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１．はじめに 

 超短寿命の陽電子（ポジトロン）放出核種を投与して，その体内分布を断層画像として描出するポ

ジトロン断層撮影（PET）は，生体の生理・生化学的機能測定法として注目されてきた。1970 年代

後半から，脳血流やグルコース，酸素などの代謝を測定する方法が確立され，その後心臓や悪性腫

瘍などへの応用が進められた。当初はもっぱら研究目的に限られていたが，1996 年にまず O-15 ガ

スを用いる酸素代謝測定が健康保険に採用され，2002 年からは F-18 FDG による検査が追加される

など，臨床検査法としての導入が急速に進められた。 
 一方，1980 年代に入ってシングルフォトン断層撮影（SPECT）を用いる機能画像が登場し，日常

診療に広く活用されている。最近では，エネルギー代謝や受容体など特異的な生体機能の画像化が

PET のみならず SPECT でも可能になり，さまざまな疾患における病態解明とその診断への応用が

期待されている。このように，PET と SPECT の役割は一見渾然としてきたが，PET には高感度測

定と標識薬剤の多様性という大きな利点がある。ごく微量の標識薬剤の測定により，神経伝達に関

わる酵素反応，生理活性物質，あるいは遺伝子発現の画像化など，さまざまな機能測定の試みが始

まっている。遺伝子治療や細胞移植などの新しい治療法に対しても，機能発現の確認や導入細胞の

追跡などPETに寄せられている期待は大きい。そこで，臨床PET装置の将来像について私見を述べ

る [1]。 

 

２．臨床ＰＥＴ装置への要求 

 確かに，この20年余りの間にPET装置の性能は飛躍的に向上したが，まだまだ臨床検査機器とし

て成熟しているとは言い難い側面もある。PET による画像診断が臨床検査法として役立つようにな

るための条件を表1に列挙してみた。いずれも，一般の画像診断装置ではごく当然の条件でだが，最

新の PET 装置でもこれらの条件を満たす装置はまだ存在しない。 
 

表１．臨床用 PET 装置に要求される条件 

１．全身スキャン（少なくても頭部から大腿部まで）が可能なこと 

２．短い検査時間（10～15 分以内） 

３．検査終了後，直ちに再構成画像（横断面，前額断面，矢状断面）が得られること 

４．コンソール上で，上記の再構成画像から定量的指標（例えば SUV）が簡単に得られること 

５．コンソール上で，形態画像との重ねあわせが容易にできること 
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 まず，超短寿命のポジトロン核種を利用する PET では，検査時間をいかに短縮できるかが，臨床

利用に際しての最も重要な要因となる。サイクロトロンを保有して PET 検査を行う際に，どれぐら

いの検査件数をまかなえるかは，まさに検査時間の短縮にかかっている。物理的半減期が 110 分の

F-18 FDG の全身スキャンを想定すると，合成が終了してから 6 時間でその放射能は約 1 割にまで減

弱する。標準的な投与量 370MBq に対して，合成量はその 10 倍以上あるが，検査に 1 時間をかけて

いては 1 台の PET 装置で検査できるのはたかだか数件にしかならない。ところが，検査時間を 15
分程度に短縮できれば，その数倍の検査件数も可能になる。効率の良い検査を行うには，検査時間

の短縮が絶対の課題である。 

ここでもう一つ重要なことは，検査の終了とともに画像が確認できていなければならない。すな

わち，全身の PET 画像データの収集が終了してから，1～2 分後には画像が出来上がっている必要が

ある。これは，疑わしい病変が存在したときに，再撮影を行うために重要な点である。FDG では腎

尿路系への排泄が画像読影の妨げになることがある。時間をおいて再度撮影できればその判定が容

易になる。また，必要に応じて投与後 2～3 時間後の遅延画像を撮影できれば，疑わしい病変の検出

感度を向上させるとの報告もある。 
また，検査終了直後に得られる PET 画像は定量的な画像でなければならない。ちょうど，エック

ス線 CT の撮影直後に病変部の CT 値をチェックするように，画像モニター上で病変部における集積

を定量値としてチェックし，必要であれば直ちに追加撮影の指示ができれるようなシステムが登場

すれば，臨床装置としてようやく使える装置になったと言える。その際に，病変部の形態画像が同

時に重ね合わせて表示できる装置であれば，直ちに読影レポートが作成できることになる。 
もちろん，このような理想的な PET 装置の登場までにはまだ時間がかかるものと思われるが，少

