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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＰＥＣＴ用カメラまたはＰＥＴ用カメラにより断面像が撮影されるファントムであっ
て、放射性溶液が充填される複数の放射性溶液充填ユニットが配置され、前記複数の放射
性溶液充填ユニットの少なくとも１つは、前記断面像が撮影される断面における単位面積
当たりの放射性溶液量が調節可能であり、かつ、前記放射性溶液充填ユニットは、放射性
溶液が充填されるチューブと、前記チューブを巻き付ける巻き付け体とを具備し、前記巻
き付け体に対するチューブの巻き付け密度を調節することにより、前記単位面積当たりの
放射性溶液量が調節可能であることを特徴とするＳＰＥＣＴ用カメラおよびＰＥＴ用カメ
ラの放射能濃度分解能評価用ファントム。
【請求項２】
　前記複数の放射性溶液充填ユニットにそれぞれ同一放射能濃度の放射性溶液が充填され
、前記複数の放射性溶液充填ユニットは、それぞれ前記単位面積当たりの放射性溶液量が
異なっていることを特徴とする請求項１に記載のＳＰＥＣＴ用カメラおよびＰＥＴ用カメ
ラの放射能濃度分解能評価用ファントム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のファントムをＳＰＥＣＴ用カメラまたはＰＥＴ用カメラによ
り撮影して前記ファントムの断面像を得ることを特徴とするＳＰＥＣＴ用カメラおよびＰ
ＥＴ用カメラの放射能濃度分解能評価用画像の作成方法。
【請求項４】
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　請求項１または２に記載のファントムの断面像をＳＰＥＣＴ用カメラまたはＰＥＴ用カ
メラにより撮影し、その断面像における一定領域の平均放射能濃度を測定して前記カメラ
の放射能濃度分解能を評価することを特徴とするＳＰＥＣＴ用カメラおよびＰＥＴ用カメ
ラの放射能濃度分解能評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、単一光子放射型コンピュータ断層撮影（SinglePhoton Emission Computed T
omography、以下、ＳＰＥＣＴと言う）、および陽電子放射型断層撮影（Positron Emissi
on Tomography、以下、ＰＥＴと言う）用カメラの放射能濃度分解能を評価するためのフ
ァントムに関する。また、本発明は、上記ファントムを用いたＳＰＥＣＴ用カメラおよび
ＰＥＴ用カメラの放射能濃度分解能評価用画像の作成方法ならびに放射能濃度分解能評価
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　核医学診断においては、放射性医薬品（ガンマ線等の放射線を放出する放射性同位体に
よって標識された医薬品）が、その放射性医薬品の性質によって特定の臓器や組織に分布
する性質を利用し、体内に投与された放射性医薬品から放出される放射線を体外から検出
して放射性同位体の体内分布を断層像としてイメージ化することにより、臓器の形状や機
能、病巣の有無、代謝機能などの診断を行う画像診断方法が行われている。
【０００３】
　一般的に、核医学診断における画像診断方法としては、ＳＰＥＣＴおよびＰＥＴが主に
利用されている。これらは脳の局所血流分布や心筋血流分布等を初めとする生体機能の検
査法として有用な方法であり、ＳＰＥＣＴ用カメラまたはＰＥＴ用カメラを用いて放射性
医薬品から直接または間接的に放出されるガンマ線を検出することにより、放射性同位体
の実質的な分布を画像化する方法である。ＳＰＥＣＴ用カメラは一般にガンマカメラと呼
ばれているものであり、本明細書では以下の記述において、ＳＰＥＣＴ用カメラおよびＰ
ＥＴ用カメラをまとめて「ガンマカメラ等」と言うこともある。
