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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2報)

方式の　　　　　　③による画像と

フイルムX線写真の比較-
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東京歯科大学歯科放射線学講座

(主任:黒柳錦也教授)

年6月22日受付)

年8月14日受理)

抄　録　　　方式のディジタルⅩ線画像診断システム　　　　　　③による回転パノラマX線

画像の画質評価を行った｡ 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15名とした｡歯科放射線科歯科医師7名が評

価したo画質評価の判定項目は解剖学的構造を菱に,上顎および下顎の歯,歯板端周囲,歯周組

織,上顎洞の骨壁,下顎管の走行とド顎骨膏契構造,ト顎骨膏休部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｡平均はどの表示媒体でも各項目に　　から　　であった｡ 4

は｢ほぼ十分である｣を示す｡歯　歯板撮周囲,歯周組織および下顎骨菅休部の内部構造では比較

的低く,骨の外形の把握では高かった｡ CRT表示の評価は,フイルムのそれと差はなかった｡低

コストな印刷方法でも,各項目でCRT表示やフイルムⅩ線写真と同等の評価を得た｡

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

銀塩フイルムに代わるX線検出媒体として,蛍

光体と　　　　　　　　　　　　　　　電荷結

合素子)を組み合わせたセンサ-あるいは輝尽性

蛍光体を塗布したイメージングプレートを利用す

るディジタルⅩ線画像診断システムが歯科臨床に

応用されているト省)｡厩に臼内法Ⅹ線撮影用のシ

ステムは　　　年代末から実用化されている　｡

別刷請求先: 〒　　　　千葉市美浜区貢砂112-2
東京歯科大学歯科放射線学講座　山田正幸
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年代末から回転パノラマⅩ線撮影法および

頭部規格(セファロ)Ⅹ線撮影法のためのディジタ

ル画像診断システムも開発された　｡現在では

蛍光体とCCDを組み合わせたセンサーを利用す

る実用的な　　　　　　　　　　　　　　システ

ムが歯科臨床に活用されている　｡医科領域の

Ⅹ線画像診断ではこのようなセンサーはフラット

パネルと呼ばれている｡その大型のものの実用化

が始まっている｡

一方,これより早く　　年代初めに医科領域の

Ⅹ線画像診断にイメージングプレ-トを利用する
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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

して使われてきた　｡ 90年代後半,この方法を

応用した歯科診療所のためのC Rシステムが開発

された28･29'｡

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CCD方式のディジタルⅩ線画像

診断システム　　　　　　　⑪

を使用する機会を得た｡多機能回転パ

ノラマⅩ線撮影およびセファロ撮影に対応するシ

ステムである｡従来の回転パノラマⅩ線撮影では

横　　　×縦　　　セファロ撮影では六っ切あ

るいは四つ切サイズのカセットを使用していた｡

ではこれを由線型のセンサーに

置き換える｡このシステムによるディジタル回転

パノラマⅩ線画像の画質について評価したので,

その概要について報吾する｡ディジタル方式で待

たLP]転パノラマⅩ線画像はパソコン用の表示装置

である　　　　　　　　　　　　　　　　あるい

は　　　　　　　　　　　　　　　　液晶ディス

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　　　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線写真と比較した｡

材料および方法

上　ディジタルⅩ線画像診断システム

ディジタルⅩ線画像診断システム

DSは,多機能回転パノラマⅩ線撮影装置と画像

処理ソフトウエア

からなる｡

図1に撮影装置の本体を示すO　また表1に本装

置に組み込まれた16種類の撮影プログラムを示

図1多機能回転パノラマおよび頭吾瞳格(セファロ)Ⅹ線撮影装置

①患者位置付け用制衝パネル②チューブヘッド　③一次スリット　塗)センサ-ユニット　⑤ヘッドポジ

ショナー　⑥コンタクトセグメント　⑦セファロ用二次スリット　⑧セファロユニット　⑨照射コント
ロールユニット

-24　-
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表　　　　　　　)Sの撮影プログラム

プログラム番号

1
　
°
】
　
3
　
-
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
日
　
は
　
は
　
　
　
　
　
用

