
1. はじめに

核医学検査は、投与された放射性医薬品の体内

分布や集積の程度そして時間変化などにより臓器

の機能や病変の評価を行うことを目的としている。

核医学画像の画質を左右する因子には、収集条件

（マトリクスサイズ・収集時間・収集角度など）、

γ線の吸収や散乱、画像再構成法などがある 1）。

特にγ線の吸収や散乱によって、画像内のカウン

トは変化し定量性に大きな影響を与える。定量性

は近年、注目されている PET（Positron Emission

Tomography）による悪性腫瘍の診断を行う際には

特に重要とされている。PET装置開発初期には外

部線源を用いて補正が行われてきた。また、最近

では以前に撮影されたX線CTデータを用いて補正

を行う方法もある。現在ではPET-CTが開発され、

同一ポジションにおけるX線CTによる吸収補正が

行われるようになり主流となってきた。そこで

PET検査における吸収補正法に注目し、吸収補正

について理解を深め、外部線源を用いた吸収補正

とX線CTによる吸収補正の利点・問題点等につい

て比較し今後臨床現場において必要とされる吸収

補正法について検討する。

2. PETの吸収補正原理

体内に投与されたRIから放出されるγ線は、体

組織を通過する際に構成物質と吸収や散乱といっ

た相互作用を起こし、特に体深部ではその作用が

大きくなるためRIの集積が過小評価される。この

吸収や散乱の影響による、画像コントラストや

S/Nの低下を補正し集積量を正しく評価するため

には、吸収補正が必要となる。特に治療効果判定

や良悪性の鑑別に用いられる SUV（Standardized

Uptake Value）の算出では補正が重要となる 3）。

PET検査で利用する消滅γ線はSPECT検査で使用

するγ線に比べエネルギーが高く、組織単位長あ

たりの吸収が少ない為、検出器への入射確率は高

くなるが、PETでは同時計測を行うためSPECTよ

りも吸収による影響が大きくなる。
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吸収による影響の少ない画像を得るためには、

