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《原　著》

FDG動態解析における速度定数推定値の分布とノイズの

　　　　　　　　　　　関係に関する基礎的検討

木村　裕一＊ 外山比南子＊＊ 千田　道雄＊＊

　要旨　動態解析において，速度定数の正確な推定には，評価関数φ，すなわち最小二乗法では，残

差二乗和を未知パラメータ値のセットの関数として表したものの，形状の把握が必要である．本論文で

は，組織時間放射能曲線（tTAC）中の雑音のレベルとΦの形状との関係を，シミュレーションによっ

て求め，φの形状および速度定数の真値が分布する範囲を検討した．同時に，臨床データのφの形状

を求めた．その結果，tTACにノイズが含まれていない場合には，φにおいて真値は周囲から独立した

最小点となっており，その発見は容易である．しかしノイズが増加するに伴い，真値はその周囲に発生

した極小点群に埋没していく．シミュレーションの結果，真値付近のφの形状は，真値を含む椀状と

なっており，非線形計画法による収束点を中心とした，周囲20％ほどの領域を再探索することによっ

て，より正確な速度定数の推定が可能であることが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：107－114，1996）

1．はじめに

　PETを用いた動態計測においては，放射性薬剤

の挙動を記述する臓器機能パラメータを，非線形

計画法を用いて推定する．しかし，測定雑音の影

響によって，最適であるパラメータの組合せを示

す点の近傍には，複数の偽の最適点が出現する．

これは，最適なパラメータの探索を妨げる要因と

なる1）．最適点の探索が成功するという仮定の下

での測定条件の検討は，同時信頼領域を用いて行

われている2～5）．これは，PETからのデータに含

まれる雑音によって，速度定数の推定結果がばら

つく範囲を統計的に求めるものである．特に
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Mazoyer2）らは，データ収集時刻の最適化を試み

ている．しかし，最適点を実際に発見できるかと

いう観点からの検討はなされていない．本論文で

は，18F－FDGによる糖代謝測定において使用され

る，3コンパートメント，3パラメータモデルを

対象として6・7），最適点近傍における評価関数の形

状を，シミュレーションによって求めた上で，そ

の形状と，測定雑音および測定時間との関係を検

討した．

II．方　　法

　1）非線形計画法における評価関数

　モデル関数をf（k，t），血漿中の放射能量をCp（t），

臓器中の放射能量をCl（t）とすると，これらの間

には式（1）の関係が成立する．

Ci（t）＝f（k，　t）⑧Cp（t） （1）

ここでtは時間を表す．また，kは求めるべき速

度定数であり，18F－FDGによるグルコース代謝の

計測では，k＝｛kl，　k2，　k3｝となる．⑧は畳み込み
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積分である．本論文では，C，（t）に比較してCp（t）