【０００４】
　放射性医薬品に用いられる放射性同位体としては、ＳＰＥＣＴ診断用の診断剤では、テ
クネチウム－９９ｍ、タリウム－２０１、ヨード－１２３、ガリウム－６７等が使用され
、ＰＥＴ診断用の診断剤では、フッ素－１８、窒素－１３等が使用され、これらの薬剤は
、脳血流診断剤や心筋血流診断剤を初めとする種々の機能診断剤として使用されている。
【０００５】
　上述した放射性医薬品の開発を行う際には、その過程で、有効性（効果など）と安全性
（副作用など）を確認して放射性医薬品としての製造や輸入などの許可を得るための臨床
試験、いわゆる「治験」を行う必要がある。通常、治験では、多施設共同研究で放射性医
薬品の有効性および安全性を検証することが一般的である。
【０００６】
　上記のように複数の施設で治験が行われる際には、各施設においてそれぞれ異なるガン
マカメラ等が使用されるが、全てのガンマカメラ等の性能が均一であるという保証はない
ため、複数の異なるガンマカメラ等を使用して放射性医薬品の有効性を確認する際には、
使用する複数のガンマカメラ等の性能の差異を予め評価しておく必要がある。
【０００７】
　核医学診断は、放射性同位体の集積状態の局所的な差を観察して判断するものであるた
め、治験を行う際は、ガンマカメラ等における放射能濃度の分解能が重要であり、各施設
で使用される複数のガンマカメラ等における放射能濃度分解能の差異を評価することが必
要となる。なお、本明細書において、放射能濃度の分解能（以下、放射能濃度分解能と言
う）とは、どれだけ小さな局所放射能濃度の変化量を捉えることができるかを表す指標の
ことを示す。放射能濃度分解能は、例えば、任意の関心領域における局所放射能濃度（Ｍ
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Ｂｑ／ｍＬ）に対して信号強度をプロットしたグラフを作成し、そのグラフの傾きを用い
て表すことができる。
【０００８】
　複数のガンマカメラ等における放射能濃度分解能の差異を評価する方法として、内部に
放射性溶液を充填したファントムの断面像を複数のガンマカメラ等を用いて撮影し、その
結果を比較する方法がある。このような用途に使用し得るファントムとしては、下記（Ａ
）、（Ｂ）のものがある。なお、本明細書において、放射性溶液とは、放射性同位体を含
有する溶液のことを示す。
【０００９】
　（Ａ）内部が複数の部屋に分割されたファントム
　このファントムでは、各部屋に放射能濃度の異なる放射性溶液を直接充填し、この放射
性溶液をガンマカメラ等で撮影することにより、各放射能濃度における真の放射能濃度と
測定放射能濃度との濃度比を測定してそれらの直線関係を調べ、ガンマカメラ等の放射能
濃度分解能を評価する。
【００１０】
　（Ｂ）脳をモデルとした３Ｄ脳ファントム（脳の立体模型、非特許文献１参照）
　この３Ｄ脳ファントムは、人の脳血流分布を反映して多数の細かい空間が作られており
、この空間に放射性溶液を充填することによって、実際の脳流血分布をシミュレートする
ことができる。すなわち本ファントムは、ヒト頭部における実際の脳血流分布を再現する
ために局所的な空隙率を変えており、ファントム全体に１濃度の放射性溶液を充填するこ
とにより、灰白質と白質における放射能濃度が５：１となる。
【００１１】
【非特許文献１】IEEE TRANSACTIONSON NUCLEAR SCIENCE, VOL.37, NO.2, APRIL 1990, 6
16-620 "3-D PHANTOM TOSIMULATE CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLIC IMAGES FOR PET"
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、前記（Ａ）の内部が複数の部屋に分割されたファントムには、下記（ａ）～（
ｃ）に示す問題があった。
