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《原　著》

荷重逆投影法によるシングルフォトン

　　　　　ECT画像の雑音特性

村山　秀雄＊ 田中　栄一＊ 外山比南子＊＊

　要旨　荷重逆投影法によるシングルフォトンECT画像の統計的雑音を評価するための計算式を求めた．

単純な線源分布を仮定した数学的ファントムに対してこの計算式を適用し，再構成画像の雑音特性を分析し

た．統計的雑音の性質が，ガンマ線の減弱係数，被検体の大きさ，線源分布および再構成指数に依存し，ま

た，座標原点の位置により雑音特性が変化することを2次元雑音分布像で示した．計算機シミュレーション

によってボアッソン雑音を含む投影データを作成し，荷重逆投影法および他のいくつかの吸収補正法に対す

る再構成画像と，その2次元雑音分布像をそれぞれ鳥かん図で表示し，それらの画像の比較を行った．その

結果，荷重逆投影法が再構成画像の歪みおよび雑音の小さい吸収補正法であることが明らかとなった．

1．はじめに

　99mTc，1231，133Xe，201Tl等のガンマ線放出核

種を被検体に投与し，線源分布の3次元的情報を

得る技術として，横断断層型シングルフォトン

ECT（SPECT）は臨床で重要な役割を果たしつつ

ある．SPECTにおける画像再構成の方法はX線

CTと原理的には同じであるが，定量性の高い再

構成画像を得るには被検体内におけるガンマ線の

吸収補正をいかにして行うかが大きな問題であ
る1）．

　現在，広く用いられている吸収補正法はSoren－

sonの方法2）を基礎とする「前処理法」とChang3）

の「後処理法」である．前処理法では相対する方

向から測定した投影に算術平均4）または幾何平

均5）を行い，被検体の大きさに応じた吸収補正因

子を乗じてから重畳積分法で画像再構成をする．

後処理法では最初に未補正の画像を再構成してお

く．次に，各画素からあらゆる方向へのガンマ線
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の減衰率の平均値の逆数を計算して補正マトリッ

クスを作成し，これを未補正画像に乗じることで

吸収補正を行う．逐次近似補正法は減弱係数が不

均一の被検体に対しても適用できる吸収補正法と

して有力であり，多くの研究がなされている

が6・　7），この方法は一般に計算時間の長いのが欠

点である．Changの行ったように他の吸収補正法

と組み合わせて逐次近似補正法を補助的に利用す

るのが実用的である3）．

　一方，ガンマ線が均一吸収体中では指数関数的

に減衰することに着目して，Tretiakらは逆減衰

型ラドン変換を解析的に行う方法を見いだしてい

る8“’10）．最近，田中はTretiakらの方法を一般化

した荷重逆投影（WBP）法11・12）およびその変形で

あるRadial　post－correction（RPC）法13）を提案

し，これらの方法によって歪みの小さい良好な

SPECT画像を得た．

　一般に，SPECT画像はガンマ線の計数に基づ

く統計的変動の影響を受けるために雑音が著しい．

再構成画像の定量性が増すとともに，画像の統計

的雑音特性の向上が要求されてくる14）．田中は

WBP法による再構成画像の統計的雑音に関して

簡単な考察を行い，WBP法が良好な雑音特性を

もつSPECT画像を与えることを示した11）．本論

文では，WBP法およびRPC法による再構成画
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像の統計的雑音特性を，2次元雑音分布像を用い

