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《原　著》

回転型ガンマカメラによる2°1Tl心筋断層像：特に7ピン

　　　　ホールコリメータによる断層法との比較検討

（第1報）基礎的検討一

玉木　長良＊　向井　孝夫＊

山本　和高＊　湊　小太郎＊

米倉　義晴＊　　石井　　靖＊

藤田　　透＊　鳥塚　莞爾＊

　要旨　近年普及しつつある7ピンホールコリメータを用いた断層法（7P）と，回転型ガンマカメラを用い

たエミッションCT（SPECT）による202T1心筋断層像の比較検討をファントム実験で行った．撮像時間は

7Pで10分，　SPECTで22分であった．両者とも水中で直径2cmの欠損を描出できたが，解像力は7Pでは

深部につれて低下し，また心尖部の欠損の評価ができない欠点があった．SPECTでは一旦データを収集す

れば横断，前額，矢状断層像が得られ，いかなる位置の欠損もその最適断面で描出可能であった．また7P

では欠損像が真に存在する面から前方および後方にも波及する傾向がみられ，難点であった．

　7Pは短時間の撮像が可能で，しかも従来のガンマカメラへの装着だけで簡便に断層像が得られる利点が

あるが，今回の検討で明らかにされた種々の問題点を理解した上での利用が望まれる．他方SPECTは，予

測された断層像を忠実に表わし，あらゆる角度からの評価が可能であり，幅広い臨床応用が期待される．

1．はじめに

　201Tlを用いた心筋シンチグラムは，非侵襲的

に心筋血流分布を観察する方法として，臨床的に

広く利用されている1・2）．これら従来の二次元画

像としてのシンチグラムは，多方向からの評価に

よって，はじめて虚血欠損の三次元の把握が可能

であるが完全なものではなく，その前後の健常部

心筋との重なりや，腹部臓器や肺への集積が，虚

血部の診断上の妨げとなってきた．

　1978年，Kirchらにより7ヒ゜ンホールコリメー

タを従来のガンマカメラに装着して心筋断層像を

得る試みがなされ3），その簡便さから近年飛躍的

に普及しており，我々もその臨床的有用性を検討

してきた4・5）．他方，最近ではrotating　slanthole

collimator6－’8）や，各種横断断層法が開発され，
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種々の方式による201T1心筋断層法が提案されて

いる9－11）．

　現在まで我々は，GE社の回転型ガンマカメラ

を用いて各種臓器の断層像（エミッションCT像）

を作成し，その臨床的有用性を検討してきた

が12－13｝，今回はこのエミッションCTと7ピン

ホールコリメータによる201Tl心筋断層像の比較

を，心臓ファントムを用いて実施，両者の特徴を

検討したので報告する．

II．方　　法

　左室心筋を想定した厚さ1cm，短軸径6cm，

長軸径12cmの中空のプラスチック製紡錘状の心

臓ファントムを用い4），水タンク（プラスチック製

人体模型）内で長軸が左前斜位45°，下方へ30°

に傾かせた位置になるよう心臓ファントムを置い

た．壁の部分を201Tl（1μCi／ml）で満たし，種々

の大きさの円筒形の欠損（直径1，2，3または4cm）

を下壁におき，貫通性梗塞を想定し，欠損の検出

能を検討した．また，直径2cmの欠損を下壁，

中隔部，前壁，側壁，心尖部の各部におき，イメ
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Fig．1　Tomographic　imaging　configuration　for　quatita－

