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（４）OpenPET の提案 
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１．はじめに 

 最近の PET 装置は、Fig. 1(a)に示すようにトンネル状に検出器を密に配置して、立体角すなわち

装置感度を高めているが、長いトンネル状の患者ポートは、検査中の患者の心理的ストレスを高め

ると共に患者へのケアの障害にもなる。これに対して我々は、Fig. 1(b)に示すように、体軸方向に

2 分割した検出器リングを離して配置し、物理的に開放された視野領域（オープンスペース）を有す

る世界初のオープン PET 装置”OpenPET”を提案した[1][2]。OpenPET のポイントは、3 次元モード PET

データの冗長性に着眼し、残存する検出器リング間の同時計数線(LOR)で欠損情報を補って画像再構

成するところにある。 

 

Fig. 1 An OpenPET geometry (b) and its applications for in-beam PET (d) and simultaneous PET/CT 

(e). A conventional PET geometry (a) and a dual-head PET geometry which has been proposed for 

in-beam PET (c) are also shown. 

 

２．OpenPET の有用性 

 オープンスペースは、治療スペースや X 線 CT 装置の設置場所として活用でき、粒子線治療モニタ

リングのための in-beam PET や新しいマルチモダリティ装置への応用が期待される。 

重粒子線や陽子線による粒子線治療は、正常細胞への影響を極力抑えて、ガン細胞に絞って攻撃

できる放射線治療方法である。照射は、別途撮影した X 線 CT 画像に基づいて綿密に計算された治療

計画に従って、ビームの方向や線量を精密に制御して行う。しかし現状は、治療計画通りの照射が

行われたかどうかを正確に確認することは難しく、もし患者位置ずれなどで照射野がずれてしまっ

たとしても、それを検知することは容易ではない。よって、粒子線照射野をリアルタイムに精度よ

くモニターする方法が切望されてきた。On-line PET は、患者の粒子線照射野をリアルタイムにモニ

ターできる可能性のある唯一の方法とされる[3]。これは、PET 薬剤を投与するのではなく、ビーム

照射による入射核破砕反応や標的核破砕反応から生じる消滅放射線を PET の原理を用いて画像化す
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る方法である。消滅放射線の発生位置が、照射ビームの線量分布と強い相関性を持つため、治療モ

ニターが可能であると期待されている。しかし、短い半減期の問題に加えて、患者を固定したまま

照射の合間に治療モニターする必要があることから、治療照射装置と PET 装置が患者ベッドを共有

する構成が望ましい。PET 装置の要件としては、 

� PET 検出器がビームの経路と干渉しないこと、 

� 超高感度であること（発生する消滅放射線が臨床 PET の 1/1000～1/100 程度と微量であるため

[4]） 

の２つが挙げられるが、感度を高めるためには検出器を密に広く配置して立体角を増やす必要があ

るため、両者を両立することは困難である。先行研究として、ドイツ GSI 研究所と国立がんセンタ

ー東病院では、対向ガンマカメラ型 PET装置を用いた on-line PET を試行しているが[5][6]、感度が

絶対的に不足するという潜在的な欠点は避けられない。ドイツの研究グループは、Fig. 1(c)に示す

ような dual-head PET 装置を提案し、計算機シミュレーションによる評価を行っているが、スリット

によって画像再構成に必要な情報が欠落するため、アーティファクトの発生が指摘されている[5]。

これに対して OpenPET は、Fig. 1(d)に示すように、オープンスペースに治療ビームを通すことによ

って、上記の 2条件を満たすアーティファクトフリーな in-beam PET が実現できると期待される。特

に、360 度開放されたオープンスペースは、放医研で計画中の回転ガントリ型照射装置[7]に適して

いる。 

一方で、従来のPET/CT装置は、単にPET装置とX線 CT装置を体軸方向に並べた構造であるため、

PET の視野と X線 CTの視野は数十 cm離れており、同一部位を同時に撮影することができない。これ

に対して、OpenPET を用いれば、オープンスペースに X線 CT装置を組み合わせることによって、PET

装置の視野の中に X 線 CT の視野を設置することができるようになり、同一時刻に同一部位を画像化

する PET/CT 装置が実現できる（Fig. 1(e)）。 

 

３．手法 

Fig. 2 に、2 リングに相当するギャップを含む 8リングの PET 装置を例として、OpenPET 画像再構

成の原理を示す。3次元モード PET データの冗長性に着眼し、残存する検出器リング間の LOR で欠損

情報を補って画像再構成する。これによって、360°開放されたオープンスペースを含む体軸方向に

延長された視野を画像化することができる。 

次に、幾何学的な視点から、オープンスペースの制限について考察する。Fig. 3 に、直径 D、幅 W

の 2 つのスキャナーを幅 Gだけ離して配置した OpenPET を図示する。これより、G>Wのとき、視野

は体軸方向に不連続になることが分かる。また、視野直径の最小値 D’とギャップ G の関係は、以下

のように表される。 
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よって、視野直径が D0以上の体軸方向に連続した視野を持つためのギャップ Gの条件は、以下とな