【００１３】
　（ａ）放射性溶液について複数種類の濃度調整および希釈が必要
　ファントムの各部屋に異なる濃度の放射性溶液を充填しなければならないため、複数の
濃度の放射性溶液を調製する必要がある。放射性溶液の濃度調整は、最初に濃度の高い放
射能溶液を調製してそれを所望の濃度に順次希釈していく方法が一般的であるが、希釈を
正確に行うことは熟練者であっても非常に難しいため、濃度調整の回数が多いほど所望の
濃度に対して誤差が生じる可能性が高くなる。
【００１４】
　（ｂ）濃度調整された放射性溶液に濃度誤差が生じやすい
　ファントムの各部屋の実際の体積は、表示体積に対して部屋毎に誤差が生じていること
が多いため、通常、ファントムの各部屋内で放射性溶液を直接希釈することは行わず、別
途、他の容器で希釈して濃度調整を行った後にファントムの各部屋に移し換える作業が必
要となる。このため、複数の濃度の放射性溶液を調製する場合、放射性溶液をファントム
の各部屋に何度も移し換える作業が生じ、その都度、放射性溶液の飛散や異成分の混入等
が起こる可能性が高くなり、放射性溶液の濃度に誤差が生じやすいものであった。このよ
うに放射性溶液の濃度に誤差が生じると、複数のガンマカメラ等について同じ放射能濃度
の放射性溶液を設定して分解能を評価することが難しくなり、複数のガンマカメラ等にお
ける放射能濃度分解能の差異を正確に評価することが困難であった。
【００１５】
　（ｃ）人為的な誤りを確認することが困難
　ファントムの各部屋に放射性溶液を移し換える際に間違った部屋に移し換えてしまうな
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どのおそれがあり、このような人為的な誤りを確認することが困難であった。
【００１６】
　一方、前記（Ｂ）の脳をモデルとした３Ｄ脳ファントムは、内部に放射性溶液を充填し
た際に、脳の「灰白質」と「白質」に相当する部分の単位面積当たりの放射能濃度の比が
、灰白質：白質＝５：１になるように空間が作られていることから、放射性溶液の濃度調
整を複数回必要とせず、１種類の濃度の放射性溶液のみを使用して、ガンマカメラ等の放
射能濃度分解能を評価することが可能である。しかし、（Ｂ）の３Ｄ脳ファントムには、
下記（ｄ）～（ｅ）に示す問題があった。
【００１７】
　（ｄ）構造が複雑で取り扱いが難しい・放射性溶液の充填が困難
　３Ｄ脳ファントム内の空間に放射性溶液を充填し、放射性溶液を外部に漏洩させること
なく空間内に存在する全ての空気を抜いて上記空間内に放射性溶液を行き渡らせる作業（
例えばファントムを振ったり回したりする作業）が必要となるが、細かく複雑な形状をし
た空間から空気を抜くことは容易ではなく、上記作業が非常に煩雑で難しくなる。また、
ファントム内が細かく複雑な形状をしているため、放射性溶液を廃棄した後の洗浄も困難
である。
【００１８】
　（ｅ）濃度比が固定されているため、別の濃度について評価できない
　ファントム内の局所的な放射能濃度比が前記のように５：１となるように作成されてい
るので、それ以外の濃度比について評価することができない。例えば、左右の脳の局所血
流分布を比較して血流の低下を確認する場合、「正常部」と「血流低下部」との放射能濃
度比は正常部：血流低下部＝１０：９～１０：７となる場合もあるが、本ファントムでは
、この範囲における濃度分解能を評価することができない。
【００１９】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたもので、ガンマカメラ等（ＳＰＥＣＴ用カメ
ラおよびＰＥＴ用カメラ）の放射能濃度分解能評価用ファントムであって、ファントムに
充填する放射性溶液の濃度調整を複数回必要とせず、１回の濃度調整のみで複数の放射能
濃度の設定を行うことができるとともに、複数のガンマカメラ等の評価を行う際に同じ放
射能濃度比の放射性溶液を繰り返し設定することができるファントム、およびそれを用い
