
 

目次 

 

ページ 

まえがき       村山秀雄    2 

研究班名簿           6 

第 1 部 次世代 PET 装置開発研究の進捗状況                                        

(1) 次世代 PET 装置に関する要素技術の概説   村山秀雄    8 

(2)  PET 装置シミュレータによる全身用および    

 小動物用 PET 装置の計数率解析    北村圭司   13 

(3) シンチレータ      住谷圭二、他  18 

(4-1) DOI 検出器の原理      稲玉直子 、他  23 

(4-2) 次世代 PET 用 DOI 検出器最適化のための基礎研究  梅原隆哉、他  25 

(4-3) 次世代 PET 用 DOI 検出器の最適化    笠原竹博、他  29 

(4-4) 256ch FP-PMT 試作器を用いた検出器の性能評価実験  稲玉直子   32 

(5) マルチスライス DOI-MR コンパチブル PET 用検出器の検討 山本誠一   37 

(6) フロントエンド信号処理用 ASIC の開発   高橋浩之、他  41 

(7) 検出器シミュレーション     羽石秀昭、他  46 

(8)  PET 検出器信号処理回路     渡辺光男   52 

(9) 信号処理－同時計数回路     清水啓司   56 

(10) データ収集システム     吉田英治   61 

(11) 次世代 PET におけるデータ処理技術    小尾高史   66 

(12) DOI 情報を利用した統計的 PET 画像再構成   山谷泰賀   72 

(13-1) モンテカルロシミュレーション技術   長谷川智之、他  77 

(13-2) 独創的な方向性：幼児専用ＰＥＴ装置   長谷川智之  78 

(13-3) 独創的な方向性：全身自律神経系と精神活動の次世代   

     ＰＥＴイメージング   長谷川智之、他  83 

(14) 統計的手法による画像再構成の実装と評価   深野敦史   86 

 

第２部 PET に関わる核医学研究者の意見 

[1] 臨床 PET 装置の進歩     米倉義晴   91 

[2] 新しい PET 薬剤と PET 装置へ望むこと   松田博史   95 

[3] 次世代 PET 装置の開発に向けて－臨床の立場からの提言－ 百瀬敏光   97 

[4] 新しい PET 装置に望むこと－臨床神経科学研究の立場から－ 石井賢二  100 

[5] 薬剤開発と基礎研究への応用の立場から   石渡喜一  104 

[6] 新しい PET へ望むこと－脳 PET の観点から－   尾内康臣  107 

[7] 新世代 PET に望むこと－クリニカル PET の観点から－  伊藤健吾  110 

[8] PET 開発における放医研の役割    棚田修二  113 

 

研究発表リスト         115 
 
 

