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《ノート》

Positron　Emission　Tomographyにおける動脈血中

H2150濃度持続モニター検出器システムの製作と

その臨床利用のためのdispersion補正法および

　　　　　　　　　　時間軸調整法の開発

Continuous－monitoring　Detector－system　of　Arterial　H2150　Concentration　for

　　　Positron－emission　Tomography：Construction　of　the　System　and

　　　　　　　Correction　for　the　Dispersion　and　the　Time－shift
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1．はじめに

　ポジトロンエミッショントモグラフィ（PET）で

は，生体の生理的振舞いを非侵襲的にかつ定量的

に測定するために，スキャナで組織のトレーサ分

布像を測定するのと同時に，組織へのトレーサ供

給量である動脈血液中濃度（入力関数）を精度良

く測定することが不可欠である．

　近年，150標識水（H2150）を用いてボーラス静

注直後の短時間（数十秒～数分間）のスキャンか

ら局所脳血流量を算出する，いわゆるH2150

Autoradiographyが開発され1・2），種々の負荷反応

測定に使用されている．またH2150静注後複数

回のスキャンを行い，時間軸に展開した解析から

組織含有率，組織／血液分配定数等，血流量以外

のパラメータを算出する試みも行われている3・4）．

以前のわれわれの報告で示したように，これらの
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測定では十分に高い信頼度（精度）で入力関数を

測定することが必要である5）．動脈血液中RI濃

度を頻回のマニュアル注射筒採血で測定するより

も持続的にモニターする検出器を使用するほうが，

信頼度，再現性ともに向上すると考えられる6）．

さらに，この検出器は臨床利用の観点からできる

だけ小型軽量が望ましい．また観測される動脈濃

度曲線の‘‘なまりS’に対する補正，脳組織に供給

される真の入力関数との時間軸の不一一Stに関して

も対策を講じる必要がある．われわれはKanno

ら7），Hutchinsら6），および以前のわれわれの装

置5）と同様，プラスチックシンチレータと持続採

血チューブとの組み合わせで，軽量コンパクトな

動脈血液中H2150濃度持続モニター検出器系を

製作した．また上記“なまり”の問題を数学的に

補正する方法，さらに採血曲線の時間軸の簡便な

調整方法も考察した．その結果，臨床測定におい

て十分精度良く入力関数を測定し得たと考えられ

たので，ここに報告する．

　Key　words：　Positron－emission　tomography，　H2150，

Input　function．
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II．検出器の構成

　検出器の設計にあたり，以下述べる点に留意す

る必要がある．（1）検出器は血液中RIに対しての

感度は十分高く，かつ（2）被験者体部，その他か

らのバックグラウンドに対しての感度は十分低い．

（3）動脈血液を持続的に吸引する場合，チューブ

の中で起こると考えられるRI濃度曲線の“なま

り”（dispersion）を最小限にする．さらに臨床利

用の立場から（4）使い易いこと．（5）信頼性の高

いこと．（6）小型かつ軽量であることが要求され

る．

　上で述べた目標を満たすためには，動脈血液を

持続的に採血し，その血液中から放出されるβ＋線

をプラスチックシンチレータで検出するシステム

が最適と考えられる6）．検出器はFig．1に示すよ

うに16φ×5tmm3の円板形状のプラスチックシ

ンチレータ（pilot　U）および光電子増倍管（PMT，

浜松ホトニクス社製）から成る．シンチレータは

5μm厚のアルミニウム蒸着マイラおよび10μm

厚ハーバーホイルによって光学的にシールドされ

ている．梼骨動脈に穿刺したカテーテルに内径

0．8mmのポリエチレンチューブを継ぎ，穿刺部

位から10～20cmの所でチューブを約2回半コイ

ルし，真鍮キャップ内に押し込めテープで固定す

る．検出器の視野にはいる容積はおよそ0．05・ml

である．動脈血液はハーバードポンプあるいはペ

リスタポンプにて5～10m／／minの流量で吸引す

る．プラスチックシンチレータおよびPMTは直

径7cmの円筒鉛容器内に偏心して格納され，外

部γ線バックグラウンドからシールドされている．

シールドの壁厚はもっとも薄い部分で3cmであ

る．

　Figure　2に本検出器の回路系を示す．回路系は

NIM規格のものを使った．　PMT陽極に正の高電

圧をかけ，陽極へ流れ込む電流パルスをスペクト

ロスコピーアンプで増幅，波形整形（τ一〇．5μs）し

た．γ線に相当する低い波高のバックグラウンド

をdiscriminatorで除去し，このレベルより高い

波高パルスの計数率をPETスキャナ（HEAD一

＿Lead　shield
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　　　　　　PMT
Container

