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《原　著》

頭部SPECT画像評価に関する基礎的研究：

脳の構造とその変化がSPECT像へ及ぼす影響

嬢　　眞弘＊ 駒谷　昭夫＊

　要旨　頭部SPECTにおいて，散乱線や低分解能が画像に及ぼす影響をファントム実験により評価し，読

影上の留意点を整理した．

　6分割型円筒ファントムによるSPECT値の放射能濃度に対する直線性，および虚血巣を想定した局所的

放射能低下の程度に対する直線性は，いずれも良好であったが，低濃度になるほど散乱線の占める割合が大

きくなった．頭部ファントムによる白質対灰白質の比も低いほど散乱線の影響が顕著になった．また，皮質

の見かけ上の厚さがFWHMの2倍（17mm）以下で購くなるにっれSPECT値が低下し，8～9㎜で
SPECT値は1／2になった．脳溝の拡大した萎縮脳を想定して自作した髄液・脳実質容積比ファントムによ

り，脳実質の占める割合に応じてSPECT値は正比例することを確認した．

　頭部SPECT像の集積低下は，脳組織の構造にも大きく左右されるので，　X－CTやMR等の形態情報と

の対比による読影が重要である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1455－1462，1992）

1．緒　　言

　N－isopropy1｛1231】p－iodoamphetamine（1231－IMP）

や　99mTc－hexamethylpropylene　amine　oxime

（99mTc・HMPAO）による局所脳血流の三次元的

な分布をシングルフォトンエミッションCT

（SPECT）装置を用いて評価する方法が日常検査

として普及している1’v6）．これはトレーサ捕獲法

と呼ばれ，トレーサの分布量が脳血流量に比例す

ることを原則にして，トレーサの脳内取り込み量

から脳血流量を評価する方法である．したがって，

脳血流の評価には局所脳組織の放射能をできるだ

け正確に測定することが必要である．

　しかし，一般のSPECT装置では，脳室や脳溝

および灰白質と白質を明確に分離するほどの分解
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能がないため，SP正CT画像上で測定される放射

能濃度（count／pixel；以下SPECT値と略す）は構

成する異なった組織の混在比，大きさ，形状，分

布などの因子に大きく左右される．したがって，

局所放射能濃度と画像上の局所SPECT値との関

係，およびそれを左右する因子を認識しておくこ

とはSPECT画像を読影するうえで重要である．

　脳組織構造の変化による頭部SPECT画像への

影響を明らかにし，SPECT画像読影上の留意点

を提起することを目的とし，種々のファントムを

用いて基礎的な実験・検討を行った．

II．方　　法

　1．SPECT装置
　使用装置は，島津社製リング型SPECT（HEAD－

TOME：SET－021）である．撮像条件や画像再構

成は，通常のSPECT画像の撮像と同様にした．

すなわち，Ramachandran型7）とButterworth

filter8）（HR：cut　ofr　16mm，　order　8；MR：cut　off

18mm，　order　8）にて画像再構成を行い，吸収補

正用プール像による吸収補正・9点荷重平滑化処
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1456 核医学　　29巻12号（1992）

