
大和市立病院　診療放射線科の和嶋です。
●当放射線科の画像システムのです。Ris、PACS
等すべて富士メディカルの画像システムで連携され
ています。CR および FPD も同様です。

●この画像は、Calneo・flex（FPD）一式の設置コー
ナーの様子です。

●検査時は、左右の画像のようにワゴンで運び、日
立130HP に設置し撮影を行っています。
中央の画像は、ポータマットで、FPD を入れて撮
影に使用し、患者さんの背部の痛み防止、技師の負
担軽減、落下による破損防止に有用です。
特に胸部の座位撮影では便利です。

●ポータブル撮影でのフラットパネルディテクター
使用における被曝軽減と画質検討、およびチームサ
イドから検証を行いました。
●方法です。
1．胸部ファントム画像の視覚評価
2．アクリル板を用いた CNR 測定による画質検証
3．低線量撮影の検討
4．患者画像の目視検討
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病棟・救急ポータブル撮影での Calneo・�ex（FPD）使用における
医師・技師・看護師の観点からの検証について

発　表　者 和嶋　善信 神奈川県　大和市立病院

共同研究者 長田　武久

病棟・救急ポータブル撮影でのＣａｌｎｅｏ・ｆｌｅｘ（ＦＰＤ）
使用における被曝軽減と画質検討、及び、医師・技師・
看護師の観点からの検証について 

                                 ２０１２年１０月５日 

 

大和市立病院 診療放射線科  
和嶋 善信 

 

小林 正芳   布袋 伸一  
 
剱持 真紀   長田 武久  安部 隆行 

沼畑 孝志   古田 善規  工藤 法仁 
 

１．ＦＰＤの軽量化の追求 

２．バッテリー持続時間延長 

３．ＦＰＤの耐久性（未知） 

４．費用 

 
 
 
 
 

FCR 
VELOCITY U×２ 
５５０２D×２ 
SPEEDIA×４ 

XG-1×２ 

 
病院情報システム 

 

 

3Dサーバー 

（VINCENT） 

 

画像 
レポート参照 
 
 

大和市立病院 放射線科画像システム 

RIS 

(F-RIS) 

 

PACS 

（SYNAPSE） 

 

 

REPORT 

（F-REPORT） 

 

 
連携 

DICOM STORAGE 

 
連携 

DICOM MWM 

・ｵｰﾀﾞ情報 
・患者情報 

実績情報 

FPD 
CALNEO 

FLEX XA MRI 

CT 

ﾏﾝﾓ 
FPD 

RI 

治療 
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5．検査終了時の作業確認
6．撮影ワークフローによる検査時間の定量的比較

調査を行いました。

●画質の向上・被曝軽減では、検証の結果
1．CR と比べて約3分の2程度の mAs 値で撮影を

実施したが画質的に問題がなかった。
2．定量的に評価した結果、Calneo の高 DQE と

FNC の組み合わせにより、従来比、約半分近く
の mAs 値でも問題がなかった。

3．画質向上が確認されました。

●鮮鋭度を粒状性で割った値が DQE です。
● CR と比べ、1.7倍の DQE は被曝軽減に貢献し
ています。
●当放射線科でも、このようにアクリル板でアルミ
板を挟み検証を実施し、
● FNC なし、強調度0.6、0.8を比較検討した結果
約25%、40% 低減の mAs 値の撮影で画質的に問題
がありませんでした。

検証方法 

ｍＡｓ値を変化させたＣＲとＤＲの胸部ファントム画像の視覚評価 ① 

アクリル板を用いたＣＮＲ測定による画質検証 ② 

ｍＡｓ値、低下撮影による低線量化の検討 ③ 

医師との患者画像の目視検討 ④ 

検査終了後の作業確認 ⑤ 

ＣＲ撮影とＦＰＤでのＤＲ撮影のワークフローによる検査時間の 
定量的比較調査 ⑥ 

ＤＱＥとは 

 

ＤＱＥ＝  
(log10ｅ）・

2Ｇ2・ＭＴＦ2 
────────── 
 ＷＳ 

 
ｑ  

＝ α× 
 ＷＳ 

 

─── 
ＭＴＦ2 

ｑ：入射Ｘ線のフォトン数  

ＤＱＥ(detective quantum efficency：検出量子効率) 
 
検出器がＸ線光子をどの程度無駄なく収集し、画像の構成に役立たせているかの
尺度になります。 

鮮鋭度 

粒状性 

 A,B社の画質の物理特性をＤＱＥという指標で比較することが可能になります。 

 ただし、画像処理を考慮しない指標のため、最終画質を比較するものではありません。 

    Ａ社：鮮鋭度が高く、粒状性が悪い。 

    Ｂ社：鮮鋭度は低いが粒状性は良い。  

          

鮮鋭度、粒状性の異なる装置を相対的に評価するためのひとつの指標です。  

          

画質の向上・被曝軽減 

同一ファントーム・同一線量での画質比較検証 

アクリル板を用いたＣＮＲ測定による画質の検証 

ｍＡｓ値、低下撮影による低線量化の検討 

医師との患者画像の目視検討 

 

 

