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《技術報告》

ガンマカメラによる血中放射能測定の検討

藤岡　弘良＊

赤宗　明久＊＊

村瀬　研也＊＊＊　井上　　武＊＊　石丸　良広＊＊

棚田　修二＊＊＊　池添　潤平＊＊＊

　要旨　血中放射能等の放射性同位元素（RI）の試料測定をガンマカメラを用いて可能かどうか検討し

た．放射能濃度が10．3MBq／m～の1231水溶液を内径22．5　mmの採血瓶にlml入れ，その放射能の減衰

を経過時間により計算して種々の放射能濃度を作成した．作成した試料をガンマカメラで5分間static

収集し，その画像のカウント値を求めて放射能濃度との直線性について検討した．コリメータをはずし

て64×64マトリックスでstatic収集し，収集した画像上に7×7pixel（21mm×21　mm）の矩形の関心領

域を設定してカウント値を求めた場合，放射能濃度が0．032kBq／mlから279　kBq／m～の範囲において，

良好な直線性が認められた．本検討によりガンマカメラは，ウェル型シンチレーションカウンタの代用

として血中放射能等のRI試料測定に使用可能であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学35：321－326，1998）

1．はじめに

　放射性同位元素（RI）を用いた脳血流測定等の核

医学検査において，血中放射能測定等に主として

ウェル型シンチレーションカウンタ（略してウェ

ルカウンタ）が使用されている1）．しかし，一般病

院ではウェルカウンタを所有していないため脳血

流測定2、7｝などの定量測定が困難な施設が多い．

そこで，われわれはウェルカウンタの代用として

SPECTと同じ測定系であるガンマカメラを用い

て，血中放射能等のRI試料測定が可能かどうか

検討した．

　＊松山市民病院放射線室
＊＊　　同　　　放射線科

＊＊＊愛媛大学医学部放射線科

受付：9年10月8日
最終稿受付：10年3月30日
別刷請求先二松山市大手町2－6－5　（皐790－0067）

　　　　　　松山市民病院放射線室

　　　　　　　　　　　　　　　　藤　岡　弘　良

II．方　　法

　使用機器はウェルカウンタTGC－1Hl（産業科学

社製），キュリーメータIGC－30（アロカ社製），お

よびガンマカメラSTARCAM　4000　XR／T（GE社

製）（FWHM：18．O　mm）である．ガンマカメラで測

定する場合の試料測定用容器として採血瓶SB－41

（SYSMBX社製）（内径225　mm，外径23．5　mm）を

使用した．ガンマカメラでの測定は64×64マト

リックス，2．67倍拡大で5分間static収集して

行った．エネルギーピークは159keV，ウィンド

ウ幅は209。に設定した．なお，今回の検討にお

いて，事前にキュリーメータおよびウェルカウン

タによる放射能の測定値間の直線性が良好である

ことを確認した．

　測定に用いた種々の放射能濃度の作成はピペッ

ト操作等の手技的な誤差を除くため，放射能濃度

が10．3MBq／mt（キュリーメータによる測定値）の

1231水溶液を採血瓶に1m／入れ，その放射能の減

衰を経過時間により計算して（半減期を13．2時間

とした）種々の放射能濃度を作成した．

　放射能濃度とガンマカメラによる測定値の間の
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Fig．1　111ustration　of　radioactivity　measurement　using　a　gamma　camera．（a）is　the　case　when

