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１． はじめに 

 これまで臨床装置利用の立場を代表して、幅広い視点から次世代 PET 装置に望む仕様等について述べて

きたが、今回は PET の１ユーザーとして、我々の施設で行っている臨床神経科学研究に絞って、今後の

PET 利用の展望について意見を述べたい。 

 

２． 臨床神経科学研究のツールとしての PET 

 現在 PET で最も多くのユーザーが期待される領域は癌診断であるが、生きた脳の機能を非侵襲的に観察

したいという動機が、歴史的に PET 装置とそれを利用する研究を発展させてきた大きな driving force で

あったといえる。臨床神経科学研究が対象とする領域は、痴呆症をはじめとする神経新患、精神疾患、薬

物依存症のなどの疾患、脳機能の回復のメカニズム、学習、発達、正常老化など、きわめて多岐にわたり、

特に様々な脳疾患の早期診断、遺伝子発現の観察、治療薬の開発、オーダーメード治療への足がかりなど、

今後も PET の果たす役割は大きいものと期待される。 

 ２０世紀の最後の１０年は、「非侵襲的脳機能計測」「脳マッピング」というキーワードで集約される

ように、脳の局所機能を計測する様々な方法が開発、実用化されてきた時代であった。また、最近では単

一のモダリティだけでなく、目的に応じて複数のモダリティを組み合わせて研究する手法が主流となって

きている。研究は、methodology oriented から objective oriented へと様変わりしつつある。 

 こうした流れの中で、臨床神経科学研究において PET の担う役割も変化してきている。血流測定はかつ

て PET が大きな役割を果たしてきた領域であったが、ある程度の精度で局所脳血流が測定できればよいの

なら PET ではなく SPECT で十分であり、薬剤を投与する必要のない purfusion MRI という方法も開発され

た。一方、高次脳機能を動物実験や電気生理学的所見と対照して検索するためには PET の時間・空間分解

能は十分でなく、fMRI、optical imaging、などの方が有利な場合がある。しかし、PET はユニークで際だ

った特徴のある計測装置であり、臨床神経科学研究はその特徴を切実に必要としている。PET のもつ特徴

とは、優れた定量性、再現性、均一性であり、測定できる機能（トレーサーのデザイン）多彩さ、自由度

の大きさにある。しかし、現在の測定装置は我々の望む情報を得るための十分な性能を持っているとはい

えない。以下、具体的な必要性について述べてみたい。 

 

 １）脳機能の複合的理解のツールとして 

 脳局所におけるブドウ糖代謝、酸素代謝、血流はいずれもその部位の神経活動をよく反映する指標であ

る。しかし血流や代謝は、細胞の構造維持、シナプス活動、膜電位の維持などに必要な脳のエネルギー的

需要の全てを総和的に反映した、いわば非特異的脳機能であり、活動したシナプスが興奮性か抑制性かは

区別することはできないし、どのような神経伝達物質・受容体が機能したかもわからない。非特異的脳機

能に合わせて神経伝達系のような特異的脳機能情報を得ることができるのが PET の強みである。現在東京

都老人総合研究所ポジトロン医学研究施設で臨床使用が可能な脳 PET トレーサーは二十数種類に及ぶ。図
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１は PET によって同一人の脳の機能に関して様々な情報を得れことができることを示す。 

 

 

図１ PET による複合的脳機能

評価 MRI：脳の形態、FDG:脳

ブドウ糖代謝、FMZ:脳中枢性ベ

ンゾジアゼピン受容体密度、

RAC:ドーパミン D2 受容体密

度、TMSX: 脳アデノシン A2A 受

容体密度、MPDX: アデノシン

A1受容体密度 

 

 図２は同一被検者における線条体のドパミン節前機能と節後機能の相関を画素ごとにプロットしたグラ

フである。節前機能の指標として[C-11]CFT によるドパミントランスポーター密度、節後機能の指標とし

て[C-11]raclopride によるドパミン D2 受容体密度を用いている。疾患によって節前・節後の相関関係が

異なり、二つの機能を同時に評価して初めて病態を正しく把握できることを示している。 

 

 

図２ 線条体におけるドパミン

節前機能と節後機能の相関的評

価 PD: パーキンソン病、SND:

線条体黒質変性症、Normal: 健

常人、HD: ハンチントン舞踏

病、は異なったパターンを示す。

 

 このように、様々なトレーサーを組み合わせて、脳機能を複合的に評価することができるのが PET の長

所である。しかし、現在の撮影装置では放射線被曝がネックとなり、２･ ３種類の検査を合わせて行うの
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がやっとである。PET カメラの感度が向上して投与量を減らすことができれば、複合的検査の実用性も大

いに高まると期待される。 

 

 ２）より詳細な局所脳機能の解明で得られる情報 

 現在普及している 3D 撮影のできる PET カメラの分解能は 5 mm 程度といわれている。図 3 は、同一被検

者の MRI と FDG-PET による脳ブドウ糖代謝画像を重ね合わせたものである。大脳皮質は厚さ 3･ 7 mm 程度

の神経細胞の層が脳の表面の凹凸、すなわち脳溝脳回に沿って折れ曲がって存在している。MRI と PET を

重ねてみると、現行の PET カメラでもブドウ糖代謝は灰白質の分布をよく反映していることがわかる。 

しかし、現在の解像度では、残念ながら灰白質と白質の機能を分けたり、脳回の頂上部と脳溝の底部の機

能の差、あるいは脳溝をはさんで向かい合った皮質の機能の違いを分離することはできない。 

 

 