　　　tive　evaluation　using　a　cardiac　phantom　with

　　　3　cm－square　defect．　Defect－to・normal　wall

　　　count　ratio　was　determined　in　each　recon－

　　　structed　planes．

Table　l　Thallium－201　myocardial　imaging（phantom

　　　　study）in　7－pinhole　tomography（7P）and

　　　　single－photon　emission　CT（SPECT）

　　　　　　　　　　　7P

Sampling　time　　　　　10　min

R㏄onstruction　time　　　lmin

Slice　thickness　　　　lO－30　mm

Projection

FWHM（Z－axis）

FWHM（X，　Y－axis）

LAO

10－40mm
lO－20　mm

　　SPECT

　　22min
3min（20　sec／slice）

　　　12mm

｛　transaxial

　frontal　sagittal

　　　l蒜

一 ジ上どの断層面に欠損が検出されるか否かを調

べた．さらに，欠損部と健常部とのコントラスト

を調べる目的でFig．1に示す如く心臓ファントム

の長軸を検出器に垂直に置き，3cm正方の欠損

を置いて各断層面でのdefect／normal　wallの放射

能の比を算出した．なお，いずれのファントム実

験も水タンク内で施行した．

　（1）7ピンホールコリメータによる心筋断層像

　7ピンホールコリメータはCMS社のものを用

い，シンチカメラ（searle，　LFOV）に装着して，心

臓ファントムを入れた水タンクに対し，左前斜位，

（LAO）45°，および右前斜位（RAO）30°よりデー

タを収集した．この際，コリメータから心臓ファ

ントムまでの最短距離を10cmとし，イメージ

が7つのピンホールコリメータのそれぞれの視野

の中央にはいり，はみ出さないように注意した．

ピンホールの口径は5．5mmを用い，75万カウン

トを収集した．再構成にはオンラインで接続した

コンピュータ（DEC，　PDP　11／60）を用い，コリメ

ー タ面より10cmから25　cmまで10スライスを

得た．なお詳細は米倉ら4）の報告に基いた．

　（2）回転型ガンマカメラによる心筋断層像

　GE社のMaxi　400－Tを用いて，心臓ファント

ムを入れた水タンクのまわり360°を22分かけて

検出器が回転し，データを収集した．得られたデ

ー タを前記のコンピュータにより，重畳積分法を

用いて再構成した12　“’　14）．この際Sorensonの方法

を用いてγ線吸収補正を行なった．一回のデータ

収集から心臓の横断面，前額面，矢状面の各断層

像を得た．各断層面の厚さは12mmで，平均
15万～20万カウントが集められた．なお前額面，

矢状面が心臓のそれぞれ短軸，長軸断面となるよ

うに，データ収集はLAO　45°より開始した．

m．結　　果

　1）基礎データの比較

　心臓ファントムについての7ピンホールコリメ

ー タによる心筋断層法（7P）と，回転型ガンマカ

メラを用いた断層法（SPECT）の基礎データの対

比をTable　1に示した．7Pでは10分，　SPECTで

は22分で撮像が可能である．再構成時間は，我々

の用いたシステムでは，7Pでは約1分，　SPECT

では1スライスに約20秒，心筋全体で約3分と短

時間で再構成像が得られる．しかしながら再構成

像は，7Pではコリメータに平行な断層像しか得

られず，従ってLAOからのデータ収集では心筋

の短軸断層像のみであり，長軸断層像を得るには

RAOからのアプローチが必要となる．他方
SPECTでは，体軸のまわり360°のデータ収集で

あり，心筋の横断断層像（水平像），前額断層像

（短軸像），矢状断層像（長軸像）がすべて得られる．

また，ラインスプレッドファンクションより求め

た半値幅は，7Pでは深さ方向ではコリメータか

らの距離が離れるにつれ10mmから40　mmと著

明に低下し，横方向では10mmから20　mmと

やや低下した．（コリメータからそれぞれ10cm，

25cmの距離の点での計測値を示した）．一方
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SPECTでは，深さにほぼ無関係に15mm（半値

幅）という一一’定値を示した．すなわち，7Pでは深

部に行くに従い解像力が極度に低下するのに対し，

SPECTでは深さに無関係な解像力を有すること

がわかった．

　2）欠損の検出能について

　lcmから4cmの大きさの欠損を下壁におい
た心臓ファントムで実験を行ない，欠損の検出能

‘cM
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Fig．2　7P　and　SPECT　images　of　the　phantom　with

　　　lthrough　4－diameter　defect　situated　in　inferior

　　　region．　The　appropriate　images　to　show　the

　　　defect　in　each　section　are　selected，　Both

　　　methods　can　visualize　larger　than　2　cm－dia－

　　　meter　defect．
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の検討を行なった（Fig．2）．7P，　SPECT共に1cm

