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要旨 

蛍光体として CsI および GOS を用いた間接変換型 flat panel detector (FPD)と

computed radiography (CR)の量子検出効率(detective quantum efficiency: DQE)

を測定し，DQE 比に基づく線量低減が可能であるのか，また，CR の画質を基準

として，FPD がどの程度線量を低減できるかを検証した．各システムの

modulation transfer function (MTF)をエッジ法，normalized noise power spectrum 

(NNPS)を二次元フーリエ変換法によりそれぞれ測定し，DQEを算出した．次に，

CR の DQE を基準として，CsI および GOS の DQE 比を算出し，線量低減率を決

定した．線量低減後の画質は，noise equivalent quanta (NEQ)およびバーガーフ

ァントムの画像により評価した．CsI，GOS 及び CR の DQE は，1 cycle/mm にお

いて，それぞれ 0.52，0.30 及び 0.15 であった．DQE 比より，CsI は CR の 1/3 線

量，GOS は 1/2 線量で NEQ を測定し，結果はほぼ等しくなることが確認された．

さらに，バーガーファントムの画像は等解像度処理により，視覚的にも同等となっ

た．本研究より，FPD を用いて DQE 比に基づいた線量低減で撮影することで，

CR と同等の画質が得られることが検証された． 

 

Ⅰ．緒言 

単純撮影系のディジタル化は Fujifilm 社製の FCR から始まり，CR システムは広く普及した．その後，

flat panel detector (FPD)システムが開発・実用化され，近年では，ほとんどの施設で FPD が導入され，従

来に比べて撮影線量が低減されてきている．線量低減はシステムの高感度化(高 DQE 化)に関連すると

いう報告がなされている[1]．しかし，多くの施設で，DQE の向上に見合った十分な線量低減が行われて

いるのかは定かではない．そこで，本研究では蛍光体に CsI と GOS を用いた 2 機種の間接変換型 FPD

とCRの量子検出効率(detective quantum efficiency: DQE)を測定し，CRの画質を基準として，CsIとGOS

がどの程度線量を低減できるか検証した． 

 

Ⅱ. 方法 

 本研究では，蛍光体に CsI を用いた間接変換型 FPD（以下，CsI）として Fujifilm 社製 CALNEO HC(ピ

クセルサイズ：150 μm)，GOS を用いた間接変換型 FPD（以下，GOS）として CALNEO GL(ピクセルサイ

ズ：150 μm），CR装置（以下，CR）としてFujifilm社製 FCR XL-2(ピクセルサイズ：200 μm)を使用した．線

質は IEC (International Electrotechnical Commission) 62220-1 で規定された RQA5 (70 kV)を用いた．

また，本研究における基準線量は 1 mR とし，日本放射線技術学会監修のテキスト，「標準ディジタル X

線画像計測」に基づいて以下の測定を行った．[2] 

1) 入出力特性 

 入出力特性の測定にはタイムスケール法を用い，Image J を使用して，相対Ｘ線露光量に対するデ



ィジタル値の関係を求めた． 

2) MTF の測定 

 エッジ法を採用した．タングステン板をエッジ用の被写体として使用し，約2.5度傾けて撮影した．線

量は基準線量である1 mRとした．水平方向，垂直方向に対して測定し，その平均値を算出した．Fig. 

1 は使用した画像例であり，例えば水平方向では図の赤枠のように region of interest (ROI)を配置し

た． 

3) NNPS の測定 

 二次元フーリエ変換法を採用した．線量は 1 mRとし，Fig.2示した画像のように一様ばく射した画像

データより図の赤枠のように ROI を配置して NNPS を測定した．ROI サイズは 1024×1024 とし，その

中の 16 個の 256×256 の領域について計測し，平均した． 

 

Fig．1 MTF 測定に使用した画像とエッジ法における ROI 配置（水平方向）     

 

 

       Fig. 2  NNPS 測定に使用した画像と ROI 配置 

4) DQE の算出 

 DQE は式(1)より算出した． 
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 なお，X 線光子数数である q は，IEC 62220-1 に規定されている基準の光子数より算出した．また，空間

周波数1 cycle/mmにおけるDQEの値より，DQE比をそれぞれ算出した．さらに，CRに対するCsIとGOS

の DQE の比を用いて，式(2)よりそれぞれにおける低減線量を決定した． 
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5) NEQ による画質の検証 

 DQE 比に基づいて線量低減した FPD の画質と，基準線量において撮影された CR の画質が同等

となるか検証するために，FPD の低減線量における一様画像から NNPS を測定し，式(3)により NEQ

を算出した．この検証は DQE の値が大きく異なった CsI と CR のみについて行なった．  
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6) バーガーファントムによる視覚評価 

