
[1] 臨床ＰＥＴの潮流 

 

米倉 義晴 

福井大学・高エネルギー医学研究センター 

 

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，生体内の生理・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ブドウ糖，酸素などの代謝を測定する方法が確立され，その後心筋循環代謝や

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，わが国では 1996
年に酸素15標識ガスを用いる酸素代謝測定が保険採用になり，臨床診断法としてのPETを導入する

きっかけとなった。これに加えて，2002 年 4 月からフッ素 18 フルオロデオキシグルコース（FDG）

による糖代謝測定が保険診療として実施され，本格的な臨床導入が進められている。ここでは，PET
の臨床利用を推進するために何が求められているのかを整理し，臨床 PET の今後の方向性について

展望する[1]。 

 

２．ＦＤＧ－ＰＥＴの臨床的意義 

 FDG は，1970 年代後半に脳のブドウ糖代謝を測定する PET 薬剤として開発された（表 1）。悪性

腫瘍で糖代謝が亢進していることは古くから知られていたが，1980 年代に入ってヒトの悪性腫瘍に

も FDG が強い集積を示すことが明らかにされ[2]，これ以降さまざまな悪性腫瘍の診断における臨床

的有用性が明らかにされてきた。最近のPET装置の進歩によって短時間で全身のPET画像が得られ

るようになり，悪性腫瘍の全身検索を行う画像診断法として一躍注目されるようになった。 

 
表１．PET の歴史 

  1975 年 PET スキャナーの開発（Ter-Pogossian）  
  1979 年 FDG による脳ブドウ糖代謝測定（Phleps） 
  1980 年 O-15 標識ガスによる脳循環代謝測定（Frackowiak） 
  1982 年 FDG の大腸癌肝転移への集積（Yonekura） 
  1983 年 ドーパミン受容体の画像化（Wagner） 
  1996 年 O-15 標識ガス検査の保険適用 
  2002 年 FDG 検査の保険適用 
 
 わが国では，2002 年 4 月に FDG による PET 検査が保険診療として認められたが，その対象は 12
の疾患に限定されている（表 2）。それぞれの疾患で検査を実施できる条件が明記されており，PET
検査の適用が厳しく制限されている。その基本的な考え方は，PET 検査を行うことによって治療方

針を決定できる点にある。例えば，薬物治療によるコントロールが困難な難治性部分てんかんの症

例で，外科的にてんかん焦点を切除する際に，PET などの画像診断でその焦点を同定することがで

きれば，侵襲的な深部電極による発作時脳波の記録を行わなくても切除部位を決定できる。FDG に
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よる虚血性心疾患における心筋生存能（バイアビリティ）の評価は，バイパス手術など血行再建術の

適応決定に重要な診断法である。これらの疾患と同様に，悪性腫瘍の診断においても治療方針の選

択や再発の早期診断などへの有用性が確認された 10 の悪性腫瘍疾患が認められている。 
 

表２．健康保険に採用された FDG-PET 検査の適用疾患 
 

    てんかん 

    虚血性心疾患 

    肺癌 

    乳癌 

    大腸癌 

    頭頸部癌 

    脳腫瘍 

    膵癌 

    悪性リンパ腫 

    転移性肝癌 

    悪性黒色腫 

    原発不明癌 

 
 

３．臨床ＰＥＴに求められるもの 

 PET を臨床検査法として確立させるためには，いくつかの課題が残されている（表 3）。まず，現

在のようにサイクロトロンを保有しないと検査ができない状況では，PET の普及には限界がある。

FDG が放射性医薬品として供給されるようになれば，PET スキャナーを導入するだけで検査ができ

るので，飛躍的な普及が期待される。 
 ところで，短寿命のポジトロン核種を利用する PET 検査では，いかに撮像時間を短縮できるかが

効率的な検査を行う鍵となる。110分の物理的半減期のF-18では，多量のFDGを合成できても，約

2 時間ごとに半分が失われていくので，どれだけ検査のスループットを向上させられるかで検査件数

が決まってしまうことになる。サイクロトロンを保有して FDG を合成している施設にとっては，検

査時間の短縮はそのまま検査件数の増加に結びつく。 
 

表３．臨床 PET を発展させるための要件 
 

１）ポジトロン製剤供給システムの確立 
・院内製剤としての安定供給（合成環境，合成装置，品質管理） 
・F-18 標識薬剤の放射性医薬品としての供給体制 
・ポジトロンジェネレータの利用 

２）PET 検査システムの確立 
・高性能スキャナーの開発（短時間測定，高スループット） 
・投与から撮像までの検査システム確立（被曝軽減，効率化） 
・検査と読影の効率化 

