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(13-3) 先駆的・独創的テーマ 

 

長谷川智之 

北里大学医療衛生学部 

 

1. はじめに 

欧米では PET装置開発が日本よりも積極的に進められている。分子イメージングというスローガンの下での

小動物専用 PETの開発はもちろん，マンモグラフィ（manmography）専用 PET，PET/CTや蛍光検出器共用型な

どマルチモダリティ併合型PET，放射線治療モニタ用PET，センチネルリンパ用PETなど，様々な先駆的な取り

組みがなされている。 

類似した取り組みばかりでは全体としてのアクティビティを高める上でも限界が生じる。そこで，ここでは核

医学イメージング分野ではまだトピックスにはなっていない，独創的かつ先駆的なテーマを 3つ提示したい。 

 

2. その１：POI 検出器 ～結晶内散乱を生かす新しいシンチレーション検出器～ 

PET 装置の検出感度を極限まで高めようとすると検出器結晶の厚さ（深さ）を増す必要がある。DOI

（depth-of-interaction）手法は結晶の厚さによる分解能の悪化を防ぐために導入されたが，基本的には 2

次元配列を出発点としており，ガンマ線の全ての反応位置を 3 次元的に独立には計測しておらず，そこには

限界がある。また，近年注目されている減衰時間が短くエネルギー分解能が良いシンチレーション結晶は実

効原子番号が低いためガンマ線の吸収確率が低い。このため，前述の章で述べたようにコンプトン散乱の割

合が多い。この結晶内散乱事象を最大限に生かす PET用検出器を以下に説明する。 

このテーマを活性化するために新しく POI（point-of-interaction）検出器と呼ぶことにしよう。POI検出器

を特徴づける点を以下に 5つ列挙する。 

① シンチレータ素子の 3次元独立配列 

② 各素子に独立して結合された光検出器 

③ コンプトン・テレスコープ的位置・方向計測 

④ 全反応確率の向上 

⑤ 感度分布一様性・等方性の向上 

①～③まで含めて PET 用検出器としての新規性を強調してみ

よう。まず③について少し説明する。 

コンプトン・テレスコープというのは，複数の検出器プレーン

におけるコンプトン散乱現象を検出しガンマ線の飛来方向を

調べる望遠鏡（検出器）である。コンプトン散乱の散乱角度と

検出器へのエネルギー付与との相関を利用しガンマ線飛来方

向分布を演算処理（画像再構成）で求める。宇宙線計測のた

めの[34]や[35]に端を発するものであり，核医学イメージング

装置としては[36]や[37]が先駆けである。初段検出器でコン

プトン散乱させ後段検出器で検出するという 2 段構成を採用

する場合には，特に，コンプトン・カメラという名称が好まれる。

図 1. コンプトン・カメラ 
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コンプトン・カメラは広く放射線計測分野及び画像再構成分野の１トピックになっている。散乱用検出器として

は吸収より散乱確率が高い方が望ましく，実効原子番号が低い Si半導体検出器などが適している。 

さて，これに対して PET用 POI検出器はシンチレーション検出器のみから構成されるとしよう。そして，結晶

内散乱がある場合にのみコンプトン・テレスコープ的計測を行い，散乱無しの場合には通常の計測を行う。 

④は以上の結果として得られる結果である。段数に制限もなく全結晶厚を大きくでき，シンチレーション結

晶の実効原子番号が低くとも散乱事象を最大限に活用して検出感度を高めることができる。 

⑤は山谷（敬称略）が以前に提案していた等方的検出器ブロック[38]というアイデアにも重なる。従来の

DOI検出器では一般に検出器斜め方向に対する特性が正面に対する特性に比べて劣っていた。なお，等方

性と部分的コンプトン・テレスコープ的処理により，画像再構成手法についても新規性が生まれる。 

実用化するには 2次元配列 APD の開発（例えば[48]）や信号・データ処理および情報処理の高速化に向

けたチャレンジングな取り組みが求められる。要素技術としては宇宙科学や高エネルギー物理学分野での取

り組みも盛んであり連携を模索したい。 

 シンチレーション検出器ではなく半導体検出器により POI 検出器を実現するという方向性もある。この場合

にはエネルギー分解能について圧倒的に有利となる。半導体の検出効率とコストの観点からシンチレーショ

ン検出器＋APD との競合が楽しみである。 

村山方式 DOI検出器は世界に先

駆けて 4 段以上の多段 DOI 検出器

への道を切り拓いている。POI 検出

器は DOI 検出器の自然な延長線上

にある検出器でもある。次世代 PET

グループで積極的に取り組む日本

発の先駆的テーマとしてふさわしい

のではないだろうか。 

現在 POI 検出器ブロックの特性

（感度，散乱回数，誤認識率など）を

結晶素子サイズ，結晶材質，ブロッ

クサイズなどをパラメータとして

Monte Carlo シミュレーションにより

分析中であり，いずれ報告したい。 

 