撮影モード

標衝くノラマ撮影

上行枝を除く標準パノラマ撮影

上顎洞の二層断層撮影

側方向の顎関節撮影

P-A方向の顎関節撮影

開閉用立における側方向の顎関節撮影

開閉日位におけるPIA方向の顎関節撮影

側方向の多層顎関節撮影

手工A方向の多層顎関節撮影

小児の歯列撮影

均等拡大率( ×　　による撮影

広い断層域による前歯部撮影

副鼻腔の断層撮影

標準パノラマ撮影,左側のみ

標準パノラマ撮影,右側のみ

臼歯部における横断面断層撮影

す｡このほかにセファロ撮影にも対応する｡従来

の装置30'との違いは,増感紙を貼りフイルムを入

れるカセットが直線型センサ-に置き換わったこ

と,撮影プログラムの種痔が増えたことである｡

また,セファロ撮影時にもこのセンサーを使うの

で,スリット状Ⅹ線束を走査してスキャノグラム

のように撮る｡その際装置全体が上下に移動する

ため照射時間は約16秒を要す｡この本体はPCl

インターフェースボ-ドでパソコンと接続するo

今回はプログラム1の標準パノラマ撮影のみを

用いた｡ Ⅹ線照射条件の標準的な設定は,管電圧

管電流8mAとした｡照射時間は　　秒

であった｡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　　　　モード

×768ピクセル)のディスプレイをキャプ

チャーした｡画面の左側には,患者選択,画像の

取り込み･表示･非表示などのメニューがある｡

右側には1枚1枚の画像に対するディジタル画像

処理メニューが並んでいる｡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

25

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

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,表示,保

存及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,他のモダリデイによる画像も一括

して,患者ごとのデータベ-スを構築できるシス

テムとなっている｡また,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｡画像に何らかの修飾が施された後は原

画像とは異なるファイルとして保存するように設

定されている｡

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

DSによる回転パノラマ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｡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　　　　　　　　　　イノ

バビジョン)を使用した｡画面サイズは17インチ

でⅩGAモ-ドに対応している

ビット)モードで使用した｡画像の輝度とコント



836 山田,他:ディジタル回転パノラマⅩ線画像の画質評価

ラストは容易に変更できるが,まず初期設定のま

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　　　　　キャノン)を使用した｡

高品位車用紙fHt-　　　キャノン)と専用フォト

カラーインクを使って,最高品位の印字モードで

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線写真と同等な大き

さで印刷できた｡　　　　で輝度とコントラスト

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同一メーカーの別機種で

ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で

行った｡増感紙には,希土類系の

フイルムにはオルソ系の

(ともに　　　　　　　　　を使用した｡ Ⅹ線照射

条件の標準的な設定は,管電圧　　　　管電流16

mA　とした｡照射時間は　　秒であった｡な

お照射条件は患者の体格等に応じて多少変更し

た｡塀像処理は,自動現像機　　　　　　現像液

定着液F(ともに富士写貢フイルム)で

行った｡

2)撮影対象

撮影対象は15名で,木研究の目的,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｡

年歯音は22歳から44歳まで,性別は男性7名,女性

8名であった｡

3)判定項目

15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線写貢について,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,解剖学的構造の描出状

態について以トのように6項目を設定した｡表2

にその詳細を言己我した｡

1.上顎の歯,歯板靖周囲,歯周組織

2.上顎渦の骨壁

3.下顎の歯,歯梶塘周囲,歯周組織

4.下顎管の走行と下顎骨の骨梁構造

(卜顎骨骨休部の内部構造)

