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抄　録

　ディジタルマンモグラフィの品質保証や品質管理における解像特性の指標として system contrast transfer 
function (SCTF) が使われている。2 つのテストチャート，IEC チャートと DMQC チャートを使ってそれぞれの測

定手順に準じて SCTF を測定してテストチャートによる違いを検討した。画像処理のされていない画像タイプで

は，IEC チャートによる SCTF は，DMQC チャートによるものより 2 cycles/mm で 4%，4 cycles/mm では 6% 高
い値となった。これは，IEC チャートは，DMQC チャートより胸壁端からバーパターンまでの距離が長いため，

実効焦点サイズは IEC チャートのほうが小さくなるためと思われる。加えて IEC チャートによる測定では圧迫

板を使用しないため散乱線が少ないことも要因と考えられる。また，IEC チャートによる SCTF の変動係数は，

DMQC チャートによる変動係数と比べると 2 cycles/mm で 50%，4 cycles/mm では 70% の値となった。このように，

IEC チャートは DMQC チャートよりバラツキが少ないため IEC チャートによる SCTF 測定が，品質管理での使

用には適していると思われる。
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 テストチャート



１．緒言

　わが国の乳がんの罹患数，死亡者数は年々増加傾向

にあり 1, 2)，厚生労働省は 2008 年に乳がん検診の対象

を 40 歳以上とし，検査項目に問診に加えてマンモグ

ラフィ検査を含めるよう通達を出した 3)。マンモグラ

フィは乳がんの死亡率減少が証明されたこれまでのと

ころ唯一の検診方法であり 4)，特に微小石灰化の描出

に優れている。微小石灰化は，視触診では感知できな

いばかりではなく微小石灰化の分布や形状によって良

悪性を判断しているため，マンモグラフィ装置の解像

特性は乳房撮影を行う上で極めて重要である 5)。

　電気，電子およびそれらに関連する技術に関する

国際規格を作成し公表する組織である国際電気標準

会議（International Electrotechnical Commission: IEC）6)

や日本工業規格（Japanese Industrial Standards: JIS）7)

の受入試験や不変性試験の解像度測定では，分散法

（variance method）8, 9) に基づく system contrast transfer 
function (SCTF) の測定が推奨されている。また，マン

モグラフィの品質保証（quality assurance: QA）や品質

管理（quality control: QC）を活動目的とするマンモグ

ラフィ検診精度管理中央委員会（現，NPO 法人日本

乳がん検診精度管理中央機構 : 精中機構）も IEC 規

格と同様に解像度測定法として SCTF を規定してい

る 10)。このようにマンモグラフィの QA や QC におけ

る解像度測定法として SCTF が国内外で推奨されてい

るが，SCTF 測定の報告例は少ない。

　SCTF 測定に用いるテストチャートは，IEC および

JIS で定めているが，近年，SCTF 測定用テストチャー

トを埋め込んだ DMQC ファントムが精中機構から市

販された。このファントムは，SCTF 以外のコント

ラスト対雑音比（contrast to noise ratio: CNR）などの

他の画質因子も評価できる。DMQC ファントム内の

SCTF 測定用テストチャート（以後，DMQC チャート

と略称する）は，IEC の SCTF 測定用テストチャート（以

後，IEC チャートと略称する）と比べてバーパターン

の数や幾何学的配置が異なっている。その結果，テス

トチャートによって SCTF に違いが生じることが予想

される。

　そこで，今回，IEC チャートと DMQC チャートそ

れぞれで SCTF を測定し，比較検討したので報告する。

２．方法

2.1　使用機器

　使用したマンモグラフィ装置は GE Healthcare 社の

Senographe Essential で，検出器は，アモルファスシリ

コンフォトダイオード配列に柱状型のヨウ化セシウム

シンチレータを接合した間接型フラットパネルディテ

クタ（fl at panel detector: FPD）である。本装置では “SE1” 

と“SE2” の 2 つのフォルダに分けて 2 種類のタイプ

の画像データが出力される。SE1 は，DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine) 規格での ‘for 
processing’に SE2 は ‘for presentation’ に相当するが，