理を行った9）．使用コリメータは，高分解能型

（HR：中心部のFWHM　8．6　mm），中分解能型

（MR：中心部のFWHM　ll．1　mm）である．各コ

リメータによるSPECT画像の分解能を，　Table　1

に示す10）．エネルギーウインドウの設定は，光電

ピークの±20％とした．99mTcO4－（7．4－74　kBq／

m1）・1231－IMP（0．185－1．85　kBq／m1）を使用し，通

常の検査と同様のカウント（約3，000kcount／slice）

が得られるように設定した．

　2．使用ファントム

　実験に使用した3種類のファントムの断面を，

Figs．1，2，3に示す．

　A．6分割型円筒ファントム（Fig．1）

　直径20cm長さ30　cmのアクリル製円筒ファ

ントムで，内部が図のように6等分に分割され，

各区画内に異なる放射能濃度の溶液を別個に入れ

られる構造になっている．各区画内の放射能濃度

とSPECT値との関係を検討するために使用した．

Table　l　Center　spatial　resolution（FWHM）using
　　　　99mTc　line　source

　B．頭部ファントム（Fig．2）

　京都科学社製の頭部ファントム（長径20Cm，短

径15cm，厚さ8cm）で，皮質と中心灰白質が連

続し白質部とは分離した構造となっている．それ

ぞれに異なる放射能濃度の溶液を入れ，白質対皮

質の放射能濃度比および皮質の厚さがSPECT値

に及ぼす影響を検討するのに用いた．

　C．髄液・脳実質容積比ファントム（Fig．3）

　脳溝やシルビウス裂の拡大した大脳を想定し，

脳実質と脳脊髄液の構成比（容積比）がSPECT値

に及ぼす影響を検討するために自作した．詳細を

Fig．3Aに示す．直径17cm，厚さ5cmの円筒を

4分割して，図のように種々の割合にアクリル板

を設置した．5mm厚アクリル板（白い部分）を

それぞれ3mm，5mm，7mm，10　mm間隔の4種

類，および，一部はアクリル板のない区画とした．

III．結　　果

Collimator Axial Slice　thickness

HR＊
MR＊＊

8．6mm
11．1mm

16mm
25mm

＊High　resolution．＊＊Middle　resolution．

　1．6分割型円筒ファントムによる検討

　A．6つの区画の放射能濃度とSPECT値追従

性について検討するために，99mTcO4一を用いて

各区画の放射能濃度比をほぼ1，0．3，0．2，0．8，0．1，

0．5となるように調整した．しかし，実際の放射

能濃度比は調整目的値より僅かに異なるので，そ

14　mm

Fig．1　Cylindrical　phantom　divided　into　6　compartments．

　　　A：Axial　cross　sectional　schema　of　the　phantom．

　　　B：ROIs　for　measurement　were　restricted　to　shaded　area．
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A B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　150
　　　　　　　｛　　　　　mm　　l

Fig．2　Head　phantom（Kyoto　Science　Co．）and　ROI　setting．

　　　A：Axial　cross　sectional　schema　of　the　phantom．　The　space　is　divided　into　two

　　　parts　corresponding　to　the　gray　and　white　matter．　B：ROI　setting；ROI（1）　for　the

　　　white　matter，　ROI（D　for　the　gray　matter．
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Fig．3　Phantom　simulated　for　atrophic　brain．

　　　A：　Axial　cross　sectional　schema　of　the　phantom．　White　portion　is　made　of　acryl

　　　plate（5　mm　in　thickness）．　Shaded　portion　is　for　filling　radioactive　solution．

　　　B：Schema　of　ROIs　for　measurement：Volume　ratios　of　radioactive　solution　are

　　　l．O　for　ROI①，0．375　for　ROI②，05　for　ROI③，0．667　for　ROI④，0．583　for

　　　ROI⑤

れそれのサンプリング試料をウェル型検出器で正

確に測定した．以下すべてファントム内の放射能

濃度比はウェル型検出器にて測定したものである．

コリメータはHRを使用した．画像上の関心領域

（region　of　interest：以下ROIと略す）は，ファン

トムの隔壁が集中し中央部が細くなっているため

に生じる容積効果の影響を避けるためFig．1Bの

陰影部に示すごとく中心部を除いて十分大きく設

定した．それぞれの区画の放射能濃度比と対応す

るROIのSPECT値の比（以下SPECT値の比と
する）との関係をプロットした（Fig．4）．

　SPECT値の比は，放射能濃度比に対しほぼ直
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1458 核医学　　29巻12号（1992）

