
1. はじめに

　近年、放射線撮影分野において DR（Digital 

Radiography）化が進んでおり、移動式ポータブ

ル撮影装置にまで用いられている。手術室撮影や

回診撮影の現場では、通常の一般撮影室での撮

影と比較して、ポジショニングが容易ではなく、

ベッドの沈みこみなどがおこり、グリッドを使用

する撮影においては X 線の斜入による濃度ムラ

が生じるなどのミスアライメントが発生しやすい

ことが懸念されてきた。実際の臨床現場において

は、被ばくを考慮した観点からも、低格子比のグ

リットが用いられているのが現状である。これら
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　病院における回診撮影では、ベッド上での不安定な撮影を強いられることがあり、一般撮影室と比較

して X 線束と散乱線除去グリッド間のミスアライメントが生じやすく、画質の低下が懸念されている。

これを画像処理によって改善できる散乱 X 線補正処理ソフトウェアが近年開発され実用化されている。

　本研究は回診撮影における胸部画像の散乱 X 線補正処理ソフトウェア（Intelligent grid）の有用性を

検討した。検討方法は、胸部ファントムの肺野、縦隔および肝臓にアルミディスクを貼り付け、管電

圧を変化させて Intelligent grid（3:1）、Intelligent grid（8:1）、 Real grid（3:1)、Real grid（8:1）およびグ