それぞれ，「画像処理されていない画像データ」と

「画像処理された画像データ」を示している 11)。検出

器のマトリックスサイズは，通常の診療では 1,924 × 
2,294，今回の実験では 2,394 × 3,062，画素サイズは

0.1 mm で，得られた信号は SE1 では 14 ビット，SE2
では 12 ビットの画素値にディジタル化される。

　測定時には，散乱線除去用の可動グリッド ( グリッ

ド比 5:1，グリッド密度 36 cm-1) はそのまま使用した。

また，X 線管ターゲットの材質はモリブデン（Mo）

およびロジウム（Rh），フィルタはモリブデン（Mo）

およびロジウム（Rh）の選択が可能である。

　 線 量 測 定 に は Radcal 社 製 の 1015（ 検 出 部 10 ×

5-6M）電離箱式線量計を用いた。

2.1.1　I EC チャート

　IEC チャートには PTW 社製で 0.04 mm 厚のスズ (Sn) 
から成るテストチャートを使用した。このチャートに

は，中央に 2 cycles/mm, 8 cycles/mm, 4 cycles/mm の空

間周波数をもつ矩形のバーパターンが斜め 45 度方向

に配置されている（図 1）。周波数 8 cycles/mm のバー

パターンは拡大撮影用のものであり，今回の SCTF の

比較では用いない。

2.1.2　DMQC チャート

　DMQC チャートは，図 2 の A に示すように精中機

構が市販する DMQC ファントム内にあり， 0.1 mm 厚

の銅 (Cu) から成る。このチャートには，2 cycles/mm, 
4 cycles/mm の空間周波数をもつ 2 つのバ - パターン

図 1　SCTF 測定用 IEC チャート
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の線量ごとに画像を取り込み，Image J 12) を利用して

画素値を読み取った。照射線量をair kermaに変換して，

画素値－ air kerma の detector response 曲線を作成した。

日を変えて独立した測定を 3 回繰返した。

2.3.1　I EC チャートの撮影

　IEC 規 格 の 測 定 方 法 に 準 じ て IEC チ ャ ー ト

を 撮 影 し た。 す な わ ち， 厚 さ 40 mm の 半 円 型

polymethylmethacrylate (PMMA) ファントムを乳房支持

台の上に載せ，乳房圧迫板を PMMA に接するように

配置した。使用した装置では加圧なしではフルオート

モードでの X 線照射はできないため，最低圧迫圧で

圧迫した。つづいて，臨床に使用するフルオートモー

ドを選択し，X 線を照射させ，その時に選択されたター

ゲットおよび付加フィルタの種類ならびに管電圧と管

電流時間積の値を記録した。今回，ターゲット / フィ

ルタは Mo/Rh の組み合わせで，管電圧 27 kV，管電流

時間積 63 mAs であった。次に，乳房圧迫板をはずし，

半円型 PMMA の上に IEC チャートを置き，3 つのバー

パターンの中心を結ぶ線が支持台の胸壁端から 60 mm
離れ，また，中央のバーパターンの中心を通り胸壁端

に直交する線が X 線管長軸から左右に 20 mm 以内に

なるようにテストチャートを配置した（図 3）。前述

のフルオートモードで得られたターゲット /フィルタ，

管電圧および mAs 値を用いてマニュアルモードで X
線を照射した。独立した測定を 9 回繰返した。

2.3.2　DMQC チャートの撮影

　撮影は DMQC ファントムに付属の取り扱い説明

書 13) に基づいて行った。厚さ 10 mm のファントム位

置決め用ストッパー付 PMMA 板の底部にあるストッ

パーを乳房支持台の胸壁側の縁に合わせ，乳房支持台

上の左右中心に置き，その上に厚さ 10 mm のファン

が斜め 45 度方向に配置されている。なお，本実験に

は無関係であるが，DMQC ファントムには低コント

ラスト評価試料 B と CNR 評価試料 C も含まれている。

2.2　Detector response 曲線の測定

　乳房支持台から 40 mm の位置に線量計の測定面が

くるように配置した。乳房圧迫板をはずし，ターゲッ

ト / フィルタは Mo/Rh の組み合わせで，管電圧 27 
kV，マニュアルモードで X 線を照射した。このとき，

管 電 流 時 間 積 (milliampere・second: mAs) を 4, 8, 16, 
32, 63 mAs と変化させて照射線量を変えた。それぞれ