１．ＣＲと比較し約２／３程度のｍＡｓ値での撮影を実施 

  したが画質的に問題がなかった。 

２．定量的に評価した結果、Ｃａｌｎｅｏの高ＤＱＥとＦＮＣ 

  （ノイズ抑制処理）の組み合わせにより、従来比、約１／２
近くのｍＡｓ値でも問題がなかった。 

３．ＣＲと比較した結果画質向上が確認 

 

 

 

パネルのDQE特性比較 

0.1 0.2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 

５０ 

２５ 

0 

感
度
Ｄ
Ｑ
Ｅ 

［％
］ 

空間周波数 ［cy/mm］ 

大きい 細かい 

ＣＲ 

 表面読み（ＩＳＳ方式）で高い描出能   ＣＲに比べて、１．７倍のＤＱＥを実現しています 

CALNEO C 

約1.7倍 

ＣＮＲ（contrast noise ratio)とは 

ノイズ抑制処理、マルチ周波数処理など各種画像処理による粒状性の効果を 
物理的に表す値です。 
 

Ｘ線管球 

アクリル板 

ＣＮＲ評価用 アルミ板 

コントラスト差 

σBＧ （バックグランドの標準偏差） 

σＡＬ 
（アルミ部の標準偏差） 

ＣＮＲ＝  
────────── 
 

ＤＡＬ 

ＤＢＧ 

ＤＢＧ ＤＡＬ 

σBＧ σＡＬ 
２ ２ 

コントラスト(一定) 

標準偏差（粒状性） ＋  

２  √ 

ＦＮＣによる粒状性改善 

ｍＡｓ 

ＦＮＣなし 

ＦＮＣ強調度 ０．６ 富士標準 ＦＮＣ強調度 ０．８ 

25％低減 

40％低減 FNE：FNCの強調度を表す値 

５ ４ ３ ２ １ 
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●富士の資料です。FPD は、発光のボケ、減衰を
抑え、画質向上に貢献しています。

●利便性です。
このような確認が病棟（病室）での迅速な画像表示
により、すみやかな治療、処置等に貢献し、放射線
科での画像処理が不要になりました。

●負担軽減です。
病室での迅速な画像確認が可能になり、このような
撮影画像の場合、カセッテを交換せずに、そのまま
の状態で、再撮可能で、出直し再撮で看護師さんに
負担をかけないで済むようになりました。

●同じく負担軽減では、
1患者で胸腹部などの複数撮影、同一部位で多方向
撮影の場合、FPD 移動や体位変換だけで連続的撮
影が可能で、カセッテ交換が不要になりました。

●技師の負担軽減です。
カセッテ処理が不用で、FPD1枚による撮影で済み、
撮影件数分の CR カセッテ持運が不要になりました。

●病棟撮影ワークフローです。
この課程で、大きく所要時間が違うのは、画像処理で、
撮影時、前後で若干の所要時間の違いがありました。

技師・看護師の負担軽減 １ 

迅速な撮影画像の確認が可能 
 

１．胸部等の左右濃度差（座位撮影） 

２．呼吸不良 

３．動き 

４．ポジション不良 

５．障害陰影（診断に不具合な物の描出） 

 

カセッテを交換せずに、そのままの状態で、再撮可能 

 

技師の負担軽減 

１．撮影後のカセッテ読み取り処理が不必要 

         （カセッテ操作の煩雑化軽減） 

 

２．ＦＰＤ１枚で撮影が可能 

    （制御ユニット・ＰＣの持ち運びが必要） 

 

３．ＣＲカセッテを撮影件数分の持運が不要 

 

新方式間接変換型FPD 

Irradiation Side Sampling(おもて面集光)により 
従来方式で問題だった発光のボケと減衰を抑える 

技師・看護師の負担軽減 ２ 

１．１患者で胸部と腹部などの複数撮影の場合、
ＦＰＤ移動で連続的撮影が可能 

 

２．１患者の同一部位多方向撮影の場合、患者
体位変換だけで連続的撮影が可能 

 

 

     撮影時のカセッテが交換が不要 

 

 

 

 

医師・技師・看護師の利便性 

病棟（病室）での迅速な画像確認 

 

１．至急画像（急変患者） 

２．ＩＶＣ等のカテ先 

３．胸部ドレーン位置 

４．胃チューブ等 

 

放射線科での画像処理が不必要 
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●それを比較検討しました。

●さらに所要時間を集計しますと、CR 処理時間の
カセッテ1枚につき85～90秒前後、所要時間が必
要でした。
当院の実際の平均病棟撮影数は1日15～16人です
が、1日の平均、病棟撮影10人とした場合、18～
21分ほど所要時間がかかります。
総合的にまとめると、最終的に平均病棟撮影1日10
人とした場合、23～29分ほど CR 撮影所要時間が
かかる結果になりました。
さらに、CR 再撮の場合、先ほどのワークフローの
すべての所要時間が必要になります。