は，十分なカウント値を確保できるため，Cp（t）中

の物理的統計雑音を無視できることから，Cl（りの

雑音のみに着目する．さて，C1（りの実測点を，

｛G（tl），　Cl（t2），．．．，C〒（tfn）｝（fnはフレームの数）と記

述すると，評価関数Φ（k，Cp，　ct）は，二乗誤差の

総和として，式（2）のように定義される．

　　　　　　　　f．
　　φ（k，Cp，　C，）＝Σ　｛C：（lh）－Cl（t。）｝2　（2）

　　　　　　　　m＝1

評価関数φが最小となる点をφとし，このとき

のk（藍とする）を推定する．さらに，φがφの

1．1倍以下となった場合を収束とみなし，この場

合のkの組合せから，kl，k2，　k3各々について真値

　　　　　　　　　　　　　　　　　Aからの隔たりの絶対値の最大値（maxlk，－k、1×100／

R，（i＝1，2，3）【％］）を，速度定数の分布範囲として

求める．

　2）　シミュレーション

　式（1）において，血漿中の放射能量Cp（りには，

実測で得られた時間放射能曲線（pTAC）を適用

し，速度定数には，灰白質に対する値の一つとし

て，kl＝0．102，　k2＝0．130，　k3＝0．062　t／min］6）を用い

て，C＊の真値（true－tTAC）を求めた．次に，この

true－tTACに雑音を重畳することによって，実測

に即したtTACを作成した．ここで，　tTACには

一定の雑音が重畳していると仮定し，標準偏差が

true－tTACの最大値に対して1～8％であるガウス

雑音を使用した．データ収集の時間間隔として，

等間隔と非等間隔の2種類を設定した．等間隔収

集法では，2．5分間隔で，フレーム数は10，13，16，

20の4通りとした．このとき測定時間はそれぞ

れ25，32．5，40，50分となる．非等間隔収集法で

は，0～5分間を1分間隔，6～24分間を2分間

隔，24～44分間を5分間隔の，計18フレームと

した．いずれも各フレームの中点をtTACの時刻

とする．シミュレーションでは，各速度定数を，

klでは0．05～0．15の間を，　k2では0．1～0．2の間

を，k3では0．01～0．1の間を，いずれも0．01刻で

変化させた上で，各組合せに対するtTACを式（1）

によってpTACから算出した後，式（2）によっ

て，true－tTACとtTACの間でφを算出した．　Fig．

1に，シミュレーションに使用したpTACおよび

tTACの一例を示す．

　3）臨床データにおける検討

　正常人（体重75kg）に対してi8F－FDG　238　MBq

を投与し，上述の非等間隔のフレーム配置によっ

て，Headtome・IV（感度は，直接スライス内で480

kcps／kBq！cm3，間接スライス間で810　kcps／kBq／

cm3．画像分解能は7．4　mm）を用い，次数2，半

80000

　　　　　　　　　　　　　　　　ttrn●「m‘nl
Fig．1　Plasma　and　tissue　time　activity　curves　for　the　simulation（590　noise　is　added　to　the　true

　　　tTAC）．
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Fig．2　Local　minimum　distribution　without　noise．　The　range　for　ki，　k2　and　k3　are　from　O．05　to

　　　O。13，from　O．い00．2　and　from　O．0い00」、respectively．　The　true　values　were　ki＝

　　　0．102，k2＝0．130　and　k、　＝　O．062．　The　total　measurement　time　is　47，5【min】，　and　the

　　　number　of　frame　is　20．

値幅8mm／cyclcのバタワースフイルタによって

再構成した画像の，前頭葉に設定したROI（30ピ

クセル）から得たtTAC，およびpTACに対して，

シミュレーションと同様の範囲で速度定数を変化

させて作成したTACを，　true－tTACとみなしてφ

を求めた．

m．結　　果

　1．φの形状とノイズとの関係

　Fig．2およびFig．3に，雑音を含まない場合と

3％の雑音を含んだ場合の，速度定数との関係を

示す．いずれも等間隔収集法で得たものであり，

フレーム数は20，測定時間は50分である．Fig．

2，Fig．3には，それぞれ9個のグラフが含まれて

いるが，これらはk，の値によって並べたもので

ある．各グラフの横軸はk、を，また奥行き方向

は奥から手前に向かってk2軸となっている．縦

軸は，各雑音におけるΦの最小値を1．0として

正規化した値であり，最小値から20倍までの範

囲を表示した．Fig．2では，　k，＝o．1，k2＝o．13，　k3＝

0．06においてφは最小となることから，このと

きの値はΦとなり，φは孤立している．一方Fig．

3では，Φを含んだ広い範囲においてΦはほぼ

一定値を示している．これは，極小値がφ付近

に多数出現し，かつこれらが互いに融合している

ためである．φ付近でのφの形状の変化を，ノ

イズレベル毎に示したものがFig．4である．縦軸

は，tTAC　1点当たりの残差（f¢／f，1）の，　tTACの

最大値に対する割合であり，残差の相対的な大き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aさを示している．ノイズがない場合には，φは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A独立した窪みの底に位置している．このとき，φ