てさらに詳細に分析し，他の吸収補正法とも比較

をすることによりこれらの雑音特性の特徴を明ら

かにした．

n・再構成画像の統計的雑音

WBP法の構成は，測定投影の規準化，変形重

畳積分および荷重逆投影の3段階より成ってい

る11）．Fig．1に示すように，ある任意の点ORを

原点（これを再構成原点と称する）とし，静止座標

系を（x，Y），回転座標系を（x，　y）で表わす．角度

θへの測定投影をpθ（x）とすれば，WBP法によっ

て得られる再構成画像において点Q（x，Y）の計

数濃度1（X，Y）が次式で与えられる．

　　　　　2．
　1（X，Y）＝ΣW（y）｛Pθ（x）F（x）exp（μL）｝

　　　　　e＝O
　　　　　　　　　祈9（x）／F（x）　　　　　　　（1）

ここにμは被検体中におけるガンマ線の減弱係数，

Lは被検体の輪郭のy座標，F（x）とg（x）はそれ

ぞれ補正関数および重畳フィルタ関数，W（y）は

逆投影の際の荷重関数である．記号＊はたたみ込

みを表わす．

　W（y）は再構成指数kに依存し，次式で与えら

れる．

Pθ（j＋1）＿

Pθ（j）一

Backprojection

・
－

proj　ection

Fig．1　Scheme　of　the　reconstruction　domain，　projec－

　　　tion　pθ（x）and　the　reconstruction　origin　OR　in

　　　a丘xed　coordinate　system（X，　Y）and　a　rotated

　　　coordinate　system（x，　y）．　Backprojection　is

　　　implemented　with　linear　interpolation　of　con－

　　　volved　projection　data．

　W（y）＝exp（kμy）／cosh｛（k十1）μy）｝　　（2）

再構成指数kは通常，0≦k≦1の範囲で使用する．

また，F（x）と9（x）は文献12）において与えられて

いる．

　現実の画像再構成では，投影データpθ（x）と重

畳フィルタ関数g（X）がX軸上で離散的に与えら

れている．それぞれの標本値をpθ（i），g（i）と表わ

せば，通常は逆投影の際に線型補間が行われるた

め，（1）式は次式に変換される．

　　　　　2x　I（X，Y）一ΣW（y）｛fθjqe（j）＋（1－fθ』）qθ（j＋1）｝

　　　　　θ＝O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

ただし，jはQ（X，　Y）の回転座標系におけるx座

標の近接標本値，qθ（j）はX－jにおける変形重畳

積分値であり，次式で与えられる．

　qθ（j）－F－1（j）Σ9（j－i）pe（i）F（i）exp（μL）（4）

　　　　　　　i
また，fθ」は線型補間によってqθ（j）に乗じられる

因子である．

1（X，Y）の標準偏差雑音σ（X，　Y）は次式で与え

られる．

　　　　　　7．
　σ（X，Y）一〔ΣW2（y）［fθJ2　Var｛q・（j）｝

　　　　　　e＝o
　　　　＋（1　一　fθJ）2Var｛qθ（j＋1）｝一ト2fθJ（1－fθ」）

　　　　×cov｛qθ（j），　qθ（j＋1）｝］〕1／2　　　　　（5）

ただし，Var｛qθ（j）｝はqθ（j）の分散であり，　cov

｛qe（j），　qe（j＋1）｝はqθ（j）とqθ（j＋1）の共分散であ

る．投影データの標本pθ（i）がそれぞれ独立であ

り，ボアッソン分布に従うと考えて良いことから，

これらはおのおの次式で表わすことができる．

Var｛qθ（j）｝＝F－2（j）Σ92（j－i）Pθ（i）F2（i）

　　　　　　　　　
　　　　　×exp（2μ］L）　　　　　　　　　　　　　　（6）

cov｛qθ（j），　qθ（j＋1）｝＝F　1（j）F－1（j＋1）Σ9（j－i）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
　　　g（j十1－i）pθ（i）F2（i）exp（2μL）　　　（7）

