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要旨
１．序論
バセドウ病（別名グレーブス病）を含む甲状腺機能亢進症を対象とした放射性ヨウ
素内用療法（以下，内用療法）は，甲状腺組織に取り込まれたヨウ素 131 によるベー
タ線照射により，甲状腺細胞を破壊し，甲状腺ホルモン産生を抑制する方法である．
70 年以上の歴史を持つ内用療法であるが，治療効果を左右するヨウ素 131 の投与放
射能決定法については未だ確立されていない．投与放射能決定法として，1）全ての
患者に一定量のヨウ素 131 を投与する方法（固定量投与法），2）目標とする甲状腺吸
収線量が得られるように投与放射能を決定する方法，の 2 種類に分けられる．このう
ち，上記 2）の方法で一般的に用いられている Marinelli-Quimby の式（以下，Quimby
の式）は，1948 年の論文で提示されたものであるため，報告当時には存在しなかった
X 線 computed tomography（CT）画像や single-photon emission CT（SPECT）画像
等，新たな技術を駆使して現代向けに再構築する必要がある．
一方で，甲状腺の治療効果予測法についても併せて議論しなければならない．内用
療法は，甲状腺吸収線量が治療効果に直結することから，投与放射能の決定から実際
の甲状腺吸収線量を得るまでに一元的な管理が望まれる．上述のように，投与放射能
の決定法が定まらない理由は，内用療法に伴う甲状腺吸収線量が適切に測定できてい
ないこと，その結果，治療効果が十分に予測できない点にあると考えている．元来，
Quimby の式は，目標とする甲状腺吸収線量を得るのに必要な投与放射能を逆算する
式であるため，甲状腺吸収線量は目標値ないし推定値であり，実際の治療による甲状
腺吸収線量や線量分布は不明のままである．よって，内用療法において，投与放射能
の決定から実際の甲状腺吸収線量を得るまで一元的な治療過程を管理できることは
臨床的に意義が大きい．現状では，内用療法によって甲状腺機能が正常化するまでに
は数か月程度を要するため，採血等により甲状腺機能の経過を数か月間追うことで治
療効果を判定している．これに対し，内用療法開始直後の画像データから甲状腺吸収
線量や線量分布を実測する手法を確立できれば，その結果を治療効果予測に反映でき
ると推論する．
以上の背景から，甲状腺機能亢進症を対象とした内用療法において，治療計画から
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治療効果判定までを一元的に管理するために，現代の画像診断システムの技術を取り
入れて投与放射能決定法の再構築を行うことと，甲状腺吸収線量や線量分布から治療
効果予測法を確立することを目的とした研究を行い，以下に示す二つの内容について
成果を得た．
２．甲状腺短径の測定長または測定断面積の違いによる甲状腺体積の変動－X 線 CT
画像を用いた甲状腺体積の楕円体近似法の検証－
バセドウ病の患者に対して内用療法を実施するにあたり，Quimby の式を用いて投
与放射能を決定するには，各種指標（甲状腺体積，甲状腺ヨウ素摂取率およびヨウ素
131 の有効半減期）が必要である．このうち，甲状腺体積の測定は，超音波画像を用
い，甲状腺を楕円体の集合として近似する楕円体近似法が最も一般的であるとされる．
これに対して，X 線 CT 画像から甲状腺領域を抽出して甲状腺体積を測定する方法も
ある．X 線 CT 画像を用いると，超音波画像を用いる場合に比べて 1）操作者依存が
少ない，2）甲状腺を精度よく抽出することができる，というメリットがあるが，1）
放射線被ばくが増加する，2）スライス毎のトレース作業が煩雑，といったデメリッ
トがある．Quimby の式を用いると，甲状腺体積の測定誤差は甲状腺吸収線量に直接
反映される．その誤差が治療効果に影響を与える可能性があるため，正確な甲状腺体
積測定が要求される．そこで，X 線 CT 画像を用いて，三次元的に甲状腺領域を抽出
することで得られた甲状腺体積をリファレンス体積（VCT）として，楕円体近似法で得
られた甲状腺体積の測定精度や変動について検討した．その結果，甲状腺短軸面にお
ける短軸径や断面積の測定値によって，甲状腺体積が変動することを確認した．この
うち，任意の短軸径を用いて甲状腺体積を測定し，複数分を平均した体積（Vellipsoid,mean）
は，誤差が相殺され，VCT との平均誤差はほとんどゼロになった．さらに，円相当径
を用いた場合（Vellipsoid,Heywood）も，VCT と同等の甲状腺体積を求められることが分かっ
た．しかし，楕円体近似による甲状腺体積は，近似による誤差として 0～50%程度，
中には 50%を超える症例もあった．十分な測定精度を必要とする場合には，三次元的
な甲状腺体積測定を行う必要があると結論付けた．
３．バセドウ病患者を対象とした SPECT 定量画像とヨウ素の体内動態を用いた甲状
腺吸収線量の算出法
内用療法における甲状腺吸収線量は，内用療法開始前に得られる上記の各種指標か
ら Quimby の式や European Association of Nuclear Medicine（EANM）ガイドライン
による計算式を用いて推定している（以下，従来手法，DEANM）．近年，SPECT/CT 装
置の登場により，SPECT 画像の定量性が向上した．SPECT 定量画像を用いて内用療
法時の甲状腺におけるヨウ素 131 の取り込みを可視化し，実測したデータから甲状腺
吸収線量やその分布を求める意義は大きく，この結果が治療効果予測につながる可能
性もある．今日までに SPECT 画像を用いた甲状腺吸収線量の計算方法は確立してい
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ないため，治療効果の予測に先立ち，内用療法時の SPECT 定量画像を用いて甲状腺
吸収線量を実測する手法を提案した（以下，提案手法，Dimage）．
提案手法では，内用療法開始前に得られる甲状腺ヨウ素摂取率に加え，内用療法開
始から 24 時間後に撮像した SPECT 定量画像と Medical Internal Radiation Dose
Committee（MIRD）が提供している voxel S value を用い，ボクセル単位で吸収線量
̅ imageとし，さらに
を算出した（Dimage(x,y,z)）．甲状腺領域内の Dimage(x,y,z)の平均値をD
SPECT 画像が部分容積効果の影響を受けていることを考慮し，部分容積効果補正係
̅ image,PVC
数 WSPECT,PVC で除することにより，部分容積効果を補正した甲状腺吸収線量D
を算出した．
提案手法で得られた甲状腺吸収線量は，多くの症例で視覚的には均一に分布してい
̅ image,PVC と DEANM を
るように見えたが，中には不均一な分布が目立つ症例も認めた．D
比較した結果，同一患者において，両手法で得られる甲状腺吸収線量はほぼ等しい値
̅ image,PVC ; 217.9 ± 59.8 Gy，DEANM ; 230.2 ± 56.7 Gy），両者の単回帰分析
になり（D
において強い相関関係を認めた．以上より，提案手法は従来手法と互換性があるとい
える．さらに，提案手法は内用療法時の甲状腺ヨウ素摂取率と SPECT 定量画像を用
いているため，甲状腺におけるヨウ素 131 の分布は直接的に吸収線量を反映し，局所
的なヨウ素の取り込みの程度を視覚化しているといえる．以上の結論として，線量-効
果判定を行うにあたり，提案手法は現在の標準である内用療法開始前の線量測定の代
替手段となり得ると結論付けた．
4．結論
本研究で得られた成果は，内用療法におけるプレシジョン・メディシン，パーソナ
ライズド・メディシンを推進するうえで一助となり，さらに他疾患を対象とした内用
療法への応用も期待できる．将来，本研究を応用することで，甲状腺機能亢進症に対
する放射性ヨウ素内用療法をはじめ，多くの内用療法において投与放射能と治療効果
の関係が明確化され，より信頼性の高い治療法として再確立されるだろう．
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Summary
1. Introduction
Radioiodine therapy for hyperthyroidism, including Graves' disease, is a method of damaging
or destroying thyroid cells and suppressing thyroid hormone production by beta emission of
iodine-131 incorporated into thyroid tissue. Radioiodine therapy has been used for over 70 years,
but the method for determining the administered radioactivity of iodine-131, which affects
therapeutic efficacy, has not been established. There are two methods to determine administered
radioactivity: 1) administration of a fixed dose of iodine-131, or 2) administration based on the
thyroid-absorbed dose. The Marinelli-Quimby formula, presented in 1948, was commonly used
in this method, but is outdated. Therefore, this method needs to be updated by making use of
new technologies, such as computed tomography (CT) and single-photon emission CT
(SPECT).
I also need to discuss how to predict the therapeutic efficacy of radioiodine therapy on the
thyroid. The therapeutic efficacy of radioiodine therapy for Graves’ disease is related to the
amount of administered radioactivity or the thyroid-absorbed dose. Therefore, consistent
management is required to calculate the actual thyroid-absorbed dose after determining the
administered radioactivity. I believe that one reason the method for determining the
radioactivity to be administered has been difficult to establish is that the thyroid-absorbed dose
associated with radioiodine therapy cannot be measured appropriately. As a result, the
therapeutic efficacy is not fully predictable. Originally, the Marinelli-Quimby formula was used
to back-calculate the required administered radioactivity to obtain the targeted absorbed dose
to the thyroid. As the thyroid-absorbed dose in the formula is a target or an estimated value, the
actual thyroid-absorbed dose and the distributed dose remain unknown. It is clinically
significant to develop a unified treatment process by determining the administered radioactivity
to calculate the actual thyroid-absorbed dose in radioiodine therapy. Physicians often judge
therapeutic efficacy by observing the clinical course of thyroid function for several months
based on inquiry and blood data because it takes time for radioiodine therapy to normalize
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thyroid function. If a method for calculating the thyroid-absorbed dose and the dose distribution
can be established from SPECT images after radioiodine therapy, I infer that the results will be
reflected in predicting therapeutic efficacy.
Based on these circumstances, I conducted research aimed at updating the administered
radioactivity determination method by incorporating modern diagnostic imaging technology
and establishing a therapeutic efficacy prediction method from the thyroid-absorbed dose.
2. Variation in thyroid volumes due to differences in the measured length or area of the
cross-sectional plane: A validation study of the ellipsoid approximation method using CT
images
In radioiodine therapy for Graves' disease, the administered radioactivity is often determined
using the thyroid volume, among other clinical parameters (thyroid-radioiodine uptake and
effective iodine-131 half-life). Utilizing ultrasound imaging, the thyroid is approximated as a
complex of ellipsoids by a method known as the ellipsoid approximation, and it has been widely
used owing to its inherent simplicity. In addition, there is also three-dimensional thyroid
volumetry using CT images. Compared to ultrasonography, using CT for volumetry is
advantageous because of decreased operator dependence and more accurate extraction of the
thyroid. On the contrary, it is disadvantageous because of concerns about radiation exposure
and difficulties in extraction based on anatomical region. Any error in the measurement of the
thyroid volume directly affects the thyroid-absorbed dose when calculated using the MarinelliQuimby formula, and thereby the predicted therapeutic efficacy. Therefore, accurate thyroid
volumetry is required. This study aimed to calculate variations in thyroid volume using the
ellipsoid approximation method to detect differences in the measured length or area of the crosssectional plane of CT images of 8100 thyroids. Three-dimensional, manually extracted thyroid
volumes were designated as the reference data (VCT). As a result, thyroid volumes varied
depending on the diameter or area of the cross-sectional plane. The mean error rate of the mean
volume (Vellipsoid,mean) with VCT was almost zero (0.1%) because the error was offset by
averaging. Furthermore, I found that the ellipsoid approximation method using the equivalent
circle diameter (Vellipsoid,Heywood) can accurately determine thyroid volumes, based on agreement
with those extracted manually by three-dimensional volumetry. However, thyroid volumetry by
the ellipsoid approximation method included an error in the range of 0–50%, and in some cases,
the error exceeded 50%. Consequently, I recommend three-dimensional thyroid volumetry for
maximal accuracy.
3. Investigation of post-therapeutic image-based thyroid dosimetry using quantitative
SPECT/CT, iodine biokinetics, and the MIRD's voxel S values in Graves’ disease
The estimated thyroid-absorbed dose in radioiodine therapy is calculated based on several
v

