過性の良性病変をどの程度把握できるかとい

う点が考慮されなくはならない｡今回の評価に

おける6つの判定項目には,このような診断に,

上顎洞の骨壁と下顎頭の外形を追加した｡このよ

うな手法は新しいディジタルパノラマⅩ線画像診

断システムの評価に既に用いられている　　｡

今回の結果では,歯,歯根端周囲,歯周組織の

評価の方が骨の外形のそれより低かった｡上顎で

は舌背の位置よっては歯根塘周囲の濃度が高くな

りやすいこと,大臼歯部では反対側下顎枝の障害

陰影との重複があって,輝度(フイルムでは濃度)

･コントラストが適切とはならない例があること

が原因と考えられた44･　なお今回はこれらが多

少不適切と判断しても再撮影は行わなかった｡

評価の平均は, ｢4 :ほぼ十分である｣という

判定の前後に分布した｡印刷したディジタル画像

769

でも,特に骨の外形ではそれほど評価は下がらな

かった｡一部｢やや不十分である｣という評価に

なったが,各患者ごとに最適な照射条件を選択す

ること,あるいは増感紙とフイルムを使用すると

きと同等な線量を照射すること等で評価は上がる

可能性はあると思われた｡また,観察者に対して

CRTディスプレイに表示したディジタル画像に

適当な画像処理を施してから評価することを許し

.た｡また画像処理を施してから印刷したディジタ

ル画像を用意した｡観察者は時々,簡単な階調

処理として輝度･コントラスト･ガンマを変化さ

せた｡これらの操作が照射過小あるいは過多を多

少補償できるために,それによって評価が高く

なった可能性はあるo　当然メーカーは初期設定の

まま適切な画像表示を行う画像処理アルゴリズム

を開発している　　｡ソフトウエアに習熟すれ

ば,時間をかけずに自在に画像処理メニューを

操って最適な表示を選択できるようになるであろ

う｡

結　　　　　論

イメージングプレート方式のディジタル画像診

断システム　　　　　による回転パノラマⅩ線

画像に対して,解剖学的構造の抽出状態について

画質評価を行ったoディジタル画像を提示する媒

体として　　　　ディスプレイ表示とインク

ジェットプリンタによる印刷を検討した｡さらに

フイルムⅩ線写真と比較した｡次のような結果を

待た｡

1. 5段階評価は,どの評価項目においても,ま

たどの画像表示の媒体,すなわちCRTディスプ

レイ,インクジェットプリンタ用紙およびⅩ線

フイルムにおいても　　　　　であった｡ 4は

｢ほぼ十分である｣を示す｡

2.比較的平均が低かったのは,上顎および下顎

の｢歯,歯取端周囲,歯周組織｣と｢下顎骨骨休

部の内部構造｣の項目であった.一方,上顎洞の

骨壁,下顎骨骨休部および下顎頭のような骨の外

形を把握する場合評価が高かった｡

ディスプレイに表示したディジタル画
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像に対する評価は, Ⅹ線フイルム画像に対するそ

れとは差はなかった｡低コストな印刷方法でも,

骨の外形の把握ではCRT表示やフイルムⅩ線写

貢と同等の評価を得た｡

謝　　　　　辞

ディジタルパノラマ画像診断システムを使用する機

会を与えて下さったデンツプライジャパンリミテッド

に感謝致します｡特に,意義のある議論をしていただ

きました

)　　　　の

に感謝致します｡

文　　　　　献
鉦窯柳錦也,早川吉彦:歯科用のディジタルX線イ

メージングシステム.日本歯科医師会雑誌
～140, 1994.

2) Va11Lh･　　　‥ W　　.　上∴　　　､

in dental radiology. Oral Sure Oral Med Oral

Pathol Oral RadioI Endod, 80 : 471-478, 1995.

31 W01Ze上　工. L晶血主111上　汁　-五　　　　月　　つ

radiography ln the dental office. Int Dent J, 45 :

27-34, 1995.