の欠損は検出困難であったが，最小2cmの欠損

は検出しえた．しかしながら，7Pでは欠損を心

基部におくと（すなわちコリメータからの距離を

遠ざけると），もはや2cmの欠損の判別は不能と

なり，深部での解像力の低下を反映していた．

　次に下壁，中隔部，前壁，側壁，心尖部に2cm

の欠損をおき，7P，　SPBCTを試みた．　SPECTで

は，いずれの欠損も横断，前額，矢状のいずれか

2つ以上の断層像に描出された（Fig．3）．他方7P

では，前者の欠損はLAO方向の短軸断層像で描

出されたが，心尖部の欠損はコリメータからの距

離が近いにもかかわらず，短軸像では正面に位置

するために検出が困難であり，RAO方向からの

長軸断層像が必要であった（Fig．4）．以上，各位

置における欠損検出能に関するデータをまとめて

Table　2に示した．欠損検出に際しては，欠損を

観察軸の接線方向にみるような断面を選ぶことが

必要であり，7P，　SPECTにおける各々のいずれ

の断層像においても，欠損の位置によっては描出

困難な場合があった．この点SPECTは3っの断
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Fig．3　SPECT　im・g…fth・phant・m　with・2・m－di・m・t・・d・fect・it・at・d

　　　in　various　positions．　The　defect　often　can　not　be　visualized　in　a

　　　certain　sections　because　of　the‘‘en－face”position，　however，　the　defect

　　　in　any　position　is　seen　in　either　transaxial，　fronta1，0r　sagittal　tomo’

　　　grams・
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Fig．4　7P　images　in　45－LAO　and　30－RAO　projections

　　　of　the－phantom　with　a　defect　placed　in　the　api－

　　　cal　region．　The　defect　which　can　not　be　seen

　　　in　the　tomograms　in　LAO　projection，　is　visuali－

　　　zed　in　those　in　RAO　projection．

Table　2　Detectability　in　the　study　with　cardiac

　　　　phantoms

Tomo－
graphy
SeCtiOn　　InferiOr

Site　of　thallium　defect

Septal　Anterior　Lateral　Apical

層像が再構成され，いずれの欠損も2つ以上の断

層像で描出が可能であった．

　3）欠損部と健常部とのコントラストについて

　Fig．1の方法にて，各断層面での欠損部と健常

部とのカウントの比（D／N比）を算川した．その

結果をFig．4に示す．破線は理想的なD／N比を

示しており，7PとSPECTのD／N比は最低値が

それぞれ0．44と0．38を示しており，SPECTの方

がわずかながら良好なコントラストが得られた．

さらには7Pの場合，本来欠損がないはずの断層

面でもD／N比が低値をとり，欠損が実際より深

さ方向に長く描出されていた．すなわち，7Pで

は真に欠損の存在する面より前方および後方の面

にも欠損像が波及する傾向があった．この傾向は，

特に解像力の低下する後方の断層面に強くみられ

た．他方SPECTでは，このイメージの波及の現

象はほとんどみられず，本来のD／N比に比較的

近い曲線が得られた．

7P・LAO

7P－RAO
SPECT－T
SPECT－F
SPECT－S

○

○
×
○
○

○

×

○
○
×

○

○

○
○
○

○

×

○

○
×

×

○

○

×
○

T：transaxial，　F：frontal，　S：sagittal

O＝detectable，×＝not　detectable
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Fig．5　Def㏄t－to－normal　wall　counts　ratio　in　each

　　　reconstructed　planes　of　both　tomographies．

　　　7P　indicates　slightly　lower　image　contrust　and

　　　considerable　forward　and　backward　propaga－

　　　tion　of　the　defect　into　some　r㏄onstructed

　　　planes　that　do　not　contain　it・

lV．考　　案

　RIを用いた断層シンチグラムは大別して2つ

に分けられる．ひとつは，検出器を水平に走査し

て体軸に平行な断層像を得る縦断断層法であり，

もうひとつは，被検者の周囲に検出器を置くか，

検出器を回転させて，体軸横断断層像を得る方法

である．7Pやrotaing　slanthole　collimatorは前者

に属し，multicrystal　cameraやrotating　camera

などは後者に属する．7Pはkirchら3｝により紹介

されて以来，201T1心筋断層像が簡便に得られ，

臨床的にも有用であるとされ，我々も同様の結果

を得た4・5）．他方，横断断層法も近年しだいに普

及し，CleonやTomoscannerを用いた201T1心筋

断層像の報告も散見されるようになった9“11）．さ

らにはGE社から回転型ガンマカメラが市販され，

それを用いた心筋断層像の利用も大いに期待され

るようになった16）．そこでまず，これら基本的に

異なる2種のRI断層法を比較検討し，その特徴

を十分に理解して利用する必要がある．

　我々のファントム実験では，7P，　SPECT共に

最小2cmの欠損の検出は可能であった．しか
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し，7Pは深部にゆくに従い著明に解像力が低下