5.卜顎骨骨休部の外形

6 ∴F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111分である　　どちらともいえない　　やや本

である　　不　　である｣としたo

成　　　　　績

評価の対象とした画像の　　を図3に示すo

CRTに表示したディジタル画像は,ソフトウエ

ア　　　　の　　　機能で　　　形式のデータ

として出力し解像度を20%減らしたものである｡

画素あたり8ビットのデータである｡印刷した

ディジタル画像およびフイルムⅩ線写貢は,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-夕を

に読み込んで,それぞれ50%

縮小処理した｡インクジェットプリンタPM-770

C(エプソン)でフォト光沢紙　　　　　　　　コ

ダック)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3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

倭,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o

比較的平均が低かったのは,上顎および下顎の

｢歯,歯板端周囲,歯周組織｣の項目(1と3)と

r卜顎管の走行と卜顎骨の骨梁構造｣(項目4)で

あった｡この3項目では, 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

26
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表2　解剖学的構造の描出状態を蓋にした画質評価の判定項目および5段階評価のスコア

837

画質評価の判定項目

1.上顎の歯,歯根端周囲,歯周組織
歯髄に及ぶ臨地,恨端部に径3 mmを超える透過性病変,根長1/ノ3を超える歯槽骨の著しい吸収等がみら

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
上顎洞の骨壁の輪郭を的確に把捉でき,しかも臼歯の歯狼席に病変が存在したときに上顎渦への影響を判

定できる画質である｡

3.下顎の歯,歯椴端周　　歯周組織
歯髄に及ぶ離蝕,梶端部に径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吸収等がみら
れるときに,その変化を検出できる画質であるO

4.下顎管の走行と下顎首の骨梁構造( F顎骨骨休部の内郭構造)
下顎管の走行と下顎骨の骨梁構造を把捉でき,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.卜顎骨骨休部の外形

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

顎短貢の外形

下顎頭の外形を把捉でき,この部位に変形が起きたとき,その変化を検出できる画質である.

5段階評価のスコア

分にできる
(4)ほぼ千一分である
(3)どちらともいえない

(2)やや本十一分である
(1)不十分である

よるディジタル画像のそれ　　から　　　を上

回った0

-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｡特に項目

5 :卜顎骨骨休部の外形の判定では,両媒体によ

るディジタル画像における平均　　と　　　もⅩ

線フイルム画像のそれ　　　もいずれも高い値で

あった｡この3項目では, 3つの画像観察の媒体

における評価はほぼ同等に高かった｡

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｡

考　　　　　察

CCD方式のディジタルⅩ線画像診断システム

は,イメ-ジレセプターとして

置線状のセンサーを用いる｡このセンサーは,従

来増感紙を貼りフイルムを入れたカセットを置い

た所にB]定されているo　この　　　　　　　　に

よる回転パノラマⅩ線画像の舶培り学的構造の描出

状態について画質評価を行った｡ディジタル画像

を提示する楳体として, 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線写真とも比較した｡

5段階評価のうち,評価4は｢ほぼ十分であ

る1という基準である｡各評価項目および各画像

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題はないと

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イ酎ま,

フイルムⅩ線写頁のそれと差はなかった｡室内を

明るくしたままであったので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現

と考えるのでこの方式を採った｡ソフトウエア

には画面に表示された画像の周圏を暗く

27　-
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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

して,眼の疲労を抑える工夫がされていた｡

ディジタル画像のプリントアウトには高品位車

用紙を用いた｡もちろん印画紙様のフォト光沢紙

で印刷した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｡このような

点も考慮して高品位専用紙を選択した｡しかしな

がら,各判定項目においてフイルムやCRT表示

に匹敵するような評価結果であった｡特に上顎渦

の骨壁,下顎骨骨休部の外形および下顎頭の外形

のような骨の外形を把握しようとする場合,平均

は　　　　　となり評価が高かった｡ただこのよ
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うな印刷方法はやはりダイナミックレンジが狭

