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《原 著》

ポジトロン検査画像の集積の強さに与える呼吸移動の影響
河原田泰尋*

伊藤 彰義**

松原 國夫***

要旨 〔目的〕胸部 PET 検査では，呼吸の動きにより小集積部の画像の広がりと，放射線計数値の低
下が予想される．胸部の呼吸による動きを解析し，動きが小集積部の画像の広がりと，放射線計数値の
強さに与える影響を明らかにすることを目的とする．〔方法〕肺門部周辺における平静呼吸気下の動き
を X 線 CT と MRI により解析する．解析結果を基に呼吸による動きを自作ファントムで再現した．
PET 装置に自作ファントムをセットして，小集積部の大きさと動きを変化させ，小集積部の画像広が
りと放射線計数値の強さを求めた．〔結果〕肺門部周辺における平静呼吸気下の動きは，頭尾方向へ基
本波で近似できる往復運動であった．平均振幅 (8.2±2.8 mm，n＝30) による画像広がりは，頭尾方向
へ 6 mm の広がりを示した．放射線計数値の低下は 3 mmφ で 38%，6 mmφ で 22% であった．〔結論〕
呼吸の動きにより，小集積部の放射線計数値が低下し，SUV の過小評価が考えられた．
(核医学 39: 493–500, 2002)

I.

緒

言

を求める方法や，より簡便な方法として，腫瘍部
位と筋肉部位との検出放射能の比が用いられてい

PET 装置による糖代謝を利用した 2-deoxy-

る．SUV と腫瘍／筋肉比は胸部の腫瘍で高い一

2[18F]fluoro-glucose (以後 18F-FDG) 検査は，肺癌

次の相関関係を示す6) ことが報告されている．加

浸潤範囲の診断，縦隔・肺門リンパ節転移の診断

藤ら7) は腫瘍長径と SUV との相関は，腫瘍長径

やステージング診断1,2) が注目されている．なか

が増すほど SUV が高くなり，正の相関関係があ

でも縦隔リンパ節転移への診断率は，X 線 CT よ

るとしている．

り高いとされる1)．X 線 CT では，リンパ節の短

われわれの施設の PET 検査は，被験者を仰臥

径が 10 mm 以上に肥大したものを転移陽性3) と

位として，大腿中央から頭頂までの 6〜7 ベッド

するのが一般的であるが，これより小さなリンパ

ポジション 8) を平静呼吸気下で行っている．1

節にも転移の可能性はある4)．

ベッドポジション当たり 6〜8 分の画像収集時間

PET では集積程度の定量評価法の指標として，

を要する．このため小集積部では，呼吸の動きが

患者の体重当たりの 18F-FDG 投与量に対する腫瘍

集積の強さに影響を与えると予想される．窪田6)

組織放射能の比 (SUV: Standardized Uptake Value)5)

は小さな病変の場合，実際の放射能濃度が同じで
あっても，サイズが小さくなると測定されるカウ
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ントはサイズに比例して減少する．さらに，肺結
節の場合は，呼吸性の移動も加味されるとしてい
る．
今回，われわれは

18F-FDG

を用いた腫瘍検索

PET 検査で，肺門部リンパ節への小集積を想定し
た．予備的実験により，肺門部周辺の呼吸による
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Fig. 1 The pulmonary artery was extracted by surface rendering for CT-3D image. The
characteristic bifurcation point of pulmonary artery was identified and the following six
points were chosen as the measurement points: right anterior lung field (1), right middle
lung field (2), right posterior lung field (3), left anterior lung field (4), left middle lung
field (5) and left posterior lung field (6).

