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《原　著》

99mTc－MIBIと1231－BMIPPを用いた心筋SPECT

　　　　　　　2核種同時収集法の検討

一
心筋ファントムを用いた至適ウィンドウ設定の検討一

水村 直＊ 汲田伸一郎＊ 隈崎　達夫＊

　要旨　99mTc－methoxyisobutyl　isonitrile（MIBI）とfi－methyl－P－（1231）iodo－phenyl－pentadecanoic　acid（BMIPP）

の2核種同時収集法におけるcrosstalk（CR）を測定するため心筋ファントムの実験を施行した．99mTcと

1231の2核種について3種類のウィンドウ幅・4種類のウィンドウ中心で収集を行ったところ，99’nTcウィ

ンドウではウィンドウ設定によらずCRはすべて10．5％以下であった．一方，1231ウィンドウではCR

は1・7．oq。から8．6％の値を示し，ウィンドウ設定によるCRの変動が大きいという結果になった．ま

た，wmTcと1231には放射能濃度とRlカウントについて有意な相関（99mTc，1231：r＝0．98，　p＜O．OOO　1）がみ

られた．収集ウィンドウの設定（10％幅，140keV中心の99”’Tcウィンドウ，10％幅，164　keV中心の

1231ウィンドウ）により99mTC－MIBIと1231－BMIPPの2核種同時収集において良好な画像作成が可能であ

ると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：183－190，1995）

1．はじめに

　2核種同時収集法は，エネルギーピークの異な

る2核種を同時に投与して2種類の画像を同一

断層上に表示できる有効な手法である．従来から

タリウム（2°iTl）心筋製剤と99・・Tc一ピロリン酸を用

いた2核種同時収集が行われている1）．近年，β一

methyl－p－（1231）iodo－phenyl－pentadecanoic　acid

（BMIPP）や’231－metaiodobenzyl－guanidine（MIBG）

などのヨード（1231）標識された新しい心筋製剤が

開発され，脂肪酸代謝や交感神経分布の画像化が

可能となり，現在では，2°ITI心筋血流製剤との2

核種同時収集が行われるようになっている2、4）．
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　一方，テクネチウム（99mTc）標識された新しい

心筋血流製剤も開発され臨床応用されているが，

99niTcは半減期が短く大量投与が可能であり5～7），

2°i”に比べ光電ピークのエネルギーが高いため深

部減衰も少なく，鮮明な画像が得られる特徴を持

つ．このような99mTcの特徴を生かして，ファー

ストパス法8～1°）あるいは心拍同期収集1卜13）を用い

た心機能解析法も報告されている．こうした

99mTcから得られる多くの情報と他の心筋製剤の

情報を同一条件下で表示できるように，99mTc製

剤と1231製剤の2核種同時収集を考慮した場合，

互いのエネルギーピークが140　keV，159　keVと

近いためcrosstalk（CR）による画像劣化が問題に

なる．今回，われわれは99mTc標識の心筋血流イ

メージと1231標識の脂肪酸代謝イメージを同一条

件下で得るために，それぞれ7種類のウィンドウ

を設定して99mTcと1231を入れた心筋ファントム

の2核種同時収集を行った．これよりCRを計測

し，99mTcと1231の2核種収集のウィンドウ設定
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の検討を行った．

