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エミッション CT の２核種同時データ収集において困難となっている散乱線推定を３階層型ニューラル
ネットを用いる事によって実現した. 教師データをそれぞれの核種のプライマリ光子数と設定ウィン
ドウ内の全光子数の比率として学習させ, ニューラルネットの重みや閾値を決定した. このニューラ
ルネットによって得られた出力にそれぞれの核種の全光子数を乗じてプライマリ光子数を求めた. シ
ミュレーションと実験の結果より２核種同時データ収集におけるニューラルネットワークを用いたプ
ライマリ光子の抽出が可能であることが明らかになった.

1. はじめに
SPECT(Single Photon Emission CT)では, 投与した放
射性同位元素の光電ピークを中心とする領域にエネルギ
ーウィンドウ(２０％程度)を設定し, このウィンドウ内
の入射光子を検出しイメージングに用いている. しかし,
核種から放射された光子は, 被検体内の媒質とコンプト
ン散乱を起こし, この散乱光子がデータ収集のためのエ
ネルギースペクトルに入るので, プライマリ光子の正確
な計測が困難となる. この結果, SPECT 画像のコントラ
ストや空間分解能は著しく低下する. よってこの散乱成
分を除去することは定量的な SPECT 画像を得るための必
須条件となる. 線源が１種類(単核種)の場合、この散乱
線を除去するための手法は幾つか提案されており実際に
定量的な散乱線推定が可能となっている. しかしながら,
線源が２種類(2 核種)で, かつピークエネルギーが近接
している場合, 従来の手法では散乱線を除去できないと
いう問題があった.これに対し我々はニューラルネット
ワークを用いることによって２核種の分離と散乱線の除
去を可能とした.
ニューラルネットワークとは, 人工神経回路網
(Artificial Neural Network:ANN)を意味し, 脳におけ
る神経細胞の記憶のメカニズムに模してパターン認識を
行うものである.ニューラルネットを用いた手法では, そ
のロバスト性により, ノイズの影響を抑える事ができ,
より正確な散乱線の補正ができる.
今回、ターゲットとする放射性同位元素は I‑123 と
Tc‑99m であり、これらは放射性医薬品である Tc‑99mMIBI
と I‑123BMIPP を使った心臓の断層映像を撮るのに用い
られている。この 2 種類の放射性同位元素はエネルギー
ピークが非常に近接している為、従来の手法で２核種分
離、散乱補正は不可能であった。そこで本論文では, こ
の２種類の放射性同位元素について、提案する手法を用
いて散乱線補正のシミュレーションと実験を行い, 検討
を行った. この結果,２核種の場合においても正確な散
乱線推定が可能であることが明らかとなった.

を 120〜180keV とし, これを 6keV ずつ 10 個に分割する.
そしてそれぞれのウィンドウ内の光子のカウントを設定
範囲内の全光子収集カウントで割ったものをニューラル
ネットに入力する.
ここで用いるネットワークは図に示す階層型ネットワ
ークと呼ばれる３層構造のネットワークで, 入力層 10
個,出力層 2 個のユニットで構成した.

図 1. 概略図

2. ニューラルネットワークを用いた散乱線推定法
散乱線の推定方法の概略を図１に示す. エネルギース
ペクトルは, Tc‑99m と I‑123 を例としたものである. こ
のスペクトルに対し, エネルギーウィンドウの設定範囲

図 2. 本手法で用いるネットワーク

このネットワークの出力から, プライマリ光子数と設
定エネルギーウィンドウ内の全光子数の比率が与えられ,
この出力のうちの I‑123 に 159‑180keV の全光子数を乗
ずると I‑123 のプライマリ光子数が求まり, 残りの出力
に全体の光子数を乗じたものと I‑123 のプライマリ光子
数の差から Tc‑99m のプライマリ光子数が求まる. この
ニューラルネットを学習させるために, 教師データとし
て入力する各エネルギーウィンドウ内のプライマリ光子
および散乱光子の割合があらかじめわかっている必要が
ある.そこでモンテカルロシミュレーションを実行し, 各
エネルギーウィンドウ内の散乱光子とプライマリ光子の
値を計算し, この値を用いてネットワークの重みや閾値
を決定した.

