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水村 先生 骨シンチはご存知のように、骨転移
検索が多いです。そこにｘSPECT Boneのような
解像度を求めることはあまりありませんが、原発性
の骨病変、骨折、骨髄炎、大腿骨頭壊死などの
整形外科領域で言えば、構造的なものとか病期的
な情報があったほうが良いです。解剖学的情報、
たとえば骨の中でも、皮質部分、骨髄部分、それ
ぞれの領域ごとにどのような違いがあるのかを観察
するには、xSPECT Boneのような分解能の高い
画像があったほうが情報は確実に多くなりますので
有用と考えています。この点がxSPECT Boneの
大きな強みでしょう。

現在、xSPECT Boneのデータは、どのような症例
で出されていますか。
水村 先生 全例行っているわけではなく、転移が
わかっていて、ある程度分布もわかっているような
症例は無理に追加していません。集積が重なって
わかりにくい症例とか、ただの一般的な転移では
ない、質的なものが骨のなかでどのように広がって
いるのか。あるいは骨だけではなく軟部組織まで、
骨外集積に及んでいるのか。そのように、周囲の
情報も含めた評価をするときには、より正しい形態的
情報、また分解能が重要になりますのでｘSPECT 

Boneを追加しています。

また、SPECTとCTのブレンド率をどれくらいにして
画像を出すかによって、見た目の印象がまったく
変わってきます。PET・CTの導入時もそうでしたが、
画質だけではなくて、ブレンド率やアッパーレベルを
どこに設定するかによって、見た印象が大きく変わり、
結果も変わってしまいます。骨SPECTも同じで、
SPECTの画像を前に出しすぎてしまうと正常と異常
の境目が見えにくくなります。その意味では、カラー
スケールとレベル調整、Fusionのブレンド率をかなり
考えないと最適条件が作り出せないという点が
SPECT・CT装置の注意点ですね。その点におい
ても、syngo.viaは大きな武器となっています。

syngo.viaのどのような機能が役に立っているの
でしょうか。
水村 先生 ルーチンのFusion画像は技師さん
に作成してもらっていますが、局所に関しては
syngo.viaを使って、ブレンド率、拡大率などを
変更して画像を追加しています。またsyngo.via

上では、画像の角度変更、回転ができますので、
たとえばスライス面が斜めに切れていた場合でも、
長軸、短軸を作り直すことができます。画像の歪み
を直しやすいということですね。自分が見たい、観察
しやすい角度が作れるという点が大きなポイント
です。数ヶ月前から行っている方法ですが、各々の

骨の軸に対しての画像も作れますので、非常に
読影がしやすくなりました。このような使い方に
ついて、他のsyngo.viaユーザーの方 と々情報
交換できればよいと思っています。

ｘSPECT Quantについてはいかがでしょうか。
水村 先生 現在、骨SPECTに関しては、正常値
を決めるためにデータを集めているところです。
骨シンチは、治療効果判定などでも使用できると
思いますし、その他の検査でもさまざまな応用が
利くのではないかと期待しています。

大久保 技師長 安定的な定量値が出せるように、
技術的な部分でも実験を繰り返し、今後臨床使用
するための下準備を進めています。

Symbia Intevoの使い勝手についてはいかが
でしょうか。
大久保 技師長 コリメータの自動交換が非常に
良いですね。患者さんの入れ替えのときに自動で
交換を進めてくれますので、患者さんの対応に時間
がかけられます。非常にメリットを感じています。

今後シーメンスに期待することについてお聞かせ
ください。
水村 先生 SPECT・CT装置に関しては、骨SPECT

だけに使うものではないと思っていますので、他の
検査への拡張性について取り組んでほしいです。
まだまだSPECT・CTでやれることはたくさんある
はずです。その将来性、可能性を追求してほしい
ですね。

PET・CT装置に関してはまだやっていませんが、
頭部画像ですね。アミロイド製剤も含めて、どの
ような画像が出るか楽しみです。これに合わせて
頭部専用のPET・CTなども開発されれば面白いと
思います。

大久保 技師長 今後は、新しい体動補正などの
方法論も取り入れていく工夫があればよいと思い
ますね。MR-PETではできていると聞きますので、
PET・CTでもより良い呼吸同期方法ができること
を楽しみにしています。

（2015年11月24日取材）
PET・RI部門の皆さま
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今後の短時間撮像、
低投与量時代を拓く
IQ・SPECTの新たな可能性

IQ・SPECTは、特有のコリメータ孔の幾何学的な配列と回転軌道を用いることに
より、視野の一部を拡大収集し、短時間あるいは低投与量での心筋血流撮像を
可能にするテクノロジーです。このたび、日本核医学会ワーキンググループの活動の
一環として、IQ・SPECTによる201Tl-Cl心筋血流SPECTの正常データベースが
構築されました。IQ・SPECTの今後の可能性と完成したデータベースの意義に
ついて、構築に尽力された金沢大学医薬保健研究域 医学系 核医学 中嶋 憲一 

