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研究成果の概要（和文）：本研究では、局所領域分子機能定量可能なピンホールSPECTシステムの実用化を目指
して、画像歪、定量性、解像度の改善を目的とした。まず、本システムのために開発した高精細光電子増倍管と
フルデジタル回路から構成された検出器は、ノイズ抑制効果が有り、高い固有空間分解能を実現、画像歪が無い
ことが確認された。また、ピンホールSPECT画像再構成においてガンマ線の被写体内での吸収と散乱線の影響を
補正することによって定量性が改善された。さらに、コリメータ開口によるぼけの影響を補正することによって
解像度を改善することができた。本研究によって、撮像システムの実用化が進んだ。

研究成果の概要（英文）：We are developing an ultra-high spatial-resolution pinhole SPECT system to 
quantify molecular functions in a selected small region. This study aimed to improve distortion, 
quantitation and spatial resolution of the image generated in this system. First, it was conformed 
that the used full-digital detector with multiple position-sensitive photomultiplier tubes had high 
spatial resolution and no image distortion due to noise suppression. Second, the image quantitation 
was improved by correcting the effects of attenuation and scatter inside the object in pinhole SPECT
 image reconstruction. Third, the spatial resolution was improved by correcting the effect of the 
blurring due to collimator aperture. This study promoted the practical use of this SPECT system

研究分野： 医用画像工学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
ヒトの局所機能定量画像を高解像度で撮

像したいという要望があるが、現在の臨床用
SPECT装置の解像度は10 mm程度と不十分
である。従来、ピンホールコリメータを利用
すれば局所領域の拡大撮像は可能であるが、
撮像視野よりも被写体が大きいためデータ
欠損（トランケーション）が生じ、定量的な
画像は得られなかった。これまでの研究で、
我々は視野内の既知情報を利用したトラン
ケーションを許す画像再構成理論のシング
ルピンホールコリメータへの応用（図１）に
成功し、この問題を解決した。また、ピンホ
ールコリメータの感度不足は、マルチピンホ
ールコリメータと開発したフルデジタル高
解像度検出器によって高解像度を維持しつ
つ感度を改善することができた。さらに、本
撮像システムを実用化するには、画像の歪み、
ガンマ線の被写体内での吸収や散乱線（図
２）、コリメータ開口によるボケの影響を補
正し、定量的な画像を得る必要がある。 
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図１ トランケーションを許す画像再構成
理論のシングルピンホールコリメータへの
応用。 

 

図２ 被写体内でのガンマ線の吸収と散乱
線の影響 
 
２．研究の目的 
本研究では、開発中のピンホールコリメー

タを利用した超高解像度撮像 SPECT システ
ムの実用化を目指し、画像歪み、定量性、解
像度を改善するため、最適な検出位置推定手
法、吸収・散乱性補正、コリメータ開口補正
を考慮した画像再構成アルゴリズムを開発
し、超高解像度ピンホール SPECT での定量
画像化を目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1) 画像歪 
撮像システムに使用する高精細位置感応

型 光 電 子 増 倍 管 (Photo Multiplier 
Tube:PMT)フルデジタル検出器において、ガ
ンマ線の検出位置推定演算手法を検討し、位
置推定精度を改善させることで画質改善を
試みる。ノイズ低減によって位置推定精度改
善を目指すが、１つ目の方法は通常の重心演
算にしきい値処理を加える。２つ目の方法は、
局所領域のみの信号を使って重心演算をす
る。これらの演算ソフトウェアを開発し、物
理実験によって検出器の固有空間分解能を
評価する。 
開発した検出器の固有分解能および画像

歪を評価するために、コリメータ未装着の検
出器上に 15 mm 間隔で 0.3 mm 径の穴が
209(19×11)個垂直に空いた 200 mm×300 
mm×10 mm の鉛板のコリメータを設置し、
すべての穴の上に 99mTc 溶液を封入した内径
10 mm，長さ 40 mm のマイクロチューブを
おいてペンシルビームを照射し、撮像した。
図３はペンシルビーム照射の概念図、図４は
撮像実験の写真である。ペンシルビームを照
射した各点の測定画像に対して，カウントプ
ロファイルをとり，ガウシアン関数でフィッ
ティングを行い，求めた半値幅を検出器の固
有分解能とした。 

 
図３ ペンシルビーム照射の概念図。 
 

 
図４ 画像歪評価のために格子状に穴の空
いた鉛板を使用した検出器へのペンシルビ
ーム照射。 

 
(2) 吸収補正 
ピンホール SPECT 画像の定量性確保を目

指して、被写体でのガンマ線の吸収の影響を
補正する処理をピンホール画像再構成アル
ゴリズムに組み込む。被写体の輪郭を抽出、
被写体内部に吸収係数を与えた吸収マップ
を 作 成 、 OSEM (Ordered Subsets 
Expectation Maximization)逐次近似画像再
構成法の投影過程で吸収マップを参照する