clinical parameters using the Marinelli-Quimby formula or European Association of Nuclear
Medicine (EANM) guideline-based dosimetry (conventional method, DEANM). In recent years,
with the advent of SPECT/CT systems, the ability to quantitate SPECT images has improved.
It is clinically important to visualize the actual accumulation of iodine-131 during radioiodine
therapy, and to obtain the thyroid-absorbed dose and its distribution using quantitative SPECT
images. Doing so may lead to the prediction of therapeutic efficacy. To date, no method has
been established for calculating the thyroid-absorbed dose using SPECT images. Prior to
predicting therapeutic efficacy, I devised a method to measure the thyroid-absorbed dose using
quantitative SPECT images during radioiodine therapy (proposed method, Dimage). In the
proposed method, the thyroid-absorbed dose was calculated for each voxel using the thyroidradioiodine uptake, a quantitative SPECT image taken 24 hours after oral administration, and
the voxel S value provided by the Medical Internal Radiation Dose Committee (MIRD). The
̅ image. As SPECT images were
average absorbed dose in the thyroid region was defined as D
affected by the partial volume effect, the partial-volume corrected thyroid-absorbed
̅ image,PVC was calculated by dividing by the correction coefficient, WSPECT,PVC. Visually,
dose D
the absorbed dose distribution obtained by the proposed method appeared homogeneous, with
some cases displaying a heterogeneous distribution. The thyroid-absorbed dose obtained by was
̅ image,PVC ; 217.9 ± 59.8 Gy, DEANM;
similar when using either method in the same patient (D
230.2 ± 56.7 Gy). A high correlation between the two methods was also found in simple
regression analysis. These results indicate that the proposed method is compatible with the
conventional method. In addition, the proposed method had the advantage of being able to
visualize thyroid iodine distribution, enabling determination of local absorbed dose
distributions at the time of treatment. I suggest that the proposed method could be an appropriate
alternative to standard pretherapeutic dosimetry for dose-response evaluation.
4．Conclusion
The results of this study will help promote precision and personalized medicine in
radioiodine therapy and are expected to be applied to other radionuclide therapies. By applying
the findings of this study to many radionuclide therapies, including radioiodine therapy for
hyperthyroidism, the relationship between administered radioactivity and therapeutic efficacy
will be clarified and reestablished for more reliable treatment in the future.
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第１章 序論
１.１. 甲状腺機能亢進症，特にバセドウ病の病態と治療方法
甲状腺疾患は，甲状腺機能により分類すると，機能亢進症と機能低下症に大別され
る．このうち，甲状腺機能亢進症は，甲状腺ホルモンの過剰分泌により，全身の代謝
や各臓器の働きが過剰に亢進する疾患の総称である．甲状腺ホルモンは，全身の諸臓
器に作用し，エネルギー産生や様々な代謝，循環器系の調節などをつかさどっている
ため，甲状腺ホルモンが過剰分泌することにより，全身倦怠感，動悸，息切れ，収縮
期高血圧といった甲状腺中毒症状が現れる[1–2]．甲状腺機能亢進症の原因として最
も頻度が高い疾患が，自己免疫疾患であるバセドウ（Basedow）病（別名グレーブス
（Graves）病）であり，他の原因として，プランマー（Plummer）病，亜急性甲状腺
炎，無痛性甲状腺炎が挙げられる．甲状腺疾患は圧倒的に女性が多く，上記症状のほ
か，メルセブルグ（Merseburg）3 徴（びまん性甲状腺腫，眼球突出，頻脈）を認める
場合にはバセドウ病を考える[1–3]．日本甲状腺学会による甲状腺疾患診断ガイドラ
イン 2013[4]によると，バセドウ病の診断基準として，上記の臨床的所見に加え，検
査所見としては，1）遊離トリヨードサイロニン（free triiodothyronine，FT3），遊離
サイロキシン（free thyroxine，FT4）のいずれか一方または両方高値，2）甲状腺刺激
ホルモン（thyroid-stimulating hormone，TSH）が低値，3）抗 TSH 受容体抗体（antiTSH receptor antibody，TRAb）または甲状腺刺激抗体（thyroid stimulating antibody，
TSAb）が陽性，4）放射性ヨウ素（ヨウ素 123，ヨウ素 131）やテクネチウム 99m に
よる甲状腺摂取率が高値であることが挙げられる（Table 1.1）．バセドウ病を含む甲
状腺機能亢進症の治療法は，1）薬物療法，2）放射性ヨウ素内用療法（以下，内用療
法），3）外科的療法の 3 種類に分けることができる[1–3]．薬物療法は，甲状腺ホル
モンの合成を抑制する作用を有する薬（抗甲状腺薬，anti-thyroid drug，ATD）を規
則的に服用する方法である．一般的にチアマゾール（methyl-mercapto imidazole，
MMI），プロピルウラシル（propylthiouracil，PTU）および無機ヨウ素の 3 種類が用
いられる．薬の内服のみで治療を行うため，治療自体は容易だが，治療期間が長期で
あり，再発するリスクもある．また，抗甲状腺薬には薬疹や無顆粒球症といった副作
用も報告されており，その出現頻度には用量依存性がある[3]．内用療法は，甲状腺組
織に取り込まれたヨウ素 131 によるベータ線照射により，甲状腺細胞を破壊し，甲状
腺ホルモン産生を抑制する方法である．薬物療法より治療期間は短いが，妊娠中ある
いは妊娠している可能性のある女性に対しては絶対禁忌であることや，事前にヨウ素
摂取制限が必要な点が欠点となる．外科的療法は，甲状腺を外科的に切除する方法（全
摘もしくは亜全摘）である．治療効果は最も早期に得られるが，手術という高い侵襲
が加わる点が欠点となる．本邦では，抗甲状腺薬による治療が第一選択となるが，北
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米では内用療法が第一選択となる[5]．本研究ではこれら治療法のうち，内用療法を扱
う．
Table 1.1. Guideline for the diagnosis of Graves' disease in Japan [4]
a) Clinical findings
1. Signs of thyrotoxicosis such as tachycardia, weight loss, finger tremor, and sweating.
2. Diffuse enlargement of the thyroid gland
3. Exophthalmos and/or specific ophthalmopathy
b) Laboratory findings
1. Elevation in serum free thyroxine (FT4) and/or free triiodothyronine (FT3) level
2. Suppression of serum thyroid stimulating hormone (TSH): less than 0.1μU/ml.
3. Positive for anti-TSH receptor antibody (TRAb or TBII) or thyroid stimulating
antibody (TSAb)
4. Elevated radioactive iodine (or 99mTcO4-) uptake to the thyroid gland.
1) A patient shall be said to have Graves' disease if he/she has satisfied at least one of the
clinical findings and all 4 laboratory findings.
2) A patient shall be said probably to have Graves' disease if he/she has satisfied at least one
of the clinical findings and 3 laboratory findings 1 through 3.
3) A patient is suspected to have Graves' disease if he/she has satisfied at least one of the
clinical findings and 2 laboratory findings 1 and 2. Elevation in serum FT4 have usually
been present for at least 3 months.
[Notes]
1. Decrease of serum cholesterol and increase of serum alkaline phosphatase are often
observed.
2. There are rare cases with free triiodothyronine (FT3) elevation alone and normal FT4.
3. A patient shall be said to have "euthyroid Graves' disease" or "euthyroid ophthalmopathy",
if he/she has ophthalmopathy and is positive for TRAb or TSAb, but shows normal FT4 and
TSH.
4. In an elderly patient, clinical symptoms and signs including an enlargement of the thyroid
gland, may not be clear.
5. In children, decreased scholastic ability, accelerated growth, restlessness and other
symptoms are observed.
6. FT3 / FT4 ratio is helpful to exclude painless thyroiditis.
7. Measurement of thyroid blood flow is useful for differentiation of painless thyroiditis.
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１.２. 放射性ヨウ素内用療法の実施方法（名古屋大学医学部附属病院の例）
本節では，前述の甲状腺機能亢進症に対する治療法のうち，研究対象である内用療
法について，投与放射能の決定法と名古屋大学医学部附属病院（以下，当院）の実施
法について概説する．まず，投与放射能を決定するまでの過程について説明する．投
与放射能の決定法は大きく 2 種類に分けられる．一つは，全ての患者に一定量を投与
する方法（固定量投与法）である．この方法では，111～370 MBq を一律に投与し，
甲状腺体積や重症度に応じて適宜増減する． 米国核医学会（Society of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging，SNMMI）のガイドライン[6]では，甲状腺機能亢
進症を含む良性甲状腺疾患に対する甲状腺吸収線量は，固定量投与法として，3～8
MBq/g を推奨している．この方法は，内用療法開始前の検査を省略できるため，簡便
かつ実用的である．そのため，多くの施設で採用されているが，甲状腺吸収線量が患
者ごとに大きくばらつくことが問題となる．
もう一つの方法は，甲状腺吸収線量に基づく方法である．当院でも採用しているこ
の方法では，投与放射能 Aa [MBq]と甲状腺吸収線量 DQuimby [Gy]の関係式に基づいて
投与放射能を決定する．関係式は Marinelli-Quimby の式（以下，Quimby の式）[7]
を用いることが多い（式 1.1）．

𝐴a [MBq] = 𝐶 ∙

𝐷Quimby ∙ 𝑉
𝑈 ∙ 𝑇eff

(1. 1)

ここで， V は甲状腺体積[cm3]，U は甲状腺におけるヨウ素 131 の 24 時間後摂取率，
Teff はヨウ素 131 の有効半減期[d]を示す．C は換算係数であり[MBq d Gy-1 cm-3]，当
院では 0.185 を使用している．尚，以降では甲状腺の密度を 1 g/cm3 であると仮定し，
甲状腺体積と重量は等価であるとみなす．患者の甲状腺ヨウ素摂取率（radioiodine
uptake，RIU），甲状腺体積および有効半減期をもとに，上記 Quimby の式に各数値を
あてはめて投与放射能を決定するものである．
次に，当院における内用療法の実施方法について説明する．まず，対象となる患者
に対して，1 週間のヨウ素摂取制限を行ってもらう．日本人は海藻等，日常的なヨウ
素摂取量が多いため[3]，当院では管理栄養士による栄養指導を受けてもらうことに
している．次に甲状腺体積測定を行う目的で頚部 X 線 computed tomography（CT）
検査を行う（Figure 1.1）．ヨウ素摂取制限 1 週間後には，検査量として少量の 3.7 MBq
のヨウ素 131 を内服し（少量投与），1 週間かけて甲状腺ヨウ素摂取率と有効半減期
を測定する．当院では，Figure 1.2 に示すような専用の測定装置を用いて，内服後 3
～168 時間後に甲状腺ヨウ素摂取率を測定し，そこから有効半減期を算出している．
これらの内容については第 2，3 章にて詳細を記述する．以上の各数値を Quimby の
式（式 1.1）にあてはめ，治療量としてヨウ素 131 の投与放射能を決定する．尚，本
3

邦では「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針（平成 22 年 医政指発第
1108 第 2 号）」のため，投与量に基づく退出基準として，投与放射能が 500 MBq を
超えない場合，または測定線量率に基づく退出基準として 30 μSv/h を超えない場合
に外来治療が可能とされていることから，当院においてもこの指針に則って外来治療
を実施している．内服から 1，7 日後に甲状腺へのヨウ素 131 の集積を確認する目的
でシンチグラム，single-photon emission CT（SPECT）画像を SPECT/CT 装置（Figure
1.3）にて取得し，一連の治療，検査は完了となる．その後，外来にて数か月間，適宜
問診と血液データにて経過観察を行う．

a)

b)

Figure 1.1. Whole-body CT scanner. a) Aquilion 64 (Canon Medical Systems, Otawara,
Japan) and b) Aquilion PRIME SP (Canon Medical Systems, Otawara, Japan).

Figure 1.2. Thyroid uptake system (AZ-800; Anzai Medical, Tokyo, Japan)

4

Figure 1.3. SPECT/CT system (Symbia T6, Siemens Healthcare, Erlangen, Germany)
１.３. 欧州核医学会（European Association of Nuclear Medicine，EANM）にお
けるガイドライン
甲状腺に対する内用療法については，本邦では日本甲状腺学会[8]や日本核医学会
[9]，米国では SNMMI[6]がガイドラインを公開しているが，中でも欧州核医学会
（European Association of Nuclear Medicine，EANM）の公開しているガイドライン
[10–11] の う ち ， 'EANM Dosimetry Committee Series on Standard Operational
Procedures for Pre-Therapeutic Dosimetry II. Dosimetry prior to radioiodine therapy
of benign thyroid diseases'が技術的に詳しい[11]．このガイドラインには，甲状腺ヨ
ウ素摂取率測定法，甲状腺体積測定法，投与放射能決定法に関する内容が詳細に記載
されている．しかし，本邦にはこのような技術的ガイドラインは存在せず，ガイドラ
インの内容も広く認知されていないのが現状である．本節では EANM ガイドライン
の内容を概説する．
１.３.１. EANM ガイドラインにおける甲状腺ヨウ素摂取率測定法
投与放射能を Aa，投与からの経過時間 t における甲状腺の放射能を At(t)とすると，
甲状腺ヨウ素摂取率 RIU(t)は式 1.2 で示される．実際には，式 1.2 中の放射能を直接
得ることは難しいため，式 1.3 のように投与時点にて投与放射能を封入した頚部ファ
ントムから得られる正味計数率 CRp と経過時間 t における甲状腺の正味計数率 CRt(t)
の比から直接的に推定することになる．
𝐴t (𝑡)
𝐴a

(1.2)

𝐶𝑅t (𝑡)
𝐶𝑅p

(1.3)

𝑅𝐼𝑈(𝑡) =

𝑅𝐼𝑈(𝑡) =
5

上記 RIU(t)を 1）4～6 時間，2）1～2 日，3）5～8 日の 3 回測定することで，体内な
らびに甲状腺におけるヨウ素の挙動を 2-コンパートメントモデルにあてはめてモデ
ル化することができる（式 1.4，1.5）．式中の kt [d-1]は 2-コンパートメントモデルに
おける血中から甲状腺への移行定数，kB [d-1]は血中外への移行定数，kT [d-1]は甲状腺
外への移行定数である．

𝑅𝐼𝑈(𝑡) =

𝑘t
(𝑒 −𝑘T 𝑡 − 𝑒 −kB 𝑡 )
𝑘B − 𝑘T

∞

∫ 𝑅𝐼𝑈(𝑡)𝑑𝑡 =
0

(1.4)

𝑘t
𝑘B ∙ 𝑘T

(1.5)