吸収の影響を受けて計測された放射能分布の投影

データを真の放射能分布の投影データに補正する

必要がある。

外部線源を用いた吸収補正は、吸収体がある場合

のトランスミッションデータと吸収体がない場合

のブランクデータを用いることで算出される。ま

ず陽電子線源による放射能を含まない状態の物体

のトランスミッション計数率をTL，物体を置かな

い状態（ブランク）での計数率をBとし、散乱に

よる影響を無視すれば

となる。したがって、PETではトランスミッショ

ンとブランクの計数率の比から減弱補正係数を直

接求めることができる。また、対数をとることで

減弱マップの投影データとなる。異なるエネルギ

ーの外部線源で得られた減弱マップでもその値を

511keVの線減弱係数に変換し、それを投影するこ

とで減弱補正係数を求めることも可能となる 4）。

この計算では、トランスミッションデータを収

集する時の外部線源の線源強度がブランクデータ

を収集した時の線源強度とがほぼ同じであること

が重要となる。

2.1 吸収補正の精度に影響する因子

吸収補正の精度に影響する因子には、外部線源

による吸収補正法の場合では外部線源の種類、外

部線源強度、トランスミッション収集時間、統計

雑音低減の方法、被写体厚、被写体の放射能濃度、

外部線源が 137Csの場合は散乱線除去も影響してく

る。X線CTによる吸収補正の場合では 511keVの

μ値への変換方法、撮影条件、アーチファクトな

どが影響する。

3.  外部線源を用いた吸収補正

外部線源を用いた吸収補正には陽電子放出線源

による同時係数を用いた方法と 137Cs線源を用いた

シングルフォトン法がある。

3.1 線源の形状による違い

吸収補正を行う線源の形状によってトランスミ

ッションデータに影響を及ぼす。おもにリング状

の線源とピン状の線源がある。

3.1.1 リング線源

PET装置開発初期にはリング状の線源を利用し

て吸収補正を行っていたがリング線源では同時計

測とは無関係な位置にも線源があるので偶発同時

計数が発生しやすくなる。その為、線源の放射能

を高くすることができなく、トランスミッション

収集時間が長くなってしまう。

3.1.2 ピン線源

ピン状の線源を視野の外周にそって回転させな

がらトランスミッションデータを収集している。

また、回転する線源の位置に合わせて同時計測を

行う検出器対を限定するwindowing操作を行うこ

とで偶発および散乱同時計数を低減できる。これ

により、吸収補正データの散乱同時計数によるバ

イアスや偶発計数補正に伴う統計誤差を小さくす

ることが可能になり検出器対あたりの放射能をリ

ング線源に比較し高くすることができ、トランス

ミッション収集時間を短縮することができる 1）。

3.2  68Ge/68Gaを用いた吸収補正法

開発初期のPET装置では外部線源に陽電子放出

核種を使用して吸収補正を行う方法が考えられた。

使用される陽電子放出線源は 68Ga（半減期 68分、
＋β崩壊 89％）が娘核種として放射平衡する 68Ge

が用いられている。68Geの半減期は270日であり、

放射能の減衰に伴ってトランスミッション収集が
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長時間必要になる。

トランスミッション収集が長時間になれば患者

への負担が大きくなるため、定期的に線源を交換

しなければならず経費が掛かってくる。また、線

源に近い方の検出器の分解時間により数え落とし

が生じるため線源の放射能を高くすることができ

ない 5）。
68Ge/68Gaは陽電子放出核種であるため、エネル

ギーが検査核種と同一であり吸収補正は減弱マッ

プの変換が必要なく、十分なトランスミッション

収集時間が得られる場合には、定量に関して最も

信頼性が高い吸収補正法である。

臨床において吸収補正用データは、エミッショ

ンデータ収集の前や後に収集される。エミッショ

ンデータの収集後にトランスミッションデータを

収集する場合は、検査用核種の減衰によりトラン

スミッションデータの収集時にエミッションデー

タの混入を低減することが出来る。

また一部の装置においては、エミッション収集と

トランスミッション収集を同時に行うことが可能

となっておりトランスミッションデータの収集時

間を除外することが可能である。

3.3  137Csを用いた吸収補正法

シングルフォトン法といい、 137Cs（ 137mBa：

662keV）が使用されている。この方法では同時計

測ではなく、シングルフォトンを計測して吸収補

正を行う。シングルフォトン計測では 1個の検出

器効率に依存し、検出器と線源を離すことができ

るので線源を強くしても、検出器の分解時間によ

る影響が小さい。その為、同時計測よりも高計数

率で計測できる。高計数率で測定可能なため、統

計誤差の少ない減弱マップが得られる。
137Cs線源では、消滅γ線と光子エネルギーが異

なるので計測した減弱データの変換を行う必要が

ある。人体組織では、511keVと 662keVのエネル

ギーに対してコンプトン効果による減弱が支配的

なため、質量減弱係数の比はさほど変化しない。

このため、662keVから 511keVの減弱係数への変

換は単一の係数で行うことができる。
137Cs線源は半減期が30年と長く線源の定期的な

交換が不要であり 68Ge/68Ga線源と比べて維持費が

少ない。

シングルフォトン法では散乱線計数や P I T

（Post-injection Transmission）時のエミッション計

数の混入などによりバイアスが発生する。PIT時の

エミッション計数の混入に対しては、外部線源を

用いず短時間トランスミッション収集を行うこと

で吸収補正用検出器に混入するエミッションイベ

ント数を求め差し引く方法が採られている。また

散乱線に対しては組織を区分化し既成値を割りつ

けることで対応している 1）。

臨床機においては、テーブルを連続的に移動さ

せエミッションデータとトランスミッションデー

タを同時に収集する方式が採用されており 1回の

テーブル移動で検査を終えることができる。
68Ge/68Gaを用いたトランスミッション画像に比べ
137Csを用いた画像は、高係数率であるため画像再

構成時に強いフィルターを掛け画像をぼかす必要

が無くPET画像をシャープに描出することが可能

となる。

3.4 外部線源による吸収補正の問題点

外部線源を用いた吸収補正法では、放射能の減

衰によって線源強度が減弱するので、周期的にブ

ランクデータを収集し補正係数を変更する必要が

ある。特に 68Ge/68Gaの場合は、毎週補正を行う必

要がある。

外部線源は、あまり線源強度を強くする事が出

来ないためノイズの少ないトランスミッション画

像を得ることが出来ない。

定量性を高く保つためにはトランスミッション

収集に十分な時間をかけて吸収補正データを得る

必要がある。しかし、実際の臨床現場では患者へ
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の負担軽減と検査数を増す為に短時間でトランス