図 2　DMQC ファントム

（A) SCTF 測定用 DMQC チャート，
 (B) 低コントラスト評価試料，(C) CNR 評価試料

図 3　IEC チャートを用いた SCTF 測定の実験配置図
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トム厚調節用 PMMA 板を 3 枚載せた。次に，乳房圧

迫板を PMMA に接するように配置し，最低圧迫圧で

圧迫した。臨床に使用するフルオートモードを選択

し，X 線を照射させ，その時の撮影条件を記録した。

IEC チャートの撮影と同様に，ターゲット / フィルタ

は Mo/Rh，27 kV，63 mAs であった。次に，ファント

ム最上部の 1 枚のファントム厚調節用 PMMA 板を取

り除き，その取り除いた箇所に厚さ 10 mm の DMQC
チャート内蔵 PMMA 板を置くと，2 つのバーパター

ンの中心を結ぶ線が支持台の胸壁端から 11.5 mm 離れ

たところに位置した。また，2 cycles/mm のバーパター

ンの中心を通り胸壁端に直交する線が X 線管長軸と

一致した。さらに，乳房圧迫板を DMQC チャート内

蔵 PMMA に接するように配置した（図 4）。先に得ら

れた撮影条件によりマニュアルモードで，X 線を照射

した。独立した測定を 9 回繰返した。

2.4　SCTF の算出

　テストチャートの X 線画像（図 5）の 2 および 
4 cycles/mm のバーパターン内に正方形の region of 
interest ( ROI ) を 5 ヶ所設定し，Image J を使用してそ

れらの画素値を読み取った。個々の画素値を detector 
response 曲線により線形変換した後，ROI 内の平均と

分散を求めた。5 ヶ所の ROI の平均と分散をさらに

平均してそれぞれの周波数バーパターンでの平均値

（mf），分散値（σf 
2）とした。正方形の ROI は，テス

図 5　 SCTF の計算に用いる IEC および DMQC チャートの X 線
　　　像における測定部位　(a) X 線減弱部　(t) X 線透過部
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図 4　DMQC チャートを用いた SCTF 測定の実験配置図
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トチャートのバーパターン線群の中におさまる範囲内

でできるだけ大きくなるように選択した。また，図

5 に示すテストチャート像の t で示された四角形は，

IEC チャートでは素材の Sn，DMQC チャートでは素

材の Cu の欠損により X 線の透過した部分であり，a
で示された四角形は，Sn または Cu によって X 線が

減弱された部分である。これらの部位にも，t, a の領

域に収まる最大の ROI サイズを用いて画素値を読み

取り，線量に変換後，それぞれの平均値 mt, ma と分散

値σt
2, σa

2 を求めた。これらの値を用いて，以下の式

から SCTF を算出した 8)。

　ここで，f はバーパターンの空間周波数 (cycles/mm)
である。

2.5　統計処理

　IEC チャートと DMQC チャートのそれぞれ 9 回の

SCTF 値を平均し，その平均値を有意水準α =0.01 で

両側ｔ検定をおこなった。また，Cohen の平均値の効

果量 (effect size)14-16) も求めた。有意水準α =0.01，検

出力＝ 1 －β＝ 0.8 で効果量 3 のとき，必要なサンプ

ルサイズは 5 以上であり，効果量 2 のときのサンプル

サイズは，8 以上必要である。

３．結果

　SE1 と SE2 における detector response 曲線を図 6 に

示した。SE1 では線量，すなわち，air kerma (mGy) と

画素値との間に良好な直線関係がみられ，14 ビット

データであることが確認された。しかし，SE2 では入

力としての線量に対して対数的に逆比例するように画

素値を出力する処理が加えられており，データは 12 
ビット階調であった。

　SE1 と SE2 の 画 像 タ イ プ か ら IEC チ ャ ー ト と

DMQC チャートによる SCTF を比較したグラフを図 7
に示した。グラフにはエラーバー（± 1 標準偏差）を

付け加えているが，標準偏差の値が小さくて識別はし

難い。IEC チャートと DMQC チャートによる SCTF
値の平均値を有意水準α = 0.01 で両側 t 検定した結果，

図に示すすべての組合せで P 値は 0.0000 １以下とな

り，有意な差がみられた。また，表 1 に示すように効

果量は，どの組合せでも 3 以上と大きな値となった。

　SE1 の画像タイプ（図 7A）では，空間周波数 2 
cycles/mm での IEC チャートによる SCTF は，0.854
であり，DMQC チャートの SCTF の 0.821 と比べる