II．方　　法

（1）使用ファントム

核医学　32巻2号（1995）

　心筋ファントムには京都科学標本社製心筋ファ

ントムRH－2型の心筋部を用い，長軸方向に6分

割して使用した．ファントムは6つの心筋分画を

有し，容量40・mlの2分画，容量20・mlの4分画

から構成され，総容量は160　mlである．この分

割されたファントムを用いて2種類の心筋ファン

トムAとBを作成した（Fig．1）．

　（a）心筋ファントムA：99・・Tc単体と1231単体

の分画（20mのを1つずつ，99mTcと1231の混合分

画（40・mt）を2つ，そして水分画（20・ml）を2つ作

成し，それぞれ対面に配列させた．

　（b）心筋ファントムB：99mTcと1231の混合溶

液のうち一方の放射能濃度を0，25，50，75，100％

の5種類のいずれかの濃度に希釈した混合分画

（20・ml），2つの99niTcと1231の混合分画（40　m／），2

つの水分画（20mのを対面に配列させた．

　ここで2核種の注入量（100％濃度）は99mTc－

MIBI　555　MBqと1231－BMIPP　148　MBq投与とし，

それぞれの心筋内集積量を1．29。（o．0416MBq／

mの，5．4％（0．0500MBq／ml）として換算した10，11）．

　（2）データ収集

　以下のデータ収集を行った．

　（a）　ウィンドウ位置とCR値との関係

　ウィンドウ幅を10％とし，ウィンドウ中心を

99mTcは低エネルギー側（140，137，135，133　keV）

に，1231は高エネルギー側（159，162，164，166keV）

に設定して，心筋ファントムAのデータ収集を

行いCRを算出した．

　（b）ウィンドウ幅とCR値との関係

　蜘・Tcと1231の2つのウィンドウ中心を140，164

keVに固定し，ウィンドウ幅を8，10，12％の3種

類に設定して心筋ファントムAの収集を行いCR

を算出した．

　（c）放射能濃度とRIカウントとの関係

　99mTcと1231の2つのウィンドウ中心を140，164

keV，ウィンドウ幅を10％として設定した．心筋

｜2i l

η‘’m Tc＋1：’1
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　　　　　　　　　、ゐ，2550，75・Lloocr．　i2’1・1・・万酬’1ぐ

Phantom　A　　　　　　Phantom　B

　　　Fig．1Myocardial　phantoms．

ファントムB内の核種濃度を5種類の濃度（0，25，

50，75，100％）にして，それぞれ収集を行った．

　使用装置は3検出器型ガンマカメラPRISM
3000（Picker／島津社製），低エネルギー汎用型コリ

メータを使用した．各検出器は回転半径10．5cm

の円軌道とし，1検出器の収集は1方向15秒，1

step　5度，24方向の120度を収集して計360度の

収集を行った．また，収集マトリックス64×64

を採用した．画像処理装置はODYSSEY（Picker！

島津社製）を用い，前処理フィルターにButter－

worth　filter（order　5，　cut　off　O．298）を使用した後，

画像再構成を行った．

　（3）データ解析（パラメータの算出）

　心筋ファントムのSPECT短軸像の心尖3断

面，中央3断面，心基部3断面にそれぞれ4～6

pixelの円形の関心領域（ROI）を設定してそれぞ

れのROI内平均カウントを計測した．さらに，

パラメータを以下のように定義した．

　　　　　　　（Tc＊十1＊）一（Tc＊or　I＊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100（％）　　Crosstalk＝
　　　　　　　　　　（Tc＊＋1＊）

　　　％Tc　Count＝Tc＊／（Tc＊十1＊）×100（％）

　　　％lCount＝1＊／（Tc＊十1＊）×100（％）

　ただし，Tc＊，1＊，　Tc＊＋1＊はそれぞれ99”’Tc単

体の分画，1231単体の分画，99”’Tcと1231の混合分

画の平均カウントとする．

　（4）ウィンドウ位置・幅とガンマカメラの空間

　　分解能・均一性

　ウィンドウ幅を狭くしたり，ウィンドウを移動

した場合に画像の空間分解能や均一性が変化す

る．そこで99”’Tcと1231のそれぞれについて点線

源とファントムによるシステム空間分解能・固有
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均一性を計測し，またエネルギー分解能について

も測定を行った．

　（5）症　　例

　65歳前壁中隔梗塞の臨床症例に対して99niTcと

1231の2核種同時収集を施行した．収集にはテク

ネチウム心筋製剤の特徴を生かした臨床応用とし

て汲田ら13）の方法に準じて心電図同期収集を付加

した．

　SPECT収集は99”’Tc－MIBI　555　MBq，　i231－BMIPP

148MBqの静注1時間後より開始し，心電図よ

りR波をトリガーとしてR－R間隔中央値の前後

10％のウィンドウ間をデータ収集に使用するR－

R間隔とした．このR－R間隔を16分割して1検

出器が1方向70心拍，1step　6度とし20方向の

120度収集により計360度の収集を行った．

m．結　　果

　（1）ウィンドウ位置とCR値との関係

　ファントム実験から得られたCRの値をFig．2，

3に示す．ウィンドウ位置が移動したときのCR

を比較すると，9），iiTcウィンドウ収集におけるCR

はウィンドウレベルが140，137，135，133keVの
ときそれぞれ9．6，9．5，10．4，10．4・／。であり（Fig．2），

Crosstalks　of“9m’1ic　and　1231　wind《）w　in　10％width

2

151

10

51

　0
　　　　133　135　137　　14｛D　　　　159　　162　164　　166　　　〔keV）

　　　　wmTc　window　　　　1231　window

Fig．2Crosstalks　of　““mTc　and　1231　window　in　10％width．

　　　　　　　　（Tc＊十1＊）一（Tc＊or　I＊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　×100（％）　　　　Crossta）k＝
　　　　　　　　　　　（Tc＊十1＊）

