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第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム1 第1会場　11月5日㈭　14:50～16:20
放射性医薬品投与量の見直しと撮像技術

1．成人投与量の診断参考レベル

石井　一成
近畿大学　医学部　放射線診断科

　放射線を取り扱う我々の医療の分野で「診断
参考レベル」という概念は案外知られていない
のが実情ではないかと思われる。放射線診断参
考レベル（Diagnostic Reference Level: DRL）と
は「調査のためのレベルの一種であり、容易に
測定される量、通常は空気中の吸収線量、ある
いは単純な標準ファントムや代表的な患者の表
面の組織等価物質における吸収線量に適用され
る」とICRPにより定義されているが、わかりや
すく言うと患者被曝の軽減のために放射線診断
において、その値を超えた場合には、線量を下
げることを検討すべきであるとされる目安であ
る。本邦では本年に至るまで我が国としてのDRL
を有していなかったため、医療現場でも診断参
考レベルが普及していない状況であった。この

ため2014年に関連学協会が協力して日本のDRL
を構築すること医療被ばく研究情報ネットワーク

（Japan Network for Research and Information 
on Medical Exposures: J-RIME）の活動として決
定された。ここにおいて核医学の分野のDRL作
成を日本核医学会、日本核医学術学会が共同で
日本核医学会放射線防護委員会が中心となり核
医学の分野におけるDRLを設定する作業を行っ
た。核医学のDRL設定にあたり成人投与量の全
国実態調査を日本核医学会、日本核医学術学会、
日本放射線技術学会、日本診療放射線技師会が
共同で行い、その結果を基に核医学における成
人投与量の診断参考レベルを設定したので、本
シンポジウムで報告する。
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第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム1 第1会場　11月5日㈭　14:50～16:20
放射性医薬品投与量の見直しと撮像技術

2．診断参考レベルの全国調査結果

渡邉　　浩
横浜労災病院　中央放射線部

　日本核医学会を中心に日本核医学技術学会、
日本放射線技術学会および日本診療放射線技師
会の4団体は診断参考レベル（Diagnostic Refer-
ence Level : DRL）を作成するために核医学検
査の実投与量に関する全国調査を実施した。調
査期間は、平成26年11月25日から平成27年1
月15日である。本シンポジウムではこの調査結
果の概要ならびに欧州との比較結果等を示す。
本調査はPET施設を含む全国の核医学全施設に
配布し（施設数1,249）、516の施設から回答を得
た ( 回収率41 % )。本邦は放射性薬剤について医
療施設が自家標識して使用する場合と放射性薬
剤メーカが製造あるいは標識したもの（以下、標
識済製剤）を使用する場合がある。最近の調査に
よれば多くの核医学施設は標識済製剤を使用して
いる。本邦の代表的な核医学検査である骨シンチ
の放射性薬剤の投与量の75％タイル、80％タイル
ならびに90％タイルは、それぞれ99mTc-MDP は
932、962、1045（MBq）、99mTc-HMDPは 937、
963、1045（MBq）であった。同じ目的の放射性
薬剤であるとは言え、ほとんど同じ分布である
ことが分かる。また、既に述べたように多くの

核医学施設が標識済製剤を使用しているが、そ
の他に梱包放射能が限定されていることも特徴
であり、主に検定量740（MBq）を使用している。
つまり、実投与量は投与時間に依存している。
このような調査結果と本邦の特徴を合わせて考
えれば本邦はほとんどの核医学施設が標準的な
投与量を用い標準的な投与（時間）を行っている
ことが分かる。一方、欧州の骨シンチの放射性薬
剤のDRLは500～1110（MBq）であり、最も一般
的なDRLは600（MBq）である。本邦のDRLは
950（MBq）であるので若干高めであるが欧州各
国のDRL分布に収まっている。その他の核医学
検査における本邦の放射性薬剤のDRLも同様で
ある。本邦においてAll-JapanとしてDRLを策定
したのはこれが初めてである。したがって、本
格的な最適化のための活動はこれからかもしれ
ない。このような本邦ならびに欧州の状況を踏
まえてわれわれはどのように最適化していくべ
きであろうか。医療被ばくの最適化の目的も踏
まえて皆様と共考することができれば幸いであ
る。
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第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム1 第1会場　11月5日㈭　14:50～16:20
放射性医薬品投与量の見直しと撮像技術

3．小児投与量：Nuclear Medicine Global Initiative 
アンケート結果を受けて

内山　眞幸
東京慈恵会医科大学　放射線医学講座

　Nuclear Medicine Global Initiativeが、「核医
学分子イメージングの分野が前進することで健
康増進に寄与する」「教育・ガイドラインや他の
方策の制定において世界的一致を振興する」「質
と安全を改善する」を目的として結成された。
参加機関はSociety of Nuclear Medicine (NM） 
and Molecular Imaging、European Association 
of NMを中心として、Asia Oceanic Federation 
of NM and Biology、Association of Latin Amer-
ican Societies of Biology and NM、Australian 
and New Zealand Society of NM、Canadian 
Association of NM、Chinese Society of NM、
International Atomic Energy Association、Jap-
anese Society of NM、Korean Society of NM、
Society of NM, India、South African Society of 
NM、 World Federation of NM and Biologyであ
る。はじめの活動として「小児至適投与量協調
委員会」をSNMMIの元会長Dr. Faheyが代表と

