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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、６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分担した。平成 13 年度から 17 年度までの第１期中期計画における次世代 PET装

置開発研究の達成目標は、以下のように極めて革新的なものであった。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、視野内で一様な高解像度を達成させる。さらに 17 年度には装置を改良して従来装置と比べて感

度を 3 倍とし、人を対象とした試験を実施する。この画期的なプロジェクトは、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、達成目標

以上の成果を挙げる事ができた。 

上記プロジェクトでは、新規検出器の試作のみでなく実用化の方向付けを行うことにも成功した。量産した

検出器の品質が保証できたことと、新規検出器の特徴を活かすことのできる３次元画像再構成法を開発でき

たこと、更に、新規技術の上に立って人を対象とした測定が試行できたことで、世界に先駆けて本格的な次

世代 PET 装置の試作に成功したと誇りを持って断言できる。また、本プロジェクトは放医研の特徴を活かして、

オールジャパンの研究開発体制がうまく機能した事例と言える。当初の達成目標を超えた研究成果の１つは、

我々が世界に先駆けて開発した新規 PET用検出器に関して、４層以上の多層化が可能であることを実証した

事である。この成果に基づいて、企業への技術移転が平成 18 年度より NEDO（新エネルギー・産業技術総合

開発機構）の研究助成で行われることが決定した。 

平成18年度から放医研において第２期中期計画が始動した。我々の研究チームは、第１期中期計画にお

いては重粒子治療研究センター・医学物理部に所属していたが、第２期中期計画では平成 17 年 11 月に発

足した分子イメージン研究センター・先端生体計測研究グループの下で、イメージング物理研究チームとして

活動することとなった。 

平成 18年６月３日〜７日に San Diego で開催された Society of Nuclear Medicine 52 回総会で

は、我々の開発した PET 試作機「 jPET-D4 」が高く評価され、Wagner のハイライトで紹介されるな

ど世界的名声を得た。しかし、核医学物理分野での日本の現状はようやく世界の土俵に復帰できた

という段階に過ぎない。これに甘んじることなく今後も試作機の臨床的価値を実証するなど、日本

の力をアピールするべく努力する必要がある。次世代 PET 装置開発プロジェクトは平成 17年度で終

了したが、試作機の今後の活用が期待されているのと、まだ PET の技術は発展途上と我々は認識し

ていることから、恒例の「次世代 PET 研究会」自体は、所内外の連絡を密接に保つためにも引き続き

行うことを決めた。 

 

放医研における次世代 PET 研究に関して、平成 18 年度の主な研究成果を以下に示す。 

１）次世代 PET 用検出器は、高計数率測定条件下においてエネルギーおよび位置弁別特性の低下が見

られ計数損失が生じる。特に１検出器ユニット当たり 40kcpsの計数率測定条件下においては位置弁別

特性への影響が大きいことが判明した。この問題に対しては、検出器出力信号処理部に Base line 

restorer を設けて、直流成分を安定化することにより改善できることを実証した。 
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２）試作機 jPET-D4 の画像再構成においては検出素子数が膨大なため、142P バイトにおよぶシステムマト

