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《原　著》

POSITOLOGICA－IIを用いた全身スキャン方式の
　　　　　　　　　　開発とその性能評価

遠藤　真広＊　松本　　徹＊

山崎統四郎＊　舘野　之男＊

飯沼　　武＊　篠遠　　仁＊

大串　　明＊＊　熊本三矢戒＊＊

　要旨　多段円形リング型の全身用ポジトロンCT装置POSITOLOGICA－IIを用い，通常のサンプリン

グに寝台天板の移動を組合わせてポジトロン核種の全身スキャンを行う方式を開発した．本方式をシンチ

レーションカメラによる測定と比較したところ，感度は劣るが空間分解能において格段に優れていることが

わかった．また，本方式の空間分解能は理論的な予測とほぼ一致した．本方式により，トレーサーの生体内

挙動についておおよその情報を得ることができ，新しい薬剤を開発した場合などに有効と考えられる．

1．はじめに

　ポジトロンCTで新しい薬剤を開発した場合な

ど，投与した核種の全身分布を計測し，トレー

サーの生体内挙動についてのおおよその情報を得

たいことがある．ポジトロンCT装置による全身

スキャンは，以前に対向型の装置や1・2）六角形配

列型の装置（ECAT）3）で行われていたが，最近の

多段円形リング型の装置で行われているという報

告はない．これは一つには，このような装置のサ

ンプリング方式が全身スキャンには適していない

と考えられていたためであろう．

　このため，ポジトロン核種の全身スキャンは，

シンチレーションカメラにより収得されているの

が現状である4）．しかし，シンチレーションカメ

ラの画像は，コリメータの不備（1－131やGa－67

用のものが代用される）や，カメラそのものが

511keVのγ線に対して最適でないため，きわめ

て低品質のものである．
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　われわれは，多段円形リング型の全身用ポジト

ロンCT装置POSITOLOGICA－II5）を用い，通

常のサンプリングに寝台天板の移動を組合わせて

全身スキャンを行う方式を開発した．また，全身

スキャン装置としての性能を調べ，シンチレーシ

ョンカメラと比較した．われわれの開発した方式

の概要と測定により得られた知見について報告す

る．

n．走査方式と仕様

　POSITOLOICA－IIは3段の検出器リングを持

ち各リングは160個のBGOの検出器からなる．

これらの検出器はリング上に不均等な間隔で配列

され，連続回転することで均一なサンプリング密

度を達成している．

　横断像収得の際，中心からの距離tについての

サンプリングの点数は254，間隔は2mmである．

回転角度θについてのサンプリングは180°を128

方向に分割している．したがって，収集される

データのマトリックス・サイズはリングあたり

t×θ＝254×128である．

　全身スキャンでは，横断像収得と同じ測定を行

い，得られたデータをt方向に圧縮する．すなわ

ち，上記のマトリックスをt方向に3つずつ加え

合わせ，t×θ＝84×128とする．この際，両端の
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点は使用しない．圧縮により，tのサンプリング

間隔は6mmとなる．

　次に全身スキャンの際の体軸方向zのサンプリ

ングについて述べる．体軸方向のサンプリングは，

3つのリングによるサンプリングと寝台天板の移

動を組合わせて行う．Fig．1は検出器の位置，天

板の移動量と体軸方向のサンプリング位置の関係

を示したものである．実際には天板が移動するの

であるが，便宜上，Fig．1では検出器リングの移

動として示してある．

　Figure　lは全身スキャンのモードで取り得る4

つのサンプリング間隔（ピッチ）を示している．

検出器のz方向の幅は24mm，隣り合う検出器

の端から端の距離は12mmであるため，検出器

の中心間隔は36mmである．　Fig．　l　a）は，これ

を6等分する位置でそれぞれ測定を行うことを示

している．Fig．1b），　c）は中心間隔を3等分，2等

分した位置で行う．Fig．1d）では，検出器間を

補間する位置での測定は行わない．以上より，

Fig．1に示した4つの天板移動方式の体軸方向の

サンプリングヒ゜ッチ（Pと略記）はそれぞれ6，12，

18，36mmとなる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　da

二L⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥」＿LL＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿L＿