なり2012年のEANM後立ち上げられ、本邦の代
表として演者が参加させて頂いていた。この活
動の一環として小児投与量および撮像の実態調
査を2014年にWebアンケート形式にて、世界規
模で施行した。30カ国、313施設からの回答が
寄せられ、日本からは98施設からの回答を頂き、
日本が国別回答数は群を抜いての1位となった。
設問は、年間検査数、小児とは何歳までと考え
るか、検査数上位5検査での、投与量決定方法、
最大投与量・最小投与量設定の有無と量、撮像機
種、コリメータ、SPECT撮像の有無、SPECT/
CTを行うか、5歳男児20kg110cmおよび10歳女
児30kg140cmでの投与量である。地域により上
位5検査の傾向は異なり、特に日本は特徴ある
分布を示した。また各施設がSNM、EANM、
JSNMの投与量に従うとするも、架空の5歳児、
10歳児の投与量には開きが出ており、興味深い。
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第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム1 第1会場　11月5日㈭　14:50～16:20
放射性医薬品投与量の見直しと撮像技術

4．撮像処理技術の基本： 
低投与量で適切な画像を得るために

松友　紀和
倉敷中央病院　放射線技術部

　逐次近似画像再構成法の進歩や半導体検出器
の登場により，低投与量（または短時間収集）
で良好な画像を得ることが可能になりつつある．
しかし，このような最新技術や最新装置が導入
されている施設は限られており，低投与量で適
切な画像を得るためには検査の工夫や適切な撮
像処理条件の設定が必須となる．特に小児核医
学検査施行コンセンサスガイドラインの投与量
は，これまで用いられていた量よりも少なくな
るため，検査手順や撮像処理条件の見直しを行
わなければならない．適切な画像を得ることが
できる撮像条件を設定するには，描出する病変
のサイズはどの程度か，統計ノイズの少ない画
像が必要なのか，診断に必要な情報はなにか，
など検査の目的や特徴を理解することが重要と
なる．これらを考慮することで，コリメータや
ピクセルサイズ，収集時間などの収集条件が定
まる．コリメータは空間分解能や感度に影響す
るため，使用核種や検査目的に合わせて適切に
選択する必要がある．しかし，使用できる（所
有している）コリメータには限りがあるため，

実際のところ選択肢は少ない．一方，ピクセル
サイズは空間分解能や感度，統計ノイズ，収集
時間に影響するため，設定には慎重を要する．
特に過剰な拡大率は画像の劣化と検査時間の延
長を引き起こすので注意が必要である．適切な
画像を得るためには画像再構成条件も十分に考
慮する必要がある．逐次近似画像再構成法はコ
リメータ開口に伴う画像のボケや散乱・減弱を
補正することができるため，画質の向上が得ら
れる．また，統計ノイズの改善効果もあるため，
低投与量に対しても有用である．しかし，その
特性は計算回数や対象物のカウントに依存する
ため，低投与量にも対応できるよう検証を行う
必要がある．また，フィルタ処理は画質に大き
な影響を与えるため，本来得られていた情報を
損なわないように設定しなければならない．本
講演では，「必要な情報が得られる収集処理条件」
を設定するために，撮像処理技術の基本に立ち
戻り，低投与量で適切な画像を得るための技術・
工夫について議論を行いたい．
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第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム2 第1会場　11月6日㈮　13:30～15:30
ともに伸ばす核医学：各職種の核医学診療への取り組み

1．核医学専門医として

望月　輝一，宮川　正男
愛媛大学　医学部　放射線科

　核医学は様々な臓器の代謝・機能や疾患の病
態をmolecular Imagingを介して、臨床上診断に
役立つ情報を提供できる。また、いくつかの腫
瘍に特有な集積をする放射性医薬品によるラジ
オアイソトープ内用療法も可能となっている。
核医学におけるユニークな代謝・機能のイメー
ジングあるいは治療の応用範囲は非常に広く全
臓器にわたっている。診療に役立つ放射性医薬
品の開発は日々行われており、新規に保険収載
される放射性医薬品を含めてそれらの有用性と
限界を自らアップデートしてオーダー側の各分
野の医師に知って貰う必要もある。核医学専門
医は、それぞれの疾患におけるCTやMR等他の
診断機器における診断能を理解した上で核医学
のはたす役割や、他の治療手段・治療薬の有効
性に対する核医学の役割やアドバンテージを各
分野の医師に知って貰うという役割も担ってい
る。放射性物質を取り扱う点で、法律を遵守し

つつスタッフの被ばく低減や、各種検査で使用
する放射性医薬品の量(Dose)の最適化にも努め
なくてはならない。即ち、「放射性医薬品を安全
かつ有効に使用する」ための専門的知識が求め
られている。核医学医(あるいは放射線科医)を
含めて診療放射線技師、ナースなど各職種のス
タッフがチームとして「診療の現場で頼りにさ
れる核医学」を提供するために、また独りよが
りの核医学にならないためにどのように取り組
んでいくべきかについて言及する。＜有用な核
医学診療に向けて核医学専門医として取り組む
べき事のまとめ＞(1) 自らが核医学の知識をアッ
プデートする。(2) 他の診断モダリティーや治療
についても知識も知っておく。(3) 依頼医に核医
学の有用性を伝える。(4) 信頼されるレポートを
作成する。(5) 放射線防護に関連した医療安全に
貢献する。(6) チーム医療を行える環境整備をお
こなう。
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第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム2 第1会場　11月6日㈮　13:30～15:30
ともに伸ばす核医学：各職種の核医学診療への取り組み

