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　シンチグラムを得る装置として，シンチレーション・

カメラの使用が増加しつつある．シンチレーション・ス

キャナーに比較して，感度のよいこと，所要時間の短か

いこと，患者の体位が自由にとれること，動態機能検査

の行なえることなどの長所があるからである．一方，臓

器の位置大きさおよび形を知ることとともに臓器内の病

変を検出することもシンチグラフィーの目的であるが，

シンチレーション・カメラによる臓器内病変の検出能は

肉眼的にはシンチレーション・スキャナーに劣る．そこ

で私たちは，シンチレーション・カメラに小型電子計算

機を組合わせ，シンチレーション・カメラで得られたシ

ンチグラムのデータをオン・ラインで処理し臓器内病変

の検出能を高めることを試みた．本論文ではその概要を

述べようと思う．

方法および結果

a．　当初のデータ処理目標

　シンチグラムのデータ処理にはシンチグラム装置より

得られるシンチグラムを一定の条件により処理するData

processingと，分類表示するData　displayがある．私

たちの保有する電子計算機は後述するごとく記憶容量が

小さいため現在ではData　displayの能力のみで，臓器

内病変の検出が主要な処理目標となっている．その範囲

で当初私たちが計画した処理目標は次のごとくである．

　（i）条件を変えてシンチグラムを再生する．

　臓器内病変の検出能は検出器に入いる放射能の量によ

り左右され，それが多すぎても少なすぎても検出率は低
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下する．その最適条件は多分に経験的に得られている．