動きを X 線 CT と MRI により解析した．この結

2) 平静呼吸気における Y・Z 軸方向の動きの
解析

果を基に呼吸移動ファントムを製作し，呼吸によ
る動きが小集積部の画像の広がりと集積の強さに

MR 装置 (MAGNETOM Symphony1.5T，シーメ

与える影響について，PET 装置によりシミュレー

ンス社製) により，被験者を仰臥位とし平静呼吸

ションを行い検討した．

気下で，心臓との重なりを避け，右肺門部の矢状

II.
1.

方

法

胸部の呼吸性移動の解析 (予備的検討)

断面像を 50 枚／20 秒間 (1 画像／0.4 秒)，スラ
イス厚 10 mm，画素数 256×256 で画像収集を
行った．得られた画像の肺野を前区域，中区域，

1) 深呼吸気における肺野の動きの解析

後区域と 3 分割し，肺門部の高さ9) における，各

マルチヘリカル CT (HiSpeed Advantage Qx/i，

区域の特徴ある肺動脈の分岐点 (Fig. 2 例えば↓)

GE 社製) により，深吸気・呼気位の停止下で，肺

を視覚的に特定し測定点とした．Y・Z 軸方向の

尖から胸骨剣状突起下縁までの画像収集 (スライ

時間毎の動きを呼吸移動曲線として表し，振幅を

ス厚 2.5 mm 4 列，FOV：38 cm，画素数 512×

呼吸による動きの大きさとした．

512，撮影時間約 23 秒間) を行った．CT ワーク

平静呼吸気下の肺野の動きを推定する方法とし

ステーション (Advantage Work-station3.1，GE 社

て，呼吸移動曲線を 1 周期とした曲線のフーリエ

製) により，3D 画像を作成し，表面レンダリング

級数の近似を行った．なお呼吸回数については 1

により肺動脈を抽出した．それらの画像で位置移

分間の回数を測定した．

動を計測するための特徴点として，左右の前肺

被験者は健常人ボランティア (30 人) により，

野，中肺野，後肺野それぞれの，肺動脈の分岐点

事前に画像収集とその目的を説明し協力を得た．

を視覚的に (特徴点計 6 点) 特定した (Fig. 1)．こ

2.

りと放射線計数値に与える影響の検討

れらの特徴点 6 点を追跡し，深吸気・呼気位の肺
野の動きを各体軸 (X, Y, Z) 方向で測定した．
なお，ボランティア (9 例) には，事前に画像収
集とその目的を説明し協力を得た．

呼吸性移動が PET 小集積部の画像の広が

1)

ファントムの作成

予備的実験より得られた，肺門部周辺リンパ節
の動きをシミュレートするファントム (以下，自
作ファントム) を作成した．自作ファントムは，

ポジトロン検査画像の集積の強さに与える呼吸移動の影響
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アクリル製楕円水槽 (長径 30 cm，短径 20 cm，

混入しよく攪拌した．アクリル製パイプの中に

高さ 20 cm，約 10 l) の中心に，内径 7.8 mm のア

Hot spot を入れ，放射能濃度をバックグラウンド

クリル製パイプを通し，この中を肺門リンパ節へ

に対して約 20 倍10) とした．Hot spot の大きさは

の集積を想定した模擬集積 (以下，Hot spot) を入

6 mmφ と 3 mmφ として，固定と振幅を 5 mm ご

れ，この Hot spot を固定と振幅を変化させた往復

と 20 mm まで変化させ，16 周期／分の往復運動

運動をさせる．

を加えた．これを PET 装置 (SET-2400W，島津

2)

社製) にセットして，1 ベッドポジション (200

PET 装置によるシミュレーション

自作ファントムにバックグラウンドとして，
18F-FDG

を 185 MBq/60 kg を目安に 3.1 MBq/l を

mm，63 スライス，スライス厚 3.125 mm，画素
数 128×128) で，2 次元 Emission/Transmission 同
時画像収集を 4 分間行った．
集積部の画像の広がり

(1)

呼吸の動きによる小集積部の画像の広がりを，
得られた横断画像の Hot spot が描出される各断面
位置 (以下，各スライス位置) の増加を画像の広が
りとして求めた．
集積部の放射線計数値の強さに与える影

(2)
響

呼吸の動きによる，小集積部の放射線計数値の
強さに与える影響について，各振幅における Hot
spot の最大放射線計数値を，Hot spot 位置を固定
としたときの放射線計数値で正規化して減衰率を
求めた．
III.
1.
Fig. 2 The measurement of the movement of the lung
due to normal respiration. Pulmonary artery
bifurcation in each zone was made to be a
measuring point (↓ ). The lung was divided into
three: anterior zone ①, middle zone ②, posterior
zone ③.