2．核医学専門技師として　 
～ 信頼は提供データの精度から ～

藤埜　浩一
大阪大学医学部附属病院　医療技術部

　核医学専門技師とは平成17年に発足した日本
核医学専門技師認定機構が実施する認定試験に
合格し、所定の手続きを済ませた者をさす。機
構は統一的基準に基づく核医学検査に関わる技
術者の認定を日本核医学会、日本核医学技術学
会、日本放射線技術学会、日本放射線技師会の
核医学に関連する4団体が連携して行うもので
あり、ある特定の学会に属するものではない。
すなわち専門技師は核医学診療の場において客
観的に認められた立場にあることを自覚すると
共に果たすべき役割が存在することを忘れては
ならない。機構が目的とするのは最新の医療技
術に対応した最善の画像情報を標準的に提供し、
安全を担保することで国民の福祉と社会の発展
に寄与することである。この目的のもと、機構
が認定してきた核医学専門技師はこの10年間で
500名余りに上る。また、認定と共に果たすべき
主な役割として次の6項目が明記されている。1．
核医学検査の放射線安全管理や医療安全対策を
企画・立案し、適切に実行すること。2．専門的
な知識と技術を高め、高度な核医学検査を円滑

に行うこと。3．核医学検査における診断、予後、
治療、予防の必要性の把握。4．核医学診断に役
立つ科学的根拠に基づく医療情報を提供するこ
と。5．医療情報として提供する検査データの管
理方法および妥当性に対する判断力を保有する。
6．核医学検査における核医学検査機器、および
関連機器・器具等の品質保証を習得し、実行す
ることである。私も核医学専門技師としてこの
役割を果たすべき一人として、個々の医療現場
での環境を通して、これらの役割を果たして行
くための「核」になるもの、それが「信頼」で
あると感じている。我々は信頼を得るための努
力、工夫の必要性がありそうである。信頼はま
ずは提供するデータの精度が担保されているこ
とを理解していただくこと。その為には地道な
精度管理や合理的かつ科学的根拠に基づく標準
化された手法を取り入れる必要がある。核医学
専門技師は率先してこれらの新しい技術と向き
合い、現場に還元していく姿勢を日々怠らず続
けることが核医学診療への取り組みの第一歩と
心得る。
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第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム2 第1会場　11月6日㈮　13:30～15:30
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3．薬剤師として

間賀田泰寛
浜松医科大学　メディカルフォトニクス研究センター

　現在核医学検査は年間約170万件程度施行さ
れているが、2002年に院内製造FDGが保険承認
され、ついで2005年には製薬企業からのFDG供
給が始まったことで、近年のPET検査の割合は
増加し、PET検査件数は上記のうち年間推定60
万件近く施行されている。核医学検査は放射性
医薬品を投与して体内から出て来る放射線を体
外の検出器で検出することで画像化する検査で
あり、必ず体内に投与される医薬品としての放
射性医薬品を必要とする。その一部は医療機器
である合成装置を用いて合成される院内製造の
FDG製剤、ジェネレーターを用いて院内で調製
されるTc-99m標識キット製剤、さらに近年では
内用療法に用いられる一部の放射性医薬品も院
内調製されている。これら院内調製される放射
性医薬品を扱う病院数は、PET施設で約150、
Tc-99m調製施設で約1200あると言われている。
院内製剤として院内調製される放射性医薬品の
品質の担保については各施設で負わなければな
らない。また医薬品の一つであるので本来薬剤

師が関与することが望ましいと考えられるが、
薬剤師が実際に関与しているのはPET施設が中
心であり、他の多くの核医学施設では薬剤師の
関与はまだ小さい。また、近年では一般市民か
ら薬剤師に対して、放射能に関する問い合わせ
が多数寄せられることもあった。またその他の
社会情勢もあいまって、2011年より日本病院薬
剤師会、日本核医学会、日本核医学技術学会、
日本診療放射線技師会の4団体が協同して、放
射性医薬品取り扱いガイドラインを策定し、そ
の講習会を始めたところである。このような背
景のもと、日本核医学会では一定の知識と技術
を有する薬剤師をより多く養成し、核医学診療
への薬剤師の積極的な参加を望んでいるところ
である。そのためには放射線、核医学検査、放
射性医薬品等に関する知識と技術の獲得をより
啓蒙していくことが重要であると考えらえる。
これらの活動を通して放射性医薬品の適正使用
など核医学領域への薬剤師の参加を促したいと
望むものである。
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4．患者中心のチーム医療のために　 
看護師としての取り組み

原田　貴子
倉敷中央病院　看護部

　当院の核医学検査室では，PET/CT，脳血流
シンチ，心筋シンチ，骨シンチ，その他の一般
核医学を含め，日々多くの患者さんの検査を行っ
ている．そのほとんどが，当院の診療科からの
依頼である．検査の目的や方法などは，検査オー
ダー時に依頼科で説明を受けられているが，「何
の検査かよく分からないけど，予約があったか
ら来た．」という認識の患者さんは珍しくない．
撮影までの待ち時間が長く撮影中動けないとい
う，予測していなかった事態に困惑されている
患者も多い．PET検査であれば，絶食時間が不
十分であったり予定時間に遅れたり，検査の可
否に関わる問題も発生している．
　どんな検査か予測できることで，患者のスト
レス(苦痛)を少しでも軽減できるよう，患者用
検査説明用紙を入院用と外来用に分け，「撮影は
仰向けで30分」など，具体的に表現している．
しかし，実際に患者に検査説明をするのは，あ
まり詳しい知識のない診療科のスタッフである．
患者にわかりやすく説明できるように，他部署
スタッフ用検査手順は院内専用ページに掲載し，
活用されている．私たち放射線センター看護師