　　　using　a　gamma　camera　with　collimatot　while（b）is　the　casc　when　using　a　gamma

　　　camera　without　collimator．

直線性について以下の項目を測定して検討した．

　1．採血瓶を用いた場合の直線性の検討

　1231水溶液をlm1入れた採血瓶のガンマカメラ

による放射能測定は，コリメータ（低エネルギー

汎用型，LEGP）を装着した場合5kBq／m／から

10．3MBq／m／までの放射能濃度について，またコ

リメータ非装着の場合には0．008kBq／m／から867

kBq／m1までの放射能濃度について行った．　Fig．　la

に示すようにガンマカメラのコリメータを装着し

た場合，コリメータの上にろ紙を敷き，採血瓶を

SPECT収集と同一視野内に置いた．また，コリ

メータ非装着の場合（Fig．1b），コリメータ装着時

と同様にガンマカメラの上にろ紙を敷き，採血瓶

をSPECT収集と同一視野内のあらかじめ決めて

おいた光電子増倍管（photomultiplier）の上に置い

た．それぞれの放射能濃度について64×64のマ

トリックスで5分間の測定（static収集）を行っ

た．放射能濃度と収集した画像の全カウントとの

間の直線性，および15mm×15mmから42　mm

×42mmの矩形の関心領域（ROI）内のカウントと

の間の直線性を検討した．また，収集画像の全カ

ウントを用いる場合のバックグラウンドの測定

は，試料なしの状態で先程と同じ条件で画像を収

集して行った．ROIを用いる場合のバックグラウ

ンドの測定は，収集画像上で試料以外のところに

ROIを設定して行った．

　2．ガンマカメラを用いたCCF（cross・calibra－

　　tion・factor）の測定り・

　脳ファントムCCP－ll（京都科学社製）を用いて

CCF測定を行った．測定に使用したファントムは

成人の頭部を想定して頭蓋骨領域，脳室領域，脳

とほぼ等しい容積（1163．2　cm’）を有する灰白質と

白質領域の三つの領域から構成され，直径が20

cm，高さが12cmの円筒形で0．4　cm厚のアクリ

ルで作られている．このファントムを用いて

SPECT収集して得たSPECTの値とファントム内

の1こ’1水溶液1m’の放射能をウェルカウンタお

よびガンマカメラを用いて測定した値との間の直

線性を検討した．SPECTの収集は64×64マト

リックス，360度で1方向12秒，32　stepの連続

反復回転収集で行った．画像再構成はButterworth

filter（order＝8．　cut－off　frequency＝O．36　cycles／cm）

およびRamp　merを用いたフィルタ逆投影法で行

い，吸収補正はSorensonの方法の（μ＝0．067　cm－1）

を用いた．なお，ガンマカメラを用いた測定では

64×64のマトリックスで5分間のstatic収集して
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Table　l　Correlation　coefficients　between　the　radio－

　　　　activities　measured　with　a　well　counter　and

　　　　those　measured　with　a　gamma　camera　in　the

　　　　range　between　O．028　kBq！mt　and　g　kBq／m／for

　　　　various　regions　of　interest（ROIs）

ROI　area（mm×mm） r

0．OO　1

　0．001　0．Ol　　O』　　　1　　　10　　100　　1000　10000100000

Normalized　radioactivity　countS　measured　with
　awell・type　scintillation　counter（rel．　unit）