線的に変化した．しかし，低濃度ほどその区画の

SPECT値は放射能濃度比より過大に評価される

傾向が認められた．

　B．局所的な脳血流低下域を想定し，1つの区

画だけの放射能濃度を低く設定し他の5区画を一

定とした．低濃度区画の放射能濃度比が他の区画

に対し，ほぼ0，0．1，0．2，0．3，0．5，0．7，0．9となる

ように99mTcO4一および1231を用いて調整し，放

射能濃度比とSPECT値の比を比較検討した．コ

リメータはHRを使用した．

　ファントム内の低濃度区画の放射能濃度比と

sPEcT画像上のsPEcT値の比との関係をFig．5

に示す．両核種において，SPECT値の比は放射

能濃度比に対し直線的に変化したが，トレーサが

全くない場合においてもSPECT値の比は0には

ならず，99mTcO4一では14％，1231－IMPでは23％

のSPECT値となった．

　2・頭部ファントムによる検討

　A．白質対皮質の放射能濃度比とSPECT値に

　　ついて

　頭部ファントムの白質部の放射能濃度をかえ，

白質対皮質の放射能濃度比（以下W／Gと略す）が
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Fig．4　Correlation　between　relative　SPECT　value　and

　　　relative　radioactivity　in　cylindrical　phantom

　　　divided　into　6　compartments．　Radioactivity　of

　　　each　compartment　was　set　in　random　manner
　　　（cf．　in　the　text）．

ほぼ0．1，0．2，0．3，0．5，0．7となるように99mTcO4’

を用いて調整した．白質と皮質部の容積が最も大

きい部位にそれぞれ直径15mmの円形の関心領

域ROI（Fig．2Bの①②）を設定した．これらの放

射能濃度比とSPECT値の比とを比較検討した．

また，エネルギーウインドウは上限を140＋20％

keV（168　keV）と固定し，下限を一30％（98　keV），

－ 20％（112keV），－5％（133　keV）と変えた場合

のSPECT値の変化についても検討した．コリ
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Fig．5　Correlation　between　relative　SPECT　value　and

　　　relative　radioactivity　of　a　part　set　to　various

　　　level　lower　than　the　others　of　the　same　activity．
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Fig．9　SPECT　image　of　the　head　phantom．
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　　　Volutte　ratio　of　radioactive　solution

Relative　SPECT　value　by　volume　ratio　of

radioactive　solution　in　the　phantom　simulated

for　atrophic　brain．

メータはHR型を使用した．

　ファントムのw／GとSPECT値のw／Gとの
関係を，Fig．6に示す．　SPECT値の比は，放射

能濃度比に対してほぼ直線的に変化したが，放射

能濃度比が小さいほどSPECT値の比は過大に評

価される傾向が認められた．この傾向はエネル

ギーウインドウ幅が広いほど顕著であった．

　B．皮質の厚さとSPECT値について

　白質対皮質の放射能濃度比を正常人と同程度の

1：411）となるように99mTcO4一を用いて調整した．

HR型コリメータを用いてエネルギーウインドウ

を140±20％とした．頭部ファントムの皮質部の

厚さが異なる11か所（1mm　2か所，4mm　2か所，

5mm　1か所，　7mm　1か所，　12mm　2か所，

18mm　1か所，20　mm　1か所，25　mm　1か所）の

皮質の厚さとSPECT値との関係を検討した．皮

質のSPECT値は，測定した部位の脳表に直交す

るプロフィールカーブのピーク値とした．

　皮質の厚さとSPECT値の関係を，　Fig．7に示

す．SPECT値は，ファントムにおける皮質の厚

さが17mm程度から徐々に減少するS字曲線状

に変化した．

　3．髄液・脳実質容積比ファントムによる検討

　Figure　3に示したファントムを用いて，区画内

でトレーサが入り込む容積の割合（脳実質の割合）

とSPECT値について検討した．トレーサとして

99mTcO4－（10kBq／ml）を用いてファントム内に充

満した．Fig．3Aの灰色部分がトレーサの入る部

分で，白い部分がアクリル板である．Fig．3Bの

太線で示すように溶液部とアクリル部が対になる
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ようにROI②～⑤を設定した．①～⑤の関心領