　　　where　Tc＊，1＊and　Tc＊十1＊represent　mean　counts

　　　in　wmTc，1231　and　9“mTc十1231，　respectively．

ウィンドウの移動によらずCRは10．4°／。以下と比

較的安定して低値を示した．しかし，1231ウィン

ドウにおけるCRはウィンドウレベルが159，162，

164，166keVのときそれぞれ17．0，15．0，11．1，8．69。

を示し（Fig．2），ウィンドウ移動によるCRの変動

が大きいという結果となった．

　（2）ウィンドウ幅とCR値との関係

　9th・Tcウィンドウ中心を140　keV，1231ウィンド

ウ中心を164keVとして収集したときのCR値を

Crosstalks《）f99”iTc　and　12」I　window　in　peak　Ievet

　〔％）

15「
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　　　　99mrrc　window　　　　　　　t231　wind《DW

Fig．3　Crosstalks　of　‘”’i’Tc　and　1231　window　at　photopeak
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Fig．699mTc－MIBI　SPECT（1A、1C）and　I2〕⊥BMIPP

　　　SPECT（IBJD）imagcs　in　patient　with　antero－

　　　septal　wall　infarction．

　　　Low　but　nonsignificant　anteroseptal　uptakc　in

　　　wmTc－MIBI　SPECT　and　significant　low　uptake　in

　　　1231－BMIPP　SPECT　are　shown．

比較するとCRはウィンドウ幅12，10，8％のと

き，99Ti・Tcはそれぞれ10．5，10．4，7．2％，｜231は12．4，

11．7，IO．4e／・（Fig，3）となり，CRはそれぞれ10．5％

以下，12．4％以下にとどまった．

　（3）放射能濃度とRIカウントとの関係

　蜘Tcと1231の放射能濃度（x軸）と酬Tcと［231

の各スライスにおけるR1カウント（y軸）はいず

れも良好な相関および直線性がみられ，その関係

を示すと，酬Tcにおける放射能濃度とRIカウン

トはr＝0．98、p〈0．0001（回帰直線y＝0．85x＋

8．61），｜231ではr＝0．98，p＜0．0001（回帰直線y＝

O．86x＋8．73）となった（Fig．　4，　5）．

　（4）ウィンドウ位置・幅とガンマカメラの空間

　　分解能・均一性

　今回のファントム実験と同じ低エネルギー汎用

型コリメータを使用した場合のシステム空間分解

能は，“imTcウィンドウの幅が通常収集時の15e／，、

と今回の心筋ファントム収集設定の10％のいず

れも半値幅（FWHM）は10mm未満であった．

　1231ウィンドウでは通常収集時の20％幅，159

kcV中心と今回の心筋ファントム収集設定の10c／，

幅，164keV中心のどちらもFWHMは10mm未
満であった．平板ファントム上の均一性はみかけ

上はいずれにおいても通常収集と比較して大きな

差異はみられなかった．特に，均一性の低い12’1

においても固有均一一性は20％幅，159kcV中心

ウィンドウと今回の心筋ファントム収集設定の

10％幅，164keV中心ウィンドウ設定では，それ

ぞれ有効視野中心で積分均一一一性が5。7，6．4c／e，微分

均一一性が2．8，3．4％であり，有効視野の積分均・・

性が11．9、13．1％，微分均一性が4．5，5．9％であっ

た．

　また，固有エネルギー分解能は蜘Tcと門の

いずれにおいても10％未満であった．

　（5）症　　例

　L”i，｝Tc－MIBI　SPECT像および極座標表示では心

筋前壁中隔には有意な集積低下はみられないが，

｜231－BMIPP　SPECT像および極座標表示では前壁

中隔に集積低下が描出されている（Fig．6，7）．心

拍同期収集を用いた心機能解析法を試みたとこ

ろ，拡張末期像で明らかな集積低下がみられない

が，収縮末期像では前壁中隔に相対的な集積低下

を生じ，Functional　Mapでは前壁中隔で壁運動の

低下が認められた（Fig．8）．
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Fig．8End－diastolic　bulrs－eye　map（ED　map），　End－systolic　bulrs－eye　map（ES　map）and

