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1．はじめに

　心筋血流が201T1心筋シンチグラフィによって

容易に評価できるようになっているが，近年さら

に1231標識の放射性医薬品が開発され，例えば

脂肪酸や受容体の画像化が可能となってきた1）．

これらのイメージングは，ポジトロン核種を用い

なくてもシングルフォトン核種により心筋の血流

代謝の評価ができるため臨床的有用性は高い．ま

た近年，2核種を同時に投与してその2核種の光

電ピークでそれぞれデータ収集を行い，他核種へ

の影響を補正する収集法いわゆる2核種同時収集

法が検討されるようになった2・3）．この方法は，

検査時間が短縮でき，同時に2つのパラメータを

求めることができる点で有用性が期待されている．

一方，散乱線の分布は一定ではないために，臨床

例では補正係数をどのように設定するかが問題と

なる4）．この報告では心筋を対象に，201T1による

血流像と交感神経イメージング用剤である［1231］・

meta－iodo　benzyl　guanidine（MIBG）5，6）を用いて，
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相互の画像への影響すなわちcrosstalkを検討し

た．

n．方　　法

　使用核種と装置

　ファントム実験のためには201Tlまたは1231

MIBGを各37　MBq（l　mCi）を用いた．また，臨

床症例では，201T1または1231　MIBGを150　MBq

（約4mCi）静注した．データ収集のための各核種

の光電ピークとウィンドウは，201Tlが70　keVで

25％，1231が159keVで20％にした．

　全身像の撮像には対向大視野カメラ（東芝

GCA－901A／W2）に低エネルギー汎用コリメータ

を装置し，前面像と後面像を得た．SPECT装置

は対向型シンチカメラ（島津ZLC7500）に低エネ

ルギー用高分解能コリメータを用いた．いずれも

1核種の投与であるが，2核種同時収集モードに

設定し，その核種の光電ピークの画像と同時に他

の核種の光電ピークのエネルギーウィンドウでも

収集した．

　ファントム実験

　胴体ファントムは，均一線源部分を有する

SPECT品質管理用で，201Tlまたは1231を均等に

入れた後，1方向30秒で60方向，360°の投影像

　Key　words：201Tl，1231，　Myocardial　scintigraphy，　Dual

energy　acquisition，1231　MIBG．
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を得た．原画像に9点加重平滑化を行い，ついで