准教授にお話をうかがいました。

SPECT汎用機を心臓専用機並みの装置として
応用するIQ・SPECTのコンセプトについて、どの
ようにお考えですか。
中嶋 先生 最近は心臓撮像専用の半導体カメラ
も使われています。しかし、心臓専用機はPCIが
可能で、なおかつ十分な検査件数が確保できる
環境でないと採算が取れません。多くの施設の
心筋SPECT検査数は、約10件／週ですから、必要
に応じてSPECT汎用機を心臓検査機として利用

するのは合理的な考え方だと思います。

IQ・SPECTでは、視野内の一部を拡大することで
心筋血流像の短時間収集や低投与量収集が
できるようにデザインされています。この仕組みに
ついてどうお考えですか。
中嶋 先生 高感度コリメータの心臓撮像への
応用は以前から模索されていましたが、高感度に
すると画像がぼけてしまって心臓がきれいに映ら

金沢大学附属病院
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お話をおうかがいした先生
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されているということが大切なので、治療法の選択
を行う基準となるスコアが同等かどうかを複数の
施設で検証する必要があります。そこで、まずは
今回完成したデータベースを、データ収集に協力
してもらった施設で使ってもらい、虚血が正しく検出
されて適切なスコアがついているかということを
検証してもらいたいと思っています。そこで有効
であれば、日本全国で安定して使ってもらえる状況
になると思います。
この仕組みの良い点は、どの施設も同じ基準だと
いうことです。スコアリングは、さらに予後評価と
いう大切な意味があります。予後のデータを出す
ときにあるスコアを用いて異常の程度を分け、その
程度に応じて最終的にどのくらいの心イベントが
起きるかということが予測できるようになること、
それが大切です。日本で多施設研究の結果として
使われているJ-ACCESSの結果を応用し、どのくらい
の欠損があってどのような心機能でどういう患者
の背景かがわかれば、最終的にイベントがどのくら
い起きるかというリスクの層別化ができます。この
場合、スコアリングの基準が違ってしまうと予後
予測が適応できなくなります。IQ・SPECTのデータ
ベースのスコアリングがどう機能するかについて
は、今後の確認が必要ですが、基本となるデータ
ベースがしっかりしていれば、従来の欠損スコアとの
関係が定量的にわかりますので、目視による欠損
程度の判断よりかなり安定した結果が得られるの
でないかと考えています。

昨今、医療放射線被ばくの最適化が注目されて
います。短時間撮像、低投与量のIQ・SPECT

は、この問題にどのように貢献できると思われ
ますか。
中嶋 先生 検査の有効性と被ばく線量を合わせて
考えるということはとても大事だと思います。一般的
には短時間収集という点ばかり強調する傾向が
ありますが、短時間でとれるということは時間を長く
すれば投与量が少なくて済むわけで、各施設で
新たな検査条件を選択できる幅が広がったという
ことになります。たとえば4倍のキャパシティがある
のなら、時間半分で投与量半分という考え方もある
と思いますし、あるいは、投与量がもともと少ない
なら、時間を優先して考えてもよいと思います。
その選択は施設ごとの判断になると思います。

さらに、来春には放射性診断薬が検定日に
出荷されるようになります。事実上すこし放射能量
が減りますので、短時間、低投与量撮像は多く
の施設で歓迎されると思います。

これから既存の核医学技術がどのように使われて
いくのか、今後の展望をお聞かせください。
中嶋 先生 核医学では、昔からPETは絶対定量が
できるがSPECTはできないというのが常識でした。
しかし今、各メーカーがSPECTによる絶対定量に
かなり関心を持ち始めています。そもそも核医学
検査の結果はBq/ccで計測すべきものなので、薬剤
集積の位置と濃度が計測できるのであれば、血流
の動態モデルを算出したり、123I-MIBGの集積量
や代謝機能に物理学的な補正を加えたうえで
絶対量として表示すべきと思います。腫瘍の場合
でいえば、核医学の強みは全身の検索が簡便に
できることですが、これに加えSPECTで計測された
絶対定量値を今後の治療の指針、効果の判定
などに使っていくことができれば検査の有用性は
さらに高まると思います。脳の受容体の測定でも
絶対的定量は同様に大切です。今まではカウント
しかわからなかったので、やむを得ず領域を決めて、
特異的、非特異的集積の比を算出したりしていま
したが、今後、組織に何モル集積しているという
ような情報が得られれば、核医学の見方が変わり
ます。形態学中心の考え方では得られない核医学

の強み、トレーサを活用した機能情報として提示
できるようになるということです。

最後に、今のSPECTの性能が上がった場合、
拡張範囲と装置の機能はどのように変化していく
とお考えですか。
中嶋 先生 核医学は動態変化を追跡できると
いう特性があります。今よりもっと短い時間で動態
SPECTが撮像できれば、PETでやっているような動態
モデルの解析ができるようになります。血流でも、
通常のSPECTでそれができるようになればいいと
思いますね。核種に関して、ヨード製剤はかなり
有望だと思います。日本ではすでに心臓のヨード
核種がありますし、脳のヨード製剤も出てきました。
それらに対して正しい定量値が計測できるように
なれば、とてもいいことだと思います。

