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《技術報告》

2°iTlイメージングでのTEW法による散乱線補正のための

　　　エネルギーウィンドウ設定に関する基礎的検討

古嶋　昭博＊　　松本　政典＊＊　　大山

吉良　光子＊＊＊　高橋　睦正＊＊＊

洋一＊＊＊　冨口　静二＊＊＊

　要旨　2°1T1イメージングで，現在一般にメーカが推奨しているTEW法のエネルギーウィンドウ設定

条件下での散乱線補正について，ファントムを用いたエネルギースペクトルとプラナーイメージングに

より調べた．エネルギースペクトルデータから，99mTcでは見られない後方散乱線が2°ITIでのTEW法

のメインウィンドウ（Wm）とWmの低エネルギー側サブウィンドウ（Wl）に影響することがわかった．

また，2°iHg－X線の光電ピークの高エネルギー側のスペクトル形状は，散乱体厚や線源形状によりあま

り変わらず，Wmの高エネルギー側サブウィンドウ（Wu）によるイメージとW1およびWmによるイ

メージの比較により，Wuイメージには直接線が多く含まれていることがわかった．　TEW法では主と

して散乱線が含まれる部分に散乱線補正ウィンドウを設定することを前提としており，2°1T1イメージ

ングにおける散乱線補正には，高エネルギー側サブウィンドウの設定を工夫することが必要であること

がわかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：831－836，1997）

1．はじめに

　核医学イメージングにおいて，散乱線はイメー

ジによる正確なRI分布の視覚的・定量的評価を

妨げる．この散乱線を補正するために多くの方法

が提案され，いくつかの方法は実際の臨床の場で

使用されている1）．その一つであるtriple　energy

window（TEW）法は光電ピーク領域に一つのメイ

ンエネルギーウィンドウとその両側に2つのサブ

エネルギーウィンドウを設けて3つのイメージを

同時に収集し，メインウィンドウ内に混入してい

る散乱線カウントを2つのサブウィンドウカウン
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トによる台形近似で推定し，その散乱線を除去す

