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1. 概要 

 モンテカルロシミュレーション技術は次世代ＰＥＴ研究に不可欠である。以下にその代表的な利用

目的を挙げる。 

・ 装置物理特性（空間分解能、感度、計数率特性、散乱線成分）の定量的・定性的分析 

・ 装置設計 

・ 散乱・吸収補正法の検討 

・ 擬似データの生成 

・ プレゼンテーション素材の作成 

本グループでは様々なモンテカルロシミュレーションプログラムを開発・利用している。その中か

ら特に有用性が高い汎用プログラムコードの名前を以下に挙げる。 

・ EGS4    [EGS4] 

・ Geant3 and Geant4  [Geant] 

・ MCNP4C and MCNPX  [MCNP] 

2. デモンストレーション 

 ここではデモンストレーションとして、Geant3 および Geant4 により作成した、視覚的分析のため

の図を紹介するにとどめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. まとめ 

 この分野に多くの優秀な大学院生が参入して活躍することを期待したい。 

 

4. 参考ウエブサイト 

[EGS4] http://ccwww.kek.jp/kek/rad/center/egs4_japan.html 

[Geant] http://wwwinfo.cern.ch/asd/, http://www.geant4.org/G4UserGroup/ja/ 

[MCNP] http://mcnpx.lanl.gov/ 
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(13-2) 独創的な方向性：幼児専用ＰＥＴ装置 

 

長谷川智之 

北里大学医療衛生学部 

 

Tomoyuki Hasegawa 

School of Allied Health Sciences, Kitasato University 

 

1. 背景 

 放射線は、様々な技術的および社会的・政治的な限界あるいは制約・規制のため、その本来の有用

性がまだまだ社会に生かされていない。核医学イメージングの分野もまだまだ大きな発展の余地があ

る。一方、ＥＢＭ（イビデンス・ベイスド・メディシン、根拠に基づく医療）にも伴い核医学診断の

重要性が広く一般にも認められつつある。これから大きく成長する分野と考えるならば、外国まかせ

ではなく、日本発の核医学イメージング技術の開発を積極的に進め、人材育成と雇用創出に努める意

義は大きい。 

本次世代ＰＥＴ装置開発では、頭部専用装置を５年計画で組み上げることを一つのステップと設定

し、要素技術の開発を進めている。この計画を本来の趣旨に沿い大きく発展させたい。２００２年の

ＲＳＮＡではＧＥ、フィリップス、シーメンスがそろってＰＥＴ－ＣＴの積極的な機器展示を行った。

汎用型ＰＥＴは普及の時代に来ている。一方で、特定の用途に特化したＰＥＴとしては、脳専用ＰＥ

Ｔ、小動物用ＰＥＴ、マンモ用ＰＥＴ、がん検診用ＰＥＴなどはその意義が広く世界的に認められて

おり、既に多くのグループが取り組んでいる。後を追いかける立場にある我々としては、社会的な意

義も明確で本分野の発展を促す、何か新しい独創的なラインも平行して１つ打ち立てたい。 

 

2. 多面的なモティベーション 

2-1. 小児（幼児）医療におけるモティベーション 

2-1-1. 小児核医学の現状 

 小児科医療は重要である。しかしもうからない。近年は小児科救急の不整備が社会問題にもなって

いる。「経済にあわせて医療を考えるのではなく、医療にあわせて経済を考える」[Umezu 1999]とい

う方向に社会構造を変えてゆくべきであろう。 

 生体機能をイメージングする核医学という手法の重要性は小児科医療においても変わりない。核医

学分野において小児核医学は常に大きな関心が払われてきている。「小児は小さな大人ではない」と

いう言葉に代表されるように小児には成長に伴う特徴的な生体機能の変化があり、医療としても生命

科学としても興味深い。特に幼児に限定してみてもそれは言え、例えば昨年の核医学会総会のフィル

ムリーディングセッションでは１２演題のうち２題は幼児のシンチグラフィーであった。 

 関東小児核医学研究会で発表された３０数施設に対するアンケートによると[Medi 2001]、対象と

なる疾患は腎疾患、てんかん、心疾患、腫瘍が全体の３／４を占める。具体的には腎検査４１％、脳

血流２４％、骨シンチ１４％、心シンチ１０％、肺血流シンチ８％ということである。疾患部位が既

に明確な場合には局所的な検査で十分とも言えるが、現実には全身イメージを撮り幅広い観点から診

 78



断を行う意義は大きい。 

 小児、特に幼児を対象とする場合には核医学検査への精神的なハードルは成人の場合よりも高い。

被験者の動きと検査時間、および放射線被曝が特に大きな問題となる。被験者の動きに対しては鎮静

剤や睡眠剤を要する場合が多い。被曝問題は、現状では「ＣＴ検査などと同様に安全です」という程

度の消極的な説明にとどまる場合が殆どであろう。残念ながら健常者に対するボランティアー測定と

いう概念は適用しにくい。 

 