Table 1.2，Figure 1.4 に計算例を示す．実測した 4 点の甲状腺ヨウ素摂取率を〇印で
示し，式 1.4 でモデル化したものを点線で示している．ここから三つの移行定数 kt =
2.526，kB = 4.204，kT = 0.093 が得られる．
Table 1.2. An example datasets including four assessments of the radioiodine uptake (RIU(t)).
Assessment no.
#1

#2

#3

#4

t, days post administration [d]

0.130

0.941

3.946

6.946

([hours])

(3.111)

(22.58)

(94.69)

(166.7)

RIU(t)

0.251

0.551

0.428

0.322
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Figure 1.4. An example of a fit of Equation 1.4 (dashed line) to measurements (circle) of the
RIU(t).
１.３.２. EANM ガイドラインにおける甲状腺体積測定法
甲状腺体積は X 線 CT 画像，magnetic resonance（MR）画像，超音波画像などの
形態的画像から得ることができる．EANM ガイドラインでは，甲状腺体積測定は超音
波画像にて行い，甲状腺を楕円体に近似して体積を測定することが一般的であるとし
ている．具体的には，甲状腺左葉，右葉において長径，短径，横径を測定し，これら
の積に π/6 を乗じることで各葉の体積を求め，各葉の和をもって甲状腺体積とする
ものである．尚，甲状腺の密度を 1 g/cm3 とみなすことで，甲状腺体積が甲状腺重量
と等価になるとしている．超音波画像を用いた体積測定は簡便かつ低コストではある
が，20%を超える不確定性（uncertainly）があるとガイドラインに記載されている．
１.３.３. EANM ガイドラインにおける投与放射能決定法
EANM ガイドラインでは，上記の甲状腺ヨウ素摂取率 RIU(t)，甲状腺体積 V のほ
̅が式 1.6 のように示されて
か，ヨウ素 131 の単位崩壊あたりの平均沈着エネルギーE
いる．甲状腺吸収線量を DEANM と設定したときの投与放射能 Aa [MBq]は，Quimby の
式に類似した決定式を用いて（式 1.7）のごとく決定する．
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1 MBq d
7.2
[
]=
0.25
(𝑉)
+ 18
𝐸̅ Gy g

𝑨𝐚 [𝐌𝐁𝐪] =

𝟏 𝑫𝐄𝐀𝐍𝐌 ∙ 𝑽
𝟏 𝒌𝐁 ∙ 𝒌𝐓
∙ ∞
= ∙
∙ 𝑫𝐄𝐀𝐍𝐌 ∙ 𝑽
̅ ∫ 𝑹𝑰𝑼(𝒕)𝒅𝒕 𝑬
̅
𝒌𝐭
𝑬

(1.6)

(𝟏. 𝟕)

𝟎

１.４. 本研究における動機と目的
以上の背景から本研究の動機と目的について述べる．本研究では，甲状腺機能亢進
症を対象とした内用療法において，治療計画から治療効果判定までを一元的に管理す
るために，現代の画像診断システムの技術を取り入れて投与放射能決定法の再構築を
行うことと，甲状腺吸収線量や線量分布から治療効果予測法を確立することを目的と
する．EANM ガイドラインでは，投与放射能決定法が示されているが，その源流であ
る Quimby の式は，1948 年の論文で提示されたもので，論文が掲載された 70 年前に
は X 線 CT，MR，SPECT 装置等は存在していない．70 年以上前に提示された投与
放射能決定法である Quimby の式を，現代の技術を駆使してアップデートする必要が
あると考えたことが本研究の動機である．その内容は二つの章に分かれている．
第 2 章では，楕円体近似法における甲状腺の測定長によって甲状腺体積がどの程度
変動するか検証する．甲状腺体積測定は 1.3.2 項で述べたとおり，一般的には楕円体
近似法にて算出されるが，近似に伴う測定誤差を生じる．投与放射能の決定に式 1.1，
1.7 を用いると，この測定誤差が直接投与放射能に影響する．しかし，先行研究やガ
イドラインにおいて，楕円体近似法の明確な基準や決まりは存在しない．当院では，
先行研究[12–17]と同様に X 線 CT 画像を用いた甲状腺体積測定を行っている．X 線
CT 画像から甲状腺領域を抽出し，甲状腺領域の面積とスライス厚から，各スライス
における甲状腺体積を求め，全てのスライスから得られた甲状腺体積の総和を甲状腺
体積とするものである．この方法は楕円体近似法と比較した場合，正確さは高いとさ
れているが[15–16]，甲状腺領域を抽出する作業の煩雑性が欠点として挙げられる．
モダリティに関わらず，正確かつ簡便に甲状腺体積を測定する手法を検証する意義は
大きいことから，甲状腺短軸における測定長によって，楕円体近似で得られた甲状腺
体積の変動についてまとめる．
第 3 章では，SPECT 定量画像とヨウ素の体内動態を用いた甲状腺吸収線量算出法
を提案する．式 1.1 や 1.7 を用いて投与放射能を決定し，内用療法を開始するわけだ
が，治療効果が表れるまでに一般的に 1，2 か月ほどかかる．現状では，採血等によ
って，甲状腺機能の経過を数か月間にわたって追うことでしか治療効果を判定するこ
とができない．その理由の一つとして，実際の甲状腺吸収線量が適切に測定できてい
ないということが挙げられ，そのために治療効果が予測できないと筆者は考えている．
式 1.1，1.7 は，内用療法を行うために必要な投与放射能を決定するための式である
8

が，式 1.8，1.9 のように逆算することで，投与放射能に対する甲状腺吸収線量を求め
ることができる．

𝐷Quimby [Gy] =

1 𝐴a ∙ 𝑈 ∙ 𝑇eff
∙
𝐶
𝑉

∞
𝐴a ∙ 𝐸̅
𝐴a ∙ 𝐸̅
𝑘t
𝐷EANM [Gy] =
∙ ∫ 𝑅𝐼𝑈(𝑡)𝑑𝑡 =
∙
𝑉
𝑉
𝑘B ∙ 𝑘T
0

(1.8)

(1.9)

この手法を一般的に内用療法における dosimetry という．ここでいう dosimetry で得
られる甲状腺吸収線量は，元々は投与放射能決定のために用いた目標値であり，実際
の投与放射能から逆算される推定値である．これを本研究では従来手法もしくは pretherapeutic dosimetry と呼称する．このような推定値を用いるのではなく，内用療法
時の SPECT 画像からヨウ素 131 の取り込みや分布を可視化し，そこから甲状腺吸収
線 量 を 実 測 で き な い か と い う 考 え に 至 っ た ． こ れ を 提 案 手 法 も し く は posttherapeutic image-based dosimetry と呼称する．過去に，Medical Internal Radiation
Dose Committee（MIRD）がガイドラインとして voxel based dosimetry の方法を提
唱していることから[18–21]，この方法を拡張した甲状腺吸収線量算出法についてま
とめる．最後に，第 2，3 章で得られた成果を総括して第 4 章に本論文の結論をまと
める．
１.５. 本研究における倫理的配慮事項
本研究に関連し，筆者に開示すべき利益相反関係にある企業等は存在しない．また
本研究は，名古屋大学医学部附属病院生命倫理委員会の承認を得たうえ（承認番号
2018-0179），名古屋大学医学部附属病院生命倫理委員会の倫理規定および 1964 年の
ヘルシンキ宣言に準拠して実施した．本研究は，過去の診療データをレトロスペクテ
ィブに解析して行ったものであるため，該当の患者から直接インフォームドコンセン
トを得ていないが，その代替として大学 web ページに研究内容を公開し，オプトアウ
トの機会を提供した．

9

第２章 甲状腺短径の測定長または測定断面積の違いによる
甲状腺の体積の変動－X 線 CT 画像を用いた甲状腺体積の
楕円体近似法の検証－
２.１. はじめに
放射性ヨウ素内用療法（以下，内用療法）はバセドウ病の治療法の一つである[1-3]．
バセドウ病において内用療法を行うにあたっては，前章の式 1.1，1.7 のような甲状腺
体積をもとに投与放射能を決定する方法が主に用いられている．すなわち，治療効果
を担保するためには，甲状腺体積が大きい患者ほど高い放射能を投与する必要がある
[7，10–11]．そのため，内用療法開始前に正確に甲状腺体積を測定することは，正確
な投与放射能の決定と治療効果の担保につながる．現在，甲状腺体積の測定には，シ
ンチグラムを用いた方法[22–23]，超音波画像を用いた方法[24]，X 線 computed
tomography（CT）画像を用いた方法[12–14]が挙げられる．これらの画像を利用して，
甲状腺が楕円体の集合であるとみなしてその体積を得るものである．この手法は楕円
体近似法として知られており，測定や計算方法の簡便さゆえに古くから行われている．
楕円体近似法では，甲状腺短軸（もしくは体軸に対する axial 面）における最大長を
慣例的に用いることが多いが，先行研究やガイドラインにおいて明確な基準や決まり
は存在しない．Schlögl ら[25]は超音波画像において，三次元的に抽出した甲状腺体積
と楕円体近似法で得られた体積を比較している．彼らは，各軸における最大長を用い
て楕円体体積を算出しており，この楕円体近似体積は実際の甲状腺体積よりも 11%
大きく，26%のばらつきがあったと報告している．しかし，楕円体近似に最大径を用
いた理由や測定方法，測定のばらつきについて言及していない．筆者は，甲状腺短軸
における測定長や測定面積の違いが楕円体近似体積に影響を及ぼすと考えている．さ
らに，これらの測定は測定者の主観や技量にも依存するため，測定精度にも疑問が残
る．一方，Lee ら[14]は，X 線 CT 画像から三次元的に甲状腺体積を測定した結果が
実際の甲状腺体積と一致すると報告している．彼らは専用ワークステーションを用い，
造影 X 線 CT 検査を実施することにより三次元的に甲状腺を抽出している．造影 X 線
CT 検査を行うと，数週間から数か月間は内用療法ができなくなるため，バセドウ病
患者における甲状腺体積測定として上記手法の直接応用は難しい[10–11]．
モダリティに関わらず，正確かつ簡便に甲状腺体積を測定する手法を検証する意義
は大きい．従って，甲状腺短軸における測定長によって，楕円体近似で得られた甲状
腺体積がどの程度変動するのか検証する必要がある．以上より，本章では，甲状腺短
軸における測定長や測定面積の違いによって楕円体近似で得られた甲状腺体積がど
の程度変動するかを検証することを目的とする．
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２.２. 方法
２.２.１. 対象患者
2014 年 12 月から 2018 年 4 月までに，名古屋大学医学部附属病院（以下，当院）
において，外来で内用療法を実施したバセドウ病の患者 45 名（男性：7 名，女性：38
名，年齢：50.8 ± 16.0 歳）を対象とした．このうちの 5 名については，上記期間中
に 2 回の内用療法を行ったため，解析対象は 50 例となった．当院では，バセドウ病
における内用療法を実施するにあたり，Marinelli-Quimby の式（以下，Quimby の式）
を用いて投与放射能を決定している[7]．Quimby の式では，式 2.１（前章の式 1.1 を
再掲）のように，甲状腺体積やその他指標に応じて投与放射能を決定するため，各患
者の甲状腺体積を測定する目的で，内用療法開始前に頚部 X 線 CT 検査（Aquilion 64
もしくは Aquilion PRIME SP，いずれもキヤノンメディカルシステムズ株式会社製）
を実施している．スキャン条件は以下のとおりである：X 線管電圧，120 kVp；X 線
管電流，自動管電流調整機構を使用；設定 standard deviation（SD），8（Aquilion PRIME
SP），11（Aquilion 64）；ガントリ回転時間，0.5 秒/回転；視野サイズ（display field
of view，DFOV），200 mm（0.39 mm/ピクセル）；スライス厚/間隔，5 mm / 5 mm；
画像再構成関数，FC13（Aquilion 64），FC03（Aquilion PRIME SP）．この条件下で
は，両 X 線 CT 装置の空間分解能は等しくなる．本研究ではこの X 線 CT 画像を用
いてレトロスペクティブな解析を行った．
当院における最終的な投与放射能は，患者の臨床的所見・症状に応じて式 2.１中の
甲状腺吸収線量 DQuimby [Gy]を主治医が調整して決定している．

𝑨𝐚 [𝐌𝐁𝐪] = 𝑪 ∙

𝑫𝐐𝐮𝐢𝐦𝐛𝐲 ∙ 𝑽
𝑼 ∙ 𝑻𝐞𝐟𝐟

(𝟐. 𝟏)

ここで，Aa は投与放射能[MBq]，V は甲状腺体積[cm3]，U は甲状腺におけるヨウ素
131 の 24 時間後摂取率，Teff はヨウ素 131 の有効半減期[d]を示す．C は換算係数で
あり[MBq d Gy-1 cm-3]，当院では 0.185 を使用している．尚，以降では甲状腺の密度
を 1 g/cm3 であると仮定する．
２.２.２. X 線 CT 画像による三次元的甲状腺体積測定
Shu ら[13]や Lee ら[14]は，X 線 CT 画像から三次元的に甲状腺体積を測定した結
果が実際の甲状腺体積と一致すると報告している．Schlögl ら[25]は同様の内容を超
音波画像で報告している．従って，本研究では X 線 CT 画像から三次元的に測定した
甲状腺体積をリファレンス体積（VCT）とした．撮影した 5 mm スライス / 5 mm 間
隔の X 線 CT 画像から用手的に甲状腺の領域（region of interest，ROI）を抽出した
（3D Slicer，ソフトウェアバージョン 4.10.1）．Figure 2.1 は 3D Slicer におけるセグ
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メンテーション処理の例である．スライスごとに周囲の血管や筋肉を三次元的に把握
しながら甲状腺領域の抽出を行い，各スライスにおける甲状腺体積の総和を全体の甲
状腺体積とした（VCTpre）．本研究では，レトロスペクティブな検討を行ったため，thin
slice 画像を用いた検証ができない．よって，Veres ら[15]の方法を参考に，体積が既
知であり，内部を水で満たした球体（38 mm 径，28.7 cm3，これを Vtrue とする）を水
中に設置し，スライス厚 0.5～10 mm で球体の体積を測定することで，スライス厚に
よる測定体積の変動をあらかじめ測定した（Vmeasured）．各スライス厚における体積は
同一測定者によって 3 回ずつ測定した．以上より，各スライス厚 T において，Vmeasured
を Vtrue で除することにより，補正係数である WCT,PVC（式 2.2）と，T と WCT,PVC の間の
線形回帰式を得た．最終的に，部分容積効果を補正した甲状腺体積（VCT）を式 2.3 か
ら得た．