から周囲の極小点との境界となる縁までの高さ

は，φの10～20倍となっており，その発見は容

易である．一方ノイズが1％では，φ以外にいく

Presented by Medical*Online



llO

　001
董151
1
・

k3
1’rr’一’一一・s

核医学

k1＝0．05

O．Oll

33巻2号（1996）

　　　k3
：’：’：”一・一一…））

．03
　　　　　，05

kl＝0．06

001｜

k3
r”’一．・

k1＝0．07

蓉慧1

1，・

　　　k3

⊇
kl＝O．08

O．Ol

k3
：’r：一一一一一一一一一，．

kl＝0．09

O．Oll

15

k3
r’：r’一一一一一一一一，〉

k1＝0．10

001

5is
l，・

k3
：’：P－一一．．，．b

O．Ol

10

k3
：’　：’一’一・’・一・一，b．

0011

15

10

k3
：’　：F－一一一一・・－i）．

　　　　　　　　　　　k1＝0．11　　　　　　k1＝0．12　　　　　　　kl＝0．13

Fig．3　Local　minimum　distribution　with　noise　level　of　3％．　The　range　and　the　true　value　of　k

　　　　　　is　as　same　as　Fi92．

kl　＝O・102（the・true・value）

区02

1
！°1

no　no’3●

true　po〃寵

02

0．1

P2

not8●f％

true　point

？・2　k2

2
　
　
　
　
　
　
1

む
　
　
　
　
　
　
　

一
己
雪
璽
医
き
5
8

no’8●3％ nolsc　5％1

1
2
0
0

．1型

峻20
1

　　　　　true　point
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　trve　point

Fig．4　Change　of　local　minimum　distribution　according　to　noise　level．

Presented by Medical*Online



FDG動態解析における速度定数推定値の分布とノイズの関係に関する基礎的検討

60
　
　
　
舶
　
　
　
2
0
　
　
　
0
．
，

【ポ
言
O
一
〇
巴
竜
E
言
O
－
8
「
一
a
＞
O
Φ
O
C
巴

1【％】

　noise　le　vel

3【％】　　　　　5【％】　　　　　8【％】

　　k2　　　　　　　　　k3

lll

k1

20　　　30　　　40　　　50

measurement　time【min］

　　　　　　　　Fig．5

60

40

20

60

　　　　　＼　　＼
　　　　　　　、i
40－・…・……｝……………i’　・ts　N・……

20

0　　　　　　　　　　　　　　　　0
20　　　　　　30　　　　　　40　　　　　　50　　　20　　　　　　30　　　　　　40　　　　　　50

meaSUrement　time【min］meaSUrement　time【min］

Range　of　pseudo－optimal　region．

ぎ15・

き1°

85

　k31’r’：”■’・・一・一・））

．03　　05

kl＝0．05

O．Oll
　k3r’：’：’”・一一一・・

kl＝0．06

0011
　k3

一
kl＝0．07

001

ず5

1’°

　k3：’！1””…一一））b

k1＝0．08

O．Oll
　k3r－r－一．一一一一tLe，．

kl＝0．09

O．Oll
　k3：’r－一一一一一一一e）一

k1＝O．10

葦’5

き’°

25’

　k3：b　：：一一一．一一一e）bF OOIl
　k3：’IF．，一．．．ebli 0011

15

10

　k3

一
　k1＝0．11　　　　　　k1＝0．12　　　　　　　k1＝0．13

Fig．6　Local　minimum　distribution　in　case　of　normal　frontal　lobe．

つかの極小点が出現している（Fig．4，　noise＝

1％）．したがって，探索の開始点によっては，こ

れらの極小点に収束し，誤った推定結果となる可

能性がある．さらに，雑音が増加するに伴って，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A真値と周囲の極小点との境界は低くなり，Φと極