　一方，再構成指数k－0の場合のWBP法を変

形することによって導かれたRPC法13）では，荷

重逆投影の代わりに一定荷重の通常の逆投影がな

され，その後に座標原点ORからの距離R＝（X2

十Y2）112によって決まる補正マトリクスH（μR）

Presented by Medical*Online



荷重逆投影法によるシングルフォトンECT画像の雑音特性

で除する．このとき，H（μR）は被検体に依存し

ない関数である．したがって，RPC法によって

得られる再構成画像の点Q（X，Y）における計数

濃度1（X，Y）は次式で与えられる．

　　　　　　　　　2n
I（X，Y）＝：〔H（pt　R）〕－1Σ｛pe（x）exp（μL）F（x）｝

　　　　　　　　　e＝o
　　　　＊9（x）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

ここに，H（μR）は次式で表わされる．

H（μR）一÷∫；F（R…θ）…h（μR・i・θ）dθ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

RPC法はWBP法に比べて計算が簡単なため，

画像再構成時間を短縮できることが利点である．

　WBP法の場合と同様に，標本化した投影デー

タpθ（i）および重畳フィルタ関数g（i）を用いれば，

点Q（x，Y）における1（x，　Y）の標準偏差雑音

σ（X，Y）は次式で与えられる．

309

　　　　　　　　　　2x
σ（X，Y）一［H（μR）］『1〔Σ［fθJ2　Var｛qθ（j）｝

　　　　　　　　　θ＝　o

　　　＋（1－fej）2　Var｛qe（j＋1）｝＋2fθj（1　一　feJ）

　　　×cov｛qθ（j），　qθ（j＋1）｝］〕1／2　　　　　（10）

　その他の吸収補正法についても，（5）式や（10）

式と同様にして雑音の計算式を容易に導出できる．

その結果を逐一ここに示すことは省略するが，算

術平均型前処理法，Changの後処理法および逆吸

収型ラドン変換法に対するそれぞれの標準偏差雑

音σ（X，Y）の計算式が得られた．以後に本論文中

で鳥かん図表示される2次元雑音分布像は，これ

らの計算式を用いて作成された．また，各画素に

おける標準偏差雑音の値を単に雑音値と称する．

III．2次元雑音分布像

　本論文中の鳥かん図表示は，すべて64×64

（－4096）画素数の正方形画面に内接する円形画面

内で表示され，4：2：1の荷重9点スムージング

WBP，k＝O

B1
（7x）

B2
（7x）

2。・mφ（」．s。0．15・㎡1）

B3
（7x）

　　Al　　　　　　　　　　　A2　　　　　　　　　　　A3

Fig．2　Reconstructed　images　excluding　statistjcal　noise（A1，A2，　A3）and　the　correspond・

　　　ing　statistical　noise　images（B1，　B2，　B3）．　The　WBP　method　with　k＝O　was　used

　　　for　all　the　images．　Each　phantom　has　a　circular　attenuation　region　of　20　cm　in

　　　diameter　with　the　attenuation　coe缶cient　of　O．15cm－1．　Radioactivities　of　AI　and

　　　A3　are　uniformly　distributed　in　circular　regions　of　15　cm　and　20　cm，　resp㏄tively．

　　　Radioactive　distribution　of　A3　is　obtained　by　adding　those　of　Al　and　A2．
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が行われている．画像再構成においては，画素の

辺の長さ（0．625cm）に等しい標本間隔で投影デー

タの標本化を行い，5．625°間隔ごとに64個の投

影データの組を計算機シミュレーションで作成し

た．

　Figure　2はガンマ線の減弱係数μ＝0．15　cm－1，

直径20cmの吸収体に対して，　k－0のWBP法

を適用し，線源が異なる分布をしている場合の雑

音特性を比較した例である．画像の断面を表示す

るために，画面の4分の1を0の値に置換した．

A1～A3は統計雑音を含まない場合の再構成画像

であり，A1は直径15cmの円形線源，　A　2は内

径15cm，外径20　cmの円環状線源，　A　3は直径

20cmの円形線源が分布している．それぞれに対

応する2次元雑音分布像をB1～B3に示した．

　A3の線源分布はAlとA2の線源分布を加え

たものに等しいが，このとき，B3の各画素にお

ける雑音値の2乗が，B1とB2の同一画素におけ

る雑音値の2乗和に等しくなる．たとえば，これ

らの再構成画像の平均計数値が3，900counts／pixel

の場合，2次元雑音分布像B1，　B2，　B3の最高値は

それぞれ吸収体の中央において，478，353および

594counts／pixelである．一方，この場合の投影

データの総計数値は，Alが1．16×106，　A2が

1・46×106であり，その大小関係は最高雑音値の

場合と逆転している．一般に，同一線源分布であ

れば，各画素の雑音値は総計数値の平方根に比例

するが，以上の例のように，最高雑音値は線源分

布に大きく依存することがわかる．

　ガンマ線の減弱係数が異なる場合の統計雑音を

含まない再構成画像をFig．3のAl～A3に示す．

これらは，すべてFig．2と同様にk＝oのWBP

法による．ファントムは楕円形吸収体（30cm×

24cm）で，その中心より長軸に沿って6cm離れ

たところに直径9cmのコールド・スポットをも

つ線源分布を仮定した．減弱係数μの値はA1，

A2，　A3においてそれぞれ0．1，0．125，0．15cm－1

である．これらに対応する2次元雑音分布像を

P・o．1c㎡1

WBP，k＝0

B1 （5x）

P・・　O．125・㎡1

WBP，kニ0

B2 （5x）

　　30cm　x　24　cm（cold　spot：9cmφ）

P．O．15・m－1　　戸・0．15・㎡1

WBP，k＝O　　　　　　RPC

鐵　　B3
（5x） B4 （5x）

A1

Fig．3

　　　　　　　A2　　　　　　　　　　　A3　　　　　　　　　　　A4

Reconstructed　images　excluding　statistical　noise（A1－A4）and　the　corresponding

statistical　noise　images（B1－B4）with　various　attenuation　coe缶cients，　pt．　The　uni・

form　elliptical　phantom（30　cm×24　cm）has　a　cold　spot　of　g　cm　in　diameter

centered　at　a　6　cm　distance　from　the　center　along　the　long　axis．　The　images　A　1，

A2　and　A3　were　reconstructed　by　the　WBP　method　with　k＝＝O，　while　A4　was　ob－

tained　by　using　the　RPC　method．
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Bl～B3に示した．