も数ヶ月単位でローテーションしており，他部
署から問い合わせされたときの強い味方になっ
ている．また，事務の協力を得て前日に電話連
絡を行っている検査もあり，「おかげで絶食時間
を間違わなかった．」「検査室を迷わずに来れた．」
と患者さんから言葉をいただいたこともある．
　検査当日，初めてお目にかかる患者さんの安
全と安楽と安心を確保するため，私たち検査室
スタッフは昨年よりブリーフィング(事前打ち合
わせ)を導入した．閉所恐怖症や疼痛の有無等，
情報を事前に共有することで，短時間で撮影可
能な機器の選択や撮影中の体位保持の工夫など，
技師からのアイディアで患者さんの苦痛をより
少なく抑え無事検査を行えた事もある．
　検査室看護師の主な基本業務は，検査説明，
血管確保，放射性医薬品の投与であり，医師・
技師もそれぞれの専門領域がある．それに甘ん
じることなく，多種多様な背景を持った患者の
思いに寄り添い，患者にとっての安全安楽安心
を実現するために，職種を越えた協力体制が必
須である．ともに考え，行動できる「チーム核
医学」をさらにパワーアップしていきたい．

合
同
企
画
抄
録

102

_55核医学book.indb   52 2015/09/08   11:35:39



―S53―

第55回日本核医学会学術総会

合同シンポジウム2 第1会場　11月6日㈮　13:30～15:30
ともに伸ばす核医学：各職種の核医学診療への取り組み

5．医学物理士として

津田　啓介1，福士　政広2

1つくば国際大学　医療保健学部　診療放射線学科　2首都大学東京大学院

　医学物理士とは，放射線医学における物理的
および技術的課題の解決に先導的役割を担う者
であり，一般財団法人医学物理士認定機構が実
施する医学物理士認定試験および認定審査に合
格した者である．国内の医学物理士数は837名
(2015年03月31日現在)であるが，欧米では約
6,000名の理工系大学院を修了した医学物理士が
病院等で活躍している．医学物理士の業務は，
医療，研究および教育であり，放射線治療，放
射線診断，核医学および放射線防護・安全管理
学の分野で国民の健康に寄与している．日本で
は放射線治療分野において医学物理士の需要が
高まっているが，核医学分野の医学物理士に関
しては未だ準備段階である．将来，核医学分野
においても医学物理士の需要は高まると想定さ
れるため，現段階において海外の先進的な放射
線診療施設における核医学分野の医学物理士の
業務を把握することは重要である．私は医学物
理士認定機構が実施する医学物理士海外派遣研
修生として，核医学分野を専門とした医学物理
士の資質向上を目的として，米国最大規模のが
ん専門医療機関であるM. D. Anderson Cancer 
Centerへ訪問させて頂いた．核医学部門では最
先端のPET/CTおよびSPECT/CTを用いて高

精度かつ高品質な核医学診断が行われていた．
Dept. of Imaging Physics の Prof. Tinsu Pan の
ご指導の下，2013年3月18日から5日間，研修さ
せて頂いた．核医学分野を専門とした医学物理
士の業務は大きく分けて臨床，教育および教育の
3つであり，臨床は，核医学診断装置およびドー
ズキャリブレータ等のQA/QC，プロトコル解析，
核医学診断医とのconsultationであった．QA/QC
では，医学物理士レジデントおよびPhysics tech-
nologistも加わり円滑に業務を遂行していた．ま
た，患者さん毎のプロトコルを毎日確認し，RI
投与量，撮像条件および検査回数等を最適化し，
日々の核医学診療へフィードバックしていた．
教育は，大学院生の指導であり，講義内容は基
礎から臨床まで幅広い内容であった．博士課程
の学生が大多数とのこともあり，学位論文に関
する教育研究も医学物理士の重要な業務と感じ
た．研究は，核医学検査を受診する患者さんが
高精度かつ高品質な診断が受けられるよう，直
接患者さんへフィードバックする内容が主で
あった．本講演では，医学物理士としての核医
学診療への取り組みについて，日本における医
学物理士の現状を踏まえてMDACCでの研修内
容について紹介する．
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1．AZE VirtualPlace 隼のご紹介

玉村　直之
日本メジフィジックス株式会社　画像情報センター

　2014年11月25日に施行された「薬事法等の一
部を改正する法律」により、薬事法（以下 旧法）
が改正され、新たに「医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下 
新法）となった。新法において改正された点は
いくつかあげられるが、核医学検査に大きく関
係する改正点が、「診断等に用いる単体プログラ
ムについて、医療機器として製造販売の承認・
認証等の対象とする。」というものである。
　従来、核医学検査においては、中枢領域や心
臓領域など、多くの検査において画像解析ソフ
トウェアが使用されており、正常との比較や変
化率の算出など、様々な解析結果が研究・教育
を目的として提供されてきた。旧法においては、
これら解析ソフトウェアは規制対象外だったた
め、医療機器として承認・認証を受けるためには、
コンピュータ本体と組み合わせ、ハードウェア
としての申請が必要だった。改正された新法に
おいては、ソフトウェア単独での承認・認証申
請が可能となったのである。日本メジフィジッ
クス株式会社では、薬機法施行に伴う対応とし
て、これまで提供してきた画像解析ソフトウェ

