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PURPOSE/AIM:
To investigate differences in contrast, image noise, and contrast-noise ratio（CNR）in CT images depending on the display
parameters
（WL, WW）and to identify the image display parameters providing the optimal contrast effect, contrast medium
volume, and exposure dose.
CONTENT ORGANIZATION:
At RSNA 2005, we reported on differences in the contrast effect and contrast medium volume depending on the CT system
and tube voltage. In the present study, the differences in contrast, image noise, and CNR in CT images depending on the display
parameters were investigated, and the resulting differences in contrast effect, contrast medium volume, and exposure dose were
assessed.
SUMMARY:
Differences in contrast, image noise, and CNR were observed in CT images depending on the display parameters
（WL,
WW）
, resulting in variation in the contrast effect, contrast medium volume, and exposure dose. Therefore, by evaluating differences in contrast, image noise, and CNR depending on the display parameters, we were able to identify the display parameters
providing the optimal contrast effect, contrast medium volume, and exposure dose.
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X線CTは，物質を透過したX線強度を投影データ
として画像再構成され，1 ピクセルごと，物質のX線
吸収の程度を表すCT値を持つ．しかし，1 ピクセル
ごとのCT値は視覚的に観察されない．画像表示条件
であるWL・WWにより，目的のCT値の範囲のみ表示
された 8〜10bit，256〜1024階調のグレイスケール画
像として観察される．そのため，画像表示条件により
CT値に対するGray Levelが変化し，グレイスケール
画像において視覚的に異なる．このことから，画質を
最 適 化 す るうえ でCT値 は 絶 対 値 となら ず，Gray
Levelの違いを考えなければならない．画像表示条件
において，WLはグレイスケールの中央値のCT値を決
定するため，CT値に対するGray Levelは相対的に変
化するだけで，1 階調分のCT値は変化しない．これ
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