 1



まえがき 
 

 放射線医学総合研究所は文部科学省所属の国立試験研究所から独立行政法人へと生まれ変わり、２

年が経過しようとしている。放医研は今後 10 年を見据えた３つの基本的な目標を掲げているが、そ

の１つは、患者の身体的負担の少ない放射線診療の実現である。この基本的目標の下に、平成 13 年

度 4 月に策定された放医研の５カ年中期計画では、高度画像診断装置開発研究が重点研究課題と認め

られ、次世代ＰＥＴ装置開発研究がその一翼を担うことになった。平成 13 年度から 17 年度までの中

期計画における次世代ＰＥＴ装置開発研究の達成目標は、解像度 3mm 程度、感度 100kcps/MBq 及び高

計数率 10Mcps の性能をもつ、頭部専用次世代ＰＥＴ装置の試験機を平成 16 年度に完成させることで

あり、これは、従来の装置と比べて解像度を 1.5 倍、感度を 3 倍に向上することに相当する。17 年

度には装置を改良して人を対象とした試験を実施する。このプロジェクトは、産官学にまたがる所外

の研究者・技術者が密接な協力体制を整えた上で、放医研の研究資源と環境を活用しながら実行され

ている。 

 平成 12 年度までに我々は、装置の物理性能を推定するための計算機シミュレータを開発し、その

装置パラメータによる性能評価を行い、人体頭部用に関して PET 装置の概念設計をはぼ完了させてい

た。さらに、装置の最重要要素技術である３次元放射線位置検出器に関して、全く新しい着想に基づ

く検出器を提案し、その試作を行うことにより実験室段階では新規手法が有効であることを実証して

いた。一方、同時計数法に基づく PET 本来の潜在能力を充分引き出すには、検出器のみならず信号処

理やデータ格納法、画像再構成等のデータ処理に至るまでの装置に関わる要素技術をすべて見直して、

それぞれに新しい技術を開発する必要のあることを明らかにした。 

平成 13 年度から２年近くを経た現在では装置の詳細設計を完了し、各要素技術ごとに研究成果を

生み出しているが、特に、３次元放射線位置検出器に関しては、位置弁別性能のみならずエネルギー

特性も優れる最適化技術を世界に先駆けて実現することに成功し、その実用化を確実にした。平成

15 年 1 月 17 日に放医研は Press 発表を行い、毎日新聞、朝日新聞等６紙によりその研究業績が報道

された。また、新規検出器の長所を活かした画像再構成についても新しい手法を提案し、イメージン

グ・シミュレーションのためのソフトウエア・ツールを開発するなど、他の要素技術の進展も著しい。

これらの研究成果により、我々の研究グループは平成 14 年 11 月 20 日に 2002 年度武田研究奨励賞の

優秀研究賞を「非侵襲的な脳機能画像化技術」のセッションで受賞した。 

 平成 14 年 3 月に策定した平成 14 年度研究計画を以下に示す。 

１）600ns 減衰時定数成分の低減化のため、ドープ成分を 20%から 10%に減じる。 

２）光電子増倍管試作：計数率特性を向上のため、大面積光電子増倍管（52mm 角 256 チャンネル）

の完成及び 26mm 角 16 チャンネル光電子増倍管の量子効率 80%以上を実現する。 

３）同時計数回路：従来より 10 倍性能が高い 10Mcps の高計数率特性を達成できる同時計数回路

（タイムスタンプ方式）を試作する。また、FPGA 化、ASIC 化に対処できるハード構成の設計

を行う。 

４）リストモードデータ処理：次世代ＰＥＴ用のリストモードデータ処理法を確立する。１ノー

ド当たり 10MB/s 以上の速度のデータ転送を実現させる。 

５）高計数率特性の改善及び散乱線の新しい処理法を確立し、回路系の設計に反映する。 

 上記計画の現在の時点における進捗状況を以下に示す。 
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１）シンチレータ試作：GSO(Ce) 結晶に Mg,Ta,Zr などの元素を微量添加することにより、600ns

