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《原著》

Thallium－201心筋single　photon　emission　computed

　　　　　　　tomographyの定量性の検討

一
ファントムを用いて一

大嶽　　達＊　渡辺　俊明＊

西川　潤一＊　　飯尾　正宏＊

小坂　　昇＊　　百瀬　敏光＊

　要旨　われわれは人体に近い条件の胸部ファントム，および部位により壁厚や壁内Tl－201濃度を変えた

心筋ファントムを用い，回転型ガンマカメラによるSPECT画像を得て，画像上の心筋各部位のカウントと

壁厚や壁内Tl－201濃度との関係を検討した．

　その結果360度スキャン，180度スキャンのいずれでも1cmを100％として壁厚を変化させた場合と

1cmの壁厚でTl－201濃度を変えた場合，壁厚も濃度もSPECT画像上の心筋壁のカウントとほぼ比例した．

しかも100％，75％，50％，25％，0％の5段階を十分識別可能であった．しかし，180度スキャンでは壁上

部が壁下部より10から15％カウントが低下し，後下壁も前壁より10％程度カウントが低下するなど360

度スキャンよりも部位によるカウントの差が大きかった．

　このような誤差を考慮すれば，Tl心筋SPECTの欠損の程度から，梗塞巣の残存心筋量や一過性虚血巣

の虚血の程度を評価可能と考えた．

1．はじめに

　心筋のviabilityを知る目的で，　thallium－201（Tl）

心筋single　photon　emission　CT（SPECT）は近年

広く用いられつつある．　percutaneous　transluminal

coronary　angioplasty（PTCA）やAorto－Coronary

（A－C）bypassが虚血性心疾患の治療に盛んに行わ

れるようになってきたが，その際，梗塞部の残存

心筋の評価は重要な問題である．T1心筋SPECT

で梗塞量の定量を試みた報告はいくつかある1’”8）

が，これらの報告は全体の心筋に対する梗塞心筋

の割合を求めたものであり，梗塞をおこしたある

病変冠動脈支配領域に残存心筋がどの程度あるか

検討したものではない．PTCAやA－C　bypassに
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おいてはむしろ後者が重要であるが，梗塞部での

残存心筋について定量的に検討した報告は乏し

い9）．梗塞部でのTl心筋SPECTの欠損の程度は

ある程度残存心筋量を反映すると思われるが，こ

れには心筋血流の低下および心筋壁厚の減少によ

るpartial　volume　effectの両方が反映されている．

われわれは，Tl心筋SPECTの欠損の程度に両者

がどのように反映されているか検討するためにフ

ァントム実験を行った．

II．対象および方法

　ファントムはできるだけ人体に近い条件にする

ために京都科学標本社製の胸部ファントム（Fig．

Dを用いた．これには，肺に相当する部分に吸収

係数の低いおがくずを入れ，縦隔部分に液体およ

び心臓ファントムが入れられる．肺の部分には，バ

ックグラウンドを生じさせるためにTl溶液に浸

した短冊状の3cm×0．5　cm程度の紙を均等にお

がくずに混ぜ，planar像を撮像して肺野のカウン

トが心筋の1／3程度になるように調整した．縦隔
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部分には心筋の1／20の薄い濃度のTl溶液を入れ，