リクスの要素数となる。この問題に対して規則性を利用すれば 13.4G バイトに圧縮できることを見出した。

DOI 画像再構成演算に従来は１週間を要していたが、開発した簡便法を用いることで３日間に時間短

縮することができた。 

３）乳がんモデルのラットに56MBqのFDGを投与し、試作機 jPET-D4を用いたPET計測を試行した。FDG

投与後 60 分後に 120 分測定を行い、3D OSEM（８サブセット、20 反復、1.5mm ボクセル）による画像

再構成により、数 mm レベルの腫瘍が明確に画像化された。本研究は、放医研・発達期被ばく影響グ

ループと共同して行われた。 

４）GATE を用いた jPET-D4 のモンテカルロ・シミュレーションモデルを構築した。このモデルにより試作装

置 jPET-D4 の物理性能評価を行い、感度・散乱フラクションの実測データと比較分析することで、デー

タを構成する物理的因子の割合が明らかになった。特に、検出器内散乱が感度の 4 分の３を占めるこ

とが判明したことは、画質を向上する信号処理法の開発のみでなく将来の装置開発にも有益であると

考えられる。 

５）PET 画像の解像度を制限する消滅放射線の角度揺動に関して、人体を対象にした実測を世界で初め

て行なった。光電ピークスペクトルが電子の運動量により広がるドップラーブロードニングを計測するこ

とで、角度揺動を間接的に定量した。その結果、従来知られている４℃の水中における角度揺動の値

より 10%大きい事が判明した。 

さらに、上記項目以外に以下の特記事項があげられる。 

６）共同研究（リーディング・プロジェクトと協力する研究課題）：本共同研究は、平成 15 年度リーディングプ

ロジェクト PET 関連研究「光技術を融合した生体機能計測技術の研究開発」を、放射線医学総合研究

所の立場で側面から支援・協力する課題の１つとして位置づけられる。256ch FP-PMT の上に、

1.45mm×1.45mm×4.5mm の LSO シンチレータを 32x32x4 層に配置する３次元小型結晶配列は、次

世代 PET開発研究の中で放医研が開発した技術を下に新たな光学的制御を工夫して試作を行った。

この検出器ユニットを２つ作成し、同時計数測定を行った結果、2.0 mm 以下の空間分解能を得た。前

年度では 32x8x4 層の結晶ブロックを用いていたが、今回 32x32x4 層の結晶ブロックで性能が確認さ

れたことで、超高感度の小動物用 PET 装置の試作に一歩近づいた。また、計算機シミュレーションで

性能予測を行った。 

７）NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）課題設定型勧業技術開発助成金事業による研究課題

「悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発装置の開発（PET, PET/CT/MRI システム、プ

ローブの開発）受託研究」：本研究は、平成18年度より４年間実施される予定であり、放医研としては次

世代 PET 装置の実用化を支援すると同時に、関連する要素技術の基礎研究を推進することが主たる

分担である。本年度は、蛍光イメージングと PETの同時撮像を可能とする DOI検出器の開発について

検討した。具体的には蛍光がシンチレーション光と異なる波長領域であることを利用して、反射材にダ

イクロイックミラーを用いた検出器を考案した。また、GSO 結晶を用いた８層 DOI 検出器における結晶

配列法に関する研究を行った。2 種類のシンチレータ 4 層分を交互に配置する場合と、まとめて上下

に配置する場合について性能比較を行い、前者の配置法が優れていることを実証した。 

 

平成 19年 1月 22 日には、放射線医学総合研究所において放射線医学総合研究所・分子イメージング研
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究センター主催の研究会「次世代 PET 研究会―PET の将来を考える」を開催し、119 名（所外：94 名、所内：

25 名）が参集して他分野の技術者・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「放医研イメージング物理研究チームの研究報告」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 装置

開発の展望」でありシーズ編とニーズ編から成る。シーズ編では、大学および企業における PET 装置開発へ

の取り組みがそれぞれ紹介された。ニーズ編では、研究のために PET装置を研究もしくは利用している核医

学研究者に、次世代 PET 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「PET 装置開発研

究の次の一歩」であり、核医学研究者４人を中心に PETを取り巻く話題を提供して頂くと共に、装置への期待

を述べて頂いた。装置利用について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：研究会名：研究会名：研究会名：    次世代次世代次世代次世代 PETPETPETPET 研究会―研究会―研究会―研究会―PETPETPETPET 装置開発研究装置開発研究装置開発研究装置開発研究の次の一歩の次の一歩の次の一歩の次の一歩    

        開催日：開催日：開催日：開催日：        2002002002007777 年年年年 1111 月月月月 22222222 日（月）日（月）日（月）日（月）    

        場所：場所：場所：場所：            放射線医学総合研究所放射線医学総合研究所放射線医学総合研究所放射線医学総合研究所    重粒子治療推進棟重粒子治療推進棟重粒子治療推進棟重粒子治療推進棟 2222 階階階階    大会議室大会議室大会議室大会議室    