　Al～A3における線源の平均計数値が3，900

counts／pixelの場合を例にとると，　Bl～B3から得

られるそれぞれの最高雑音値は475，615，800

counts／pixe1であった．このように，減弱係数が

増加すると最高雑音値は急激に大きくなるが，吸

収体周辺ではむしろ雑音が小さくなる．Bl～B3

のいずれについても，コールド・スポット領域の

雑音値は線源の存在する場合に比べて約10％小

さいだけに過ぎない．これはコールド・スポット

内の雑音特性が，周囲の線源による雑音の伝播に

よってほとんど決定づけられてしまうことを示し

ている．

　Figure　3の再構成画像A4は，　A3と同じファ

ントムおよび減弱係数に対してRPC法を適用し

て得られたものであり，B4はその2次元雑音分

布像である．B4がB3とほとんど同じ分布を示す

ことから，RPC法とk＝0のWBP法は再構成画

像のみならず，その雑音特性に対しても同等であ

311

るとみなせる．

　なお，Fig．3の画像は被検体の大きさが異なる

場合の例としても利用できる．たとえば，減弱係

i数の値がすべてμ＝0．15cm－1と仮定すれば，　A1

とA2における楕円形吸収体の長軸×短軸はそれ

ぞれ20×16および25×20cm2となる．

　WBP法における再構成指数の値kの選択は，再

構成画像に生じる歪の大きさのみならず，雑音特

性にも影響するので重要である．Fig．4の下段に

示した3つの統計雑音を含まない再構成画像は，

A1がk＝1のWBP法，　A2がk＝0．25のWBP法，

A3がRPC法（すなわちk－0のWBP法）を同一

のファントムに適用して得たものである．ファン

トムは直径30cmの円形断面をもつ吸収体（μ一

〇．15cm－1）であり，その中心より7．5　cm離れた

所に直径10cmの一様円形線源があると仮定した．

Fig．4の再構…成原点はすべて吸収体中心に設定し

た．

　Figure　4の上段に示した3っの画像B1，　B2，　B3

WBP，k＝1．0 WBP．k＝0．25 RPC

30cmφ（P。O．IScthi）

＋10cmφ（activity）

Fig．4

Bl （7x） B2 （7x）

鍵罫㌣
　≡’≡’－s葦ミ
ξ≡多一こ1釜誓誓≡≦誓誓一
　　B3　　　　（7x）

　　　　　AI　　　　　　　　　　A2

Reconstructed　images　excluding　statistical　noise（A1，A2，　A3）and　the　correspond－

ing　statistical　noise　images（B1，　B2，　B3）with　various　reconstruction　indices，　k．

Each　phantom　comprises　a　circular　attenuation　region　of　30　cm　in　diameter　with

the　attenuation　coefHcient　of　O．15cm－1，　and　radioactivity　uniformly　distributed

in　a　circular　region　of　10cm　centered　at　a　distance　of　7．5　cm　from　the　center．

The　r㏄onstruction　origin　is　taken　at　the　center．　The　images　Al　and　A2　were

reconstructed　by　the　WBP　method　with　k＝1　and　k＝0．25，　respectively，　while

A3　was　obtained　by　using　the　RPC　method．

　　　　　香　≡。一垂「ミ・＿
　　　　　　　　’　　　げ　N　　　

嚢竃轡
＿　　　　　　一≡）

＿
　　＿　　＿　　窮≡＝一

一　　≡≡≡一三

　　A3
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は，それぞれA1，　A2，　A3に対する2次元雑音分

布像である．図のように，線源が吸収体中心より

離れて分布するようになると，最大雑音値を与え

る点が吸収体中心より離れて，線源分布の中心の

方へ近づく傾向がある．このとき，再構成指数k

の値の小さい方が最大雑音値は小さく，2次元雑

音分布の半値幅は大きくなる．

　なお，Fig．4の2次元雑音分布像には，最大

ピーク以外にもいくつかの小さいピークがみられ

る．これらのピークは（5）式や（10）式中の共分散

項に起因しており，その発生する場所は画素と投

影方向との幾何学的関係や，投影データの標本化，

30・mφ（μ．O．15、th1）

＋10　cmφ（activity）

WBP，k＝1．0

嬰
例鍵羅

WBP，k＝O．25

B2 （7x）

轟撫
一＝三

RPC

B3

A1 A2

（7x）

A3
Fig．5　The　same　images　as　in　Fig．4except　that　the　r㏄onstruction　orlgm　is　taken　at

　　　the　middle　point　between　the　center　of　the　attenuating　object　and　the　center　of

　　　the　radioactive　di3tribution．

WBP．k＝1．0 WBP．k＝O．25 RPC

30、m¢（P．O．15・㎡）

＋10　cmφ（activity）

⑫ Bl

璽

（7x） B2 （7x） B3

gtt，fS・／／1、

　1’