Lead　shield

　　MHV　connector
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Fig．1　Blow－up　of　the　beta・detector　system．　The　arte－

　　　rial　blood　are　withdrawn　via　a　polyetilane　tube

　　　（0．8mm　in　inner　diameter）．　The　tube　is　coiled

　　　2－3turns　and　is　taped　on　the　detector　surface．

　　　The　catheter　to　detector　separation　is　10－20　cm．

　　　No　three－way　taps　are　used　between　the　catheter

　　　and　the　detector．

　PMT
日＝曽

NIM　modules

HV

MCA

MCS

　HV：high　voltage十1．4　kV
　SA：spectroscopy　amplifier　T＝0．5μs

　DLY：delay　amplifier
　LGS：linear　gate＆stretcher
　TSCA：timing　single　channel　analyzer
　MCA：multichannel　analyzer
　MCS：multichannel　scaler
　PMT：photo　multiplier　tube

Fig．2　A　schematic　diagram　of　the　electronic　circuit．

　　　Discrimination　level　is　set　by　monitoring　the

　　　spectrum　in　MCA（multi－channel　analyzer）．

　　　The　accepted　couting　rates　are　measured　by

　　　MCS（multi－channel　scalor）installed　in　the

　　　PET　scanner．
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TOME　III）8）が内蔵しているマルチチャネルスケ

ー ラ（MCS）にてモニターした．

　この計数率測定はPETによるイメージスキャ

ンと並列して行われ，イメージデータと同じく

PETスキャナーのホストコンピュータによって

時間管理され，また150の放射能減衰等の補正も

行われる．

IH．検出器系の性能

　臨床測定において観測された典型的なエネルギ

ー スペクトルをFig．3aに示す．図のスペクトル

は25mCi静注した直後の5分間の積算にて得た．

また同様の条件でチューブを検出器に取り付けな

かった場合のエネルギースペクトル（すなわち，

バックグラウンドスペクトル）をFig．3bに示す．

Fig．3aにおける矢印は設定したdiscriminatorの

レベルを表し，この場合バックグラウンドの混ざ

り込みは～10－3の程度であった．また，検出効

率はわれわれがPET臨床測定で使用している

NaI－Well型検出器の約30分の1であり，～250
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一＝

押
坦
28

Ut　24

ξ1

8　212

　28

　24
　　1

　　　　　　　　　Energy

Fig．3　Detector　energy　spectra．　a）An　energy　spectrum

　　　of　our　beta－ray　detector　system　for　a　typical

　　　patient　study．　The　events　were　measured　for

　　　5－min　from　the　time　of　the　H2150　injection．

　　　The　arrow　denotes　an　approximate　discrimina・

　　　tion　level　for　eliminating　backgroundγ一rays．

　　　b）Atypical　background　spectrum　obtained　by

　　　the　same　configulation　as（a）except　that　the

　　　catheter　tube　was　removed　from　the　detector．
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cps／μCi／ml　bloodであった．通常の臨床測定にお

けるH2150静注後の最大計数率～8　kcpsに対し

てdead　timeは数％程度であり，ほぼ無視できる

と考えられた．

　製作した検出器のカテーテル針部にRI濃度が

階段状に変化した血液の流入があった場合の反応

（step　function　response）をFig．4に示す．この測

定には静脈血液に68Ga－EDTA溶液を混ぜたもの

を使った．カテーテル針部と検出器表面との距離

は20cm，血液は5　ml／minで吸引した．また，
“ なまり”（dispersion）を最小とするために三方括

栓は使用していない．このような場合でもFig．4

に示す程度の“なまり”は見られた．“なまり”関

数（δ一関数に対する応答）はこのStep　function

responseの一階微分で与えられる．われわれはこ

れを単一指数関数で近似した．すなわち，

　　　d（t）＝1／τexp（－t／τ）　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　（1）

ここでτは‘‘なまり”の程度を表わす時定数であ

り，大きなτ値ほど“なまり”は大きい．Fig．4

における実線はこのモデルによる一致を示し，検

出器の上記の構成ではτ＝1．5秒と評価された．

時定数τはチューブの長さLを長くしても，検

出器のカテーテル側に三方括栓を使用しても，さ

らに吸引速度を遅くしても大きくなり，脳血流量
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Fig・4　　Step　function　response　of　the　beta　detector　sys・

　　　tem．　Withdrawal　speed　was　5　ml／min．Catheter－

　　　to－detector　separation　was　20　cm．　Solid　line

　　　shows　a　fit　of　the　single－exponential　dispersion

　　　function（r＝1．5　sec）．
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22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　20　－“三・・二∵一一　　　……　．＿”，