る方法である2・3）．99mTcに対してはTEW法の散乱

線補正について報告されているが1・4），2°1T1につい

ての評価はあまりされておらず，そのエネルギー

ウィンドウ設定を問題にした報告はみられない．

　本研究の目的は，心筋血流などの20tT1イメー

ジングで，現在一般にメーカが推奨している

TEW法のエネルギーウィンドウ設定条件下5）で

の散乱線補正について，完全欠損を持つ面線源

ファントムを用いて得られたエネルギースペクト

ルとプラナーイメージにより調べることである．

II．方　　法

　1．使用装置

　対向2検出器型ガンマカメラGCA－7200A！DI

（東芝製）とデータ収集・処理コンピュータGMS－

5500DI（東芝製）を用いてエネルギースペクトル

測定とプラナーイメージングを行った．コリメー

タは，低エネルギー用平行多孔汎用（GP）コリ

Presented by Medical*Online



832 核医学　34巻9号（1997）

メータを使用した．

　2．　ファントム

　1辺が10・cmでその中心に直径3cmの1個の

完全欠損を持つ厚さ3mmの板状線源で，内部に

約17．5MBqの2°iT1の水溶液を入れた．また，

201Tlのエネルギースペクトルを他の核種と比較す

るために約37MBqの99mTc線源も用いた．散

乱・吸収体として水と等価なタフウォータプレー

トファントム（30cm×30　cm，京都科学社製）を

用いた．さらに，面線源のスペクトルとの比較の

ために，約1MBqの2°iTlを含む線線源（長さ5

cm）も用いた．

　3．　マルチチャンネルエネルギーウィンドウイ

　　メージング

　ファントム表面とコリメータ表面が平行になる

ように置き，それらの距離を12cmにして，

1）前方散乱体（FS）の厚さをOcmにしたまま，

後方散乱体（BS）の厚さを0，10cmと変えて測定，

2）BSの厚さを10cmにしたまま，　FSの厚さを

5，10cmと変えて測定

を行った（Fig．1）．さらに，線線源に対して，　FS

＝ BSニOcm，　FS＝5cmとBS＝10cmで測定した．

　それぞれの条件で，エネルギー幅1．6keVで20

keVから224．8　keVまでの128フレームのイメー

ジをマトリックスサイズ64×64，拡大率1．75

倍，収集時間5分で収集した．1ピクセルサイズ

は4．91mm×4．91mmであった．

　4．面線源ファントムのプラナーイメージング

　201Tlイメージングにおける散乱線補正のため

に，現在一般にメーカが推奨しているTEW法の

エネルギーウィンドウ設定条件を用いた5）．3と

同じ面線源ファントムの配置で，2°iHgの特性X

線の複合エネルギーピーク（71keV）を中心とした

メインウィンドウ（Wm）を20％にして，その両

側に7％固定幅の2つのサブウィンドウ（低エネ

ルギー側：Wlと高エネルギー側：Wu）を設定

し，トリプルウィンドウ同時収集を行った．さら

に，Wmの幅を25％，30％と変えた．散乱体は，

BSの厚さを10cmにしたまま，　FSの厚さを0，

5，10cmと変えた．マトリックスサイズ128×

GAMMA　CAMERA 　Tト201plate

　phantom

　　10cm
　

　

　

m

　
　
　
C

▲
T
－
－
o
l
⊥
▼
’Cold　lesion　：3cme

Thickness　：3mm
　For　ard　　　　　　　　　　

　Tough　water　phantom

　　Fig．1　Plate　phantom　experimenし

128，拡大率1．75倍，収集時間5分でイメージ

収集した．1ピクセルサイズは2．46mm×2．46　mm

であった．

　5．　モンテカルロシミュレーション

　実験により得られたエネルギースペクトルと比

較するために，われわれが報告したエネルギース

ペクトルシミュレーション法6）を用いて，線線源

と散乱体（FS＝5cmとBS＝　10　cm）に対するエネ

ルギースペクトルを求めた．計算の条件はすべて

同じにしたが，201Tlの135　keVと167　keVからの

ガンマ線の影響も考慮した．

　6．データ処理

　（1）エネルギースペクトル

　マルチチャンネルエネルギーウィンドウで得ら

れたファントムのプラナーイメージそれぞれに，

面線源ファントムとほぼ同じ大きさ（22×22ピク

セル）の関心領域（ROI）を設定し，そのROI中の

各イメージカウントからエネルギースペクトルを

得た．

　（2）散乱線と直接線カウント比および散乱線

　　とトータル（直接線＋散乱線）カウント比

　線線源を用いて測定されたエネルギースベクト

ルから，文献6と同じ方法により，直接線カウン

ト（P）と散乱線カウント（S）のカーブを計算し，

3つのウィンドウ（20％－Wm，7％－Wl，7％・Wu）

に対するS！P比とS／（S＋P）比を算出した．同様

に，モンテカルロシミュレーションから得られた

エネルギースペクトルからも3つのウィンドウで

のS／P比とS／（S＋P）比を求めた．

Presented by Medical*Online



2°iTlイメージングでのTEW法による散乱線補正のためのエネルギーウィンドウ設定に関する基礎的検討　833

　　　　　　　　　　　　　　30％
　　　　　　　　　　　　　－l　　　　　　　　　　　　　L坐，i
　　　　　　　10000

の
↑
⊂
⊃
O
∩
》
Φ
〉
＝
句
一
Φ
一
」

8000

6000

4000

2000

0

40 60 80 100　　　　120　　　　140　　　　160　　　　180　　　　200

　Energy（keV）

ω
↑
⊂
コ
O
⌒
∪
Φ
〉
＝
㊦
一
Φ
｝
」

10000

8000

6000

4000

2000

0

40 60

FS　　BS

Ocm－Ocm

80 100　　　　120　　　　140　　　　160　　　　180　　　　200

　　　　　　　　　　　　　　Energy（keV）
Fig．2　Normalized－energy　spectra　measured　for　20iTl　and　““’”Tc　plate　source．