するため，深部にある2cmの欠損の検出は困難

であった．また従来から用いられているLAO方

向からの7Pでは，心尖部の欠損が正面に位置す

るために描出されない場合もあり，新たにRAO

からのデータ収集が必要となった．このように，

限られた方向の断層面しか得られない7Pは，一

旦データを収集すればあらゆる方向からの断層面

の得られるSPECTよりも劣ると考えられた．

　さらには，7Pにおける欠損部と健常部とのカ

ウント比（D／N比）は，SPECTよりも悪く，イメー

ジが真に存在する面よりも前方および後方に波及

してしまう傾向を有することも示された．これは

7Pのイメージが，その断層面を必ずしも正確に

表わしていないことを意味している．再構成像の

精度の点では，SPECTが明らかに7Pに優って

いた．これは，SPECTが360°方向からのデータ

収集に対し，7Pはごく限られた方向からのデー

タ収集に基いているためと考えられる．williams

らは詳細なファントム実験から，7Pのイメージ

の波及の問題を検討しており17），Budingerらは

限られた方向からのデータ収集により再構成され

た断層像が，必然的に像のゆがみを伴う不安定な

ものであると述べている18）．さらには，7Pの場

合その再構成の過程で，特別な加重因子を加える

ことにより，意図的にドーナツ状のイメージにし

ようとする傾向があり19），本来の心筋像を忠実に

再構成していないことは明らかである．このよう

に現在の7Pには，限られた方向での再構成像で

ある問題点に加えて，ピンホール像であるための

問題点がある．すなわち，深さ方向の解像力の著

明な低下はピンホール像に由来するものであり，

辺縁での像のゆがみも再構成像でのアーチファク

トの原因となる．近すぎる心尖部の再構成像が信

頼できないのは，この点にもある．この点につい

て，外山らはコリメータの焦点や口径を変えるこ

とにより，深部方向の解像力の改善を試みてい

る20）．また近年みられるrotating　slant・hole　colli－

matorは，平行コリメータによるデータ収集であ

るから，ピンホール像に基づく欠点が除去され，

797

視野もかなり広くなり，その有用性が期待されて

いる6－－8）．縦断断層法は，このようなコリメータの

工夫等の種々の改善が加えられるべきだと思われ

る．しかし，その利点は7Pをはじめとする各種の

縦断層用コリメータが従来のガンマカメラに装着

可能であり，安価でかつ比較的短時間でデータ収

集が可能であり，従って比較的容易に断層像が得

られる点にある．このような7Pの魅力は捨てが

たく，今後も臨床に広く利用されるべき検査法と

思われる．ただ利用の際に，前述したような7Pの

問題点を十分に理解した上での使用が必要である．

　横断断層法は古くから試みられていたが21），十

分なイメージは得られなかった．近年，multi－

crystal方式9）やscannerio”ii）による201TI心筋断

層法が報告されるようになり，ようやく臨床的に

実用が可能となった．しかしながら，多断層面に

おいて十分なイメージを得るには撮像時間が長く，

ルチン検査にはまだ不向きな面も多いといえる．

我々の用いた回転型ガンマカメラは，201Tl心筋

断層法の場合，22分でカメラを一回転させデータ

収集することにより，心筋全体を含む多断層像を

3つの方向（横断，前額，矢状面）について得るこ

とができ12・13），1スライスあたりの計数は150～

200万カウントで，ファントム実験でも臨床例で

も，診断に足る十分なイメージを得ている．

　SPECTは本来広範囲のデータ収集だけに，7P

などの縦断断層法よりもデータ収集に時間を要す

ることはやむを得ないが，22分という撮像時間で

あれば，ルチン検査にも十分利用が可能である．

ファントム実験では7Pに比べ良いコントラスト

が得られ，7Pのように他の断層面への波及が少

なく，予測される断層像をより忠実に表わすこと

が示された．検出能は7Pと大差はなかったが，

深部方向での解像力の劣化を伴わないため，深部

病変の描出も十分期待できる．さらには，3方向

からの断層像が得られるため，一一つの断層像で欠

損が明らかでない場合も，他の断層像でそれを明

瞭にすることができる．データ収集に時間がかか

り，また特殊機器を必要とするとはいえ，断層像

としての安定性を考えると，機器および放射性医
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薬品の改良により，将来は横断断層法が三次元把

