
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title

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3報) : イメージングプレート方式のCombi-

X&reg;とPaxorama2000&reg;による画像とフィルムX線写

真の比較およびアンシャープマスク処理の効果

Author(s)
山本, 一普; 原田, 卓哉; 早川, 吉彦; 山田, 正幸; 光

菅, 裕治; 和光, 衛; 黒柳, 錦也

Journal 歯科学報, 100(9): 843-857

URL http://hdl.handle.net/10130/960

Right



843

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3報)

-イメージングプレート方式の　　　-Ⅹ⑪と　　　　　　　⑪による

画像とフイルムⅩ線写真の比較およびアンシャープマスク処理の効果-

山　本　-　曹　　原　田　卓　哉　　早　川　吉　彦

山　田　正　幸　　光　菅　裕　治　　和　光　　　衛

窯　柳　錦　也

東貢歯科大学歯科放射線学講座

(主任:黒柳錦也教授)

年8月7日受付)

年9月2日受理)

抄　録:ディジタルⅩ線画像診断システム　　　　③と　　　　　　　②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煤体として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｡また,アンシャープマスク　　　処聖の効果を検討

した｡さらにフイルムⅩ線写真と比較した｡撮影対象は10および11名とした｡歯科放射線科歯科

医師6名が評価した｡画　評価の判定項目は解剖学的構造の描出状態として,上顎および下顎の

歯,歯根鵡周囲,歯周組織,上顎洞の骨壁,下顎管の走行と下顎骨骨翼構造,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｡平均はどの表示媒体でも各項目に

では　　から　　　　　　　　　　　では　　から　　の範囲内であった｡ 4は｢ほぼ

十分である｣を示す｡歯,歯根殆周囲,歯周組織と下顎骨骨体郭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握では高くなった｡評価が低かったのは印刷画像であったが

処理後にはフイルムを超えるほど高くなった｡ CRT表示の評価は,フイルムのそれと差はなく,

USM処理後はやはり高くなった｡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,アンシャープマスク処且　画賛評価

緒　　　　　責

銀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

いは蛍光体と半導体素子を組み合わせたセンサー

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　山本-普

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6)｡既に口内法Ⅹ線撮

影用のシステムは,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
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歯科領域では口外法撮影の方法として利用されて

きた1ト　　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14)｡

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

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｡歯科髄域においても　　　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

撮影法のためのディジタル画像診断システムが

開発されたo　現在では蛍光体と

電荷結合素子)を組み合わせた

センサーを利用する実用的なシステムが窒場し,

歯科臨床に活用されている　｡

また　　　　　　　　　　　　　　　　　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,頭部規格撮影用の

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,歯や顎骨の室や質に関する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　　　　⑨と

③(ともに

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

×　　　だけではなく,頭部規格撮影用

(セファロ用, 6つ切)のサイズのイメージングプ

レートの処理もできる　　　　　　　では,これに

加えて日内法や唆合法撮影用サイズのイメージン

グプレートにも対応するo　そこで　　　　　　と

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

いて報舎する｡ディジタル方式で得たパノラマ

Ⅹ線画像はパソコン用の表示装置であるCRT

あるいは

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

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｡また,空間周波数処理法のひ

とっであるアンシャープマスク処理によって画像

表示を変えて,その効果を検討した｡

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　　　　　と

は,イメージングプレートをレーザー

で走査する装置とソフトウエア　　　　　　⑪

(Dental Line Digident, Orex CR Techno10-

からなるコンビュ-タシステムである｡図

1と2には　　　　　　　および

と回転パノラマⅩ線撮影用イメージングプレート

の処　手順を示す｡　　　　　はISAインター

フェースで　　　　　　　　　　はUSBインター

フェースでパソコンと接続する｡図1と2ではカ

セットの形が異なるが,いずれにも使える｡フレ

キシブルタイプにも対応する｡

では,黒く裏装されていない,新しいタイプのイ

メ-ジングプレートを使用している(図2)｡従

莱,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-ジングプレートを入れる｡撮影したパノ

ラマサイズのイメージングプレートは回転ドラム

の外面に固定した｡スキャンピッチは100〃m固

定である｡　　　　　　　　　　　　社の説明に

よれば,イメージングプレートを走査する機構は

両システムで共通である｡ただし　　　　　　で
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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ート　　　の処理手順｡
と本体(スキャナ　　　　　　をカセット　　　　　　　　　　　　社製)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　　　　　　　　　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｡
と本体(スキャナ　　　　　　をカセット(富士フイルムメディカル社製)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