図３ PET 画像の分解能

Ａ：MRI，C：位置あわせをし

たオリジナル FDG-PET 画

像，Ｂ：ＡとＣの重ね合わせ

表示、糖代謝は灰白質の分布

を反映していることがわか

る．Ｄ：統計画像（SPM）で

解析するため 16mm FWHM

の Gaussian filter で平滑化し

た画像．皮質の詳細な構造情

報は失われる． 

 

 SPM（Statistical Parametric Mapping）のような統計画像ソフトを用いて痴呆の早期診断を行う試みが

最近盛んになされているが、PET の画像を画素単位で統計学的に扱うためには、ノイズを減らすために分

解能を３倍くらい落とした画像に平滑化して解析せざるを得ない。図 3D に示すように平滑化した画像で

は皮質の詳細な情報は更に失われる。しかし、早期の微細な病的変化をとらえるためには、解像度を落と

したのでは感度が悪くなってしまう。以下に示すのはその具体的な例である。 

 図 4 は、健忘症状で発症した痴呆症症例の初期の画像と３年後の画像を示す。Ａは典型的なアルツハイ

マー病の症例であり、側頭葉の代謝低下が側頭葉全般に広がってゆくことが分かる。Ｂは非アルツハイマ

ー型の痴呆症と考えられる症例で、側頭葉の代謝低下は内側部分に限局している（矢印）。病理学的知見

からは、アルツハイマー病は側頭葉の Entorhinal cortex という場所から始まり側頭葉の外側に変化が広

がってゆく。一方Ｂは Grain Dementia という疾患が疑われるが、このタイプの痴呆は Ambient gyrus とい

う部分の変化が最も強く、余り側頭葉の外側には広がらない。３年間の経過をみれば、この２症例は異な

った疾患であることが明瞭に分かるが、現在の PET の解像度では初期の画像でその両者を区別することは

困難である。皮質輪ではなく、皮質の局所機能をきちんと評価できるだけの分解能、あるいは主要な神経

核（視床や基底核）の内部構造をある程度見分けることのできる分解能があれば、きわめて初期の段階で
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このような痴呆症の鑑別診断が可能となると期待される。この分解能で複合的な脳機能評価ができるよう

になれば臨床神経科学に飛躍的な進歩がもたらされるであろう。 

 

 

 
図４ 健忘症状で発症した変性型痴呆症の経時的変化。上段に MRI、下段に FDG-PET を示す。A:発症時 75

歳男性。３年後には両側側頭葉の著名な代謝低下が認められる。臨床診断アルツハイマー病。B:発症時 82 歳

女性。3 年後でも側頭葉内側の限局した代謝低下のみ。臨床診断 Grain Dementia。 

 

 

 

 ３）動的神経病理学としての PET：臨床と病理の橋渡し 

 我々の施設では、研究所の神経病理部門および東京都老人医療センターと提携して、剖検例の中で生前

PETを施行した症例の、病理所見とPET所見との対比研究を行っており、既に30例を超える症例が蓄積さ

れている。老人医療センター剖検例の脳はブレインバンクとして保存されているので、通常の病理学的検

索だけでなく、PET 所見に基づいた探索的死後脳研究も将来可能となる。例えば PET と同じトレーサーを

用いたオートラジオグラフィーを行うこともできる。 

 PET よる脳疾患の臨床研究は、手術や生検によって診断が確定するような脳外科疾患は別であるが、脳

血管障害や脳変性疾患の場合は臨床診断が根拠となる。しかし、PET 以外の方法による臨床診断は、必ず

しも精度が高くなく、PET で見た機能変化が何を意味しているのかは、最終的には病理学的検索によって

裏付けられなければ確定することはできない。剖検病理診断によって裏付けられた症例の PET 所見を検討

することにより、PET 所見の持つ意味を明確にし、PET 診断の感度と特異性をより向上することができる。

しかし、病理と PET を比較する意味はこれだけではない。脳疾患の病理は動的に変化してゆくものであり、

剖検脳の検索はその最終時点での姿を見ているにすぎない。PET は疾患のごく初期やその過程を観察する

ことができるので、それによって時間軸における疾患プロセスの全体像を描き出すことが初めて可能とな

る。また、PET は機能異常検出の感度が高く、PET で異常があっても従来の病理学的方法では異常が検出

できないこともしばしばある。更に、病理学的方法は全脳をくまなく調べることはできないが、PET で異

常のある部分を病理検索することにより、病理での見落としを少なくすることができる。PET を動的神経

病理と位置づけて剖検病理と有機的に関連づけて疾患のプロセスを理解することが可能になる。図５は生

前 PET を施行し、剖検で進行性核上性麻痺という診断が確定した症例の、剖検脳の肉眼所見と PET 所見で

ある。PET は脳のスライスに合わせて冠状断に再構成してある。現行のカメラで撮影した画像でも、大脳

皮質や基底核のどこに変化が強いか、神経核の内部での病的変化の局在をある程度見ることができるが、
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十分とは言えない。このような検討は、single subject の PET 所見との対比が当然の事ながら要求される。

１例で皮質や神経核の機能変化を十分観察することのできる感度と空間分解能が必要となる。 

 

 
 図５ PET と病理の対応 剖検により診断が確定した進行性核上性麻痺症例の（Ａ）脳切片（左大脳半球，冠状断）

と（Ｂ）対応するオリエンテーションで再構成した生前の FDG（脳ブドウ糖代謝）およびドパミン系 PET 画像（ト

ランスポーター： CFT と D２受容体密度： RAC）．PET で異常のある部位を病理学的に検索することができる。 

 

 

 

３ おわりに 

 以上、臨床神経科学研究者の立場から、新しい PET 装置への期待を述べた。我々が喉から手が出るほど

欲しいのは、１）感度 10 倍、２）分解能 3 mm、３）採血不要、４）動いてもブレない、カメラである。 
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