𝑊CT,PVC =

𝑉CT =

𝑉measured
𝑉true

𝑉CTpre
𝑊CT,PVC

(2.2)

(2.3)

Fig. 2.1. An example of segmentation processing using a 3D slicer. The thyroid region (green)
was extracted while excluding the surrounding artery (red), vein (blue), trachea (cyan) or
muscles.
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２.２.３. 楕円体近似を用いた甲状腺体積測定
Malago ら[24]や Lee ら[14]および Schlögl ら[25]は，甲状腺体積の楕円体近似方法
についても報告している．左葉，右葉ごとに式 2.4 を用いて甲状腺領域を楕円体近似
し，その和を甲状腺体積（Vellipsoid）とした．
𝝅
𝝅
𝑽𝐞𝐥𝐥𝐢𝐩𝐬𝐨𝐢𝐝 [𝐜𝐦𝟑 ] = ( ∙ 𝒂𝑳 ∙ 𝒃𝑳 ∙ 𝒄𝑳 )
+ ( ∙ 𝒂𝑹 ∙ 𝒃𝑹 ∙ 𝒄𝑹 )
𝟔
𝟔
𝐋𝐞𝐟𝐭𝐥𝐨𝐛𝐞
𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐨𝐛𝐞

(𝟐. 𝟒)

ここで，a，b [cm]は甲状腺を楕円体近似した際の断面（甲状腺短軸像）における任意
の径およびそれに直交する径の組み合わせである．短径 a，b は，甲状腺短軸像に設
定した甲状腺 ROI の重心を通るように設定した．c [cm]は楕円体近似した際の長軸
長に相当する．下付き文字の L，R はそれぞれ左，右を示す．尚，本検討では峡部の
体積は考慮していない．
まず，X 線 CT 画像を用いた c の算出法について説明する（Figure 2.2a）．各葉にお
いて，X 線 CT 画像上で甲状腺の上端および下端に甲状腺 ROI を用手的に設定し，そ
の重心座標 (xupper, yupper, zupper)，(xlower, ylower, zlower) を求める．この座標から，式 2.5 を
用いて c を算出し，Figure 2.2b のように軸と coronal 面，sagittal 面のなす角度 φ と
ρ を求めた（式 2.6，2.7）．

𝟐

𝟐

𝒄 [𝐜𝐦] = √(𝒙𝐮𝐩𝐩𝐞𝐫 − 𝒙𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 ) + (𝒚𝐮𝐩𝐩𝐞𝐫 − 𝒚𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 ) + (𝒛𝐮𝐩𝐩𝐞𝐫 − 𝒛𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 )

𝟐

(𝟐. 𝟓)

𝒚𝐮𝐩𝐩𝐞𝐫 − 𝒚𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫
)
𝒛𝐮𝐩𝐩𝐞𝐫 − 𝒛𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫

(𝟐. 𝟔)

𝒙𝐮𝐩𝐩𝐞𝐫 − 𝒙𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫
𝝆 [𝐝𝐞𝐠. ] = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 (
)
𝒛𝐮𝐩𝐩𝐞𝐫 − 𝒛𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫

(𝟐. 𝟕)

𝝋 [𝐝𝐞𝐠. ] = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 (

次に，a，b を算出する目的で，c の中心垂直面を甲状腺短軸像として得た．この甲
状腺短軸像に対し，用手的に甲状腺 ROI を設定した（Figure 2.2–2.4）．本研究では，
最大径とそれに直交する径を含め，様々な径の組み合わせにより，どの程度甲状腺体
積が変化するかを調べた．Figure 2.3 のとおり，客観性を担保するため，短軸像にお
いて左葉，右葉ごとに上記 ROI の重心を求め，角度 θ に対する辺およびその直交す
る辺の組み合わせで aθ，bθ を算出した．甲状腺短軸径は，甲状腺 ROI の重心を通過
することにこだわらなければ無数に取得することができるが，本研究では厳密に楕円
体を作成することを目的として，甲状腺 ROI の重心を通る長さを短軸径とした．θ は
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0～90 度の回転で 360 度方向の組み合わせがとれることになる．よって，短軸径は θ
を 1 度ごと回転させることで 90 通りの(aθ, bθ)を取得した．さらに，式 2.8 に示すよ
う に 各 葉 90 通 り の 組 み 合 わ せ か ら 計 8100 通 り の 甲 状 腺 体 積 を 計 算 し た
[Vellipsoid(θL,θR)]．
𝜋
𝜋
𝑉ellipsoid (𝜃L , 𝜃R ) [cm3 ] = ( ∙ 𝑎𝜃L ∙ 𝑏𝜃L ∙ 𝑐L )
+ ( ∙ 𝑎𝜃R ∙ 𝑏𝜃R ∙ 𝑐R )
6
6
Leftlobe
Rightlobe

(2.8)

これとは別に，Heywood [26]は，粒子径を求めるにあたり，中心垂直面の短軸径
（直径）に円相当径（Heywood 径）を用いることで，楕円体近似を良好に行うことが
できると報告しているため，本研究においても左葉，右葉ごとにこの方法を適用して
楕円体近似の精度を検証した（Figure 2.4）．中心垂直面における甲状腺 ROI の面積
を S [cm2]とすると，円相当径（Heywood 径）deq は S を用いて，

𝒅𝐞𝐪 [𝐜𝐦] = 𝟐√

𝑺
𝝅

(𝟐. 𝟗)

と表すことができる．deq を式 2.8 の a，b に代入することで式 2.10 もしくは式 2.11
を得る．
𝜋
𝑉ellipsoid,Heywood [cm3 ] = ( ∙ 𝑑eq,L ∙ 𝑑eq,L ∙ 𝑐L )
6
Leftlobe
𝜋
+ ( ∙ 𝑑eq,R ∙ 𝑑eq,R ∙ 𝑐R )
6
Rightlobe
𝟐
𝟐
𝑽𝐞𝐥𝐥𝐢𝐩𝐬𝐨𝐢𝐝,𝐇𝐞𝐲𝐰𝐨𝐨𝐝 [𝐜𝐦𝟑 ] = ( ∙ 𝑺𝐋 ∙ 𝒄𝐋 )
+ ( ∙ 𝑺𝐑 ∙ 𝒄𝐑 )
𝟑
𝟑
𝐋𝐞𝐟𝐭𝐥𝐨𝐛𝐞
𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐨𝐛𝐞

(2.10)

(𝟐. 𝟏𝟏)

以上から，Figure 2.3–2.4，式 2.8–2.11 の方法で得られた甲状腺体積 Vellipsoid(θL,θR)
のうち，以下の 5 種類の近似体積を求め，その結果を比較した．
1）8100 通りの楕円体近似体積の平均値（Vellipsoid,mean）
2）(aθ, bθ)の組み合わせのうち，最大径を用いた楕円体近似体積（Vellipsoid,maxlength）
3）8100 通りの楕円体近似体積のうち最大値（Vellipsoid,maxvolume）
4）8100 通りの楕円体近似体積のうち最小値（Vellipsoid,minvolume）
5）円相当径を用いた場合の楕円体近似体積（Vellipsoid,Heywood）
上記の 5 手法について，X 線 CT 画像から三次元的に測定した甲状腺体積（VCT）と
比較し，楕円体近似の妥当性と最適な手法について検討した．
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２.２.４. 統計学的解析
各楕円体近似手法で得られた甲状腺体積（Vellipsoid）について，三次元的に測定した
甲状腺体積（VCT）と単回帰分析を行った（R ソフトウェアバージョン 3.5.1）．また，
VCT と上記の 5 種類の楕円体近似体積の誤差率（Eellipsoid）を式 2.12 によって求めた．

𝑬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐩𝐬𝐨𝐢𝐝 [%] = 𝟏𝟎𝟎 ∙

𝑽𝐞𝐥𝐥𝐢𝐩𝐬𝐨𝐢𝐝 − 𝑽𝐂𝐓
𝑽𝐂𝐓

(𝟐. 𝟏𝟐)

さらに，各症例において，VCT と Vellipsoid の一致度を検討するために，Lin [27]による
concordance correlation coefficient（CCC）を用いた．CCC は，式 2.13 によって算出
した．

𝐂𝐂𝐂 =

𝟐 ∙ 𝐂𝐎𝐕(𝑽𝐂𝐓 , 𝑽𝐞𝐥𝐥𝐢𝐩𝐬𝐨𝐢𝐝 )
𝝈𝟐𝑽𝐂𝐓 + 𝝈𝟐𝑽𝐞𝐥𝐥𝐢𝐩𝐬𝐨𝐢𝐝 + (𝝁𝑽𝐂𝐓 − 𝝁𝑽𝐞𝐥𝐥𝐢𝐩𝐬𝐨𝐢𝐝 )

𝟐

(𝟐. 𝟏𝟑)

ここで，COV(VCT ,Vellipsoid )は VCT，各手法で得られた Vellipsoid 間の共分散であり，σ2VCT ，
σ2Vellipsoid はそれぞれ VCT，Vellipsoid の分散，μV ，μV
CT

ellipsoid

はそれぞれ VCT，Vellipsoid の平均を

示している．McBrigde ら[28]は，CCC の大きさに応じて，< 0.90：poor，0.90–0.95：
moderate，0.95–0.99：substantial，> 0.99：almost perfect と区分している．Lee ら
[14]の研究同様，
筆者も上記で示した 5 手法に対して，その一致度について比較した．
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Fig. 2.2. a) Calculation method for thyroid volumes by the ellipsoid approximation method. b) Calculation method for the length of the major
axis, c, and the angles, φ, and ρ, in each patient's thyroid lobe.
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Fig. 2.3. Measurement of arbitrary diameters and their corresponding orthogonal diameters (a and b) on the cross-sectional plane at the midpoint
of the major axis. Four approximate volumes (Vellipsoid,mean, Vellipsoid,maxlength, Vellipsoid,maxvolume, and Vellipsoid,minvolume) were obtained from a and b.
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Fig. 2.4. Ellipsoid approximation method for thyroid volumes using the equivalent circle diameter (Heywood diameter).

２.３. 結果
T と WCT,PVC の間の線形回帰式は，W CT,PVC = 0.022 × T + 0.966 となった（Figure 2.5）．
スライス厚が 5 mm のとき，W CT,PVC は 1.077 になったことから，約 8%過大評価して
いるとみなせる．よって，本検討では，スライス厚 5 mm で得られた甲状腺体積を
1.077 で除することにより，部分容積効果を補正した甲状腺体積をリファレンス体積
とした（VCT）．
Table 2.1 に，楕円体近似を行うための各葉の体軸長 c と，軸と coronal 面，sagittal
面のなす角度 φ と ρ を示す．c は各葉ともに 6 cm 程度であった．角度 φ は，左葉で
は 8.30 ± 3.28 度，右葉では-7.65 ± 3.14 度となり，角度 ρ は，左葉では 0.19 ± 4.95
度，右葉では 1.02 ± 5.41 度となった．
Table 2.1. Length of the major axis, c, and the angles, φ and ρ, in each patient's thyroid lobe.
Right lobe

Left lobe

cR [cm]

φ [deg.]

ρ [deg.]

cL [cm]

φ [deg.]

ρ [deg.]

