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《ノート》

Thallium－201心筋SPECTにおける近接軌道の検討

Evaluation　of　Non－Circular　Orbit　in　Thallium－201　Myocardial　SPECT
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1．緒　　言

　近年Single　Photon　Emission　Computed　Tomo－

graphy（SPECT）を用いた心筋シンチグラムにお

いて，ベッドとガンマカメラの連動によりガンマ

カメラが常に対象物に接近して動く近接軌道が報

告されている1　一’　3）．近接軌道は空間分解能が向上

することが認められてはいるが2・3），再構成画像

の歪みが大きくなるとの指摘もあり4・5），その有

用性についての評価は定まっていないのが現状で

ある．

　われわれはファントムを用いて，当施設のタリ

ウム心筋シンチグラムの臨床撮像と同様の条件6）

で近接軌道（Non－Circular）によるデータ収集およ

び解析を行い，空間分解能，データの均一度，欠

損部の検出能について円軌道（Circular）との比較

を行った．
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H．方　　法

　1）使用したファントム

　使用した線線源実験用のファントムと京都化学

標本社製心臓ファントムRH－2の模式図をFig．1

に示す．線線源実験用のファントムは直径200

mm，高さ80　mmの円柱型で，中心と中心から

80mmの距離にある線線源（直径1mm）に，350

MBq（10．73　mCi）／／のTl－201を満たした．　RH－2

ファントムは胸郭ファントムと心臓ファントムか

ら構成されている．心臓ファントムの心筋に相

当する部分は厚さ10mmで，その中程に直径20

mm，厚さ10mmのアクリルで欠損を作り，ファ

ントム内に308MBq（9．45　mCi）〃のTl－201を満

たした．胸郭ファントムは縦隔の部分，左右の肺

野部分，脊柱部分に分かれ，隔壁にはアクリルを

使用している．心臓ファントムを縦隔部分内に心

尖を左前斜位45度方向とし，さらに水平に対して

45度の角度で固定して縦隔内の空間を水で満たし

た．

　Key　words：SPECT，　Noncircular　orbit，　Myocardial，

Phantom，
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　2）使用装置

　使用装置はシーメンス社製回転型ガンマカメラ

ZLC－7500　Digitracと島津製作所製データ処理シ

ステムScintipac－700である．近接軌道はベッド

が上下に移動することにより得られた．

　3）線線源実験

　Figure　1の線線源ファントムを円軌道と近接

軌道により180度データ収集を行い，xおよびy

方向の半値幅（Full　Width　of　Half　Maximum：

FWHM）を測定した．180度のデータ収集では線

線源のprofile　curveは非対称になるため，半値幅

は関数近似を行わず実測により求めた．

　4）測定方法および画像処理法

　心臓ファントムは欠損のないものを対照とし，

欠損を前壁，中隔，後壁，側壁に作成したものを

それぞれ前壁欠損，中隔欠損，後壁欠損，側壁欠

損として円軌道と近接軌道によるデータ収集を行

った．

　心臓ファントムの中心をガンマカメラ中心に一

致させ，Fig．2に示すごとく回転半径を円軌道で

200mm，近接軌道では垂直部で130　mm，水平部

で200mmとした．撮像は円軌道，近接軌道とも

に右前斜位45度から左後斜位45度までの180度

とし，32方向からのデータ収集を行った．収集カ

ウントは64×64マトリックスで，1マトリック

スあたり臨床上でのデータ収集カウントと同等

の200カウント前後で行った．吸収補正は行わず，

イメージの再構成はShepp＆Logan　filterとBut－

terworth　filterを用いたfiltered　back－projection法

を用い，体軸横断像を作成し，さらに6mmスラ

イスの短軸断層像を再構成した6）．

　欠損を作成した短軸像では，欠損が最も良く指

摘できるスライスを選び，放射状に60ポイントの

circumferential　Profile　curve（以下CP　curve）を作

成した．また，欠損のないファントムの短軸像か

ら同じレベルのスライスを選び，同様にCP　curve

を作成し対照とした（Fig．3）．円軌道と近接軌道

の欠損部の検出能を比較するために，欠損を含む

CP　curveにおいて，各値を対照の値で除して正

規化を行った．正規化を行ったCP　curveから，

欠損部の最低値をFig．4に示すごとく評価し，欠

損部検出能の指標とした．また欠損のない対照フ

ァントムのCP　curveから，円軌道と近接軌道の

おのおので60ポイントの値の標準偏差値を求め，

データの均一度の指標とした．

III．結　　果

　1）空間分解能の測定

　線線源ファントムの体軸横断像からx方向（水

平方向）とy方向（垂直方向）の半値幅を求め，円