　　　　　　　　　024681012　　　　　　　　　　　　　　　（min）

Fig．5　Atypical　measurement　of　the　arterial　H2150　concentration　curve．A，　B　and　C　show

　　　the　time　of　the　H2150　bubbling　start　at　the　PET　room，　standby　for　the　injection

　　　（H2150　saline　was　filled　in　a　syringe　near　the　patient）and　the　H2150　injection　time，

　　　respectively．　The　curve　D　is　the　arterial　blood　H2150　concentration　curve．　At　the

　　　tilne　E，　the　tube　was　filled　with　saline　which　did　not　have　radioactivity．　F　is　the

　　　measurement　of　the　counting　e伍ciency　for　the　H2150　saline．　The　same　solution

　　　was　also　measured　by　the　Well　counter　for　calibrating　between　the　two　detectors．
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等の計算に大きな系統的誤差を与えるとされてい

る5）．後に述べる方法でこの“なまり”に対して

補正を行うが，それにしてもおのおの血流の粘性

の違いなどによるτ値のバラツキを考えると，τ

値はなるべく小さい方が望ましい．ゆえに，われ

われは臨床測定においてもまた，L＝20　cm以下

とし三方括栓に使わない上記の構成を採用してい

る．

　製作したβ＋線検出器による持続的血液中

H2150濃度測定の例をFig．5に示す．横軸は時

間を示し，縦軸は0．5秒間隔における計数率の対

数を示す．A～C点はそれぞれ，　PET室における

H2150蒸気の生食による捕集開始時刻，　H2150生

食を被験者傍の注射筒に詰め替え静注スタンバイ

になった時刻，およびボーラス静注を行った時刻

を示す．ほとんどバックグラウンドは無視できる

レベルであった．Dは動脈血液中H2150濃度の

変化，Eは動脈血液の吸引をやめチューブ内を生

食でフラッシュした時刻，Fはβ＋線検出器とWell

型検出器との感度較正のためにH2150水をチュ

ー ブ中に満たしたものである．Fで使用した同じ

H2150水をWel1型検出器でも計数することによ

り，両者の感度較正を各測定ごとに行う．

IV．逆重畳積分による“なまり”補正

　入力関数の‘‘なまり”はH2150静注autoradio－

graphy法による脳血流量の計算や，連続スキャ

ンによるdynamic解析を行う際には大きな誤差

源となってしまう5）．この“なまり”は検出器系に

おけるチューブ内やコネクタによるもの（external

dispersion）のみならず，体内における動脈血管内

でも起こると考えられている（internal　disPersion）．

これらdispersionに対しての補正法を開発するこ

とが必要である．われわれは“なまり”の補正さ

れた真の入力関数を得るために，与えられた“な

まり”関数に対して，離散的データである動脈血

液中濃度曲線をそのまま用い，逐次近似的に逆重

畳積分を行って行く手法を開発した．

　観測される血液濃度曲線Ca（t）と真の入力関数

1（t）とは次の関係にある．

　　　Ca（t）＝1（t）ee　d（t）・・…・…………………（2）

ここでd（t）が，例えば（1）式で定義されるような
‘‘

なまり”関数である．（2）式を離散的な形で書く

と，

　　　nCa（n）＝Σ1（n十1－i）d（i）・・…………・（3）

　　　i＝1
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これを書き直すと，

　　　　　　　　　　n　　　　　　Ca（n）一Σ1（n十1－i）d（i）

　　　1（・）一一　i＝㌔（1）　　一（4）

（4）式により初期値1（1）＝Ca（1）を与えれば逐次的