6.6 ± 1.2

-7.65 ± 3.14

1.02 ± 5.41

6.2 ± 1.2

8.30 ± 3.28

0.19 ± 4.95

Figure 2.6 に VCT と各葉の a，b の組み合わせで得られる 8100 通りの甲状腺体積
[Vellipsoid(θL,θR)]の関係を示した．エラーバーの上端は最大体積（Vellipsoid,maxvolume），下端
は最小体積（Vellipsoid,minvolume）である．楕円体近似にて得られた甲状腺体積は，a，b の
組み合わせで大きく変化することが見てとれる．特に，Figure 2.6 網掛け部のように，
甲状腺体積が大きい場合に変化量も大きくなる傾向があった．
続いて，Table2.2 に各症例の VCT と各手法で楕円体近似して得られた甲状腺体積
（Vellipsoid,mean，Vellipsoid,maxlength，Vellipsoid,maxvolume，Vellipsoid,minvolume，Vellipsoid,Heywood）を示し，
その関係を Figure 2.7a～e に，誤差率（Eellipsoid,mean，Eellipsoid,maxlength，Eellipsoid,maxvolume，
Eellipsoid,minvolume，Eellipsoid,Heywood）を Figure 2.8a～e に示した．リファレンス体積である
VCT は 11.2 cm3 から 71.9 cm3 まで広く分布した．Table 2.3 に各関係の相関係数と CCC
を示した．VCT および各手法で楕円体近似して得られた Vellipsoid の相関係数は，すべて
0.900 以上と強い相関を示した．誤差率の平均は，Vellipsoid,maxvolume が 29.2%で最も VCT
と乖離し，
Vellipsoid,mean が 0.1%で最小であった．各関係の一致度を見るための CCC は，
Vellipsoid,mean が 0.943（moderate）で最も高く，Vellipsoid,maxvolume が最も低く 0.774（poor）
であった．
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Fig. 2.5. Relationship between the slice thickness, T and W CT,PVC, the regression equation was
W CT,PVC = 0.022 × T + 0.966. At 5 mm slice thickness, W CT,PVC was 1.077, which was about
8% overestimated over true volume.
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Fig. 2.6. Relationship between VCT and the 8100 thyroid volumes obtained by combining a and
b of each thyroid lobe [Vellipsoid(θL,θR)]. The upper and lower end of the error bar represents the
maximum and the minimum thyroid volume, respectively. The shaded area indicates an area
surrounded by the regression lines of Vellipsoid,maxvolume and Vellipsoid,minvolume (Corresponding to
Fig. 7c and 7d, respectively). The variation in the approximate volumes tended to increase as
the thyroid volume increased.
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Table 2.2. Thyroid volumes calculated by three-dimensional volumetry (VCT) and the ellipsoid approximation method (Vellipsoid,mean, Vellipsoid,maxlength,
Vellipsoid,maxvolume, Vellipsoid,minvolume, and Vellipsoid,Heywood).
VCT [cm3]

Vellipsoid,mean [cm3]

Vellipsoid,maxlength [cm3]

Vellipsoid,maxvolume [cm3]

Vellipsoid,minvolume [cm3]

Vellipsoid,Heywood [cm3]

30.1 ± 13.8

30.2 ± 14.1

37.0 ± 18.3

39.1 ± 18.7

25.0 ± 12.3

33.2 ± 15.1

Table 2.3. Correlation coefficient, CCC, and McBride's scale between VCT and each approximate volume. CCC for assessing the consistency of
each relationship was above 0.900 for Vellipsoid,mean and Vellipsoid,Heywood.
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Vellipsoid,mean

Vellipsoid,maxlength

Vellipsoid,maxvolume

Vellipsoid,minvolume

Vellipsoid,Heywood

Correlation coefficient*

0.943

0.939

0.941

0.945

0.963

Lin’s CCC

0.943

0.821

0.774

0.866

0.924

McBride's scale

Moderate

Poor

Poor

Poor

Moderate

* Spearman's rank correlation coefficient
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Fig. 2.7. Relationship between VCT and the five approximate volumes (Vellipsoid,mean, Vellipsoid,maxlength, Vellipsoid,maxvolume, Vellipsoid,minvolume, and
Vellipsoid,Heywood). Although there was a strong correlation between VCT and these approximate volumes, the slopes of the regression equation were
different for each relationship (0.85–1.29). For this reason, CCC differed for each approximate volume (0.774–0.943).
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Fig. 2.8. Error rate between VCT and the five approximate volumes (Eellipsoid,mean, Eellipsoid,maxlength, Eellipsoid,maxvolume, Eellipsoid,minvolume, and
Eellipsoid,Heywood). The mean error rate was the highest between Vellipsoid,maxvolume and VCT (29.2%), and the lowest between Vellipsoid,mean and VCT (0.1%).

２.４. 考察
Figure 2.5 に示すように，体積が既知の球体における真の体積 Vtrue と実測の体積
Vmeasured は，スライス厚が 2 mm 以下の場合に同等だった．しかし，スライス厚が 2
mm 以上の場合，部分容積効果の影響により，スライス厚が厚くなるにつれてその差
は増加した．よって，スライス厚が 2 mm より厚い場合，甲状腺体積を測定するには
部分容積効果の補正が推奨される．
Figure 2.6 より，任意の a，b の長さをもとに楕円体近似を行うと，甲状腺体積は変
動することが分かった．甲状腺体積が大きいときに辺のとり方による体積の変動も大
きい傾向にあった．超音波画像において甲状腺体積測定を行う場合，短軸像における
辺の長さは操作者の主観によって決定することから，a，b のとり方を直接的に受ける
楕円体近似による甲状腺体積測定は誤差が生じやすいといえる．Figure 2.7，2.8 およ
び Table 2.3 より，VCT と楕円体近似にて得られた甲状腺体積には相関を認めたもの
の，手法によってその一致度は異なった（0.774–0.943）．Vellipsoid,maxlength，Vellipsoid,maxvolume，
Vellipsoid,Heywood で は ， そ れ ぞ れ 21.6% ， 29.2% ， 10.4% の 過 大 評 価 傾 向 に あ り ，
Vellipsoid,minvolume では 17.6%の過小評価であった．Schlögl ら[25]は，楕円体近似体積が
実際の体積よりも 11%過大になると報告している．彼らの研究が測定に最大径を用
いていることを考慮すると，本研究の結果はこれを支持しているといえる．バセドウ
病に対する内用療法において，甲状腺体積の測定誤差は，甲状腺吸収線量に直接反映
する．結果として治療効果に影響を与える可能性があるため，正確な甲状腺体積測定
を行わなければならない．Peters ら[29]はバセドウ病に対する内用療法の治療効果は
甲状腺吸収線量と甲状腺体積に依存すると報告している．本研究で得られたこれらの
誤差を Quimby の式（式 2.1）に当てはめ，投与放射能 Aa を一定として逆算すると，
Vellipsoid,maxlength，Vellipsoid,maxvolume，Vellipsoid,Heywood を用いた場合，甲状腺吸収線量 DQuimby は
それぞれ 17.8%，22.6%，9.5%過少投与となる．同様に，Vellipsoid,minvolume を用いた場
合，21.4%過剰投与になることが予想される．Quimby の式によると，甲状腺ヨウ素
摂取率，有効半減期も甲状腺吸収線量の決定因子となるため，これらの指標も誤差要
因になり得る．ただし，本研究では，甲状腺体積の変動に焦点を当てているため，そ
の他の指標による変動を検証するには別の研究が必要になる．SNMMI のガイドライ
ン[6]では，良性甲状腺疾患に対する甲状腺吸収線量は，固定量投与法として，3～8
MBq/g を推奨している．この方法は簡便かつ実用的であるため，多くの施設で採用
されている．固定量投与法によって投与放射能を決定するにあたっては，甲状腺体積
のみが投与放射能の決定因子であり誤差要因となる．加えて，上記ガイドラインでは，
過剰投与によって医原性の甲状腺機能低下状態に至ることは許容されるが，レボチロ
キシンの内服の手間を考えれば，可能な限り機能正常状態にもっていくべきとされて
いる．一方で，過少投与は再治療を招く可能性があるため避けなければならない．こ
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のような理由から，正確な甲状腺体積の測定によって過剰投与や過少投与を避けるこ
とができ，適切な投与放射能の決定に導くことができる．
Vellipsoid,mean と VCT の差が 0.1%にまで抑えることができた理由についてであるが，こ
れは，任意の a，b を用いて甲状腺体積を測定し，複数分を平均することで誤差が相
殺されて真値に近づいたためと推測する．これに対して，Vellipsoid,Heywood では単回帰分
析，CCC の結果より，VCT と良好な一致関係を認めた．VCT との誤差も 10.4%だった．
過去に円相当径を用いた楕円体近似で甲状腺体積を算出した報告はなく，本研究で得
られた結果は新たな知見である．Vellipsoid,Heywood は，甲状腺の短軸面に ROI を設定し，
円相当径から甲状腺体積を近似するため，a，b のとり方によるばらつきは考慮しなく
てよい．甲状腺領域に正確に ROI を設定することができれば，楕円体近似の精度，ロ
バスト性は従来手法に比して高くなると考えられる．
最後に軸の長さ c について考察する．本研究では，coronal 面方向で約 8 度，sagittal
方向で約 1 度の傾きを認めた．これらの角度では，c を coronal 面もしくは sagittal 面
に投影した長さと c の実際の長さの誤差は 1%程度になる．Lee ら[14]は，coronal 面
もしくは sagittal 面で軸をとり，甲状腺体積を得ている．本研究においても誤差が小
さいことが確認され，彼らの測定方法のように coronal，sagittal 面から軸の長さを求
めることの妥当性を支持する結果となった．X 線 CT 画像を用いた場合は，軸の長さ
を正確かつ容易に測定できることが示唆される結果が得られたが，超音波画像は任意
に断面を設定できてしまう点が逆に問題となりうることが予想される．しかし，近年，
三次元超音波画像により，歪みの少ないボリュームデータを取得できるようになった
ことから，本研究で得られた知見を超音波画像に適用すれば，現在よりも簡便かつ正
確に甲状腺体積測定が行えるようになるかもしれない．
いずれの手法においても，楕円体近似による平均誤差は 10～20%程度含むことが
確認され，場合によっては誤差が 50%を超えるものもあった．楕円体近似によってお
よその甲状腺体積を容易に求めることが可能であることが示されたが，近似による誤
差が生じてしまうのが楕円体近似自体の limitation である．Vellipsoid,mean や Vellipsoid,Heywood
は，中でも平均誤差は小さかったものの，無視できない近似誤差を持っている．よっ
て，楕円体近似による甲状腺体積測定は，三次元的な甲状腺体積測定の完全な代替手
段にはなり得ないかもしれない．十分な測定精度を必要とする場合には，三次元的な
甲状腺体積測定を行う必要があるだろう．
本研究では，楕円体を定義するために，c の中心垂直面を甲状腺短軸像として再構
築し，この面から．断面径として a，b の長さを得た．臨床の現場では，甲状腺短軸像
は一般的に X 線 CT 画像や超音波画像を用いて axial 面から取得する．つまり，再構
築した c の中心垂直面は，axial 面に対して傾斜していることになる（Table 2.1）．検
討に用いた 50 症例において，再構築した c の中心垂直面の代わりに，体軸に対して
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垂直な axial 面を a，b を得るための測定断面に設定したとすると，得られる 2 面の面
積の違いは 1%以下だった．従って，測定断面の傾斜は甲状腺短軸径の変動に比して
大きな変動要因になることはないと考える．ただし，測定断面から得られる断面径 a，
b や断面積 S は楕円体体積に影響を与える主要因であることに変わりはない．
バセドウ病の患者は甲状腺 CT 値が低い傾向にあり，本研究においても領域抽出に
難渋する症例を散見した．Shu ら[13]や Lee ら[14]は，造影 X 線 CT 画像から三次元
的に甲状腺体積を測定した結果が，実際の甲状腺体積と一致すると報告しているもの
の，甲状腺 CT 値が低い場合は領域抽出精度が問題となるため，測定精度の検討がで
きていない点は本研究の limitation である．造影 X 線 CT 画像は，甲状腺の視認性を
高め，セグメンテーションを容易にするが，ヨード造影剤を用いると，内用療法を数
週～数か月単位で遅らせることになってしまう[10–11]．加えて，甲状腺領域を手動
で抽出するにあたり，測定者内，測定者間誤差を考慮する必要がある．Veres ら[15]
は，X 線 CT 画像から手動で甲状腺領域をセグメンテーションする場合，測定者間誤
差は約 6%であり，測定者内誤差は約 3%であったと報告している．同様に，Nygaard
ら[16]は，測定者間誤差は約 11%であり，測定者内誤差は二人の測定者でそれぞれ
4%，6%であったと報告している．手動でのセグメンテーションでは，数％の測定者
内，測定者間誤差を含む可能性がある．
一方で，超音波画像や MR 画像を用いると，領域抽出は容易になることが推測され
るが，その一方で，厳密な甲状腺短軸面の決定が難しくなる．さらに，超音波検査は，
X 線 CT 検査や MR 検査と比較して低コストである．Nygaard らは X 線 CT 画像と超
音波画像から，甲状腺領域を抽出することによる体積測定を行った．彼らは，両画像
から得られた甲状腺体積には相関があるとしているが（相関係数 = 0.945），X 線 CT
画像から得られた甲状腺体積に対して，超音波画像を用いると 17%過小評価すると
報告している．また，楕円体近似を行うことにより，最大で 129%（中央値で 23%）
誤差が生じるとしている．本研究と同様に，彼らはスライス厚 5 mm の X 線 CT 画像
から甲状腺体積を測定しているが，部分容積効果補正を行っていないため，この影響
を誤差に含んでいる可能性がある．X 線 CT 画像と同様に薄い断面画像を超音波画像
で使用できる場合，本研究の結果を超音波画像に反映できる可能性がある．MR 画像
を使用した甲状腺体積測定の報告もいくつか存在する．Huysmans ら[30]は，MR 画
像を使用した甲状腺体積測定は非常に優れた再現性を持っていると報告している．加
えて，Isselt ら[17]による報告では，MR 画像で得た甲状腺体積をゴールドスタンダ
ードにしており，さらに MR 画像は，造影の有無に関わらず軟部組織の描出に優れて
おり，再現性も高いとしている．一方で，バセドウ病患者における甲状腺体積測定だ
けのために MR 検査を行うことはコスト的にも現実的ではないと言及している．筆者
もこの考えに同意し，甲状腺体積測定のためだけに MR 検査を行うのは現実的ではな
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いと考える．本研究は，当院で取得した X 線 CT 画像を用いてレトロスペクティブに
甲状腺体積測定を行ったため，超音波画像や MR 画像を用いた検討ができなかった．
超音波画像や MR 画像を用いて本手法の妥当性を検討することが今後の課題といえ
る．
過去の文献でも報告されているように，甲状腺体積測定法にはゴールドスタンダー
ドが存在しない．摘出標本でさえも，術中操作や出血により，真の体積を得ることは
できないとされている[12，14，16，30]．甲状腺体積を楕円体近似法で計算すると，
断面形状が複雑な場合，測定長によって近似体積が変化することは直感的に理解でき
る．甲状腺体積測定法のゴールドスタンダードが存在しない以上，測定体積と真の体
積を比較することは困難であるが，楕円体近似法における測定長による相対的な変動
は評価できるため，本研究はこの点に研究価値を見出している．
２.５. まとめ
本章では，楕円体近似による甲状腺体積の変動について，X 線 CT 画像を用いて検
証した．甲状腺短軸面における短軸径や断面積の測定値によって，甲状腺体積は変動
することが確認できた．Vellipsoid,mean と VCT の間の平均誤差はほとんどゼロ（0.1%）で
あった．さらに，円相当径を用いた場合（Vellipsoid,Heywood）には，VCT と同等の甲状腺体
積を求めることができることが分かった．また，Vellipsoid,Heywood と VCT の間の平均誤差
は 10.4%まで減少させることができた．しかし，楕円体近似による甲状腺体積は，近
似による誤差として 0～50%程度，中には 50%を超える症例もあった．十分な測定精
度を必要とする場合には，三次元的な甲状腺体積測定を行う必要があると結論付ける．
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第３章 バセドウ（グレーブス）病患者を対象とした，SPECT
定量画像とヨウ素の体内動態を用いた甲状腺吸収線量算出法
（post-therapeutic image-based thyroid dosimetry）
３.１. はじめに
バセドウ病（別名グレーブス病）は甲状腺における自己免疫疾患であり，その主な
治療法は薬物療法，放射性ヨウ素内用療法（以下，内用療法）および外科的療法に大
別される[1–3]．バセドウ病に対する内用療法は，半世紀以上の歴史があり，その有効
性が認められている[31–32]．また，バセドウ病に対する内用療法は，投与放射能や甲
状腺吸収線量と治療効果の間に関係があるとの報告がある[33–34]．甲状腺吸収線量
の算出方法[7，35–36]は，Marinelli-Quimby の式（以下，Quimby の式）[7]や European
Association of Nuclear Medicine（EANM）ガイドラインの方法[10–11]に代表される
ように複数ある．このうち，EANM ガイドラインの方法では，甲状腺ヨウ素摂取率
（radioiodine uptake，RIU），甲状腺体積や有効半減期をもとに甲状腺吸収線量が計
算される．この計算方法は，内用療法開始前に投与放射能を決定するために用いるも
のであり，内用療法時の甲状腺へのヨウ素の集積を「推定」することで甲状腺吸収線
量を計算する．その一方で，上記の方法は，いずれも甲状腺が均一にヨウ素を取り込
むものと仮定して数値計算を行うため，ヨウ素が甲状腺に均一に取り込まれなかった
場合を想定できない．
このような内用療法開始前の吸収線量を計算する手法の代替として，single photon
emission computed tomography（SPECT）画像を用いて，実際のヨウ素の取り込みや
分布を可視化し，そこから内用療法時の甲状腺吸収線量を求める方法が考えられる．
もし，SPECT 画像から甲状腺吸収線量を計算することができれば，内用療法時の吸
収線量分布や局所的な集積を直接把握することが可能となる．過去には別のトレーサ
で臓器や腫瘍の SPECT 画像から吸収線量を算出した研究が存在するが[37–38]，甲
状腺やバセドウ病を対象とした検討は行われていない．
そこで本章では，Medical Internal Radiation Dose Committee（MIRD）ガイドライ
ンにおける voxel dosimetry [18–21]を拡張し，SPECT 定量画像とヨウ素の体内動態
を用いた甲状腺吸収線量算出法（post-therapeutic image-based thyroid dosimetry）を
提案する．
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３.２. 方法
３.２.１. 対象患者
対象患者は 2014 年 12 月から 2018 年 4 月までに，名古屋大学医学部附属病院（以
下，当院）にて外来で内用療法を実施したバセドウ病の患者 45 名とした．このうち，
1 名はヨウ素制限不良による甲状腺ヨウ素摂取率低下，1 名は有効半減期の測定に問
題があったため除外し，43 名（男性：7 名，女性：36 名，年齢：51 ± 16 歳）につい
て検討した．43 名のうち，時期をあけて 2 回の内用療法を行った患者が 5 名いたた
め，対象症例は 48 症例であった．内用療法を行うにあたり，各患者は事前に 2 週間
のヨウ素摂取制限を行った．また，抗甲状腺薬を内服している患者については，この
期間の抗甲状腺薬内服を中止した．さらに，甲状腺の体積測定を目的として頚部 X 線
CT 検査（Aquilion 64 もしくは Aquilion PRIME SP，いずれもキヤノンメディカル
システムズ株式会社製）を実施している．甲状腺体積は，撮影した 5 mm スライスの
X 線 CT 画像から核医学専門医により用手的に輪郭抽出を行い，各スライスにおける
甲状腺の体積の総和として算出した（第 2 章参照）．
続いて，投与放射能を決定するために，ヨウ素 131 を 3.7 MBq 各患者に内服させ
（少量投与），甲状腺ヨウ素摂取率と有効半減期の測定を行った．測定には，甲状腺摂
取率測定装置（AZ-800，安西メディカル株式会社製）を用いた．測定は内服から 3 時
間後，24 時間後（1 日後），96 時間後（4 日後），168 時間後（7 日後）とし，24 時間
後以降の甲状腺ヨウ素摂取率を指数関数に近似することで有効半減期を算出した．投
与放射能は，甲状腺体積，甲状腺におけるヨウ素 131 の 24 時間後摂取率，有効半減
期から，Quimby の式[7]によって算出した（第１章参照）．当院では，核医学専門医
が各患者の臨床的所見・症状を考慮し，甲状腺吸収線量が 200～250 Gy になるように
投与放射能を調整している．また，本邦では，法規制により，外来での投与放射能は
500 MBq を上限としているため，これらの患者については 500 MBq を超える投与は
行っていない（「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針（平成 22 年 医
政指発第 1108 第 2 号）」）．
３.２.２. EANM ガイドラインをもとにした甲状腺吸収線量算出法（EANM-based
thyroid dosimetry）；DEANM
上記の患者に対して，レトロスペクティブに EANM ガイドラインをもとにした甲
状腺吸収線量の算出（従来手法，EANM-based thyroid dosimetry）を行った．内服か
らの経過時間 t における甲状腺ヨウ素摂取率 RIU(t)は，2-コンパートメントモデルに
よる解析から双指数関数として式 3.1 に近似することができる[10–11]．