15×15

18×18

21×21

24×24

27×27

30×30

33×33

39×39

42×42

0999
0．999

0999
0999
0．998

0．998

0．998

0．997

0997

Fig．2　Relationship　between　the　radioactivities

　　　measured　with　a　welLtype　scintillation　counter

　　　and　those　measured　with　a　gamma　camera」n　this

　　　case．　the　data　on　the　abscissa　are　given　by　nor－

　　　matizing　a　concentration　of　83　kBq／m／as　IOO，　and

　　　the　data　on　the　ordinate　are　given　by　normalizing

　　　the　radioactivity　counts　at　this　concentration　as

　　　lOO．●is　the　case　when　using　a　gamma　camera

　　　with　collimator　and　the　region　of　interest（ROI）

　　　with　21　mm×21mm．　O　is　the　casc　when　using　a

　　　gamma　camera　without　collimator　and　the　whole

　　　field　of　view　as　ROL△is　the　case　when　using　a

　　　gamma　camera　without　collimator　and　the　ROI

　　　with　21　mm×21　mm．×、＋and＊represent　the

　　　background　counts　for●、　O　and△、　respectively．

　　　e→represents　the　range　of　the　radioactivity　counts

　　　obtained　by　5－min　continuous　arterial　blood

　　　sampling　in　our　hospital．

得た画像上に21mm×21mmの矩形のROIを設

定し，ROI内の全カウントを求めた．また，

SPECT装置の定期点検後においても同様の測定

を行い，比較検討した．

III．結　　果

　1．採血瓶を用いた場合の直線性の検討

　0．008kBq／mlから10．3　MBq／m／の広範囲におけ

る直線性を検討する方法として，83kBq／m／の放

射能濃度を100とし，また，そのときのガンマカ

メラの測定値を100として，それぞれにおける比

率をグラフで表し，y＝xの直線から大きく乖離

r：Correlation　coefficient　between　the　radioactivities

measured　with　a　well　counter　and　those　measured　with　a

gamma　camera　in　the　range　between　O．028　kl］q／ml　and　9

kBq／m～

しない放射能濃度の範囲を直線性が良好な範囲と

した．コリメータを装着したガンマカメラを用い

て，採血瓶に入れたt231水溶液の放射能を測定し

た場合，放射能濃度が55kBq／mlから10．3　MBq／

m／まで直線性は良好であった（Fig．2の●）．ガン

マカメラによる測定値は放射能濃度が19kBq／ml

以下ではyニxの直線より乖離し，バックグラウ

ンドの領域となった（Fig．2の×）．また，コリメー

タを装着せず，収集画像の全カウントを用いた場

合には放射能濃度が1．87kBq／m／から867　kBq／ml

まで直線性は良好であった（Fig．2の○）が，　o．511

kBq／ml以下ではy＝xの直線から乖離し，0．119

kBq／ml以下でバックグラウンドの領域となった

（Fig．2の＋）．放射能濃度が867　kBq／m’を超える

とガンマカメラによる測定値はオーバフローし，

測定不能となった（Fig．2の○）．

　次に，収集画像上にROIを設定してカウント

を求める場合のROIの大きさについて検討した．

Table　lに示すようにROIの大きさを採血瓶の内

径22．5mmより大きくとった場合には放射能濃度

とガンマカメラによる測定値の間の相関が悪くな

る傾向があった．一方，ROIの大きさを小さくと

ると統計変動が大きくなった．そこで，本検討で

はROIの大きさとして21　mm×21　mmを採用し
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●　　VVell　counter　（before）

　　y＝1．678×104・・0．461

　　r＝1．000

O　　VVell　counter（after）

　　y＝1．241×104・・2．108

　　r＝1．000

▲　　Gamma　camera（before）

　　y＝＆314×10・5・＋0．097

　　r＝LOOO

△　Gamma　camera（after）
　　y＝＆“1×10・5・’5．256

　　r＝LOOO

00．40．8L21．62　　　　　　　　　　　　　　（×106）
Radioactivity　co皿tS　measured　with　a　gamma

camera　or　a　well－type　scintillation　counter（cpm）

Fig．3　Relationship　between　the　radioactivity　counts　measured　with　a　gamma　camera　or　a

　　　well－type　scintillation　counter　and　SPECT　values．　The　slopes　of　the　regression

　　　equations　correspond　to　cross　calibration　factors（CCFs）．●represents　the　relationship

　　　between　the　radioactivity　counts　measured　with　a　well－type　scintillation　counter　and

　　　SPECT　values，　obtained　before　calibration　of　a　SPECT　apparatus．　and　O　represents

　　　that　obtained　after　calibration．▲represents　the　relationship　between　the　radioactivi（y

　　　counts　measured　with　a　gamma　camera　and　SPECT　values、　obtained　before　calibration