アについて、株式会社AZEとの提携を通じて医
療機器としての認証を取得し、汎用画像処理ワー
クステーション「AZE VirtualPlace 隼」として
医療機関への提供を開始した。
　AZE VirtualPlace 隼は、2014年11月に販売を
開始し、2015年5月に初めてのバージョンアッ
プを行った。このバージョンアップでは、搭載
されていたソフトウェアの機能追加や仕様修正
のほか、新たなソフトウェアとして骨SPECT画
像解析ソフトウェア「GI-BONE」を追加してい
る。「GI-BONE」は、PET検査等で用いられる
定量的指標SUVと同様の考え方を骨SPECT画
像に応用し、骨SPECT画像からの定量的指標算
出を可能にした。算出された指標がもたらす臨
床的な意義は、今後の研究成果が期待されると
ころである。また、機能追加・仕様修正された
ソフトウェアとしては、「Heart Risk View-S」、

「Heart Risk View-F」、「DaTView」などがあり、
それぞれにおいて、より使いやすく、また再現
性を向上させるための工夫などが盛り込まれて
いる。上に挙げたソフトウェアを含め、AZE 
VirtualPlace 隼についてご紹介させていただく。
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2．GI-BONE を用いた骨 SPECT 画像の 
半定量的評価の試み

堀越　琢郎1，武田　朋子1，宇野　　隆2

1千葉大学医学部附属病院　放射線科　 
2千葉大学大学院医学研究院　画像診断・放射線腫瘍学

　近年、SPECT装置の更新時にSPECT/CT装
置を導入する施設が増えてきており、2015年1
月1日時点で国内にSPECT/CT装置が273台設
置されている。新規導入の増加により、SPECT/
CT装置の性能は飛躍的に向上してきており、画
像再構成技術の進歩による画質の向上のみなら
ず、SPECT画像の半定量的評価（SUVによる評
価）が可能になってきている。そして、2015年春
には、汎用SPECT/CT装置で骨SPECT画像の
SUV評価を実現する単体ソフトウェアGI-BONE

（AZE VirtualPlace隼 腫瘍解析パッケージに搭
載）がリリースされた。
　GI-BONEは使用するSPECT/CT装置のBCF

（Becquerel Calibration Factor）を測定して、
SPECT画像の画素値をカウント単位から放射能
単位に変換することでSUV測定を実現する単体
ソフトウェアである。BCFは、放射能量が既知
のシリンジもしくは既知の放射能濃度の円柱
ファントムを撮像し、SPECT画像から求めた計
数率と、スキャン時の放射能量もしくは既知の
放射能濃度との比から算出する。BCFが至適に

測定されること、SPECT画像の処理条件が一定
の基準を満たすこと(吸収補正、散乱補正など)
が、SUV測定の前提となる。
　GI-BONEでは、さまざまなSUV解析が可能で
ある。SUVは、体重で補正されたSUVbw以外に、
除脂肪体重で補正されたSUVlbm・SUVJlbm、
骨ミネラル量で補正されたSUVboneが測定でき
る。VOIとして、MBV（metabolic bone volume）、
SUVmax、SUVpeak、SUVmean、TBU（total 
bone uptake）が算出できる。Viewer機能として、
濃度の正規化、位置あわせ、MIP表示、CT画像
表示が搭載されている。また、CT画像を用いた
マスキング機能として、設定したCT値の閾値以
上の領域を骨領域と認識させ、骨領域と重なる
部分のSPECT画像を表示するCT Mask機能も
搭載されている。
　今回我々は、Infinia Hawkeye 4で得られた骨
SPECT画像をGI-BONEを用いてSUV評価する
ための技術検討と臨床検討を行ったため、それ
を報告する。
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3．Heart Risk View-F，Heart Risk View-S の使用経験　 
解析例の紹介と臨床での活用について

工藤　　崇
長崎大学　原爆後障害医療研究所　アイソトープ診断治療学研究分野

　核医学検査では，機器メーカー毎に専用の解
析装置を用いて画像を解析するため，機器装置
が異なると解析結果に差異がみられることが多
く，汎用の解析ソフトウェアの共通化が望まれ
ていた．心臓解析パッケージは，心電図同期心筋
SPECTデータを解析するHeart Risk View-Fと，
非同期の心筋SPECTデータを解析するHeart 
Risk View-Sから構成される，撮像機種に依らな
い汎用解析ソフトウェアである．心電図同期と
非同期の短軸断層DICOMデータであれば撮像
機種に依らずに同一のプラットフォームで解析
処理が可能である．Heart Function View-Fは，
心筋SPECT解析ソフトウェア研究会で開発がす
すめられ，ユーザーの要望をもとに臨床で必要
な機能追加やソフトウェア改良に柔軟に対応し
てきた．今回のバージョンアップで，レポート機
能の搭載，TID(Transient Ischemic Dilation; 一

過性虚血性内腔拡大)やMFR/3等解析指標が新
たに搭載され，機能の充実が図られている．一
方，Heart Risk View-Fとともに心臓解析パッケー
ジを構成する，J-ACCESSデータを用いた心事
故発生リスク算出機能や，各種Polarmap解析を
特徴とするHeart Risk View-Sについても，機能
追加としてモデル心臓と各種Polarmapデータの
3D重ねあわせ表示や，レポート機能の充実，さ
らにHeart Risk View-Fとの動作連携が実現し，
検査結果の理解度向上や解析処理の自動化がさ
らに進められている．心臓核医学は，解析ソフ
トウェアの進歩によりさまざまな機能情報を得
ることが可能となった．蓄積されたエビデンス
との比較も容易に可能となっている．今回，新
しい心臓解析パッケージによる解析例の紹介と
臨床での活用について紹介する．
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4．DATView ver 2.0 における新たな機能追加