ことで、ガンマ線の吸収の影響を補正する。 
放射線計測用モンテカルロシミュレーシ

ョンソフトウェア GATE を使用して投影画
像データを生成した。ピンホール径 4.8 mm、
焦点距離 243.5 mm、回転半径 93 mm で、
一様放射能の 99mTc溶液で満たされた直径80 
mm、高さ 20 mm の円柱ファントムをピンホ
ール SPECT で撮像した。得られた投影デー
タを画像再構成し、吸収補正の効果を確認し
た。 
 

(3) 散乱線補正 
ガンマ線の吸収と並んで定量性に影響を

与える散乱線の影響を TEW(Triple Energy 
Window)法を利用して補正する。投影データ
のエネルギープロファイルデータに TEW 法
を施して散乱線成分を除去した投影画像デ
ータを作成、そのデータを画像再構成するこ
とで散乱線の影響を補正する。 

GATE シミュレーションを使用して投影
データを生成した。ピンホール径 4.8 mm、
焦点距離243.5 mm、回転半径243.5 mmで、
中央の直径100 mm円柱領域が一様放射能の
99mTc 溶液で満たされ、その周りが水で満た
された直径200 mmの円柱ファントムをピン
ホール SPECT で撮像した。得られた投影デ
ータに TEW を適用し、散乱線補正の効果を
確認した。 
 

(4) コリメータ開口補正 
ピンホール SPECT では、ピンホールコリ

メータの開口の影響によって画像がぼける。
その結果、解像度が劣化する。 7 rays 
projection modelling を画像再構成アルゴリ
ズムに組み込んで解像度を補正する。 

GATE シミュレーションを使用して投影
データを作成した。ピンホール径 3 mm、焦
点距離 243.5 mm、回転半径 93 mm で、直
径 1 mm の 99mTc 点線源をピンホール
SPECT で撮像し、開口補正の効果を確認し
た。 
 
４．研究成果 
(1) 画像歪 
ペンシルビームを照射して得られたデー

タを、通常の重心演算にしきい値処理を加え
た方法と、局所領域のみの信号を使って重心
演算をする方法で処理したが、検出器の固有
空間分解能は改善されなかったが、通常の重
心演算処理でも約 1.5 mm の十分に高い空間
分解能が得られた。検出器上の信号の分布を
確認すると、ガンマ線検出領域付近以外のバ
ックグラウンドノイズはほとんど見られな
かった。これは、フルデジタル検出器によっ
てノイズが十分に抑制されていたためと考
えられる。また、検出器の位置直線性も良く、
通常の演算方法でも、画像歪はほとんどなか
った（図５）。これは、従来の SPECT 検出
器では直径 50 mm～75 mm 程度の大きな光
電子増倍管を使用しているのに対して、本検

出器では直径 6 mmの小さい光電子増倍管が
密に配列されているためと考えられる。 
 

 
図５ 格子状に穴の空いた鉛板を用いて検
出器にペンシルビームを照射して得られた
画像。点がほぼ直線上に並んでおり、画像歪
が無いことが確認された。数値は各点から推
定された固有空間分解能。 
 

(2) 吸収補正 
図６は吸収補正有りと吸収補正無しのピ

ンホール SPECT による円柱ファントムの再
構成画像である。また、図７は再構成画像上
のカウントプロファイルでの吸収補正の有
無の比較である。放射能一様円柱ファントム
を補正無しで再構成した画像は、ファントム
の中央付近で画素値が低下したが、吸収補正
を組み込んだ方法によって再構成された画
像では中央付近の画素値の低下は改善され
た。 
 

  

図６ ピンホール SPECT による円柱ファン
トム再構成画像の吸収補正有無の比較。左
図：補正無し、右図：補正有り。 
 

 
図７ 吸収補正有りと吸収補正無しの再構
成画像上のカウントプロファイルの比較。図
６のライン上のプロファイル。 
 

(3) 散乱線補正 



図８は散乱線補正有りと散乱線補正無し
のピンホール SPECT による円柱ファントム
の再構成画像である。また、図９は再構成画
像上のカウントプロファイルでの散乱線補
正の有無の比較である。散乱線補正によって、
散乱線成分のカウントが抑制できているこ
とが確認できた。 
 

  
図８ ピンホール SPECT による円柱ファン
トム再構成画像での散乱線補正有無の比較。
左図：補正無し、右図：補正有り。 
 

 
図９ 散乱線補正有りと散乱線補正無しの
再構成画像上のカウントプロファイルの比
較。図８のライン上のプロファイル。 
 

(4) コリメータ開口補正 
点線源の再構成画像を開口補正有りと補

正無しで比較すると、ぼけが改善されている
ことがわかる（図１０）。より高解像度の画
像を得るためには開口補正が有効であるこ
とが確認できた。 
 

  

図１０ ピンホール SPECT による点線源フ
ァントム再構成画像の開口補正有無の比較。
左図：補正無し、右図：補正有り。 
 

以上、本研究によって、本撮像システムで使
用する検出器が高い固有空間解像度を有し
ており、画像歪が無いことが確認された。ま

た、吸収補正と散乱線補正によって定量性が
改善、コリメータ開口補正処理によって解像
度が改善することができた。これらから、局
所領域拡大ピンホール SPECT において、高
解像度かつ定量性の高い再構成画像を得る
ことが可能となる。本画像再構成アルゴリズ
ム開発によって撮像システムの実用化が進
んだ。 
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