品　　　　　：：＝：一『一＝：＝＿．＿一＿＿

1

　　　　　　　　　　　　　　d）P　36m凧

　　　　　　　　　　　1ゴ「口　　3

　「

Fig．1　Sampling　along　axial　direction　with　scannography．　Three　detector　rings　of

　　　POSITOLOGICA－II　are　shown　by　the　rectangles　1，2and　3．　These　figures　show

　　　relationships　among　the　detector　positions，　distances　of　bed　translation　and

　　　sampling　positions．　The　figures　show　relative　movement　of　the　detectors　although

　　　the　bed　moves　in　reality．　The　present　method　has　four　modes　of　bed　translation

　　　with　sampling　pitches　of　a）6mm，　b）12mm，　c）18mm　and　d）36　mm．
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Table　l　Specification　of　scannography
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Range　of　bed　translation

Pitch　of　bed　translation（P）

Data　collection　time　per

　position（T）

Speed　of　bed　translation

Accuracy　of　bed　position

Field　of　view（maximum）

Number　of　projection　angle

　（maximum）

Angular　sampling　interval

pixel　size

Decay　correction

Attenuation　correction

1，320mm
6，12，18，36mm

Multiples　of　2　sec

5mm／sec

土0．5mm
504×1，392mm2

128

180／128（＝1．40）deg

6×6mm2
Available

Available

（with　transmission　data）

　全身スキャン像は，Flg．1のように天板を移動

し各位置で測定を繰り返し，θの同じデータを対

応するzに並べていくことで得られる．言い換え

れば，t×θ×zの3次元マトリックスを構成し，

θ＝一定という条件の2次元マトリックスt×zを

得るのである．ピッチが6mm以外は，　tとzの

サンプリング間隔が異なるため，z方向に線形補

間して，z方向のピクセル・サイズをt方向と同

じ6mmにそろえている．

　Table　1は，この方式による全身スキャンの仕

様を示したものである．表に示すように，最大

504×1，392mmの画像を最大128方向まで同時に

計測できる．半減期を入力することで，減衰補正

を行うことができる．また，外部線源を用いて

transmissionデータをあらかじめ計測しておけば，

それを利用して体内での吸収によるγ線の減弱も

補正できる．transmissionデータをもとにtrans－

mission画像を作ることもできる．　emissionデー

タの測定位置ごとのデータ収集時間（Tと略記）は

検出器リングの1回転に要する2secを最短とし，

この倍数の値を任意に選べる．

IIL　性能評価の方法

　本方式による全身スキャンの性能を調べるため，

平板線源に対する感度，空間分解能および有効計

測時間の割合（全撮像時間中，実際にデータ収集

に使用されている時間の割合）を計測した．前二

者についてはシンチレーションカメラによる測定

と比較した．また，人体に対するtransmissionと

emissionの計測を行った．

　1．シンチレーションカメラ

　実験に用いたシンチレーションカメラは，東芝

製デュァルヘッド型GCA－401－5型であり，コリ

メータは中エネルギー用（Ga－67用）のものを用

いた．ウインドウは511keVを中心にし，20％

の幅に設定した．

　2．平板線源に対する感度

　直径36cm，厚さlcmのルサイト製の円板状

容器にGa－68水溶液200－600μCiを満たしたも

のを，本方式およびシンチレーションカメラによ

り計測した．

　本方式においては，検出器リングの回転中心と

ファントムの中心が一致するようにしてファント

ムを水平に置き，視野の体軸方向の長さRを500

mm，各測定位置でのデータ収集時間Tを30　sec

