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《原　著》

パーソナルコンピュータを用いた核医学

CRT診断システムの開発と画像互換

飯田　泰治＊ 松平　正道＊ 山田　正人＊ 河村　昌明＊

　要旨　メーカーの異なる種々の核医学データ処理装置から提供されるデジタル画像には互換性がなく，1

つのCRT診断装置による画像診断や，複数の核医学データ処理装置間での画像の相互利用が行えないのが

現状である．そこで，パーソナルコンピュータを用いて，核医学データ処理装置のフロッピーディスクに対

する画像記述フォーマットを解析した．そして，画像の互換と相互利用および，CRT診断に必要なプログ

ラムの作成を行い，パーソナルコンピュータを用いたシステムを開発した．

　その結果，VIP－450システムおよびGMS－55Uシステムに本システムを適用したところ，容易に画像の

互換が可能であり，パーソナルコンピュータ独自のプログラムを用いて，シンチグラムの画像解析も可能と

なった，本システムは安価であP，異なるコンピュータを有する施設での総合CRT診断システムとして有

用性が期待できる．

1．はじめに

　近年，コンピュータの発達とその医学への応用

により，MRI，　CT，　DSAなどの画像診断装置の

開発と普及は目覚ましく，多種多様な医用画像が

提供されるようになった．特に，核医学検査にお

いてはデジタルガンマカメラの出現によって最近

急速に画像のデジタル化が進み，近い将来画像の

すべてがデジタル化することも予想されている．

　これらの医用画像を効率的に診断に利用するた

めに，PACS（Picture　Archiving　Communication

System　for　Medical　Application）の研究と開発が

進み，その普及の機運が盛り上がりつつある1－－3）．

　しかしながら，画像診断装置から提供される種

種のデジタル画像に対し，多くの病院では，それ

らの画像をハードコピーフィルムに撮影し，フィ

ルムを媒体として検査室から離れた読影室や外来

診察室等で，読影診断を行っているのが現状であ
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る．そのため，読影室等において，デジタル画像

の特徴を十分に活用し，種々の画像情報を得るた

めには読影診断専用のCRT診断装置が必要であ

ると考える．

　そこで，著者らは8インチフロッピーディスク

（8”FD）が核医学データ処理装置やCT装置等に

広く採用されていることを利用し，安価なパーソ

ナルコンピュータ（以下，パソコンという）を用

いた核医学CRT診断システム（PC－SYSTEM）を

開発し，本システムの読影室等におけるCRT診

断システムとしての可能性について検討した．さ

らに，本システムを利用し，種々の核医学データ

処理装置間の画像の互換（相互利用）についても

検討し，良好な結果を得ることができたので報告

する．

II．システムの構成

　パソコンとしてNEC製PC－9801VM2を使用し，

周辺機器としてアナログRGBカラーディスプレ

ー一・… （PCKD851），16色カラーボード，マウス，核

医学データ処理装置とのデータ交換用およびデー

タ記録用に8”FDユニット（PC－9881N）を装着し

PC－SYSTEMを構成した．
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　核医学データ処理装置としてGMS－55U（東芝

製）とVIP－450（Technicare社製）を使用した．

Fig．1にシステム構成図を示す．

III．方　　法

　オペレーティングシステムにはN88一日本語

BASIC（86）Ver　3．0を用いた．基本部分はBASIC

を用いて，画像処理部分および画像表示部分等は

機械語を用いてプログラムの開発を行った4・5）．

　1．メモリ構成

　使用したパソコンのメモリサイズは640kbyte

である．画像を扱うには非常に少ないため，画像

の1画素あたりの情報量を8bitに制限した．そ

して，PC－SYSTEMで取り扱うことができる画像

を512×512×8bit，256×256×8bit，128×128×8

当
PC－SYS↑EM ：↓uc｜ear　Med｜CIne　S＞stρ田

Fig．1　Block　diagram　of　the　PC・SYSTEM．
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Fig．2　Memory　map．　of　the　PC－SYSTEM．