　　　　　　　　　　　　　A小点は融合していくため，φの探索は次第に困難

となる．なお，臨床データのように非等間隔に

データ収集を行った場合にも，等間隔の場合と同

様な傾向であった．
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　　　ハ　2．φ周辺の極小点の分布

　Fig．2，　Fig．3に示したように，φの外形はφを

底に持つ椀状であり，かつ椀の底に極小点が散在

する．したがって，椀の底の広がりによって，極

小点が速度定数の推定に及ぼす影響を表現するこ

とができる．φを含む領域をFig．5に示す．縦軸

は，Φがその最小値の1．1倍以下となる速度定数

の組合せの範囲を，その真値に対する割合で表示

したものである．これは，真値が含まれると予想

される速度定数の分布範囲を示しており，これが

小さいほど，より正確な速度定数の推定が期待で

きる．また，横軸は測定時間である．雑音の大き

さを，1～8％にかけて変化させた際のグラフを併

記した．tTAC中の雑音の増大，もしくは測定時

間の短縮に伴って，φがφに近い値を取る領域

は拡大していく．特にk2，k3では，ノイズの増加

による領域の拡大は急激である．また，全測定時

間の延長は領域の拡大を抑えており，この効果は

k3において最も大きい．

　3．臨床データでのφの形状

　前頭葉のデータに対するΦの変化をFig．6に

示す．Φの形状は，シミュレーションでの雑音レ

ベルが3％の場合と類似である．臨床データの測

定時間45分におけるφの分布範囲は，Fig．5よ

り，Φに対して，klが5％，　k2が23％，　k3が17％

となる．

IV．考　　察

　tTACに混入する雑音が全くない場合，最適点

は周囲から独立した極小点となっており，その探

索は容易である．しかし，1％程度のノイズが混

入すると，最適点の周囲に複数の極小点が出現

し，さらにノイズが増加するに伴って，極小点群

は互いに融合する．その結果，真値に対応する評

価関数の最小点はこの中に埋没し，その探索は困

難となる．さて，φの推定方法には大別して二つ

のものがある．一方は，φの最小値を検索するこ

とを利用する，直接探索法やシンプレックス法8）

である．他方は，φにおいて各速度定数に対す

るφの勾配が0となることを利用するもので，

Marquardt法9）が代表的である．コンパートメン

トモデル解析においては，Φとki，k2，k，との関

係が非線形となるため，φの周囲に極小点が複数

存在する．このため，勾配を利用する方法では，

探索の開始点によっては，誤った極小点に向かっ

て収束が進行する可能性がある．また最小値を探

索する方法においても，きわめて多数の極小点が

Φ付近に存在する18F－FDGのコンパートメントモ

デルでは，必ずしも最小点を発見できるとは限ら

ない．しかしFig．5に示したように，ノイズによ

る最適点の埋没傾向は，k｜～k，のすべてに対し

て測定時間の延長によって抑制される．この効果

は，特にk3に対して有効である．この理由は以

下のように考えることができる．すなわち，k3は

klに比較して1桁程度長い時定数であり，より緩

やかな成分としてtTAC中に現れる．したがって

短い測定時間では，tTAC中にk，の効果が十分に

出現しないためであると考えられる．k2に関して

は，k1，　k3と比較してΦが含まれる領域は広い．

これは，k2の推定分散が他の速度定数よりも著し

く大きくなる2）ことと符合する．k1～k，のすべて

において，測定時間の延長は，Φの分布範囲を

縮小させており，この効果はノイズレベルが高い

場合において大きい．したがって，40分以上の

測定時間は，速度定数の推定に対して有効であ
る．

　臨床データから得られた極小点の分布形状は，

Fig．4におけるノイズ1％のように，いくつかの

極小点が存在するわけではなく，むしろ3ない

し59。に示されているように，極小点は融合した

状態となっている．これに基づいて，本臨床デー

タにおける雑音の大きさを3％と仮定すると，Fig．

5から，速度定数の真値が含まれていると想定さ

れる範囲は，非線形計画法による収束点の周囲，

klが5％，　k2が20％，　k3が20％の領域となる．

ノイズの影響によって，評価関数が最小となる速

度定数の組合せが，必ずしも真値とはならないこ

とを考慮すると，非線形計画法によって得られ

た収束点に対して，上で示した範囲を再度網羅的

に探索し，その中からφが最小となる速度定数
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の組合せ数組を，速度定数の推定値として取り扱

