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《原　著》

ハイブリッド型エミッションCT装置
　　　　　HEADTOMEとその臨床応用

菅野　　巖＊　上村　和夫＊

高橋　昭喜＊　河田　　泰＊

服部博幸＊＊

三浦　修一＊　　三浦　佑子＊

広瀬　佳治＊＊　古賀健一郎＊＊

　要旨　シングルポトンおよびポジトロン両トレーサの測定が行なえる初のハイブリッド型エミッション

CT，　HEADTOME装置を開発した．本装置は頭部専用であり64個のNaI検出器を直径42　cmのリング状

に配列しその内側にシングルポトン測定用とポジトロン測定用各々のコリメータシステムを有する．シング

ルポトンコリメータは64枚のタングステン板が同期して振角運動する独自の方式をとり高感度のままに高分

解能の性能を示した．ポジトロン測定にはリング回転とゆすり運動を併用した．各々の分解能は高分解能モ

ー ドでシングルポトンが8mm，ポジトロンが11mmの半値幅を得た．感度は99mTcが20　mmスライスコ

リメータに対して21kcps，68Gaが20　mmスライスマスクに対して20　kcps／（μCi／m120　cmφ円筒）を示し

た．本装置を用いて81mKr平衡映像法，133Xe脳クリアランス法による脳血流量測定，99mTcO4一や68Ga－

EDTAによる脳血液関門検査等の臨床測定が実施され優れた性能が確認された．

Lはじめに

　画像核医学本来の生理学的イメージングを正確

に行なうには生理学的機能に対応する放射性トレ

ーサの体内分布を定量的に測定できる装置が不可

欠である。放射性トレーサは体内で三次元的に分

布しているものであり，これを“ありのまま”観

察できるエミッションコンピューティドトモグラ

フィ（ECT）装置は画像核医学のひとっの到達点

でもある1”3）．

　既に多数のECT装置が開発されその一部は市

販されているがいずれもシングルポトン放射体か

ポジトロン放射体かのいずれか一方の体内分布を

測定する装置であった4”17）．しかし，もし両者を

測定できる装置があれば，それぞれの欠点が補な
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われ臨床的な価値は非常に高くなる．このような

観点から我々はシングルポトンおよびポジトロン

の両放射体とも測定できるハイブリッド型頭部専

用ECT装置HEADTOME（Hybrid　Emission
Advanced　Dynamic　Tomograph）を開発した18’21）．

本装置はサイクロトロンがなくても脳循環代謝に

関する全ての生理学的機能のイメージングが可能

であることを目的とした．ここでは本装置の基本

的設計とその初期の性能評価を報告する．

II．装置の構成

　HEADTOME装置では二つの大きな試みを行

なった．ひとつはシングルボトンとポジトロン両

者を測定可能にするハイブリッド機能の実現であ

る．本施設のようにサイクロトロンの設置が困難

な地方病院では133Xeや99mTcのようなシングル

ホトン放射体の使用が日常診療の基本になる．し

かし，一方では18Fデオキシグルコース（FDG）に

よる局所脳糖消費量測定のようにポジトロン放射

体でしかできない検査法もあり22），ハイブリッド

機能の実現は強い臨床的要請であった．
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50 核医学　18巻1号（1981）

