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《原　著》

ポジトロンCTにおける数え落としの補正

一
単・一・一一一光子計数率を用いる方法一

千田　道雄＊　　米倉　義晴＊

鳥塚　莞爾＊

向井　孝夫＊　　藤田　　透＊

　要旨　本施設のポジトロンCT（PET）－Positologica　lll一を用いて種々のファントムの計数率と数え落

としの関係を検討した．真の同時計数率と数え落としの関係は線源や吸収体の分布によって大きく変わり，

単に真の同時計数率を用いての補正は不正確であった．本PET装置の数え落としは，主として単一光子検

出信号が信号処理回路に入る段階でdcad　timeが発生することによるので，単一光子計数率を測定して数え

落とし補正する方法を開発した．本法によれば線源や吸収体の分布によらない補正が可能であった．

1．はじめに

　ポジトロンCT（PET）は，単に放射能の分布を

断層画像に描出するのみならず，局所の放射能濃

度を定量的に計測することができるので，局所の

生理学的生化学的パラメータを測定することがで

きる．このためPETにおいて定量性はきわめて

重要であり，吸収・散乱・dead　timeによる数え

落とし・偶発同時計数などの補正を行う必要があ

る．

　PETの数え落とし補正は，機種によって，補正

を行わないもの，適当なファントムの計数率特性

（すなわち放射能と計数率との関係）グラフを用い

て補正するもの，偶発同時計数率を用いるものな

ど，その方法もまちまちで普遍的に確立された方

法はない1）．本施設のPET装置2）を含む多くの

PETでは各検出器からの単一光子検出信号が信

号処理回路に入る時点でdead　timeが生じるので，

われわれは単一光子計数率を直接測定して補正す

る方法を考察し，その妥当性を検討した．
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II．方　　法

　1．装　　置

　使用したPET装置はPositologica・III2）で，192

個のBGO検出器を搭載したリングを4層持ち

16mm間隔7スライスの撮影が可能である．結晶

の大きさは12mm（円周）×24　mm（半径）×24　mm

（z軸）で，リング間隔は8mmである．信号処理

回路は3ブロック設置され，隣接する2リングの

信号が各ブロックに入る．各リングの検出器は24

個ずつ8つのグループに分かれており，各グルー

プごとにアドレスエンコーダが設けられている．

単一光子信号がアドレスエンコーダに入ると

200nsの間ラッチが閉じられ，その間に次の信号

が来ても数え落とされる．同時計数は各グループ

と相対する3つのグループとの間で取られる（タ

イムウィンドウは2τ＝20ns）．

　2．ファントム実験

　使用したファントムは次の3つである．

A：直径20cm，高さ20　cmの円柱ファントム．

B：底面20cm×30　cm，高さ20　cmの楕円柱フ

　　ァントム．

C：Aと同じサイズの円柱ファントムで，底面に

　　平行な仕切りがあり，z方向に濃度勾配を作

　　れる．

　各ファントムに1．5μCi／mlのGa－68　EDTA溶
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液を注入し，PET装置の視野中央に静置して経