bit，64×64×8bitの4種類としてメモリの構成を

行った（Fig．2）．

　2．画像の互換と相互利用

　核医学データ処理装置（VIP－450，　GMS－55U）個

個の8”FDに対する画像記述フォーマットの解析

を行った．その解析結果を基に，個々の核医学デ

ー タ処理装置とPC－SYSTEM間の画像入出力プ

ログラムと，PC－SYSTEM上の画像データに対

して，任意の核医学データ処理装置のフォーマッ

トへの変換と，画像の相互利用を可能とするプロ

グラム（ファイルコンバータ）を作成した．さら

に，PC－SYSTEM上で関心領域（region　of　interest，

ROI）や時間放射能曲線（time　activity　curve，　TAC）

の処理，解析を行うためにROI処理プログラム

とTAC解析プログラムも同時に作成した．

　これらのプログラムを用いて核医学データ処理

装置（VIP－450，　GMS－55U）から8”FDを介して

PC－SYSTEMヘデータを入力した．入力した画像

データに対する複数の核医学データ処理装置間

（VIP－450，　GMS－55U）での画像の互換と相互利用

に関して，回転型スラントホールコリメータによ

る断層6）と左心室容積曲線の解析を例に取P上げ

検討した．

　今回用いた核医学データ処理装置VIP－450は回

転型スラントホールコリメータ断層の画像再構成

プログラムを所有しているがGMS－55Uはこれを

所有しない．また，VIP－450とGMS－55Uの間に

は互換性がなく直接データの交換はできない．そ

こで，回転型スラントホールコリメータを装着し

たガンマカメラ（東芝GCA－401）と，　GMS－55U

によって収集した1231－IMPによる画像データを，

PC－SYSTEMによってVIP－450の画像フオーマ

ットに変換後，8”FDを介してVIP－450へ転送し，

VIP－450を用いて画像再構成を行った．その後，

再構成画像を逆にPC－SYSTEMを介してVIP－450

からGMS－55Uへ転送して，　GMS－55Uによりフ

ィルタリング処理や画像解析等を試みた．

　次に，VIP－450によって収集した心電図同期心

プールデータをPC－SYSTEMを介してGMS－55U

に転送し，VIP－450データのGMS－55Uおよび
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Fig．3　Example　of　image　display　in　the　PC－SYSTEM．

　　　a：monochrome　display，　b：inverted　mono・

　　　chrome　display．

PC－SYSTEMによる左心室容積曲線の解析を試み

た．

　3．CRT診断システム

　使用システムの表示は640×400ドットである

ので，256×256matrixで2画面，128×128　matrix

で8画面，64×64matrixで32画面が同時に表示

できるように画面を構成した（Fig．3）．ただし，

512×512matrixの場合には512×400ドットで

1画面を表示し，画像をroll　up，　roll　downするこ

とにより画像全体がカバーできるように工夫した．

　次に，4，096色中の任意の16色を用いて画像に

最も合致したグレースケールを作成することがで

きる任意グレースケール作成表示プログラムと

window－1evel調整プログラムを開発して（Fig．3），

画像コントロールを行い，画像の最適表示を試み

た．

　以上のプログラムを用いて表示したPC－

SYSTEM画像に対して，今回はシンチカメラ性

能管理用鉛バーファントム像を用いて視覚評価し，

VIP－450画像と対比した7）．　VIP－450により256×

256　matrixで，情報量をtotal　countsで0．1，0．2，

0．4，0．S，1．6，3．2　MCの6段階に変化させ収集し

て得た6種類のデジタル・ファントム画像を，

VIP－450とPC－SYSTEMにてCRT表示し，12人

A
　、簑ご，

嚢

魯
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Fig．4　Tomographic　cerebral　blood　flow　image　using

