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1．はじめに

近年，トモシンセシス（DBT：Digital	Breast	Tomosyn-
thesis）など新しい診断技術が登場してきており，実際の
臨床現場での使用が増えてきている。

トモシンセシスとは，複数枚取得した画像から断層像を
生成し，診断に有効活用できるようにする技術である（Fig.	
1）。トモシンセシス撮影は複数回の撮影を実施することか

ら，従来のマンモグラフィで実現してきた「高画質」に加
えて「低被ばく」の実現が必要になり，富士フイルムは，

「AMULET	Innovality」（Fig.	2）を開発するにあたり，「高
画質」と「低被ばく」を実現するパネルを開発した。

さらにAMULET	Innovalityは，撮影目的に合わせた2
種類のトモシンセシス撮影モード，被ばくの少ないW陽極
でMo陽極と同等の画質を実現する画像処理技術，インプ
ラントなど被写体の状況によらず乳腺領域の画質を最適に
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Fig. 1   Tomosynthesis Mammography. Fig. 2   AMULET Innovality.
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するi-AEC（intelligent	Auto	Exposure	Control）を搭載す
るなど，患者，医師，技師へのユーザビリティを考慮して
開発している。

本稿では，AMULET	Innovality（Fig.	2）の主な特長に
ついて紹介する。

2．主な特長

2.1　「高画質」「低被ばく」を実現するHCP構造の
TFTパネル

富士フイルムは，従来のTFT方式に改良を加えること
で「高画質」と「低被ばく」を実現するパネルを開発した。

従来のTFT方式では隣接する画素の間に信号線とアド
レス線を配置するため，隙間を設ける必要がある。電極が
存在しない隙間は，電界強度が弱くなり，X線により発生
した信号電荷の収集効率が低下する。

富士フイルムは，従来のTFT方式の画素構造である正
方画素が，画素の角での電界乱れが大きく，信号電荷の収
集効率の低下が大きいことに着目した。鋭利な角がなく画
素を隙間なく配列できるHCP（Hexagonal	Close	Pattern）
構造を採用することで，画素の角での電界強度の乱れを抑
え，従来の正方画素に比べて感度を約20％向上させること
に成功した。

AMULET	Innovalityで搭載したHCP構造の画素と正方
画素との構造の違いをFig.	3に，画素構造の違いによる電
界強度の違いをFig.	4に示す。

2.2　目的に合わせた2種類のトモシンセシス撮影
モード

異なる角度から乳房の画像を複数撮影し，その画像を再
構成して乳房内の断層像を生成するトモシンセシスは，撮
影する角度の範囲が広くなるほど，断層像の深さ分解能が
高くなる。この特性に注目し，AMULET	Innovalityは2種
類のトモシンセシス撮影モード（STモード，HRモード）

を搭載した。
STモードは，撮影する角度を狭くすることによって，撮

影時間をわずか4秒に抑えた短時間の撮影を実現してい
る。また，HCP構造による感度向上分を原資にAEC（Auto	
Exposure	Control）による線量設定を低くし，低線量かつ
短時間のトモシンセシス撮影を実現している。

HRモードは，撮影する角度を広くすることによって，
深さ分解能が高く関心領域にフォーカスを合わせた観察を
可能にしている。

Fig.	5に，STモード，HRモードそれぞれの撮影角度，お
よび，再構成画像の深さ分解能の概念図を示す。

STモードとHRモード，それぞれの特長を明確に分けた
ことで，お客様が用途に応じて使用できるようにしている。

2.3　W陽極でMo陽極と同等の画質を実現する線
質補正技術

一般的にMo陽極はW陽極よりコントラストが得やす
く，診断しやすい画像になる。

Mo陽極で発生するX線は，エネルギー分布が低く乳房
に吸収されるX線が多いためコントラストを得やすくな
るのであるが，別の視点では，Mo陽極はW陽極より被ば
くが大きくなると言える。

そこで，富士フイルムはMo陽極とW陽極のエネルギー
分布の違いに注目し，物理的に線質の違いを解析すること
で，被ばくの少ないW陽極で撮影した画像をMo陽極と同
等の画質にする線質補正技術ISC（Image-based	Spectrum	
Conversion）を開発した。

Fig.	6に，Mo陽極で撮影した画像と，W陽極で撮影した
画像に線質補正技術を適用した画像を示す。Fig.	6では，
Mo陽極の撮影（左の画像）に対しW陽極の撮影（右の画
像）で被ばくを約14％低減しているが，同等の画質を実現
している。
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Fig. 3   Pixel form of HCP structure (left) and square pixels (right).
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Fig. 5   Conceptual diagram of difference in reconstructed images 
due to different exposure modes.
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Fig. 4   Distribution of electric field intensity on A, B and C surface in Fig. 3.
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2.4　より適切な線量制御を実現するi-AEC
AMULET	Innovalityは，従来のAEC機能を発展させた

i-AEC機能を搭載した。
従来のAECは，被写体を透過したX線を検出するセン

サを複数個配置し，乳腺密度が最も高いと想定される，す
なわち，プレ照射の到達線量が最も低いセンサを選択して
必要線量を算出している。これに対しi-AECは，プレ照射
で得た画像から形態的特長に基づき乳腺領域を検出する。
この方式により，脂肪性，乳腺散在，インプラントなど，
被写体状況の違いによらず，乳腺領域の画質が最適になる
線量制御を実現した。

Fig.	7，複数の被写体状況に対するi-AECによる乳腺領
域抽出結果を示す。被写体状況の違いによらず，乳腺領域
を抽出できている。

3．まとめ 

本稿では，AMULET	Innovalityの特長について紹介し
た。

AMULET	Innovalityは，単にトモシンセシス機能を搭載
しただけではなく，画質やユーザビリティを含めた総合力
を結集したマンモグラフィ装置として開発しており，マン
モグラフィ診断のさらなる発展に役立つことを期待する。

商標について
・「AMULET	Innovality」は，富士フイルム（株）の登録

商標です。
・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製

品名は，一般に各社の商標または登録商標です。
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Fig. 6   Comparison of images exposed with Mo anode and with  
W anode & image processing.
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Fig. 7   Calculation result of mammary gland region in i-AEC.