は走査用ストリップに日内法用あるいは唆合法用　　　方式のシステムは回転パノラマⅩ線撮影装置のど

のイメージングプレートをマウントして走蚕する　　　の機種にも対応できる｡今回は　　　　　　⑪

ことができる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を使用し標準モード

したがって,このようなイメ-ジングプレート　　　　　　　　　で撮影した　｡ Ⅹ線照射条件の

-　35　-



846 山本,他:ディジタル回転パノラマⅩ線画像の画質評価

標準的な設定は,イメージングプレート使用時に

は　　　　　　　　とし　　方,比較のために

行った増感紙とフイルム使用による撮影では管電

圧　　　管電流　　　とした｡したがって,デ

ジタルシステムの使用によって約10から20%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｡なお,一部の増感紙と

フイルム使用による撮影は,回転パノラマⅩ線撮

影装置　　　　　　　　　　　　　　で行った｡

ソフトウエア　　　　　　　　　は

に対応する　　　　　　と　　　　　　　に対応

する　　　　　　を使用した｡その機能は,画像

の取り込み,表示,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

モダリティによる画像も-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｡

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3

および4に示す｡ XGA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

上段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｡また,左右に

は画像の表示位置のツール,輝度とコントラスト

のツールがある｡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｡

ただ今回は,アンシャープマスク

処理の効果を検討するために,こ

の処理を行う前後で別々に評価することを観察者

に求めた｡この機能は　　　　　　に備えられて

いるため　　　　　　で得た画像は｢　　｣

機能で転送した｡ USM処理を実行するために

は,ツールメニューの右上にある｢　　　｣

ボタンを押す必要がある｡約12秒後に処理後の画

像が現れる｡処理前後の画像を並べたのが図5お

よび6である｡USM処理はFCRシステム

富士フイルムメディ

カル)に採用された空間周波数処理のアルゴリズ

ムとして知られている　　　　　　　　は,原画

図3　ソフトウェア1)　　-　　　　　　　　上0

で表示した　　　　　によるディジタル回転

パノラマⅩ線画像

ヨ= 雇画 商鍵裡融通

+ら+
T尋L.
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葵 責
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牽海
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+

図4　ソフトウェア　　　　ー

で表示した　　　　　　　　によるディジタル
回転パノラマⅩ線画像

像からボケ画像を作成して,それにある係数を掛

けて原画像に加算する処理である｡辺縁強調され

た画像となるが,線量が少ない場合雑音も強調さ

れる｡なおこの処理は, ｢　　｣ボタンを押し

てキャンセルできる｡

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　　　　ーⅩ

と　　　　　　　　で得た回転パノラマⅩ線画像

の画賛評価を行った｡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o　ま
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図5　ソフトウェア

で表示した　　　　　によるディジタル回転

パノラマⅩ線画像(左上)と,アンシャープマ

スク処理後の同一一一画像(右下)

図6　ソフトウェア

で表示した　　　　　　　によるディジタル

回転パノラマⅩ線画像(左上)と,アンシャー

プマスク処理後のl司-画像(右下)

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線等貢と比較した｡

ディスプレイでの表示方法

CRTディスプレイは　　　　　　ソ-テック)

を使用した｡画面サイズは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｡画像の輝度およびコントラストは

