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要旨 
低格子比ファイバーグリッドの低被写体厚における画質特性をコントラストを考慮した

信号対雑音比である signal difference-to-noise ratio（SDNR）により評価した．本研究

では，手部，肘部，膝部を模擬して，厚さ 4，6，12 cm のアクリルファントムを用い，

computed radiography (CR)システムを使用し，管電圧は 50 kV，入射表面線量はそれ

ぞれ 0.1，0.2，0.4 mGy に設定し，グリッド有りと無しで撮影した．Raw data 上のグ

リッドによるムラを防ぐために，グリッド有ではレシプロ機構を用いた．SDNR のコン

トラストの測定に骨と軟部組織等価のコントラスト物体を，また，散乱線含有率の測定

に鉛円盤を用いた．散乱線含有率はグリッド使用により，各アクリル厚で低下した．ま

た，グリッド撮影における骨と軟部組織コントラストの SDNR は，グリッドレスと比較

して，各アクリル厚で増加した．これより，グリッドレスのが良いとされる低被写体厚

において，低格子比ファイバーグリッドが画質を改善に寄与することが示唆された． 
 
Ⅰ．諸言 
 一般的に，手や膝などの低被写体厚撮影において，散乱線除去グリッドは使用されない．これ

は，低被写体厚撮影の場合に散乱線除去グリッドを使用すると，直接線透過率が低下することに

起因し，画質が劣化するためである．低格子比ファイバーグリッドは，従来のアルミグリッドと

比較し，全 X 線透過率が高くなり，露出倍数は低くなるため，低線量で撮影できる可能性がある．

［1］現在，低被写体厚では，グリッドレス撮影が有効とされているが，低格子比ファイバーグリ

ッドの適用についての検討報告はない．そこで本研究では，低格子比ファイバーグリッドの低被

写体厚における画質特性を，コントラストを考慮した信号対雑音比である signal 
difference-to-noise ratio（SDNR）を用いて評価した． 
 
Ⅱ．方法 

被写体として，30 ×10 cm2，厚さが一枚当たり 2 cm のアクリル板を使用し，枚数により厚さ

を調節した．SDNR におけるコントラスト測定では，骨組織等価物質ブロック（41420-220 
BE-H-10，京都科学）と軟部組織等価のアクリルブロックを使用した．管電圧は 50 kV とし， ，
computed radiography (CR)装置（REGIUS MODEL 210，KONICA MINOLTA）を使用した．

グリッドは，密度 70 本/cm，格子比 4：1，収束距離 150 cm，中間物質：ファイバーのものを使

用した．また，グリッドパターンによるエリアシングを避けるため，グリッドを左右に動かすレ

シプロ機構を用いて撮影を行った． 
 
 
 
 



1） 入射表面線量 
測定配置図を図 1 に示す．線量計を床から 50 cm，X 線

管を 150 cm の位置に配置し，距離の逆 2 乗則により，入

射表面へ距離の補正を行った．後方散乱係数は，1.261 とし

た．ファントム厚 4 cm は手関節，6 cm は肘部，12 cm は

膝部を想定し，入射表面線量がそれぞれ 0.1，0.2，0.4 mGy
となるように撮影条件を決定した．入射表面線量の値は，

日本診療放射線技師会の医療被曝ガイドラインの数値を参

考にした． 
 

                         図 1 測定配置図                              
2） SDNR 

図 2 に SDNR の測定配置図を示す．画像を取得した後，図 3 のように region of interest (ROI)
を配置し，骨組織等価物質，軟部組織等価物質の平均信号値とバックグラウンドの平均信号値お

よび標準偏差を測定した．測定値より，以下の式(1)を用いて，SDNR を算出した． 
 
   (1) 
 

   
図 2 測定配置図        図 3 ROI 配置図 

 
3） 散乱線含有率 
 図 4 に散乱線含有率の測定配置図を示す．測定では直径 5 mm の鉛円盤を使用し，図 5 の

ように ROI を配置した．測定値より，Es/Eb により散乱線含有率を算出した． 
 

  
図 4 測定配置図           図 5 ROI 配置図 

ROIM：信号物体の信号値 
ROIB：バックグラウンドの信号値 
SDB：バックグラウンドの標準偏差 
 

B

BM

SD
ROIROISDNR −

=



 
4） 足部ファントム画像の取得 
グリッドを使用した時とグリッドレス時の撮影画像を

比較するため，足部ファントムの撮影を行った．図 6 に示

すようにファントムを配置し，画像を取得した． 
 
 
 
 
                                                                       
                            図 6 測定配置図  

Ⅲ．結果 
1） 骨コントラストの SDNR 

図 7 に骨信号の SDNR の結果を示す．グリッドの使用により，アクリル厚 12 cm では，グリ

ッドレス時の 27.2%，6 cm では，16.0%，4 cm では，5.1%向上した。 

 

図 7 骨信号の SDNR 
 

2） 軟部組織コントラストの SDNR 
図 8 に軟部組織信号の SDNR の結果を示す．グリッドの使用により，アクリル厚 12 cm では，

グリッドレス時の 19.2%，6 cm では 22.1%，4 cm では 11.3%向上した． 



 
図 8 軟部組織信号の SDNR 

 
3） 散乱線含有率 

図 9 に散乱線含有率の結果を示す．グリッドの使用により，アクリル厚 12 cm では，グリッド

レス時の 35.6%，6 cm では 51.6%，4 cm では 59.9%低下した． 

 

図 9 散乱線含有率 
 

4） 画像比較 
アクリル厚 6 cm，入射表面線量 0.2 mGy とし，アクリルをほぼ同一コントラストとなるよう

ウィンドウを調節した時の信号物体の画像を図 10 に示す．グリッドにより，コントラストが向上

することで，相対的にノイズは低下し，また，均一性が向上した． 



 
図 10 信号物体画像 

 
5） 足部ファントム 
入射表面線量 0.2 mGy における足部ファントムの画像を図 11 に示す．グリッドによる画像劣化

はなく，足根骨領域の描写範囲が広がった． 

 
図 11 足部ファントム画像 

 
Ⅳ．考察 

従来のアルミグリッドは 10 cm でグリッドレスとほぼ同等で，それ以上の被写体厚が適応範囲

とされてきており，それ以下ではグリッドレスが適切とされてきた．4，6，12 cm の低被写体厚

において，露出倍数の低い低格子比ファイバーグリッドを使用すると，グリッドによる X 線の吸

収よりもコントラスト向上が勝り，SDNR は向上した．特にアクリル厚が 12 cm,，6 cm の時，

向上が顕著であり（それぞれ，骨：27.2%，16.0%，軟部：19.2%，22.1%），4 cm においても SDNR
の向上がみられた．また，散乱線含有率は全てのアクリル厚において低下した（12 cm：67%→

42%，6 cm：52%→26%，4 cm：42%→18%）．以上より，低格子比ファイバーグリッドは低被写

体厚の撮影において画質を改善に寄与することが示唆された． 
 
 

Ⅴ．結語 



低格子比ファイバーグリッドを使用すると，4， 6，12 cm の低被写体厚において SDNR が向

上した．また，従来のアルミグリッド基準の考え方とは異なり，低格子比ファイバーグリッドに

より低被写体厚における画質向上が期待できる． 
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