●●課題と改善点です。
1．FPD 軽量化の追求（厚さは15mm でカセッテと

同じ）
カセッテと比べると FPD の方が重い。CR2.2kg、
FPD3.3kg、キャノン3.4kg

2．バッテリー持続時間延長（2時間10分）
3．FPD の耐久性の向上（未知）
4．費用等です。（普及度に関係）

企業努力で可能
●結論です。
Calneo・flex の使用により被曝軽減と画質の向上に
よる医師診断での有用性および検査時間の短縮 , 技
師、看護師の負担軽減、さらには病室での迅速な画
像確認の有用性が認められました。

ワークフローによる定量的比較調査 １ 

撮影直後の患者カセッテＮＯ記入 

１枚／10秒 

 

撮影後の画像処理 

 ・カセッテＮＯと撮影患者確認     

 １枚／１５～２０秒 

 ・カセッテバーコード登録→カセッテ読
み取り処理操作１枚／７０秒 

 ・画像表示 

 ・マーカーと撮影状況表示→転送 

（実施） 

撮影時の患者表示５秒 

撮影直後の画像確認１０秒（粗読３秒） 

 

撮影後の画像処理 

 ・ＱＡ画面より画像表示 

 ・マーカーと撮影状況表示→転送 

（実施） 

 

 

 

  
 

  
 

FPD撮影 CR撮影 

課題と改善点 

１．ＦＰＤの軽量化の追求 

 

２．バッテリー持続時間延長 

 

３．ＦＰＤの耐久性（未知） 

 

４．費用 

 

ＣＲ撮影終了後のカセッテによる処理時間 

ワークフローによる定量的比較調査 ２ 

カセッテＮＯと撮影患者確認１枚／１５～２０秒 

カセッテバーコード登録→カセッテ読み取り処理操作１枚／７０秒 

結果（ＦＰＤとの比較） 

・ＣＲ処理時間のカセッテ1枚／８５～９０秒前後所要時間が必要 

・１患者につき複数部位や同一部位多方向撮影の比較 

・カセッテ交換１枚／２０～３０秒前後所要時間が必要 

 

 

 

・カセッテ搬送時間５～８分（ポータブル収納枚数１０枚）（１～２回必要） 

 

 

１日の平均病棟撮影１０人の場合、１８～２１分（半数が胸腹部撮影） 
ほど所要時間がかかる。 

１日の平均病棟撮影１０人の場合、２３～２９分ほど所要時間がかかる 

病棟撮影のワークフロー 

病棟患者登録 

ﾜｰｸｼｰﾄ出力 

病棟移動 

撮影 

放射線科移動 

画像処理 

転送 
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【はじめに】高齢者の義歯誤飲は臨床現場でしばし
ば遭遇する。義歯誤飲の多くは容易な摘出や自然排
泄が期待できるが、中には蟹爪状の金具（クラスプ）
のある大型有鈎義歯はクラスプ部が喉頭・食道・消
化管粘膜を損傷・刺入して停滞することも希に報告
される。

【症例】87歳　男性（脳梗塞後遺症で施設に入所中）
が発熱にて当院に受診。
胸腹部 X‒P・CT 撮影にて義歯クラスプ部を喉頭下
食道上部に撮像しており、クラスプ以外の義歯の全
容は不明だった。 内視鏡にて義歯のクラスプ部確認し、スネアワイ

ヤーを使用し摘出時に食道に食い込んでいたクラス

演  題

042

義歯誤嚥によって縦隔炎を起こした症例
～ X線単純・CT検査に写る義歯の開発・普及を望む～

発　表　者 大川　剛史 高知県　四万十町国保大正診療所

共同研究者 高芝　俊二、山本　洋、伊藤　浩史、又口　公人

●ご静聴ありがとうございました。

 
協力 

富士メディカル㈱相模営業所  

富士メディカル㈱MS販売促進部 畔柳氏 

 

 

ご清聴ありがとうございました 

結論 

１．Ｃａｌｎｅｏ・ｆｌｅｘの使用において 

 １）被曝軽減 

 ２）画質の向上による医師診断での有用性が認められた。 

 

２．各病棟・急患室でのＦＰＤによるＤＲ撮影のポータブル撮影
時において、以下のことが実証された。 

 １）検査時間の短縮 

 ２）技師、看護師の負担軽減 

 ３）ＣＲ撮影と比較し、病室での迅速な画像確認の有用性 

 

高知県四万十町国保大正診療所 
              大川 剛史 ・ 高芝 俊二 
              山本 洋 ・ 伊藤 浩史 
 
ＥＳデンタルラボラトリー（京都府） 又口 公人 
 河原町歯科医院（京都府）  江口 公人 

はじめに 
 高齢者の義歯誤飲はしばしば臨床現場で遭遇する。義歯誤
飲の多くは容易な摘出や自然排泄が期待できるが、中には蟹
爪状の金具（クラスプ）のある大型有鈎義歯はクラスプ部が喉頭、
食道、消化管粘膜を損傷・刺入して停滞することも希に報告さ
れる。 

８７歳 男性（脳梗塞後遺症で施設に入所中）が発熱にて当院に
受診。 
胸腹部Ｘ－Ｐ・ＣＴ撮影にて義歯クラスプ部を喉頭下食道上部に
撮像しており、クラスプ以外の義歯の全容は不明だった。 
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