｢　　　ツールで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｡

847

(2)印刷画像の出力条件

ソフトウエア　　　　　　　　の設定では,

ディジタル回転パノラマⅩ線画像はA4サイズの

用紙に縦　　　×横　　　　はどの大きさで印

刷できる｡参照画像として記録するためには十分

と思われるが,約3分の2に縮小されているため

に,このような評価では不利と考えてより大きく

印刷した｡

I)ent一　　　　には,各画像を　　形式でex-

する機能がある｡ファイルサイズは約7.5

になる｡ただし,この画像はP

や

などの画像処理ソフトでは読み込

めないo　そこで　　　　　　　　の｢

機能を使用した｡ツールメニューにあるボタンを

押すと,表示されている画像をそのまま　　形式

のファイルにできる｡図4の状態から,左右の

ツールボックスを消去することによって画像を最

も大きく表示した｡その状態で｢　　　｣ボ

タンを使って,各画像の約　　　　の　　形式

ファイルを得た｡このファイルを

に取り込んで

倍に拡大して,ほぼフイルムⅩ線写真と同等な大

きさで印刷した｡　　　　　　　　では

で画像を取り込むことで,輝度およびコン

トラストの組み合わせが自動調節されている｡そ

の画像を｢　　　｣で出力して印刷画像を用

意したわけである｡ USM処理後の画像も全く同

様に出力して印刷画像を用意した｡

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-　　　セイコーエプソン)を使

用した｡スーパーファイン専用紙　　　　　　セ

イコーエプソン)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｡

(3)フイルムⅩ線写貢の撮影条件

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｡増感紙にはタン

グステン酸カルシウム系の　　　　化成オプトニ

クス),フイルムには　　　　　　-　　　　を

使用した　　　　は希土類系増感紙とも組み合わ

一37-
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せることができるユニークな感色性をもったフイ

ルムである41)｡　　　とRP 6は高感度な組み

合わせである4°｡現像処理は,自動現像機

現像液　　　　定着液F(ともに富十写真

フイルム)で行った｡

2)撮影対象

撮影対象は　　　　　　で10名

で11名とし,本研究の日的,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

の南方で撮影することについて同意を得た0年麻

は20才代から50才代まで,性別は男性15名,女性

6名であった｡

3)判定項目

10および11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6名が観察者としてそれぞれ画質評価を行っ

た｡ 6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4名を含む｡

画質評価の判定項目は,角据自学的構造の描出状

態について以トのように6項目を設定した｡表1

にその詳細を記載した｡

1.上顎の歯,歯板端周囲,歯周組織

2.上顎洞の骨壁

3.下顎の歯,歯眼端周囲,歯周組織

4.下顎管の走行と卜顎骨の骨梁構造

(下顎骨骨休部の内部構造)

5.下顎骨骨休部の外形

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　　やや木

上分である　　不十分である｣としたo

成　　　　　績

画質評価の対象とした画像の各　例を

は図7に　　　　　　　　は図8に示すo

CRTに表示したディジタル画像(aおよび

b｡ bはUSM処理後)は,ソフトウエアDen仁

の｢　　　　　機能で画素

表1解剖学的構造の抽出状態を某にした画質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

歯髄に及ぶ窮蝕,根端部にIB径3 mmを超える透過性病変,頼長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｡

2.上顎洞の骨壁

上顎洞の輪郭を的確に把握でき,しかも臼歯の歯板端に病変が存在したときに上顎洞-の影響を判定でき
る画質である｡

3.下顎の歯,歯根席周囲,歯周組織

歯髄に及ぶ耐蝕　根端部に由径3 mmを超える透過性病変,眼長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｡

4 ∴下顎管の走行と下顎骨の骨梁構造(ト顎骨骨休部の内部構造)

下顎管の走行と下顎膏の甘栗構造を把擾でき,しかもこの部位が圧迫性ないし浸潤性の病変によって倭さ
れたときに,その変化を検出できる画質である0

5.下顎骨骨休部の外形

下顎下縁･下顎角の皮質骨の連続性を把捉でき,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.下顎頭の外形

卜顎頭の外形を把握でき,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
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図　　　　　　　　　で得た評価対象画像のI-例｡
a :ディジタル画像, b :ディジタル画像(ア
ンシャープマスク処理後)C :印刷したディジ

タル画像, d :印刷したディジタル画像(アン
シャープマスク処理後　　　フイルム画像
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あたり8ビットの　　形式のデータとして出力

したものである｡このデータをソフトウエア

に読み込んで, 3倍に拡大した｡印

刷したディジタル画像(Cおよびd｡ dはUSM

処理後)およびフイルムⅩ線写貢(e)は,フラット

ヘッドスキャナ　　　　　　セイコーエプソン)

で,スキャンピッチ　　　　　グレイスケ-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o　インクジェットプリンタ