減衰時定数成分を 20%から 10% に減じるだけでなく、発光量の改善が見込めることを初めて明

らかにした。この技術は、現在特許申請中である。 

２）シンチレータ・ブロック内の光学的な条件設定に用いる 65 ミクロン厚の反射材と 1000 個以

上の結晶素子配列を高い精度と短い組み立て時間で行うための冶具を開発したことで、シンチ

レータ・ブロックが量産可能となった。この技術は現在特許申請中である。 

３）従来、深さ情報検出器の良好な位置弁別性能は、エネルギー情報の犠牲の上に得られていた

が、シンチレータ及び反射材の光学的最適化を行うことにより、エネルギー情報を犠牲にする

ことなく４段の優れた深さ位置弁別特性を得られる方法を新たに考案し、試作に成功した。 

４）リストモードデータ処理：次世代ＰＥＴ用のリストモードデータ処理用シミュレーションを

行い、６段程度の並列化を行えば１ノード当たり 10MB/s 程度のデータ転送が実現できること

を確認した。 

５）装置シミュレータを改善して、人体頭部用検出器の直径及び体軸視野が高計数率特性及び散

乱線に大きな影響を与えることを示し、その最適な処理パラメータを推定可能となったため、

仕様の固まった次世代 PET 装置の回路系設計に対して有益な情報を与えることができた。 

さらに、上記項目以外に以下の特記事項があげられる。 

１）光学的な条件設定に用いる 65 ミクロン厚の反射材に対して、精密レーザー加工による折れ

線処理を行う新方式を開発し、結晶素子配列の精度向上と組み立て時間の短縮を実現したこと

で、1000 個以上の結晶素子配列によるシンチレータ・ブロックの量産可能性が向上した。 

２）65 ミクロン厚の反射材と 1000 個以上の結晶素子配列を、高い精度及び短い組み立て時間で

行うための冶具を開発したことで、シンチレータ・ブロックの量産可能性が向上した。 

３）従来、深さ情報検出器の良好な位置弁別性能は、エネルギー情報の犠牲の上に得られていた

が、シンチレータ及び反射材の光学的最適化を行うことにより、エネルギー情報を犠牲にする

ことなく４段の優れた深さ位置弁別特性を得られる方法を新たに考案し、試作に成功した。 

４）平成 15 年度中に頭部用 PET の筐体及びベッドを製作し、放医研に搬入するため、5m x 3m の

スペースを管理区域内に必要とするが、まだ場所が定まっていない。 

５）次世代ＰＥＴ装置の試作が目前となり、組織を越えた研究者・技術者の参加が一層多くなっ

てきた。要素技術間の調整を担い、全体を統括すべき当研究所側の人材不足はいまだ解消さ

れないため、プロジェクトの進行に遅れが出ている。 

 

 平成 15 年 1 月 27 日には、放射線医学総合研究所において次世代 PET 装置開発研究班の公開班会議

を開催した。この班会議は、放射線医学総合研究所。重粒子医科学センター主催、日本核医学会及び

日本医学物理学会共催の研究会「次世代 PET 研究会―次世代 PET 装置開発の戦略」として開催され、

他分野の研究者を交えた討論が活発に行われた。 

研究会は、３部で構成された。第１部は「次世代 PET 装置開発研究の進捗状況」であり、要素技術

ごとに研究開発に関する１年間の進捗状況が、担当する代表者によって報告された。第２部は「PET

に関わる核医学研究者の意見」であり、研究のために PET 装置を利用している核医学研究者８人に、

装置開発に対する意見を述べて頂いた。第３部はパネルディスカッション「装置開発の戦略」であり、

核医学研究者８人を中心に次世代 PET 装置開発の戦略を議論して頂いた。次世代 PET に対する期待と
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ともに、体動補正の重要性など具体的な目標が示されたことにより、装置開発を担う研究者・技術者

は大いに励まされた。以下に研究会の開催概要とスケジュールを記す。 

 

  研究会名： 次世代 PET 研究会―次世代 PET 装置開発の戦略 

  開催日：  2003 年 1 月 27 日（月） 

  場所：   放射線医学総合研究所 重粒子治療推進棟２階 会議室 

  主催：   放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター 

  共催：   日本核医学会、日本医学物理学会 

 

  スケジュール： （演題）       （発表者） 

9:30- 9:40  開会の挨拶     小澤俊彦（放医研・理事） 

第１部 次世代 PET 装置開発研究の進捗状況 

9:40-10:10  次世代 PET 装置概説    村山秀雄（放医研・医学物理） 

10:10-10:20  PET 装置シミュレータ    北村圭司（島津製作所） 

10:20-10:30  PET 用シンチレータ    清水成宜（立教大） 

10:30-10:40  DOI 検出器     稲玉直子（放医研） 

10:40-10:50  DOI-MR コンパチブル PET 用検出器   山本誠一（神戸高専） 

10:50-11:00  フロントエンド信号処理用 ASIC   高橋浩之（東大・人工物） 

    休憩 

11:15-11:25  検出器シミュレーション    羽石秀昭（千葉大・工） 

11:25-11:35  PET 検出器信号処理回路    渡辺光男（浜松ホトニクス） 

11:35-11:45  信号処理―同時計数回路    清水啓司（浜松ホトニクス） 

11:45-11:55  データ収集システム    吉田英治（放医研） 

11:55-12:05  次世代 PET のデータ処理技術   小尾高史（東工大・像情報） 

12:05-12:15  DOI 情報を利用した PET 画像再構成   山谷泰賀（東工大・像情報） 

12:15-12:25  装置の物理特性     長谷川智之（北里大） 

    昼食 

第２部 PET に関わる核医学研究者の意見 

13:30-13:42  臨床 PET 装置の進歩    米倉義晴（福井医大） 

13:42-13:54  新しい PET 装置へ望むこと    松田博史（精神・神経センター） 

13:54-14:06  臨床の立場からの提言    百瀬敏光（東大） 

14:06-14:18  臨床神経科学研究の立場から   石井賢二（都老人研） 

14:18-14:30  薬剤開発と基礎研究への応用の立場   石渡喜一（都老人研） 

14:30-14:42  脳 PET の観点から     尾内康臣（浜松医療センター） 

14:42-14:54  クリニカル PET の観点から    伊藤健吾（長寿研） 

14:54-15:06  PET 開発における放医研の役割   棚田修二（放医研） 

    休憩 

第３部 パネルディスカッション「装置開発の戦略」 

15:15~17:00    座長：  米倉義晴、 
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パネラー： 松田博史、百瀬敏光、石井賢二、石渡喜一、 