　（3）　コントラスト値

　直径3cmの完全欠損部でのコントラストCを

次式で求めた；C＝（Ca－Cb）／Ca，ここでCaと

Cbはそれぞれ放射能があるバックグラウンド領

域と欠損内部に設定した5×5ピクセル（12．3mm

×12．3mm）ROI内の1ピクセル当たりの平均カ

ゥントを表す．

m．結　　果

　1．エネルギースペクトル

　Fig．2にL6　keV毎に得られたイメージ上のROI

カウントによるエネルギースペクトルを示す．ガ

ンマカメラのエネルギー分解能は140keVで約

10％であった．FSとBSの両方がないとき，

2°IHgの特性X線の光電ピークは，高エネルギー

側に肩を有する広がりのあるエネルギー分布と

なった．FSがなく，BSのみのとき，20％幅のエ

ネルギーウィンドウ内に線源後方から跳ね返った

散乱線のわずかな増加がみられた．これに反し，

99mTcではそのような後方散乱線の混入はなかっ

た．さらにBSに加えてFSがあると前方散乱線

が加算され，イメージングウィンドウ内での散乱

線量が増加した．スペクトルのカーブを比較する

と光電ピークの低エネルギー側の形状は散乱体の

存在により大きく異なったが，光電ピークの高エ

ネルギー側の形はほとんど変わらなかった．

　Fig．3に面線源と線線源ファントムによるエネ

ルギースペクトルを示す．さらに，比較のために
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Fig．3　Comparison　among　energy　spectra　obtained　by

　　　measurements　for　201Tl　line　source　and　201TI　plate

　　　source，　and　calculation　for　201Tl　line　source　in

　　　scattering　materialg．　with　FS　・　5　cm　and　BS＝10cm．

Table　l　Scatter－to－primary　counts　ratio　and　scatter－to－

　　　　total　counts　ratio　calculated　from　energy

　　　　spectra　for　three　energy　windows　of　the　TEW

　　　　method

撫
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礁
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Fig．4　Comparison　among　three　images　acquired　by　the

　　　triple　energy　window　in　scattering　materials　with

　　　FS＝5　cm　and　BS＝10cm．　top　row：7％lower

　　　subwindow，20％main　window，　and　7％upper
　　　subwindow　from　left　to　right．　middle　row：7％