軌道と近接軌道で空間分解能を比較した（Fig．5）．

近接軌道は線線源②では17．4から16．2，③18．9

から17．7，④24．5から22．7とx方向で空間分解

能の改善が認められた（Table　D．しかし，　y方向

での改善はほとんど見られなかった．

　2）均一度の比較

　対照とした欠損のないファントムのCP　curve

で，標準偏差値は近接軌道10．9％，円軌道と

10．44％と円軌道がわずかに小さい値を示した．

　3）欠損部検出能の比較

　正規化したCP　curveを円軌道と近接軌道で比

較した（Fig．6）．　CP　curveの欠損部の最低値は前

壁で近接i軌道0．27，円軌道0．34，側壁で近接軌道

0．42，円軌道0．54と近接軌道で低い値を示した

（Table　2）．中隔でも近接軌道0．43，円軌道0・48と

近接軌道でやや低値であった．後壁欠損では円軌

道，近接軌道の間に差を認めなかった．

　Figure　7に前壁欠損の円軌道と近接軌道の短軸

再構成画像を示す．近接軌道において欠損部がよ

り明瞭に描出されている．

IV．考　　察

　回転型ガンマカメラを用いた心筋SPECTの分

解能を向上させるために，近接軌道または楕円軌

道によるデータ収集が1983年以来検討されてい

る1“’5）．Gottschalkら1）と近江谷ら3）は，　Jaszczak

ファントムを用いた検討で，近接軌道は360度サ

ンプリングではFWHMが減少する結果1esion

contrastが改善し，核種欠損部の指摘率が向上す

ると報告した，しかし，Eisnerら5）は心臓ファン
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　　　　Fig．1　Schema　of　the　line　source　phantom（A），　chest　phantom（B），　and　myocardial　phantom（C）．

　　Schema　of　Circular　and　Noncircular　Orbit

　　　RAO　45°　　　てフ：：△　　　　Circular

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minimum　value＝b！a
　　　　　　　　　　　　　　20cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Non－Circular　　　　　　　　a

　　　　　　　　　　　　　　13cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　180°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

　　　　　　　　　　　灘ε難　　phant・m　Fi，．　4－Mi。im。m　va1。，。f　CP　cu，v，　i。　d，fe、，　was

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　defined　as　b／a．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anterior

　　　　　　　　　　　・●．…　　●・●．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LPO　45°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

Fig．2　Schema　of　the　Non－Circular　orbit　and　the

　　　　　Circula，。rbit．　　　①③
　　　　　　C。ntr。I　CP　curve　　　R監al・　⑥8・m④L錯昆，aI
ll②％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　○　○　⑤

　5②駕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Posterior

　　　　　　　　　　　　　　　clrcular　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．5　Schema　of　the　line　source　position．

　　　　　　　　　　　　　　　Non　Clrcular

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Fig．3　Circumferential　prome　curve　of　the　control

　　　　ante「1°「　　　sePtal　　Poste「10「　　1ate「al　　　　　　　　phantom　without　defects．　CP：circumfセren．

　　　e　　　　　　　go　　　　　　　18e　　　　　　　270　　　　　　　36②　　　　　　　　　tial　profile
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Fig．6　Comparison　of　CP　curves　with　anterior，　septal，　posterior　and　lateral　defects．