00Cで光沢紙

を使って出力した｡

6名の観察者による評価の平均と標準偏差を,

は表2に　　　　　　　　　は表3

に各評価項目ごとに示す｡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　　　　　　　では　　から

では　　から　　までの範囲内であっ

た｡低い評価であったのは,両システムともに

USM処理前のCRT表示と印刷画像における項

目1, 3および4であった｡しかし,これらの項

目においても　　　　処理によって平均が上昇し

た　　　　処理後のCRT表示および印刷画像に

おける平均は,全6項目で　　　　　では

から　　　　　　　　　　　では　　から　　で

あった｡フイルムⅩ線写貢の評価における平均は

から　　であったので,ほとんどの項目で

USM処理後の評価の方が上回っていた｡

比較的平均が低かったのは,上顎および下顎の

｢歯,歯根端周囲,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項目では, Ⅹ線フイルム画

像における平均が　　から　　であり,両媒体

によるディジタル画像　　　処理前)の平均,

主Ⅹ　で　　から　　および

で　　から　　を上回った｡印刷画像の平均

が最も低めであった｡ USM処理後は　　　　-

Ⅹで　　から　　および　　　　　　　　で

から　　であり,これはフイルムⅩ線写貢の評価

を上回った｡

表　　　　　　で得たディジタル画像とフイルムⅩ線写真に対する画質評価の結果(平均値と標準偏差)

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
画像観察の媒体と

アンシャープマスク

処理の有無

上顎の歯,　　上顎渦の骨壁　下顎の骨,

歯根席周園,　　　　　　　　歯根端周囲,
歯周組織　　　　　　　　　　歯周組織

CRTディスプレイ

CRTディスプレイ

処理後)

インクジェット

プリンタ用紙

インクジェット

プリンタ用紙

処理後)

Ⅹ線フイルム

下顎管の走行　下顎骨骨休部　下顎頭の外形
と下顎骨の骨　の外形
梁構造(下顎

骨骨休部の内
部構造)

±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±

±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±

±　　　　　　　±　　　　　　　±　　　　　　　±　　　　　　　±工　　　　　　±

±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±

±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±
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表　　　　　　　　で待たディジタル画像とフイルムⅩ線写貢に対する画質評価の結果(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
画像観察の媒体と

アンシャープマスク

処理の有無

上顎の歯,
歯根端周固,
歯周組織

L顎洞の骨壁　下顎の骨,

歯根端周囲,
歯周組織

CRTディスプレイ

CRTディスプレイ

処理後)

インクジェット

プリンタ用紙

インクジェット

プリンタ用紙

処理後)

Ⅹ線フイルム

下顎管の走行　下顎骨骨休部　下顎頭の外形

と下顎骨の骨　の外形
梁構造(下顎

骨骨休部の内
部構造)

±　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±

⊥工　　　　　　±　　　　　　　±　　　　　　　±　　　　　　　±　　　　　　　±

±　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±　　　　　　　　　⊥　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　±　　　　　　　　⊥　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±

±　　　　　　　　±　　　　　　　　⊥　　　　　　　　±　　　　　　　　±　　　　　　　　±

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 :

下顎骨の外形の判定では両媒体によるディジタル

画像における平均が　　　　　　で　　から

および　　　　　　　　で　　から　　であっ

た｡　　　主ⅩにおけるUSM処理前の印刷画像

を除いてⅩ線フイルム画像の平均　　および

を上回った｡両ディジタルシステムともに,この

3項目では　　　表示も印刷画像も　　　処

理後にはフイルムⅩ線写貢を上回った｡

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

の判定項官に対して比較的平均の高かったUSM

処理後の画像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｡

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　　　　　と

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　　　　　および

による回転パノラマⅩ線画像の解剖

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,フイルムⅩ線写真とも比較し

た｡また,ディジタル画像にアンシャープマスク

処理を施すことの効果を検討した｡

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o各評価項Ejおよび各画像

表示媒体において,評価結果の平均は　　　　処

理前の印刷画像に対する項目1から4を除いて,

評価3 ｢どちらともいえない｣から評価4を超え

て最高　　までに分布した｡ディジタル画像で

は　　　　処理後に過半数の項目で平均が4を超

えたo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｡ USM処理前の印刷画
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倭では,評価1 ｢不十分である｣という場合も