い｡今回は,輝度とコントラストを変えて2, 3

枚の印刷画像を用意した0 1枚の印刷画像ですべ

ての判定項目に対して最も高い評価を得ることは

できなかった｡言い換えれば,印刷画質を多様に

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,各観察者の指摘では,

シャ-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はエッジが強調

されて骨の外形は見やすいこともあった｡

なお,今回はディジタル方式の撮影を

で,増感紙とフイルムによる撮影を同

メーカーのⅩ線装置　　　　　　で行った｡今

回の標準的な撮影条件は管電圧と照射時間が同じ

であり,管電流が前者で半分であった｡スリット

状Ⅹ線亮の幅などの他の条件には違いがないの

で,ディジタル方式では線量を半滅させて撮影し

たことになる｡

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｡旦鯛寸線量に

対するコントラスト特性,雑音特性などを評価す

ることができる31)｡　　　　　　　　について

は,プロトタイプの特性を紹介した発表32'はある

が詳細な報吾はない｡それでも,ヨーロッパでは

臨床応用が進んでいると見えて,擬似的な病変の

検出率やⅩ線像の再現性を検討した報害がある｡

は　　　　　　　　　で得たディジ

タル回転パノラマⅩ線画像において世相寸線量と乾

燥下顎骨における人工的骨欠損の検出率の関係を

検討し,標準的な照射条件より43%程Ⅹ線出力を

減少させても検出率は低下しないと報害した｡ま

た　　　　　　　　　は　　　　表示されたディ

ジタル回転パノラマⅩ線画像で,計測結果は十分

にiE確であると報吾した｡

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回転

方向に-定の変化を伴いながらスライドしてい

た　　　これに対して,蛍光体とCCDからなる

センサーは固定しているo rフイルム送り遠BiJ

に相当するものは連続的なデータの読み出しで対
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表3　画質評価の結果(平均値と標準偏差)
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画質評価の判定項目

項目1　　　項目2　　　　項目3　　　　項目4　　　　項目5　　　　項目6

画像観察の媒体

CRTディスプレイ

インクジェット

プリンタ用紙

Ⅹ線フイルム

上顎の歯,

歯根端周囲,
歯周組織

上顎洞の骨壁　上顎の歯,　　下顎管の走行　下顎骨骨休部　下顎頭の外形
歯根端周図,　とド顎骨の膏　の外形

歯周組織　　　柔構造(下顎
骨骨休部の内
部構造)

｣　　　　　　　　　十

±工　　　　　　　±

｣　　　　　　　　　±

応している｡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など

に影響していると予測して,上記の実験が行われ

れたと思われる｡これは他機種でも同様な事情で

あろう削8)o臣錘云パノラマⅩ線撮影装置のメカニ

カルな機構の一部分がエレクトリックな機構に置

き換えられたと言える｡これは回転パノラマⅩ線

画像の品質管理の面においても役立っと患われ

る35･

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質低下の要因が排除

されている36･37'｡本臨床報吾は,ボランティアを

撮影対象とした画像を評価した｡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離蝕,

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

なくてはならない｡今回の評価における6っの判

定項目は,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ものである｡このような手

法は新しいディジタルⅩ線画像診断システムの評

価に既に用いられている　ト23)｡

今回の結果では,歯,歯根端周囲,歯周組織の

評価の方がそれの方が骨の外形のそれより低かっ

た｡また上顎の方が下顎より低かった｡上顎では

舌背の位置によっては根端部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(フイルムならば濃度) ･

3.LWつ　　　　　　　つ.出　｣∴H Ll.丁〔　　　　つ上85

±　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　十　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±

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　　　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｡

各画像観察の媒体におけるすべての評価の平均

は1 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でも, 6項目す

べての評価においてそれほど評価は下がらなかっ

た｡ごく1--部｢2 :やや不十分であるJ　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イ酎ま上

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｡また簡単な階調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･コントラストを変化さ