3. その２：全身自律神経系・精神活動イメージングと全包囲型 PET 装置 

（１）背景 

精神活動の科学は今世紀の１大トピックである。この観点から脳の研究が社会的にも学術的にも注目され

ている。ただし，脳だけが精神活動に関与しているわけではない。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，この分野の１つのブレークスルーになるだろう。西洋医学が発達する以前の歴史を振り返ると，

図 2. POI検出器。左：結晶内散乱がない場合。右：1

回の結晶内散乱がある場合。 
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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

れているに違いない。 

（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。 

（３）自律神経系の伝達物質・受容体とトレーサ 

 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。 

自律神経系の核医学検査といえばまずは心機能検査を思い浮かべる。シングルフォトン用トレーサとして

はノルエピネフリン類似体である 123I-MIBG が挙げられる。PET 用トレーサとしては 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，11C-

ニコチンはニコチン系のトレーサである。 

（４）装置 

心臓以外の自律神経系への微弱な集積を検出するには，検出感度を究極にまで高めた装置が望ましい。

そこで，全包囲型 PET装置というアイデアに行き着く。特に，近傍や周辺に大量の集積があっても影響を受け

にくいというダイナミックレンジの広さも重要なポイントである。また，検出感度と空間分解能の究極的な両立

のためには前述した POI検出器が 1つの解決策である。また，PET装置とホール・ボディ・カウンタの両者の延

長線上にある装置として位置づけると面白い[39]。歴史的には，PET装置は空間分解能を最優先に発展して

来たのに対し，ホール・ボディ・カウンタでは空間分解能よりも検出感度が重視され今日まで来ている。（以上，

[40, 41]を参考にした。） 

 

4. その３：幼児専用 PET 装置 

（１）小児核医学の現状 

 小児科医療は重要であるが病院経営的には軽視されがちである。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」[42]という視点

が必要である。 
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 核医学の有効性は小児科医療においても変わりない。「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，医療としてのみならず生命科学としても興味深

い。 

 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[43]，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％である。疾患部位が既に明確な場合には局所的検査で十分とも言えるが，

実際には全身イメージで総合的診断を行う意義は大きい。 

 特に乳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。長い検査

時間と被験者の動き，及び放射線被曝が特に大きな問題である。被験者の動きに対しては鎮静剤や睡眠剤

など薬剤を要する場合が多い。健常者に対するボランティア検査という概念は適用しにくい。 

（２） 小児核医学の放射線被曝 

「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 American Journal of 

Roentgenology 誌 [44]に掲載され社会問題にもなった。これが検出器感度向上により数割の被曝低減に

繋がる MDCT の普及に拍車をかけた。最近では幼児頭部 CT検査の影響についての研究[45]が英国 BBC で

報道されていた。ちなみに CT検査の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 131I-MIBGの

代わりに心疾患診断用に承認された 123I-MIBG が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[46]，被曝線量を低減できるのが１つの理由である。MIBG

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と EBMにより，

被曝線量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。感度向上により被曝線量を低減する意義は大きい。 

ちなみに，FDGを例にとれば，現在の PET検査による被曝線量はシンチグラフィや SPECTに比べて必ずしも

桁違いに低いわけではない。[47]らは幼児 FDG-PET検査被曝線量を 21人の被験者を対象として評価した。

FDGの膀胱への吸収線量は 99mTc-DTPAの場合の 1/4程度，骨への線量は 99mTc-MDPの場合よりわずかに少

ない程度とのことである。 

（３）幼児専用 PET 装置 

スローガンは「シンチグラフィ中心から PET の積極的利用へ」である。セールスポイントは「被曝線量の徹底

的な低減」と「身体的束縛の低減と鎮静薬・睡眠剤の削減」である。 

これを実現する上でチャレンジングなのが体動計測・補正技術である。現在は頭部の動きについては技術

的に実用化レベルにあるが，頭部以外への展開には前章で述べたとおり乗り越えねばならない課題が山積

みである。 

また，精神的圧迫感の低減という観点からは「オープンジオメトリ（開放型配置）」を掲げることもできる。ただ

し，その場合には検出感度とのトレードオフが前提となる。いっそのこと幼児専用 PET 装置という視点を離れ

て，パネル型検出器を開放的に自由に配置するようなオープンジオメトリ最優先型 PET装置というのを検討す

るのも興味深い。 

医療分野におけるモティベーションからスタートしても，その一面では PET装置要素技術への取り組みが成

功へのカギとなる。独創性と先駆性を重視して「幼児専用 PET 装置」というスローガンを掲げることにより，新し
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い位置づけと支援が得られるかもしれない。 
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