ミッション収集が余儀なくされる。しかし短時間

のトランスミッション収集では十分なデータ量が

得られずそのデータを用いて吸収補正が行われる

とPET画像にもそのノイズが入ってしまいPET値

に過小評価を生じ、SUV値の誤差原因になる 6）。

そのため、短時間で収集された吸収補正データで

も十分な吸収補正が可能な技術やトランスミッシ

ョン収集時間を短縮する方法が開発された。

3.4.1 PIT（Post-injection Transmission）について

初期のPET検査は、トランスミッション収集と

エミッション収集の位置ずれを最小限に抑えるた

め、最初にトランスミッション収集を行い寝台に

寝た状態で注射をして一定時間後にエミッション

収集を行う方法がとられていた。この方法では、

検査室での拘束時間が長くなり患者への負担が大

きいことと検査室の占有時間が長くなり検査数に

制限が生じるなどの問題があった。この問題点を

解決するためPITが開発された。

PITはトランスミッション収集を放射性薬剤投与

前でなくエミッション収集の直前または直後に行

う方法であり、薬剤集積待ち時間における撮影台

での拘束がないため実質的な検査時間が短くなる。

またエミッションとトランスミッション間の時間

が短いためデータのズレが生じることが少なくな

る 1）。

3.4.2 SAC（SegmentedAttenuationCorrection）法

について

実際の臨床現場ではトランスミッション収集に十

分な時間をかけることができない場合が多い。した

がって、減弱マップは短時間で収集される為に統計

誤差が大きいものとなる。統計誤差の小さいデータ

を得るために補正係数を求める SAC（Segmented

Attenuation Correction）法が考案された1）。

SAC法は統計誤差の大きな画像を自動的に肺

野・軟部組織・骨といった大まかな組織に区分し、

各組織に平均値などを割り当てることで統計誤差

を少なくしている。SAC法によって収集時間が短

縮されたが、極端に計数が少なくなるとPET画像

にバイアスを生じるため、少なくとも 1ベット位

置当たり数分の収集時間が必要となる。

3.4.3 Emission /transmission同時収集法について

検査時間を短縮する方法としてエミッション収

集と同時に外部線源を回転させトランスミッショ

ン収集を行う方法がある。この方法は、エミッシ

ョン収集時に 68Ge/68Ga線源を回転させながら収集

しサイノグラム上の 68Ge/68Ga線源のカウント部分

を別なデータとして取り出す事でエミッションデ

ータとトランスミッションデータを得る方法であ

る。収集時間を少し長くする必要があるが、1度の

収集で終了するため患者への負担は多くならない。

エミッション収集と同じ時間でトランスミッショ

ン収集を行うためノイズを低減する事が出来る。

また同時相で収集するため位置ずれは無視できる。

しかし同時収集することでエミッションデータに
68Ge/68Ga線源による散乱線が混入し画質低下の原

因となる。

4.  X線CTを用いた吸収補正法

PETによる核医学画像は機能情報と限られた解

像力での形態画像しか得ることができない。

したがって、診断能の向上には、CTやMRIによ

る正確な形態画像が必要となり、PET画像とCT画

像を融合させることで診断能を向上することがで

きる。しかし、異なる時間と装置による撮像では

位置のズレ等で融合の正確性に限界がある。そこ

でPETとCTを一体としたPET/CT装置を使用する

ことで位置ズレの無い融合画像を得ることができ

る。PET/CT装置では、X線CTにより吸収補正が

行われる。

X線CTによる吸収補正では、CTで得られた減
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弱マップ（CT画像）を 511keVのγ線で得られる