リット無の 5 パターンで撮影し、得られた画像から、CNR 測定、標準偏差による粒状性評価および京

都大学法を参考にスコア化した視覚評価を行った。CNR 測定の結果は管電圧が高くなると CNR は低下

した。粒状性評価では、Real grid が Intelligent grid に比べて値が高くなり、肺野においては他部位の数

値に比べて高かった。視覚評価では、同じグリッド比で比較すると Real grid に比べて Intelligent grid の

方が評価は高くなった。Real grid が Intelligent grid より CNR が低いのは、Intelligent grid による散乱線

補正処理は画像処理であり、Real grid は実際に散乱線を除去しているためと考えられる。また、粒状

性評価で Real grid の方が Intelligent grid より値が大きいのは、Intelligent grid の処理として、ノイズ抑制

処理が行われているためだと考えられる。視覚評価では、Real grid と比べて Intelligent grid の方が評価

は高い結果となった。これは、Intelligent grid の処理過程において、コントラストの改善とノイズ抑制

処理も行われているためと考えられる。Intelligent grid を用いることで、グリットを用いない場合と比

較して大きく画質の改善が得られることが視覚評価の結果で分かった。臨床現場において、回診時に

Real grid を用いるのはミスアライメントのリスクや持ち運びの手間がかかる。これらを補う処理として

Intelligent Grid は十分に臨床上有用であると考えられる。 

の問題を解消するため、画像処理によってグリッ

ド を使用せずに画像コントラストを改善し、グ

リッド使用時と同等の画質を実現する新しい散乱

X 線補正処理ソフトウェアが各社から開発されて

いる。

2.目的　

　本研究は、回診撮影における胸部画像の散乱 X

線補正処理ソフトウェア（Intelligent grid）の有用

性を検討する。



3. 原理

　Intelligent grid は画像処理であり、Real grid が

持つ散乱線除去効果を画像処理のみで Real grid

使用時と同等の画質を得る画像処理のことである

（図 1）。
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4. 使用機器

・UD150B-30 診断用Ｘ線高電圧装置

　島津製作所

・ブレストファントム　9200106140

・アルミディスク（1cm×1cm）

・FPD：コニカミノルタ Aero DR system

・画像診断ワークステーション

　CS-7（Version 1.22R00）

・画像解析ツール：Image J（Version 1.48）

・Real grid：（3：1）三田屋製作所

・Real grid：（8：1）三田屋製作所

・画像参照モニター：WIDE 社製 5M

5. 方法

　臨床現場で使用されている胸部撮影条件

（80kV,2.0mAs,SID=100cm）で撮影した時の S 値

（S=190）となるような mAs 値を各電圧（70 kV

～110kV）で求め、撮影 mAs 値とした。次に図 3

のように胸部ファントムの肺野、縦隔、肝臓の三

箇所にアルミディスクを 張り付け、グリット無

し、Real grid 3:1、8:1、Intelligent grid の 3:1、8:1

図 1 　Intelligent Grid の原理

　Intelligent grid のアルゴリズムを図 2 に示す。

得られた元画像からヒストグラムを用いて被写体

厚を推定した後、あらかじめ作成した体厚と散乱

線含有率のデータベースを使用して、散乱線成分

推定画像を作成する。注目している画素の散乱 X

線含有率は周囲の様々な構造物から発生する散乱

X 線の影響を受けているため，該当する画素だけ

でなく，周囲の濃度分布情報も利用して決定して

いる。散乱線推定画像を元画像から減算すること

でコントラストを改善させている
[2] 。

　散乱線推定画像を減算した画像にはノイズ成分

は残存したままであり、粒状性が悪化しているた

め、ノイズ抑制処理を行うことで粒状性を改善さ

せている。このノイズ抑制処理は散乱線含有率に

応じて画素毎に調整量を変えている。

図 2　Intelligent Grid のアルゴリズム 図 3　ディスク位置
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の 5 パターンで管電圧（70kV～110kV）を変化さ

せて撮影した。

　得られた画像に対して、物理的評価と視覚的評

価を行った。

5.1 物理評価

5.1.1 CNR 測定

　肺野、縦隔、肝臓のディスク中央とその周辺の

三箇所の平均をバックグラウンドとして CNR を算

出し比較した。

ROIM－ ROIB　　CNR＝―　　　　　　　　　（1）
　　　　　　　SDB

　　ROIM　・・・アルミディスク上の平均画素値

　　ROIB　・・・背景画像の平均画素値

　　SDB　 ・・・背景画像の標準偏差の平均

5.2 粒状性評価

　アルミディスク上の画素値の標準偏差を求め、

得られた値を各部位の粒状性として評価した。

5.3 視覚評価

　評価は、肺野内の 6 か所のポイントを定め（図

4）、臨床で使用している撮影条件で撮影した画像

を基準画像とし、各撮影条件で得られた画像と比

較し、5 段階のスコアで評価した。点数化は京都

大学法
[1]
を参考にして表 1 のように評価した。評

価者は診療放射線技師（技師経験 1～29年）の 13

名で行った。

6. 結果

6.1 物理評価

　それぞれの部位における CNR の結果を図 5 ～

7 に示す。どの部位においても管電圧が高くなる

と、CNR は低下した。また、肺野ではグリット比

に関わらず Real grid の方が、Intelligent Grid より

CNR が高い結果になった（図 5）。

　縦隔では、Real Grid および Intelligent Grid に関

わらず 8:1 のグリット比の CNR が 3：1 よりも高

くなった。（図 6）。

　肝臓の部位では、どちらのグリットも 8:1 の方

が 3:1 より CNR は高くなった（図 7）。

　それぞれ部位別で比較すると CNR の値はグ

リット比に関わらず肺野の値が縦隔、肝臓の値に

比べて低いことが分かった。

6.2 粒状性評価

　管電圧 80kV 時の各部位の標準偏差を図 8 に

示す。標準偏差の値は Real grid の方が Intelligent 

grid に比べて値が高くなった。

　また、肺野は縦隔や肝臓の数値に比べて全体的

に高いという結果が得られた。図 4　視覚評価ポイント

表 1　視覚評価スコア表

解剖学的指標による評価 良い
少し
悪い

同じ
少し
悪い

悪い

① 肺野末梢血管の分解能 30 24 18 12 6

② 肺動脈の分解能 16 12 8 4 0

③ 縦隔部の分解能（気管支・椎体など） 16 12 8 4 0

④ 横隔膜・心臓に重なる血管影の抽出 8 6 4 2 0

⑤ 粒状性 15 12 9 6 3

⑥ 鮮鋭度 15 12 9 6 3

合　　計
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grid に比べて Intelligent Grid のほうが総合評価は

高かった。

7. 考察

7.1 物理評価

　管電圧が高くなると X 線透過率が高くなり、

さらに散乱線の増加によってコントラストが低下

した為に管電圧が高くなるにつれて、CNR が低

下したと考えられる。

　縦隔や肝臓に比べ、肺野で CNR が低くなった

のは、肺野が他部位に比べ散乱線含有率が低いた

め、グリッドによるコントラスト改善効果が小さ

いためである。

　また、Real grid が Intelligent Grid より CNR の

値が低くなったのは、Intelligent　Grid による散

乱線補正処理は散乱線を物理的に除去しているわ

けではなく、画像処理によって相対的にコントラ
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図 5　 肺野における CNR