しでも臨床に役立つ装置を開発するという立場が重要である。以下に，このような視点から現在にい

たる開発の過程を探ることにする。 

 

３．最近のＰＥＴ装置の進歩 

（１）三次元データ収集 

 PET スキャナーにおいて，感度と空間分解能の向上はお互いに相反するものである。空間分解能

を向上させるためには検出器のサイズを小さくする必要があるが，これによって感度の低下は避け

られない。小さな検出器で感度を向上させる方法として登場したのが三次元データ収集である。 
 従来の PET 装置では，体軸に直行する横断面内の同時計数データのみを収集する二次元データ収

集が中心であった。陽電子の消滅に際しては，一対の消滅放射線があらゆる方向に飛び出てくるの

で，これを効率良くとらえるにはすべての方向の消滅放射線を同時計数するのが望ましい。しかし，

この際には散乱線の関与が大きくなり，PET の特徴である定量測定に大きな影響を与える。また，

同時計数の計数率が極端に高くなり，計数効率やデータ量の点でも問題となる。そこで，鉛やタン

グステンのコリメータを用いて，横断面以外からやってくる消滅放射線を遮蔽する二次元データ収

集が行われてきたわけである。 
 コリメータをはずして三次元データ収集を行うと，感度は数倍に増加するが，散乱線の関与も大

きくなる。これに対しては，ソフトウェアにより補正する方法が提唱されている [2]。三次元データ

収集では，体軸方向の視野の中心付近では感度が高いが，周辺部では二次元データ収集と変わらない
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感度となる。そこで，体軸方向にずらせながらスキャンする際にある程度の重なりを持たせる必要