　もうひとつの大きな試みはシングルホトン測定

用の可動焦点コリメータの導入である．従来は，

固定孔状のコリメータしか考慮してなかったため

円形リング検出器を用いたシングルポトンCTは

実現しなかった．しかし，動くコリメータを考え

ることによりこの問題は一気に解決し，画期的な

振角コリメータが生まれた．

　1．検出器

　1）シンチレータ：ハイブリッド機能を実現す

るための最大の問題点はシンチレータの選択であ

る．NaIはシングルホトンの低エネルギー領域で

は問題はないがポジトロン消滅線（511KeV）の高

エネルギーに対しては光子の突き抜け等のため光

電ピークの検出効率が低くなる．これに対して，

Bi4　Ge3012（BGO）は原子番号および密度が高い

ためポジトロン消滅線に対する検出効率は高いが

可視光への変換効率がNaIの約10％前後と低く，

シングルポトンに対するエネルギー分解能が劣る

欠点がある23）．本装置ではシングルポトン測定を

重視し価格上の配慮も行ないNaIを採用した．

　NaI（バイクロン社）の実寸はリング円周方向16

㎜，スライス厚方向28mm，長さ70㎜の直
方体とした．実際の寸法はこれに反射材とアルミ

ハウジングの寸法が加わり，18×30×72mmとな

った．

　2）光電子増倍管（PMT）：小口径でしかも高速

な応答という条件で選定した結果，外径が3／4イ

ンチ（19mm），立ち上がり時間2．9　nsのR1213

（浜松テレビ社）を使用した．

　PMTはNaIハウジングガラス面に直接光結合

を行ないこれらは一体として遮光箱に納めた．

　3）　リング配列：シンチレータの配列は全ての

シンチレータを有効に使用する円形リングとした．

リングの直径は臨床的な立場からは大きい方が望

ましいが，システム性能の上からはリング直径の

小さい方がシンチレータ寸法が小さくなり分解能

が良く，幾何学的な立体角も広くなり感度も高い．

HEADTOMEは頭部専用装置であり，必要最小

限の有効視野は21cmであるとして，これより

個々のNaIが有効視野を見る入射角は30°が限界

であるという判断の下にリング直径を2×21＝42

cmとした．シンチレータの個数は電子回路の設

計を考慮して64個とした．これらより前述のNaI

寸法を決定した．なお隣接するNaIの間に先端が

2mmの鉛クサビをはさんでおり相互のクロスト

ー クの低減を計った．

　2．ガントリ

　ガントリは検出器リングを支持し，同時にスキ

ャン運動のための機構を持っ．Fig．1にガントリ

の断面図を示す．NalとPMTの検出器リングが

スライス面上に固定してあり，その内側をシング

ルポトン用コリメータ系とポジトロン測定用マス

ク系が軸方向に移動し，それぞれの測定を行なう．

なお，スライス面以外から入射する光子を防ぐ遮

蔽用の鉛（Fig．1の黒い部分）の厚さはリング前

面3cm，後面2cmとした．

　3．シングルポトンコリメータ

　シングルポトン測定用コリメータ系は本装置の

中でも最もユニークな構造を持っ（Fig．2左）．基

本構造は各NaIの境界上に配置したタービンの羽

根状の2mm厚タングステン板（主の羽根）と0．5

mm厚タングステンの井桁状の組板（補助の羽根）

から成る（Fig．3）．補助の羽根は主の羽根と同角

度連動するようにリンク結合されている．各NaI

に対応する64組のコリメータは同期して等角速度

の振角運動を行なう構造を持つ．振角運動により

コリメータ焦点は有効視野を横切り，その範囲を

±30°にすればコリメート線和は全有効視野を走

査する．スライス厚方向分解能は16，20，24mm

の各スライス窓コリメータにより選択できるよう

にした．

　4．ポジトロンマスク

　ポジトロン測定用マスク系はスライスマスク，

散乱線マスクより成る（日9．4）．スライスマスクは

スライス面以外からの光子の入射を防ぎ偶発同時

計数を減らすのを目的とする．厚さ1cmのドーナ

ツ状鉛板2枚をスライス面をはさむように位置さ

せ，その間隙を，12，20，28mmの3通りとして，リ

ング前方より脱着可能とした．散乱線マスクは鉛

または銅の薄い板でNaI表面を覆い低エネルギ
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Fig．1　Cross　section　view　of

　HEADTOME　gantry．
　The　42　cmφ　circular　ring

　consisting　of　64　NaI’s　and

　photomultiplier　tubes　is　plac－

　ed　steady　on　a　slice　plane．

　Inside　the　ring　two　collimator

　units　can　be　slid　rearward

　（upPer）fbr　positron　detection

　and　frontward　（lower）for

　single　photon　det㏄tion．

Single　Photon　Detection

／
！

　’　　　一　　　一，　　　　　　　　　　　　　　　N

、

collimated　ray

crysta1

crysta1
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Positron　Annihilation　Detection

’
一　　一一

、

、 ’
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、

　も

cidence　ray
　　J

　　’