に設定して測定を行った．サンプリングのピッチ

をP＝6，12，18，36mmと変化させ，それぞれに

ついて測定を行った．

　計測結果をもとに，前後方向（θ＝0°）の画像を

作成し，画像上でファントム全体を含む関心領域

（ROI）を設定し，　ROI中の計数値を積算した．

この積算値を全データ収集時間で除し計数率を得，

さらにファントム中の放射能で除し，この画像に

対する感度を求めた．この際，画像形成の際の補

間処理により，みかけの感度はピッチに反比例し

て増大するため，P－12　mm，18mm，36　mmの値

をそれぞれ2，3，6で除し真の感度とした．参考

のため全ての投影データに対する感度を求めた．

これは，測定中に検出された全計数値を収集時間

とファントム中の放射能で除することにより得た．

　シンチレーションカメラにては，二つのカメラ

ヘ ッドの中心にファントムを水平に置き測定を行

った．測定時間は2minであり，ファントムと

カメラ表面までの距離は約20cmであった．片

側のカメラに収集された計数値を収集時間で除し

計数率を得，さらにファントム中の放射能で除し

感度を求めた．
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　3．空間分解能

　本方式において作成される全身スキャン像の空

間分解能は，付録で詳述するように，サンプリン

グ数が検出器の線像分布関数（LSF）に比べて十分

でないため，計測する場所により変化する．ここ

では，付録で解析した最良の場合と最悪の場合の

それぞれについて測定した．また，体軸方向（z

方向）と，それと直角な方向（t方向）のそれぞれ

を測定した．

　a　体軸方向（z方向）の測定

　被写体として直径2mm，長さ23　cmのGe－

68－Ga－68線線源（10μCi）を用いた．この線源

の中心とリングの回転中心が一致するようにし，

天板上にt方向と平行かつ水平に置いた．次に光

学的な位置決めを利用し第2リングの中心近くま

で線源を送りこんだ後，1mmキザミで天板を前

後させ第2リングの計数率が最大となる位置を求

めた．このとき，z座標上で第2リングの中心と

線源の位置が一致していると考えられる．最良の

場合の計測はこの位置がサンプリング点となるよ

うに天板送りを行った．最悪の場合の計測は，こ

の位置がサンプリング点の中間となるようにした．

視野の体軸方向の長さは100mm，各測定位置で

のデータ収集時間はT＝5minとし，サンプリン

グのピッチはP＝6，12，18，36mmと変化させ，

それぞれについて両方の場合の計測を行った．

　計測結果をもとに前後方向の画像を作成し，画

素値をラインプリンタに打ち出した．打ち出した

数値より線源に直角な方向の強度分布のプロフィ

ールを求めLSFとした．なお，ノイズの影響を

少なくするため，3ラインを加算した．

　b．体軸と直角な方向（t方向）の測定

　aと同じ線源をガントリー中心に水平に置きz

方向に対し少し傾けた（3°程度）．この線源全体

の測定をP＝6mm，　T＝5minで行った．計測結

果をもとに前後方向の画像を作成し，画素値をラ

インプリンタに打ち出した．打ち出した数値より

t方向のプロフィールを全てのz座標について求

め，最も半値幅（FWHM）の小さいものを最良の

場合のLSFとし，最も半値幅の大きいものを最

悪の場合のそれとした．

　c．シンチレーションカメラによる測定

　aと同じ線源を二つのカメラヘッドの中心に水

平に置き測定を行った．測定時間は40・minであ

り，ファントムからカメラ表面までの距離は約

20cmであった．計測結果をもとに画素値をライ

ンプリンタに打ち出した．打ち出した数値より線

源に直角の方向の強度分布のプロフィールを求め

LSFとした．なお，ノイズの影響を少なくする

ため，10ラインを加算した．

　4．有効計測時間の割合

　本方式の全身スキャンでは，天板の移動やデー

タの転送にある程度の時間がかかり，この間デー

タ収集は行われない．このため各測定位置での

データ収集時間Tを短くするとデータ収集に使

われない時間の割合は無視できないほどに増大す

る．そこで，実際の臨床に使用する条件を決める

資料とするため，全撮像時間に対する全データ収

集時間の割合（これを有効計測時間の割合と呼ぶ）

をいくつかの撮像条件について測定した．

　計測に使用したピッチはP－6，12，18，36mm

であり，各測定位置ごとのデータ収集時間はT＝

2，4，6，12，24，50secとした．　P＝18，36　mmつい

ては上記のTの全てについて測定を行った．P－

6，12mmについて，　T－2secの計測からデータ

収集に用いられない時間を算出し，他のTにつ

いてはこの値をもとに推定した．全ての場合につ

いて体軸方向の視野の長さはR－1，000mmとし