たガンマカメラ等の放射能濃度分解能評価方法を提供することを目的する。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、前記目的を達成するため、ＳＰＥＣＴ用カメラまたはＰＥＴ用カメラにより
断面像が撮影されるファントムであって、放射性溶液が充填される複数の放射性溶液充填
ユニットが配置され、前記複数の放射性溶液充填ユニットの少なくとも１つは、前記断面
像が撮影される断面における単位面積当たりの放射性溶液量が調節可能であり、かつ、前
記放射性溶液充填ユニットは、放射性溶液が充填されるチューブと、前記チューブを巻き
付ける巻き付け体とを具備し、前記巻き付け体に対するチューブの巻き付け密度を調節す
ることにより、前記単位面積当たりの放射性溶液量が調節可能であることを特徴とするＳ
ＰＥＣＴ用カメラおよびＰＥＴ用カメラの放射能濃度分解能評価用ファントムを提供する
。
【００２１】
　本発明においては、放射性溶液充填ユニットの放射性溶液充填密度を調節することによ
り、ガンマカメラ等により撮影される断面像における単位面積当たりの放射能濃度を部分
的に任意に設定することができる。したがって、本発明によれば、１種類の濃度の放射性
溶液を使用して、１つのファントムにおいて上記断面像における部分同士の放射能濃度比
として所望の濃度比を設定することができ、これによりガンマカメラ等の所望の濃度範囲
における放射能濃度分解能を簡便に評価することが可能となる。
【００２２】
　本発明では、上述した複数の放射性溶液充填ユニットは、それぞれが、前記単位面積当
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たりの放射性溶液量が調節可能であることが好ましい。このようにすると、上述した１つ
のファントムにおける部分同士の放射能濃度比をより自由に設定することができる。なお
、ファントムに配置する放射性溶液充填ユニットの数は、目的等に応じて適宜設定するこ
とができる。
【００２３】
　本発明のファントムは、外側容器を具備し、この外側容器の内部に複数の放射性溶液充
填ユニットが配置されている構成とすることができる。より好ましくは、外側容器の内部
に仕切り板により仕切られた複数の収納部が形成され、１つの収納部内に１つの放射性溶
液充填ユニットが配置されている構成とすることができる。
【００２４】
　上述した外側容器の形状に限定はないが、通常、外形は円筒形あるいは角柱形である。
外側容器の材質は、ガンマ線等の放射線が透過する材質であれば特に限定されるものでは
ないが、ガンマ線に対する吸収係数が水と等しく「１」であるアクリル樹脂が好ましい。
【００２５】
　外側容器の大きさは、検査の対象となる生体器官に近似する大きさのものを用いること
ができ、例えば、人の頭部を模したファントムの場合は、ヘッド用のガンマカメラ等に入
れられて撮像できる大きさであればよい。
【００２６】
　ただし、本発明のファントムは、放射性溶液充填ユニットを所定の場所に配置すること
ができれば、外側容器はなくてもよい。外側容器を使用すると、当該容器の材質につき所
望のものを選択したり、放射性溶液充填ユニットの周囲に目的に応じた液を充填したりす
ることによって、より生体に近い状態を再現できる。また、外側容器を使用すると、放射
性溶液充填ユニットから放射性溶液の飛散があった場合等に、カメラへの汚染の可能性を
低下させることができるため、安全面の観点から外側容器を使用することが好ましい。ま
た、外側容器には、放射性溶液充填ユニットを所定の場所に配置することができれば、仕
切り板によって収納部が形成されていなくてもよい。
【００２７】
　本発明において、放射性溶液充填ユニットとしては、放射性溶液が充填されるチューブ
と、チューブを巻き付ける巻き付け体とを具備し、巻き付け体に対するチューブの巻き付
け密度を調節することにより、ガンマカメラ等で断面像が撮影される断面における単位面