2-1-2. 小児核医学の放射線被曝 

「アメリカでは将来、年間５００人が小児ＣＴ検査被曝による悪性腫瘍で死亡する」という報告が

一昨年の American Journal of Roentgenology 誌[Brenner 2001]に掲載され社会問題にもなった。こ

れがＭＤＣＴの開発に拍車をかけた。ＭＤＣＴでは主として検出器感度の向上により数割の被曝低減

に繋がる。ちなみにＣＴ検査による被曝線量はオーダーとしては１０ｍＧｙ以上である。 

 小児核医学でのＭＩＢＧによる神経芽細胞種の検査を例に考えてみよう。近年、腫瘍シンチ用の１

３１Ｉ－ＭＩＢＧではなく、もとは心疾患診断用に承認されている１２３Ｉ－ＭＩＢＧが神経芽細胞種の

検査に用いられてきている。前者では総吸収線量が２０数ｍＧｙ／１０ＭＢｑなのに対して後者では

７ｍＧｙ／３７ＭＢｑとなり[JRIA 2002]、被曝線量を低減できることが一つの理由である。ＭＩＢ

Ｇに限らず吸収線量が数１０ｍＧｙになる核医学検査は少なくない。今後はインフォームドコンセプ

ト（納得医療）とＥＢＭにより、核医学の分野でも、被曝線量の低減の必要性がこれまで以上に積極

的に論じられるようになるだろう。とりわけ幼児は、成長が盛んで余命が長いため放射線リスクが高

い。例えば、幼児の赤色骨髄に対する白血病のリスクは成人の３倍程度だといわれている。幼児核医

学において、高感度な手法により被曝線量を低減することの意義は大きい。 

 

2-1-3. 小児核医学とＰＥＴ 

 基本的には成人で有用なＰＥＴ検査は小児でも有用である。２００２年のＳＮＭのプログラムの演

題を眺めても、数歳以下の小児を対象としたＰＥＴ検査についての発表が少なからず見られる。２０

０１年のＳＮＭのハイライト公演で H.N.Wagner が述べているように、ＰＥＴは全ての核医学施設に

普及すべきものであるが、必ずしもシンチグラフィーやＳＰＥＣＴにとって代わるものではなく、相

補いながら発展すべきものである。これは幼児かどうかに限らない話である。 

ＰＥＴ検査の幼児被曝については、例えばＦＤＧを例にとると、シンチグラフィーやＳＰＥＣＴよ

り低減できるという程度であり、桁違いに下げられるというわけではない。Ruotsalainen は幼児のＦ

ＤＧ－ＰＥＴ検査による被曝線量を、２１人の被験者を対象としたＰＥＴ測定に基づき評価した

[Ruotsalainen 1996]。それによると、ＦＤＧによる膀胱への吸収線量は９９ｍＴｃ－ＤＴＰＡの場合

の４分の１程度。９９ｍＴｃ－ＭＤＰによる骨への線量は単位放射能あたりにするとＦＤＧの場合の方

が高いが、標準的な投与量に直せばＦＤＧの場合の方が低くなるということである。重要なのは高感

度な装置により投与放射能を削減することである。 

 

2-1-4. 小児核医学におけるモティベーション 

ＰＥＴ検査への社会的な関心が高まる中で、以下の要点に進展が見られれば幼児核医学検査が大き
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く発展する可能性がある。 

・ 徹底的な被曝線量の低減 

 ＰＥＴ装置の大型かつ高感度化 

・ 身体的拘束の低減と鎮静・睡眠剤の削減 

 体動検出・補正システム 

・ 精神的圧迫の低減 

 気持ちオープンジオメトリー 

 

2-2. 物理学的（放射線物理学、放射線計測学的）なモティベーション 

 これまで見えなかったものが見えるようになると何か大きな展開が生まれる。ノーベル賞の多くが

そのような新しい手法の開発に対して贈られていることがその証でもある。放射性同位標識元素を用

いたトレーサー手法の最大の利点はその高い検出感度にある。原理的には、たった一つの標識分子か

ら放出した放射線さえ検出できる。しかしながら、最新のＰＥＴ装置でさえ平均幾何学的効率は１０

数％止まりである。放出された放射線は一つも逃がさないぞ、というような設計思想の装置はまだな

い。この方向に向けての鍵となる要素技術を以下に挙げる： 

・ 幾何学的効率の向上(受容立体角度の拡大) 

・ 検出器感度の向上（シンチレーター結晶の開発、ＤＯＩ技術） 

・ 計数率特性の向上（同時計数時間巾とデッドタイムの縮小） 

 