　　　　Functional　Map（（ES－ED）／ED）

　　　　These　images　are　rcconstructed　from　gated蜘Tc－MIBISPECT．　No　signi　ficant　finding

　　　　in　ED　map，　while　low　anteroseptal　uptake　in　ES　image　and　impaired　anteroseptal　wall

　　　　motion　in　functional　map．
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IV．考　　察

　1．s，9mTcと1円における2核種同時収集の適

　　正な収集条件

　2核種同時収集法は同時に2核種の分布状態を

同一条件下で得られ，検査時間の短縮ができると

いう利点がある．しかし，これまでに99mTcと1231

を使った報告は少なく，著者らが調べ得た範囲で

は脳ファントムを用いた基礎検討あるいは99mTc－

HMPAOとi231．IMPを用いた脳血流シンチグラム

の報告が散見されるのみである15、17）．Devousら16｝

の脳ファントムを用いた報告では1231ウィンドウ

収集と99・nTcウィンドウ収集のカウントからCR

を算出し，今回のわれわれの結果と同様に99mTc

ウィンドウでは設定条件によるCRの変動はほと

んどなく，1231ウィンドウではこの影響が大きい

と結論している．しかし，収集ウィンドウをピー

クからはずした場合とウィンドウ幅109。，15％

にした場合の検討にとどまり詳細な検討がなされ

ていない．心筋のような比較的小さい臓器では，

CRや核種自身の散乱線が分解能に影響して心筋

カウントが変化することも考えられるため，その

収集には収集条件についての検討が必要と考え

た．

　われわれの結果では99mTcウィンドウの設定に

よるCRへの影響は少なく，設定によらずCRは

10．4％以下と小さな値をとる．むしろウィンドウ

移動による収集カウントの減少によるS／N比の低

下が生じるため，ウィンドウ中心をエネルギー

ピークに設定することが望ましい．一方，1231収

集ウィンドウでは幅10％，中心159keVでCRは

17．0％を示し，ウィンドウ位置を高エネルギー側

に移動するとCRは10％前後まで減少する．こ

うしたことから，99mTcウィンドウは幅10％中心

140keVに設定し十分なカウントを収集する．1231

ウィンドウは幅10％中心164keV付近に設定し

てカウントの減少を抑えCRを10％前後にとど

めて収集する．この2点が効果的なCR減少のた

めの99mTcと1231の2核種同時収集の適正ウィン

ドウ設定条件と考えられた．

　また，CRはウィンドウ設定のほかにも99mTcと

1231の濃度比によって変動し，薬剤投与比は99mTc

の割合を通常の投与量より少なくしたほうが画質

のバランスが向上すると思われる．しかし，

99mTcの投与量を減少させると心電図同期法や動

態評価を併せて行うといった99mTc製剤のもつ利

点を充分に生かすことができなくなる．したがっ

て，99’nTcと1231の投与比についてはこの点も配慮

して，今回の99mTc濃度を採用した．

　2．ウィンドウ位置・幅とガンマカメラの空間

　　分解能・均一性

　今回の検討のようにウィンドウ幅を狭くした

り，ピークを移動した場合にガンマカメラの空間

分解能や均一性が変化する現象が起こる．そこで

点線源や平板ファントムによる検討を行った．今

回，99mTcと1231の2核種同時収集に用いた条件

（10％幅，140keV中心の99mTcウィンドウ，10％

幅，164keV中心の1231ウィンドウ）では，シス

テム分解能・固有均一性に対する影響は小さく，

システム分解能はすべての条件で10㎜未i満の

同程度の値となり，均一性も視覚的にほぼ均一な

画像が得られた．したがって，本法の臨床応用に

ついて，視覚的にはおおむね支障がないと考えら

れる．

　3．薬剤放射能濃度とRIカウントとの関係

　今回得られた適正収集条件の下で5種類の放射

能濃度の心筋ファントムを収集し，SPECT像内

のRIカウントとの比較を行ったところ，いずれ

の核種も相関係数は0．98と良好な相関がみられ

そのR1カウントと放射能濃度には直線関係が示

された．散乱線の影響がありy切片の値はoにな

らないもののおおむねファントム内の直線性は保

たれており，視覚的・定性的評価は可能であると

考えられる．しかし，実際の症例では肝，肺等の

周辺の臓器集積による散乱線や個体間の臓器集積

の相違もあって2核種それぞれの集積が症例に

よって異なる．このため臨床症例によりSPECT

像上のバックグラウンドが異なり，定量的な画像

の作成には課題が残る．今後，定量性の高い検査