た．計測は線源を使用せずに行い，撮像終了時に

表示される開始時間と終了時間の差から全撮像時

間を求めた．また，Tに計測位置数を乗じ，全

データ収集時間とし，有効計測時間の割合を全撮

像時間との比として求めた．

　5．人体の撮像

　本方式により人体のtransmissionおよびemis－

sion画像の撮像を行い，実際に人体の全身スキャ

ン像が得られることを確かめた．被験者はいずれ

も正常ボランティアである．

　transmission画像の撮像条件は，　R＝1，000　mm，

P＝120mmとした．計測結果をもとに，前後方向

Presented by Medical*Online



POSITOLOGICA－IIを用いた全身スキャン方式の開発とその性能評価

（θ一〇°），左前斜位（θ一30°），左右方向（θ一90◇）の

画像を作成した．emission画像については，　N－13

NH3水溶液を静脈投与し通常のポジトロンCT

を施行した患者に対し，引き続いて本方式による

計測を行った．N－13　NH3の投与量は20　mCiで

あり，撮像は投与後17分から9分行った．撮像条

件はR＝1，000mm，　P－10　secであった．計測結

果をもとに，右前斜位（θ一一30°），前後方向（θ一

〇’ ），左右方向（θ一90°）の画像を作成した．減衰

補正は行ったが，被写体内でのγ線の減弱は補正

しなかった．
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Table　2　Sensitivity　of　scannography　and　scintillation

　　　　camera．　The　numbers　in　parentheses　cor－

　　　　respond　to　sensitivity　per　projection，　while

　　　　ones　out　of　them　to　sensitivity　for　total

　　　　prOJectlons

pitch
Sensitivity

6mm
l2

18

36

for　Total　Scan

　　Time

0．104（10．5）cps／μCi

O．103（10．2）

0．093（　9．5）

0．077（　7．9）

Scintillation

　camera　　24．3

for　Data　Collection

　Time
O．142（14．3）

0．148（14．8）

0．142（14．4）

0．143（14．6）

IV．結　　果

　1．平板線源に対する感度

　Table　2にIII．2で述べた方法により測定した

本方式およびシンチレーションカメラの感度を示

す．表では，全撮像時間で除した感度（中央の欄）

と全データ収集時聞で除した感度（右側の欄）の

二つが示してある．また，（）外の値が前後方向

の画像のみより求めた値であり，（）内の値は参

考として求めた全投影データに対する値である．

Table　3　Measured　FWHM，　FWTM　and　the　maxi－

　　　　mum　value　of　LSF　for　the　best　and　worst

　　　　sampling　conditions

Pitch　－一一

Best Worst

6mm
12

18

36

FWHM　FWTM　FWHM　FWTM

13mm　　23
13　　　　23

18　　　　33

36　　　　64

4
丁
4
，
－

1
「
∠
3

24．5

34

50

Maximum
value

　O．86

　0．61

　0．32

1．0

30 20　　－10　　　0 10 20 ． 20　　－10 0 10　　　20 30

　　　　　　　Distance（㎜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Distance（rm）

　　　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

Fig．2　Line　spread　functions（LSFs）along　axial　direction　with　sampling　pitch（P）＝6mm

　　　（a：best　and　b：worst　sampling　conditions）．　The　numbers　show，　from　the　top，

　　　relative　peak　heights，　full　widths　at　half　maximum（FWHMs）and　full　widths　at

　　　tenth　maximum（FWTMs）．　FWHMs　and　FWTMs　are　shown　in　mm．
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1．0