積当たりの放射性溶液量が調節可能であるものを用いる。この放射性溶液充填ユニットは
、巻き付け体に対するチューブの巻き付け密度を調節すること、例えば、チューブを巻き
付け体に巻き付ける際に、巻き付ける回数を変化させる（チューブとチューブの間隔を変
える）ことによって、ファントムにおける放射性溶液の存在に疎密をつけ、これによりガ
ンマカメラ等で断面像が撮影される断面における単位面積当たりの放射性溶液量を調節し
、上記単位面積当たりの放射能濃度に変化を生じさせることができる。
【００３１】
　本発明において用いられる放射性溶液としては、ＳＰＥＣＴ診断用の診断剤で使用され
るテクネチウム－９９ｍ、タリウム－２０１、ヨード－１２３、ガリウム－６７等や、Ｐ
ＥＴ診断用の診断剤で使用されるフッ素－１８、窒素－１３等の放射性同位体を含有した
液が挙げられる。当該放射性溶液に用いる放射性同位体は、評価対象である装置の種類や
、治験の対象となっている薬剤により、適宜選択される。例えば、評価対象である装置が
ＳＰＥＣＴ用カメラである場合は、ＳＰＥＣＴ診断用の診断剤で使用される核種を用いる
必要があり、特に、治験の対象となっている薬剤に含有される放射性核種と同種の核種を
選択する必要がある。
【００３２】
　なお、放射性溶液をインク等で着色しておくと、前述した放射性溶液充填ユニットのチ
ューブのどこまで放射性溶液が充填されたかを容易に確認することができ、また、万が一
放射性溶液が放射性溶液充填ユニットの外に漏れたことなどを即座に確認することができ
る。
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【００３３】
　本発明のファントムを用いて、ガンマカメラ等の放射能濃度分解能を評価する際には、
複数の放射性溶液充填ユニットにそれぞれ同一放射能濃度の放射性溶液が充填され、上記
複数の放射性溶液充填ユニットは、それぞれガンマカメラ等で断面像が撮影される断面に
おける単位面積当たりの放射性溶液量が異なっている本発明のファントムを使用する。そ
して、上記ファントムをガンマカメラ等により撮影してその断面像を得ることにより、ガ
ンマカメラ等の放射能濃度分解能評価用画像を作成することができる。この場合、上述し
た単位面積当たりの放射性溶液量が互いに異なる複数の放射性溶液充填ユニットが一連の
画像内に撮影されていればよい。
【００３４】
　上記のように放射性溶液が充填された放射性溶液充填ユニットを配置したファントムの
断面像をガンマカメラ等を用いて撮影し、その断面像の一定の部位（放射性溶液充填ユニ
ットを配置した部位）に関心領域を設定して、その領域内の平均放射能濃度を測定する。
放射性溶液充填ユニットを配置した部位毎に関心領域内の平均放射能濃度が異なるので、
その平均放射能濃度の比を求めることにより、ガンマカメラ等の濃度分解能を評価するこ
とができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明に係るガンマカメラ等の放射能濃度分解能評価用ファントムは、下記に示す効果
を奏する。
（イ）１種類の濃度の放射性溶液を使用するので、放射性溶液の濃度調整を複数回必要と
せず、１回の濃度調整のみで複数の放射能濃度の設定を行うことができ、したがってガン
マカメラ等の所望の濃度範囲における放射能濃度分解能の評価を簡便に行うことができる
。
（ロ）放射性溶液充填ユニット毎に単位面積あたりの放射能濃度を変化させるので、１つ
のファントムにおいて、断面像における部分同士の放射能濃度比として所望の放射能濃度
比を複数設定することができる。
（ハ）放射性溶液の濃度と放射性溶液充填ユニットの条件を予め規定しておくことによっ
て、断面像における部分同士の放射能濃度比として常に同じ放射能濃度比を設定すること
ができるので、複数のガンマカメラ等について同じ放射能濃度比を用いて濃度分解能の評