減弱マップに変換し、その画像を投影して減弱補

正係数を求めている。X線CTによる吸収補正の利

点は、高密度のX線光子により短時間で統計誤差

の小さい減弱マップが得られること、PIT時のエミ

ッション計数に影響がないことである。

しかし、X線CTで用いられるX線は実効エネル

ギーが70～80keVの連続スペクトルであるのに対

して、消滅γ線は511keVの単一スペクトルであり、

エネルギーとスペクトルが大きく異なる。したが

って、X線CTのエネルギー領域において骨組織の

ような比較的高い原子番号の組織では光電効果に

よる減弱の割合が消滅γ線に比べて多くなる。物

質の密度だけでなく原子番号にも依存するため、

CT画像から 511keV減弱マップへの変換は単一の

係数で行うことができない。したがって、CT画像

のCT値（HU）を 511keVの減弱係数への変換は

Hybrid法やBilinear法といわれる変換式を用いて変

換している。

4.1 HUから511keV線減弱係数への変換

HUから 511keV線減弱係数への変換法には

Hybrid法とBilinear法の2種類があり、どちらも体

組織においては比較的良好な減弱補正データを得

ることができる。

各変換法のHU（CT値）と511keV線減弱係数と

の関係を図1に示した。

4.1.1 Hybrid法

Hybrid法では、CT画像のHU＝ 300をしきい値

として300より大きい場合を骨組織、300以下をそ

の他の組織に区分して、各区分の変換係数をHU

に掛けて変換している。

4.1.2 Bilinear法

Bilinear法ではHU＝0をしきい値として0以下と

0より大きい場合で異なる変換式を用いて変換して

いる。

4.2 アーチファクトによる影響

CTによる減弱補正では、CT画像のアーチファ

クトなどにより、PET画像に影響を及ぼし、特有

のアーチファクトを生じる場合がある。PET画像

に影響を与えるアーチファクトには体内の高原子

番号物質によるアーチファクトや呼吸運動による

アーチファクト、トランケーションによるアーチ

ファクトがある。

4.2.1 体内の高原子番号物質によるアーチファク

トの影響

CTのX線領域では金属や造影剤といった高原子

番号物質は光電効果による減弱が多くなり金属ア

ーチファクトの原因となる。金属アーチファクト

は、人体組織を考えた減弱マップ変換法では、高

原子番号物質の領域で減弱を過大評価することに

なり、PET画像においては偽陽性を生じ診断上影

響を及ぼす。

体内における金属は、歯の治療に用いられる物

（金・銀・アルマイト）や人工関節（チタン・ステ

ンレス）・胃の透視検査などの硫酸バリウムなど
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がある。また腫瘍摘出後の人工関節やプレートな