一 20 10　　　0 10　　　20．20 10　　　0 10　　　20

　　　　　　　　　1）istance（㎜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Distance（nn）

　　　　　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　b
Fig．3　LSF　along　a　direction　perpendicular　to　the　central　axis　of　body（a：best　and　b：

　　　worst　sampling　condition）．　The　numbers　show　the　same　quantities　as　in　Fig．2．

150 100 50 0

1）ittance（㎜）

5〔、 100 150

Fig．4　LSF　of　single　photon（511keV）detection　with　a　scintillation　camera．　The　number

shows　FWHM（in　mm）．　The　LSF　is　too　broad　to　measure　FWTM．

　2．空間分解能

　III．2．　aの方法で求めたP＝6mmの場合の体

軸方向（z方向）の線像分布関数（LSF）をFig．2

に示す．Fig．2－aはサンプリング点と線線源の位

置が一致する最良の場合であり，Fig．2－bはサン
’7e リング点の中間に線線源がある最悪の場合であ

る．図では最良の場合の最大値を1．0に正規化し

て示してある．また，それぞれのLSFの半値幅

（FWHM），1／10値幅（FWTM）も示してある．

Table　3は，　P＝6，12，18，36　mmの全てについて

FWHM，　FWTMおよび最悪の場合の最大値をま

とめたものである．なお，P－36　mmの場合，最

悪の位置では線源は観測されない．

　次にIII．2．　bの方法で求めた体軸と直角の方向

（t方向）のLSFをFig．3に示す．　Fig．3－aは最

良の場合であり，Fig．3－bは最悪の場合である．
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また，III．2．　cの方法で求めたシンチレーション

カメラのLSFをFig．4に示す．

3．有効計測時間の割合

III．3の方法で求めた各測定点あたりのデータ

（
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lO2

R＝1000㎜

9
】

5 10 20 50 100

　　　　　　　　1）ata　Collection　Time　（sec　「Position）

Fig．5　Relationships　between　data　collection　time　per

　　　　　position　and　total　scan　time．
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収集時間Tと全撮像時間の関係をFig．5に示す．

理想的には，Tと全撮像時間とは比例するはずで

ある．しかし，本方式の場合，寝台天板の移動や

データの転送にTによらない一定の時間がかか

る．この値は，Fig．5の測定条件に対してPが

6，12，18，36mmのとき，それぞれ511，361，313，

1．0

二

ξ　0・5
♪
．と

こ

さ

0102
り
一 5 10：1　　2

　　　　　　　　　　T（）tal　Scan　Tirik・　（sec）

Fig．6　Relationships　between　total　scan　time　and　ef－

　　　　　fective　scan　fraction，　which　is　a　ratio　of　total

　　　　　data　collection　time　to　total　scan　time．　Effec・

　　　　　tive　scan　fractions　decrease　rapidly　as　total

　　　　　scan　time　decreases．
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Fig．7　Transmission　scannograms　of　normal　votunreer　with　P＝12mm　and　T＝120　sec．

　　　　　The　numbers　on　the　top　show　the　pr（）jection　angles．0°，30°and　90°correspond　to

　　　　　anterior－posterior，　1eft－anterior－oblique　and　left－right　directions，　respectively．

　　　　　These　images　are　used　to　correct　attenuations　of　radiation　within　the　body．
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Fig．8　Emission　scannograms　of　a　normal　volunteer　with　P＝18mm　and　T＝10sec