結

果

胸部の呼吸性移動の解析 (予備的検討)

1) 深呼吸気における胸部肺野の動きの解析
深吸気・呼気位の肺尖から胸骨剣状突起まで
の，肺野における各体軸 (X, Y, Z) 方向への動き
を測定した結果を Table 1 に示す．X 軸方向への

Table 1 This shows the displacement distance (in X, Y and Z direction) of each measurement
point in the anterior, middle and posterior lung fields, estimated on the basis
of CT-3D images taken at a posture of inhalation and exhalation
(n＝9)
Right lung
Direction

X
Y
Z

Left lung

Anterior
(mm)
Mean±SD

Middle
(mm)
Mean±SD

Posterior
(mm)
Mean±SD

Anterior
(mm)
Mean±SD

Middle
(mm)
Mean±SD

Posterior
(mm)
Mean±SD

1.7±1.6
6.2±0.8
9.7±2.0

0.5±0.5
5.5±1.1
10.2±1.8

0.4±0.5
5.3±0.9
10.5±2.1

2.1±1.1
5.0±1.2
9.2±2.3

1.7±1.2
5.2±1.2
9.8±1.8

0.9±1.5
4.0±0.7
11.3±3.2

核 医 学

496

Fig. 3 Displacement curve around the hilum of lung
under the condition of resting respiration (upper
panel: Z-direction and lower panel: Y-direction).

39 巻 4 号 (2002)

Fig. 4 Fourier approximation for respiratory displacement curve for Z-direction was presented. a:
measurement point for respiration-associated
displacement around the hilum of lung, b:
approximation curve of the second harmonic
wave.

動きは，Y 軸および Z 軸方向に比べ小さい．Z 軸
(頭尾) 方向では，後肺野の動きが最も大きい．
2)

平静呼吸気における Y・Z 軸方向の動きの
解析

平静呼吸気下の肺門部の高さにおける，動きの
分布と平均値および標準偏差は，前区域で Y 軸方
向 0≦Y≦5 mm・2.2±1.3 mm，Z 軸方向 2≦Z≦
10 mm・6.1±1.5 mm であった．中区域で Y 軸方
向 0≦Y≦4 mm・1.3±1.1 mm，Z 軸方向 2≦Z≦
14 mm・8.2±2.8 mm であった．また，後区域で
Y 軸方向 0≦Y≦5 mm・1.6±1.4 mm，Z 軸方向 4
≦Z≦16 mm・10.2±2.8 mm を示した．
平静呼吸気より得られた，Y 軸および Z 軸方向
の呼吸移動曲線の 1 例を Fig. 3 に示す．
肺野の動きによる位置の推定方法では，動きの
大きい Z 軸方向の呼吸移動曲線のフーリエ級数近
似は，30 例中 24 例が二次高調波までで近似が可
能であった．その 1 例を Fig. 4 に示す．6 例は三

Fig. 5 The upper plate shows our constructed phantom
equipped to PET system and the lower scheme
shows the block of phantom.

ポジトロン検査画像の集積の強さに与える呼吸移動の影響

Fig. 6 This shows the cross-sectional image obtained by
changing the hot spot from fixed to 20 mm of
amplitude. See (f) presenting a magnified figure of
cross section layer (thickness of slice: 3.125 mm).
a) fixed, b) 5 mm of amplitude, c)10 mm of
amplitude, d) 15 mm of amplitude, e) 20 mm of
amplitude.
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Fig. 7 This shows radioactivity at hot spot obtained by
changing the hot spot amplitude for each sectional
slice (thickness of slice: 3.125 mm).

次高調波以上が必要であった．
呼吸回数は平均 16 回／分であった．
呼吸性移動が PET 小集積部の画像の広が

2.