3．投影データの作成
モンテカルロシミュレーションを実行し, 投影データ
を作成した. そのシミュレーションの諸条件は以下に示
す通りである. 放射性同位元素は Tc‑99m(光電ピークエ
ネルギーが 141keV)と I‑123(同 159keV)で、光子がファ
ントムの放射線源の部分から等方的に放射されるものと
した. また相互作用としては, コンプトン散乱, 干渉性
散乱, 光電効果を考慮した. 検出器のモデルとしては, 検
出感度, 検出効率ともに 100％とし, NaI(Tl)シンチレー
タのエネルギー分解能は Tc‑99m に対し, FWHM が 11％で
あるものとした. 検出器はファントムの側面から 1cm 離
れた位置に置き, 5mm×5mm の無限小厚のコリメータに上
下, 左右±2deg.の角度で入射する光子をカウントした.
デー タ 収 集 マ ト リ クス は 64 ×64 と し た . 乱 数 に は
Mersenne Twister を用いた. 投影数は 4deg.おきに 90
投影とした.
4．シミュレーション
今回、シミュレーションの評価データとして図５のよ
うなファントムの投影データを用意し, 散乱線除去を行
った。画像再構成には, Filtered‑backprojection 法を
用い, 吸収補正には,Chang 法を用いた。吸収補正で用い
た線吸収係数は, Tc‑99m の場合が 0.153, I‑123 の場合
が 0.147[1/cm]である。これらは水に対するそれぞれの
光子エネルギーの線吸収係数値である.

図 3. プライマリ光子の算出法

教師データの作成に際して, 図４のようなファントム
を用意した.このファントムは半径 10cm の無限長の円柱
全体に水が入ったものであり, その中心から 5cm 離れた
ところに, 半径 3cm の小円柱があり,外側の円柱に I‑123,
内側の円柱に Tc‑99m を分布させた. これらのファント
ムについてモンテカルロシミュレーションを行い、得ら
れたエネルギースペクトルのうち, 図４に示した 3 つの
投影角度で得られるエネルギースペクトル(1 方向あたり
40 個, 計 120 個)のみを教師データとして使用した. こ
れは, この３方向(0, 88, および 268deg.)のエネルギー
スペクトルがあれば, これらが全方向で得られるスペク
トルをほぼ代表していると考えたためである. この教師
データを使ってネットワークのパラメータ(重み, 閾値)
を修正モーメント法を用いたバックプロパゲーション法
によって学習させた. 重み修正係数α, 閾値修正係数βは,
さまざまなシミュレーションにより, α=0.2, β=0.2 と
決定した.
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図 5. 評価用ファントム

5. 実験
実験では，図６のようなファントムを用意し散乱線除
去を行った．尚，再構成，吸収補正等の条件はシミュレ
ーション時と同じ状態で行った．この際に使用したガン
マカメラは東芝製デジタルガンマカメラ GCA‑7200A，コ
リメータは LEHR コリメータを使用した．検出器の回転
半径は 12.2cm で一方向あたりの収集時間は 30 秒で計測
した．

図 4. 教師データ用ファントムと投影角度
図 6. 実験で使用したファントム

6．結果及び考察
6.1. シミュレーション結果と考察
図７、８は,教師データと評価データに関して、放射
性同位元素の分布が同じファントムを補正したものであ
る．すなわち図４のファントムデータでニューラルネッ
トを学習させ、評価用ファントム（Ｘ）の散乱補正を行
っている。図７には再構成画像を、図８にはこれらの画
像の濃度プロファイルを示す。これらの図から、未補正
の再構成画像（Tc-99m）では I-123 の散乱光子の影響を
受けて、低周波歪みが生じているが、本手法を用いるこ
とで散乱線がほとんど除去されているのがわかる。