　’

　’

Fig．2　Two　configurations　of　hybrid　detector　of　HEADTOME．
　In　single　photon　det㏄tion（1eft）64　moving　fin　collimator　swings　back　and　f（）rth　and　makes　each　collimated　ray

　sweep　out　a　full　image　field．　In　positron　detection（right）conventional　coincidence　system　was　used．　View　angle

　（o）．of　coincidence　line　is　30°．
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Fig．3Moving　fin　collimator．

　　　　　　One　collimator　unit　consists　of　a　main　fin　of　2　mm　thick，70　mm　long　and　30　mm

　　　　　　wide　tungsten　plate　and　a　sub・fin　of　composition　of　five　O．5　mm　thick　tungsten

　　　　　　plates，　three　parallel　and　two　perpendicular　to　the　main　fin　as　shown　in　the　right

　　　　　　bottom．　The　64　units　of　these　collimator　are　driven　to　synchronously　swing

　　　　　　back　and　forth　by　wheel　gear．

3cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　Slice　Gop＝12、20．28㎜

Fig．4　Geometry　of　positron　detector．

　　　　　　Positron　collimator　consists　of　slice　mask　of　two　doughnut　shape　lead　plates

　　　　　　of　l　cm　thickness　with　8　cm　radial　length．　The　gap　of　them　can　be　chosen　from

　　　　　　12，20and　28　mm．　The　crystal　ring　was　shielded　by　3　cm　lead　at　front　face　and

　　　　　　2　cm　lead　i　n　rear．

一散乱線を除去しバックグランドの低減を計った．

　5．スキャン運動

　　スキャン機構としてコリメータ振角運動，リン

グ回転運動，リング歳差運動を設けた．シングル

ポトン測定には前二者を用い，ポジトロン測定に

は後二者を用いる．
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ノ・イブリッド型エミッションCT装置HEADTOMEとその臨床応用

