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研究成果の概要（和文）：PET（陽電子放出断層撮像法）は様々な生体機能の検査やがん診断及び分子イメージング研
究に活用されているが、その有用性はPET装置の物理特性に関わる品質管理・保証（QC･QA）に大きく依存しており、な
かでも重要なのが定量性に関わる評価・校正である。本研究計画では、PET装置の定量性評価・校正の信頼性・利便性
を格段に向上させることを目的に、独自に考案したトレーサブル点状線源の開発およびトレーサブル点状線源を用いる
評価･校正プロトコルの開発をさらに進めた。

研究成果の概要（英文）：For accurate quantification of positron emission tomography (PET) imaging, 
quality control and quality assurance (QC･QA) of PET scanners are crucial. The aim of this study is to 
improve the reliability and convenience of the methodology for determining calibration factors and for 
evaluating the quantitative aspects of physics characteristics of PET scanners, by using novel traceable 
point-like sources. In this project, we have developed some types of traceable point-like sources, and 
have developed calibration and evaluation techniques based on the use of those point-like sources.

研究分野： 医学物理学、放射線物理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 定量性評価・校正の重要性 

PET は様々な生体機能を分子レベル
でイメージングする手法であり、臨床で
はがん診断や放射線治療計画、脳・循環
器系の機能評価等に広く利用され、基礎
研究においても活用されている。その最
大の特徴は、極微量標識分子の生体内分
布・動態を定量的に計測できるという点
にある。この有用性は、PET 装置の定量
性に関わる評価・校正等の QA･QC に支
えられている。 

(2) 従来法の問題 
これまで定量性評価・校正にはファン

トムやドーズキャリブレータ等が用い
られてきたが、この従来法には、校正定
数が散乱・減弱補正の不確かさ及びファ
ントムに依存する、非密封放射性同位元
素の取り扱いについては作業負担が大
きく手技に依存するヒューマンエラー
の余地があるなどの問題があった。 

(3) 本研究計画開始前までの状況 
研究代表者は、従来法の問題点を解決

するため、定量性評価・校正に適するト
レーサブルな点状線源を考案し、連携研
究者及び研究協力者らとの共同研究に
よりトレーサブル点状線源を試作する
ことに成功した（T. Hasegawa et al. 
“Characteristics of annihilation 
photons emitted from new types of 
point-like 22Na radioactive sources 
with symmetric absorber designs,” 
IEEE Trans Nucl Sci 58:43-50 2011）。
また、トレーサブル点状線源を用いて
PET 装置の校正定数について基本的な
評価が可能なことを確認した（ T. 
Hasegawa et al. “A practical method 
of determining cross calibration 
factors of PET scanners by moving a 
point-like 22Na radioactive source,” 
Ann Nucl Med 24:655-61 2010）。そし
て、点状線源の改良と標準化、評価・校
正プロトコルの開発、様々な PET 装置
への適用と連携拡大が課題であった。 

 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、PET 装置の定量性評価・
校正の信頼性・利便性を格段に向上させるた
め、研究代表者らが考案したトレーサブル点
状線源を用いる定量性評価・校正手法の開発
を進め、本研究の成果を本分野の発展に生か
すことである。具体的には以下 3 項目に分け
られる。 
(1) トレーサブル点状線源の開発 

定量性評価･校正法に適するトレーサ
ブル点状線源の開発を進めることが目
的である。このなかで、トレーサブル
Na-22 点状線源については、既にアルミ
吸収体タイプを試作済みであるが、さら
なる改良を目指す。また、ガンマ線のバ

ックグランドの影響を受けにくくファ
ントムと組み合わせて使用するのに適
するタイプとして水類似物質を線源吸
収体とした Ge-68/Ga-68 点状線源も開
発する。 

(2) 定量性評価・校正プロトコル開発 
校正定数とその変動の測定法、ファン

トムと点状線源を組み合わせる発展的
な手法など、様々な手法を検討・考案・
開発しその有効性を検証することを目
的とする。また、点状線源に基づく新し
いトレーサビリティ体系を導入し校正
における不確かさ削減を図る。以上によ
り、従来法の限界を打破し、PET 装置の
定量性評価・校正の信頼性・利便性を格
段に向上させる。 

(3) 連携拡大と発展的研究 
複数施設の関連する研究者の協力を

得ながら、様々な PET 装置へ提案手法
を適用し、提案手法の有用性を明らかに
することを目的とする。また、本研究計
画の過程において生まれた研究成果を
活用して発展的あるいは応用的な研究
も展開する。 

 
３．研究の方法 
研究の方法は、トレーサブル点状線源の開

発、定量性評価・校正プロトコルの開発、連
携拡大と発展的研究、以上の 3項目に大きく
分けられる。 
(1) トレーサブル点状線源の開発 

トレーサブルNa-22点状線源について
は、Monte Carlo シミュレーション法に
よる物理特性の評価、マイクロフォーカ
スX線イメージング手法の活用による内
部構造評価、定量性評価･校正プロトコ
ルの開発過程からのフィードバックな
どにより改良を進める。トレーサブル
Ge-68/Ga-68 点状線源については、水類
似物質としてアクリルを線源吸収体に
使用した密封線源を想定し、線源製造を
可能とするための技術を開発し、Monte 
Carlo シミュレーション法による物理特
性の評価に基づき線源を試作する。なお、
本研究計画においては、利便性の高いプ
ロトタイプ線源とするため障害防止法
に関わる下限数量以下の放射能を有す
る密封線源とする。さらに、同点状線源
と組み合わせる専用のファントムを開
発する。また、トレーサブル点状線源自
体の放射能校正法についても新手法の
開発を進める。 