　　　after　intravenous　injection　of　N－13　NH3　water　solution．　The　numbers　on　the　top

　　　show　the　projection　angles．－30°，　O°and　90°correspond　to　right－anterior－oblique，

　　　anterior－posterior　and　left－right　directions，　respectively．　High　accumulations

　　　of　N－13activities　are　observed　in　the　head，　heart，　liver　and　urinary　bladder．

261secである．このため，　Fig．5に示すように

Tが小さくなるほど，曲線の傾きは小さくなる．

これはTが小さくなるほど，全撮像時間に占める

データ収集に有効な時間の割合が小さくなること

を意味する．

　したがって，全撮像時間を短くするため，むや

みにTを小さくすることは，データ収集に無効

な時間の割合をいたずらに増加させるだけである．

Fig．6は，全撮像時間と有効計測時間の割合の関

係をみたものである．図に示すように全撮像時間

を小さくすると，有効計測時間の割合は急激に小

さくなる．

　4．人体の撮像

　Figure　7は，　III．4の方法で撮像した人体の

transmission画像である．　P＝12　mmのため必ず

しも良好な画像とはいえないが，人体の透過特性

を反映した画像にはなっている．なお，肩の部分

に見られる高吸収の物体は，寝台を補強するため

の金属枠である．Fig．　8はIII．4の方法で撮像し

たemission画像（N－13NH3）である．図よりN－13

の放射能が頭部，心，肝および膀胱に集積してい

るのがわかる．

V．考　　察

　1．感度と空間分解能

　一般に，RIイメージング装置の性能を評価す

る際，その感度と空間分解能は最も重要なものと

いえる．ここではそれらについて考察したい．

　Table　2に示したように，全撮像時間に対する

感度はサンプリングピッチが大きくなると減少す

る．これは主として，IV．3で述べた有効計測時

間の割合が，ピッチが大きくなるほど小さくなる

ためである．一方，全データ収集時間に対する感

度は，理想的にはピッチによらず一定になるはず

であり，実測値もTable　2に示すようにほぼ一定

である．

　Table　2の最下段に示すようにカメラの感度は，

本方式の感度の数百倍である．これは本方式を開

発する当初から予想されたことであり，感度が低

いということは本方式の最大の問題といえる．し

かし，この比較は一つの角度方向についてのもの

であり，本方式では最大128方向の同時撮影が可

能である．その意味での感度は，Table　2の（）

内に示すように，一方向の感度の約100倍である．

したがって，この点を考慮するならば，本方式の
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感度はカメラの高々，数分の一ということになり，