（7x）

　　　　　　　　　Al　　　　　　　　　　　A2　　　　　　　　　　　A3

Fig．6　The　same　images　an　in　Fig．4expect　that　the　reconstruction　origin　is　taken　at

　　　the　center　of　the　radioactive　distribution．
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荷重逆投影法によるシングルフォトンECT画像の雑音特性

角度の標本化等に依存している．

　WBP法もしくはRPC法の大きな特徴の1っ

は，再構成原点ORの位置を画面上の任意の点に

設定できることであり，点ORを適当な位置に移

動させることにより，再構成画像の画像歪や雑音

を小さくできる可能性がある．Fig．5の再構成画

像（A1，　A2，　A3）およびそれぞれに対応する2次元

雑音分布像（B1，　B2，　B3）は，　Fig．4と同じファン

トムを用いて得たものであり，Fig．4と同じ番号

A1～A3の画像は，それぞれ同一の再構成指数の

313

WBP法もしくはRPC法を適用した．ただし，

Fig．5ではすべての再構成原点を吸収体中心から

線源分布中心に向けて3．75cm移動させた．　Fig．

5の2次元雑音分布像（Bl，　B2，　B3）とFig．4の

同一番号の分布像を比較すると，再構成指数kの

値が大きい場合は最高雑音値が小さくなっており，

kの値が小さい場合は2次元雑音分布の半値幅が

縮小していることがわかる．このように，いずれ

のkの値に対してもFig．5における再構成画像

の雑音特性はFig．4の場合より改善されている．

（
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Fig．7　Root　mean　square　noise　of　the　same　phantom　as　in　Fig．4－Fig．6at　typical

　　　points　P1，　P2，　P3　and　P4　for　various　position　of　reconstruction　origin　in　the

　　　RPC　method．　Average　event　density　in　the　radioactive　region　is　3，900　counts／

　　　pixel，　and　the　total　number　of　counts　in　the　projection　data　is　1．2×106．
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314 核医学　　22巻3号（1985）

　Figure　6では，　Fig．5における再構成原点OR

をさらに移動させて，線源分布の中心に設定した

場合の例を示した．Fig．6とFig．　5の対応する2

次元雑音分布像（B1，　B2，　B3）を比較すると，いず

れの再構成指数kの値の場合も2次元雑音分布の

裾の拡がりは大差なく，最高雑音値が大きくなっ

ている．したがって，Fig．6における再構成画像

の雑音特性はFig．5の場合よりも劣化すること

がわかる．

　次に，再構成画像中の定められた点における雑

音の大きさが，再構成原点ORの位置とともに変

化する様子を分析する．Fig．7では，　Fig．4～Fig．

5における画像中から番号A3およびB3のRPC

法を例にとり，画像上の典型的な4点（P1～P4）

における雑音の大きさをグラフに表わした．これ

らの点は1軸上にあり，P1～P4のt座標はそれぞ

れ1＝－7．5cm，1＝Ocm，1＝・3．75　cm，　t＝7．5　cm

である．Fig．7の雑音値（標準偏差値）は，ファ

ントム中の円形線源の平均計数値を3，900counts／

pixel，総計数を1．2×106と仮定して算出したもの

である．

　Figure　7には，再構成原点ORの移動に伴う最

高雑音値の変化も破線で示してある．この図より，

最高雑音値の最小値は再構成原点の位置1－3～4

cm付近で得られることがわかる．また，再構成

原点の位置を右に移動するほど点P1とP2におけ

WBP．k＝0．5 Pre　一　correc　t　ion

ロ

　

　
　
　
　
　
　
ラ

Bl

Al

Fig．8

Post＿correction

繧灘麟…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　x）　　　C3　　　　　　（5x）

B2

Inverse　attenuated

Radon　transform

　　　　　C4　　　　　（α6x）

B3

　　　　　　A2　　　　　　　　　　A3　　　　　　　　　　A4

R㏄onstructed　images　excluding　statistical　Iloise（A1－A4）and　including　the

noise（B1－B4），　and　the　corresponding　statistical　noise　images（C1一α）with　vari・

ous　attenuation　correction　methodS．　Each　phantom　is　a皿iform　circular　disc　of

20　cm　in　diameter　with　the　attenuation　coeMcient　of　O．15cm－1．’lhe　total　number

　　　　　　　　　　　■of　counts　is　5×105．　The　images　A1－A4（or　B　1－B4）are　reconstructed　by　the　WBP

metllod　with　k＝＝O．5，　the　pr㏄oπ㏄tion　metllod　with　arit㎞etic　means　of　op・

posing　pr（）jections　the　post－correction　method　with　a　correction　matrix，　and　the

inverse　attenuated　Radon　transform　method，　respectively．
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荷重逆投影法によるシングルフォトンECT画像の雑音特性