　　　of　a　SPECT　apparatus，　and△represents　that　obtained　after　calibration．

た．21mm×21　mmのROIを用いた場合の直線

性の検討結果をFig．2の△で示すが，放射能濃

度が0．032kBq／mlから279　kBq！m1まで直線性

は良好であったが，0．Ol　kBq！m／以下ではy＝x

の直線から乖離し，バックグラウンドの領域

（Fig．2の＊）となった．また，放射能濃度が279

kBq／m1を超えるとガンマカメラによる測定値はy

＝xの直線より低い値を示した．

　2．ガンマカメラを用いたCCFの測定

　CCF測定用ファントムCCP－Hを用いて測定し

たSPECT値とガンマカメラによるファントム内

の放射能の測定値との間に良好な相関（r＝1．0）が

得られた（Fig．3の▲および△）．一方，　SPECT値

とウェルカウンタによる測定値との間にも良好な

相関（r＝LO）が得られた（Fig．3の●および○）．

Fig．3の●および▲は点検前，○および△は点検

後のデータを示す．なお，Fig．3に示す直線の傾

きがCCFに対応する．まあ，　SPECT装置の定期

点検前後のCCFについて検討した結果，ウェル

カウンタを用いて測定したCCFは点検前後で

L678×10“から1241×10－4と大きく変化した

が，ガンマカメラを用いて測定した場合には
8．3・14×IO－sから8．661×IO・＝sと大きくは変化しな

かった（Fig．3）．

IV．考　　察

　核医学検査において，脳血流測定などの定量測

定を行う場合血中放射能測定に主としてウェルカ

ウンタが使用されている1）．したがって，ウェル

カウンタを所有していない施設では脳血流測定な

どの定量測定が困難である．今回，われわれは，

ウェルカウンタの代用としてガンマカメラを用い

て血中放射能の測定を試みた．もし，ガンマカメ

ラによる測定が有効であれば，ウェルカウンタを

所有していない施設においても脳血流測定等の定

量測定が可能となり臨床上有用と考えられる．当

院におけるi231－IMPを用いた脳血流測定において

は90MBqから263　MBqのi231－IMPを投与してい
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る．5分間の持続動脈採血による血中放射能濃度