両者の相違は少ない．

　将来の課題として，全投影データをもとに横断

像を再構成し，それから任意方向の投影を再計算

することも考えられる．このようにすれば，得ら

れる画像の統計精度は格段に良くなり，みかけ上

の感度は著しく増大すると考えられる．

　なお，前後方向の感度と全投影データに対する

感度の比は約100であり，方向の数128より小さ

いが，これは方向によりファントム内での吸収が

異なる（前後方向が最も少ない）ためと考えられ

る．

　次に本方式の空間分解能については，Fig．2，

Fig．3，　Table　3に実験結果が，またFig．10，　Fig．

11，Table　4に理論解析の結果が与えられている．

　これらの図表より，本方式のz方向の空間分解

能は，最良の場合，P＝6，12　mmに対しては検出

器が本来持つ空間分解能で決まり，P＝18，36　mm

に対してはサンプリングピッチによって決まるこ

とがわかる．最悪の場合や，t方向については，

やや複雑であるが，実験結果は検出器のLSFと

サンプリングピッチから理論的に予想されるもの

とほぼ一致する．

　また，Fig．4に示すようにカメラの空間分解能

はきわめて悪い．FWHMは104　mmであり，

LSFが拡がりすぎてFWTMは測定できない．こ

れは，511keVのγ線がコリメータにより絞られ

ず，それを透過していることを示している．した

がって，現在行われているような専用のコリメー

タを用いないカメラによる計測ではきわめて大雑

把な情報しか得られないことがいえる．

　511keVのγ線専用のコリメータを新たに製

作し，それを用いて計測を行うことも考えられ，

その場合は感度は低下するが，空間分解能は向上

すると予想される．しかし，本論文は現在，行わ

れている方法との比較を念頭においたものであっ

て，専用コリメータを用いるシンチカメラ方式と

の比較は今後の検討課題としたい．

　2．計測条件と計測時間

　RIイメージング装置を使う立場からすると，

1033

具体的な計測条件を決めることや，その結果，必

要な計測時間を知ることは非常に重要である．こ

こでは，実験結果をもとにこれらについて考察す

る．

　Figure　5，　Fig．6よりRI分布に変化がない場合

の計測条件を決める方法を考察する．有効計測時

間の割合をo．5以上にとることにすれば，Fig．6

よりP＝6，12，18，36mmのそれぞれに対して必

要な全撮像時間は，1，020，720，640，540sec以上

であることがわかる．1半減期程度の時間で測定

を終了させることを目安とすれば，例えばC－11

の場合はすべてのピッチでの測定が可能であるが，

N・13の場合はP＝18，36mmのピッチが使用可

能である．以上はFig．6からだけの考察である

が，実際にはIV．2で述べた空間分解能も考慮し

てピッチを選択する必要があろう．ピッチと全撮

像時間が決まれば，Fig．5よりTを決めることが

でき，計測条件はすべて決まる．

　以上はRI分布に変化がない場合であるが実際

にはRI分布は時間とともに変化する．本方式に

よる全身スキャンに要する時間は，上に述べたこ

とよりR－1，000mm，　P－36　mm，有効計測時間

の割合0．5のときで540secである．これは実用

的な最短のスキャン時間と考えられ，他の方法と

比較すると相当に長い．

　しかし，ポジトロンCTのトレーサは比較的遅

い動態を示すものが多く（特に最近，開発されつ

つあるレセプター関係など4）），それらのおおよそ

の挙動をつかむことは可能と考えられる．

　以上，述べてきたように本方式の感度，空間分

解能，計測時間とも臨床利用に十分，耐えるもの

と考えられるが，その具体的な臨床的有用性につ

いては今後の検討にゆだねたい．

VI．結　　論

　本報では，POSITOLOGICA－IIを用いて全身

スキャンを行う方法の概要を述べ，またその性能

を測定しシンチレーションカメラと比較した．そ

の結果，本報の方法は検出感度は低いものの，空

間分解能はほぼ理論的な予想どおりでシンチレー

Presented by Medical*Online



1034 核医学　　23巻8号（1986）

ションカメラよりもはるかに良く，臨床使用に耐

えるものであると考えられた．
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【付録】検出器のLSFに比してサンプリングが粗い場合のLSF

　本文で述べた方式の画像収得法では，検出器の

線像分布関数（LSF）に比してサンプリング間隔

が粗いため画像のLSFは場所によって変化する．

ここでは，本方式に即してLSFの場所による変

化を理論的に考察し，実験結果と比較する．

　検出器のLSFをFig．9に示すように半値幅が

12mmの三角形と仮定する．これは，散乱など

が無視できる理想的な場合の，ガントリー中心軸

上のz方向のLSFである．このLSFをどの位

置でサンプルするかによって得られる画像のLSF

は変化する．Fig．9はサンプリングピッチがP－

6mmのときの二つの極端なサンプル位置を示し

↓

best NN’orst

0．75

　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　b

Fig．10　Theoretical　estimation　of　LSFs　along　axial

　　　　direction　with　P＝6mm（a：best　and　b：worst

　　　　sampling　condition）．　The　numbers　show

　　　　FWHMs（in　mm）and　relative　peak　height　of

　　　　the　worst　to　the　best　sampling　condition．　This

　　　　figure　corresponds　to　Fig．2．

Table　4　Estimated　FWHM，　FWTM　and　the　maxi－

　　　　mum　value　of　LSF　for　the　best　and　worst

　　　　sampling　conditions

pitch
Best Worst

　　　　　　　　　　　　　　　　Maximum
FWHM　FWTM　FWHM　FWTM　　　　　　　　　　　　　　　　　value

6mm
12

18

36

12mm　　22
12　　　　22

18　　　　32

36　　　　65
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Fig．9　LSF　of　idealized　detector　response　at　the　cen－

　　　tral　axis，　and　sampling　positions（solid　arrows

　　　for　the　best　condition　and　broken　arrows　for

　　　the　worst：one）．

　　　　　　　a　　　　　　　　　　b

Fig．11　Theoretical　estimation　of　LSFs　along　a　dir㏄・

　　　　tion　perpendicular　to　the　central　axis．　The

　　　　numbers　show　the　same　quantities　as　in　Fig．

　　　　10．This　figure　corresponds　to　Fig．3．
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ている．一つは実線の矢印のように，三角形の頂