る雑音は小さくなり，2次元雑音分布の裾は縮小

するが，1＝5cm付近を越えて再構成原点を右に

移動しても，その効果は小さいことがわかる．以

上の考察により，Fig．5の画像B3に示された2

次元雑音分布像は，再構成原点の選択に関して最

適化をはかった場合の雑音特性を近似的に表現し

ているものとみなせる．

IV・各種吸収補正法との比較

　ここでは，現在比較的よく使われている算術平

均型前処理法4）とChangの後処理法3）を取り上

げ，WBP法との比較を行う．また，逆吸収型ラ

ドン変換法10）や逐次近似法6，15）とも比較して，

WBP法による再構成画像の雑音特性を特徴づけ

る，
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　減弱係数μ一〇．15cm－1，直径20　cmの円形吸収

体内に一様な線源分布をしたファントムを仮定し，

これに異なる吸収補正法を適用して得た統計雑音

のない再構成画像をFig．8のA1～A4に示した．

A1は吸収体中心を再構成原点としたk－0．5の

WBP法，　A2は算術平均型前処理法，　A3は

Changの後処理法，　A4は逆吸収型ラドン変換法

である．重畳フィルタ関数には，すべてShePP－

Loganフィルタ16）を用いた．図のように，統計

的雑音を含まなければ，後処理法を除く他の3つ

の方法による再構成画像は，すべて歪みが小さい．

　Figure　8の中段には，統計的雑音を含む4つの

再構成画像（B1～B4）を示した．これらは投影デ

ー タの総計数が5×105の場合であり，　ボアッソ

ン雑音を含む同一の投影データから得られた画像

WBP，k＝0．5
　0R（3cm・0）

WBP．k＝　O．5
　　0R（Ocm・0）

5x10　counts　，

Pre＿correction

30，mφ（P・O．15・㎡1）

Post＿corredion

　≡

幻口81 B2 （7x）

欝
σ

馨
華
藝　

酵
田

　　
華

≡
羅曇i謹霧

x）　　　　B4　　　　　　（7x）

鞍 　　ロコロ羅
購

A1

Fig．9

　　　　　　　A2　　　　　　　　　　　A3　　　　　　　　　　　A4

Reconstructed　images　including　statistical　noise（A1－A4）and　the　correspond－

ing　statistical　noise　images（B1－B4）with　various　attenuation　correction　methods．

Each　phantom　comprises　a　circular　attenuation　region　of　30　cm　in　diameter　with

the　attenuation　coeMcient　of　O．15cm－1，　and　radioactivity　unifbrmly　distributed

in　a　10　cm　diameter　circular　region　at　a　7．5　cm　diameter　from　the　center　and　in

a2cm　wide　annular　region　of　30　cm　in　outer　diameter　with　O．25　times　event

density　of　the　circular　region．　The　totahumber　of　counts　is　5×105．　The　images

A1，A2，　A3　and　A4　are　reconstructed　by　the　WBP　method　with　k＝0．5　and　recon・

struction　origin　taken　at　the　offLcentered　point　by　3　cm　from　the　center，　the　WBP

method　with　k＝0．5　and　reconstruction　origin　taken　at　the　center，　the　precorrec－

tion　method　and　the　post・correction　method，　respectively．
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である．B1およびB2における線源の平均計数値