　リング回転運動はdγ／8を単位として任意量回

転可能とした．ここに，4γはリング中心から見

たNaI間隔の仰角である．

　　　∠∫γ＝360°／64÷5．6°

　コリメータ振角運動はdγ／8を単位として任意

量振角可能とした．ただし，振角範囲は中立点よ

り左右にそれぞれ44単位とした．

　リング歳差運動は“ゆすり運動”とも言われ，

ポジトロン測定の直線サンプリングを細かくする

目的でリング全体の小円運動を行なう24・25）．小円

の直径はD／2V7÷7．3㎜とした．ここに，D

はNaI間隔である．

　　　D＝420×π／64÷20．6mm

　小円運動は任意点で停止可能とした．

　6．電子回路

　PMTの陽極信号は前置増幅器を経て時間弁別

およびエネルギー弁別の各回路へ入力した．エネ

ルギー弁別レベルは全チャンネル共通に設定され

る．エネルギーを弁別したタイミング信号は各チ

ャンネル間の時間較正のための遅延回路を経て同

時計数回路へ入力した．同時計数回路は64検出器

を8チャンネルの8グループに分けグループ間パ

リティによる同時計数を行なった26）．同時計数の

時間窓は10nsから25　nsまでソフト的に設定可

能にした．検出器系の時間分解能は半値幅5．3ns

であった．同時検出した検出器チャンネル対は6

ビット毎合計12ビットに符号化しファーストイン

ファーストアウト（FIFO）メモリを経てバッファ

53

メモリへ転送する．シングルポトン計数回路は各

信号毎に検出器チャンネル6ビットとコリメータ

振角位置6ビット合計12ビットに符号化し，同様

にFIFOを経てバッファメモリへ転送した．バッ

ファメモリは4kw　2個を備えデータ転送の時間損

失がないようにした．メモリ内容は随時DMA方

式で　CPUへ転送した．なお，　CPUはPDP
11／34を用い，汎用インタフェースとして2個の

DRl1KおよびDRIIBを用いた．

　7．データサンプリング

　シングルポトン測定では静態測定と動態測定の

ためにそれぞれ2種類のサンプリングモードを持

つ（Table　1）．直線サンプリングは高分解能モード

が2．5mmで最も細かく，以下その2倍ずつ粗く

なる．角度サンプリングは高速モードが2．8°で，

他のモードは5．6°になる．最小スキャン時間は

高速モードの2秒である．ポジトロン測定はスキ

ャン運動により3段階の分解能モードを持つ（Ta－

ble　1）．低分解能モードはdγ／2＝2．8°のリング回

転運動を行ない，高分解能モードはさらに歳差運

動を加えてサンプリングを行なう．各々での直線

サンプリングは20，10，3mmとなる．角度サン

プリングはどれも2．8°である．なお，歳差運動の

適切なサンプリング点数は検討中である．

　8．像再構成および吸収補正

　測定したサンプリングデータは個々の検出器の

検出効率等の補正を行った後，平行な線和毎に直

線サンプリングの細かさに応じて長さが，128，64

Table　l　HEADTOME　Scan　Parameter

Single　Photon　Scan
Rotation
Steps

Collimator

　Swing
Linear

Sampling
Angular
Sampling

Unit　Scan

　Time

High　Speed

Medium　Speed
Medium　Resolution

High　Resolution

None
2×D／2

4×D！4

8×D／8

21×2．8°

11×5．6°

11×5．6°

11×5．6°

20．6mm
10．3

5．2

2．6

2．8°

5．6°

5．6°

5．6°

2s㏄
8

20

40

Positron　Scan
Rotation
　Steps

Wobbling
　Points

Linear
Sampling

Angular
Sampling

Unit　Scan

　Time

Low　Resolution

Medium　Resolution

High　Resolution

None
2×D12
2×D／2

None
None
5－10

20．6㎜
10．3

3

2．8°

2．8°

2．8°

1s㏄
2

20

D＝crystal　・一　crystal　inverval　＝　20．6㎜
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あるいは32の均等間隔の1次元投影像へ編集した．

再構成アルゴリズムは主に重畳積分法を用い，

ShePPのフィルタおよびその平滑化フィルタを使

用した．シングルポトン測定の一部だけ逐次近似

法（ART法）による再構成を行った．

　吸収補正法はECTの最も困難な問題であり，

HEADTOMEの場合もまだ確立してはおらず，

いくつかの方法を平行して行っている．シングル

ポトン測定では，a）均等円筒プールの再構成像

で測定，再構成像を割り算する方法13），b）対向投

影像を合成する時にSorensonやKeyesの方法で

補正する方法27・28），c）ART法で行なう方法等を

行ない，これらを比較検討中である．本装置では

コリメータの振角運動に伴う感度分布が振角中央

部で極大になる特性を持つため，吸収補正に伴う

統計誤差の増大が比較的低くおさえられる．

　ポジトロン測定では始めに偶発同時計数と散乱

線同時計数を除去する必要がある．本装置では同

時計数線和を有効視野を通るものと有効視野を通

らないものとに分け，前者をON領域，後者を

OFF領域と定義し，これより補正する．すなわち，

偶発同時計数と散乱線同時計数はON領域とOFF

領域に等しく分布すると仮定し，ON領域から

OFF領域を差引いたものを「真の同時計数」と

して使用する．このように定義された「真の同時

計数」に対して吸収補正を行なう．ポジトロン測

定ではシングルポトン測定と違い理論的には定量

化が可能である．現在は，a）外部線域を用いた吸

収減衰量の直接測定による補正法と，b）輪郭およ

び吸収減衰率を仮定した計算による補正法の両者

を検討している．

m．初期の性能

　HEADTOME装置は1979年11月に完成し，性

能評価の基礎測定およびシングルホトン測定を中

心に臨床検査に使用されている．ポジトロン測定

部は1980年3月調整が完了した．

　1・シングルホトン測定

　1）分解能：シングルポトン測定では直線サン

プリングの異なる4種類のスキャンモードがあり

それぞれのスキャンモードに対する点応答関数を

測定した．使用したファントムは20cmφの水槽

に2㎜φの99皿Tc繍源をスライス面と垂直に

立てたものを用い，線線源の位置を中心から周辺

に移動したときのそれぞれの分解能を測定した

（Fig．5）．いずれのスキャンモードでも中心から周

辺になるにつれ分解能が向上した．高分解能モー

ドは周辺部で半値幅（FWHM）8㎜を示した．

また，最も粗い高速モードでも約20mm　FWHM
を得た．

　スライス厚方向の分解能はスライス面と平行な

18cmφで厚さ0．5　mmの99mTc円板状面線源を

前述の水槽に入れ，これをスライス面と直角方向
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Fig．5　　Spatial　resolution　of　single　photon　detection．