これに対し、評価用ファントムとして（Ｙ）のように学
習データと全く異なったデータの散乱線補正の能力を検
討した結果を図９、１０に示す。放射性同位元素の分布
は、学習データと評価データでは全く逆になっている。
この結果では, I-123 も Tc-99m もそれぞれお互いの散乱
光子の影響をうけており、歪みが生じているのがプロフ
ァイルからわかる。しかしながら、提案する手法で補正
することで, Tc-99m の一部分でわずかに過補正が見う
けられるものの, かなり正確に補正できているのが確認
できる. この結果から,教師データと違う形のファントム
の補正にも有効である事がわかり, このニューラルネッ
トを用いた散乱補正法に汎用性がある事も確認できた.
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図７． ファントム X の補正結果（ａ）Tc-99m の
プライマリ画像，
（ｂ）I-123 のプライマリ画像，
（ｃ）Tc-99m の補正画像，
（ｄ）I-123 の補正画像，
（ｅ）Tc-99m の未補正画像，
（ｆ）I-123 の未補正
画像

図 8． ファントム X のプロファイル

図 9． ファントム Y の補正結果（ａ）Tc-99m の
プライマリ画像，
（ｂ）I-123 のプライマリ画像，
（ｃ）Tc-99m の補正画像，
（ｄ）I-123 の補正画像，
（ｅ）Tc-99m の未補正画像，
（ｆ）I-123 の未補正
画像

図 10． ファントム Y のプロファイル

る。
6.2. 実験結果と考察
実験に用いたファントムの形状, 放射性同位元素の分
布は教師データと全く違ったものであり, 7 本の円柱内
に 2 種類の放射性同位元素を異なった濃度比で分布させ
た. 図 11 は再構成画像を示し、図 12 は影の部分の SPECT
値を加算したものの濃度プロファイルである。図 11 の
再構成画像を見ると,未補正のものは形状こそは似ている
が、正確に濃度比が再現されていない。これは散乱光子
の影響によるものである。しかし、本手法で補正を行っ
たものは,濃度比率が, 設定した比率に近い値がでており,
ほぼ理想どおりの結果がでているのが確認できる.これに
より, シミュレーションだけでなく, 実験においても本
手法が有効である事が確認できた.
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図 11. 補正結果 (a)Tc‑99m の補正画像, (b)Tc‑99m
の未補正画像, (c)I‑123 の補正画像, (d)I‑123 の未
補正画像
7. まとめ
本論文では 2 核種同時データ収集型 SPECT において
光子収集の際に含まれる散乱光子の除去をニューラルネ
ットを用いて行う事を提案し, シミュレーションおよび
実験から検証した。また、教師データの違い等による汎
化性に対してもシミュレーション、実験から検討した.こ
の結果から，本手法が散乱線補正に有効である事が確認
できた．今後の課題としては，補正精度の限界を調査す
るため、２つの核種の濃度比がさらに大きくなった場合
についてシミュレーション、実験の両方から検討する必
要がある。また、心筋ファントムのようなさらに実際の
臨床データに近い場合についての本手法の性能を明らか
にしておく必要があると考える。また、このような臨床
データに近い教師データを用いることで、補正精度の向
上が期待できるので、モンテカルロシミュレーションに
よって、MCAT ファントムのような人間の胸部の形状を
模擬したようなファントムから、Tc-99m ならびに I-123
のデータを計算し利用することは意味があると考えてい
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Summary.

Scatter correction in dual-radionuclide SPECT data acquisition
by means of a neural network
Akio Matsunaga and Koichi Ogawa
Division of Electrical Engineering, Graduated School of Engineering, Hosei University

In dual-radionuclide Emission CT, it is hard to eliminate scattered photons from acquired data. This paper discribes scatter
correction method with a three layered Artificial Neural Network(ANN). The training data consisted of ratios of primary
photons to the total count acquired in a predifined energy windows for each radionuclide (Tc-99m or I-123). The results of
simulation showed the effectiveness of the proposed method.
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