　　　10wer　subwindow，25％main　window，　and　7％

　　　upper　subwindow　from　left　to　right．　bottom　row：

　　　7％10wer　s　ubwindow．30％main　window，　and

　　　7％upper　subwindow　from　left　to　righし

Ratio
Experiment

L M u L M u

S／P　　　　　　7．Ol　　　O．65　　　0．45　　　19．46　　0．79　　0．38

S／（S十P）　0．88　　0、39　　031　　　095　　0．44　　0．24

The　thickness　of　forward　scattering　materials（FS）：5cm

The　thickness　of　backward　scattering　materials（BS）：10cm

Experiment：energy　spectrum　measured　with　the　gamma

camera　for　a　line　source，　Calculation：energy　spectrum

calculated　by　Monte　Carlo　algorithm　for　a　line　source，　S：

scatter　counts，　P：primary　counts，　L：7％－lower　subwindow，

M：20％－main　energy　window，　U：7％－upper　subwindow

モンテカルロ法で計算された5cmの線線源のシ

ミュレーション結果も示す．3つのスペクトルの

比較より，光電ピークの高エネルギー側の形は線源

形状によりほとんど変わらないことがわかった．

　Table　lにTEw法の3つのエネルギーウィン

ドウ（20％－Wm，7％－Wl，7％－Wu）でのS！P比と

S！（S＋P）比を示す．測定および計算により得られ

た値から，高エネルギー側サブウィンドウ内には

70～80％程度の直接線が含まれていることがわ

かった．しかし，低エネルギー側サブウィンドウ

内では，その量は約5～12％であった．

　2．面線源ファントムのプラナーイメージ

　FS＝5cm，　BS＝10cmでメインウィンドウ幅を

20％，25％，30％にしたときのメインウィンド

ウイメージと7％固定の両サブウィンドウイメー

ジの比較をFig．4に示す．低エネルギー側のサブ

ウィンドウイメージは主に散乱線で構成されてい

るため，メインウィンドウイメージよりボケを含

んだ画像であった．しかし，高エネルギー側のサブ

ウィンドウイメージはメインウィンドウイメージ

よりコントラストの良い辺縁のはっきりした画像

であった．これらのイメージ中の欠損部でのコン

トラスト値をTable　2に示すが，高エネルギー側の

サブウィンドウイメージが最も良いコントラスト

値を持っていることが数値的に示された．

IV．考 察

核医学検査の中で，2°LTIは心筋血流，甲状腺，
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Table　2　Contrast　values　in　three　images　acquired　by