に1（n）を決定して行くことができるはずである．

この方法は第1種Voterra型積分方程式に対する

数値解析的解法として広く使われているにもかか

わらず，得られた解1（n）は必ずしも安定しない．

時として1（n）は大きく振動する曲線として得られ

てしまう．これは曲線Ca（t）が統計ノイズを含ん

でいることによる．すなわち，通常の数値解析法

による関数解析では，数値列は数値のまるめ誤差

の範囲内でなめらかな（ノイズを含まない）こと

が条件となっているからである．そこでわれわれ

は1（n）の曲線全体を逐次的に近似，収束させてい

く方法を採用した．すなわち，真の入力関数1（n）

を

　　　Inew（n）＝1°1d（n）＋a（n）・…・……・……（5）

のように書き，ある初期曲線Io（n）より出発し，

そのつどdispersion関数を重畳積分した曲線（2）

あるいは（3）式と，観測された曲線Ca（n）の差の

二乗和を最小化するよう，逐次1（n）にa（n）の補

正を行って行く．ここで補正項a（n）は次の手順

で求められる．g（n）とCa（n）の差の二乗和は

　　　　　m　　　　　　　　　　　n
　　　d2≡Σ［Ca（n）一Σ1（i）d（n十1－i）
　　　　　n＝1　　　　　　i＝1

　　　　　　n　　　　　一Σa（i）d（n十1－i）］2　…………（6）

　　　　　　i＝1

と書ける．このd2が最小化された時

　　　　蒜）一・…………・…・・……………（7）

であるので，これを整理するとa（n）は

a（k）

　m　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　　k－1
　Σ［Ca（n）一Σ1（n）d（n十1－i）一Σa（i）d（n十1－k）】
　n＝k　　　　　　　i＝1　　　　　　　　　　　　　　i＝1

　　　　　　　　m　　　　　　　　Σ【d（n十1－k）］2

　　　　　　　n＝k

　　　　　　　　　　　　　　　　…………（8）

のように得られる．（8）式をその都度計算し，（5）

式に従って1（n）を逐次的に近似してゆくことに

2．1（百

一∈
、
ω
α
u
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　　　　　　00
　　　　　　　　　　　　　　　100
　　　　　　　　　（sec）

Fig．6　Measured　arterial　H2150　concentration　curve

　　　（A），and　the　deconvolved　curve　by　a　single

　　　exponential　function　with　r＝5－sec．　Statistical

　　　noise　was　a　little　enhanced　by　the　deconvolu－

　　　tion（B）．

より真の入力関数に収束して行く．われわれの経

験では5～8回程度の逐次近似で十分収束した．

Fig．6に動脈血液濃度曲線（曲線a）と（1）式の単

一指数関数（τ一5秒）で逆重畳積分した例（曲線

b）を示す．逐次近似の回数は8回であった．多

少の統計ノイズの昂揚は見られるが十分解析に使

える入力関数曲線が得られた．

V．H2i50　autoradiographyにおける

　　“なまり”の補正

　autoradiographyで脳血流量を求める場合には，

指数関数で定義された“なまり”関数を用いる限

りにおいて，以下に述べるとおり逆重畳積分の手

順を必要とせずに，dispersion補正を行うことが

可能である．

　H2150を静注したt秒後の脳組織濃度Ci（t）は

真の入力関数1（t）を使って

　　　Ci（t）＝1（t）＊P・kexp（－kt）　　…………（9）

のように書ける．ここでk＝E・f／pと置いた．E

はextration　fraction，　P（m1／9）はH2150の脳／血液

組織分配定数（～1．O　m〃g），　f（ml／min／g）は局所脳

血流量を表わす．（9）式を時間（t1，　t2）で積分する

と

∫：：Ci（t）dt－∫：ll（t）・P・k・・xp（－kt）dt

　　　　　　　　　　　　…………（10）
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ここで（2）式におけるCa（t），　d（t）のラプラス変換