(2) 定量性評価・校正プロトコルの開発 
トレーサブル点状線源をPET装置ある

いは PET/CT 装置の有効視野内に固定し
て校正定数の決定および定量性評価を
行う手法を基本とする。さらに、点状線
源を移動させながらデータ収集を行う
手法、有効視野内の様々な位置において
データ収集を行う手法、点状線源とファ



ントムを組み合わせる手法、臨床用 PET
装置あるいは PET/CT 装置の日常の品質
管理の中で装置変動等をモニターする
手法なども検討・考案・開発する。また、
Monte Carlo シミュレーション手法や当
該分野の専門的知見により提案手法に
おける不確かさ要因の分析・評価を進め
る。以上により、従来法の限界を打破し、
定量性評価･校正の利便性・信頼性を格
段に向上させる道筋を開拓する。 

(3) 連携拡大と発展的研究 
 複数の研究者や診療放射線技師らと
の連携により、研究代表者の所属する大
学に隣接する大学病院のPET装置あるい
は PET/CT 装置のみではなく、複数施設
の PET 装置および PET/CT 装置、さらに
は研究所等における小動物用PET装置な
どへも提案手法を適用してその有効性
を検証するとともに、共同研究の連携を
拡大する。また、本研究の成果として得
られたマイクロフォーカスX線イメージ
ング技術を用いて微小な放射線源の内
部構造を評価する手法を治療用密封小
線源にも適用する。 

 
４．研究成果 
 トレーサブル Na-22 点状線源については、
その改良および品質管理のため、マイクロフ
ォーカスX線イメージング手法を用いて微小
な放射線源の内部構造を評価する方法を開
発し定量的な内部構造評価を行った結果を
発表した（詳細は雑誌論文(4)、学会発表(14) 
を参照）。また、β+線と同時に放出される
1.275MeV ガンマ線が PET 装置の定量性評価･
校正に与える影響を Monte Carlo シミュレー
ション手法により定量的に評価した結果を
発表した（詳細は学会発表(15) を参照）。さ
らに、Na-22 点状線源自体の放射能を校正測
定する標準測定法として、同時計測に基づく
絶対測定法を考案し発表した（詳細は雑誌論
文(2)、学会発表(9)、産業財産権取得状況(1)
を参照）。今後は、考案試作したトレーサブ
ル Na-22 点状線源の製品化や標準線源化、利
用拡大が課題である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ トレーサブル Ge-68/Ga-68 
点状線源と専用ファントム 

 
 トレーサブルGe-68/Ga-68点状線源につい
ては、水等価物質を吸収体とする点状線源の
開発が本研究計画における最大の課題の１

つであったが、製造技術の問題を克服するこ
とができ、Monte Carlo シミュレーションに
よる物理特性評価に基づき、図１に示すトレ
ーサブルGe-68/Ga-68点状線源の試作に至り、
また、本点状線源と組み合わせて使用するた
めの専用ファントムも試作するに至った（学
会発表(1)、産業財産権出願状況(1)を参照）。
今後は、より高い放射能の密封線源として利
用可能とするための認証機器化、標準線源化
そして利用拡大などが課題である。 
 定量性評価･校正プロトコルの開発につい
ては、トレーサブル Na-22 点状線源を用いて
校正定数を決定する手法を複数施設の6機種
の PET 装置および PET/CT 装置を対象として
適用し、提案手法の有効性などを確認し研究
成果を発表した（詳細は雑誌論文(3)、学会
発表(11)及び(13) を参照）。また、校正定数
のみではなく様々な基本的物理特性の評価
も可能なことを確認した（詳細は学会発表
(12) を参照）。さらに、空間分解能補正の位
置依存性の評価にも適用しトレーサブル点
状線源を活用する手法の有効性が示された
（詳細は学会発表(2)を参照）。また、トレー
サブルNa-22点状線源を用いて校正定数を決
定する手法を長期間にわたり定期的に臨床
用 PET/CT 装置へ適用し、提案手法の有用性
を確認するとともに装置物理特性について
新たな知見を得ることができた（詳細は学会
発表(3)及び(6)を参照）。今後、定量性評価･
校正プロトコルについては、装置校正法、定
量性評価法、基本的物理特性評価法、以上 3
つの視点に分けて、さらに開発を進めていく
予定である。とくに、新たに試作したアクリ
ル吸収体タイプのトレーサブル Ge-68/Ga-68
点状線源を利用した定量性・評価校正法の有
効性の検証が重要課題の１つと位置づけら
れる。 
 連携拡大については、本報告書に記載の雑
誌論文および学会発表の共著者や共同研究
者に示されているよう、トレーサブル点状線
源を用いる定量性評価･校正手法に関して確
実に連携施設や連携する研究者の和を広げ
ることができた。今後、共同研究の繋がりを
強めるとともにさらに連携を広げ、本研究計
画を一段と進展させることを目指している。 
その他の研究成果を含めて本研究計画全

体の進捗状況などについては、定期的に成果
発表を行った（詳細は学会発表(4-5)及び(7)
を参照）。 
 発展的研究については、トレーサブル点状
線源の内部構造評価の過程で生まれた研究
成果であるマイクロフォーカスX線イメージ
ング技術を用いて微小線源の内部構造評価
を行う手法を、治療用密封小線源の内部構造
評価に適用し従来手法では得られなかった
貴重な知見を得た（詳細は雑誌論文(1)、学
会発表(8)及び(10)を参照）。治療用密封小線
源に関わる品質管理は医学物理学・放射線技
術学分野の重要トピックの一つであり、今後
とも本研究テーマを展開する予定である。ま



た、本研究成果で生まれた他の研究成果につ
いても発展的あるいは応用的研究の可能性
を検討していく予定である。 
最後に、以上の研究成果に基づき、平成 27

年度以降もさらに上記研究を発展させて展
開させる予定である。 
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