Shepp－Loganの再構成フィルターを用いて横断断

層像を得た．吸収補正は行わなかった．この断層

像について，関心領域（ROI）を設定して，SPECT

断層像の再構成値（以後単にカウントと記載する）

を，またこのファントムを側面から撮像して，こ

のplanar像についても均一線源部分のROI内の

カウントを求めた．相互のエネルギーウィンドウ

への影響は，自らのエネルギーウィンドウのカウ

ントで，もう一方のエネルギーウィンドウのカウ

ントを除して，その比率（R）で示した．本稿では，

201Tlの1231ウィンドウへの影響をR（1／TL），1231の

201T1ウィンドウへの影響をR（TL／1）と記載する．

　臨床的検討

　201T1注射後20分および4時間後に2核種同時

収集モードで収集を行った．全身像（3症例5回）

については，全身，心筋，肝，右肺の中央，肩の

各部位にROIをとり，そのカウントを算出した．

SPECT像（3症例6回）については2核種収集モ

ー ドで30方向，右前斜位45°から前面をまわる

180°とし，その他の条件はファントム実験と同様

にした．横断断層像を作成後，中隔，心尖部，側

壁，右室部，縦隔および肺にROIを設定してカ

ウントを計算し（Fig．1），2核種が相互のエネル

ギーウィンドウに及ぼす割合を検討した．

IIL結　　果

と1231の相互の影響をみたものである．臓器に

より，Rの値は異なっており，また同一の症例で

も注射後の経過時間により，差が認められた．こ

れらの結果は単一の補正係数を用いることが困難

であることを示している．

　Table　2は心筋および縦隔に着目して，　Rの値

を検討したものである．症例3および4のように，

比較的均一な心筋内分布の場合には，Rの変動は

小さいものの，心筋梗塞の症例1では，欠損部の

R（1／TL）が0．21，　R（TL／1）が0．67－0．75と正常部よ

り明らかに高値を示した．

　症例1では，201T1と1231の単独投与による2

核種収集の全てのデータがあるため欠損部と正常

部のカウントの比を，（1）真のカウント比，（2）2

核種を投与した場合に各エネルギーウィンドウか

ら求められる見かけのカウント比，（3）補正係数を

一
定と仮定して，すなわちR（1／TL）－0．14，　R（TL／

1）＝0．37として，（2）の値から計算される2核種

Table　1 Crosstalk　of　201Tl　and　1231　in　whole－body

study

R（1／TL） R（TL／1）

　ファントム実験では，planar像の均一線源部分

ではR（1／TL）が0．17，　R（TLII）が0．38であったが，

SPECTではこれよりやや小さくそれぞれ0．14お

よび0．37であった．

　Table　1は全身シンチグラフィにおいて，201Tl

ROI Case　　1＊　　2　　　1　　　1　　　3

Time　lhr　lhr　lhr　4hrs　lhrs

Whole　body
Heart

I」ver

Lung
Shoulder

0．33

0．27

0．38

0．31

0．28

0．15　　0．61　　0．59　　0．73

0．13　　0．52　　0．63　　0．51

0．14　　0．39　　0．77　　0．44

0．13　　0．49　　0．60　　0．61

0．14　　0．70　　0．60　　0．83

R（1／TL）＝201Tl　count　in　1231　window／that　in　201Tl

window．
R（TL／1）＝1L’31　count　in　201Tl　window／that　in　1231

window．

＊1王HR　colllmator，　LEAP　collimator　in　the　other

　four　studies．

Table　2　Crosstalk　of　201Tl　and　1231　in　SPECT　study

R（1／TL） R（TL／1）

ROI
Case　　l
Time　　20　min

4
20　min

1

20min
1

4hrs
3

20min
3

4hrs

Septum
Apex
Lateral

Mediastinum

0．16

0．15

0．21＊

0．34

0．13

0．13

0．12

0．49

0．28

0．35

0．67＊

0．50

0．24

0．28

0．75＊

0．66

0．37

0．35

0．38

0．57

0．39

0．41

0．44

0．59

＊segment　of　defect
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Fig．1　201TI　myocardial　transverse　images　in　201Tl（70　keV，25％）and　1231（159　keV，20％）