　　　At　the　high　resolution　mode　with　8　steps　of　the

　　　ring　rotation　of　one　eighth　of　crystal　interval，

　　　the　resolution　in　tangential　direction　was　10

　　　mm　FWHM　at　center　and　8　mm　FWHM　at
　　　10cm　radius．　Even　at　the　lowest　scan　mode，

　　　i．e．　high　speed　mode，　the　resolution　of　25　mm

　　　and　20　mm　FWHM　at　each，　respectively，　was

　　　obtained，
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Table　2　Slice　Thickness　and　its　Sensitivity

Slice　Setting Image　Thickness Sensitivity1）

Single　Photon

16　mm　Collimator

20

24

20mm　FWHM
25

30

16kcps／（luCi／ml）

20

26

Positron
12mm　Gap
20

28

6mm　FWHM
10

13

7kcps／（luCi／ml）2）

20

30

1）Measured　by　99mTc　and　68Ga　for　single　photon　and　positrOn，　respectively．

2）　These　are　values　after　subtraction　of　the　accidental　and　the　scattered　events．

に移動したときのそれぞれの再構成像より各絵素

毎にスライス厚方向に対する応答関数を求めた．

スライス窓コリメータ，16，20，24mmに対して

各々FWHMは20，25，30　mmであり，また，1／

10値幅（FWTM）はこの3倍の値を示し通常のガ

ウス分布よりスソ広がりの傾向を示した（Table　2）．

深さによる差異はほとんどなかった．

　2）感度：高さ15cm，直径20　cmφの水槽に一

定濃度の99mTcあるいは133Xe溶液を均等に満た

しその単位時間当たりの計数率を測定した（Table

2）．スライス窓コリメータを16，20，24mmとす

るに従い約20％ずつ感度が高くなった．20mmの

スライス窓コリメータに対しては，99mTcが21

kcps／（μCi／m／），133Xeが10　kcps／（μCi／ml）を示し

た．なお，これらは散乱線を含んだ値である．上

記水槽に放射能を含まない5cmφの円筒を入れた

実験より散乱線の比率を示す円筒の外と外の絵素

値の比率は中央部で45％，周辺部で25％であった．

　2・ポジトロン測定

　1）分解能：シングルホトンと同様なファント

ムに68Gaを使用し，それぞれのスキャンモードの

分解能を測定した（Fig．6）．ポジトロンではシン

グルポトンと異なり中心から周辺に向かうにつれ

て分解能が低下した．高分解能モードのFWHM

は中心で11㎜，周辺で13㎜であった．

　2）感度：シングルポトンと同様のファントム

に68Gaを満たし，それぞれのスライスマスクに

対する感度を測定した（Table　2）．なお，これは偶

発同時計数と散乱線同時計数を除いた真の同時計

数である．20mmスライスマスクに対して約20
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Fig．6　　Spatial　resolution　　of　positron　　detection．

　　　Tangential　resolution　with　the　ring　rotation　and

　　　gpoints　wobbling　showed　ll　and　14㎜
　　　FWHM　and　22　and　25　mm　FWTH　at　center
　　　and　at　10cm　radius，　resp㏄tively，　and　radial

　　　resolution　12　and　13　mm　FWHM　and　21　and

　　　22　mm　FWTM　at　each．　More　uniform　resulu・

　　　tion　was　obtained　than　that　of　single　photon

　　　det㏄tion．

kcps／（μCi／ml）を示した．ただし，高放射能量が視

野内にある場合，偶発同時計数が急速に増大しこ

の結果デッドタイムによる数え落としのため真の
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Table　3　Applicable　Clinical　Studies　by　HEADTOME．