30

𝑅𝐼𝑈(𝑡) =

𝑘𝑡
(𝑒 −𝑘𝑇𝑡 − 𝑒 −𝑘𝐵 𝑡 )
𝑘𝐵 − 𝑘𝑇

(3.1)

ここで，kt [d-1]は 2-コンパートメントモデルにおける血中から甲状腺への移行定数，
kB [d-1]は血中外への移行定数，kT [d-1]は甲状腺外への移行定数である．まず，4 回の
甲状腺ヨウ素摂取率の測定結果から，Levenberg-Marquardt 法（GNU Octave ソフト
ウェアバージョン 4.4.1）によって式 3.1 にカーブフィッティングし，kt，kB および kT
を得た[11，39]．続いて，EANM ガイドライン[10–11]および Hänscheid らの方法
[39]より，式 3.2，3.3 を用いて甲状腺吸収線量 DEANM [Gy]を算出した．
∞
̅
̅
𝑨𝐚 ∙ 𝑬
𝑨𝐚 ∙ 𝑬
𝒌𝐭
𝑫𝐄𝐀𝐍𝐌 [𝐆𝐲] =
∙ ∫ 𝑹𝑰𝑼(𝒕)𝒅𝒕 =
∙
𝑽
𝑽
𝒌𝐁 ∙ 𝒌𝐓
𝟎

(𝟑. 𝟐)

𝟏 𝐌𝐁𝐪 𝐝
𝟕. 𝟐
[
]=
𝟎.𝟐𝟓
̅ 𝐆𝐲 𝐠
(𝑽)
+ 𝟏𝟖
𝑬

(𝟑. 𝟑)

̅はヨウ素 131 単位崩壊あたりの平均沈着エネルギ
ここで，Aa は投与放射能[MBq]，E
ー（式 3.3），V は甲状腺体積[mL]である．尚，甲状腺の組織密度は 1 g/cm3 と仮定し
た．
３.２.３. SPECT 画像とヨウ素の体内動態を用いた吸収線量測定法（image-based
thyroid dosimetry）; Dimage
３.２.３.１. 撮像・処理条件
本章では，SPECT 画像を用いて MIRD ガイドラインにおける voxel dosimetry を
もとに，ボクセル単位で内用療法時の甲状腺吸収線量を算出する手法（以下，提案手
法，post-therapeutic image-based thyroid dosimetry）を提案する．各患者は，内服か
ら 24 時間後に，甲状腺へのヨウ素の取り込みを確認する目的で，SPECT/CT 画像
（Symbia T6，シーメンスヘルスケア株式会社製）を撮像しているため，この画像を
用いてレトロスペクティブに解析を行った．高エネルギーコリメータを装着し，撮像
条件は 128 × 128 ピクセル（3.3mm/ピクセル），20 秒/view，60 views，エネルギー
ウインドウはメインウインドウ；364 keV ± 7.5%，サブウインドウ；15%として撮像
を行った．画像再構成には，コリメータ開口補正付 ordered subset expectation
maximization（OSEM，Flash3D）を使用し，SPECT 画像の空間分解能を向上させる
ことを目的として，subsets：15，iterations：30，post filter なし，散乱補正には window
based scatter correction，減弱補正には CT based attenuation correction を用いた．
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３.２.３.２. System volume sensitivity
提案手法により甲状腺吸収線量を求めるには，SPECT 画像からボクセル単位で放
射能を推定しなければならない．そこで，甲状腺吸収線量算出に先立ち，ヨウ素 131
を 78 MBq 封入した円柱ファントム（直径 16 cm，深さ 15 cm，容積 3016 cm3）を用
いて SPECT 画像の SPECT 値（カウント）から放射能への換算係数である system
volume sensitivity （Svol）を Zeintl ら[40–41]の方法により求めた．

𝑆vol [

𝐴phantom ∙ 𝑇phantom ∙ 𝑉voxel
MBq
]=
cps
𝐶phantom ∙ 𝑉phantom

(3.4)

ここで，Aphantom は円柱ファントムに封入した放射能[MBq]，Tphantom は円柱ファントム
の撮像時間[sec]，Vvoxel は SPECT 画像におけるボクセル体積[cm3]，Cphantom は SPECT
画像における円柱ファントム内の平均 SPECT 値，Vphantom は円柱ファントムの体積で
ある[cm3]．
３.２.３.３. SPECT 画像とヨウ素の体内動態を用いた吸収線量
続いて，MIRD 法[18–21]における voxel S value，ks [mGy MBq-1 sec-1]を適用する
ため，ボクセル単位で SPECT 値を累積放射能に換算した．まず，各ボクセル座標(x,
y, z)において，得られた SPECT 値（Cthyroid）を撮像時間（Tthyroid）で除し，単位時間
当たりの SPECT 値[cps/voxel]を計算する．これに Svol [MBq/cps]を乗じると各ボク
セルにおける放射能[MBq/voxel]となる．SPECT 画像は内服後 24 時間後に取得して
いるため，得られた SPECT 値を 24 時間後の甲状腺ヨウ素摂取率（RIU(24hr)）で除
するとボクセルあたりの投与放射能 A0(x, y, z) [MBq]とすることができる（式 3.5）．

𝐴0 (𝑥, 𝑦, 𝑧) [MBq] =

𝐶thyroid (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ 𝑆vol
𝑇thyroid ∙ 𝑅𝐼𝑈(24 ℎ𝑟)

(3.5)

投与放射能 A0 に RIU(t)を乗じたものが，内服からの経過時間 t 時点での放射能にな
るため，式 3.6 のように全範囲で積分すると累積放射能𝐴̃(𝑥, 𝑦, 𝑧)となる．さらに 11 ×
11 × 11 ボクセル（33 mm × 33 mm × 33 mm）の voxel S value を畳み込むことで式
3.7 のごとく，各ボクセルにおける吸収線量画像 Dimage(x, y, z)を得ることができる．
RIU(t)は，Peters ら[29]や Bockisch ら[42]によると，内用療法時と少量投与時でほと
んど差がないことが報告されているため，本研究では少量投与時のものを使用した．
∞

𝐴̃(𝑥, 𝑦, 𝑧) [MBq ∙ sec] = ∫ 𝐴0 (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ 𝑅𝐼𝑈(𝑡)𝑑𝑡
0
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(3.6)

𝐷image (𝑥, 𝑦, 𝑧) [Gy] = 𝐴̃(𝑥, 𝑦, 𝑧) ⊗ 𝑘𝑠

(3.7)