 NEQ 測定時と同様の線量でバーガーファントムを撮影し，NEQ が等しい場合，視覚的にも画質が

同等となるか検証した．NEQと同様にCsIとCRのみを比較した．その際，解像特性の異なるシステム

間では，ノイズ特性もその影響を受けバーガーファントム画像の視覚的な比較が困難となることを考

慮する必要である．そこで，CsI のバーガーファントム画像に対して空間周波数処理を施すことで，

CR と解像度を等しくして視覚的にも比較が容易となるようにした（等解像度処理）[3]．空間周波数処

理係数 (frequency-processing factor： FP)を，CsI と CR の MTF より式(4)を用いて算出した．算出し

たFPを用いて画像処理を行うことで，解像特性が同等となる画像を作成することが可能である．FPの

算出過程を Fig. 3 に示す． 
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Fig. 3 FP の算出過程 

Ⅲ. 結果 

1) 入出力特性 

それぞれのシステムで，相対 X 線露光量の対数とディジタル値は比例関係であり，直線性は良好で

あった． 

2) MTF  

 Fig. 4 に MTF の測定結果を示す．CsI が最も高く，続いて GOS，CR となった． 



 
Fig. 4 MTF の測定結果 

 

3) NNPS  

 Fig. 5 に NNPS の測定結果を示す．CsI が最も優れており，続いて GOS，CR となった．主に低周波

数で CsI と CR の差が顕著であった． 

 
Fig. 5 NNPS の測定結果 

 

4) DQE 

 Fig. 6 に DQE の結果を示す．CsI が最も高く，続いて GOS，CR となった．空間周波数 1 cycle/mm

における DQE の値は，CsI で 0.52，GOS で 0.3，CR で 0.15 となった．これより，CR に対する DQE

比は CsI で 3.47，GOS で 2.01 となった．これより，線量低減率は，CsI で 28.8%，GOS で 49.8%であ

った．  



 
Fig. 6 DOE の結果 

 

5) NEQ による物理評価 

Fig. 7 に基準線量 CR と線量低減後の CsI の NEQ を示す．ほぼ一致した NEQ が示された． 

 
Fig. 7 低減線量における CsI と基準線量の CR の NEQ の結果 

 

6) バーガーファントムによる視覚的評価 

 Fig. 8に基準線量でのCR，低減線量でのCsIで撮影したバーガーファントム画像(等解像度処理前，

処理後)を示す．解像度の高い CsI で高周波ノイズが目立つため，CR と等解像度処理前の CsI の画

像を視覚的に比較することは困難であった．しかし，等解像度処理により解像特性が同等となる画像

を作成し，視覚的に比較することが可能となった． 



 

Fig. 8 バーガーファントム画像（左：CR，中：等解像度処理前の低減線量の CsI，右：等解像度処理

後の低減線量の CsI） 

 

Ⅳ．考察 

CR に対する DQE 比は CsI で約 3 倍，GOS で約 2 倍となり，この DQE 比に基づいて低減線量を CsI

では 1/3 線量，GOS で 1/2 線量とした．そしてこの低減線量における NEQ は，CR の NEQ とほぼ同等と

なった．これより，物理的に画質が同等となることが確認できた．しかし，低減線量でのCsIと，基準線量で

のCRのバーガーファントム画像を視覚的に比較すると，CsIでノイズが目立った．これは解像度の違いに

より高周波ノイズが強調されたためだと考えられた．そこで MTF の比から算出した FP による等解像度処

理により，視覚的にも画質が等しいことが確認できた．  

解像度の高い CsI で線量を低減するとノイズが目立ち，画質が低下したように感じられると言われてお

り，これが線量低減を妨げる原因となっていると考えられる．Fig. 9 は基準線量での CR，低減線量での

CsI(等解像度処理前，処理後)の NNPS である．特に高周波領域で等解像度処理前の CsI では NNPS

が高く，ノイズが目立つ現象が測定値により立証された．これに対して等解像度処理後のCsIの NNPS は，

CR とほぼ同等である．この場合，等解像度であり，さらにノイズ量もほぼ等しいことから，その画質は同等

である．よって，FPD の感度（DQE）に見合った，線量低減をする場合には，FPD の画像処理係数の中の

空間周波数処理について注意を払うべきである．もし，FPD の高い解像度を活かして線量低減を行うとき

は，最近，どの装置でも実装されている解像度を維持したままでノイズ低減可能な非線形ノイズ低減処理

を活用するべきであろう．これらの処理により，感度の良いシステムであっても，ノイズを目立たせること無

く線量低減が可能であると考えられる．本研究ではバーガーファントムの画像を用いたが，臨床画像でも

評価すべきである． 

 



 
Fig. 9 基準線量の CR と低減線量の CsI の NNPS の比較 

 

Ⅴ．結語 

CR と CsI 及び GOS の FPD システムを用いて DQE を測定し，DQE 比より CsI と GOS の被ばく低減の

可能性を評価した．CR に対して CsI では 1/3，GOS では 1/2 線量で NEQ が等価となった．解像度の違

いにより，視覚的な比較は困難であったが，等解像度処理により画質が同等となることが確認された．こ

れより，DQE 比による線量低減が可能であることが確認された． 
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