は1，700counts／pixelであった．　B4の画像は吸収

体中心より遠ざかるほど雑音の増強が著しく，逆

吸収型ラドン変換法が他の3っの方法に比べて極

端に雑音特性の劣ることがわかる．また，3つの

画像B1，　B2，　B3の吸収体周辺における雑音の大

きさを目測で比較すると，WBP法，後処理法，

前処理法の順に雑音の増すことが推察できる．

B1～B4に対応する2次元雑音分布像をCl～C4

に示した．これらの計数値スケールはC1～C3が

中段の画像の5倍，C4が0．6倍で表示されてい

る．

　各種吸収補正法の雑音特性に関するおおよその

知見は，B1～B4を目測で比較することによって

得られたが，この知見の正しいことは，2次元分

布像C1～C4による定量的な雑音値の比較から明

確に裏づけることができる．C1～C4の画面中央

における雑音値はWBP法，後処理法および逆吸

収型ラドン変換法のすべてが同一の値を示し，

317counts／pixelであったが，前処理法ではこの

値の70％にあたる223counts／pixelであった．

このように，前処理法の場合は吸収体中心の雑音

値が他の3つの方法より小さくなるが，B2の画

面中央における点線源の感度は70％であり，残

30・m¢（P・・O．15・㎡1）・15・mφ（・・ti・ity）

　　55x10
counts

WBP，k＝O．5
　　0R（Ocm．0）

灘

WBP．k＝0．5
　　0R（4cm・，　O）

Ite　ratiVe　teaSt　SquareS

　　　（　15　iterations　）

Bl B2

嬢．

婁難誓＝墓嚢麺A、∵霧
墓誓箋妄∴1 轡嚢墨嚢蓑乙べ1さヨ

曇i≡誓誓誓霧
　一一＝調＝嚢

B3

　　　AI　　　　　　　　　　　A2　　　　　　　　　　　A3

Fig．10　Reconstructed　images　excluding　statistical　noise（A1，　A2，　A3）and　including　the

　　　　noise（B1，　B2，　B3）with　various　attenuation　correction　methods．　Each　phantom

　　　comprises　a　circular　attenuation　region　of　30　cm　in　diameter　with　the　attenuation

　　　　coe伍cient　of　O．15　cm－1，　and　radioactivity　uniformly　distributed　in　a　15cm

　　　　diameter　circular　region　centered　at　a　7．5　cm　distance　from　the　center．　The　total

　　　　number　of　counts　is　5×105．　The　images　A1－A3（or　B　l－B3）are　reconstructed　by

　　　　the　WBP　method　with　k＝0．5　and　reconstruction　origin　taken　at　the　center，　the

　　　　WBP　method　with　k＝0．5　and　r㏄onstruction　origin　taken　at　the　ofFcentered

　　　　point　by　4　cm　from　the　center，　and　the　iterative　least　squares　method　with　15

　　　　iterations，　respectively．
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りの30％は周囲の線源分布より与えられている

ことが，点線源の再構成画像によりわかる．した

がって，信号対雑音比で比較すれば，4つの画像

Bl～B4の画面中央における値はすべて等しい．

　次に，減弱係数μ＝0．15cm－1，直径30　cmの円

形吸収体内に，その中心より7．5cm離れて位置

する濃度1のホット・スポット（直径10cm）と，

濃度0．25の円環線源（内径26cm，外径30　cm）が

分布するファントムを例に取り上げ，総計数を

5×105と仮定して再構成した結果をFig．9のA1

～A4に示す．　A　1とA2はともにk＝0．5のWBP

法が使われているが，A1は再構成原点を吸収体

中心からホット・スポット寄りに3cm移動した

場合，A2は移動しない場合である．これらの画

像中のホット・スポットに対する平均計数値は

5，700counts／pixe1であった．前処理法による画

像A3では，ホット・スポットの計数値が吸収体

中心に近づくほど低下している．この画像歪は，

点線源に対する感度が吸収体中心に近づくほど低

下する前処理法の特徴を表わしている．一方，後

処理法による画像A4では，　A3の場合と逆に吸

収体中心付近の計数値が増大する．この画像歪は

Fig．8のA3にみられた画像歪と同様に，補正マ

トリックスを使用する後処理法に特有のものであ

る．

　A1～A4に対するそれぞれの2次元雑音分布像

をB1～B4に示した．その計数濃度スケールは下

段の画像の7倍で表示されている．B1とB2を比

べると，最高雑音値はそれぞれ567および590

counts／pixe1であり大差はないが，分布の半値幅

は前者の方が後者より小さい．したがって，Fig．

5の場合と同様に，再構城原点を吸収体中心から

移動した方が雑音特性は良い．

　終わりに，参考として最急降下法に基づく最小

2乗逐次近似補正法6，15）とWBP法を比較する．

ファントムには減弱係数μ一〇．15cm－1，直径3S

cmの円形吸収体内に，直径15cmの円形ホッ

ト・スポットが内接しているものを用い，総計数

を5×105と仮定した．Fig．10はその再構…成画像

であり，統計雑音を含まない画像（Al～A3）と，
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含む画像（B1～B3）をともに示した．　A1とA2