図 6　 縦隔における CNR

図 7　 肝臓における CNR

6.3 視覚評価

　視覚評価によって得られた結果を図 9 に示す。

管電圧が高くなるにつれ評価は下がり、グリッ

ド比が大きいほど評価は高くなった。また、Real 

図 8　 部位別の標準偏差

図 9　 視覚評価の結果
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ストを改善しているため、実際のコントラスト差

は、散乱線を物理的に除去できる Real grid に比

べ小さいものとなっている。そのため、CNR は

Real grid より低くなったと考えられる。

　Intelligent Grid の処理には、大きく分けて二つ

の処理フローがあり、散乱線推定画像の減算に

よるコントラスト改善処理と、その処理による

粒状性悪化を調整するためのノイズ抑制処理が

行われている。このノイズ抑制処理によって、

Intelligent Grid の方が Real grid より標準偏差が小

さくなったと考えられる。

7.2 視覚評価

　視覚評価では、物理評価とは異なり Intelligent 

Grid の方が評価は高くなった。Intelligent Grid の

処理として、散乱線補正処理の他に、散乱線含有

率に応じてのコントラストの改善とノイズ抑制

処理が行われているためだと考えられる。また、

Real grid と Intelligent Grid の違いを確認するため

に差分画像（図 10）を作成した。

　差分画像では肺動脈静脈や肋骨の肋骨など高周

波数成分が主に描出されている。Intelligent Grid

の処理が散乱 X 線の低周波成分を除くことによ

り、結果として高周波成分が強調され、視覚評価

に良い影響を及ぼした可能性が考えられる。

8. 結語

　Intelligent Grid を用いることで、グリットを用

いない場合と比較して大きく画質の改善が得られ

ることが視覚評価の結果で分かった。

　臨床現場において、回診時に Real grid を用い

るのは X 線斜入による濃度ムラのリスクや持ち

運びの手間がかかる。また、胸水の貯留の程度や

心陰影の拡大など経過観察を主な目的とする回

診撮影では、グリッドによる濃度ムラは再撮影

の対象となり患者に無駄な被ばくを与えること

になる。これらのデメリットを補う処理として

Intelligent Grid は十分に臨床上有用であると考え

られる。
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図10　 Intelligent Grid と Real grid の差分画像
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Summary

　The unstable photography on the bed is often forced to at rounds photography in a hospital. In rounds 

photography, misalignment between X-ray bunch and scattered ray removal grid is more likely to occur than 

general photography, leading deterioration in image quality. In recent years, scattered ray correction processing 

software has been introduced in the clinical practice to improve deterioration in the image quality of image 

processing. 

　In this study, we examined the usefulness of scattered X-ray correction processing software (Intelligent grid) of 

chest images in rounds photography. 

　As a method of investigation, aluminum disks were attached to the lung field, mediastinum and liver of the chest 

phantom. The tube voltage was changed and the chest phantom was shot with 5 patterns of Intelligent grid (3: 1), 

Intelligent grid (8: 1), Real grid (3: 1), Real grid (8: 1) and no grit. From the image obtained, CNR measurement, 

evaluation of graininess by standard deviation and visual evaluation of the scores referred to the method of Kyoto 

University were conducted. 

　In CNR measurement, CNR decreased as the tube voltage increased. In evaluation of graininess, the value of 

Real grid was higher than that of Intelligent grid.  The value was higher in the lung field than the numerical values 

in the other areas. In visual evaluation, the scores in Intelligent grid were higher than those in Real grid when they 

were compared with the same grid ratio. 

　The reason why the real grid has lower CNR than the intelligent grid is that the scattered ray correction 

processing by Intelligent grid is image processing and scattered radiation is actually removed by read grid. 

In addition, in evaluation of graininess, Real grid has a larger value than Intelligent grid as the result of noise 

suppression processing proceeded by Intelligent grid. In visual evaluation, the scores of evaluation in Intelligent 

were higher than those in Real grid as contrast was improved and noise suppression was processed through the 

process of Intelligent grid. In visual evaluation, it was found that image quality is significantly improved by using 

Intelligent grid compared with the quality without grit. 

　In general, use of real grid at the rounds photography has the risks of misalignment and trouble of carrying in 

clinical practices. Intelligent Grid will be sufficiently clinically useful as the process to compensate these risks.
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