Physiological　Function Tracer Dose Administration Scan　Time

Cerebral　Blood　Perfusion

Cerebral　Blood　Flow

Cerebra1　Blood　Volume

Cerebral　Glucose　Metabolism

Blood　Brain　Barrier

slmKr

133Xe，127Xe＊

99mTc－RBC＊

18FDG＊
99mTcO4－

68Ga－EDTA

10mCi

30

0
5
0
5

2
　
2

Continuous－
int「acarotidly

Inhalantly　or
IntravenOUSIy

IntraVenOUSIy

Intravenously

Intravenously

IntraVenOUSIy

40sec

　2s㏄×
　　15min
40s㏄

120s㏄
40sec
120sec

同時計数は40kcps付近で飽和する傾向を示した．

IV・臨床測定

　HEADTOME装置が測定対象にしている臨床
検査をTable　3に掲げた．ただし，一部のトレー

サ（＊印）はまだ供給されておらず使用できない．

本装置の第一の開発目的であるシングルポトンで

行なえる局所脳血流量測定の方法には81mKr平衡

映像法と133Xe脳クリアランス法がある．81mKr平

衡映像法は短半減期の拡散性トレーサの平衡状態

での分布が血液灌流にほぼ比例するという原理に

基づく方法であり，定性的な局所脳血流量測定法

にすぎないが29・30），分解能が優れているため高頻

度に利用されている．Fig．7は右中大脳動脈閉塞

症例の右内頸動脈より81mKrを持続的に注入しな

がら高分解能モードで測定した右大脳半球の脳血

流量分布図である．スライス間隔は1cmであり，

スライス厚は20mmである．閉塞部の血流欠損

の形状（矢印）が明瞭に見られる．

　133Xe脳クリアランス法はシングルホトン測定

では現在唯一の定量的な局所脳血流量を得る方法

であり，吸入法あるいは静注法を行なえばslmKr

測定に比べ大脳両半球の同時測定が可能でしかも

非侵襲的である利点をもつ．この場合133Xeの投

与法には通常の1分間吸入法，瞬時吸入法，瞬時静

注法，あるいは持続静注法などがあり，適切な方法

を現在検討中である．Fig．8は左中大脳動脈閉塞

による脳梗塞患者に133Xe生食液30　mCiを30秒

間持続静注して求めた局所脳血流量分布図である．

静注開始と同時に2秒の高速モードで15分間測定

し，これより20秒毎に編集した連続する再構成像

80・－2£萎8　　Y．M，　46　yrs，　凹，

Anterior　Tru”k．OCCIusion　of　Right　MCA，

XCT Kr－81m　Infusion　ECT

（Regi◎nol　Cerebral　Perfusion

t◎f　rlght　MCA　Distrli）Uti◎n）

Fig．7　Cerebral　blood　perfusion　by　81MKr　equilibrium

　　　imaging．　The　patient　with　the　occlusion　of　the

　　　middle　cerebral　artery　was　examined　by
　　　intracarotid　continuous　infusion　of　81mKr．

　　　The　defected　area（arrow）was　clearly　shown

　　　to　be　more　widespread　than　that　of　low
　　　density　in　X－ray　CT．
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Regionol　CBF　Study　by　Xe－133　1ntrG　Venous　InjectiOn　and　HEADTOME

　　　80－765　　M，S、　　｛＿eft　凹iddle　CerebrQl　Arteriol　OCCluSlOn

XCT　t

　　　　　　　　　　ぽ
Transoxial　rCBF　Imoge

5　cm　GbOve　the　OM－Line

Fig．8　Quantitative　cerebral　blood　flow　by　133Xe　clearance　method．

　　　Following　the　intravenous　inj㏄tion　of　30　mCi　133Xe　sa！ine，　sequential　ECT’s

　　　of　20　sec　were　obtained　as　well　as　endtidal　air　i33Xe　concentration　curve．　Cerebral