価を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明するが、本発明は下記例に限定される
ものではない。図１は、本発明に係るガンマカメラ等の放射能濃度分解能評価用ファント
ムの一実施形態の構成要素を示すもので、本例のファントムは、外側容器１０と、放射性
溶液充填ユニット４０とを具備する。図１（ａ）は外側容器１０の上面図、図１（ｂ）は
外側容器１０の図１（ａ）Ｂ－Ｂ線に沿った側面断面図、図１（ｃ）は巻き付け体３０に
チューブ２０を巻き付けてなる放射性溶液充填ユニット４０の正面図である。
【００３７】
　図１（ａ）および（ｂ）における外側容器１０は、人の大脳を模したものであって、透
明なアクリル樹脂からなる円筒形の容器であり、底面の直径が１８０ｍｍ、高さが１５０
ｍｍである。外側容器１０は、内部に仕切り板１１により仕切られた５つの収納部５、６
、７、８、９を有している。すなわち、本実施例では、ファントムを人間の脳に近い状態
にするため、外側容器１０を左５、右６、前７、後８、中央９の５つの収納部に分割した
ものを使用した。５つの収納部は、それぞれ左の側頭葉（左）、右の側頭葉（右）、前頭
葉（前）、小脳（後）、脳室（中央）を想定している。なお、外側容器１０は底板１２お
よび蓋板１３を有する。
【００３８】
　図１（ｃ）におけるチューブ２０は、材質がシリコーン樹脂であり、内径が２ｍｍ、外
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径が４ｍｍである。チューブ２０は、巻き付け体３０に巻き付けた後、内部に放射性溶液
を充填することができる。
【００３９】
　巻き付け体３０は、透明なアクリル樹脂からなり、チューブを巻き付ける板状部３１と
、板状部３１の両端から上下に形成された延設部３２、３３、３４、３５を有する。板状
部３１の幅（ｗ）は８０ｍｍ、高さ（ｈ）は６０ｍｍ、延設部３２、３４の長さ（ｍ）は
３０ｍｍ、延設部３３、３５の長さ（ｎ）は５０ｍｍである。
【００４０】
　図２は、外側容器１０の２つの収納部５、６にそれぞれ放射性溶液充填ユニット４０を
配置した状態を示す図である。図２（ａ）は、外側容器１０内に放射性溶液充填ユニット
４０を配置したファントム５０の上面図、図２（ｂ）は上記ファントム５０の図２（ａ）
Ｂ－Ｂ線に沿った側面断面図である。
【００４１】
　図２（ａ）および（ｂ）のファントム５０における収納部５および収納部６には、内部
に放射性溶液が充填されたチューブ２０が巻き付け体３０に巻き付けられた状態で、放射
性溶液充填ユニット４０がそれぞれ３個ずつ収納されている。本発明では、このように複
数個の放射性溶液充填ユニットを組み合わせたものも１つの放射性溶液充填ユニットと言
うものとする。なお、放射性溶液の濃度は、使用するガンマカメラ等で検出可能な濃度範
囲とする。
【００４２】
　収納部５に収納されている３個の放射性溶液充填ユニット４０において、チューブ２０
は各巻き付け体３０にそれぞれ１４回巻き付けられている。また、収納部６に収納されて
いる３個の放射性溶液充填ユニット４０において、チューブ２０は各巻き付け体３０にそ
れぞれ２０回巻き付けられている。なお、チューブ２０の両端には三方活栓が取り付けら
れ、内部の放射性溶液は密封されている。また、チューブ２０は、巻き付け体３０からは
ずれないように、粘着テープで巻き付け体３０に留められている。
【００４３】
　この場合、チューブは、巻き付け体に巻き付けて内部に放射性溶液を充填する際に、チ
ューブが巻き付け体の角の部分で押し潰されない強度を有する厚みのものを用いることが
適当である。チューブが巻き付け体の角の部分で押し潰されると、チューブ内部に放射性
溶液を充填する際に放射性溶液が途中で詰まってしまい、チューブ全体に放射性溶液を充
填できなくなるため好ましくない。また、チューブを巻き付け体に巻き付けたとき、放射
性溶液の間隔（チューブ同士の間隔）は、使用するガンマカメラ等の有する空間分解能よ