握の主流となると考えられる．

　なお，臨床例の検討は，別報で詳細に述べる予

定である．

V．結 語

　水中で201Tl心臓ファントム実験を施行し，同

転型ガンマカメラによるエミッションCT法
（SPECT）と7pinhole法（7P）と比較検討した．

　1）撮像時間は7Pでは10分と短かく，　SPECT

でも22分でともに実用範囲内であった．

　2）7P，　SPECTともに最小2cmの欠損像が描

出できたが，7Pでは深部に位置した2cmの欠損

は検出できなかった．

　3）7Pでは正面に位置した心尖部の欠損を描

出できなかったが，SPECTでは横断，前額，矢

状の3つの断層像が得られるため，いかなる位’置

の欠損もいずれかの断層面でとらえることができ，

有利であった．

　4）欠損部と健常部とのコントラストはSPECT

の方が7Pよりやや良く，7Pでは真に欠損のある

面から前方および後方にイメージが波及する現象

がみられた．SPECTは各断層面を忠実に再構成

していることが示された．

　本論文の一部は第20回日本核医学会総会（1980年群

馬）および第40同H本医学放射線学会（1981年福岡）に
て発表した．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S㎜mmary

Evaluation　of　Emission　Computed　Tomography　Using　a　Rotating

　　　　Gamma　Camera　for　Thallium－201　Myocardial　lmaging：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）Phantom　Study

Nagara　TAMAKI，　Takao　MuKAI，　Yoshiharu　YoNEKuRA，　Yasushi　lsHll，

　　　　　　Kazutaka　YAMAMoTo，　Kotaro　NINATo，　Toru　FuJITA　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kanji　ToRlzuKA

Depart〃ient　of　Radiology　and　Nuclear　Medicine，　Kvoto　University　Faeultγ　of　Medicine，　Kyoto

　　Single－photon　emission　computed　tomography

（SPECT）using　a　rotating　gamma　camera　for

thallium－201　myocardial　imaging　was　evaluated

employing　a　cardiac　phantom　in　comparison　with

sevenpinhole　tomography（7P）．　A　2　cm－diameter

defect　of　the　phantom　placed　in　a　water　tank　was

visualized　by　both　tomographic　techniques．　The

SPECT　providing　transaxial，　frontal，　and　sagittal

sections，　was　able　to　detect　the　defect　in　any

position　in　either　of　these　tomographic　sections，

while　7P　could　not　show　the　defect　situated　in

the　apical　or　deep　regions　of　the　phantom．　The

defect－to－normal　wall　count　ratio（D／N　ratio）in

each　image　was　determined　in　comparison　with

the　expected　activity　fbr　the　reconstructed　plane．

The　7P　provided　slightly　higher　D／N　ratio　in－

dicating　lower　image　contrast．　In　addition，　marked

image　propagation　forward　and　backward　was

observed，　which　implied　longitudinal　propagation

into　some　reconstructed　planes　which　did　not

contain　it．　On　the　other　hand，　the　SPECT　in－

dicated　high　image－contrast　without　image－

propagatlon．

　　Thus，　the　7P　being　simple　and　requiring　rather

short　time　for　data・collection　and　image－recon－

struction，　has　severe　quantitative　limitations．　On

the　other　hand，　the　SPECT　provided　high　spatial

resolution，　high　image－contrast，　and　accurately

reconstructed　images．　We　conclude　from　our

phantom　study　that　the　SPECT　constitutes　a

sensitive　and　reliable　method　to　demonstrate　a

perfusion　defect　of　the　myocardium　in　the　evalua－

tion　of　coronary　artery　disease．

　　Key　words：201TI　myocardial　imaging　emission

computed　tomography　rotating　gamma　camera
seven－pinhole　tomography　cardiac　phantom　study
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