りと放射線計数値に与える影響の検討
1)

ファントムの作成

自作ファントムのブロック図と PET 装置に
セットした写真を Fig. 5 に示す．
2)

PET 装置によるシミュレーション

PET 装置に自作ファントムをセットして，Hot
spot の位置を固定と振幅を 5 mm ごと 20 mm ま
で変化させたときの，Hot spot (6 mmφ ) の横断像
を Fig. 6 に示す．
(1)

集積部の画像の広がり

Hot spot の位置固定と振幅を 5 mm ごと 20 mm

Fig. 8 The rate of decrease in hot spot radioactivity when
the hot spot amplitude was changed from fixed to
20 mm was presented. The rate of decrease was
estimated by normalization of the maximum hot
spot radioactivity for that of the fixed amplitude.

まで変化させたときの，各スライス位置に描出
(Fig. 6 a〜b 参照) されている Hot spot の放射線計
数値の変化を表したものが Fig. 7 である．Hot spot

ライス位置が頭側方向に 6 mm (2 スライス)，尾

3 mmφ，6 mmφ とも振幅が 20 mm になると，ス

側方向に 6 mm (2 スライス) の広がりを示した．
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(2) 集積部の放射線計数値の強さに与える影響

動きをファントムで再現しシミュレーションを試

Hot spot (6 mmφ ) で振幅が 15 mm，20 mm と大

みた．しかし，二次高調波までを再現するのは容

きくなると，放射線計数値に 2 つのピークが現れ

易ではない．そこで基本波と二次高調波までの近

る．Hot spot (3 mmφ ) では，振幅 15 mm で 2 つの

似における，誤差の差を二乗平方和により比較す

ピークを示すが，振幅 20 mm では平坦となっ

ると 8.7±4.5% であった．この差は曲線の開始部

た．

分と終端部分のバラツキによるものであり，この

呼吸の動きによる Hot spot の放射線計数値の低

部分を除くと 6.2±2.7% であった．基本波と二次

下率を，Hot spot の各振幅下の放射線計数値を固

高調波までの近似の差はほとんどないと考えら

定下の放射線計数値で正規化したグラフを Fig. 8

れ，自作ファントムの Hot spot の動きを，Z 軸方

に示す．Hot spot の径が小さく，動きが大きいほ

向の基本波による往復移動とした．

ど放射線計数値は低下した．
IV.