水村　　直
東邦大学　医療センター大森病院　放射線科

　DATSCANはパーキンソン病(PD)/症候群(PS)
診断に有用であり、レビー小体型認知症(DLB)
とアルツハイマー病(AD)との鑑別精度が高く、
DLB診断基準の示唆的特徴に上げられている。
PS症例の多くは特徴的な所見を示し診断が容易
である。しかし、両側性、あるいは、対照性の線
条体集積低下例では、均整のとれた線条体集積を
示して画像診断が困難となる例もある。定量的評
価としては、小脳や後頭皮質などの非特異的集積
に対する線条体集積比を算出することが多いが、
対照となる線条体外集積が低いために再現性を
保つことが難しい。DATViewはBolt法に準じて
全脳集積に対する線条体集積比（Specific Bind-
ing Ratio: SBR）を算出するプログラムとして提供
された。今回、DATViewが「AZE VirtualPlace 
隼」パッケージに含まれ、画像処理プロセスの
一部変更を加えて新しいバージョンとなって収
載される。(1)DATViewではVOI解析を行う前
に、横断面位置の左右、前後の傾きを操作者が
実施したが、DATScanは大脳皮質や小脳などの
集積が不明瞭となるため視察上では横断面が合
わせにくい。バージョン2では横断像を自動的

にAC-PC面に位置合わせる精度向上が図られた
（Assist AC-PC機能）。このほか、(2)脳外集積と
して撮像視野内に生じるアーチファクトを除去
するマスク機能が追加され、処理プロセス上の
エラーを生じないよう配慮された（入力画像の
マスク機能）。(3)これまでの結果表示では線条体
で最も高い集積を有する横断像を代表的な結果
画像として表示したが、この表示では下方領域
となる尾状核中心の断面が選択することが多く、
必ずしも線条体全体の分布を代表する画像が選
択されない。このため、集積比SBRと代表画像
における線条体の集積分布が一致しないなど、
結果画像として適さない例があった。これに対
して、あらかじめ表示する線条体断面を設定す
るなどして表示画像の変更が可能となった（線
条体範囲の初期値調整機能）。(4)VOI位置設定を
代表画像上に表示してQC画像とし（QC画像仕
様変更）、VOI設定のエラーの有無が確認が容易
となった。以上のような新バージョンにおける
VOI設定の操作補助、結果画像の変更・QCなど
の画像処理、結果表示の仕様変更について述べ
る。
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1．Assessment of pre-synaptic dopaminergic function  
in patients with dementia with Lewy bodies using 123I-FP-CIT

Yoshitaka Inui1，Takashi Kato1,2，Kengo Ito1,2

1Department of Radiology, National Center for Geriatrics and Gerontology, Japan　2Department of 
Clinical and Experimental Neuroimaging, National Center for Geriatrics and Gerontology, Japan

[Background] Defects in nigrostriatal dopamine 
pathways in dementia with Lewy bodies (DLB) 
have been demonstrated with functional neuro-
imaging using ligands highlighting pre-synaptic 
dopaminergic systems. In this study, we inves-
tigated the utility of dopamine transporter 
(DAT) imaging and the correlation with the 
major features of DLB.
[Methods] Forty-five patients with probable 
DLB (25 males, 20 females; mean age ± stan-
dard deviation (SD), 78.3 ± 1.12 y) and twen-
ty-four controls (76.0 ± 1.46 y) were investigated 
with 123I-FP-CIT SPECT. All DLB patients were 
diagnosed according to the established consen-
sus criteria. 123I-FP-CIT SPECT images were vi-
sually classified into five reduction patterns; 
normal (normal uptake in all regions); abnormal 
type 1 (asymmetric activity with one putamen 
showing reduced uptake), type 2 (absent activi-
ty in the putamen of both hemispheres), type 3 
(absent activity in the putamen of both hemi-
spheres and asymmetric activity in caudate nu-

clei, and type 4 (bilateral reduction in either the 
putamen or caudate nuclei diffusely). Addition-
ally, we calculated the specific binding ratio 
(SBR) as a semi-quantitative index and investi-
gated the correlation between the major fea-
tures of DLB (dementia, fluctuations, hallucina-
tions, parkinsonism, REM sleep behavior 
disorder, or occipital hypoperfusion on brain 
SPECT) and SBRs.
[Results] By the visual interpretation of 123I-FP-
CIT SPECT images, 78% patients presented 
the abnormal pattern, in which the type 4 pat-
tern was most frequent and found in 56%. 
There were no significant correlations between 
the most major features and DAT binding ex-
cept for the presence of parkinsonism.
[Conclusion] The DAT imaging were useful in 
detecting probable DLB, however, the visual 
evaluation indicated the variety of reduced up-
take pattern of 123I-FP-CIT. Striatal dopaminer-
gic function correlated only with the presence 
of parkinsonism. 
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2．The role of 18F-FDG PET/CT in differentiating malignant  
from benign portal vein thrombosis

Shengping Hu，Changjing Zuo
Department of Nuclear Medicine, Changhai Hospital of Second Military Medical University, China

【Aims】We retrospectively evaluated the role 
of 18F-FDG PET/CT in differentiating malig-
nant from benign portal vein thrombosis (PVT) 
in patients with known malignant tumors.