4)黒柳錦也,早川吉彦:歯科用デジタルⅩ線画像診断
システムの現状と将来.日本歯科医師会雑誌
746-757, 1998.

5)早川吉彦,漉谷仁志,森　俊遺,黒柳錦也:歯科用

デジタルⅩ線システム:その概要と今後の展望

Quintessence, 18 : 258-260, 1999.

61仕11つ11用WIl, ＼∴　　　っ　　主lく∴ Cつ1L､町　　L
Farman, A, G., Welander, U. : An electronic

survey of oplnions on the compatibility of curr-

ent X-ray generators with intra-oral digital X-

ray systems. Dentomaxillofac Radiol, 28 : 344-

347, 1999.

7＼ V　圧･eg∴　　上,Sa眠　　く,五　トト＼･田

上: E仕　1つ､r〔　柏　　こト千､日11 -m臨I

graphy ln Clinical dentistry. J･ Dent, 25 : 215-

224, 1997.

8) Wenzel, A. : Digital radiography and caries

diagnosis. Dentomaxillofac Radiol, 27 : 3 -ll,
1998.

91　　月Ⅵ止.　　　　主. MilL､　‥＼∴ 1両買10日ll

tlc､t(､et°　' ､ C＼　､　　言　　　､1つ1円壷｡S.

Dental Clinics of North America, 44 I. 249-255,

2000.

く　　　最上上　　　,M･,　　　　　‥

M･ : Computed panoramic tomogTaPhy with

scanning laser-stimulated luminescence. Oral

Surg Oral Med Oral Patho1, 60 : 448-453, 1985.

52

1D Kashima, I., Tajima, K., Nishimura, K.,

Yamane, A., Saraya, M., Sasakura, Y., Takano,

M∴

the mandible with the use of computed panora-

mic radiography. Oral Surg Oral Med Oral

Patho1, 70 : 110-116, 1990.

12) Kashima, I. : Computed radiography with

photostimulablc phosphor in oral and maxil10-

facial radiology. Oral Sure Oral Med Oral Pathol

Oral RadioI Endod. 80 : 577-598, 1995.

13)富原言享二:オートラジオグラフィとラジオグラフィ

ー了メージングプレ-トとその応用

lSOTOPES, 47 : 143-154, 1998.

14) Farman, T. T., Farman, A. G., Kelly, M. S.

:　　　つ　　　　　　　ト:用IHをlli°n L1日　1

layer, magnification factors, and dosimetry.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadioI

Endod. 83 : 281-287, 1997.

15) Farman, T. T., Farman, A. G., Kelly, M. S.,

Firriolo, F. J., Yancey, J. M., Stewart, A. V. :

Charge-coupled device panoramic radiography :

FJffect of beam energy on radiation exposure.

Dentomaxillofac Radiol, 27 : 36-40, 1998.

16) Farman, A, G., Farman, T. T. : Panoramic

dental radiography using a chage-coupled device

receptor. J Digltal Imaglng, ll : 166-168, 1998.

17) Farman, T. T., Farman A. G. : Clinical trial

of panoramic dental radiography usin a CCD

receptor. J Digltal Imaglng, ll : 169-171, 1998.

l fl. K.､　　　Ilk. (主　　　.　　　円･　lt.

P. Fっ　Minら　Rっ

reduction on the detectability of standardized

radiolucent lesions in digltal panoramic radio-

graphy. Oral Sure Oral Med Oral Pathol Oral

RadioI Endod, 86 ･. 227-233, 1998.

19)誉田栄一,田中　子,鉄村明美,佐々木武仁:国産

デジタルパノラマⅩ線画像システム

の臨床的有用性.歯界展望, 93 :
20)辰見正人,吉浦-紀,湯浅賢治,田畑　修,中山

英二,河原俊幸,筑井　徹,加藤　誠:デジタルパノ

ラマⅩ線撮影装置｢　　　　　　　｣の臨床評価.