り小さいことが好ましい。放射性溶液の間隔がガンマカメラ等の有する空間分解能より大
きいと、関心領域内の断面像が均一でなくなり、データのばらつきの原因となり好ましく
ない。なお、ガンマカメラ等の有する空間分解能は、もともとガンマカメラ等が有するコ
リメータ、ガンマカメラ等で使用されているフィルタ（ノイズを除去するための処理に使
われるもの）の種類、使用する核のエネルギー等に依存するものである。
【００４４】
　本例のファントム５０においては、放射性溶液充填ユニットを収納部に収納した後、収
納部内の空隙に放射線の吸収係数が低い液体や固体、例えば、水、アクリル樹脂等を充填
することもできる。
【００４５】
　本例のファントム５０を用いて、ガンマカメラ等の放射能濃度分解能を評価する方法は
例えば下記（１）～（４）の通りである。
（１）図２（ａ）および（ｂ）に示したファントム５０の収納部５と収納部６について、
図２（ｂ）Ｘ－Ｘ線に沿って切断した水平断面の断面像をガンマカメラ等を用いて撮影し
、この断面像の放射性溶液が存在する場所に例えば図３に示すように関心領域６０を設定
する。
（２）収納部５と収納部６に設定した関心領域６０内の平均放射能濃度（カウント／ピク
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セル）をそれぞれ測定し、収納部５と収納部６の関心領域６０内の平均放射能濃度比を求
める。
（３）収納部５に収納するチューブの巻数を変えて上記と同様にして収納部５と収納部６
における関心領域６０内の平均放射能濃度比を求める。
（４）各放射能濃度比において、実際に設定した収納部５と収納部６の単位面積あたりの
放射能濃度比と、上記のようにして求めた関心領域６０内の平均放射能濃度比とを比較す
ることによって、ガンマカメラ等の濃度分解能を評価する。
【００４６】
　本実施形態のファントムは、下記に示す効果を奏する。
（イ）１種類の濃度の放射性溶液を使用するので、放射性溶液の濃度調整を複数回必要と
せず、１回の濃度調整のみで複数の放射能濃度の設定を行うことができ、したがってガン
マカメラ等の所望の濃度範囲における放射能濃度分解能の評価を簡便に行うことができる
。
（ロ）放射性溶液充填ユニット毎に単位面積あたりの放射能濃度を変化させるので、１つ
のファントムにおいて、断面像における部分同士の放射能濃度比として所望の放射能濃度
比を複数設定することができる。
（ハ）放射性溶液の濃度と放射性溶液充填ユニットの条件（チューブの巻数）を予め規定
しておくことによって、断面像における部分同士の放射能濃度比として常に同じ放射能濃
度比を設定することができるので、複数のガンマカメラ等について同じ放射能濃度比を用
いて濃度分解能の評価を行うことができる。
（ニ）放射性溶液充填ユニットは、複雑な構造を有するものではないので充填の作業も容
易であり、煩雑で難しい作業を要することなく取り扱いが楽である。
（ホ）各放射性溶液充填ユニットに充填された放射性溶液は、外見的に差異が判断しやす
いので、収納部への入れ間違えなどの混同が起こりにくい。
（ヘ）ファントムの外側容器と放射性溶液が充填される放射性溶液充填ユニットとが分離
できるので、外側容器は放射性溶液によって汚染されないため、外側容器は評価後直ちに
別施設へ移動して別施設のガンマカメラ等の評価に用いることができる。
（ト）評価後は、放射性溶液充填ユニット内の放射性溶液を廃棄して放射性溶液充填ユニ
ットの内部のみを洗浄するだけでよいので洗浄しやすく、メインテナンスが楽である。
【実施例】
【００５５】
　［実施例１］
　図２（ａ）および（ｂ）に示したガンマカメラ等の放射能濃度分解能評価用ファントム
５０を用いて実験を行った。収納部５および収納部６には、いずれも内部に放射性溶液が
充填されたチューブ２０が巻き付け体３０に巻き付けられた状態で、放射性溶液充填ユニ