planar画像上は肺と同程度のカウントになるよう

にした．心筋ファントムは京都科学標本社製の2

種類（Fig．2）を用いた．一つは心筋壁厚が1cm

で，前壁，中隔，後下壁，側壁それぞれの壁上部

と壁下部の計8部分に分かれており，壁上部の4

部分のうち3部分の内腔の厚さを10mm，7．5　mm，

5mmとし，1部分の半分は，2．5　mm，半分は

Ommとし，壁下部も同様にしたが，位置関係は

壁上部とずらした．もう一つは，上記の8っの部

分に区画を作り，壁厚を10mmで統一し，濃度

の異なるT1溶液を注入した．壁上部の4部位は

濃度を100％，75％，50％，0％とし，壁下部の4

部位は100％，75％，25％，0％とした．さらに壁

上部の4部位の濃度を100％，100％，25％，0％と

し，壁下部の4部位は100％，100％，75％，50％

となるファントムも作成した．

　それぞれのファントムを縦隔内の人体の場合に

近い位置に固定し，SPECTを撮像した．　SPECT

はGE社Maxicamera　400ACTおよびSTARコ
ンピュータシステムを用い，左後斜位45度を起点

に，足から見て反時計回りに360度64方向から，

1方向につき15秒ずつデータ収集した．同一のフ

ァントムで，同じ位置で心長軸の回りに90度ずつ

回転させ，各壁で各壁厚や各濃度のデータが得ら

れるように，4回撮像し，3種のファントムで計

12回撮像した．

　12個の64方向360度スキャンデータから，左後

斜位45度から右前斜位45度の32方向180度スキャ

ンデータをそれぞれ取り出し，計24個のデータに

ついて，6mmスライスの体軸面横断断層像を重

畳積分法で吸収補正はせず，Ramp－Hunningの

filterを用いて作成し，さらに心長軸に垂直な短

軸面断層像や心長軸に平行な長軸面矢状断層像お

よび長軸面水平断層像を再構成した．これらは24

のデータについて別々に行った．

　再構成画像について，短軸面断層像では壁下部

の中央スライスおよび壁上部の中央のスライスを

選び，それを2倍拡大して前壁，中隔，側壁，後

下壁のそれぞれの中央に2×4ピクセルの小さな

関心領域（region　of　interest，　ROI）をマニュァル

で設定し，そのROI内の平均カウントを求めた．

長軸面断層像についても，中央のスライスを選び，

上記と同様に，長軸面矢状断層像からは前壁と後
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下壁，長軸面水平断層像からは中隔と側壁のカウ

ントを求め，短軸面断層像の結果と長軸面断層像

の結果を平均して各壁のカウントとした．

　壁厚を変えた場合の4回のスキャンは，合計し

て2時間前後でデータを収集しているので，Tlの

物理的減衰は補正して，前壁上部，前壁下部，中

隔上部，中隔下部，側壁上部，側壁下部，後壁，

下壁に相当する8部位について，8部位中の最大

のカウントを100として各部位の10mm，7．5mm，

5mm，2．5　mm，　O　mmそれぞれの壁厚の場合のカ

ウントを表現した．

　同様に，濃度を変えた場合も，はじめの4回の

スキャンおよびあとの4回のスキャンでそれぞれ

各部位の各濃度のカウントを表現し，両者を総合

して100％は3個の値，75％と0％は2個の値
を平均して各部位の各濃度の値とした．

　これらを360度スキャンデータと180度スキャ

ンデータの両方について行った．

　ROI設定はマニュアルで行ったので，カウント

の検者間再現性についても検討した．56部位につ

いて，異なる検者が別々にROIを設定し，カウ

ントを測定して比較した．

III．結　　果

　a．壁厚とカウントの関係

　10mm，75　mm，5mm，2．5　mm，　O　mmそれぞれ

で8部位のカウントの平均と標準偏差を求め，

360度スキャンと180度スキャンそれぞれの壁厚

とカウントの関係をFig．　3に示した．

　360度スキャンでは，10mmは91．5」：4．6（84．0－

100），7．5mmは69，6土4．7（60．牛76．7），5rnmは

51．9士5．6（43．4－59，1），2．5mmは35．8：ヒ3．2（30．8－

41．5），Ommは22．O±3．7（18．a28．5）であった．

180度スキャンでは，10mmは87．7土8．7（745－

100），7．5　mmは66．1土5．6（56．0土73．2），5mmは

47．4土3．1（42．1－51．3），2．5mmは33．8土3．0（29．5－

38．2），Ommは18．8土5．5（9．7－27．2）であった．

　壁厚と画像上のカウントの相関は，360度スキ

ャンではr＝O．979，y＝19．8十〇．689x，　n＝40，　P＜

0．001であり，180度スキャンではr＝0．970，y＝

16・8＋0．681x，　n・＝CO，　P＜0．001であり，画像上の

カウントと壁厚は360度スキャンでも180度スキ

ャンでもほぼ比例関係にあるといえる．ただし

SPECTの定量の不正確さを反映して，部位によ
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　　　　　wall，　vertical　axis：the　count　in　the　tomographic　image．
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　　　　　　　　　HF　HF　 HF　 HF　HFFig．4　The　relation　between　the　Thallium－201　concentration　in　myocardial　wall　and　the