尾内康臣、伊藤健吾、棚田修二 

17:00~17:10  閉会の挨拶     村田啓（放医研・センター長） 

 

本報告書は、プロジェクトに参加している多くの研究者の中から、次世代ＰＥＴ装置の要素技術ご

とに、代表してその研究の現状を紹介した報告と、研究会における核医学研究者の意見の概要とを取

りまとめたものである。この報告書が、今後の研究活動の指針となり、各要素技術間の連携が円滑に

できるための資料となることを期待する。 

 

        平成１５年３月１日 

村山秀雄 

放射線医学総合研究所医学物理部 

 5



次世代ＰＥＴ装置開発研究班名簿 

        2003 年 2 月 3 日 

区分   氏名   所属 

 

班長   村山秀雄 放射線医学総合研究所医学物理部診断システム開発室室長 

班員   田中榮一 浜松ホトニクス(株)取締役 

班員   河合秀幸 千葉大学理学部物理学科助教授     

班員   羽石秀昭 千葉大学工学部情報画像工学科助教授 

班員   工藤博幸 筑波大学電子・情報工学系助教授 

班員   長谷川智之 北里大学医療衛生学部講師 

班員   小尾高史 東京工業大学像情報工学研究施設助手    

班協力者 山谷泰賀 東京工業大学像情報工学研究施設,放射線医学総合研究所 

班協力者 稲玉直子 放射線医学総合研究所,千葉大学自然科学研究科 

班協力者 石井 満 第一機電(株)顧問、湘南工科大学名誉教授 

班協力者 小林正明 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授 

班協力者 村瀬研也 大阪大学医学部保健学科教授 

班協力者 飯田秀博 国立循環器病センター放射線医学部部長 

班協力者 山本誠一 神戸市立高等専門学校電子工学科教授 

班協力者 高橋浩之 東京大学人工物工学研究センター助教授 

班協力者 石井賢二 (財)東京都老人総合研究所ポジトロン医学研究部門研究助手 

班協力者 石橋浩之 日立化成工業(株)総合研究所先端技術開発センタ主任研究員 

班協力者 山下貴司 浜松ホトニクス(株)中央研究所第５研究室室長 

班協力者 井上慎一 日立メディコ(株)放射線応用機器部主任技師 

班協力者 天野昌治 島津製作所(株)医用機器事業部主任技師 

班協力者 北村圭司 島津製作所(株)医用機器事業部主任 

班協力者 外山比南子 放射線医学総合研究所特別上席研究員 

班協力者 棚田修二 放射線医学総合研究所画像医学部部長 

班協力者 須原哲也 放射線医学総合研究所特別上席研究員 

 

班内の８グループ 

 

１）シンチレータＧ  ：石橋浩之、石井満、小林正明、村山秀雄、山本誠一 

２）検出器ユニットＧ ：村山秀雄、稲玉直子、河合秀幸、羽石秀昭、山本誠一、山下貴司 

３）信号処理回路Ｇ ：高橋浩之、村山秀雄、山下貴司、田中榮一 

４）２Ｄ＋３ＤＧ  ：田中榮一、長谷川智之、山谷泰賀、村山秀雄、山下貴司 

５）データ収集Ｇ   ：山下貴司、小尾高史、羽石秀昭、村山秀雄、井上慎一 

６）データ処理Ｇ   ：小尾高史、山谷泰賀、工藤博幸、羽石秀昭、長谷川智之、村山秀雄 

７）画像データ解析Ｇ ：北村圭司、小尾高史、村山秀雄、村瀬研也、飯田秀博 

８）装置利用Ｇ   ：石井賢二、外山比南子、棚田修二、須原哲也、村山秀雄、天野昌治 
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