得られた吸収線量画像に対して，甲状腺体積測定で使用した X 線 CT 画像の輪郭デ
̅ imageとなる．各症例において，
ータから甲状腺部分を抽出したものが甲状腺吸収線量D
甲状腺領域内の吸収線量の分布を箱ひげ図として図示した．
３.２.３.４. Geometry transfer matrix 法による部分容積効果補正
SPECT 画像は他のモダリティと比較し，空間分解能の低さが際立っているため，
これを原因とする部分容積効果が問題となる．計算に用いた SPECT 画像は，空間分
解能が低くならないような条件になるよう配慮はしたが，その影響を完全に排除でき
ているわけではない．そのため，得られた甲状腺吸収線量は部分容積効果の影響を受
けていると推測した．そこで，甲状腺領域の平均吸収線量を求めるにあたり，geometry
transfer matrix（GTM）の概念[43]を用いて甲状腺体積 V に対する補正係数 W SPECT,PVC
̅ imageを WSPECT,PVC で除することにより部分容積効果の補正をした（式 3.8，
を取得し，D
3.9）．

𝑊SPECT,PVC =

1
∫ 𝑅𝑆𝐹(𝑟)𝑑𝑟
𝑉 ⁄𝑉voxel VOI

̅image,PVC [Gy] =
𝐷

̅image
𝐷
𝑊SPECT,PVC

(3.8)

(3.9)

̅ imageは部分容積効果補正前の甲状腺領域における平均吸収線量である．Vvoxel
ここで，D
̅ image,PVC は甲状腺領域における部分容
は SPECT 画像におけるボクセル体積であり，D
積補正後の平均吸収線量である．部分容積効果の補正を行うにあたり，SPECT/CT 画
像において，あらかじめ甲状腺以外の領域にヨウ素 131 が分布していないことを視覚
的に確認した．SPECT 画像上で，甲状腺領域は，X 線 CT 画像における甲状腺体積
と等しくなるように閾値設定して求めた．W SPECT,PVC は以下のようにして求めた．ま
ず，直径 1 mm の線線源を用いて x，y，z 方向における空間分解能（full width at half
maximum，FWHM）を測定し[44]，3D point spread function を得た．続いて，各患
者において甲状腺領域に対応する volume of interest（VOI）を 2 値画像として設定す
る．すなわち，1 であれば甲状腺領域内であり，0 であれば領域外ということなる．
この 2 値画像に対して上記の 3D point spread function を畳み込むと，この VOI は
3D point spread function によって 0～1 の数値の範囲でぼかされる．これを regional
spread function（RSF）と呼ぶ[43]．RSF と元の VOI を比較することで，元の VOI か
33

ら部分容積効果によって SPECT 値がどれだけ VOI 外へ流出したかが分かる．GTM
による部分容積効果補正は，この SPECT 値流出分（spill out）を補正するものであ
る．
３.２.４. 統計学的解析
統計解析ソフトウェアとして R（ソフトウェアバージョン 3.5.1）を用いた．まず，
̅ image ，D
̅ image,PVC ）について単回帰分析を行った．平均
DEANM と平均甲状腺吸収線量（D
甲状腺吸収線量は部分効果補正前後で比較した．加えて，両者について Bland-Altman
プロットも行った．
最終的な治療効果（甲状腺機能亢進状態（hyperthyroidism state），甲状腺機能正常
状態（euthyroidism state），甲状腺機能低下状態（hypothyroidism state））と各手法に
おける甲状腺吸収線量の関係をみるために，有意水準 5%として Bonferroni の調整付
Wilcoxon-Mann-Whitney 検定を行った．各患者は治療後一か月ごとに血液検査を行
い，治療効果を判定した．当院の採血データ正常範囲を参考に，thyroid-stimulating
hormone (TSH) > 4.94 μIU/mL，free triiodothyronine (FT3) < 1.88 pg/mL と free
thyroxine (FT4) < 0.7 ng/dL となったものを甲状腺機能低下状態，すべての数値が正
常範囲となったものを甲状腺機能正常状態，TSH < 0.35 μIU/mL，FT3 > 3.18 pg/mL，
FT4 > 1.48 ng/dL のものを甲状腺機能亢進状態として 3 グループに治療効果を区分
した．
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３.３. 結果
Table 3.1 に各患者の甲状腺体積，甲状腺におけるヨウ素 131 の 24 時間後摂取率，
̅ image ，D
̅ image,PVC を示す．甲状腺体積は 32.7 ± 15.1
有効半減期，投与放射能，DEANM，D
mL（12.0–77.4 mL），24 時間後摂取率は 0.66 ± 0.16（0.19–0.94），有効半減期は 6.14
± 1.31 日（2.98–9.16 日），投与放射能は 397 ± 94 MBq（222–481 MBq）であった．
これらより得られた DEANM は 230.2 ± 56.7 Gy（104.3–362.3 Gy）であった．また，
̅ imageは 132.6 ± 32.2 Gy（53.1–200.7 Gy），D
̅ image,PVC は 217.9 ± 59.8 Gy（95.7–348.6
D
Gy）であった．
Table 3.1. Summary of study participant details.
Cases (male / female)

48 (7 / 41)

Age [years]

51 ± 16

(21–81)

Thyroid volume [mL]

32.7 ± 15.1

(12.0–77.4)

Ioiodine-131 uptake at 24 hours

0.66 ± 0.16

(0.19–0.94)

Effective iodine half-life [days]

6.14 ± 1.31

(2.98–9.16)

Administered radioactivity [MBq]

397 ± 94

(222–481)

DEANM [Gy]

230.2 ± 56.7

(104.3–362.3)

̅ image) [Gy]
Mean Dimage without PVC(D
̅ image,PVC ) [Gy]
Mean Dimage with PVC (D

132.6 ± 32.2

(53.1–200.7)

217.9 ± 59.8

(95.7–348.6)

各患者における甲状腺領域内の吸収線量の分布を画像化したものが Figure 3.1 であ
る．多くの症例で甲状腺吸収線量は視覚的には均一に分布しているように見えるが，
中には不均一な分布が目立つ症例も認めた（patient no.1，2，7，9，29）．このうち，
patient no.1，2，7 の 3 例は内用療法後に甲状腺機能低下状態となり，その他 2 例
（patient no. 9，29）は甲状腺機能正常状態になった．
DEANM は，甲状腺へのヨウ素 131 の集積が均一であると仮定して計算されるため，得
られる値は各患者に対し単一のものとなる．一方，Dimage は，ボクセル単位で吸収線
量を計算するため，吸収線量（Dimage(x, y, z)）はボクセルごとに変化する．結果として，
提案手法で計算した甲状腺吸収線量はある範囲の線量分布として観測される（Figure
3.2）．Dimage の最大値は 297.8 ± 83.2 Gy（136.6–512.9 Gy），最小値は 69.6 ± 18.4 Gy
（29.8–107.5 Gy）となった．
̅ image ）の関係を示す．回帰
Figure 3.3a に DEANM と部分容積効果補正前の Dimage（D
̅ image = 0.47 × DEANM + 4.89（傾きの 95%信頼区間 0.37–2.19（p < 0.001），y 切
式はD
片の 95%信頼区間 0.56–47.59（p = 0.03））となり，両者には強い相関を認めた（ピ
̅ imageの Bland-Altman プロッ
アソンの相関係数 = 0.82）．Figure 3.3b には DEANM とD
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トを示す．両者には固定バイアス（paired t 検定，p < 0.001）と比例バイアス（Pearson
の相関係数 = -0.72 [95%信頼区間 = -0.84– -0.55]）を認めた．固定バイアスは-97.7
̅ imageは低
Gy（95%信頼区間 = -107.9– -87.4）であり，同一患者では DEANM に比してD
値となった．
̅ image,PVC ）の関
同様に，Figure 3.4a に DEANM と部分容積効果補正後の Dimage,PVC（D
̅ image,PVC = 0.94 × DEANM + 1.35（傾きの 95%信頼区間 0.80–1.08
係を示す．回帰式はD
（p < 0.001），y 切片の 95%信頼区間-32.2–34.8（p = 0.94））となり，両者には強い
̅ image,PVC の
相関を認めた（Pearson の相関係数 = 0.89）．Figure 3.4b には DEANM とD
Bland-Altman プロットを示す．両者にも固定バイアス（paired t 検定，p < 0.01）を
認めたが，比例バイアス（Pearson の相関係数 = 0.11[95%信頼区間 = -0.17–0.39]）
は認められなかった．固定バイアスは-12.4 Gy（95%信頼区間 = -20.3– -4.4）であり，
̅ image,PVC はほぼ同値であった．内用療法後に甲状腺機能正常状
同一患者では DEANM とD
態もしくは機能亢進状態のままであった症例 16 例のうち 12 例は，Figure 3.4a にお
ける回帰式の下側に存在した．
本研究における撮像・画像再構成条件下では，SPECT 画像の x，y，z 軸方向におけ
る空間分解能（FWHM で表記）はそれぞれ，11.0，10.4，11.0 mm であった．部分容
積効果補正係数である W SPECT,PVC は，各患者の SPECT 画像上の甲状腺体積と 3D point
spread function から算出できる．各症例の甲状腺体積と GTM 法による W SPECT,PVC の
関係を Figure 3.5 に示す．
Table 3.2 は治療効果（甲状腺機能亢進状態（hyperthyroidism state）
，甲状腺機能正
常状態（euthyroidism state），甲状腺機能低下状態（hypothyroidism state））と各手法
̅ image ，D
̅ image,PVC ）の結果をまとめたもの
によって得られた甲状腺吸収線量（DEANM，D
である．本研究で解析した 32 症例（67%）は甲状腺機能低下状態となった．また，
治療効果と各手法における吸収線量の間には統計的有意差を認めなかった．
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Fig. 3.1. Absorbed dose image of thyroid obtained from each patient (coronal image). The accumulation of iodine in the thyroid was not completely
homogeneous even for patients with Graves' disease. Patients no. 7 and 32 were imaged after undergoing subtotal thyroidectomy Patient no. 42
patient had thyroid hemiagenesis.
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Fig. 3.2. Image-based absorbed dose distribution of each patients (Dimage). Values were widely distributed, with the maximum absorbed dose
approximately 2.5 times greater than the median.
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̅ image) without PVC, using the regression
Fig. 3.3. a) Relationship between EANM-based absorbed dose (DEANM) and image-based absorbed dose (D
̅ image = 0.47 × DEANM + 24.89 [95% CIs of slope and y-intercept = 0.37–2.19 and 0.56–47.59, respectively]. b) Bland-Altman analysis
equation: D
̅ image. There was fixed bias (−97.7 Gy [95% CI = −107.9–−87.4]) and proportional bias (Pearson's correlation
was performed between DEANM and D
coefficient = −0.72 [95% CI = −0.84– −0.55]). Note that each symbol in Figure represents three therapeutic outcomes: open circle; hypothyroidism,
open triangle; euthyroidism, and cross; hyperthyroidism.
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̅ image,PVC ), using the regression
Fig. 3.4. a) Relationship between EANM-based absorbed dose (DEANM) and image-based absorbed dose with PVC (D
̅ image,PVC = 0.94 × DEANM + 1.35 [95% CIs of slope and y-intercept = 0.80–1.08 and −32.2–34.8, respectively]. b) Bland-Altman
equation: D
̅ image,PVC . There was also fixed bias (−12.4 Gy [95% CI = −20.3–−4.4]) but no proportional bias
analysis was performed between DEANM and D
(Pearson's correlation coefficient = 0.11 [95% CI = −0.17–0.39]). Note that each symbol in Figure represents three therapeutic outcomes: open
circle; hypothyroidism, open triangle; euthyroidism, and cross; hyperthyroidism.

Fig. 3.5. Relationship between weighting factor, W SPECT,PVC used for partial volume correction
and thyroid volume.
Table 3.2. Relationship between therapeutic outcomes and thyroid absorbed dose calculated
from each method.
Cases
DEANM [Gy]a
̅ image [Gy]b
D
̅ image,PVC [Gy]c
D

Hypothyroidism

Euthyroidism

Hyperthyroidism

32 (67%)

12 (25%)

4 (8%)

231.4 ± 55.9

223.6 ± 68.5

241.0 ± 24.7

(136.3–344.6)

(104.3–362.3)

(214.6–267.5)

137.5 ± 29.7

117.2 ± 39.5

139.3 ± 12.4

(85.4–200.7)

(53.1–186.2)

(126.0–155.9)

224.3 ± 60.0

199.4 ± 67.9

222.1 ± 10.2

(119.3–348.6)

(95.7–323.0)

(211.6–235.8)