があり，同じ領域を撮影するのにスキャン回数を増加させなければならない。最近の装置では，体

軸方向にずらせながらスキャンするといった工夫もなされている。 
 しかし，三次元データ収集による全身スキャンでは，吸収補正法にまだ課題が残されている。で

きるだけ短時間でのデータ収集をねらうには，標識薬剤を投与する前に吸収補正のためのトランス

ミッションスキャンを行うのは現実的ではなく，三次元データ収集による全身スキャンでは吸収補

正が行われないことが多い。このために，身体の中心部での集積量が過小評価され，定量的な評価

ができなくなる。また，扱うデータ量が膨大になり，データの一時的な保管スペースや画像再構成

の時間がかかり過ぎるといった問題点がある。 
 
（２）画像再構成法の進歩 

 全身 PET スキャンの短時間収集と画質の向上を目的として，最近，画像再構成に関する飛躍的な

進歩があった。前項で述べたように，三次元データ収集の採用によって短時間での全身検索が可能

になったが，定量性と画像再構成にかかる時間が問題となっていた。最近，OSEM と呼ばれる新た

な逐次近似法による画像再構成アルゴリズムが登場し[3]，従来の逆投影法と比べてはるかに少ない

データ量でも，十分な画質の画像が得られるようになった。これに加えて，体内の吸収分布につい

て，トランスミッションスキャンで得られた実測値をそのまま使うのではなく，空気や軟部組織な

どに分割して一定の値に置き換える方法が登場した。両者を併せて利用することによって，検査時

間の大幅な短縮が可能になった。 
 
（３）複合撮影装置 

 PET 装置の将来像として，他の画像診断装置の機能をあわせもつ複合撮影装置の考え方がある。

既に，サイクロトロンを持たないで FDG の供給を受けることを前提として，従来の核医学検査装置

を改良して PET 撮影も可能な装置が開発されている。PET も可能な SPECT 装置と考えればよいが，

対向型の2つのシンチレーションカメラ間で同時計数による検出を行うもので，基本的な考え方は三

次元データ収集である。計数率特性の飛躍的な向上によって，これが可能になった。但し，吸収補

正や散乱補正などの課題が残されており，定量的な測定にはまだ問題も多い。 
 ところで，FDG による悪性腫瘍の診断が臨床検査法として成熟してくるに従って，より精度の高

い診断が求められるようになっている。従来から，日常臨床の場ではエックス線 CT や磁気共鳴画像

（MRI）が重要な役割を果たしてきたが，これに FDG による腫瘍組織の代謝情報を加えることによ

って腫瘍内の不均等な活動が明らかになっている。このためには，両者の画像をソフトウェア上で

重ね合わせるのが一般的な方法である [4]。しかし，可動部分が含まれる頸部などではその精度には

限界がある。最近提唱されている CT-PET は，エックス線 CT と PET を組み合わせた装置であり，

被験者を同じ位置で検査できるという特徴がある。また，CT 画像を吸収補正用のデータとして利用

できるので，検査時間の短縮にも役立つというメリットもある。 
 
４．次世代ＰＥＴ装置への期待 

 最初に述べたような条件を満たす臨床 PET 装置の開発には，検出器をはじめとするハードウェア
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と画像再構成に関わるソフトウェアの両面からの進歩が不可欠である。その中でも，検出器の性能

が最も重要な鍵になる。今までの PET 装置の検出器としては，大部分の装置で BGO の結晶が使わ

れてきた。BGO は，ガンマカメラに使われている NaI 結晶よりも密度が高く，ガンマ線の阻止能が

高いことから感度をかせぐには適しているが，蛍光減衰時間が長いという弱点がある。三次元デー

タ収集によって装置の感度が高くなると，装置の感度の線形性を保つためにも，より優れた特性の

検出器が必要になると考えられる。このために，LSOやGSOなどの新しいシンチレータが開発され

ている。これらの新しいシンチレータと光電子増倍管の工夫により，さらに高感度で空間解像力の

高い PET 装置の開発が期待される。 
 また，次世代の PET 装置では，基本的なデータ収集は三次元収集になると考えられる。これは，

陽電子の消滅にともなってあらゆる方向に放出される消滅放射線の対を，できるだけ効率良く検出

するためには不可欠の条件である。但し，従来の検出器では視野内の放射能が多くなると検出器が

飽和してしまうために，感度の向上がそのまま画質の向上につながらないという問題点を抱えてい

た。新しく開発される検出器は，この問題を解決して，幅広いダイナミックレンジを有するような

装置であることが望まれる。一方，三次元収集で得られたデータの画像再構成に際するソフトウェ

アの開発も重要である。得られたデータをそのまま三次元空間に逆投影するのが理想的だが，吸収

補正をどのように行うかの課題がある。 

 

５．今後の展開 

 最近の分子生物学の発展が医療を大きく変えつつある。遺伝子治療や細胞移植などの新しい治療

法が導入されようとしているが，PET はこれらの分野で大きな威力を発揮することが期待される 
[5]。遺伝子治療により導入された遺伝子の機能発現を評価する方法として，PET で検出できるレポ

ーター遺伝子を導入する方法が提唱されている。また，パーキンソン病におけるドーパミン産生細

胞の移植治療では，導入された細胞の追跡と機能発現の確認が重要だが，ごく微量の標識薬剤を高

感度で検出できる PET はまさにこの役割に最も適した診断法と考えられる。次世代の PET 装置は，

このような新たな要求に対応できる必要もある。 
 

＜註＞ 本原稿は参考文献[1]より抜粋し，一部訂正したものである。 
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