The Quintessence, 18 : 1718-1724, 1999.
21)松本善之,林　靖久,四井資隆,板垣恵輔,川崎靖

典,古跡孝和,古跡養之董　　　デジタルパノラマ

Ⅹ線画像システムの至適撮影条件について.歯科医

学

22)新井嘉則:デジタルパノラマ装置.映像情報

Medica131 I. 345-348, 2000.

23) Farman, A, G., Farman, T. T. : Extraoral

and panoramic systems. Dental Clinics of North

America, 44 : 257-272, 2000.

24) Kashima, I., Sakurai, T., Matsuki, T.,

Nakamura, K., Aoki, H., Ishii, M. : Intraoral

computed radiography using the Fujl computed



歯科学報

radiography imaglng Plate. Oral Surg Oral
Med Oral Patho1, 78 : 239-246, 1994.

25) Brettle, D. S., Workman, A., Ellwood, R. P.,

Launders, J. H., Horncr,K.,ljavies, R.M. :The

imaglng Performance of a storage phosphor

system for dental radiography. Brit J Radio1,

69:

261　　　＼＼∴　　　し　　　､　　　く. ､　　･LIW.

J. C. : Comparison of a photostimulable phos-

phor system with film for dental radiology. Oral

Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadioI FJndod,

83 : 725-731, 1997.

271仕1ynkこ1＼＼丁主＼∴　　っ　　　　　､ K　,

Kuroyanagi, K. : Intraoral radiographic storage

phosphor image mean plXel values and slgnal-

to-noise ratio : Effects of calibration. Oral Sure

:601

-605, 1998.

28) Stamatakis, H. C., Welander, U., McDavid,

W. D. : Physical properties of a photostimulable

phosphor system for intra-oral radiography.

Dentomaxillofac Radiol, 29 : 28-34, 2000.

291　　､hoh,　　‥ C　　廿.　　, ＼＼つ　　. B.

RL :主　1　､五､　　　壷　r血､  ,1つつ　仕

graphy. Dental Clinics of North America, 44 :

273-297, 2000.

30)早川吾彦,森　俊遺,漉谷仁志,小林紀雄,光菅
裕治,窯柳錦也,大窯俊樹:イメージングプレート

を用いる歯科用デジタル画像診断システム
映像情報　　　　　　　:

31)西川慶一,窯柳錦也:デンタル･パノラマ複合型
ディジタルⅩ線画像診断システム｢　　　　｣の
特徴.日本歯科評論

321　　,私,　　　　　　　　　　　･(ラ

: Image plate systems differ in physical perfor-

mance. Oral Sure Oral Med Oral Pathol Oral

RadioI Endod, 89 : 118-124, 2000.

33)稲垣将文,大業俊樹,鹿島　勇:イメージングプ

レートを用いた歯科用デジタルⅩ線診断システム.吹

像情報　　　　., 32:

34) Scarfe, W. C., Eraso, F. E., Farman, A. G. :

Characteristics of the Orthopantomograph OP

100. Dentomaxillofac Radiol. 27 : 51-57, 1998.

35) Eraso, F. E.,Ludlow,J. B.,Platin,E.,Tyndall,

Dっ

quality comparison of manual and automatic

exposure control in panoramic radiography.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadioI
Endod,87 : 518-523, 1999.

36) Hayakawa, Y., Kuroyanagi, K.and Oguro,

rR il

T. : Evaluation of the new storage phosphor-

based computed radiography system for dental

office. Radiology, 209 : S586, 1998.