　　　　　count　in　the　tomographic　image　is　shown．360°full　scan：r＝0．987，　y＝15．3十

　　　　　〇．766x，　n＝＝40，　p〈0．001．180°half　scan：r＝0．977，　y＝14．0十〇．726x，　n＝40，　p＜

　　　　　0．001．

　　　　　H，F　and　vertical　axis　are　the　same　as　in　Fig．3，horizontal　axis：the　Thallium－201

　　　　　concentration　in　myocardial　walL

　　るばらつきはあるが，この5通りの壁厚を十分に

　　区別できた．

　　　b．壁内Tl濃度とカウントの関係

　　　100％，75％，50％，25％，0％のそれぞれの濃度

鮎で8部位のカウントの平均と標準偏差を求め，

360度スキャンと180度スキャンのそれぞれの濃

度とカウントの関係をFig．4に示した．

　360度スキャンでは，100％は93」土4．8（84．2－

100），75％｝ま73．2土4．4（65．2－82．1），50％｝ま50．5土

4．4（42．5－565），25％｝ま　34．1土3．6（27．5－39．2），0％
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Fig．5　The　difference　in　the　count　in　the　tomographic　image（360°fu11　scan）among　each

　　　　　part　of　myocardial　wall　is　shown．

　　　　　AU：upper　part　of　anterior　waU，　AL：lower　part　of　anterior　wa11，　SU：upper

　　　　　part　of　septum，　SL：10wer　part　of　sept㎜，　P：posterior　wall，1：inferior　wall，

　　　　　LU：upper　part　of　lateral　wall，　LL：lower　part　of　lateral　wal　L　Vertical　axis　is　the

　　　　　same　as　in　Fig．3．
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Fig．6　The　difference　in　the　count　in　the　tomegraphic　image（180°half　scan）among

　　　　　each　part　of　myocardial　wall　is　shown．　Abbreviate　names　of　myocardial　wall

　　　　　are　the　same　as　in　Fig．5．　Vertical　axis　is　the　same　as　in　Fig．3．

は16．9土2．2（12．8－19．6）であった．180度スキャ

ンでは，100％は87．3±7．4（78．7－100），75％は

67．9：L6．4　（58．4－78．4），　50％　　｝ま　　48．9：1：45　（41．9－

56．5），25％Iik　33．8土4．0（26．8－38．9），0％｝ま15．8土

4．7（8．8－23．9）であった．

　壁内濃度と画像上のカウントの相関は，360度

スキャンではr＝O．987，y・＝15．3十〇．766x，　n＝40，

P＜0．001であり，180度スキャンではr＝0．977，

y　・＝　14．0＋O．726x，　n＝40，　p＜0．001であり，画像上

のカウントと壁内濃度は360度スキャンでも180
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　　　graphic　image（360°fu11　scan）is　shown（upper　part　and　lower　part　of　myocardial

　　　wall　are　separately　shown）．

　　　U：upper　part　of　myocardial　wall，　L：lower　part　of　myocardial　wall．　Vertical

　　　and　horizontal　axis　are　the　same　as　in　Fig．3，
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　　　　　　UL　UL　UL　UL　ULFig．8　The　relation　between　the　thickness　of　myocardial　wall　and　the　count　in　the　tomo－

　　　graphic　image（180°half　scan）is　shown（upper　part　and　lower　part　of　myocardial

　　　wall　are　separately　shown）．

　　　Uand　L　are　the　same　as　in　Fig．7．　Vertical　and　horizontal　long　axis　are　the　same

　　　as　in　Fig．3．

度スキャンでもやはりほぼ比例した．壁厚の場合

と同様に，部位によるばらつきはあるが，5通り

の濃度を十分区別可能であった．

　C．部位によるカウントの変化

　壁厚を変えて1cmの場合の各部位のカウント，

および壁内濃度を変えて100％の場合の各部位の

カウント（各部位で計3個の値）の合計4個の各

部位の値を平均し，360度スキャンと180度スキ

ャンのそれぞれの各部位でのカウントを示したの

がFig．5およびFig．6である．
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　360度スキャンでは，前壁上部が92．8，前壁下