点（LSFの中心）とサンプリング位置が一致する

場合であり，このとき，最良の空間分解能が得ら

れる．他の一つは破線の矢印のように，最良の場

合からP／2だけずらしてサンプルする場合である．

このとき，空間分解能は最悪となる．それぞれの

場合のLSFは，各サンプル点の値を線形補間す

ることにより得られる．

　Figure　lOはP－6mmに対するLSFの計算結

果であり，図の左側は最良の場合，右側は最悪の

場合である．

　Table　4はP－6，12，18，36　mmのすべてにつ

いて，LSFのFWHM，　FWTM，最大値をまとめ

たものである．これらの図表は，本文中のFig．2，

Table　3に対応するものであり，理論的に予想さ

れるLSFと実験の結果がほぼ一致していること

がわかる．また，t方向について上と同様な方法

で求めたLSFをFig．11に示す．　Fig．11－aは最

良の場合，Fig．11－bは最悪、の場合である．これ

は本文中のFig．3に対応するものであり，この

場合も両者の一致は良い．
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Summary

1）evelopment　and　Performance　Evaluation　of　Whole　Body　Emission

　　　　　　　　　　　　Scannography　with　POSITOLOGICA一皿

Masahiro　ENDo＊，　Toru　MATsuMoTo＊，　Takeshi　A．　IINuMA＊，

　　Hitoshi　SHINoTo＊，　Toshio　YAMAsAKI＊，　Yukio　TATENo＊，

　　　　　　　Akira　OGusHI＊＊and　Miyakai　KuMAMoTo＊＊

＊D∫v∫ぷio’20f　Cli〃ical　Research，ハ「ationa〃〃ぷtit〃’θof　Radiologicaム∫cienceぷ

　　　　　　　　　　　　　　　“＊Hitachiルledica～Corpora’∫o〃

　　Whole　body　scannography　fbr　positron－emitting

nuclides　was　developed　using　combination　of　a

scanning　mechanism　and　bed　translation　of

POSITOLOGICA－II，　a　whole　body　positron　emis－

sion　tomograph　with　multi－ring　detectors．　The

present　method　has　four　modes　of　bed　translation

with　sampling　pitches　of　6，12，18，36　mm．　Sensi－

tivity　fbr　a　plane　source　and　spatial　resolution　of

the　present　method　were　measured　and　compared

with　the　results　obtained　by　single　photon

（511keV）detection　with　a　scintillation　camera．

The　sensitivity　was　O．077－0．104　cps／μCi　per　projec－

tion，　depending　on　sampling　pitches，　fOr　the　present

method　and　24．3　cps／μCi　for　the　scintillation

camera．　The　full　widths　at　half　maximum　of　line

spread　function　were　9．5　mm（transverse）and

13mm（axia1）for　the　best　sampling　condition　of

the　present　method　and　104　mm　for　the　scintilla一

tion　camera．　The　spatial　resolution　of　the　present

method　agreed　fairly　well　with　theoretical　estima－

tion．　Scannorgrams　of　a　normal　volunteer　were

taken　by　the　present　method　after　intravenous

injection　of　N－13　ammonia　solution．　In　spite　of

avery　low　sensitivity，　the　scannograms　clearly

showed　accumulations　of　N－13　activities　with　an

appropriate　resolution．　It　was　concluded　that　the

present　method　can　give　a　distribution　and　slow

dynamics　of　positron－emitting　nuclides　in　vivo

with　a　much　higher　spatial　resolution　than　the

scintillation　camera　and　it　may　be　useful　for

analyzing　behaviours　of　new　positron－emitting

radiopharmaceuticals　in　man．

　　Key　words：Whole　body　emission　scanno・

graphy，　Positron　emission　tomography，　Perform－

anCe　eValUatiOn．
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