時的に減衰させながら15－20回の3分間スキャン

を行って，計数率特性を測定した．ただしファン

トムCでは，注目するスライス（第4スライス）

の外に強い線源が存在するように濃度差をつけた．

同時に，真の同時計数率T，偶発同時計数率R，

および単一光子計数率Sを測定し，数え落としの

程度と各計数率との関係を調べた．なお予備実験

の結果，S自体は本研究における計数率の範囲で

は数え落としを無視できることがわかった．

　3．ブランクおよびトランスミッションスキャ

　　ンにおける数え落としの検肘

　本PET装置では26　mm×128　mmのGe－68／Ga－

68板状線源を回転させて等価的に円筒状の外部

線源を作っている．そこで同サイズの線源をN－13

で作成し，経時的に減衰させながらブランクおよ

び20cm円柱ファントムに対するトランスミッシ

ョンスキャンの計数率特性を同様に測定した．

m．結　　果

　Figure　1にファントムAでの計数率特性を示

す．Fig．1左のようにスライス当たりの計数率T

を放射能Qに対してプロットすると，グラフか

らは数え落としがない場合の直線を引くことが困

難であった．そこでFig．　1右のように比T／Qを

Tに対してプロットした．この比は数え落としが

なければ一定になるので，このグラフを外挿して

縦軸と交わった点，すなわち計数率ゼロの点が，

数え落としのない場合の値である．この点を計数

効2ge　E　＝100％と定義し，改めて縦座標を取りな

おした．なお「計数効率」という用語は検出器の

性能を評価する際，発生した放射線のうち何パー

セントが検出されたかという意味で用いることも

あるが，本稿では，「本来計数されるべき放射線

のうちdead　timeによる数え落としを受けずに計

数された割合」という意味である．

　Figure　2にファントムA，　B，　Cにおける第4ス

ライスの計数率Tと計数効率Eとの関係をプロ

ットした．線源の分布によって同じ計数率でも計

数効率が大きく異なった．

　次に，Fig．　3にブロック当たりの単…一一・i光子計数

率Sとの関係を同様にプロットしたところ，いず

れのファントムに対してもほぼ同じ関係を示し，

一本の曲線の上に乗った．この曲線は1／（1＋αS）2
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in　Fig．2．
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slice　No．4　and　single　photon　count　rate　of　the

corresponding　circuitry　block　in　various　phan－

toms　plotted　with　the　same　symbols　as　in

Fig．2．

（αはパラメータ）で比較的良くフィットされた．

Fig．4は偶発同時計数率Rとの関係で，単一光子

の場合に比べてややばらつきがあり，曲線の轡曲

がより大きかった．

　　　0　　　　　　　　　　　0．5　　　　　　　　　　1．0　（mCi｝

　　　　　　　　　　　　　ACTIVlTY　OF　EXTERNAL　SOURCE

Fig．5　Relationship　between　counting　efficiency　of

　　　　　　slice　No．4and　activity　of　external　source　ln

　　　　　　blank　scan（○）and　transmission　scan　for　20　cm

　　　　　　cylindrical　phantom（●）．

最後にFig．5にブランクおよびトランスミッシ

ョンにおけるQとEとの関係を示した．
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IV．考　　察
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　PETでの定量的計測の重要性は言うまでもな