あった｡

CRT表示されたディジタル画像-の評価は,

主Ⅹでも　　･　　　でも,特に骨の

外形の評価(項目2, 5および6)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

ファイン尋用紙を用いた｡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｡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　　　処理前でもCRT表

示やフイルムと比べて　　　主Ⅹではやや劣っ

たが　　　　　　　　では同等の結果であった｡

他の項目では平均が　　　　　で　　から

で　　から　　で,フイルムや

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ンジが狭い｡

今回は　　　　　　　では　　　　　　で出力

された印刷画像を用いた　　　　　　ではソフト

ウエアの　　　　　　における　　　　　　　の機

能が最適化されていなかったので　　　　　　の

階調処狸を施してから1枚の印刷画像を作成し

た｡したがって,すべての判定項目に最も高い評

価を得るには数枚の画像が必要であったかもしれ

ない　　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,各観察者の指摘によれば,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辺縁が強調されて骨

の外形は見やすいこともあった｡

USMは雑音増加というネガティブな影響は

あるものの辺縁強調をかける処理であるが,今回

はこれを通常の表示や印刷とは別に評価した｡

USM処理後の画像は評価が高く,各評価項目に

対し平均が　　　表示では　　　-Ⅹで　　以

上　　　　　　　　で　　以上,印刷画像では

で　　以上　　　　　　　　　で

以上であった｡ほぼすべてフイルムⅩ線写貢に対

する評価を上回った｡　　　　　と

による画像は,スキャンピッチ100〃mで得

ているため,原画像データは約　　　　　という

大きなデータである｡また　　　処理を行うた

めのボケ画像の作り方,それを原画像に重ね合わ

せる重み係数の選択も適切な値に近いと思われ

る　｡したがって　　　　処理によって,この

ように評価を高めることができたと考えられる｡

ただ,原画像データを　　　　してもフォ-

マットが特殊で,我々が自由に扱える画像にはな

らなかった｡そこで　　　　　　　機能を使っ

た｡これで得られた画像は　　　　程度であっ

た｡印刷画像はこれを拡大して作成したので,不

利な条件であったと考えられる｡

･方,フイルムX線写真に対する評価は6項目

すべて平均3点台であった｡　　　　　　　によ

る　　　　　　　　　　における評価41)は低いわ

けではないので,もう少し多めの線量で撮影すれ

ば適当であったかもしれない｡今回使用したⅩ線

振影装置　　　　　では,管電圧と管電流の組

合せが予め決められている｡自由に組合せを変え

ることは許されていない｡通常メーカーの説明

のように｢2ステップ下げると線量は半減する】

として照射条件の設定を行っている｡そこで,

および　　　　　　　　を使うとき

は,フイルムのときに比べて1ステップ,場合に

よっては2ステップ下げることにした｡これに

よって,少なくとも10から20%程度は減少してい

る｡高感度な増感紙･フイルムの組合せと比較し

たので　　　　-Ⅹと　　　　　　　　にとっては

不利であったかもしれないが,両者共に1から2

ステップ分くらい線量を増やせば評価はより高く

なった可能性はある｡しかし,線量を同じように

減らしたならば,フイルムⅩ線写貢の評価の低下

が大きいと思われる｡

Ⅹ線画像診断に応用される新しいディジタルシ
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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42)｡　　　　社のイメージングプレート方

式のシステムによるディジタル回転パノラマ画像

に対する評価はまだほとんど発表がなく,口内法

撮影用のイメージングプレートによる画像を評価

した　　　　　　　　　による報吾43)があるのみ

である｡最近　　　　　　　　　　　　　　は, ｢1

内法撮影用のイメージングプレ-トを用いた骨塩

室の定量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45)｡イメージン

グプレートを使用する　　　　　あるいは

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　｡ r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測し

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嚢低下の要因が排除

されている47･48)｡本臨床報吾では,ボランティア

を撮影対象として得た画像を評価した｡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つの判定項目には,これらの診断に,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,歯板撮周囲,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

は舌背の位置によっては歯根端周囲の濃度が高く

-　43
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なりやすいこと,人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