        主催：主催：主催：主催：            放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター    

        参加者：参加者：参加者：参加者：        119119119119 名（所外名（所外名（所外名（所外    94949494 名、名、名、名、    放医研放医研放医研放医研    25252525 名）名）名）名）    

    

    

スケジュール   (発表者)    (演題) 

10:00-10:10 米倉義晴（放医研理事長）   開会挨拶 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第第第第 1111 部部部部    放医研イメージング物理研究チームの研究報告放医研イメージング物理研究チームの研究報告放医研イメージング物理研究チームの研究報告放医研イメージング物理研究チームの研究報告    

10:10-10:20 (1)村山秀雄（放医研）  次世代 PET 試作機の位置づけ 

10:20-10:35 (2)吉田英治（放医研）  jPET-D4 の性能評価 

10:35-10:50 (3)長谷川智之（北里大、放医研） GATE による jPET-D4 の性能解析 

10:50-11:05 (4)山谷泰賀（放医研）  jPET-D4 画像再構成 

11:05-11:20 (5)Chih Fung LAM（放医研） Correction of inter-crystal scatter 

11:20-11:35 (6)稲玉直子（放医研）  GSO 8 層 DOI 検出器の結晶構成の検討 

11:35-11:50 (7)錦戸文彦（放医研）  小動物 PET 装置開発 

11:50-12:05 (8)澁谷憲悟（放医研）  in vivo 角度揺動の定量と DOI-TOF-PET 

 

12:05-13:15     昼食 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第第第第 2222 部部部部 PET PET PET PET 装置開発の展望装置開発の展望装置開発の展望装置開発の展望    

 （シーズ編） 

13:15-13:30 (9)石橋浩之（日立化成）  シンチレータから見た PET の世界 

13:30-13:45 (10)片岡淳（東工大）  APD 開発の現状と今後 

13:45-14:00 (11)高橋浩之（東大）   ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞ用 ASIC の開発 

14:00-14:15 (12)大井淳一（島津製作所） マンモ用 PET 装置の開発 

 

14:15-14:30     休憩 

 

14:30-14:45 (13)上野雄一郎（日立製作所） 半導体検出器を用いた PET 装置の開発 

14:45-15:00 (14)山下貴司（浜松ホトニクス） PET 検出器の現状と将来 

15:00-15:15 (15)山本誠一（神戸高専）  PET 装置開発の醍醐味 

 

15:15-15:30     休憩 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （ニーズ編） 



 5 

15:30-15:45 (16)伊藤浩（放医研）  脳機能イメージングの定量性と装置 

15:45-16:00 (17)谷本克之（放医研）   放射線技師から見た装置への期待—定量性 

16:00-16:15 (18)和田康弘（理研）  小動物実験用 PET 装置の現状と課題 

16:15-16:30 (19)長谷川純崇（放医研）  小動物 PET 装置への要望 

16:30-16:45 (20)島田義也（放医研）  小動物 PET 装置に期待するもの 

 

16:45-17:00     休憩 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第第第第 3333 部部部部    パネルディスカッション「パネルディスカッション「パネルディスカッション「パネルディスカッション「PETPETPETPET 装置開発研究の次の一歩」装置開発研究の次の一歩」装置開発研究の次の一歩」装置開発研究の次の一歩」    

17:00-17:30 座長：菅野巖（放医研分子イメージング研究センター長） 

和田康弘（理研）、木村裕一（都老人研）、伊藤浩（放医研）、村山秀雄（放医研） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
17:30-17:40 菅野巖（放医研）    閉会挨拶 

 

17:45-19:30 懇親会懇親会懇親会懇親会        （参加者（参加者（参加者（参加者    54545454 名）名）名）名） 

 

 

本書は、PET の潜在力を活かす次世代 PET 装置の開発において、放医研を中心に行っている要素技術

研究の現状報告と、大学および企業における PET装置開発への取り組みの紹介、ならびに核医学研究者の

意見の概要とを取りまとめた論文集である。この論文集が、日本における PET 装置開発研究の活性化に貢

献し、日本発の優れた PET 技術が今後世界に展開していく上で適切な指針を与えると確信している。 

        平成１９年３月１日 

村山秀雄            

放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター 