* Data are expressed as mean ± 1 standard deviation (SD), if appropriate, as maximum and
minimum values.
a Hypo- vs Eu-: p=0.785, Eu- vs Hyper-: p=0.379, Hypo- vs Hyper-: p=0.645
b Hypo- vs Eu-: p=0.063, Eu- vs Hyper-: p=0.133, Hypo- vs Hyper-: p=0.981
c Hypo- vs Eu-: p=0.234, Eu- vs Hyper-: p=0.317, Hypo- vs Hyper-: p=0.903
(Bonferroni corrected Wilcoxon-Mann-Whitney test)
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３.４. 考察
過去に多くの甲状腺吸収線量算出法が考案されているが[7，35–36，39]，いずれも
SPECT 画像を用いた吸収線量計算法ではない．また，これら先行研究では，甲状腺
が均一にヨウ素を取り込むと仮定して線量計算を行っている．さらに，用いられてい
る計算方法は，内用療法開始前に投与放射能を決定する目的で使用する．以上のこと
から，内用療法時の甲状腺吸収線量を実測値として把握するには適していないといえ
る．Quimby の式[7]や EANM ガイドラインをもとにした甲状腺吸収線量算出法[10–
11]では，内用療法時の吸収線量を推定しているに過ぎない．また，甲状腺へのヨウ素
の取り込みは，計算式で仮定するような均一分布になるとは限らない．結果として，
推定吸収線量と実際の吸収線量は異なる可能性が生じる．これらの従来手法に対して，
筆者は，MIRD ガイドラインにおける voxel dosimetry [18–21]を拡張し，SPECT 定
量画像とヨウ素の体内動態を用いた甲状腺吸収線量算出法（post-therapeutic imagebased thyroid dosimetry）を提案した．提案手法は，内用療法時の甲状腺ヨウ素摂取
率と SPECT 画像を用いているため，甲状腺におけるヨウ素 131 の分布は直接的に吸
収線量を反映し，局所的なヨウ素の取り込みの程度を視覚化できる．過去に腫瘍領域
では，画像ベースで吸収線量を算出した研究は存在するが[37–38]，バセドウ病の吸
収線量に用いた報告は見当たらなかった．
内用療法時の SPECT 画像において，甲状腺へのヨウ素の集積は必ずしも均一でな
いことを観察した（Figure 3.1）．一般的に，バセドウ病はびまん性に甲状腺ヨウ素摂
取率が亢進することが知られている[1]．そのため，従来手法では，上述のように甲状
腺への均一な放射能分布を期待して甲状腺吸収線量を推定しているわけである．しか
し，本研究におけるいくつかの症例では，吸収線量分布が不均一になっており，これ
は，バセドウ病における甲状腺へのヨウ素の取り込みは局所的に異なる可能性がある
ことを支持する結果である．内用療法では，甲状腺へのヨウ素の取り込みの程度が局
所の吸収線量に直結するため，局所のヨウ素の取り込みが異なると，それによって吸
収線量分布に幅が生じることになる．提案手法は，局所的なヨウ素の取り込みを考慮
して計算を行うため，上述の不確かさを減らすのに役立つ．
さらに，各症例において，甲状腺領域内の吸収線量 Dimage は幅広く分布していた
（Figure 3.2）．この原因の一つは，SPECT 画像の低空間分解能に由来する部分容積
効果である．本研究では，空間分解能の劣化を抑えるために，コリメータ開口補正付
OSEM 法の使用，更新回数（subsets × iterations）の増加，post filter の不使用で空
間分解能が低くならないよう配慮しているが，完全にはその影響を排除することはで
きていない．そのため，Figure 3.2 にみる甲状腺吸収線量の幅広い分布には，部分容
積効果の影響が少なからず含まれていると考える．空間分解能の劣化に伴い，甲状腺
領域内の SPECT 値は領域外に流出する（spill out）．各症例の甲状腺体積における
42

WSPECT,PVC は 0.45 から 0.80 の範囲になるため，20%から 55%程度の SPECT 値が甲
状腺領域外に流出していることになる（Figure 3.5）．甲状腺領域の境界付近の SPECT
値が流出することによって，甲状腺吸収線量が見かけ上低値になり，結果として線量
分布が低値の方向に引き伸ばされることになる．部分容積効果補正の有無による解析
結果から，内用療法開始前の甲状腺吸収線量計算法である DEANM と内用療法時の甲状
腺吸収線量計算法である Dimage を比較するためには，部分容積効果補正は不可欠であ
るといえる．本研究を行うにあたり，ボクセル・バイ・ボクセルでの部分容積効果補
正法である Lucy-Richardson 法[45]を試みたが，本手法を SPECT 画像に適用した結
果，Gibbs アーチファクトが目立つ画像となってしまった．Gibbs アーチファクトが
存在したままで吸収線量を計算するのは適切ではないと判断し，本研究においてはボ
クセル・バイ・ボクセルでの部分容積効果補正法の採用を見送った．今後画像復元や
超解像の技術を用いてさらに高解像度の SPECT 画像を得ることができれば，空間分
解能の影響を抑制し，より正確な吸収線量分布が得られると推察する．
̅ image,PVC の間には強い相関を認めたが，
従来手法である DEANM と，提案手法であるD
両者には固定バイアスも認めた（Figure 3.4）．この相関関係は，提案手法が，線量反
応（dose response）を評価するうえで，従来手法の適切な代替手段になり得ることを
意味している．さらに，線量分布やヨウ素の不均一集積といった付加情報も得られる．
先行研究[29，33–34，46]では，甲状腺吸収線量が増えれば治療効果が得られる割
合や甲状腺機能低下状態になる割合はともに上昇するとしている．いずれの研究にお
いても，カットオフとなる甲状腺吸収線量を厳密に定めることはできていないが，こ
れまでに内用療法時の甲状腺吸収線量を明確にする方法がなかったことが理由の一
つとして挙げられる．提案手法を用いれば，甲状腺における線量分布と治療効果の間
に明確な関係を見出せる可能性がある．当院では，内用療法によって医原性の甲状腺
機能低下状態を誘発し，レボチロキシンを経口投与することによって甲状腺機能正常
状態を達成することをバセドウ病の治療方針としている．そのため，バセドウ病患者
への投与放射能や，甲状腺に対する設定吸収線量は高めとなっている．治療効果とし
て，甲状腺機能亢進状態や機能正常状態に至った患者の多くは，Figure 3.3，3.4 の回
帰直線の下方に存在した．このことは，推定吸収線量と実際の吸収線量との間の差に
起因している可能性があるが，本研究においては各治療効果における吸収線量の間に
統計的有意差は認められなかった（Table 3.2）．また，本研究ではレトロスペクティ
ブに症例を利用している都合上，提案手法と治療効果の間に関係性を見いだすことが
できなかった．提案手法を用いた前向き研究を追加することで，両者のさらなる関係
を見いだせるかもしれない．
本研究の二つめの limitation として，SPECT 撮像が単回であるため，患者個々の
ヨウ素の体内動態特性を内用療法開始前に別途取得する必要があるということであ
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る．先行研究では，内用療法時（高放射能）と内用療法開始前（低放射能，少量投与）
で得られる甲状腺ヨウ素摂取率にはほとんど差がないとされている報告[29，42]もあ
れば，両者には差があるという報告[47–48]も存在する．Canzi ら[48]は，内用療法時
の甲状腺ヨウ素摂取率は，stunning 効果の影響により，内用療法開始前と比較して
12%低下すると報告している．内用療法開始前後で体内動態特性が同一であると仮定
することにより，各ボクセルにおける不確実性が高まり，得られる甲状腺吸収線量の
系統的誤差を生じる可能性がある．この不確実性を解決するには，治療中に複数回の
SPECT 撮影を行うことにより，内用療法時のヨウ素の体内動態特性を直接的に反映
させる必要がある．
本邦では法規制により，投与放射能が 500 MBq 以下になるよう設定されている（「放
射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針（平成 22 年 医政指発第 1108 第 2
号）」）．この条件下では，検出器における計数損失の影響は最小限であると考え，デッ
ド タ イ ム 補 正 は 行 わ な か っ た ． Gregory ら [49] の 研 究 で は ， 本 研 究 で 用 い た
SPECT/CT 装置における分解時間τは 3.796 マイクロ秒と測定している．本研究の
撮像条件において，メインウインドウ（364 keV ± 7.5%）で得られた甲状腺直上の
SPECT 値が 10.7 ± 3.6 kcps であったことを勘案すると，非麻痺モデルとしてのデッ
ドタイム補正係数 Dτ は式 3.10 で与えられ，その値は 1.04 ± 0.01（1.01–1.07）とな
った．

𝐷𝜏 =

𝑅T
1
=
𝑅M (1 − 𝑅M ∙ 𝜏)

(3.10)

ここで，RT は真の計数率，RM は実測した計数率である．本研究の三つめの limitation
は，吸収線量を算出するにあたり，デッドタイム補正を行っていないことである．各
̅ image,PVC に，単純に Dτ を乗算したものをデッドタイム補正後の吸収
患者で得られたD
̅ 'image,PVC と仮定すると，DEANM との回帰式はD
̅ 'image,PVC = 0.98 × DEANM + 1.23 とな
線量D
̅ 'image,PVCの固定バイアスは除外で
る．デッドタイム補正を行うことにより，DEANM とD
きる（paired t 検定，p = 0.454）．よって，厳密なデッドタイム補正を行うことで，
̅ image,PVC 間の固定バイアスは解消できるといえよう．
DEANM とD
提案手法を内用療法開始前に応用することついても考慮しなければならない．内用
療法開始前に提案手法を応用して甲状腺吸収線量を測定することは，ヨウ素摂取制限
と競合してしまうことに注意を要する．本邦は食習慣的にヨウ素を多く摂取するため，
全ての患者は内用療法開始前にヨウ素摂取制限を行っているためである[3]．以上よ
り，内用療法開始前に提案手法を適用するのは本邦においては実践的とはいえず，む
しろ内用療法時に提案手法にて甲状腺吸収線量を算出するのが合理的と考える．
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３.５. まとめ
本章では，内用療法時の SPECT 定量画像，voxel S value，甲状腺におけるヨウ素
の 体 内 動 態 で あ る 甲 状 腺 ヨ ウ 素 摂 取 率 を 用 い た 甲 状 腺 吸 収 線 量 算 出 法 （ posttherapeutic image-based thyroid dosimetry）を提案し，その実現性について検証した．
提案手法によって得られた甲状腺吸収線量は，従来手法である EANM-based thyroid
dosimetry で得られたものと強い相関があり，部分容積効果を補正するとほぼ等しい
値となった．また，提案手法は，ヨウ素 131 の直接的な可視化と，局所的な線量分布
を把握できる利点がある．以上の点から，提案手法は，線量-効果判定を行うにあたり，
現在の標準である内用療法開始前の線量測定の代替手段になり得るといえる．また，
甲状腺吸収線量と治療効果の関係を見いだすには，線量測定精度をさらに向上させる
必要がある．
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第４章 結論
甲状腺機能亢進症に対する放射性ヨウ素内用療法（以下，内用療法）は，70 年以上
の歴史を持ち，確立された治療法である[1]．内用療法における投与放射能決定法であ
る Quimby の式[7]も，70 年前以上前の論文であるが，その確立された手法ゆえに，
現在までほとんど形を変えることなく使われ続けてきた．欧州核医学会（European
Association of Nuclear Medicine，EANM）のガイドライン[10–11]に記載されている
投与放射能決定式も，考え方は Quimby の式とほとんど変わらない．この Quimby の
式を，現代の技術を駆使してアップデートする必要があると考えたことが本研究の動
機である．すなわち，甲状腺機能亢進症を対象とした内用療法において，治療計画か
ら治療効果判定までを一元的に管理するために，現代の画像診断システムの技術を取
り入れて投与放射能決定法の再構築を行うことと，甲状腺吸収線量や線量分布から治
療効果予測法を確立することを目的とした研究を行った．本研究では，Quimby の式
をアップデートするには至らなかったものの，X 線 CT 画像や SPECT 定量画像とい
った現代の画像診断システムの技術を用いて以下に示す二つの内容について成果を
得た．
第 2 章では，楕円体近似による甲状腺体積の変動について，X 線 CT 画像を用いて
検証した．X 線 CT 画像から三次元的に測定した甲状腺体積をリファレンス体積とし
た場合，短軸面における短軸径や断面積の測定値によって，楕円体近似で得られた甲
状腺体積は変動することが確認できた．このうち，任意の短軸径を用いて甲状腺体積
を測定し，複数分を平均した体積（Vellipsoid,mean）は，誤差が相殺されて平均誤差はほと
んどゼロになった．さらに，円相当径を用いた場合（Vellipsoid,Heywood）は，楕円体近似
によって，三次元的に測定した甲状腺体積と同等の甲状腺体積を求めることができる
ことが分かった．しかし，楕円体近似による甲状腺体積は，近似による誤差として 0
～50%程度，中には 50%を超える症例もあった．十分な測定精度を必要とする場合に
は，三次元的な甲状腺体積測定を行う必要があると結論付けた．
第 3 章では，内用療法時の SPECT 定量画像，voxel S value，甲状腺におけるヨウ
素の体内動態である甲状腺ヨウ素摂取率を用いた甲状腺吸収線量算出法（ posttherapeutic image-based thyroid dosimetry）を提案し，その実現性について検証した．
̅ image,PVC は，従来手法である EANM-based
提案手法によって得られた甲状腺吸収線量D
thyroid dosimetry で得られた DEANM と強い相関があり，部分容積効果を補正するとほ
ぼ等しい値となった．また，提案手法は，ヨウ素 131 の直接的な可視化と，局所的な
線量分布を把握できる利点がある．以上の点から，提案手法は，線量-効果判定を行う
にあたり，現在の標準である内用療法開始前の線量測定の代替手段となり得ることを
示した．
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近年，がん医療を中心に，プレシジョン・メディシン（precision medicine），パー
ソナライズド・メディシン（personalized medicine）といわれる概念が定着しつつあ
る．この概念は，内用療法にもあてはめることができる．つまり，個々の甲状腺機能
や全身状態から投与放射能を決定し，必要かつ適切な甲状腺吸収線量を付与すること
で最善の治療効果を得るというものである．本研究には課題が残るものの，得られた
成果は，内用療法におけるプレシジョン・メディシン，パーソナライズド・メディシ
ンを推進するうえで一助となり，さらに他疾患を対象とした内用療法への応用も期待
できる．将来，本研究を応用することで，甲状腺機能亢進症に対する放射性ヨウ素内
用療法をはじめ，多くの内用療法において投与放射能と治療効果の関係が明確化され，
より信頼性の高い治療法として再確立されることを願い，本研究の結論とする．
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