はウェルカウンタで測定した場合約700cpm（約

0．05kBq／ml）から約120，000　cpm（約9kBq／m／）の

範囲であった．ここで，括弧内の数字はウェルカ

ウンタとキュリーメータの校正により求めた放射

能濃度を示す．したがって，この放射能濃度の範

囲においてウェルカウンタとガンマカメラによる

測定値間の直線性9｝が良好であれば，脳血流測定

における血中放射能の測定にガンマカメラがウェ

ルカウンタの代用として使用可能と考えられる．

　Fig．2に示すように内径22．5　mmの採血瓶に入

れた｜231の放射能をコリメータを装着したガンマ

カメラで測定した場合，放射能濃度が5kBq／m1以

下では測定が困難であった．コリメータは，他方

向からのγ線や散乱線を除去するため測定カウン

トが減少し，放射能の測定が困難になったものと

考えられる．一方，コリメータを装着せず，収集

画像の全カウントを用いた場合には，放射能濃度

が約0511kBq／m1以下で直線性が悪くなっている

（Fig．2の○）．これはコリメータを用いないため，

散乱線等によりバックグラウンドが上昇したため

と考えられる．収集画像上に設定するROIの大き

さはTable　lに示すように測定容器の内径と同程

度の大きさが良いと考えられる．収集画像上に21

mm×21mmのROIを設定して測定した場合，放

射能濃度が0．032kBq／m／から279　kBq／m／の範囲

において直線性が良好となった（Fig．2の△）．こ

れはROI内のバックグラウンドの値が相対的に小

さくなるためROI内の全カウントに対するバック

グラウンドの影響が小さくなったためと考えられ

る．また，バックグラウンドの影響を少なくする

ためには測定カウントを上げる必要がある．その

ためにはたとえば，測定時間を長くすることが考

えられるが，現実的には5分程度が適当であろう

と考えられる．ウェルカウンタと異なってガンマ

カメラでは測定カウントが投影される試料面積に

依存するため1　mlの液量の試料を測定する場合，

測定容器の内径は1231水溶液がその底部を充分満

たす大きさが必要であると考えられる．

　脳血流測定において血中放射能を測定する場

合，当院の経験から少なくとも0．05kBq／mlから

9kBq／m1までの放射能測定が可能な装置でなけれ

ばならないことが予想される．ガンマカメラでコ

リメータを装着して測定した場合には19kBq／m1

以下で放射能濃度とガンマカメラによる測定値の

間の直線性が悪くなり，また5kBq／ml以下では

測定不可能であるため血中放射能の測定には使用

できない．しかし，前述したようにコリメータを

はずしてデータを収集し，さらに21mm×21mm

のROIを使用した場合には0．032　kBq／mlから279

kBq／m／の範囲の放射能濃度で測定可能となり，

ガンマカメラが血中放射能測定に使用可能とな

る．

　CCF測定用ファントムを用いた検討では，

SPECT装置の点検前後のCCFはウェルカウンタ

を用いた場合に比べ変動が少ないことがわかる

（Fig．3）．脳血流測定において入力関数である血中

放射能を従来のウェルカウンタを用いて測定す

る場合にはSPECT装置とウェルカウンタの二つ

の異なった測定装置間のCCFを求める必要があ

る8）．したがって，SPECT装置の点検後などで装

置の感度が変化した場合には，その都度CCFを

求める必要がある．一方，試料測定にガンマカメ

ラを用いた場合には，測定装置が同じであるため

SPECT装置の点検ごとにCCFを測定する必要が

なくなる．

　ガンマカメラでコリメータを装着せず，試料測

定用容器の内径と同程度の大きさのROIを用いて

測定した値とウェルカウンタによる測定値との間

の直線性が良好なこと（Fig．2）より，ガンマカメ

ラを用いて測定した血中放射能やCCFから算出

した脳血流量は従来のウェルカウンタを用いた場

合の脳血流量と良好に相関するものと考えられ

る．また，本論文で検討したガンマカメラによる

試料測定法は，種々の脳血流測定法2”7）に十分対

応でき，ウェルカウンタを所有していない施設に

おいても実施可能であると考えられる．

V．　まとめ

1）　ガンマカメラによる血中放射能等の試料測
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定はコリメータを装着せず，試料測定用容器の内

径と同程度の大きさのROIを用いることにより，

ウェルカウンタの代用として実施可能であり，脳

血流測定に十分対応できるものと考えられる．

　2）脳血流測定において，ガンマカメラによる

CCFの測定は測定系が同じであるため1回測定

しておけばよく，SPECT装置の点検後のCCF測

定を省略することができる．
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Summary

Investigation　on　Feasibility　of　Using　a　Gamma　Camera　for　the　Measurement

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Blood　Radioactivity

Hiroyoshi　FuJloKA＊，　Kenya　MuRAsE＊＊，　Takeshi　INouE＊，　Yoshihiro　lsHiMARu＊，

　　　　　　Akihisa　AKAMuNE＊，　Shuji　TANADA＊＊and　Junpei　IKEzoE＊＊

＊Department‘of　Radio／θ8y，ルfatsu．yama∫ノliMi’1　Hospita～

＊＊Departmen’Of　l～adiology，　Ehi〃le　Universめ・〃イ，spita／

　The　present　study　was　undertaken　to　determine

whether　gamma　cameras　can　be　used　to　measure　ra－

dioactivity　in　samples，　e．g．　in　blood．　Aqueous　1231

solution　with　a　concentration　of　10．3　MBq／ml　was

infused　at　a　volume　of　one　ml　into　a　blood－sampling

vial　having　an　internal　diameter　of　22．5　mm．　Various

concentrations　of　radioactivity　were　generated　by

leaving　the　vial　and　taking　radioactive　decay　into

account．　Static　images　were　acquired　for　five　minutes

with　a　gamma　camera　using　a　64×64　matrix　to　meas・－

ure　radioactivity　counts，　and　the　regions　of　interest

with　7×7pixels（21　mm×21　mm）were　defined　on

the　image．　The　results　showed　that　there　was　a　good

linear　correlation　between　the　radioactivity　counts

measured　with　the　gamma　camera　without　collimator

and　those　measured　with　the　well－type　scintillation

counter　in　the　range　between　O．032　kBq／ml　and　279

kBq／m／．　It　therefore　appears　that　gamma　cameras　can

be　substituted　for　we1Ltype　scintillation　counters　in

the　measurement　of　radioactivities　in　samples．

　Key　words：Gamma　camera，　Well－type　scintilla－

tion　counter，　Blood　radioactivity，　Quantitative　meas－

urement．
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