　　　blood　flow　for　about　7　mm　square　was　calculated　by　time　integrating　technique．

と同時に測定してある終末呼気曲線よりKanno

＆Lassen法に従って血流量値を計算した31）．ス

ライス位置はOM線上5cmでスライス厚は30
mmである．梗塞部およびその周囲の広い領域の

血流量低下が見られ，それはX線CTの低吸収

域に比べはるかに広範囲であった．なお，図中の

数値はその部位の局所脳血流量値（ml／100　g／min）

を示す．

　この他，通常の脳血液関門（BBB）測定に対して

も分解能が高いため強力な検査手段となっている．

特に，脳底部付近の病巣描出に非常に効果的であ

る．Fi9．9は99mTc　O4－20　mCi注入4時間後に測

定した聴神経鞘腫症例である．スライス厚25mm，

スキャン時間1分間／スライス測定で平均300K

カウント得られた．腫瘍と後頭蓋窩構造との位置

関係が明瞭に描出されている．また，最近ポジト

ロン測定が可能になり，68Ga　EDTAによるBBB

測定を始めた．Fig．10は後大脳動脈閉塞症例に

68Ga－EDTA　2　mCiを静注し5分後にスキャンを

開始した．スキャン時間2～5分／スライス測定で

平均130Kカウント得られた．

V．考　　案

　1．ハイブリット型ECT装置

　すでに米国を中心に多数のECT装置が開発さ

れておりその一部は着実な臨床的成果を上げてい

るが，これらのほとんどはポジトロンCTであり，

我々のようにサイクロトロンのない施設でこのよ

うな既製の装置を導入してもそのまま利用するこ

とは困難である．従ってどこででも入手できるシ

ングルポトントレーサが使え，．しかも，、どうして

もポジトロントレーサでなければならない検査法

も実施したいという，ECTに対する二つの臨床

的要請に答える装置として独自のハイブリッド型

ECTの開発を試みた．同時に，ハイブリッド機能

実現はシングルポトン検出とポジトロン検出を同
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Fig．9　Blood　brain　barrier　study　by　99mTc．　The