域ROIsにおけるトレーサが占める容積の割合は，

それぞれ1．0，0．375，0．5，0．667，0．583である．

ROI①のSPECT値に対するROI②～⑤の
SPECT値の比と，これに対応する容積比を比較

した．この実験ではコリメータにHR型，　MR型

の2種類を用いた．

　SPECT値の割合とファントム区画内でトレー

サの占める割合との関係をFig．8に示す．　MRコ

リメータではやや過大評価となるものの，HRコ

リメータにおいてSPECT値の比とトレーサの容

積比はよく一致した．

IV．考　　察

　SPECT画像は，使用装置はもちろん，撮像法

やコリメータ性能，画像再構成法，画像表示法等

により画質が異なってくる12～14）．各装置ごとの画

像の特徴をとらえておくことは読影上基本的なこ

とである．この点について，カメラ回転型SPECT

装置における基礎的実験の報告はみられる15’21）

が，リング型SPECT装置に関する報告はみうけ

られない．著者らが日常使用しているリング型

SPECT装置（HEADTOME）の画像の特徴につい

て，ファントムを用いて基礎的な測定実験を行い

検討した．頭部ファントムを用いて得られた

SPECT像を例示する（Fig．9）．皮質部，白質部の

放射能濃度はそれぞれ一定にもかかわらず，画像

上は均一にはみられない．単純化されたファント

ム実験の結果を基に，臨床画像の評価を行ううえ

での留意点について考察を行う．

　1．放射能濃度とSPECT値の対応について

　放射能濃度とSPECT値との関係についての報

告5・13・15”“17）は，いずれも隣接する線源の影響を受

けないように工夫した研究である．臨床画像の評

価をするうえで隣接する線源の影響は避けられな

いため，種々の放射能濃度が混在する不均等なフ

ァントムを使用し，隣接する線源のSPECT値へ

の影響を検討した．

　6区画に分割された円筒型ファントムの実験で

は，放射能濃度比とSPECT値の比は比較的よい

相関を示し直線的に変化した（Fig．4）．しかし，

低濃度部ほど過大評価された．頭部ファントムに

よるエネルギーウインドウとSPECT値の関係

（Fig．6）においても，低濃度域はウインドウ幅が

広いほど，SPECT値は高めになった．低濃度部

ほど過大に評価されたのは近接する高濃度部位か

らの散乱線の影響が大きいためと考えられる．

　脳梗塞を想定し，円筒ファントムの1区画だけ

の放射能濃度を低下させた場合（Fig．5）にも直線

性は保たれたが，低濃度になるほどSPECT値は

高めになった．1231では，エネルギースペクトル

が単一でないなどのため99mTcO4一より周囲組織

の散乱線の影響を受けやすい22）ので，1231と

99mTcO4一の比較では，1231の方が高いSPECT値

を示したと考えられた．このため，本研究では主

に99mTcO4一を用いて検討を行った．

　カメラ回転型SPECT装置によるcold　spotの

SPECT値はその大きさに依存し，　FWHMの2．5

倍以上の大きさでも周囲のSPECT値の20％以

上の値になるという報告18）がある．本研究では，

FWHMに比し十分大きな低濃度域でもその濃度

が低いほど周囲の散乱線等の影響を受けやすく，

影響の程度は濃度低下の程度に対し直線的である

ことを実験的に確認した．臨床画像の読影上，低

集積域の判定には注意を要することを示す知見で

ある．

　2．灰白質の形状，厚さとSPECT値について

　カメラ回転型SPECT装置による円形のhot

spotのSPECT値に関する報告18）では，対象の

大きさがFWHMの2．5倍以上の大きさでSPECT

値は真の放射能濃度を示すとしている．

　頭部ファントムを用い面状の皮質の厚さと

SPECT値の関係について検討を行った結果，皮

質の厚さが，分解能FWHM（8．6　mm）の2倍以

下になるとSPECT値は低下しはじめ，　FWHM

と同様の厚さでは約1／2のSPECT値となった．

これは，いわゆるobject　size　effectによる影響で

ある．皮質のような面状構造物での厚さに対する

SPECT値との関係をここで明らかにすることが

できた．
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頭部SPECT画像評価に関する基礎的研究

　通常のSPECT画像の分解能からすれば，皮質

と白質を正確に分離評価することは困難であるが，

脳室拡大などにより脳実質が薄い場合には非薄化

の程度によってSPECT値を補正して評価するこ

とが必要である．低集積域の読影をする際には，

真に実質の血流低下を示すのか，脳実質の血流は

正常に保たれているにもかかわらず脳実質が非薄

化しているために低集積城となっているのかを判

断するために，CTやMR画像の情報を取り人れ

ることが重要である．

　3．脳溝拡大とSPECT値について

　PETによる脳溝の拡大が画像に及ぼす影響に

ついての報告は見うけられる23・24）が，SPECTで

の報告は見うけられない．萎縮脳の皮質部を想定

し，髄液と脳実質が種々の混在比となるように製