考

察

窪田1) は CT で短径が 10 mm 以上を転移陽性
とするのが一般的であるが，小さなリンパ節への
転移の可能性はあるとし，太田ら8) は PET 検査で

最大呼吸気の肺尖から剣状突起までの肺野で

最小のもので 4 mm の肺癌を発見しているとし

は，X 軸方向への動きの最大値は，左前肺野の

て，集積部の大きさが 5 mm 以下でも転移陽性で

2.1±1.1 mm であった．この動きは今回使用する

ある可能性を指摘している．自作ファントムの

MR 装置，PET 装置のスライス厚 (3 mm 以上) に

Hot spot の径を 3 mmφ と 6 mmφ とした，PET 装

対し約 2/3 の動きである．また，平静呼吸気によ

置によるシミュレーション実験では，Hot spot の

る動きは，最大呼吸気に比べ小さく，X 軸方向の

振幅を大きくすると，描出されている Hot spot の

動きはほとんどないと考えられ無視した．

放射線計数値に二つのピークが現れた．これは

平静呼吸気下における肺野の Y 軸および Z 軸

Hot spot の動きが正弦波であり，振幅の最大値近

方向の動きは，矢状断面 (Y-Z 断面) 画像で解析が

辺で速度が小さくなるためと思われる．また，振

可能である．そこで矢状断面の画像が容易に得ら

幅の小さいときピークが一つになるのは，PET 装

れ，かつ非侵襲な MR 装置を用いて，肺動脈の分

置の体軸 (Z 軸) 方向の分解能が小さいためであ

岐部を視覚的に特定し測定点とした．肺門リンパ

る．また，3 mm φ で 20 mm の振幅では平坦と

節は肺動脈や気管支と隣接する結合組織をなして

なったのは，動きによる放射線計数値の低下が大

おり，呼吸による動きは中区域の測定点と同じ動

きくなるためと思われる．

きをすると考えられる．

呼吸の動きによる，Hot spot の放射線計数値の

平静呼吸気下における，肺野の動きの解析結果

低下は，平静呼吸気の解析より得られた，中区域

から，Y 軸方向の分布が 0≦Y≦4 mm，平均値は

の平均振幅 (8.2 mm) と最大振幅 (14 mm) で Hot

1.3±1.1 mm であった．Z 軸方向では分布が 2≦

spot が動くとき，固定位置に対して平均振幅では

Z≦14 mm，平均値は 8.2±2.8 mm であり，Y 軸

6 mmφ で 22%，3 mmφ では 38% の低下を示し，

方向の動きは小さく，PET 検査で小集積部の画像

最大振幅では，固定位置に対し 6 mmφ で 40%，

の広がりと，集積の強さに影響する呼吸の動き

3 mmφ で 58% もの低下を示した．

は，Z 軸方向の動きと言える．

肺門部リンパ節や肺結節の小集積部では，今回

平静呼吸気下の Z 軸方向の動きを，ファントム

のファントム実験と同様に，呼吸の動きによる画

の Hot spot に再現するには，Z 軸方向の動きを推

像の広がりと放射線計数値の低下が起こっている

定する必要がある．Z 軸方向の呼吸移動曲線の

と考えられる．

フーリエ級数による曲線近似では，二次高調波ま

PET 検査において集積度の判定基準値を SUV

でで近似可能であった 24 例を基に，呼吸による

＝2〜3 以上を陽性11,12) としている．胸部で判定

ポジトロン検査画像の集積の強さに与える呼吸移動の影響

基準値に近い集積度をもつ小集積部の評価は，呼
吸の動きによる放射線計数値の低下を考慮に入れ
た SUV の評価が必要と思われる．
V.

結

4)

論
5)

今回われわれは，X 線 CT と MRI を用いて呼
吸の動きを解析し，自作ファントムを作成し，シ
ミュレーション実験から，呼吸の動きによる小集

6)

積部の画像の広がりと，集積の強さに与える影響
を数値的に明らかにした．呼吸による動きのある
小集積部では，SUV の過小評価の要因となるこ

7)

とが示唆された．
8)
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Summary
Effect of the Respiratory Movements on the Intensity
of FDG Accumulation in PET Inspection Image
Yasuhiro KAWAHARADA*, Akiyoshi ITOU** and Kunio MATSUBARA***
*Gunma Prefectural College of Health Sciences
**Department of Electronics and Computer Science, College of Science and Technology Nihon University
**Department of Radiological Technology, Gunma University Hospital

[Purpose] With chest PET examination, expansion
of an image showing a small accumulation and reduction in the radiation count due to breathing movements
are anticipated. The purpose of this paper is to analyze
movement in the chest region when breathing and to
clarify effects of the movement on expansion of the
image of a small accumulation and intensity of the radiation count.
[Methods] Movements around the hilum of the
lung under resting respiration are analyzed in X-rays,
CT images and MR images. Based on results of the
analysis, breathing movements are reproduced by
means of a phantom of our own design. The phantom
is adjusted to the PET apparatus so as to change in accordance with the magnitude and movement of a small
accumulation to obtain expansion of the image of this

part and the intensity of the radiation count.
[Results] It was found that movements around the
hilum of the lung under resting respiration are of a reciprocative kind in the cranio-caudal direction which
can be approximated by the fundamental wave. The
extent of the image with average amplitude (8.2±2.8
mm, n＝30) was 6 mm in the cranio-caudal direction.
The average amplitude of the radiation count was lowered 38% at 3 mmφ and 22% at 6 mmφ.
[Conclusions] It is considered that breathing movement results in a reduction in the radiation count in
small accumulations and this may cause underestimation of SUV.
Key words: Standardized uptake value (SUV),
PET value, Positron emission tomography (PET), 18FFDG.