通例，シンチレーション・カメラで臓器の形の変化

臓器内の放射性医薬品の分布の差で疾患の診断への手

掛りをつかもうとするばあいpreset－countでシンチグ

ラムを得るのが普通である．適当なpreset－countは経・

験的に定められるが，症例によってかなり異なるもので

ある．例えばpreset－count　10Kでは病変部があらわれ

ず8Kでそれが指摘されるということがある．しかし，

1症例でいくつかの異なったpreset－countでシンチグ

ラムをとることは実際上不可能である．したがって十分

なpreset－countでのシンチグラムを電子計算機に記憶さ

せ，必要に応じその蓄積された放射能の何％減かのシン

チグラムを再生表示し上記の目的を達したい．このため

Map　displayとして得られたシンチグラムを後述のごと

く1600の小区域に分割し，そのなかでもっとも大きい計

数率を示す区域を10として以下10％刻みに各区域の計数

を計算表示させることにした．全体のシンチグラムを

1600の区域に分割しそれぞれの区域の計数を10段階に分

類表示したものはタイプライターで打出させ，全体の計

数の例えば90％の計数のシンチグラムはCRTまたはタ

イプライターで表示させればよい．

　（ii）放射能の同じ部分を同じに表現する．

　体内の臓器はシンチレーション・カメラの検出器に対

して同じ厚さではない．放射性医薬品からの計数は臓器

の厚いところで多く，薄いところでは少ない．しかし，

この計数は正常では臓器の厚い部分から薄い部分へなだ

らかに変化している．臓器内に病変の存在するとき，こ

のなだらかな変化の仕方が乱れ，病変の検出の一助とな

ろう．この臓器内の計数のひとしいところを連ねるとあ

たかも地図の等高線を描いたような分布図が得られる．

　このためには前項のごとく電子計算機に記憶させた原

シンチグラムをその計数に応じ10段階にわけ，あるレベ

ルからあるレベルまでの間を表示することにより得られ

る．表示はタイプライターおよびCRTで行なわれるよ

うにした．
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104 核医学

　（iii）　シンチグラムの立体的表現

　平面として得られるシンチグラムを立体的に表現し臓

器の大きさ，臓器内病変の有無をより視覚的に診断しよ

うとするものである．肺，腎，甲状腺のごとく左右対称

に存在する臓器の大きさの比較に有用である．臓器内病

変の存在する場合，立体的に表現されたシンチグラム上

の陥凹としてみられる．CRT上に表示させるが，私た

ちの装置では眺望の方向は2方向，45度に固定され，高

さはオリジナルの1／2，1／4，1／8に変化させることがで

きる．

　（iv）臓器の任意の部分のスライス・プロフィルを描

出する．

　臓器のある任意の部分のスライス・プロフィルをとる

と臓器の厚い部分すなわち放射性医薬品摂取の多いとこ

ろでは高く，少ないところでは低くあらわれる．このカ

ー ブはその部分における臓器の断面図に近似するもの

で，その高さ，形の変化により臓器の大きさの変化，病

変の存在を知るものである．CRTにより表示させる．

　b．装置の概要

　シンチレーション・カメラは東芝製ガンマ・カメラG

CA－101型を用いた．これに組合わせるデータ処理装置

表1　データ処理装置の内容

8巻2号（1971）

入　力　装　置

置
置
置

装
装
装

憶

算

力

記

演

出

紙テープリーダー

タイプライター

紙テープ

4096語，1語12ビット

紙テープパンチャーCRT
タイプライター

はADコンバーター，インターフェス，電子計算機およ

びメモリースコープより構成される．電子計算機はDE

C社製PDP－12C（4096語，1語12ビット）を使用し

た．（表1）

　シンチレーション・カメラの位置信号x，yはADコ

ンバータ1に入り，アナログ信号がディらタル信号に変

換される．ADコンバーターの出力はインターフェスに

入り12ビット並列に並べられこれを電子計算機に読みと

らせる．シンチグラムを表示するために電子計算機の

1600語のメモリーを使用しx，yそれぞれ40分割したデ

ー タを記憶する．他のメモリーはプログラムに使用され

る．インターフェスには将来予定されている動態機能検

査用としてマルチ・チャンネルスケーラモードを有しシ

ンチレーション・カメラの画面を分画し，それぞれの分

画区域の計数の時間的変化を記憶できる．電子計算機か

らのデータはCRTに表示され，またタイプライターで

打出される．データの保存は紙テープで行なわれる．図

1にこの装置のブロック・ダイヤグラムを示す．なお装

置の詳細については橿尾らが別に報告しているD．

　c．臨床応用

　臨林応用例を例示する．シンチレーション・カメラに

よるシンチグラム原図が以上に述べたような処理により

どのように表示されるかを示す．

　図2は左肺門部に発生した肺癌により左肺下葉への肺

動脈血行が絶たれている例の肺血流シンチグラムであ

る．左肺への血流が減少していることがシンチグラムか

らもわかる．シンチレーション・カメラは画面を2分割

してそれぞれの分割区域の計数を記録できるが，本例で

は右肺を含む区域の計数は68763に対し左肺を含むそれ
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図1　ブロック・ダイヤグラム
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図2　肺シンチグラム

は12348で左肺への血流は右肺の約1／5に減少している．

これを全画面を40×40に分割しそれぞれの区域の計数に

したがってMAP表示したのが図3である．　CRTに表

示したものは各区域の計数の大小を表示できない．タイ

プライターで打出したものはその数字が10段階に分けた

計数の大小を示している．なおMは最大計数の区域を示

す．本例では左肺で最高の計数を示す区域でも右肺のそ

れの30％にすぎないことを示している．図4は計数値の
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図3，b　肺シンチグラムのMAP表示
　　　タイプライターで打出したもの

部分のみを表示したもので20％間隔のレベルで表示し

ている．図5は本例を立体的に眺望したものである．図

6はそのX軸方向の一点におけるプロフィルを示す．以

・ヒいずれの表示によっても左肺血流減少が示されるが左

肺内での血流分布はなだらかで，肺動脈血流減少が肺門

部に原因のあることを示すものである．

　次にいわゆるcold　areaを有する症例を示す．肝右葉

に数個の胃癌転移を有する症例である．これを電子計算

機で処理しMAP表示をしたのが図8である．次に計数

率の低い部分を20％つつ順次に除去した．　（図9）周辺

部が次第に消えるとともにCold　areaの部分が次第に拡

大して示されている．図10はその立体表現でcold　area

は立体表示された臓器の陥凹として示される．図11はX

軸方向のプロフィルである．右葉から左葉へ，漸次低く

なる計数曲ぼが右葉で乱れるとともに左葉より計数が低

くなっている．

CRTによる
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図6　肺シンチグラムのスライス・プロフィル
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図5　肺シンチグラムの立体表示 図7　肝シンチグラム（胃癌転移）
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図8，a肝シンチグラムのMAP表示
　　　　　CRTによる
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図8，b肝シンチグラムのMAP表示
　　　　　　タイプライターで打出したもの
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図10欠損を有する肝シンチグラムの立体表示
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図11欠損を有する肝シンチグラムのスライス
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考 按