形をそれぞれG（s），D（s）とすると，真の入力関数

1（t）は

　　　1（・）－L－・［言8ド・［sも竺G（・）］

　　　　　　　　　　　　　　　…………（11）

と書ける．（11）式を（10）式に代入して整理すると

∫t
2　Ci（t）dt
t
l

－

∫：：L－・［S：’iLft1iir・pk

　　∫　　t2　　　［τpkCa（t）十（1一τk）

、＋kG（・）］d・

　　　　＝　tl

　　　　　×Ca（t）】＊p・k・exp（－kt）dt……（12）

が得られる．よって，‘‘なまりS’の時定数τ値を

あらかじめ定めておけば，与えられたτ値のもと

に（12）式右辺をいくつかのk値に対して計算し，
左辺∫llCi（t）dtとk値（すなわちf値）の関係を

あらかじめテーブルとしておくことができる．

PET測定で得られた画像ピクセル値からこのテ

ー ブルを参照して，各領域の局所脳血流量を一意

に決定することができる．

VL　動脈曲線とスキャナの時間軸調整

　脳への入力関数Ca（t）は通常内頸動脈以外の動

脈（梼骨動脈など）からの採血で求めているため，

測定される動脈血中濃度曲線とPETスキャナで

測定される組織濃度Ci（t）の相対的な時間関係は

任意である．Fi9．7a　dispersion補正された動脈濃

度曲線（曲線A）と，PETスキャナ3リングそれ

ぞれの総同時総計数率（曲線B）を示した．動脈

血液濃度曲線のほうがPETリング曲線より遅れ

て観測されているが，これは榛骨動脈へ到る体内

の動脈管での遅延による．動脈血液濃度曲線と組

織濃度測定の時間軸の調整はこれらの曲線を利用

して行うのが最も簡便と考えられる．われわれは

以下の方法を採用した．

　動脈血液濃度曲線に単一指数関数を重畳積分

し：

　　　Ca（t十dT）＊A・exp（－Bt）　・・……・…（13）

この曲線（Fig．7bにおける曲線c）がPET中央

（・）8

　　0

⑩

α
U

旬（

0 sec 50

　　　　　　O　sec　　50

Fig．7　a）The　arterial　H2150　concentration　curve

　　　measured　by　the　beta　detector（A），　and　the

　　　radioactiv三ty－time　curves　measured　by　three

　　　detector　rings　of　the　PET　scanner　which　is　cor－

　　　responding　to　the　head　curve（B）．　The　artery

　　　curve　includes　a　systematic　delay　during　the

　　　transfer　in　the　artery　lines　and　the　detector

　　　tube．　b）Adjustment　of　ambiguity　of　the　time

　　　axes　between　the　artery　curve　and　the　head

　　　curve．　A　single　exponential　function　was　con・

　　　voluted　to　the　artery　curve（A）．　the　resultant

　　　curve　was　shown　as　C．　These　curves　were

　　　shifted　to　adjust　so　that　the　curve　B　agreed　with

　　　the　detector　ring　curve　of　the　middle　of　the

　　　three　rings（B）．

リングの総同時計数率曲線（Fig．7b，曲線B）とう

まく重なるよう遅延時間dTを定めた．ここで，

A，Bはリング総同時計数率曲線を良く再現する

ようそのつど定められた自由パラメータである．

　以下のとおリダイナミック測定を行い，本法の

精度を確認した．すなわち，H2150ボーラス静注

後5秒間隔の連続スキャンを行い，得られた画像

上の脳の各領域の組織濃度変化Ci（j）を求め，こ

の曲線をCa（t＋dt）＊pk　exp（－kt）で計算されるモ

デル曲線が最も良く再現するようp，kおよび4t

の三つのパラメータを定め，このうちdtと上で

得た4T値とを比較した．このダイナミック解析
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で得られた」t値は脳組織の各領域ごとに最大

3～4秒の差が認められた．これはトレーサの到

達時間は脳組織の各領域ごとに3～4秒の差があ

るためと考えられ，aTを一意に定めることに対

する限界はあるものの，定められたaT値はdt

値と士約1秒の精度で一致していた．

Vll．考　　察

　H2150を用いたPET測定では150の短い放射

能減衰半減期（123秒）ゆえに，繰リ返し測定が可

能であり，生体の特に脳の，環境変化に対するさ

まざまな反応性の研究が可能である．また“水”