37) Hayakawa, Y., Mori, T., Shibuya, H., Koba一

主　　　くtl　･L､. ＼∴　Kul T=1こ　　　く言　は｡仕上

tional panoramic radiography with digltal

readout : CCD-based sensor coupled with scin-

tillator vs photostimulable phosphor imaglng

ll　､　　　　き∴213: S5°°

38) Workman, A., Brettle, D. S. : Physical pcrfor-

mance measures of radiographic imaglng SyS-

tems. Dentomaxillofac Radiol, 26 : 139-146,

1997.

･EL,艮言上. HiIdt血,1上　Cl∴　Q旧　は五yL､

dental radiography with a new photostimuable

phosphor system. Oral Sure Oral Med Oral

Pathol Oral RadioI Endod, 89 : 498-508, 2000.

40)窯柳錦也,早川書彦,和光　衛,山本I-･吾,藤森

久雄,太田淑子:パントモⅩ線像の歪みはどのように

現れるか.歯ジャーナル, 27:

41) Suhulze, 氏., Krummenauer, F., Schalldash,

F., d'IIoedt, B. : Precision and accuracy of

measurements in digital panoramic radiography.
Dentomaxillofac Radiol, 29 : 52-56, 2000.

42) Kaeppler, G., Axrnann-Krcmar, D., Reutcr,

T.､ Mt､ ､.　　　晶日　　　　　　.五: A L L

evaluation of some factors affecting Image qua-

lity ln Panoramic radiography･ Dentomaxillofac
Radiol,29 : 81-84, 2000,

43) American Academy of Oral and Maxillofacial

Radiology, Radiology Practice Committee : Up-

dated quality assurance self-assessment exercise

in intraoral and panoramic radiography. Oral

Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadioI Endod,

89 ･. 369-374, 2000,

44) Yamamoto, K., Hayakawa, Y., Sakoh, T. :

Reduction of redundant shadows using new
山

C　つ　　　く押Dt､ つoll,　　　　　工

45) Wakoh, M., Kuroyanagi, K. : Redundant sha-

dows in rotational panoramic radiographs :

Estimating the imaglng positions of objects by

mathematical analysis. Oral Sure Oral Med Oral

Patho1,72 : 497-504, 1991.

日　　用Wこ1, 1∴　･　　　°　　　　Y‥ Tくt旧主

〉つ　　, 1く∴　WL､Ia-　　し'∴　　　肌)出､　　五汀

displaylng images with digltal and computed

rotational panoramic radiography systems･

A m　　　'ongT　　　十

maxillofacial Radiology, 98, 2000.

-　53　-



772 森,他:ディジタル回転パノラマⅩ線画像の画賛評価

Evaluation of CRT-Displayed and Printout Image Quality in Digital

Rotational Panoramic Radiography System (First Report)
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photostimulable storage phosphor-based computed radiography system was performed. The

quality of both CRT-displayed and prlntOut images, as different methods of displaylng digital

image media, was examined and these were further compared with images on film. Fourteen

well-informed volunteers consented to the examination. Seven Radiology Department dentists

evaluated each image separately. Items for the evaluation were determined on the basis of ana-

tomical structure depiction as follows; teeth and periodontium in both maxilla and mandible,

an outline of bony wall structure of the maxillary sinus, mandibular canal and alveolar trabe-

culae, outer contours of the mandible and mandibular condyle. Five-grade scores, 1-poor, 21

0　　　上3-‡　　　　了1-g拙圧主　　､1101t. ＼＼　　　　　　　･凸aluこ　　　自主　　　　･

anatomical structures.

Averages rang･ed from 3102 to 4.38, yielding an overall score around score 4-good for all

display methods･ They were relatively low with the teeth and periodontium evaluation but high

with the evaluation on the outer contour of bony structures. There was no slgnificant difference

in each item evaluated by the three display methods. The evaluation of the imag･cs displayed

on the CRT showed that these images were comparable to film images. Even the low-cost

prlntOut method demonstrated results equal to film and CRT especially fork the evaluation of

the outer contour of bony structures.　　　　　　(The Shikwa Gakuho, loo : 763-772, 2000)
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