うという方法も，有効であると考えられる．

　一方，Fig．2，　Fig．3，　Fig．6に示したφのグラフ

の描画には，多大の計算時間を要するため，φの

形状に対する統計的な検証は困難である．しか

し，数組のpTAC，　tTACに対するΦの速度定数

の分布状況は，同一の傾向を有していた．した

がって，i8F－FDGの速度定数の推定では，通常の

Marquardt法やSimplex法に代表される推定手法

の結果に対して，20％程度の範囲に速度定数の真

値が存在する点に留意しなければならない．本研

究で検討に用いた臨床データは，東京都老人研究

所で通常使用されている測定条件によるものであ

る．FDG動態計測においては，速度定数の推定

値に対して，この程度の誤差が存在することに注

意する必要がある．また，組織混合効果のφの形

状に関する影響については，今後検討すべきであ

る．

V．　ま　とめ

　1．評価関数中の最適点は，tTAC中のノイズ

の増大に伴って，最適点の周囲に発生した極小点

群に埋没する．これによって動態計測における速

度定数の推定は，困難となる．

　2．非線形計画法の収束点を中心とした，限定

された領域に最適点が存在すると考えられる．

その範囲は，収束点の周囲20％の範囲であると

推定される．

　3．測定時間の延長は，最適点の分布する領域

を縮小する効果がある．
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Summary

Basic　Study　on　Relationship　between　Estimated　Rate　Constants

　　　　　　　　　　　　　　and　Noise　in　FI）G　Kinetic　Analysis

Yuichi　KiMuRA＊，　Hinako　ToYAMA＊＊and　Michio　SENDA＊＊

＊1nstitute∫f・r〃edical　6とDental　Engineering，　T・kyo〃edical・＆・Denta～〔1n’vεrW

　　　＊＊Pθ∫〃rθη〃edical　Center，　Tokyo　Metropo〃tan　lnstitute　of　Gerontolo8y

　　For　accurate　estimation　of　the　rate　constants　in　18F－

FDG　dynamic　study，　the　shape　of　the　estimation　func－

tion（φ）is　cruciaL　In　this　investigation，　the　relation－

ship　between　the　noise　level　in　tissue　time　activity

curve　and　the　shape　of　the　least　squared　estimation

function　which　is　the　sum　of　squarred　error　between　a

function　of　model　parameters　and　a　measured　data　is

calculated　in　3　parameter　model　of　18F－FDG」n　the

first　simulation，　by　using　actual　plasma　time　activity

curve，　the　true　tissue　curve　was　generated　from　known

sets　of　rate　constants　ranging　O．05≦kl≦0」5，0．1≦k2

≦0．2and　O．Ol≦k3．≦0．　l　in　O．01　step．　This　procedure

was　repeated皿der　various　noise　levels　in　the　tissue

time　activity　curve　from　l　to　8％of　the　maximum

value　in　the　tissue　activity」n　the　second　simulation，

Plasma　and　tissue　time　activity　curves　from　clinical

i8F－FDG　dynamic　study　were　used　to　calculate　theφ．

Results　are：（1）In　the　noise－free　case，　because　the　glo－

bal　minima　is　separated　from　neighboring　local　mini－

mums，　it　was　easy　to　find　out　the　optimum　point．　How－

ever，　with　increasing　noise　leve1，　the　optimum　point

was　buried　in　many　neighboring　local　minima．　Mak－

ing　it　difficult　to　find　out　the　optimum　point．（2）The

optimum　point　was　found　within　20％of　the　conver－

gence　point　by　standard　non－1inear　optimization

method．（3）The　shape　ofφfor　the　clinical　data　was

similar　to　that　with　the　noise　level　of　30r　5％in　the

first　simulation．　Therefore　direct　search　within　the

area　extending　2090　from　the　result　of　usual　non－linear

curve　fitting　procedure　is　recommended　for　accurate

estimation　of　the　constants．

　　Key　words：　Dynamic
model，　Noise，　FDG．

study，　Compartment
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