部が99．6，中隔上部が91．8，中隔下部が91．4，後壁

が95．1，下壁が86．8，側壁上部が92．8，側壁下部が

87．5であった．180度スキャンでは，前壁上部が

87．0，前壁下部が99．9，中隔上部が79．0，中隔下部

が96．7，後壁が78．4，下壁が91．5，側壁上部が

83．7，側壁下部が93．7であった．それぞれの標準

偏差は0．26から2．97と小さかった．

　このように180度スキャンでは壁上部のカウン

トが壁下部よりも10から15％低く，後下壁のカ

ウントも前壁よりIO°／．近く低いのに対し，360

度スキャンでは部位によるカウントの変化は少な

く，前壁上部が10％他部より高く，下壁が5％

低い以外は，各部位でのカウントはほぼ近い値で

あった．

　d．壁上部と壁下部に分けた壁厚とカウントの

　　関係

壁厚10㎜，7．5mm，5mm，2．5　mm，　O　mmそ

れぞれで壁上部4部位および壁下部4部位のカウ

ントの平均と標準偏差を求め，360度スキャンお

よび180度スキャンそれぞれにおける壁上部での

壁厚とカウントの関係および壁下部での壁厚とカ

ウントの関係をFig．7，　Fig．8に示した．

　360度スキャンでは壁上部のカウントが，10mm

は92．5：と2．5，7．5mmは71．9土3．1，5mmは54．4

土4．2，2．5mmは34．7土3．3，0mmは19．0±2．1で

あり，壁下部のカウントが，10mmは90．6土5．9，

7．5mmは67．2土4．9，5mmは49．4土5．6，2．5　mm

は36．9土2．7，0mmは24．9土2．3であった．180度

スキャンでは壁上部のカウントが，10mmは80．3

土5．3，7，5mmは61．4±3．3，5mmは45．7土3．1，

2．5mmは34．3土4．5，0mmは19．6士5．1であり，

壁下部のカウントが，10mmは95．4土3．1，75mm

は70．7土2．9，5mmは49．0土2．0，2．5　mmは34．6

±2．7，0mmは18．0土5．7であった．

　このように360度スキャンでは壁上部と壁下部

のカウントにあまり差がなかったのに対し，180

度スキャンでは特に10mmと7．5　mmで壁上部

と下部のカウントの差が大きかった．しかし，

5mm以下ではその差は小さかった，
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　e．ROI設定の再現性

　56部位について両検者の測定の相関はr－0．997，

y－0．216＋o．991xと非常に良好であった．各測定

の検者間の差を最高カウントで割った値の平均と

標準偏差を求めたが，2．2土1．3％（O．3－6．0％）であ

り2％程度の測定誤差はあると考えられた．

Iv．考　　察

　一般にSPECTは定量性が悪いと言われ，　Tl心

筋SPECTによる診断は単に欠損の有無や再分布

の有無のみで行われることも多い．しかし，実際

にはTl心筋SPECTで欠損の程度は様々であり，

一過性虚血の程度や梗塞巣の残存心筋量をある程

度反映していると思われるが，それをファントム

や剖検心などで検討した報告は乏しい9）．

　そこでわれわれは，人体に近い条件のファント

ムを用い，Tl心筋SPECTの欠損の程度から梗塞

巣の残存心筋量や一過性虚血巣の虚血の程度をど

の程度推定できるか検討した．

　その結果，壁厚についてはlcm以下の場合は

同じT1濃度でもpartial　volume　effectの影…響で，

壁厚と画像上の心筋壁のカウント（欠損の程度）が

ほぼ比例するとの結果であった．そしてSPECT

の定量性の悪さ（正確な吸収補正が困難なことな

ど）を反映して特に180度スキャンで部位による

ばらつきがあるものの，欠損の程度を4段階程度

に分け，Tlをとりこむ心筋細胞の1／4程度の喪失，

1／2程度の喪失，3／4程度の喪失，ほぼ大部分喪

失という状態に対応させることは可能と思われた．

具体的には360度スキャンでは，最高カウントの

60から75％程度の欠損は1／4程度の喪失，45か

ら60％程度の欠損は1／2程度の喪失，30から

45％程度の欠損は3／4程度喪失，30％以下の欠

損はほぼ大部分喪失と分類可能であり，180度ス

キャンでは，最高カウントの55から75％程度の

欠損は1／4程度の喪失，40から55％程度の欠損

は1／2程度の喪失，30から40％程度の欠損は

3／4程度の喪失，30％以下の欠損はほぼ大部分喪

失と分類可能と考える．

　壁内T1濃度とカウントの関係については，ほ
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ぼ壁厚とカウントとの関係と同様であり，Tl心筋

