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1．はじめに

従来のFPD（Flat	Panel	Detector）はX線発生装置と
FPD制御装置をケーブルで接続し，X線発生タイミングと
同期して画像取得することが必須であった。しかしタイミ
ングを同期させるためのインターフェースがないX線発
生装置も多く，CR（Computed	Radiography）からFPDへ
の置き換えが困難なケースがあった。

そこで当社は2011年に，世界で初めて※1X線自動検出機
能「SmartSwitch」を搭載した「CALNEO	flex」を上市した

（Fig.	1）。SmartSwitchはX線照射開始をカセッテFPDで
検出・画像取得するため，X線発生装置との同期が不要と
なった。しかし昨今，カセッテFPDは撮影室から回診撮
影・在宅撮影と，撮影範囲の拡大が求められている。その
際，X線発生装置は撮影室内の高出力なX線発生装置から
回診車やポータブル装置などの低出力なX線発生装置とな
るため，X線検出感度のさらなる高感度化が必要となる。
本稿ではSmartSwitchのX線検出感度向上技術を紹介す
る。

2．SmartSwitchの感度向上技術

2.1　SmartSwitchの概要
カセッテFPDのセンサは，X線を光に変換する蛍光体層

と，光を電気信号に変換するフォトダイオードTFT（Thin	
Film	Transistor）が一体となった構造である。従来のX線
発生装置と接続した撮影では，いわゆるコンソールなどの
カセッテFPDの制御部がX線照射のタイミングに合わせ
て，FPDの駆動を「リセットモード」，「画像蓄積モード」，

「画像読み出しモード」などに切り替えて撮影していた。
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Fig. 1   System configuration of “CALNEO flex”

※1　	2011年11月20日現在販売されている，ワイヤレスモデルのカセッテDR（デジタルラジオグラフィ）において（当社調べ）。
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それに対してX線自動検出機能での撮影は，X線照射開
始を検出してカセッテFPDの駆動を切り替えるため，「リ
セットモード」に代わって「X線検出モード」が駆動され，
X線を検出したら「画像蓄積モード」に切り替える（Fig.	2）。

X線検出感度を向上させるために，①X線検出効率のよ
い読み取り制御，②X線以外のノイズとの分離するアルゴ
リズムを開発したので紹介する。

2.2　X線検出効率のよい読取制御の開発
「X線検出モード」では，「チャージアンプによる電荷の

積分および電圧への増幅」，「A/D変換器によるデジタル値
への変換」，「検出プログラムによるX線検出」の一連のサ
イクルが高速で繰り返される。X線の検出効率を向上する
ためには，このサイクルのうち電荷の積分時間の割合を大
きくする必要があるが，従来の制御部はカセッテFPDと
外部ユニットとして接続されているため，通信時間が必要
であった。さらに複数の処理を同時に行なう必要があるた
めCPUでは処理速度が不十分だった。

この課題を解決するために，新規開発した専用の制御プ
ログラムをカセッテFPD内の処理ICに搭載し，通信時間を
最小にした。また処理ICにはFPGA（Field-Programmable	
Gate	Array）を採用し，複数の処理を並列で行なうことで，
リアルタイム処理を可能とした。

2.3　X線判定機能の開発　
X線自動検出機能でX線の照射開始を検出し，画像取得

するためには，ある閾値以上のX線がカセッテFPDに照
射される必要がある。カセッテFPDへのX線到達線量は，
患者体格やX線発生装置のX線出力性能に依存する。従っ
て，回診車やポータブル装置などの低出力なX線発生装置
での撮影ではX線信号の検出閾値は低く設定されること
が望ましい。しかし検出閾値を低く設定すると，患者の体
動によるカセッテFPDへの衝撃や他周辺装置からの外乱

ノイズによって誤検出が起きやすくなる。そのため，一般
的にX線検出感度と耐誤検出性能はトレードオフの関係
となる。

この課題を解決するために，閾値を超えた信号がX線信
号かX線以外のノイズかを判定する，X線判定機能を開発
した。X線判定機能は「X線検出モード」で読み取り信号
が閾値を越えて「画像蓄積モード」に移行した後の信号に
よってX線かX線以外のノイズかを判定し，X線であれば
画像取得し，ノイズと判定すると画像取得せず「X線検出
モード」に戻るように制御される（Fig.	3）。これにより，

X線検出モード

リセットモード X線蓄積モード 画像読み出し
モード

照射スイッチ
ON

ケーブル接続

X線発生装置の動作

撮影部の駆動状態

X線発生
信号

画像出力
（表示）

（従来）X線接続方式　FPDの駆動状態

X線照射

自動遷移

X線蓄積モード 画像読み出し
モード

照射スイッチ
ON

X線発生装置の動作

撮影部の駆動状態
画像出力
（表示）

（新方式）自動 X線検出機能　搭載時の FPD駆動状態

X線照射

Fig. 2   Operational state of the X-ray detection system and automatic X-ray connection method
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Fig. 3   Control of X-ray determination function
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カセッテFPDへのX線到達線量がわずかであっても，高
いX線検出感度と衝撃による誤検出防止の両立を実現し
た。

3．まとめ　

本稿で紹介した感度向上技術によって，当社は既存の低
出力なアナログ回診車にも容易に導入できる高品質のX
線自動検出機能SmartSwitchを世界で初めて実用化した。
本機能はCALNEO	Cシリーズすべてのパネルに搭載さ
れ，大サイズパネル（17x17inch）が求められる撮影室での

撮影から小サイズパネル（24x30cm）が求められる保育器
での撮影まで，あらゆる撮影シーンに対応している（Fig.	
4）。今後もさらにDR撮影システムとしての利便性を追求
した技術開発に挑戦し，医療現場のニーズに応えていく。

商標について
・「SmartSwitch」「CALNEO」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. 4   Exposable situation of SmartSwitch