【Methods】72 patients with histologically or 
clinically confirmed PVT and who had under-
gone 18F-FDG PET/CT were included. Visual 
and semiquantitative analyses of PET/CT 
scans were performed. Metabolic activity was 

measured using SUVmax.ROC was conducted 
to identify the optimal cutoff of SUVmax for de-
tecting neoplastic thrombosis.【Conclusion】
18F-FDG PET/CT is a promising new method 
for distinguishing between portal venous neo-
plastic thrombosis and bland thrombosis using 
semiquantitative analysis, with the optimal cut-
off value of SUVmax >3.35 as a criterion.
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3．The role of 18F-FDG PET/CT in differentiating benign  
from malignant mediastinal tumors

Takahiro Morita1，Mitsuaki Tatsumi2，Kayako Isohashi1，Hiroki Kato1，
Eku Shimosegawa3，Jun Hatazawa1

1Department of Nuclear Medicine and Tracer Kinetics, Osaka University Graduate School of Medicine, Japan　
2Department of Radiology, Osaka University Hospital, Japan　3Department of Molecular Imaging in 

Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine, Japan

【Purpose】We determined the diagnostic pow-
er of FDG PET/CT in mediastinal tumors, com-
paring with CE CT/MRI findings.【Methods】
This retrospective study was carried out on 24 
patients with mediastinal tumors. There were 
histologically 14 benign and 10 malignant tu-
mors. All mediastinal tumors were classified 
into radiologically regular margin group (n=12) 
and irregular margin group (n=12). SUVmax, 
MTV2.5 and TLG2.5 of histologically benign 
and malignant tumors were compared in the 
radiologically regular and irregular margin 
groups using the Mann–Whitney U test, respec-

tively.【Results】In the radiologically regular 
margin group, the mean SUVmax, MTV2.5 and 
TLG2.5 did not significantly differ between the 
histologically benign and malignant tumors. In 
the radiologically irregular margin group, the 
mean SUVmax, MTV2.5 and TLG2.5 of histo-
logically malignant tumors were significantly 
higher than those of benign tumors.【Conclu-
sion】FDG PET/CT may contribute to differen-
tiation between benign and malignant mediasti-
nal tumors in the radiologically irregular 
margin group.
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4．ATP Stress MIBI Washout Rate to evaluate Myocardial  
Ischemia of Patients with Myocardial Bridge

Bulin Du1，Yaming Li1，Bailing Hsu2

1Department of Nuclear Medicine, the First Hospital of China Medical University, China　2Nuclear 
Science and Engineering Institute, University of Missouri-Columbia, USA

Purpose: We aimed to evaluate myocardial isch-
emia (MI) caused by myocardial bridge (MB) 
with ATP stress MIBI myocardial perfusion 
imaging (MPI), and the degree of myocardial in-
jury through the stress MIBI washout rate 
(WR).
Methods: 19 patients with mild-to-moderate MB 
in LAD confirmed by coronary angiography or 
coronary CTA were selected (male = 12, age = 
55 ± 11 years), all patients had an one day pro-
tocol ATP stress/resting MIBI MPI, and a de-
layed imaging 4 h after stress MIBI injection. 
Stress, stress delay, resting image were recon-
structed with quantitative SPECT reconstruc-
tion system (QSRS). The perfusion defect scores 
(SSS, SRS and SDS) and stress MIBI WR [= 
(MIBI1.5 h - MIBI4h)/MIBI4h x 100%] in three vas-

cular areas of LAD, LCX and RCA were calcu-
lated. The correlation between WR and the 
scores, and the difference of these indicators 
between the MB area (LAD) and other two vas-
cular areas were analyzed. 
Results: 6 patients with MI were detected by 
traditional MPI (SDS≥2), but all of the patients 
have a LAD SDS ≤ 1. There was no statistical 
difference in three vascular areas of SDS, SSS 
and SRS. MIBI WR, SDS and SSS in three vas-
cular areas had negative correlation (r=0.51, 
0.32). Average WR of LAD (19.9%) was higher 
than LCX (15.5%) and RCA (17.7%). 
Conclusion: MIBI MPI failed to find significant 
MI in the MB vascular area. Quantitative stress 
MIBI clearance can evaluate the degree of 
myocardial injury.
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5．Validation of administration accuracy of 18F-FDG among 
three automated infusion devices

Noriaki Miyaji1，Kenta Miwa2，Kei Wagatsuma3，Masamichi Koyama1，
Takashi Terauchi1，Mitsuru Koizumi1

1Department of Radiology, Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research, Japan 
2Department of Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kyushu University, Japan 
3Research Team for Neuroimaging, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Japan

Purpose: The present study aimed to validate 
the administration accuracy of three automated 
infusion devices for quantitative PET assess-
ment.
Methods: Temporal variation, variation in radio-
active concentration and dispensed volume 
were determined for the AI-300, the M-130, the 
UG-05 devices contrived by Japanese compa-
nies. A reference value comprised the activities 
that measured by the calibrated dose calibra-
tor. We adopted the criteria of the Japanese So-
ciety of Nuclear Medicine (JSNM) confirmation 
procedure to validate administration accuracy.
Results: Two devices except for AI-300 ranged 
from relatively stable -5% to 5%. For AI-300, a 

large percentage deviation from the reference 
value was found in dispensed volume consid-
ered, reaching maximal 30%. After installing 
remedy software for AI-300, it remained rela-
tively stable within the range from -5% to 5%. 
Systematic difference in the administration ac-
curacy is particularly influenced by the mea-
surement mechanism due to detector of the in-
fusion device inside.
Conclusions: Our results indicate that attention 
should be paid to dispensed-volume in high ra-
dioactive concentration. Administration accura-
cy should be regularly confirmed at each loca-
tion to maintain the quality of quantitative PET 
assessment.
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6．Radioiodine-labeling of Chlorpyrifos  
and Its Biodistribution in Mice

Yao Diao1，Lin-dan Liao1，Shu Wang1，Yu-yan Jiang1，Da-long Zhang1，
Peng Ren1，Hong-ye Duan2，Hong-yan Meng2，Bo Liu3，Wen-bin Shi4，