SPECTの画像上の欠損の程度から虚血の程度を

ある程度評価可能と考える．

　しかし，注意すべきは，梗塞巣では安静時血流

の低下と心筋細胞の喪失の両者が複合している場

合がある点であり，Tl心筋SPECTの画像上の欠

損の程度には両者の要素が複合している．したが

ってTl心筋SPECTから梗塞巣の残存心筋量を

判定する際，過小評価する可能性がある．たとえ

ば，A－C　bypass術やPTCAを施行する場合，再

分布時画像から予想されるより著明に改善する場

合がある10）．これは再分布に通常より時間がかか

ることも一因であろうが，安静時血流の低下の要

素も関与していると老える．また，梗塞発症後1

日以上経過して撮像したTI心筋シンチでの欠損

が，数目後改善したとの報告もある11）が，これ

にも低下していた安静時血流が回復した要素が関

与していると考える．

　またTlをとりこむ心筋細胞とviableな心筋細

胞が完全に一致するかどうかの問題もある12）が，

大体においてT1心筋SPECTの安静時画像や再

分布時画像の欠損の程度から梗塞巣の残存心筋量

を評価可能と考える．ただし，特に不完全再分布の

場合は，再分布時画像の欠損の程度からは残存心

筋量を過小評価する可能性が多く，注意を要する．

　Tl心筋SPECTにおいて欠損の程度のみならず

欠損の範囲も重要である．しかし範囲の定量も誤

差が大きく，視覚的に何分の1程度と判定する程

度でも十分と考える．また，ある病変冠動脈支配

領域中の梗塞の範囲を知るには，冠動脈造影所見

とT1心筋SPECTを綿密に比較する以外に方法

はなく，梗塞範囲のいろいろな定量の意義はあま

り高くない．

　もう一つの問題として，今回は静止ファントム

を用いたが，実際の心筋は動いており，しかも壁

厚も拡張末期と収縮末期では異なる点がある．1

心周期の中では拡張末期に近い状態が長く，心拍

同期しないSPECT画像は主としてそれを反映し，

梗塞部は主として拡張末期を反映した欠損の程度

を示すと考えられるが，心室の動きや壁厚の変化

による誤差を考慮する必要がある．しかし，正常

部と梗塞部の比を考えるとき，収縮末期で両者の

壁厚の比が変化しても，その分，細胞密度の比も

変化し，Tl壁内濃度の比が壁厚の比の変化に反

比例して変化するならば，収縮末期と拡張末期で

SPECT画像上の梗塞部の欠損の程度はあまり変

化しないと考えられる．ただし，心筋がある程度

以上厚くなるとpartial　volume　e飴ctがなくなり，

壁厚の増加がピクセルあたりのカウントの増加と

してではなく，画像上の壁の幅の増大としてあら

われるため，もともと心筋の厚い症例では，収縮

末期と拡張末期で梗塞部の欠損の程度がかなり変

化する可能性もあり，特に注意を必要とする．

　次に360度スキャンと180度スキャンの問題で

あるが，今回の結果は360度スキャンが2倍の

データ収集時間を要してはいるが，明らかに180

度スキャンよりも定量的に優れているとの結果で

あった．今回のファントム実験では，360度スキ

ャンで吸収補正しなくても壁上部と壁下部のカウ

ントの差が5％前後と少なかったのに対し，180

度スキャンでは壁上部のカウントが壁下部に比べ

10から15％低下していた．また180度スキャン

では後下壁のカウントが前壁に比し10％程度低

いのに対し，360度スキャンでは前壁下部が他部

よりも10％高く，下壁が5％低い以外は後壁も

含め各部のカウントはほぼ等しかった．しかし，

壁厚差や濃度差の識別に関する定量性は360度ス

キャンと180度スキャンでほぼ同等であった．

　ただし，このファントムでは大動脈や心房，右

心室もなく肝臓もない．また心臓ファントムも長

径10cmと実際の心臓より大きいなど，360度ス

キャンに有利な状況が多い．SPECTの収集デー

タのうち，右後斜位から背側にかけてのデータに

おいてファントムでは明瞭に心筋が描出されてい

るが，実際の症例ではかなり不明瞭であり，360

度スキャンで必ずしも断層画像が良化するとは限

らない13’14）．実際の症例では特に壁厚差や濃度

差の識別に関する定量性は，同一データ収集時間

なら，むしろ360度スキャンのほうが180度スキ

ャンよりも劣る可能性が強いと考える。
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　したがって，一概に360度スキャンのほうが