2-3. 核医学イメージング装置としてのモティベーション 

 核医学イメージング装置の１つの近未像としては、複数の検出器パネルを自由に配置でき、被験者

の姿勢を強く束縛する必要もない、というような装置を思い浮かべる。この方向に向けて手がけてみ

るべき要素技術を以下に挙げる： 

・ 検出器パネル位置と検査対象外形上を３次元的に測定するシステム 

 多元デジタルビデオとマーカーによる光学的手法、簡易的人体変形モデル 

・ 自由な検出器配置と測定対象移動に対応しやすい画像再構成手法 

 プラノグラム[Kinahan 2002]のＤＯＩ化による拡張？ 

・ 検出器の画期的な小型軽量化 

 少し先の話？ 

 

2-4. 社会的・政治的なモティベーション 

小児科医療は経営的にも成り立ちにくいというのが現在の社会情勢である。しかし本来は、社会に

とって必要な分野が経済的に成立するようなシステムを作り上げるのが政治と役所の責任であろう。

「基礎研究は役に立たなくても良い」というのは少し言い過ぎのように感じる。「基礎研究は短期的

にはもうからなくても良い」の方が良い。以下に、幼児専用ＰＥＴに追い風となる要素を思いつくま

まに挙げてみる： 

・ ＰＥＴは専門的にも一般からも注目されつつある。 

・ 子供を大切にするという社会情勢に適合する。 
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・ 特に日本において、小児科医療は多面的な支援を必要とする。 

・ 短期および長期的、直接および間接的に本文野の発展に寄与する。 

 

3. 幼児専用ＰＥＴ装置 

3-1. セールスポイント 

 「シンチグラフィー中心からＰＥＴの積極的利用へ」が売り言葉である。急速な普及の兆しを見せ

る汎用ＰＥＴ－ＣＴでは不可能な方向性を強調する方が面白い。ポイントは被曝線量の画期的な低減、

被験者の身体的な束縛の低減、そして気持ちオープンジオメトリーの３つである。 

 

3-2. 装置仕様 

 例えばということで、具体的な装置仕様を以下に記す。 

装置構成：対向パネル型検出器配置 

検出器パネルサイズ：１００ｃｍ×６０ｃｍ 

パネル間距離：２０～５０ｃｍ可動 

検出器素子：検出効率が高く高速なもの 

検出器素子数（ＤＯＩを除く）：１５３６０×２＝（２０×１２×６４）×２ 

同時計数時間巾： ５ｎｓ [Moses 2002] 

デッドタイム（システムクロック）：１００ｎｓ以下 

感度と計数率特性：シンチグラフィーやＳＰＥＣＴとは桁違い 

 

3-3. 新たに強調すべき要素技術 

・ 体動検出と補正 

・ 同時計数時間の縮小 

・ デッドタイムの縮小 

これらは、特に幼児専用ＰＥＴ装置のために積極的な開発が望まれるが、幼児専用ＰＥＴに限らず取

り組むべき要素技術と位置付けることもできる。 

 

4．まとめ  

社会に必要とされる課題があるとして、その分野を積極的に発展させようとするならば、意欲的な

人材を集め、優秀な人材を受け入れる雇用を創出する必要がある。そのためには、だんだん政治くさ

くなるが、多角的に幅広い理解と支援を得る必要がある。 
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(13-3) 独創的な方向性： 

全身自律神経系と精神活動の次世代ＰＥＴイメージング 

 

長谷川智之、卒業研究生（益田昌史、宮本健太郎、塩谷真紀） 

北里大学医療衛生学部 

Tomoyuki Hasegawa and Undergraduates 

School of Allied Health Sciences, Kitasato University 

 

1. 導入 

 この分野の国際会議を眺めると、どこでもかしこでもＰＥＴ装置開発、という盛り上がりを感じる。

頭部専用ＰＥＴ、小動物専用ＰＥＴ、マンモ専用ＰＥＴ、ＰＥＴ－ＣＴ、がん検診用ＰＥＴ。こうな

ると、「・・・専用ＰＥＴ装置の開発」というテーマではインパクトが薄く、そもそもサイエンティ

フィックな研究として物足りない。ここで、少なくとも建前としては生命科学的な、サイエンティフ

ィックな題名を冠するという方向性を１つの試みとして提案する。 

 

2. 全身自律神経系と精神活動の次世代ＰＥＴイメージング 1) 

2-1. 概要 

精神活動においては脳が中心的役割を果たしていることに間違いはないだろう。確かに脳には多く

の神経細胞が集中しており高度な情報処理が行われているが、脳以外にも情報伝達系は広がっている。

脊髄や全身に広がる自律神経系は精神活動とどのように関係しているのだろうか。例えば、お腹が痛

くなると気分が沈むというのは良く知られていることだ。脳に限らない全身の神経活動をイメージン

グできれば、これまでに見えなかったことが見えるようになり、この分野での１つのブレークスルー

となる可能性がある。西洋医学が発達する以前の歴史を振り返ると、腹（はら）や心臓が精神活動に

大きな役割を果たしているという思想があったが、そこには真実の一面が隠されているのだろうか。 

 