　　　　triple　energy　window（TEW）using　one　main

　　　　energy　window　and　two　sub－energy　windows

　　　　　　　　　　　　Contrast　for　30　mmφ

Main　energy　　Sub－energy　　　　cold　lesion

　window　　　　window　　　　FS　Thickness（cm）

0 5 10

20％

25％

30％

7％－lower

7％－upper

7％－lower

7％－upper

7％－lower

7％－upper

0．868　　0．649　　0．516

0．387　　0．147　　0．127

0．900　　0．706　　0．636

0．841　　0．616　　0509

0．276　　0．123　　0．073

0．899　　0．766　　0．643

0．828　　0．587　　0．470

0．250　　0．130　　0．032

0．855　　0．743　　0．629

The　thickness　of　backward　scattering　materials（BS）：10

cm，　FS：forward　scattering　materials

contrast　value＝（counts　in　background　activity－counts　in

cold　spoり／（counts　in　background　activity）

腫瘍等のイメージングに広く用いられている核種

の一つである．2°iTlからは2°1Hgによる特性X線

とわずかのγ線が放出され，イメージングには主

に比較的エネルギーの低い特性X線が使われる．

この特性X線は4つの近接したエネルギー（69，

71，80，83keV）を持ち，ガンマカメラのエネル

ギー分解能が悪いために70keV付近で最大とな

る一つのピークとして観測され6），通常のイメー

ジング時にはそのピークの中心にエネルギーウィ

ンドウが設定される．このような低いエネルギー

における散乱では，前方散乱に加え直接線のエネ

ルギーに近いエネルギーの後方散乱線がイメージ

中に含まれる割合が多くなり，画質を悪くする要

因となる（Fig．　2）．

　このような散乱線を補正するために，TEW法

が開発され現在臨床応用されている7“’9｝．この方

法は光電ピークに一つのメインウィンドウとその

両側に幅の狭い二つのサブウィンドウを設けて，

これら二つのサブウィンドウイメージの平均イ

メージを作りメインウィンドウイメージから減算

することによりピクセル毎に含有散乱線を除去す

る．99mTcに対してはメインウィンドウと低エネ

ルギー側のサブウィンドウのみを用いて，コン

ピュータシミュレーションや実際のイメージング

でその補正能力が高く評価されている1・4）．しか

し，2°ITIについてはその補正能力を評価する報告

は少ない．

　今回，われわれはTEW法による散乱線補正が

可能なガンマカメラシステムとファントムを用い

た実験を行い，現在，2°iTlイメージングで一般的

にメーカが推奨するTEW法のウィンドウ設定条

件下で収集された高エネルギー側サブウィンドウ

イメージの画質について調べた．その結果，エネ

ルギースペクトルから求められた散乱線含有率

（Table　l），欠損をもつ面線源のプラナーイメー

ジ（Fig．4）およびその欠損部のコントラスト値

（Table　2）から明らかなように高エネルギー側サブ

ウィンドウには，散乱線よりも直接線が多く含ま

れていることがわかった．このことは，TEW法

の一般的な散乱線補正原理が，両サブウィンドウ

カウントは主に散乱線のみから成り，それらのカ

ウントの台形近似でメインウィンドウ内の全散乱

線カウントを推定すると仮定したとき，大きな誤

差を生じる要因となる．この誤差は，99mTcのよう

に高エネルギー側のサブウィンドウを用いずに，

低エネルギー側のサブウィンドウカウントの三角

形近似で散乱線補正が行われるときには，あまり

問題にはならない．しかし，2°LTIイメージングに

用いられる2°iHg－X線の光電ピークは複数のX線

エネルギーの合成であり，直接線のエネルギー分

布が広がりを持つような場合6），メーカが推奨す

るようなTEW法のウィンドウ設定条件では，高エ

ネルギー側サブウィンドウが多くの直接線を含む

ことになる．したがって，この直接線を含んだサ

ブウィンドウカウントから推定されたカウントを

メインウィンドウから減算することは，重要な位

置情報を持つメインウィンドウ内の直接線カウン

トを失うことになる．これはメーカ推奨のメイン

ウィンドウ幅20％を25％と30％に広げても同様

の傾向にあった（Table　2）．このようなウィンドウ

設定によるTEW法により散乱線補正された

SPECT値にも定量性があるという報告もある
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が3），直接線が減少するということは散乱線補正

イメージのノイズを増加させることにつながる．

　以上のことより，201T1イメージングでのTEW

法による散乱線補正のためのウィンドウ設定につ

いて，さらに詳細な研究が必要であると思われる．
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Summary

Experimental　Study　on　the　Location　of　Energy　Windows　for　Scatter　Correction

　　　　　　　　　　　　　　　by　the　TEW　Method　in　20iT］　lmaging

Akihiro　Ko」IMA＊，　Masanori　MATsuMoTo＊＊，　Yoichi　OHyAMA＊＊＊，　Seiji　ToMIGucHI＊＊＊，

　　　　　　　　　　　　Mitsuko　KIRA＊＊＊and　Mutsumasa　TAKAHAsHi＊＊＊

　　　　　　　　　　＊ノ～adioisotolフe　1～esearch　Center，　Kumamotoし1niversity

＊＊Depart〃ient　of　Radiolイ・gicat　Technology，　Kuman・‘）rθuηivε乙吻cθ〃ege　・f〃edica’Science

　　　　　　＊＊＊Department　（ゾRadiology，　Kumamo’O　Universit．y　Schoo’イ，f　Medic’ne

　To　investigate　validity　of　scatter　correction　by　the

TEW　method　in　20’Tl　imaging，　we　performed　an　ex－

perimental　study　using　the　gamma　camera　with　the

capability　to　perform　the　TEW　method　and　a　plate

source　with　a　defect．　Images　were　acquired　with　the

triple　energy　window　which　is　recommended　by　the

gamma　camera　manufacturer．　The　result　of　the　energy

spectrum　showed　that　backscattered　photons　were　in－

cluded　within　the　lower　sub－energy　window　and　main

energy　window，　and　the　spectral　shapes　in　the　upper

half　region　of　the　photopeak（70　keV）were　not

changed　greatly　by　the　source　shape　and　the　thickness

of　scattering　materials．　The　scatter　fraction　calculated

using　energy　spectra　and，　visual　observation　and　the

contrast　values　measured　at　the　defect　using　planar

images　also　showed　that　substantial　primary　photons

were　included　in　the　upper　sub－energy　window．　In

TEW　method（for　scatter　correction），　two　sub－energy

windows　are　expected　to　be　defined　on　the　part　of　en－

ergy　region　in　which　total　counts　mainly　consist　of

scattered　photons．　Therefore，　it　is　necessary　to　investi－

gate　the　use　of　the　upper　sub－energy　window　on　scat－

ter　correction　by　the　TEW　method　in　20’Tl　imaging．

　Key　words：20iTl　imaging，　TEW　method，　Scatter

correction，　Energy　spectrum，　Planar　imaging．
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