180度スキャンよりも定量性に優れているとは言

いにくい．しかし，180度スキャンではやはり心

基部や後壁のカウントの低下が問題であり，特に

欠損か否かの判定には十分な注意を必要とする．

ただし，欠損の程度の判定に際しては壁上部と下

部に分けた定量の結果に示したように，特に壁厚

50％以下では，180度スキャンでも部位による差

は小さく，その差をあまり考慮しなくても欠損の

程度から残存心筋量を推定できる．

V．結　　語

　1）人体に近い条件の胸部ファントム，および

部位により壁厚や壁内Tl濃度を変えた心筋ファ

ントムを用い，SPECT画像上の心筋各部位のカ

ウントと壁厚や壁内Tl濃度との関係を検討した．

　2）1　cm：．を“100％として壁厚を変化させた場

合，360度スキャン，180度スキャンのいずれで

もSPECT画像上の心筋壁のカウントとほぼ比例

し，100％，75％，50％，25％，O％の5段階を十分

識別可能であった．

　3）1cmの壁厚でTl濃度を変化させた場合，

壁厚を変化させた場合とほぼ同じ結果であった．

　4）180度スキャンでは，壁上部が壁下部より

も10から15％カウントが低下し，後下壁も前壁

より10％程度カウントが低下するなど，360度

スキャンよりも部位によるカウントの差は大きか

った．

　5）180度スキャンにおける部位による差も壁

厚や濃度の定量への影響は大きくなかった．

　6）Tl心筋SPECTの欠損の程度から梗塞巣の

残存心筋量や一過性虚血巣の虚血の程度をある程

度評価可能と考えた．
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Summary

Phantom　Study　of　Thallium・201　Myocardial　Single　Photon　Emission

　　　Computed　Tomography　for　Evaluating　its　Ability　to　Quantify

　　　　　　　　　　　　　　Residual　Myocardium　in　lnfarct　Area

Tohru　OHTAKE， Toshiaki　WATANABE，　Noboru　KosAKA，　Toshimitsu　MoMosE，

　　　Junichi　NisHiKAwA　and　Masahiro　lio

D卿r’〃τent（）f　Radiology，　Fae〃τγq∫ルfedic臨苗τiverぷ∫’y　of　TokyO

　　We　studied　the　relationship　between　the　count

of　myocardial　wall　in　single　photon　emission　com－

puted　tomography（SPECT）image　and　the　thick－

ness　of　wall　or　the　concentration　of　Thallium－201

（T1）in　walL　For　this　purpose，　we　used　phantom　of

thorax　and　myocardium．　Thoracic　phantom　con－

sists　of　mediastinum血11ed　with　low　concentrated

Tl　solution　and　lung　filled　with　wooden　tip．　Myo－

cardial　phantom　consists　of　eight　parts（upper　and

lower　parts　of　anterior　wal1，　septum，　posteroin－

ferior　wall　and　lateral　wall）．　In　one　phantom　we

changed　the　thickness　of　wall（10mm，7．5　mm，

5mm，2．5　mm，　O　mm）and　in　another　phantom　we

changed　the　Tl　concentration（100％，75％，50％，

25％，0％）．

　　In　our　results，　the　thickness　and　the　concentra－

tion　correlated　well　with　the　count　and　five　grades

（100％，75％，50％，25％，0％）were　well　separated

though　it　was　said　that　SPECT　is　inaccurate　in

quantification．　But　in　180°half　scan，　the　count　of

upper　part　was　10－15％lower　than　that　of　lower

part　and　the　count　of　posteroinferior　wall　was

about　lO％10wer　than　that　of　anterior　wall．　We

have　to　take　it　into　account　in　quantification．　In

conclusion，　usillg　Tl－201　myocardial　SPECT　resi－

dual　myocardium　in　infarct　area　can　be　evaluated

from　the　severity　of　defect，　and　from　that　the

severity　of　ischernia　can　be　evaluated．

　　Key　words：Tl－201　myocardial　scan，　SPECT，

Phantom　study，180°scan，360°scan．
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