2-2. 自律神経系の解剖学的概要 

 自律神経は腹部臓器、汗腺、立毛筋などの機能を調整するものであり交感神経と副交感神経に分け

られる。どちらも中枢神経から出て、途中の神経節でニューロンを変え、末梢にたどりつく。神経節

に入る神経繊維を節前繊維、神経節から出るものを節後繊維と呼ぶ。 

 交感神経の節前繊維は脊髄の両側に交感神経幹をなし、その近辺に神経節を有する。節後繊維は複

雑に分岐・吻合して神経叢をなす。動脈に絡みつくように複雑に網をなしており、繊維の流れを個別

に追うことは難しい。また、網目の所々に膨大部を作る。 

 副交感神経は交感神経のような独立な系をなさず、脊髄神経と同様な経路を経て、末梢に近くなっ

てから神経節でニューロンを変える。皮膚汗腺や立毛筋には副交換神経は分布していないと考えられ

ている。いわゆる腹部臓器へ広範囲に分布する迷走神経は、副交感神経を中心に知覚性および運動性

の神経も含む。 

消化管へ分布する自律神経の神経叢は粘膜下神経叢（マイスナーの神経叢）と筋間神経叢（アウエ

ルバッハの神経叢）に分けられる。 
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2-3. 自律神経系の伝達物質と受容体 

 伝達物質として節前繊維から放出されるのは、交感神経、副交感神経ともにアセチルコリンである。

節後繊維から放出されるのは、副交感神経の場合にはアセチルコリン、交感神経系の場合には一般に

ノルアドレナリン（ノルエピネフリン）であるが、汗腺などは例外としてアセチルコリンである。 

 受容体（レセプター）について、節前繊維はニコンチン系である。一方、副交感神経の節後繊維の

レセプターはムスカリン系となる。 

 

2-4. 自律神経系のトレーサー 

現在、自律神経系の核医学検査といえばまず心機能検査を思い浮かべる。シンチグラフィー、ＳＰ

ＥＣＴ用のトレーサーとしてはノルエピネフリンの類似体である１２３Ｉ－ＭＩＢＧが挙げられる。Ｐ

ＥＴ用トレーサーとしては、１１Ｃ-hydroxyephedrine や１８Ｆ-metaraminol がノルアドレナリンの類

似物質である。また、１１Ｃ－デキセチミドはムスカリン系のトレーサー、１１Ｃ－ニコチンはニコチ

ン系のトレーサーである。いずれにせよ、心臓以外への自律神経系への微弱な集積を検出するには、

近傍や周辺に大量の集積があっても影響を受けにくい、ダイナミックレンジの広いイメージング装置

が求められる。 

 

2-5.装置の中身 

 装置としては、つまるところ要素技術の集まりである。現在開発中の検出器ブロックを、全身を包

囲するように並べるという方向が短絡的には考えられるが、特に最優先すべき要となる点を以下に挙

げる。 

・ 高感度 

・ 高計数率特性 

・ ダイナミックレンジ 

ここで、改めてダイナミッ

クレンジというのは弱い放射

能濃度から高い放射能濃度ま

でを同時に測定できるという

意味であり、高感度と高計数

率特性の両立に他ならない。

そのために何が必要かは前節

にも触れたが、特殊な局所的

シールド器具などの可能性を

詳細に検討しても面白い。幼

児専用ＰＥＴとも共通する要

素技術が多く、いずれにせよ、

この分野の長期的な発展に寄与することになるのではないだろうか。例えばということで装置外観の

イメージを図示する。 
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3. 現実的な中間ステップ 

 いきなり大型の全身包囲型ＰＥＴへ進む前に、例えば猿類を対象とした小規模なシステム、あるい

は特に四肢の汗腺や立毛筋の交感神経を対象とした四肢専用ＰＥＴなど、何か具体的な中間ステップ

を考えるのも一案であろう。 

 

4. まとめ 

 歴史的に眺めても、装置開発は実証科学の進歩に極めて重要な役割を担ってきた。研究の規模が大

きくなるとある程度の分業体制を取らざるを得ないが、その装置開発へのモティベーションを高め優

秀な人材を集めるには、やはり、本来のサイエンティフィックな目的を前面に出し、多くの者がそれ

を理解し共有すべきかもしれない。何を作るかというよりも、それをどのように学問的および社会的

に位置づけるかという点こそ重要である。それでも、幾つかの分野を横断する形で大きく計画を進め

る方が、幅広く社会からの理解と支援を得られる時代である。他施設の協力体制を前提とする本次世

代ＰＥＴ開発研究に対して多面的な支援を期待する。 
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