（2015年10月22日取材）

金沢大学附属病院核医学検査室にて、核医学医師、診療放射線技師と保健学系の皆さま
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ないという問題がありました。かといって一定時間
で拡大収集するとカウントが減り、ノイズが強くなり
ますので十分な画質が得られません。さらに同じ
日本人のなかでも個人による体重差があります。
たとえば40kgの人と80kgの人に対して、同じ投与
量で検査をすれば当然画質に差が出ます。

IQ・SPECTの多焦点型のコリメータは拡大収集
しながら、カウントが十分確保できるように従来の
不十分な点を上手に補っていますので、実際に
かなり有用なシステムだと思います。

体動による影響についてはいかがですか。読影
に問題が生じるようなケースはどれくらいあるの
でしょうか。
中嶋 先生 体動の影響は無視されがちですが、
結構な頻度で起きます。最近高齢者の検査が
増えており、検査中、腕を上げて20分くらいじっと
しているというのはかなり肩に負担があり、患者さん
がつらいのも理解できます。20分以上かかっていた
検査が5分程度で終われば、負担軽減に加えて
体動の減少も期待できます。

SPECT心筋血流検査での、減弱補正の必要性
についてご意見をお聞かせください。
中嶋 先生 従来は、体格の大きい米国人、特に
男性の場合に減弱による下壁カウント低下の補正
が有用とされ、補正なしの画像と並列表示で診断
に利用されてきました。日本人の場合でも下壁に
減弱があったり、女性の場合には前壁の減弱が
見られたりすると診断に迷うことがあります。それら
が本来あるべき画像に補正されているのは理想的
だと思います。
減弱補正をしたときの問題は、心尖の少し前壁
側のカウント低下と、下壁が少し過補正になって
見えることです。心尖の低下が見られることに
関しては、実際に心尖部は心筋が薄く、しかもよく
動く領域なので、解剖学的、生理的な要因を考慮
すると補正後の姿が本来のものかもしれません。
減弱補正したデータと補正しないデータとを合わせ、
減弱補正特有の分布に慣れて、正しく理解すれば
かなり実質的な読影ができると思います。

このたび、日本核医学会ワーキンググループによる
201Tl-Clを用いたIQ・SPECTの標準データベースが

完成しました。その内容をお聞かせください。
中嶋 先生 読影者の立場からすると、実感として
持っている見方と違った分布を見ると、おかしい
あるいは間違っていると言ってしまいがちです。その
ときに正常例のデータベースがあって、正常例を
参考にして読影できれば、納得ができますし安心
して判断できます。また、熟練者の読影と研修医
の読影とでは、当然診断率が違いますが、正常分布
を参考にすることにより、研修医でも間違いなく
読めるというメリットがあります。
今回のIQ・SPECTデータベース構築では、4施設

から約150症例、仰臥位と腹臥位に加えて、CT

を使って減弱補正をしたもの、総数200以上の
検査データが収集されました。一般的にデータ
ベースに必要とされる検査件数は、最低25件から
40件くらいですから十分なデータ数が集まったこと
になります。できあがったデータベースから、CTで
補正しない場合は男女間に減弱の差がありますが、
減弱補正することでその差がなくなっているように
見えるということがわかりました。従来は、男女別々
に作っていたデータベースですが、うまくいくと男女
共有で使える可能性があると思っています。全症例
に適応できるかどうかはさらに確認が必要ですが、

かなり差は小さくなっています。アメリカで現在
作られているソフトウェアのなかにも、標準データ
ベースに男女の区別がないものもあります。
また、構成する症例全例をひとつの施設で集め
ると、その施設の収集、再構成条件が一定である
ため、ある意味では特異的なものができてしまい
ます。今回は、複数の施設から提供してもらった
症例が混在していますので、収集、再構成の条件
も平均化されています。いわばあまり癖のない標準
データベースができましたので、広く適応できると
考えています。

完成したデータベースは、臨床でどのように使われる
のでしょうか。
中嶋 先生 たとえばヨーロッパのガイドライン
では、10％以上の虚血があればPCIをした方が有効
だとか、それ以下ならば薬剤治療の方が向いて
いるという具合に、診断で使うスコアには意味が
あります。しかしここで、10％の虚血という数字が、
従来の検査で出した結果とIQ・SPECTの検査で
出した結果とで意味合いが異なるというのでは問題
です。異常と正常の境界があるかどうかということ
は重要な点ですが、さらに数値の意味合いが担保

IQ-SPECT 
5分収集

減弱散乱補正あり

IQ-SPECT 
5分収集

減弱散乱補正なし

LEHR FBP再構成 
20分収集

減弱散乱補正なし

正常分布を示す患者におけるIQ-SPECTと従来のLEHRコリメータでの収集の比較。適切なデータベースを用いると欠損スコアは同等
である。
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