Ying Yan5，Ya-ming Li1
1Department of Nuclear Medicine, The First Affiliated Hospital, China Medical University, China 

2PET/CT Center, The First Hospital of QiQiHaer City, China;　3Department of Nuclear Medicine, 
Shujiatun Central Hospital, China;　4Medic Technology Co., Ltd., China;　5Department of Radiother-

apy, General Hospital of Shenyang Military Region, China

To investigate the preparation of radioiodinated 
Chlorpyrifos (CPF) and its biodistribution in 
mice, CPF was labeled with 131I using the Io-
dogen method. The radiolabeled compound was 
characterized by polymide TLC, in which the 
substratum of saline and ethyl acetate-petro-
leum ether (2:1) was used as developing agent. 
Biodistribution studies were carried out in KM 
mice. At different times after radiopharmaceuti-
cal i.v. administration (185 kBq 131I-CPF/mouse, 
n=5), the animals were sacrificed. Blood samples 
and the tissues of interested were collected, 
weighted and counted. The percent injected 
does per gram (%ID/g) was calculated for each 
sample. The labeling yield of 131I- CPF is 93.5 %, 
The radiochemical purity (RCP) were 96.9 %, 
and its RCP were 97.5 %, 95.4 % and 92.7 % at 
2, 24 and 48 h, respectively. Biodistribution in 
mice demonstrated that 131I-CPF is extensive, 

and the uptakes mainly occur in lung, stomach, 
small intestine, colon, musle, and submaxillay 
gland, as indicated by their amount of 37.12 
%ID/g, 6.18 %ID/g, 8.12 %ID/g, 8.15 %ID/g, 
7.04 %ID/g, and 7.02 %ID/g at 10 min, 1.16 
%ID/g, 0.26 %ID/g, 0.34 %ID/g, 0.13 %ID/g, 
0.61%ID/g, and 0.14 %ID/g at 4 h,respectively. 
And it is metabolized in liver and kidney, as in-
dicated by their uptake of 4.34 %ID/g and 8.50 
%ID/g at 5 min, and 0.22 %ID/g and 0.69 %ID/
g at 4 h, respectively. In addition, 131I-CPF was 
cleared out from blood quickly, and the uptake 
of 131I-CPF in blood was 37.27 %ID/g at 5 min, 
and decreased to 1.35 %ID/g at 4 h post injec-
tion. In conclusion,131I-CPF is stable and it is ab-
sorbed in lung and digestive tract，and it is 
metabolized mainly in liver and kidney, worthy 
of further investigation to trace the compound 
in vivo and in vitro.
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7．Evaluation of imaging protocols of sentinel lymph nodes scin-
tigraphy in patients with breast cancer using a novel phantom

Hiroyuki Tsushima1，Hiroto Yoneyama2，Takahiro Konishi2，
Shinsuke Hanaoka2，Takayuki Shibutani3，Masahisa Onoguchi3

1Department of Radiological Sciences, Ibaraki Prefectural University of Health Sciences, Japan 
2Department of Radiological Technology, Kanazawa University Hospital, Japan 

3Department of Health Science, Graduate School of Medical Science, Kanazawa University, Japan

[Purpose] Standardization of sentinel lymph 
nodes (SLN) scintigraphy imaging protocols 
have not yet been established. The present 
study developed a novel body phantom (SLN 
phantom) for standardization of SLN scintigra-
phy and evaluated imaging protocols of SLN 
scintigraphy in patients with breast cancer.
[Methods] The SLN phantom consists of one 
outer container, some support plates and radia-
tion source containers. Tc-99m solution (1.6-200 
kBq) was enclosed inside radiation source con-
tainers. They were attached with support plate 
on 15-30 mm depths from body surface and lay-
ered along the body axis direction in the outer 
container. The planner and SPECT data was 
acquired from the novel SLN phantom, and im-
age contrast was analyzed.

[Result and Discussion] The image contrast of 
planar and SPECT became plateau at certain 
point of acquisition time. The attenuation cor-
rection was valid, but validity of the scattered 
radiation correction was no found. The image 
contrast of SPECT images were improved 1.3 
times at the most, which were more than 
non-corrected image by the spatial resolution 
correction.
[Conclusion] The novel, multilayered SLN phan-
tom was developed which can be used to study 
the effect of image correction and standardiza-
tion of imaging protocols for SLN scintigraphy 
in patients with breast cancer and evaluated 
various effect of imaging parameter and correc-
tion.
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8．Folic acid-modified BaGdF5 nanoprobes  
for CT targeting imaging of VX2 tumor

Tao Wang，Guorong Jia，Chao Cheng，Changjing Zuo
Department of Nuclear Medicine, Changhai Hospital, Second Military Medical University, China

To overcome the disadvantage of iodine con-
trast enhancement CT scan, BaGdF5 nano-
probes were synthesized. Besides, folic ac-
id-modified BaGdY5 nanoparticles may be also 
a targeted imaging agent of tumor, considering 
the folic acid receptors are up-regulated on a 
variety of human tumors. Using the VX2 mice 
xenografted tumor model, we found the CT val-

ue of VX2 tumor that passive targeted by 
BaGdF5 nanoprobes was higher than the con-
trol, but lower than that was specifically target-
ed folic acid-modified BaGdF5 nanoprobes. 
These results imply that folic acid-modified 
BaGdF5 nanoprobes can be thought of as a tar-
geted CT contrast agent of tumors overex-
pressing folic acid receptors.
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