ども同様である。

PET/CT検査において腫瘍摘出部分にある金属に

よるアーチファクトは、治療経過を診断する場合

において最も注意が必要である。

臨床においてCT画像にてアーチファクトが生じ

ている場合は、吸収補正無しの画像を用いて集積

の有無を評価している。

PET/CTにおいては、検査前にバリウムなどの造

影剤を使った検査を行っていないことを確認して

おく必要がある。

4.2.2 呼吸運動によるアーチファクトの影響

PET検査は自由呼吸下で長時間かけて収集する

ため、呼吸による動きが平均化されるのに対し、

CTでは撮影時間が短時間であるため呼吸周期の一

部を撮影している。そのため、エミッションデー

タとトランスミッションデータとにズレが生じる。

このようなズレは、吸気で撮影されたCT画像で大

きくなり、CT画像の肺野とPET画像の腹部領域と

が重なり、その部分の減弱を過小評価してしまう。

その結果、PET画像の横隔膜付近にドーム状のコ

ールド領域を生じる。このような部分では肝臓の

病巣が肺野の病巣のように見える場合があり、CT

画像や吸収補正なしの画像により見分ける必要が

ある。呼吸運動によるアーチファクトの発生を少

なくするためには、通常呼気状態での呼吸停止が

有効とされている 1）。

4.2.3 トランケーションによるアーチファクトの

影響

PET/CT装置ではCTの有効視野がPETよりも狭

い。CT撮影でトランケーションを生じると、有効

視野からはみ出した部分はCT画像上に現れない。

このような画像で吸収補正を行うと、欠けた部分

のPET画像に過小評価を生じることになる。この

ようなアーチファクトはトランケーション補正で

ある程度回復することが可能だがトランケーショ

ンを起こさないようにすることが重要である。こ

のため PET/CT装置では従来の PET検査とは異な

り、CT画像撮影時に腕を挙げて撮影することでト

ランケーションエラーを回避している。また、腕

を挙げることでエミッション撮影の感度上昇やビ

ームハードニング効果に対して効果的である。

5. 被ばく線量

外部線源による全身トランスミッション収集に

比べてX線CTによるトランスミッション撮影は単

位時間当たりの光子数が非常に多いため被ばく線

量も多くなる。放射性核種による全身トランスミ

ッション撮影での実効線量は、137Csで約0.01mSv、
68Ge/68Gaで 0.12～ 0.16mSvである。137Csより放射

能が低い 6 8 G e / 6 8 G a の実効線量が高いのは、
68Ge/68Gaが陽電子消滅によって発生した 2本のγ

線によるものであると考える。

X線CTによる全身トランスミッション撮影での

被ばく線量は造影も含む診断条件では 14mSv～

18mSv、吸収補正と位置確認を目的とした低線量

条件では 0.7mSv～ 4mSvと低線量条件でも外部線

源に比べかなり高い値となる 1）。

PET検査の被ばく線量はFDGによる被ばく線量

3.5mSv～5.7mSv1）4）とトランスミッション撮影に

よる被ばく線量の積算で表される。そのため、

PET/CT装置などでは被ばく管理が重要になってい

る。

PET/CTでは、直前にCTを行っていてもCTをも

う一度撮影する必要がある。検査の必要性から見

ても画像診断としてのCTは必要ない場合がある。

そのような場合は、吸収補正が可能な5mAs程度の

線量で十分となる。ある程度のS/Nの低下はある

が,511keVのμマップへの変換おいてノイズは無視

できるものとなる。

6



6.  まとめ

吸収補正による利点は、体内での放射性の分布

や形状を正しく表現できることと、病巣への放射

性医薬品の取り組みを定量できる点にある。

吸収補正法には 68Ge/68Ga線源を用いた吸収補正

法、137Cs線源を用いた吸収補正法、X線CTによる

吸収補正法の三つがあり、それぞれ長所と短所が

ある。各吸収補正法について比較し、これを表 1

に示した。
68Ge/68Ga線源を用いた吸収補正では、使用する

放射線のエネルギーが同一で変換する必要がなく

吸収の違いを考慮する必要がない。欠点としては、

半減期が270日と短く1週間に1度は線源強度の変

化に伴う装置の校正を行う必要がある。また定期

的な線源の交換や、吸収補正用データ収集に使用

できる時間の制限などカウント低下による減弱マ

ップの統計誤差などがあり、他の方法より有用性

は劣る。一方、137Cs線源を用いた吸収補正では減

弱マップの統計誤差は小さいものの、散乱線によ

る影響により、X線CTよりも定量性は劣る。減弱

マップの統計誤差や散乱線成分の除去にはSAC法

との併用が有用であるが、SAC法を用いてもX線

CTを用いた場合の方が正確な吸収補正が行える 6）。

外部線源による吸収補正では、正確な吸収補正

を得るために長時間のトランスミッション収集時

間が必要となる。特に全身検査ではトランスミッ

ション収集時間がさらに長時間必要になるため、

患者への負担が大きい。被ばくについては低いレ

ベルであり、被ばくの点だけに注目するとX線CT

に比べて有用と考える。

X線CTによる吸収補正では、短時間でノイズの

少ない減弱補正データを得ることだけでなく、形

態画像も同時に得られる利点がある。

吸収補正には定量性や正確性，さらに臨床現場

では短時間での撮影が求められる。この点ではX

線CTが最も優れている。しかし、欠点として被ば

くの増加や呼吸動による位置のずれが挙げられる。

被ばくに関しては、検査目的に応じた撮影条件を

選択して、被ばく線量を低く抑えたトランスミッ

ション撮影のプロトコルを確立するなど十分な配

慮が必要となる 7）。呼吸による位置ずれは今後呼

吸同期法や心電図同期法などの開発によって、よ

り正確な合わせ込みが可能となり診断能が向上す

ると考える。

融合画像による診断能向上や検査時間の短縮等

を考えると利点の方が大きいと考えるが、被ばく

に対する十分な配慮が必要である。

CT装置は、多列化が進みPET/CT装置において
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68Ge/68Ga線源 137Cs線源 X線CT

被ばく線量[mSv] 0.12～0.16 0.01 0.72～18.0

全身トランスミッション撮影時間 21min 18min 26～58sec

減弱マップの統計誤差 大きい 小さい 小さい

定量性 低い 低い 高い

表1 各吸収補正法の比較



もCT単体の装置と同等の多列CTが搭載されてき

ている。

現状の臨床現場においては、まずエコーやCT検

査にて形態的な存在診断を行い、その後生検をし

て病理診断、PET検査での全身検索、治療へと進

む。PETがPET-CTに変わるだけではCTを撮影す

る回数が増え被ばくも増加する。

今後は、PET-CT装置が普及すると考えるが、診

断を進める過程において同時期に複数回のCTを撮

影しない診断プロトコルを確立する必要がある。

これにより一回の検査でPET検査とCTにおける造

影検査も含め行えるようになり、CTの検査回数を

減らし被ばくも抑え、また融合画像も得られる利

点も伴う。

これからは検査回数と被ばくを低減することが

患者の負担を減らすことになり、これからの医療

において重要と考える。特に被ばく低減について

は、我々放射線技師がイニシアチブを取り撮影条

件の最適化を進めていく必要があると考える。
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