Anterior　Defect

Circular Non－Circular

Table　2　Minimum　value　of　thallium－201　uptake

Fig．7　Reconstructed　short　axis　images　with　anterior

　　　defect．　Perfusion　defect　is　more　clearly　ob－

　　　served　in　non－circular　orbit．

Table　l　FWHM　of　the　circular　and　non・・circular　orbit

③　　④　　⑤　　⑥

　　　　　Anterior　Septal　Posterior　　Lateral

Non－circular　O．27　　　0．43　　　0．60　　　0．42

Circular　　　　　O．34　　　　0．48　　　　0．60　　　　　0．54

X　　NC

　　C
lmp（％）

Y　　NC

　　C
Imp（％）

①

14．5

14．8

2．0

31．7

31．7

0．0

②

16．2

17．4

7．0

25．1

24．8

－
1．2

17．7

18．9

6．3

18．7

19．4

3．6

22．7

24．5

7．3

16．6

16．6

0．0

29．5

29．5

0．O

l4．5

15．1

4．0

FWHM：Full　width　of　half　maximum（mm），

X：horizontal，　Y：vertical，　NC：Non・・circular，

C：Circular，　Imp：Improvement．

20．7

21．3

2．9

20．7

21．8

5．0

トムを用いた180度データ収集において，近接軌

道は円軌道よりも再構成像における歪みが大きく

なり有用でないと報告している．近接軌道では前

方と側方で対象物への距離が違ってくるために距

離に依存する分解能に差異が生じ，画像の歪みを

生じるとしている．Muraseら4）も心臓ファント

ムを用いたシミュレーションで，近接軌道は分解

能は優れているが，円軌道よりも画像の歪みが大

きいことを報告している．しかし近接軌道が有用

とするこれらの報告は，360度のデータ収集によ

る検討であった．また吸収補正を行っていたり，

他のデータ収集条件が臨床で用いられるものとは

違っていた．

　われわれは近接軌道の有用性を検討するために，

当施設の臨床での心筋SPECTのデータ収集，解

析と同様の条件で分解能，データの均一度および

欠損部検出能の比較を行った．

　われわれの線線源のデータでも過去の報告2・3）

と同様に，近接軌道ではx方向の分解能が向上し
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た．これは近接軌道が円軌道に比べ前後方向で目

標物に大きく接近することを反映したものと考え

られた．以前の報告2・3）では近接軌道によるX方

向の半値幅の改善率は14％前後である．臨床の

心筋SPECTで用いられる条件下，すなわち180

度収集法，64×64マトリックス，1マトリックス

あたりの収集カウントの差，フィルターの違いを

考慮すれば実際の半値幅の改善率はそれよりも小

さくなると考えられる．Fig．5でx方向の半値幅

が改善した②，③，④の領域は心筋では前壁から

側壁に相当する．これは，Fig．6，　Table　2に示し

た欠損部検出能の改善した領域と一致する．また

Fig．7に示すように実際の再構成画像でも，欠損

が明瞭に描出された．近接軌道はデータの均一度

が劣化する傾向を認めたけれども，欠損部検出能

が向上し有用であると考えられた．

　後壁欠損では欠損部検出能に近接軌道と円軌道

で差は認められなかった．今回われわれが行った

180度データ収集では，Fig．3に示すように側壁

に近い後壁部分にカウントが低下する部位を認め

る．また，心臓は左前胸壁に接しており，脊椎骨

やECTベッドによる減弱もあるため180度心筋

SPECTにおける後方からのデータは問題が残
る5・7｝．

V．結　　語

　1．近接軌道ではx方向の空間分解能に改善が

みられた．

1109

　2．臨床上心筋シンチグラムに使用される条件

下の180度SPECT収集においては，近接軌道は

円軌道に比べてデータの均一度ではやや劣るもの

の，欠損部の検出能が改善し，再構成画像では欠

損がより明瞭に描出された．

　3．近接軌道は心筋SPECTにおいて，欠損部

検出能を改善させる有効な手段と考えられた．
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