　　　1231－IMP　acquired　by　rotating　slant　hole　co1－

　　　1imator．　Reconstruction　of　the　projection　data

　　　obtained　from　GMS－55U　were　computed　by

　　　VIP－450　system．　A，　a：Display　in　PC－SYSTEM

　　　（a；after　smoothing），　B，　b：Display　in　GMS－

　　　55U（b；after　smoothing）．

の医師と放射線技師で観察評価した．評価方法は

観察評価が容易なように良（good），普通（accepta－

ble），不良（poor）の3段階とした．

　次に，心電図同期心プールデータ等の連続画像

の動画観察を目的にシネ表示プログラム（64×64

matrixの画像について，最大24枚の画像を128×

128matrixまたは64×64　matrixでシネ・モード

表示する）を作成し，その有用性について検討した．

IV．結　　果

　1．画像の互換と相互利用

　Figure　4はGMS－55Uによって収集した1231・

IMPによる画像データを，　VIP－450により画像再

構成した脳血流断層像である．その結果，装置

（メーカー）に特有であった臨床ソフトウエアを

PC－SYSTEMの利用により，他の複数の装置のデ

ー タに対して容易に適用可能となり，装置を代え

て再検査することなく，同一症例から，より多く

の画像情報を得ることができた．Fig．5はVIP－

450で収集した心電図同期心プールデータをPC－

SYSTEM，　VIP－450，　GMS－55Uによって左心室容

積曲線の解析を行った結果である．同一症例のデ

ー タを使用したにもかかわらず，解析結果が変動

したのは，各ソフトウエァのROI設定方法やBG

カット処理方法等の違いによるものであると考え

られた．PC－SYSTEMの利用によって，各装置お
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Fig．5　Left　ventricular　volume　curve　analysis　in　a　clinical　case　using　PC－SYSTEM（a），

　　　VIP－450　system（b）and　GMS－55U　system（c）．

Table　1 Comparison　of　processing　time　with　a　digital

image　using　256×256　matrix

PC－SYSTEM　VIP－450　GMS－55U

File　processing

　load

　save
Image　manipulation

Smoothing（3×3）

13－17sec

22－50

5－6

　15

　3sec　　　　　IOsec

　3　　　　　13

8－25　　　3－4

30　　　　　5

よび各ソフトウエアから得られる解析数値データ

相互間の，互換と相関の可能性が示唆された．

　また，PC－SYSTEMに組み込んだ画像処理等の

プログラムの処理スピードはTable　1に示すよう

に核医学データ処理装置とほぼ同じであった．

　2・CRT診断システム

　PC－SYSTEM画像の視覚評価の結果をTable　2

に示す．評価結果から情報量が多くなるに従い

「良い」評価が増えた．PC－SYSTEM画像とVIP－

450画像ではその変化には，有意差は認められな

かった．しかし，このデジタル像視覚評価の結果

が，すべての核医学デジタル画像に当てはまる訳

ではないが，PC－SYSTEMの核医学CRT診断シ

ステムとしての可能性が示唆された．

　臨床画像としてFig．6にVIP－450にて収集し

た骨シンチグラムを，Fjg．7にGMS－55Uにて収

集した腫瘍シンチグラムをPC－SYSTEM，　GMS－

55U，　VIP－450およびフィルムを用いてそれぞれ

最適表示したものを示す．

　また，シネ表示プログラムは，R－R間隔24分

割心電図同期心プールデータに対して，64×64

matrix表示の場合には1心周期を約2秒と，128

×128matrix表示の場合には同様に約3秒と，臨

床に十分なスピードでシネ・モード表示すること

ができ，連続画像に対するPC－SYSTEMによる

動画観察の可能性が示唆された．

V．討　　論

　ほとんどの医用画像装置において，実際に読影

診断に供するための媒体はフィルムが中心である．
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Table　2　Evaluation　observation　Pb　phantom　digital　images　by　120bservers

Total　counts

0．lMC O．2Mc 0．4MC 0．8MC　　　1．6　Mc 3．2MC
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　poor

0
1

11
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Fig．6　A　bone　scintigram（99mTc－MDP）acquired　by