　　　patient　with　the　acoustic　neurinoma　was

　　　examined　four　hours　latter　following　intra－

　　　venous　injection　of　18　mCi　99mTc．　The　size　and

　　　anatomical　structure　of　tumor　were　clearly

　　　s㏄nin　spite　of　the　basal　region．

居させるという全く初めての技術を開発する工学

的な挑戦でもあった．HEADTOMEの設計段階

ではいくつかの技術的問題点に遭遇したが両機能

ともほぼ当初の目標とした性能が得られた．本装

置は近い将来，より感度が高く同時に多層測定が

可能な装置へ改良される予定である．

　2．振角式コリメータ

　技術的にHEADTOME装置の最大の成果は振

角式の可動コリメータを開発したことによりリン

グ形シンチレータ配列が実現したことである．本

コリメータはリング配列のシングルポトンCT実

現に寄与したばかりでなく高感度のままに高分解

能が得られ，特にFWHM　10　mm以下の映像を

40秒で得られるという非常に優れた性能を示した．

スライス厚25㎜での感度21kcps／（μCi／ml）

（99皿Tcに対して）は従来の装置に比べても，最高

レベルである．本コリメータは振角角度により分

解能および感度が変化する角度特性があり，これ

については改めて報告したい．

　3．ポジトロン測定

　NaIを使用した結果，ほぼ同じ型状の装置でシ

ンチレータにBGOを用いたPOSITOME　IIに比

べ感度は1／5程度と低い8）．ただ，ポジトロン測

定では静態測定が中心となるため臨床的な範囲で

本質的な支障は少ないと考える．

　NaIに起因する現象として光子の入射角度が大

きくなるに従い効率が減少したがソフト的な補正

が可能であった．偶発同時計数や散乱線同時計数

の評価，歳差運動のサンプリング点数等にっいて

は目下検討中である．

　4．臨床的応用

　本装置の開発目的でもあった脳循環動態の測定

法で現在可能なものは81mKr平衡映像法と133Xe

脳クリアランス法がある．前者は定量性という点

で劣るが，81mKrのエネルギーが190　KeVと高いた

め散乱線や吸収減衰の影響が小さく中心部まで高

解像度の映像を与え，情報密度が最も高い測定に

なっている．これに対し，133Xe脳クリアランス

法は，133Xeに対する感度が低いため投与量が多

すぎる傾向があること，133Xeのエネルギーが低く

散乱線除去が難しいため中央部の分解能が悪いこ

となどの問題点を持っているが，補助の羽根の枚

数を減らし高感度化を計ったり，133Xeの代わりに

エネルギの一高い127Xeを用いたりする対策を施

すことにより本法のルーチン化を計る考えである．

VL　おわりに

　ハイブリッド型ECT装置HEADTOMEの設
計とその優れた性能を述べ，さらに，その臨床応

用を示した．今後，本装置は脳の病態生理学解明

Presented by Medical*Online



ハイブリッド型エミッションCT装置HEADTOMEとその臨床応用 59

t燃ざ。

1

㌔竃
夢
爵

文
、

1

．
」
驚

s《

傘
　　　　ぜ當

イ

㍉
㌔

多
♂

2

、⌒

｛
ポ

竃

3

4

＼
　　燃沸

5

68
　G（］－EDTA　　　BBB　stud＼

Cose　69－・0461

CICCiUSiOn　of

Left　Poster▲or

Cerebrol　Artery

Fig．10　Blood　brain　barrier　study　by　68Ga－EDTA．

　　　　　The　case　of　the　posterior　cerebral　artery　o㏄ulsion　measured　fbllowing

　　　　　　intravenous　injection　of　2　mCi　68Ga・EDTA．　High　resolution　scan　with　5　points

　　　　　　wobbling　was　done．　Scan　time　per　slice　was　2－5　min．

のための強力な武器になると考える．

　本装置のインタースェイス製作に当たり秋田県立脳血

管研究センター放射線科，相沢康夫，小野寺洋，蜂谷武

憲，庄司安明，菅幹雄，佐々木信夫，羽上栄一諸氏の

甚大なご協力を頂いたことに感謝致します．
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Summary

Hybrid　Emission　Computed　Tomograph　for　Brain　StUdy　and
　　　　　　　　　　　　　　　　Its　Clmical　ApPlications

　　　　　　Iwao　KANNo＊，　Kazuo　UEMuRA＊，　Shuichi　MluRA＊，　Yuko　MluRA＊，

Shoki　TAKAHAsHI＊，　Yasushi　KAwATA＊，　Yoshiharu　HiRosE＊＊，　Ken－ichiro　KoGA＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Hiroyuki　HATToRI＊＊

　　　　　　＊1）ivisio〃of　Radio　logア．　Rese〃ch　lnstit〃te　of　Brain　and別oodレタ∬e1S

縛Rμ）五傾〃eering　Deρa〃〃le〃t　Medical　sンste〃iS　Divisio〃，　Shimadz〃Seisak〃吻LτD．

　　Ahybrid　emission　computed　tomograph　f（）r

single　photon　and　positron　has　been　designed　and

developed．　The　system　employs　64　NaI　detectors

on　42　cm　diam　circular　ring　and　two　collimator

units　which　sliding　inside　the　ring　fbr　each　single

photon　and　positron　detection．　The　single　photon

collimator　consists　of　64　sets　of　tungsten　fins

synchronously　swinging　back　and　forth，　and　gave

high　resolution　at　the　minimum　cost　of　sensitivity．

In　positron　detection　the　ring　rotation　and　wob－

bling　are　employed　to　get　a　fine　linear　sampling．

The　system　as　single　photon　CT　and　as　positron

CT　both　has　shown　excellent　perf（）rmances．　The

image　resolutions　obtained　at　the　highest　resolu－

tion　scan　were　8　and　11　mm　FWHM　for　99mTc

and　68Ga，　respectively，　and　system　sens血vltles

with　20　mm　slice　spacing　21　and　20　kcps／（iuCi／m～

of　20　cm　diam　cylinder）for　each．　The　system　is

now　under　clinical　use　in　cerebral　blood　flow

studies　by　slmKr　equilibrium　imaging　and　133Xe

clearance　techniques　and　in　a　conventional　blood

brain　barrier　study　by　99mTcO4－or　68Ga－EDTA，

and　has　shown　many　fruitful　results．

　　Key　words　：Emission　computed　tomograph，

Circular　ring　detector，　Moving　fin　collimator，

Physiological　tomograph，　Cerebral　blocd　flow．
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