の生体内での振舞いは良く知られており，それら

の知識に基づくと，kinetic解析により血流量以外

の物理的情報（例えば，水の脳組織／血液分配定

数あるいは，部分容積効果補正のための情報など）

が得られる可能性もある3・4）．ただし，これらの

測定では脳組織に供給されるH2150濃度の時間

変化（入力関数）を精密に測定する必要がある5）．

注射筒を用いた断続的なマニュアル採血で得られ

た血液をそのつどWe11型検出器で計測するので

は精度，再現性ともに不十分といえる．そこでわ

れわれは，榛骨動脈から血液を持続的に吸引し，

そのH2150濃度変化を持続的にモニターする検

出器系を製作した．さらに，PETスキャナによ

る組織濃度の測定と動脈血液濃度曲線の時間軸の

調整法を述べ，また体内の動脈および対外の検出

器へ導く途中のチューブなどによる血液濃度曲線

の“なまり”（dispersion）に対する補正法も本稿で

提示した．

　検出器にはプラスチックシンチレータを採用し，

この表面に血液チューブを張り付けβ＋線を検出

することにより血液中H2150濃度曲線を得た．

外部γ線バックグラウンドからは鉛容器により遮

蔽した．その結果，discriminatorレベルを十分低

いところに設定することができ，十分な高感度で

血液中のβ＋線を検出することができた．たとえ

ば0．5秒間隔で測定したとしてもその計数値の統

計変動は十分小さかった．したがって，一般には

逆重畳積分は統計変動を昂揚させるが，われわれ

1593

の場合，dispersion補正された入力関数の統計変

動は実用上問題にならないほど小さかった．

　Hutchinsら6）の開発した検出器では，鉛シー

ルドを使っておらず，discriminatorレベルを上

げることのみでγ線バックグラウンドを除去して

いる．そのためβ線に対する感度が不十分となっ

ているが，彼らは入力関数をあらかじめ与えられ

た関数形（peak部を多項式，　tai1部を指数関数）

で近似しておくことで統計変動を減じている．し

かしわれわれの経験によると，真の入力関数は必

ずしも彼らのモデル関数では再現されない場合も

あった（例えばボーラス静注後再循環のピークな

ど）．一方本稿で示した逆重畳積分法では，dis－

persionの関数形が与えられれば真の入力関数を

忠実に計算できる長所がある．ただし入力関数曲

線の統計ノイズを減ずるためにγ線バックグラウ

ンドをある程度遮蔽することが必要であった．

　またHutchinsらは，　dispersion関数として

Laminor　flowモデルを採用している．われわれ

がdispersionを単一指数関数で記述した理由は以

下の理由による．1）チューブ内での血液の流れは，

血液の粘性度が高いためLaminor　flowではない．

2）コネクタ部でのdispersionも無視できない程

度大きく，ここでの流れは乱流でありLaminor

flowではない．3）単一指数関数は解析上容易で

ある．4）チューブによるdispersionの実験曲線

は単一指数関数で十分良く再現された．

　入力関数と脳組織濃度曲線との時間軸を調整す

る方法として，われわれはdispersion補正された

血液濃度曲線に指数関数を重畳積分した曲線を計

算し，これとPETスキャナ中央リングの総同時

計数率曲線とを一致させる方法を示した．先に述

べたように，われわれの方法はダイナミック測定

から予測された値と良く一致した．一方，他のい

くつかの簡便な方法（おのおのの曲線の立ち上が

り部の接戦を一致させるとか，ある一定値以上に

なる点を重ねるなど）も考えられる．しかしこれ

らの方法では動脈曲線を系統的に4～6秒うしろ

にシフトさせてしまっていた．

　今後の課題として1502ガスー回吸入法のよう
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に，採血動脈血液をそのつど血漿分離し全血液と

血漿それぞれのRI濃度を測定することが必要な

測定のために，持続的に血漿分離を行いかつRI

濃度を持続的に測定する検出器系の開発も行う必

要があろう．

　本稿の段階では，PETスキャナ本体のコンピ

ュー タで動脈血液濃度の計数率の時間変化をモニ

ターし，直接データ集取を行っている．この方法

はPETスキャンと動脈濃度測定の時間管理を同

一 コンピュータで行うため，150の放射減衰の補

正が容易である利点がある．反面，Weli検出器

と本検出器との感度較正を行うときにはスキャナ

本体のコンピュータを使用するため，連続スキャ

ンを行った後のスキャンデータの編集処理などで

CPU時間を占有されている際には較正を行うこ

とができない不都合がある．この不都合を解決す

るためには，本検出器の計数率の入力および感度

較正などある程度の処理はWell型検出器マイク

ロコンピュータ系で行うのが良いと考えられ，今

後検討したい．

　また，現時点でのPETを使った臨床研究では

さまざまな手順の測定方法が行われており，なか

なか一般化された方法が確立されないのが現状で

ある．今後もさらに試行錯誤を繰り返して行くと

考えられる．これらの変化に容易に対応できるよ

う，本検出器回路系にNIM規格の基に標準化さ

れたモジュrル系を用いた．これと同じ観点から，

We11型検出器と本持続モニタ検出器系を連動さ

せるときには，例えばCAMAC規格などのよう

な標準化されたモジュール系を組み合わせたイン

　ターフェイスの基に統一化し，採血に関するさま

　ざまなデータの入出力，管理およびある程度の処

理を行うのが都合良いと考えられ，今後検討した

　い．

VIII．まとめ

われわれの製作した持続的入力関数測定検出器

系は十分小型軽量コンパクトであり，動脈血液中

H2150濃度を精度良く持続モニタすることが可能

であった．本検出器系および各補正法の開発によ

りH2150を用いたPET測定の手順が飛躍的にや

りやすくなり，かつ信頼度も高められたと考えら

れる．
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