と，4% 高い値となった。4 cycles/mm での IEC チャー

トによる SCTF は，0.590 で，DMQC チャートの 0.557
より，6% 高い値となった。また，IEC チャートの

SCTF 値の変動係数（coeffi cient of variation: CV）は，

2 cycles/mm で DMQC チャートによる CV の 50%，4 
cycles/mm で 70% と小さい値となった（表 1）。

　SE2 の画像タイプ（図 7B）では，IEC チャートに

よる SCTF は DMQC チャートと比べると，2 cycles/
mm で 3% 高くなったが，4 cycles/mm では逆に 2% 低
くなった。また，IEC チャートの SCTF 値の CV は，

2 cycles/mm で DMQC チャートによる CV の 36%，4 
cycles/mm で 44% の値となった。

図 6　SE1 および SE2 の画像タイプにおける Detector response 曲線
　　   (A) SE1 画像タイプ　(B) SE2 画像タイプ
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　繰返し測定 9 回の SCTF 値の平均 (average)，標準偏

差 (standard deviation: SD)，CV (%) ，検定結果，効果

量をまとめて表 1 に示した。

４．考察

　今回の実験の結果，2 つの異なった SCTF 測定用の

テストチャートと測定手順で SCTF の値がどのくら

い異なるか，また，画像処理のされていない SE1 と

処理された SE2 のように画像タイプの違いによって

SCTF 値にどのように影響するかが明らかとなった。

以下に詳述する。

　SE1 の画像タイプに対して IEC チャートによる

SCTF が DMQC チャートによる SCTF より高くなっ

たのは，撮影時にそれぞれのバーパターンの位置，つ

まり胸壁端からの距離が異なる（図 3，図 4）のが

要因の一つではないかと思われる。IEC チャートは，

DMQC チャートより胸壁端からバーパターンまでの

距離が長い。そのため，バーパターンの位置からみ

た実効焦点サイズは IEC チャートのほうが小さくな

る。テストチャートが検出器に密着していれば，そ

の影響は少ないが 40 mm 厚の PMMA 上にあるため拡

大による実効焦点のボケの影響が DMQC チャートで

より大きくなり，結果として解像特性が悪くなって

DMQC チャートの SCTF が低くなったものと思われ

る 17, 18)。さらに，IEC チャートによる SCTF の撮影時

図 7　SE1 および SE2 の画像タイプにおける IEC と DMQC チャートによる SCTF の比較
           (A) SE1 画像タイプ　(B) SE2 画像タイプ，（**：有意差あり ( α＝ 0.01) ）

表 1　SE1 および SE2 の画像タイプにおける IEC と DMQC チャートによる
            SCTF の平均値，標準偏差，変動係数および検定結果と効果量
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は圧迫板を取り外して撮影するが，DMQC チャート

