
In this paper, we report a newly developed cassette type DR called the “FUJIFILM DR CALNEO Smart”. CALNEO Smart is 
the world’s lightest DR with a weight of 2.6 kg, and its innovative shape and high-quality internal circuit allow for dramatically 
improved workflow and low-dose diagnosis. A detailed explanation about CALNEO Smart is provided in this paper.

Abstract

1.	 はじめに

　近年，医療現場におけるデジタル化は急激に進行してお
り，X線撮影の領域においてもDR（Digital Radiography）
化が進んでいる。当社はカセッテ型DR「CALNEO C」にお
いて他社を凌駕する画質性能で販売を伸ばしてきたが，デジ
タル化により医療機器業界へ国内外の電機メーカーや新興
メーカーが多数参入し，激しい販売競争となっている。そこ
で、われわれは医療現場に密着してきた経験から得た「現場
の要望」を重視し，撮影業務のワークフローの劇的改善を
もたらす「FUJIFILM DR CALNEO Smart」（以下「CALNEO 
Smart」）を開発した。その数々の機能を紹介する。

2.	 ワークフローの劇的改善を生む新機能

　CALNEO Smartではカセッテ型DRとして求められる基本
的な撮影機能の向上はもちろんのこと，多数の新機能を搭載

しており，場所・環境・分野によらない使い勝手を実現し，
放射線科の撮影室の中だけでなく，病棟回診・在宅診療・災
害派遣現場等さまざまなシーンでの利用に適している。

2.1	 ラウンドシェイプ，フラットデザインによる	
操作性向上と革新デザイン

　カセッテのISO規格サイズ準拠でありながらも，外観上の
特徴となる背面の大きな削ぎ形状（ラウンドシェイプ）によっ
て，体下挿入時の患者に与える苦痛や挿入時の抵抗による技
師の疲労などのユーザーの身体的負荷を大幅に軽減すること
ができる（Fig. 1）。また，バッテリー装着部やネジ・ラベル
などの凹凸部を可能な限り削減したフルフラットデザインに
より，高い清潔性，清掃性を実現した。さらに周辺機器も含
めデザインを統一することで先進感・存在感のある製品を実
現し，2014年度GOOD DESIGN賞を受賞した（Fig. 2）。
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Fig. 1　Improvement in insertability of cassette because of the round shape Fig. 2　Innovative and uniform design including peripheral equipment
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2.2	 堅牢性，防水性と世界最軽量の両立
　筐体の材料として軽量高強度であるマグネシウムを選択，
さらにダイキャスト時に補強リブを一体成型することで強度
をアップさせた「シェル構造筐体」を採用した（Fig. 3）。また，
高精度有限要素法による動的解析を行い，判明した弱点を再
設計（Fig. 4）することで，堅牢性の向上と世界最軽量であ
る軽さ2.6kgを実現した。中でも，曲げ荷重に対する変形の
量は従来モデルと比較して約1/6と大幅な低減を達成し，救
急時など担架上や不安定な場所におけるポータブル撮影等に
対応することが可能である（Fig. 5）。
　また，筐体のつなぎ目は密閉構造を導入し，堅牢性の向上
とあわせてIPX6相当の防水性（あらゆる方向からの強い噴
流水による有害な影響がないレベル）を荷重印加時でも達成。
災害現場等の屋外での使用およびその後の流水を用いた清掃
も可能となった（Fig. 6）。

2.3	 富士フイルム独自の抗菌コート「HYDRO	AG」
による抗菌機能の付与

　CALNEO Smartでは，カセッテ型DRとしては初の抗菌機
能を筐体表面に採用した。抗菌コートは富士フイルムが写真
フィルムで培った銀および精密塗布技術と，富山化学工業の
細菌に関する知見を活かした新開発のHYDRO AGを用いて
いる。一般的な銀系抗菌コートでは抗菌剤を分散させたバイ
ンダーの親水性が乏しいため塗布膜内部に水分が作用せず，
表面に露出した抗菌剤にのみ水分が作用し銀イオンが溶出さ
れるのに対し，HYDRO AGは水分と非常になじみやすい超
親水性バインダーを用い，コート膜内部にも水分が作用し内
部からも銀イオンが徐放されることで，表面の銀イオン濃度
を高く保ち，従来にはない高い抗菌性能と効果の長期間持続
を両立する（Fig. 7）。JIS Z 2801準拠試験では，菌液接触1
時間後に生菌数が検出限界以下に減少，病院環境を模擬した