　　　energy　windows．　In　the　photopeak　and　scatter　images，　rectangular　regions－of－

　　　interest（5×5pixels）were　placed　on　three　myocardial　segments，1ung　and　medi－

　　　astinum．　Similarly，1231　MIBG　images　were　obtained　in　the　dua1－energy　mode，

　　　and　regional　counts　were　measured．

分離後（補遺参照）のカウント比，以上の3種類

を比較してみた．その結果，1231MIBGについて

は，欠損部と正常部の比はそれぞれ（1）39％，（2）

48％，（3）45％となり，201Tlの欠損部は（1）55％，

（2）61％，（3）67％となった．すなわち，Rを定

数とみなす方法は大きな誤差の原因になることが

判った．

IV．考　　案

　核医学画像データは本質的に機能の情報を有し

ており，放射性医薬品の集積は，その種類により，

血流代謝，受容体濃度などのユニークな情報を

提供することができる．近年，2核種同時収集が

可能なガンマカメラ・コンピュータシステムが普

及するにつれて，2核種をそれぞれのエネルギー

ウィンドウで収集する方法が容易に行えるように

なった2・3）．そこで，全身シンチグラフィおよび

SPECTを用いて，2核種同時収集法の精度を検
討した．

　なお，この検討では一方の核種の他方の核種の

エネルギーウィンドウ設定における測定値を，同

時収集時の誤差と見なせると仮定した．これは補

遺に示したin　vitroと同様の仮定4）がSPECTで

なりたつことを前提としている．これは断層画像

再構成においては必ずしも自明ではないが，一般

に臨床での測定データからの2核種の分離には補

遺と同様の仮定がなされるため，この検討でもそ

れを用いた．

　全身シンチグラフィでの検討は，planarの検査

で臓器間の集積比を算出するときや，全身に対す

る取り込み率を計算するときに重要である．今回

の検討の結果，相互のエネルギーウィンドウへの

影響は，対象臓器，領域により大きく異なること

が判った．画像上，特に肝臓のように集積が高い

領域の周囲では散乱線の影響が大きかった．

　SPECT像では特にその心筋部分に着目すると，

正常部と欠損部で無視できない差が認められた．

さらに，初期像と4時間像では影響が異なってお

り，これは同一患者でも時間とともに核種の体内

分布が変化することが原因であろう．一般に，均

一な分布を示す心筋では，影響が少なく一定の補

正係数による2核種分離の誤差は小さいが，欠損

を有する場合には結果に示したように信頼性がな

い．しかし，2核種検査の利点が両者の不一致の

検索にあることを考えるなら，定量評価を目的と

する場合にはできるだけ，同時投与を避けるのが

望ましい．

　心筋において201T1の取り込みが1231の取り込
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みよりも有意に高く，201Tlが正常で1231の欠損

が生じる場合を考えてみると，1231の欠損の程度

は過小評価されることになる．一方1231から

201T1への影響は，1231の集積量が小さいとすれ

ば実際の影響は少ないので，1231MIBGの安静時

検査終了後減衰を待って，201Tlを改めて注射す

ることが可能かもしれない．逆に201T1の欠損部

に1231の集積を期待できるようなイメージングで

は，201T1の欠損の程度は過小評価されることに

なる．いずれにせよ，これらの状況は，1231標識

化合物の体内分布や，集積程度，ミスマッチのパ

ターン，周囲組織への集積状況（例えば心筋なら

ば肝と肺の影響が大きい）によってかなP異なっ

てくるため，個別にその場合に応じて検討が必要

である．

　以上の点を考慮するならば，201T1と1231にっ

いては，定性的評価はある程度可能であるが，取

り込み率や洗い出し率を計算するような定量的評

価の場合には信頼性が低いことが判明した．一般

に定量評価を目的とするときにはファントム実験

だけでなく，ヒトで1核種投与により2核種モー

ド収集を行い，一定の補正係数で補正できるか否

か確認が必要である．この場合でも，近似的には

補正できても，信頼性の低い値になることがある

ため，摂取率や洗い出し率などの計算には注意が

必要である．

V．結　　語

　心筋シンチグラフィにおいて，201T1による血

流評価と1231標識放射性医薬品による代謝評価を

想定して，ファントム実験および臨床例で，お互

いのエネルギーウィンドウへの影響を検討した．

その結果，全身シンチグラフィ，SPECT像とも

に領域により差があるだけでなく，同一の心筋内

でも欠損部と健常部とに，また時間とともに散乱

線の影響が変わることが明らかになった．一定の

係数による補正はきわめて難しく，心筋の201T1

と1231の2核種同時収集は定性的評価は可能だが，

定量的評価の観点からは信頼性に乏しいことが結

論できた．
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アイソトープ研究所に感謝いたします．

補　　遺

　2核種同時計測のとき，核種Aのウィンドウ1で

カウントC1，核種Bのウィンドウ2でカウント

C2が記録されたとする．ここで核種Aだけを含

むときの，ウィンドウ2のカウントとウィンドウ

1のカウントの比をR21，逆に核種Bだけを含む

ときのウィンドウ1のカウントとウィンドウ2の

カウントの比をR12とすると，ウィンドウ1の核

種Aの真のカウントAo，ウィンドウ2の核種B

の真のカウントBoは，次のように表される．

Ao十R12・Bo＝Cl

R21　・　Ao－←Bo＝C2

これを解いて

Ao＝（C1－R12・C2）／（1－R12・R21）

Bo＝（C2－R21・C1）／（1－R12・R21）

を得る．
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