の場合は圧迫板をチャートに接するように配置して撮

影する。圧迫板による散乱線の影響も DMQC チャー

トによる SCTF の値を下げた一因と考えられる 19)。な

お，DMQC チャートによる SCTF 値の CV が IEC チャー

トの CV より大きくなったのは，バーパターンの線群

の数が少なく ROI が大きく取れないためデータが少

なくてバラツキが増したのが原因と思われる。

　SE2 の画像タイプでは，画像処理がなされており，

SE1 の画像タイプのようには簡単には説明できない。

4-6 cycles/mm 辺りの空間周波数領域の解像特性をも

ち上げる画像処理が加えられており，その強調度関数

は，使用するテストチャートの形状に依存しているの

ではないかと推測される。その結果，DMQC チャー

トによる SCTF は IEC チャートと比べると，2 cycles/
mm で低いが，4 cycles/mm では逆に高くなったもの

と考えられる。また，DMQC チャートによる SCTF
値の CV が IEC チャートの CV より大きくなったのは，

SE1 の画像タイプで述べたのと同じ理由からである。

SE2 の画像タイプは，画像処理がされているので，装

置固有の解像特性ではなく他の装置との SCTF を比較

することはできない。リモートメンテナンスや画像処

理ソフトのアップデートでユーザーの知らない間に処

理方法が変更されていることも考えられる。したがっ

て，SE2 の画像タイプのデータは SCTF 測定に利用す

べきではないと思われる。

　SCTF は QC における解像特性を表す指標となって

いるが，QC においてはバラツキの少ない測定法が望

ましい。SCTF の値を経年的に管理図表にプロット

し，管理限界を決めてその限界を超えたら装置に対し

て何らかの行動を取る必要がある。CV が大きい測定

法では管理限界を超える確率が増し，本来は不必要

な行動を取る確率が増す可能性がある。IEC チャート

は DMQC チャートより CV が小さく，バラツキが少

ない。その意味では IEC チャートによる SCTF 測定が

DMQC チャートより QC，QA での使用に適している

といえる。

　IEC チャートで装置の SCTF 値の管理をしていた施

設が DMQC チャートによる管理に変更する場合，従

来の管理図表に DMQC チャートによる SCTF の値を

プロットすると管理図に段差が生じる。今回の装置

では，DMQC チャートの SCTF 値を 2 cycles/mm，4 
cycles/mm でそれぞれ 4%，6% 高くすれば，それまで

の管理データと整合性が取れて画質管理を継続でき

る。

　なお，本実験に使用したマンモグラフィ装置のよう

に DICOM 規格で ‘for processing’と記述される「画

像処理がされていない画像」と ‘for presentation’ と記

述される「画像処理がされた画像」の 2 種類のタイプ

の画像データが出力される装置では，‘for processing’

のデータを SCFT 測定に用いたほうがよい。画像処理

がマンモグラフィ装置によって異なるので装置間の解

像特性の比較はできないし，同じ装置でも画像処理ソ

フトのアップデートで処理が異なる可能性があるため

QC に ‘for presentation’のデータを使用するのは避け

たほうがよいからである。

５．結論

　2 つの SCTF 測定用のテストチャートである IEC
チャートと DMQC チャートを使用して SCTF の値が

どのくらい異なるか調べた。その結果は，画像処理の

されていない SE1 データでは 4 － 6% IEC チャートの

SCTF が高くなった。また，バラツキの指標としての

CV 値は IEC チャートが DMQC チャートの 50% から

70% と小さい値となった。画像処理された SE2 デー

タでは，4-6cycles/mm 辺りの空間周波数領域の解像特

性をもち上げる画像処理が加えられており，その強調

度関数は，使用するテストチャートの形状に依存して

いると推測された。

　QC において SCTF で解像特性を管理する場合，再

現性のよい値を得るためにバラツキの少ないテスト

チャートを使用すべきである。今回の 2 つのテスト

チャートの実験結果からは，バラツキの少ない IEC
チャートが SCTF による解像特性の管理に適している

といえよう。また，SCTF 測定用のテストチャートは，

中途で変更することのないようにすべきである。変更

すると数 % の違いが生じる可能性がある。変更する

場合は，以前のデータと整合性をとる必要がある。

　DICOM 規格で ‘for processing’（画像処理がされて

いない画像）と ‘for presentation’（画像処理がされた

画像）と記述される 2 種類のタイプの画像データが出

力される装置では，‘for processing’のデータを SCFT
測定に用いたほうがよい。
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Abstract

System contrast transfer function (SCTF) has been used as an indicator of the image resolution properties in the quality 
assurance or quality control for digital mammography. We measured the SCTF using two test devices according to each 
procedure of test device, namely, the IEC and DMQC test devices. For unprocessed images, the SCTF values by the IEC 
test device were higher 4% at 2 cycles/mm and 6% at 4 cycles/mm than those by the DMQC test device. The causes are 
probably due to: the distance from chest wall side to bar pattern of the IEC test device is long, so the effective focal spot size 
for the IEC test device is smaller than that for the DMQC test device. In addition, as the compression paddle is removed in 
measurement using the IEC test device, scatter radiation from the paddle is little. The coeffi cient of variation (CV) of SCTF 
values by the IEC test device was smaller, 50% at 2 cycles/mm and 70% at 4 cycles/mm, compared to CV by the DMQC test 
device. Therefore, we concluded the IEC test device is more suitable than the DMQC test device for the SCTF measurement 
in the quality assurance or quality control because of its lower CV.

Key words: digital mammography, quality control, resolution properties, signal contrast transfer function (SCTF), 
test device
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