（B1とB2）はともにk・・O．5のWBP法が使われ

ているが，Al（B1）は再構成原点を吸収体中心と

した場合，A2（B2）は吸収体中心からホット・ス

ポット寄りに4cm移動した場合である．　A3（B3）

は逐次近似法によるものであり，0値の初期画像

に対して15回の逐次近似を行った．ホット・ス

ポットの平均計数値は2，700counts／pixelであっ

た．

　これらの画像を比較すると，再構成画像を吸収

体中心より移動したWBP法は，逐次近似法に劣

らず画像歪が小さい．また，雑音特性についても

両者の優劣は判定をつけにくい．

V．結　　論

WBP法およびRPC法を用いた再構成画像の

統計的雑音を評価する計算式を導出し，2次元雑

音分布像を鳥かん図表示して再構成画像の雑音特

性を分析する方式を提案した．また，算術平均型

前処理法，Changの後処理法，逆吸収型ラドン変

換法に関しても，2次元雑音分布像が作成できる

ことを示した．

　計算機シミュレーションによって得た投影デー

タに異なる吸収補正法を適用して，それぞれの再

構成画像および2次元雑音分布像を求めた．これ

らの画像の比較により，WBP法およびRPC法は

再構成画像の歪みが小さく，雑音特性の良い吸収

補正法であることを示した．

　SPECTの画像に関する統計的雑音特性は，ガ

ンマ線の減弱係数，被検体の大きさ，線源分布等

に依存することを2次元雑音分布像により示した．

WBP法とRPC法では，雑音特性が再構成原点

の位置にも大きく依存する．これは他の吸収補正

法とまったく異なる点であり，利用者側の自由度

が1つ増したことを意味する．本論文では，簡単な

数学的ファントムに対して再構成画像の2次元雑

音分布像を分析した．その結果として一般に，吸

収体中心と線源分布の中心が離れている場合には，

再構成原点を吸収体中心から適当な位置に移動す

れば，画像の雑音特性が改善できることを示した．
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　WBP法では，さらに再構成指数kの値を選択

する自由度がある．一般に，kの値が大きいと雑

音の伝播は小さくなり，2次元雑音分布の裾の拡

がりは縮小するが，再構成画像の歪みは大きくな

る傾向にある．そこで，このような場合にも再構

成原点の最適化を行えば，雑音特性を良好にする

とともに，画像歪も小さくすることができること

を示した．

　臨床応用においては，種々の線源分布をもつ被

検体が存在するが，それぞれの最適な再構成画像

を得る上でも，2次元雑音分布像による雑音特性

の分析は有力な手段となるであろう．また，再構

成画像に対する平滑化等の画像処理については，

その雑音特性に適したフィルタの設計が望まれる

が，この場合にも2次元雑音分布像は有力な参考

資料を提供するであろう．

　稿を終わるにあたり，有力なご助言を頂いた放射線医

学総合研究所物理研究部　野原功全，富谷武浩および山

本幹男主任研究官に深く感謝致します．また，計算機の
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Summary

Statistica1　Noise　with　the　Weighted　Backprojection　Method　for

　　　　　　　Single　Photon　Emission　Computed　Tomography

Hideo　MuRAYAMA＊，　Eiichi　TANAKA＊and　Hinako　ToYAMA＊＊

＊Division　of　Phyぷ∫C5，～Vational　lnstitute　of　Radiological　Sc彪〃ces，α∫加

　　　　　　　　＊＊TokγOルfe〃oρ0㌦〃Geriatric　Hospital，　TokγO

　　The　weighted　backpr（）jection（WBP）method

and　the　radial　post－correction（RPC）method　were

compared　with　other　several　attenuation　correction

methods　for　single　photon　emission　computed

tomography　by　computer　simulation．　These　meth－

ods　are　the　pre－correction　method　with　arithmetic

means　of　oPPosing　Pr（）jections，　the　post－correction

method　with　a　correction　matrix，　and　the　inverse

attenuated　Randon　transfbrm　method．　Statistical

mean　square　noise　in　a　reconstructed　image　was

f（）rmulated，　and　was　displayed　two－dimensionally

fbr　typical　simulated　phantoms．

　　The　noise　image　fbr　the　WBP　method　was　de－

pendent　on　several　parameters，　namely，　size　of　an

attenuating　obj㏄t，　distribution　of　activity，　the

attenuation　coefHcient，　and　choise　of　the　recon－

struction　index，　k　and　position　of　the　reconstruc－

tion　origin．　The　noise　image　for　the　WBP　method

with　k＝O　was　almost　the　same　fbr　the　RPC

method．　It　has　been　shown　that　position　of　the

reconstruction　origin　has　to　be　chosen　apPropri－

ately　in　order　to　improve　the　noise　properties　of

the　reconstructed　image　for　the　WBP　method　as

well　as　the　RPC　method．

　　Comparision　of　the　different　attenuation　correc－

tion　methods　accomplished　by　using　both　the

reconstructed　images　and　the　statistical　noise

images　with　the　same　mathematical　phantom　and

convolving　function　concluded　that　the　WBP

method　and　the　RPC　method　were　more　amenable

to　any　radioisotope　distributions　than　the　other

methods，　and　had　the　advantage　of　flexibility　to

improve　image　noise　of　any　local　positions．

　　Key　words：Single　photon　emission　computed

tomography，　Attenuation　correction，　Statistical

noise　in　SPECT　images，　Computer　simulation，

Weighted　backprojection．
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