　生体に投与された放射性医薬品は目的とする臓器にそ

の機能に応じ摂取され，その機能の差はシンチグラム上

の打点の濃淡，フイルムの黒化度の差またはCRT上の

輝点の多少として示される．私たちがシンチグラムから

得る情報の性質はこのように単純であって，したがって

得られる情報の量も元来それ程豊かなものではない．そ

の差をもっとも明らかに示すフイルムにしても，その黒

化度を読みとる私たちの肉眼的能力には限界があり，乏

しい情報をすら十分に活用していない．しかし反面，こ

の情報の性質の単純さと乏しさが電子計算機の導入を容

易にし，かつ要求したのである．シンチグラムの処理を

行なう電子計算機は情報を創造したり増加させるもので

はなく，私たちが肉眼ではひき出せない原シンチグラム

中の情報を用いているにすぎないのである．

　1枚のシンチグラムの解読にさいし電子計算機の関与

する部分は図12中の①②③の部分である．そのうち今回

私たちが電子計算機を応用しているのは②の部分であ

り，私たちのシンチグラム診断の手順は図中の点線で示

される．ここでの電子計算機の応用は原シンチグラム中

の情報をいろいろに分類表示し診断に役立てようとする

臓器内放射性医薬品分布

みせかけの分布図（シンチグラム）

①電算機による

　補正

臓器内分布をよ
り忠実に表現し
たシンチグラム ②電算機による

　種々の表示

③電算機による

　自動診断

診断結果の自動描記

図12シンチグラム診断における電子計算機の

　　　関与

ものであるが，表示の方法として一般に追求されてきた

方向は平面的なシンチグラムを立体的に理解しようとす

るものである2）3）．　ここでの電子計算機の処理は原シン

チグラムの画面を多数の小分画にわけ，それぞれの分画

内の計数を記録することから始まる．これらの小分画を

その計数値にしたがって何段階かに分け各レベルを文

字，記号または数字で打出し，あるいは等高線をえがか

せている．同様にマルチ・カラーペン付きのX－Yプロ

ッターを用いて各レベルごとに色を変化させ表示するこ

ともできる．以上のことをより視覚的に訴える試みが三

次元表示である4）．各分割の計数値のレベル分けは私た

ちは等間隔10段階を用いているが，二乗区分または対数

区分で分ける方法もある．三次元表示にしても私たちは

45度に固定し眺観しているにすぎないが，いくつかの角

度に変換し，また眺望の方向をかえることもできる．

　ところで，以上の表示の基礎となる原シンチグラムは

臓器内の放射性医薬品分布を必ずしも忠実に反映してい

るものでなく，その生体内分布に歪みが加えられた形で

ある．この歪みを除去し生体内放射性医薬品分布をより

忠実にシンチグラムとして再生するのが図12の①におけ

る電子計算機の応用である．補正されたシンチグラムを

基礎にした表示が臨床的により有用であることはもちろ

んである．このような歪みの原因はシンチグラム装置の

感度の低さと分解能の悪さによるものである．感度の低

さは計数値の統計的変動を大きくする．感度を上げるた

めには分解能を犠牲にするか放射性医薬品の投与量を増

すことが必要である，

　放射性医薬品の投与量を増すことは被曝の点から限度

がある．これを補なうため電子計算機を用いsmoothing

が行なわれる．これには多くの方法があるが，シンチグ

ラムの一分画の計数値をそれとその周囲の各分画の計数

値を加えた平均値で置きかえる方法が一般的である5）．

　一方，分解能の低さは像のぼけとして表われるが，コ

リメーターの性能に左右されるものである．

　シンチグラム上の各分画の計数は対応する臓器の分画

の計数値でなく，その分画およびその周囲からの計数の

重積である，このため電子計算機でコリメータの特性を

フィルターし真の臓器内分布を求あることが試みられて

いる6）7）．　またシンチレーション・カメラの検出器の感

度は部位的に均一でなく，とくにその周辺部での感度の

差は著しい．この感度の非均一性を補正する処理計算も

必要であろう．

　さらにすすんで電子計算機によるシンチグラムの自動
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診断自動描記が期待されるが，この面では未だ満足すべ