作したファントムで検討した結果，中分解能型コ

リメータではやや高い値となるものの高分解能型

コリメータにおいて，トレーサの容積の割合と

SPECT値の比はよく一致した．固定した同一の

ROIを用いたため分解能が劣る中分解能型コリ

メータでは，より過大な評価となった．脳実質の

占める容積比の低下に応じてSPECT値は低下し
た．

　脳萎縮が強く，脳溝の拡大がある部位では，

SPECT値が低くても脳実質単位重量あたりの血

流は低下していない場合がありうる．髄液と脳実

質の混在比を考慮して脳血流を評価する必要があ

る．

　脳溝拡大によってもSPECT値は影響を受ける

ので，SPECT画像の評価では，同時にCTや

MR画像の情報を取り入れることが重要である．

V．結　　論

　ファントムによる基礎的実験に基づくSPECT

画像読影上の留意点に関して次のような結論を得

た．

　（1）低集積部位のSPECT値は，その放射能濃

度に対し直線的に変化するが，値が低くなるほど

SPECT値は放射能濃度と比べ高い値となる．

　（2）皮質のような帯状の高集積部位のSPECT

146t

値は，その厚さによりS字曲線状に変化し，厚さ

が薄くなるに従ってSPECT値は低値となる．

　（3）髄液・脳実質容積比ファントムにおいて，

SPECT値はトレーサの占める容積比に対して直

線的に変化する．脳溝拡大の程度に基づいて

SPECT値を補正できる可能性が示唆された．

　頭部SPECT画像の読影に際しては，　CTや

MR画像により形状を把握し，上記の留意点を勘

案し評価することが重要である．
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Summary

Effect　of　scattering　and　spatial　Resolution　on　SPECT　Quantification　values：

　　　　　　Experimental　Study　Using　Phantoms　and　Clinical　ApPlication

　　　　　Masahiro　KERA　and　Akio　KoMATANI

Dξρ〃’〃len’ρ∫」Radio～ρ8γ，｝匂〃7㎎・a’a　L加’versity　Schoo1　of　M■dic輌〃e

　The　relative　SPECT　values　are　often　inaccurate

by　the　scattering　and　limited　spatial　resolution　of

single　photon　emission　CT（SPECT）．　These　effects

were　studied　using　phantoms　and　some　attentions

on　clinical　apPlication　were　investigated．

　Using　cyri　ndrical　phantom　divided　into　six　com－

partments　filled　with　various　radioactivities，　the

linear　correlation　between　SPECT　value　and

radioactivity，　and　also　correlation　with　partial

reduction　of　radioactivity　were　identified．　But　the

SPECT　value　was　relatively　increased　in　propor－

tion　to　the　reduction　of　radioactivity　due　to　the

increase　of　scattering　contribution．　The　SPECT

value　represented　lower　radioactivity　when　the

cortical　thickness　was　smaller　than　two　times　of

FWHM　and　represented　half　radioactMty　when

the　cortical　thickness　was　equal　to　FWHM．　Ex－

cellent　correlation　between　SPECT　value　and

radioactive　partial　volume　averaging　of　brain　with

CSF　was　recognized　using　our　handmade　phantom

simulating　various　degree　of　atrophic　brain．

　It　is　very　important　to　compare　SPECT　image

with　X・CT　or　MR　image　to　avoid　misreading

taking　the　above　mentioned　effects　due　to　scatter－

ing　and　limited　spatial　resolution．

　Key　words：SPECT，　Phantom　study，　Brain．
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