ット４０がそれぞれ３個ずつ収納されている。この場合、上記放射性溶液としては、塩酸
Ｎ－イソプロピル－４－ヨードアンフェタミン（１２３Ｉ）［日本メジフィジックス株式
会社製パーヒューザミン（登録商標）注、放射能濃度１１１ＭＢｑ］を０．１Ｍクエン酸
－塩酸緩衝液にて希釈して放射能濃度１１１ｋＢｑ／ｍＬとした液を用いた。
【００５６】
　収納部５に収納されている３個の放射性溶液充填ユニット４０において、チューブ２０
は各巻き付け体３０にそれぞれ１４回巻き付けられている。また、収納部６に収納されて
いる３個の放射性溶液充填ユニット４０において、チューブ２０は各巻き付け体３０にそ
れぞれ２０回巻き付けられている。収納部５：収納部６の放射能濃度比は７：１０である
。
【００５７】
　本実施例では、脳室に相当する中央の収納部９に水（髄液に相当する）を充填して測定
を行った。なお、脳室に相当する収納部に水を入れなくても測定は可能であるが、より人
間の脳に近い状態にするため、水を入れた方が好ましい。また、本実施例では、より人間
の脳に近い状態にするため、外側容器の中央の収納部９（脳室）の幅を３０ｍｍ（仕切り
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【００５８】
　ファントム５０の収納部５と収納部６の断面について、ガンマカメラ（日立社製：ＳＰ
ＥＣＴ２０００Ｈ）を用いて、Ｘ－Ｘ線に沿って切断した断面の断面像を撮影し、この断
面像の放射性溶液が存在する場所に矩形の関心領域を設定した。これより収納部５および
収納部６における関心領域内の平均放射能濃度比を求めた。
【００５９】
　［実施例２］
　収納部５に収納されている３個の放射性溶液充填ユニット４０において、チューブ２０
を各巻き付け体３０にそれぞれ１６回巻き付けたこと以外は、実施例１と同様にしてガン
マカメラで断面像を撮影し、この断面像の放射性溶液が存在する場所に矩形の関心領域を
設定した（収納部５：収納部６の放射能濃度比は８：１０）。これより、収納部５および
収納部６における関心領域内の平均放射能濃度比を求めた。
【００６０】
　［実施例３］
　収納部５に収納されている３個の放射性溶液充填ユニット４０において、チューブ２０
を各巻き付け体３０にそれぞれ１８回巻き付けたこと以外は、実施例１と同様にしてガン
マカメラで断面像を撮影し、この断面像の放射性溶液が存在する場所に矩形の関心領域を
設定した（収納部５：収納部６の放射能濃度比は９：１０）。これより、収納部５および
収納部６における関心領域内の平均放射能濃度比を求めた。
【００６１】
　実施例１～３における収納部５および収納部６の関心領域内の平均放射能濃度比の測定
結果を図４に示す。図４の結果より、設定した放射能濃度比と測定した放射能濃度比との
間には相関があり、本発明のファントムを用いることによって、ガンマカメラ等の放射能
濃度分解能を評価できることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明に係るガンマカメラ等の放射能濃度分解能評価用ファントムの一実施形態
の構成要素を示す図で、（ａ）は外側容器の上面図、（ｂ）は図１（ａ）Ｂ－Ｂ線に沿っ
た側面断面図、（ｃ）は放射性溶液充填ユニットの正面図である。
【図２】図１のファントムの外側容器の収納部に放射性溶液充填ユニットを配置した状態
を示す図で、（ａ）はファントムの上面図、図２（ｂ）は図２（ａ）Ｂ－Ｂ線に沿った側
面断面図である。
【図３】断面像の放射性溶液が存在する場所に関心領域を設定した状態を示す図である。
【図４】実施例１～３における関心領域内の平均放射能濃度比の結果を示すグラフである
。
【符号の説明】
【００６３】
５、６、７、８、９　収納部
１０　外側容器
２０　チューブ
３０　巻き付け体
４０　放射性溶液充填ユニット
５０　ファントム
６０　関心領域
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