Fig. 3　Shellfish shape of magnesium alloy

Fig. 5 Comparison between flexural deformation of “CALNEO 
Smart” and that of the previous model

Fig. 4　Simulation of drop destruction by the finite element method

Fig. 6　Waterproof test under load pressure (100 kgf)

Fig. 7　Antibacterial mechanism of HYDRO AG
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菌液を噴霧し25℃ 50%RHの環境条件における保管試験で
も，付着後6時間で生菌数が99.9%以上減少し，いずれも従
来技術に対し100倍の効果を確認した（Fig. 8）。

2.4	 長時間蓄積モードの実装
　従来のカセッテ型DRは信号蓄積時間が最大約４秒であっ
たため，１画像内を分割して複数回X線露光を行い，バリウ
ムの流れを観察する食道造影検査に代表される長時間蓄積が
必要な検査に対応することができなかった。しかしながら今
回CALNEO Smartでは，新開発の低ノイズ回路により，長時
間蓄積時のダークノイズを大幅にカットし，最大信号蓄積時
間を2.5倍の10秒とすることに成功した。これにより，CR
システムに依存していた透視X線装置をDRシステムへと置
換することが可能となった（Fig. 9）。

3.	 基本性能の向上

　CALNEO Smartは先述の先進的機能のみならず，DRとし
ての基本性能も全面的に見直し，改善することで，通常の撮
影作業においてもさらなる利便性を提供している。

3.1	 低線量撮影化の実現
　カセッテ型DRは，照射されたX線信号をCsIまたはGOS
シンチレータにおいて光に変換し，さらにフォトダイオード
とTFTを用いることで，光から変換されたアナログ電気信号
で読み出し，デジタル変換したデータを出力することで画像
を取得する。CALNEO Smartにおいて，検出部の構成は従来
モデルから採用されている富士フイルム独自技術のISS方式
（Fig. 10）による効率的なX線の検出システムを継承しつつ，
さらに新開発の低ノイズ電気回路および富士フイルムの強み
である高度な画像処理を組み合わせることで，従来の半分程
度のX線量でも高い画質性能が得られ，画像の粒状性の大幅
な改善を実現している。

3.2	 バッテリー持続時間および充電時間の改善
　CALNEO Smartは電子回路を徹底的に見直し，各電圧変換
回路の効率を最大にすることで，バッテリー容量を低減させ
軽量化に貢献。また，従来モデルでも搭載されていたスリー
プモードの動作を大幅に見直し，通常モードとのシームレス
な切り替えを実現しバッテリー持続時間を約8時間まで向上
させることに成功した。また，さらなる持続時間の長時間化
を目指し，低消費電力マイコンチップを採用，アイドル時の
A/D変換部や画像処理チップへの電圧供給をコントロールす
ることで消費電力を低減させ，バッテリー持続時間18.5時

Fig. 8　Antibacterial performance of HYDRO AG

Fig. 9　Esophagram image of “CALNEO Smart”
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間を達成するエクストラスリープモードを新たに搭載してお
り，自由に使い分けることが可能である（Fig. 11）。
　充電に関してはカセッテ型DR本体における急速充電を新
たにサポートし，従来モデルにおいて10時間程度の充電時
間を4.5時間に短縮。また，クイックチャージ機能を搭載し，
バッテリー残量が無くなった場合でも約3分の充電で30枚
程度の撮影が可能であり，予期せぬバッテリー切れの際のダ
ウンタイムを最小限とすることができる。

4.	 まとめ

　これまで紹介してきたように，CALNEO Smartはさまざま
な新機能と，従来モデルからさらに飛躍した基本性能を具有
した次世代のカセッテ型DRである。本報告で紹介した機能
以外にも，屋外無線通信対応等，従来想定されていた撮影
室内部での撮影にとどまらず，病院内の至る場所やアウト
フィールド全体での使用に耐えうる性能を実現している。今
までデジタル化を諦めていた分野においてもCALNEO Smart
を利用することで，一人でも多くの患者の診断が技師や医師
の負担を軽減しつつ実現することを信じている。

商標について

・本報告中にある「CALNEO Smart」「CALNEO C」「HYDRO 
AG」は富士フイルム（株）の商標または登録商標です。
・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。

Fig. 10 In the ISS method, converted light reaching the TFT surface is strong and sharp compared with the conventional side sampling (CSS) 
method; therefore, image quality is significantly improved

Fig. 11 Battery life improvement of “CALNEO Smart” compared 
with previous model
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