き成果をおさめていない．その際，臓器の形，大きさを

法定するのにシンチグラムの周辺を増強する処理が役立

つであろう8）．

　以上のようなシンチグラムの処理表示を行なうのにど

のような大きさの記憶容量をもつ電子計算機が必要であ

ろうか．シンチグラムのデータ処理の基礎となるのはシ

ンチグラムを分画した各小分画の計数値であるが，この

分画の数がどの程度であるかにより必要とする電子計算

機の記憶容量が決まる．すでに述べたごとくシンチレー

ション・カメラの分解能は低いので，この小分画の大き

さをあまり小さくしても無意味である．飯沼9）はこの点

より各小分画の大きさは3～4mm，全体の小分画の数

tt　4000　一　10000を適当としている．私たちもこの考え方

に賛成であり，私たちが保有する装置での分画数1600で

はやや粗雑であり，将来記憶容量を増設する予定であ
．る．

　今日シンチレーション・カメラを十分に活用するため

にはデータ処理装置の組合わせなくして考えられない．

そして多数のデータ処理の方法が考案されているが，そ

れらの手段が臨休的にいかなる意義を有するか，すなわ

ちこれらの数学的手法が臨床診断の精度の向上にどのよ

うに役立つかは今後の問題である．一つ一つの処理方法

について臨床的応用の可能性が求められるべきである．

私たちの装置にしてもその臨床応用が疾患の診断をすす

める上でどのような意義があるかは現在検討中である．

　私たちの保有する装置の内容は主として経済上の理由

により十分満足すべきものとなっていないが，シンチレ

ー ションカメラの分解能の限界からみて，専用の電子計

算機としては小型のもので十分であろう．またデータや

プログラムの保存に紙テープを用いているが，これはよ

り多くのプログラムを作製し，処理を速やかに行なうた

めに磁気テープまたは磁気ドラムにかえることがのぞま

しい．これにより動態機能検査も行なうことができよ

う．私たちの装置では，結果を表示するのに，CRTと

タイプライターが用いられているが，X－Yレコーダー

を設置すればさらに有効であろう．

要 約

私たちはシンチレーション・カメラの設置に伴ないデ

一 タ処理装置として電子計算機を導入した．電子計算機

は4Kの記憶容量をもつ小型のものでこれをシンチレー

ション・カメラに専用に組合わせオンラインで処理を行

なった．本論文では私たちの装置の概要を述べ，電子計

算機によるシンチグラムの表示の方法につき述べ臨林応

用を例示した．表示の方法としてはMAP表示，　LEVEL

表示，立体表示，プロフィル表示を行なった．
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Summary

On－line　data　processing　in　radioisotope　imaging　using

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　purpose　computer

small　general

Takashi　KITABATAKE，　Masao　HARA　Ryo　KAYAMORI，　Eiji　KASHIO

Department　of　Radiolog｝・，　Niigata　University　School

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshiba　Tamagawa　Works

of］Medicine，＆

　　　E｛lany　methods　of　analysis　and　display　of　the

data　available　from　a　scintillation　camera　using　a

digital　computer　is　under　development，　in　order　to

obtain　more　informations　in　interpretation　of　radio－

isotoPe　scintigram．　In　this　paper　is　described　an

outline　of　our　apParatus　to　allalyse　and　display　and

digital　technique　for　radioisotope　imaging．

　　　The　apParatus　is　composed　of　a　computer　with

4096word　memories，　analogue－digital　converter，

interface，　tape　puncher，　typewriter　and　memory

scope，　which　are　connected　with　a　scintillation　ca－

mera　and　on－line　data　processing　is　tried．　Pulses

from　the　scintillation　carnera　are　processed　by　a

digital　computer　and　are　recorded　on　punched　pa－

per　tape．　Pictures　or　profil　of　the　organ　to　be　ex－

amined　is　printed　out　or　shown　by　the　computer－

controlled　memory　scope．　Radioisotope　images　are

finally　displayed　ill　froms　of　map　display，　level　dis－

play，　oblique　display　and　profil　display．　Some

examples　of　clinical　applicatiGn　are　illustrated．

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊
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