３）PET 核医学の発展 
・新規標識薬剤の開発 
・超小型サイクロトロンの有効利用 
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 一方，FDGの供給を受けてPET検査を行う施設にとっては，検査時間の短縮はより切実な問題で

ある。現在の PET スキャナーでは，1 時間あたりの検査件数は 1～2 件程度だが，これではせっかく

FDG が供給されても，1 日の検査件数は FDG の供給回数と同じかせいぜい倍程度にしかならないの

で，高額な PET スキャナーの経費をまかなうのは困難である。比較的安価な PET／SPECT ハイブ

リッド型スキャナーを購入するのも一つの選択だが，画質や定量性の点で必ずしも満足できるとは

思えない。PET スキャナーの有効利用法として，ポジトロンジェネレータの臨床応用も考えるべき

であろう。 
 ところで，PET 検査の件数が増加することによって，放射線管理の点で重要な問題が発生する。

511KeVという高エネルギーの消滅放射線による被曝に対する十分な対策が必要になる。これには，

FDG の分注，投与，撮像時までの待ち時間，撮像時の検査技師への被曝，撮像終了後の被験者の動

線なども考慮しなければならない。また，大量の画像データが発生し，その処理と読影診断につい

ても工夫が必要になると思われる。 
 

４．臨床ＰＥＴの将来展望 

 PET が臨床検査法として定着するには，前項で示した要件に加えて，より幅広い検査法として普

及する必要がある。現在健康保険で認められている酸素 15 標識ガスと FDG に加えて，今後どのよ

うな検査法が期待されかを考えたときに，やはり悪性腫瘍が主要なターゲットであることは間違い

なさそうである。それでは，FDG に続く検査法として，腫瘍細胞のどのような機能測定が求められ

ているのだろうか。 
 悪性腫瘍細胞の特異的なイメージングには，腫瘍細胞に特有の性質を利用すればよい。腫瘍細胞

の特徴として，まず第一に活発な増殖能を上げることができる。FDG は腫瘍細胞の増殖に際して多

くのエネルギー輪必要として，その大部分を糖代謝でまかなっている事実を利用したものである。

悪性腫瘍の診療における重要なポイントは，早期発見と治療方針の決定である。FDG はほとんどの

悪性腫瘍に集積することから，早期発見に重要な役割を果たすと期待されている。しかし，腫瘍を

治療したときのブドウ糖代謝の反応はかなり複雑である。放射線照射により数時間後に一過性の代

謝亢進を示す。放射線や化学療法によるブドウ糖代謝の低下は比較的遅く，アミノ酸や核酸の代謝

低下が先行することが明らかにされている。培養細胞による基礎的検討や手術で切除した組織の検

討で，F-18 標識核酸誘導体の 3-フルオロチミジン（FLT）が細胞増殖の指標として FDG よりも優れ

ていることが報告されており[3]，早期に治療効果を判定するには FLT の方が期待できそうである。 
 腫瘍細胞は，活発な増殖能とともに低酸素状態にも耐えられる代謝を行っている。低酸素状態の

腫瘍細胞は放射線に対して抵抗性があることが以前から知られてきたが，このような腫瘍細胞を同

定することは，放射線治療計画を立てる上でも重要である。半減期 10 分のポジトロン核種である銅

62（62Cu）で標識した 62Cu-ATSM は，低酸素イメージング製剤として開発されたもので，悪性腫瘍

にも強く集積することを報告した[4]。 
 62Cu は半減期 9 時間の亜鉛 62（62Zn）を親核種としてジェネレータで取り出せるので，PET の臨

床検査には理想的な核種である[5]。数十分間隔で 62Cuを取り出して検査が可能であり，半減期が10
分と短いことは，被験者の被曝が少なくてすむメリットもある。今までの PET スキャナーでは，全

身スキャンを行うにはやや寿命が短すぎるのではないかと考えられてきたが，高感度 PET 装置の開
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発で，10～15分間で全身スキャンを行うことが現実のものになりつつあり，FDGとは異なる情報を

与える薬剤として期待される[6]。特に，サイクロトロンを持たない施設にとっては，このジェネレ

ータが 1台あれば，供給されるFDGと併せて，PET スキャナーを効率的に利用できることになる。 
 

５．まとめ 

 PET の本格的な臨床利用に向けて問題点を整理し，その解決法を提案してみた。超短寿命の核種

を利用するために，今まで臨床検査として成熟するには困難な問題点が多くあったが，その特徴を

逆に利用することによってすぐれた検査法として確立できる。核医学が分子イメージングとして次

の発展を遂げるためには，PET を臨床検査法として確立することが何よりも重要な段階に来ている

と考えられる。 
（本稿は，下記参考文献[1]より抜粋し，一部改変したものである。） 
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