皮)･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o

評価の平均は　　　　処理前の印刷画像に対す

る評価を除いて｢14 :ほぼはiである｣という判

定の前後に分布した｡印刷画像でも,痔に骨の外

形の評価ではそれほど評イ酎ま上がらなかった｡全

21例の画像のある例では,特に歯,歯眼端周囲,

歯周組織あるいは下顎骨骨休部の内部構造の評価

において,観察者の評価が｢2 :やや不fうまであ

る｣という評価になることもあったが,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　　　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｡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｡また,今回　　　処理前

後の画像を別々に判定したが,処理後に評価は向

上した｡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｡

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　｡　　　　　　　　　　　社(旧社名

のイメージングプレート方式のシステムは

年の初めに発表された｡　　年5月から,ス

キャナシステム　　　　　　システムとソフトウ

エア　　　　　　　　　　　　　を試用する機会

を得た｡しかし　　　　　　　という機能を導

入しても低画質であった51)｡その間

社のスキャナーがOEMで供給さ

れている　　　　　　社のスキャナーによる画像

を見る機会もあり,画質向上-の要望を重ねてき

た｡今回,スキャナーシステム
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と　　　　　　　　　　　　　を試用したが,か

なりの画質の向上が見られた　　　　　　で得た

画像もこのソフトウエアの動作する環境に転送し

たところその画質が向上した｡イメ-ジングプ

レートの構造も変わったほか,ドラムへのイメー

ジングプレートの取り付けも簡単になった｡な

お,今回のソフトウエアでは　　　　処理した画

像を-ードディスクに保存できなかったが,この

データ保存に関するコストパフォーマンスは急激

に良くなっているので,原画像とは別に,処理し

た画像が保存されるようになっても構わないと思

われた｡

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　　　　ーⅩと　　　　　　　　による

回転パノラマ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比較

した｡またアンシャープマスク　　　　処理の効

果を検討した｡さらにフイルムⅩ線写貢と比較

し,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　　　　　　　では　　から

では　　から　　までの

範囲内であった｡ 4は｢ほば十分である｣を示す｡

処理によっていずれの項目においても

評価は高くなった｡ USM処理後のCRT表示お

よび印刷両像における平均は全6項目において,

では　　から

では　　から　　であった｡

3.比較的平均が低かったのは,上顎およびド顎

の｢㍉歯,歯根端周囲,歯周組織｣と｢下顎骨骨休

部の内部構造｣の項目であった｡特にUSM処理

前の印刷画像の評価が低めであった｡一方,上顎

渦の骨壁,ド顎骨骨休部および下顎頭のような膏

の外形を把握する場合評価が高かった｡
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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｡低コストなプリント方法で

も,骨の外形の把握では　　　表示やフイルムⅩ

線写真と同等の評価を得た｡ USM処理後はフイ

ルムより高い評価であった｡
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was performed. The quality of both CRT-displayed and prlntOut images, with and without

processingt by an unsharp masking filter, as methods of displaylng digltal image media, was

examined and these were further compared with images on film. Twentyl0ne VOlunteers gave

informed consented to the examination. Six Radiology Department dentists evaluated each

image separately. Items for the evaluation were determined on the basis of the depletion of

anatomical structure as follows ; teeth and periodontium in both maxilla and mandible, an

outline of bony wall structure of the maxillary sinus, mandibular canal and alveolar trabeculac,

outer contours of the mandible and mandibular condyle. Five-grade scores, 1lPOOr, 2lSub-

standard, 3-acceptable, 4-good, 5leXCellent, were employed for evaluating the clarity Of ana-

t°1　　ゴ　白11･(I.i.

Mcans ranged between 2.18 and 4.55 for the Combi-X, and between 2150 and 4147 for the

Paxorama2000, yielding an overall score around 41gOOd for all display methods, except for the

low evaluation of the prlntOut images without the unsharp masking filter･ Scores were relatively

low in the teeth and periodontium evaluation, but high in the evaluation of the outer contour of

bony structures･ The unsharp masking filter improved the overall scores･ There was no slgni-

ficant difference in each item evaluated among the three display methods. The CRY images

､廿　､川111､皿　　　　圧　　　　こ　盟. E､･円　　､ト　　1･ Out 1-1(､th"上　　　､＼つlSe坤PL､iく111y

used in images processed by the unsharp masking filter, revealed results equal to film and

CRY for each evaluation.

(The Shihwa Gahuho, loo : 843-857, 2000)
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