法とするためにも的確な補正方法を考案すること
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が望まれる．

　4．今後の展望

　臨床症例に対して，今回得られた適正条件の2

核種同時収集を試み，心筋血流と代謝・壁運動の

乖離が描出された．本法より99”’Tc－MIBIによる

心筋血流ならびに局所壁運動の情報とi231－BMIPP

による心筋代謝情報が同一SPECT像上で観察さ

れたものと考えられた．以上から99mTc－MIBIと

1231－BMIPPの2核種同時収集法は適切なウィンド

ウ設定により臨床応用が可能な手法になりえると

考えられた．さらに，99mTcの特性を利用して心

電図同期収集SPECTも併用できるという点から

も2°iTIC1と1231の2核種同時収集では得られな

い情報を提供することが期待される．

V．まとめ

　（1）9Sh・Tcと1231の2核種同時収集についてそ

れぞれ7種類のウィンドウ設定を行い，Crosstalk

の割合を心筋ファントム実験から求めた．

　（2）99mTcではウィンドウ設定によらずに

Crosstalkは低値を示すが，1231はこの影響が大き

くCrosstalkを低く抑えるにはウィンドウ中心を

高エネルギー側に移動する設定が有効であった．

したがって，99’nTcウィンドウは幅10％中心140

keVとして十分なカウントを収集し，1231ウィン

ドウは幅10％中心164keVとしてCrosstalkを

10％程度にとどめる設定が至適収集条件と考え

られた．

　（3）99niTcと1231の心筋ファントム内の放射能

濃度とSPECT像上のRIカウントの相関係数はい

ずれも0．98（p＜0．0001）と良好な直線関係を示

し，定性的な評価が可能であると考えられた．

　（4）99mTcと1231の2核種同時収集は収集時の

ウィンドウの設定によってCrosstalkを減少させ

ることができ，99・・Tcと1231の2核種同時収集法

は臨床応用可能な検査方法と考えられた．
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Summary

A　Study　of　the　Simultaneous　Acquisition　of　Dual　Energy　SPECT　with　99MTc　and　1231：

　　　　　　　Evaluation　of　Optimal　Window　Setting　with　Myocardial　Phantom

Sunao　MlzuMuRA，　Shin－ichiro　KuMiTA　and　Tatsuo　KuMAzAKi

Depa〃〃lent‘）f　Radio／θ8y，　Ni〃・n　Medica～Schイノθ1

　To　examine　crosstalks（CRs）between　99mTc－

methoxyisobutyl　isonitrile（MIBI）andβ一methy1－p－

（1231）iodophenyl－pentadecanoic　acid（BMIPP），　myo－

cardial　phantom　studies　of　simultaneous　acquisition

were　performed　with　three　window　widths　and　four

energies　where　the　window　located．　CRs　in～wmTc　win－

dow　were　less　than　10．5％regardless　of　the　window

settings．　CRs　in　i231　window　were　ranging　from　l7．0％

to　8．6％depending　on　the　window　setting．　There　were

significant　correlations　between　the　isotope　concentra－

tion　and　counts　of～99mTc　and｜231，respectively（r＝0．98，

p〈0．0001）．We　concluded　that　the　optimal　window

setting　of　99tnTc－MIBI　and　i231－BMIPP（10％width，

140keV　center　99mTc　window　and　lO％width，164

keV　center　1231　window）yields　good　quality　images　in

dual　isotope　SPECT．

　Key　words：～NmTc－MIBI，1231－BMIPP，　Crosstalk，

Dual　isotope　SPECT，　Simultaneous　acquisition．
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