い．特にファンクショナルイメージを作成する場

合には，使用する計算式の性質によっては，原画

像の誤差が何倍にもなってパラメータの推定値に

影響することもしばしばである．

　数え落としの評価には通常Fig．1左のような放

射能（Q）と計数率（T）とのグラフが用いられるこ

とが多い2・3）．ところがこのタイプのグラフでは数

え落としのない場合の直線を正確に引くことが困

難である．例えば，Fig．1左では10　kcpsまで数

え落としがないように見えるが，実はFig．1右か

らわかるように10kcpsでは12％の数え落とし

が生じているのである．したがって，今後PET

の計数率特性を評価する場合には，Q－Tグラフで

はなくT－T／Qグラフを提示すべきである．

　数え落としの補正には，適当なファントムで測

定した計数率Tと計数効率Eとの関係を用いて

補正するのが最も簡単な方法である．ところが

Fig．2から明らかなようにTとEとの関係は線

源の分布によって大きく異なり，視野外に強い線

源があって単一光子計数率Sが高い場合にはT

が同じでも数え落としが著明に大きくなった．こ

れは，本PET装置では，主として単一光子を検

出する段階でdead　timeが発生することによるも

のである．そこでわわれは，Sを直接測定してE

との関係を調べた（Fig．3）．その結果，少なくと

もこの実験で使用した範囲の計数率では，Sが決

まれば線源の分布によらずEがほぼ決まった．通

常の臨床計測での計数率は十分この範囲内であり，

Sを測定すれば正確な数え落としの補正が可能で

あると考えられる．ただし計数率がさらに高くな

って飽和に近づいたり，あるいはSとTの比が

極端に低い場合は，同時計数そのものの数え落と

しも問題になりうると予想される．

　一般に，信号が平均Sの頻度でランダムかつ独

立に到着し，ある信号が計数されるとその後αの

時間dead　timeになる場合には，計数効率はE－

1／（1＋αS）となる4）．したがって，同時計数率Tに

対する計数効率は1／（1＋αS）2となる．われわれの

結果もこの式で比較的良くフィットされ，上の考

え方が妥当であることを示している．ただし，実

際にルーチンに数え落とし補正を行うときは理論

的根拠のない実験式でも差し支えなく，われわれ

はE＝1／（1十αS十βS2）2（αとβはパラメータ）と

いう式を用いている．

　他の機種では偶発同時計数率Rを用いて補正

を行っているものもあるが3），われわれの結果

（Fig．4）ではRよりもsの方が良かった．本来

R＝2τ×S2でSもRも本質的には同じはずであ

るが，信号処理回路の構造は機種によって微妙に

異なるためこのような差が生じたものと考えられ

る．ただし補正の誤差を考えると，低い計数率で

はRの統計誤差が大きくなるうえ，R－Eグラフ

の傾きも急になるので，Sを用いる方が誤差が小

さくなると考えられる．

　ブランクおよびトランスミッションスキャンで

の数え落としは従来ほとんど検討されたことがな

かった．これらの場合には一般のエミッションス

キャンに比べて相対的に単一光子の割合が少ない

うえ，本PET装置では，板状線源を回転させる

ため各アドレスエンコーダの単一光子計数率が不

均等になるので，上述の特性曲線をそのまま用い

ることはできない．Fig．5によれば，本施設で通

常使用する外部線源強度（0．5・mCi）ではブランク

で9％，20cm円柱ファントムに対するトランス

ミッションでは8％の数え落としが生じることが

示された．ところが，吸収補正をトランスミッシ

ョンスキャンで行う場合は，トランスミッション

とエミッションの双方をブランクで感度補正する

ので，結局ブランクの数え落としは定量性に影響

を及ぼさず，トランスミッションでの数え落とし

のみが問題となる．その場合，calibration　phantom

と臨床とでトランスミッションでの数え落としが

等しければ誤差は生じない．われわれの結果では，

20cmファントムに対するトランスミッションと，

ブランクすなわちいわば「透明人間」に対するト

ランスミッションとの差がわずか1％なので，

calibration　phantomとして適当なファントムを
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用いれば誤差は問題にならないと考えられる．

V．結 論

　数え落としの補正はPETでの定量的計測に不

可欠である．計数効率と（真の）同時計数率Tと

の関係は線源や吸収体の分布によって大きく変わ

るので，Tを用いてファントムの特性曲線から臨

床検査の数え落とし補正を行うことはできない．

本施設のPET装置のように計数損失が主として

アドレスエンコーダにかかる単一光子計数率Sで

決まるものでは，Sを測定して補正を行う方法が

有効である．本法をPositologica・IIIに適用した

結果，通常の臨床計測で使用する条件では，線源

の分布によらない補正が可能となった．
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Summary

Dead　Time　Correction　in　Positron　Emission　Tomograph

　　　　　－A　MethOd　Using　Sing　le　Photon　Rate一

Michio　SENDA，　Yoshiharu　YoNEKuRA，　Takao　MuKAi，

　　　　　　　Toru　FuJITA　and　Kanj　i　ToRizuKA

1）epart〃lent　ofハ「uclearルtedicine，　Kン0’o　Uniyersiりy　School　Ofルfedicine

　The　count　rate　linearity　and　dead　time　count

losses　were　evaluated　in　Positologica　III，　a　whole－

body　multislice　positron　emission　tomograph，

using　several　kinds　of　phantoms．　A　wide　variation

was　observed　in　the　relationship　between　count

loss　and　true　coincidence　count　rate　depending　on

the　sour㏄distribution，　and　the　dead　time　correc・

tion　using　the　count　rate　itself　was　unsuc㏄ssfu1．

Since　most　count　losses　of　this　PET　scanner　occur

when　the　single　photon　signals　were　en◎oded　at

the　circuitry，　we　measured　the　single　rate　to　correct

for　the　count　loss．　This　method　enabled　dead　time

correction　independent　of　the　distribution　of

source　and　attenuation　materia1．

　Key　wordS：Positron　emission　tomography，
Co皿t　loss，　Dead　time　correction，　Single　photon

rate．
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