せた｡これらの操作が照射過少あるいは過多を多

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tJJ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｡　　　　　　　　システムで

は, Ⅹ線の照射が終わってからディジタル回転パ

ノラマ画像がディスプレイに表示されるまでに約

1分30秒かかる｡その間｢照射は首尾よく行われ

た｡画像処理中｡｣という表示を見ながら待たな

ければならない｡ CCD方式の他機種では, Ⅹ線

29
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照射の終了後瞬時に画像が表示される場合もあ

る　　｡しかし,このことによって,観察する

者が最適な画像表示を選択するために更なる操作

をそれほど必要としないような画像処理を行って

いると考えられる｡

結　　　　　論

方式のディジタルⅩ線画像診断システム

による　転パノラマX線画像に

対して,解剖学的構造の描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　　　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線写貢と比較した｡次のような結果を得

た｡

上　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

月まぼ1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,歯板端周囲,歯周組織｣と｢下顎背骨休

部の内部構造1の項目で　　　　　　であった｡

II-方,上顎渦の骨壁,下顎骨骨休部およびFI顎頭

のような骨の外形を把握する場合評価が高く,辛

均は　　　　　であった｡

ディスプレイに表示したディジタル画

像に対する評価は,フイルムⅩ線写貢に対するそ

れと差はなかった｡低コストな印刷方法でも,各

項目でCRT表示やフイルムⅩ線写貢と同等の評

価を得た｡
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Evaluation of CRT-Displayed and Printout Image Quality in Digital

Rotational Panoramic Radiography System (Second Report)

-Comparison between Imag･es Obtained by the Orthophos DS@ ccD-

based Digital Radiography System and Analogue Images on Film--

Masayuki Y^M^｡八, Toshimichi MoliT, Yoshihiko HAYAKAWA

Kazuhiro YAMAMOTO, Norio Ko｡AYASllT, Mamoru WAKOll1

and Kinya Kull0YANAGT

ljepartmcnt or Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Dental College

仕つ-こ1i白　　　雨つくi里つ･1 1iuI･中つ111はgO

Key words : Rotational Panoramic Radiography ; Digital Image Processing; Image

Quality

Tmage quality evaluation of rotational panoramic radiographs obtained by the ()rthophos

I)Ll言CICつ日用　　豆っ‖ll lつ　　丁.1甲111･.<1 11日机　､1イ　　正　　　はIitlつ汗1-両11 (つ　　　　り

and printout images, as different methods of displaylng digltal image media, was examined

and these were further compared with images on film. Fifteen well-informed and consenting

volunteers were cxarnincd. Scvcn Radiology Depar･tment dentists separately evaluated each

image. Items for evaluation were determined based on depiction of anatomical structure as

follows ; teeth and periodontium in both maxilla and mandible, an outline of the bony wall

structure of the maxillary sinus, mandibular canal and alveolar trabeculae, outer contours of

】　　　　圧　　　　　止汀し朝　　　　日-gI･出　　･L<､ 1-pr吊1･　1Stnml出･正:上山℃Pl両日｡､

｡川上5-｡Ⅹ買､llOl上Wm､0-11〕　'川つ､＼　こ　　つhU L､lこ　　　　　　　こ　　　　　出　､5･

AveraglCS ranged from 3.74 to 4.45, yielding an overall score around score 4-good for all

indicated mediums in each item. Scores were relatively low for the evaluation of teeth and

periodontium, mandibu]ar canal and alveolar trabeculae but high for the evaluation of the

outer contour of the bony structures. The test of slgnificance showed no difference at the five

percent level in each item evaluated by the three indicated media. The evaluation of the images

displayed on the CRT showed that these images were comparable to film images･ Even the

lowICOSt PrlntOut method showed results equal to film and CRT indications for each evaluation.

(The Shihwa Gahuho, loo : 833-842, 2000)
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