　　　large　field　of　view　camera（．Σ410S）is　displayed

　　　using　VIP－450　system（A），　GMS－55U　system

　　　（B），PC－SYSTEM（C）and　analogue　image

　　　（D）．

しかし，フィルムへの撮影条件はオペレータが決

定するため，デジタル画像をフィルムに表示する

場合には，アナログ画像以上にオペレータの主観

が入りやすく，検査目的に適合しない診断能の低

い画像を提供する危険性がある．

　そこで，「はじめに」でも述べたように読影室

等における核医学デジタル画像の読影診断は，核

医学データ処理装置から提供される解析結果やハ

ー ドコピーフィルムに加え，読影専用のCRT診

断装置を用いて行う方が望ましい．さらに，「核医

学画像の情報量は他の分野の画像に比して非常に

少ない．」，「デジタルカメラの出現により核医学

画像のすべてがデジタル化傾向にある．」等の好

条件から考え，他の分野に先駆けて核医学分野に

おいて，フィルムレス診断への移行とミニPACS

の導入を行うべきであろう．

　本研究ではその第一歩として安価なパソコンを

用いたPC－SYSTEMを開発し，核医学デジタル

画像のCRT診断について検討した．

　PC－SYSTEMでは内部メモリとして画像の1

画素あたり8bitの情報量を有しているものの，

画像表示においては8bit（256階調）の表示が不

可能であり，4　bit（16階調）でしか表示できない

のが欠点であった．しかし，今回window－leve1お

よびグレースケール（16階調）を任意に調整でき

るソフトウエアを開発して，PC－SYSTEMに組

み込んだ結果，16階調による表示であるがPC－

SYSTEM画像に対し，　Table　2に示すように核

医学データ処理装置（VIP－450）とほぼ同等な視覚

評価を得ることができた．さらに，PC－SYSTEM

上で画像処理（画像の演算，画像の平滑化など），

ROI処理およびTAC解析等をTable　1に示すよ

うに，核医学データ処理装置とほぼ同等のスピー

ドでできたことは，従来の読影室におけるフィル

ムを媒体とした読影診断に加え，PC－SYSTEMに

よるCRT診断によって，デジタル画像の特徴を

十分に臨床診断に活用できるであろう．

　臨床ソフトウエアは各装置（メーカー）特有で
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Fig．7Awhole　body　gallium－67　scintigram　obtained　by　GMS・55U　is　displayed　using

　　　PC・SYSTEM（A），　GMS・55U　system（B），　VIP・450　system（C）and　hard　copy　mm

　　　（D）．

あり，その開発スピードも異なる．そのため，目

的とするソフトウエア（例えば因子分析や回転型

スラントホールコリメータによる断層法など）に

より，装置を選択して検査を行ったり，時には同

一患者を複数の装置を用いて検査する場合などが

あり，非合理的であった．それは現在使用してい

る画像処理装置相互に，データの互換性がないた

めに，メーカーの異なる装置間での，画像データの

相互利用ができないためであった．そこで，著者ら

はファイルコンバータを組み込んだPC・SYSTEM

をインターフェースとして用いることにより，8”

FDを介して複数の核医学データ処理装置をofr

lineで連結し，画像の互換を行った結果，複数の

核医学データ処理装置において，画像データの相

互利用が可能となった．したがって，PC・SYSTEM

の利用により装置特有であった臨床ソフトウエア

を他の装置のデータに対しても適用できるので，

装置を代えて再検査することなく，同一症例の画

像データから，より多くの診断情報を引出すこと

ができた．

　以上の結果，PC－SYSTEMは核医学画像の

CRT読影診断に十分利用可能であり，さらには，

核医学データ処理装置相互の画像互換のための，

ファイルコンバータとしても利用可能であり臨床

上有用であった．今後，さらに処理法や画像表示

等のソフトウエアと装置の両面から開発研究を進

めることにより，読影室等における核医学画像の

CRT診断システムの実用化の見通しを得た．

VL　結　　論

　パソコンを用いた核医学CRT診断システム

（PC－SYSTEM）を開発し，その臨床的有用性と画

像互換（相互利用）について検討し，以下の結論

を得た．

　1）PC－SYSTEMは核医学検査において，　CRT

診断システムとしての役割を十分に果たすことが

可能であった．

　2）PC－SYSTEMは核医学検査において，複数

の核医学データ処理装置相互の画像データの互換

と相互利用を実現した．
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Summary

Development　of　a　CRT－diagnosis　System　in　Nuclear　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　Using　a　Personal　Computer

Hir（）ji　IIDA，　Masamichi　MATsuDAIRA，　Masato　YAMADA　and　Masaaki　KAwAMuRA

1）輌V輌∫ion　6ゾRadia「ion∫θry’ce，　Kanazawa　Universi’γHOSθ〃al，」陥〃OZζ～wa

　In　nuclear　medicine，　many　digital　image　data

and　processing　systems　have　been　offered　by　vari－

ous　computer　systems．　However，　the　data　do　not

have　compatibility　among　different　computers．

Theref（）re　image　format　of　the　disc　in　each　nuclear

medicine　system　was　analyzed，　and　the　softwares

f（）rnuclear　medicine　data　analysis　were　developed

using　a　personal　computer．　The　system　can　be

apPlied　to　the　transfer　of　data　obtained　by　the

defferent　computers．

　Furthermore，　the　data　analysis　of　scintigrams

can　be　performed　using　a　personal　computer

programs　developed　by　us．　This　system　is　not

expensive　and　w川be　utilized　as　a　general　CRT－

diagnosis　system　in　nuclear　medicine．

　　Key　words　：CRT　diagnosis　system，　Image

processing　system，　Personal　computer，　Image　com－

patibility．
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