る。 
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OpenPET 画像再構成問題は、解析的には不完全問題であるが、本研究では、逐次近似型画像再構成

手法を適用することによって、オープンスペースの画像化を試みた。具体的には、頭部用 PET 試作機”
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jPET-D4”[8]用に開発した 3D OS-EM 法を OpenPET 用に改良した。本手法は、観測系の正確なモデル

化によって画質改善を図る一方で、計算時間の大半を占めるシステムマトリクスを事前計算すること

によって、画像再構成計算を短縮する[8]。OpenPET に適用するに当たり、ギャップを変化させた検

討を容易にするために、まず欠損のない体軸方向に長い仮想的な Nリングの PET 装置のシステムマト

リクスを事前計算し、欠損に応じたマスクパターン{wi}をシステムマトリクスに適用する方式を実装

した。 

0 (when the i-th LOR is missing by the gap) 

wi =         (3) 

1 (else). 

2 台の NWリングの PET 装置を NGリング分だけ離して配置した場合、i番目の LOR を形成するリング

ペア r1、r2をインデックスとしたマスクパターン wi=w(r1, r2)の例を Fig. 4 に示す。 

 

Fig. 2 An example of Michelogram for an OpenPET geometry of 8 rings with a gap equivalent to 

2 missing rings. 

 

 

Fig. 3 Geometrical analysis of the possible range of the gap G for the OpenPET geometry of 

two detector rings of diameter D and axial length W. D’ is the minimum diameter of FOV. 



 20

４．計算機シミュレーション 

Fig. 5(a)に示すように、臨床 PET 装置であるシーメンス社 ECAT EXACT HR+（D=827.0 mm, W=153.6 

mm）を 2台用いた open dual HR+を仮定した。ギャップは、0 から限界点 Wを越えて 2Wまで調査し

た。各スキャナーは、4.1 mm (transaxial) x 4.4 mm (axial) x 30.0 mm (depth)の BGO 結晶を 8x8

に配列したブロック検出器を 1 周 72 個、4 ブロックリング配置した構成を持つ。すなわち結晶リン

グ数は NW=32 である。 

Fig. 6 は、(1)式に基づき、最小視野直径をギャップ G の関数としてプロットしたものである。

体軸方向に連続した視野が得られる限界点 G=Wにおいて、最小視野直径は 413.5 mm に制限される。 

2Wの最大ギャップ（結晶リング数 NGmax=64）をシミュレートするために、まずギャップのない N=128

結晶リングの装置をシミュレートした。ボクセルサイズは 2.4 mm3 とした。2 倍の mashing（投影角

度数の削減）を適用し、さらに視野直径を 268.8 mm に限定すると、投影データの次元数は、120 bins 

x 144 views x 1282 ring pairs となる。システムマトリクスサイズは 1 要素 4 バイトで 3,400,110GB

にも達するが、ゼロ要素の除去(x 0.00162)、90 度対称性 (x 1/2)および体軸方向のシフト性(x 1/128)

を適用すると、21.5GB にまで圧縮される。投影データは、システムマトリクスによる順投影によっ

て作成され、吸収や散乱の効果は無視した。 

比較のため、Crespo ら[5]によって提案されたジオメトリにならい、Fig. 1(c)に示すような

dual-head PET 装置（opening angle=45°）をシミュレートした。ここで、用いる結晶素子数がほぼ

同数になるように、dual-head PET 装置は 85リングとした。 

まず、感度特性を得るために、直径 5.0mm の球状ファントムを中心軸（体軸）に沿ってスキャンし

て得た投影データに、マスクパターンを適用した後、カウント数の積分値をプロットした。ギャップ

は G=0.0 mm, 76.8 mm, 153.6 mm, 230.4 mm および 307.2 mm とした。 

次に、OpenPET のイメージング性能を示すために、Fig. 5(b)に示すような、直径 4.0mm の”hot”

スポットを 63 個含む”warm”円筒ファントムをシミュレートした。コントラスト比は 5:1 である。

そして、ノイズフリーの投影データに、それぞれ G=0.0 mm, 76.8 mm, 153.6 mm, 230.4 mm および

307.2 mm に対応するマスクパターンを適用した。3D OS-EM の条件は、8 subsets、20 iterations と

した。 

 

Fig. 5 The simulated OpenPET scanner (a) and the simulated cylinder phantom (b). Each scanner 

of the OpenPET has similar dimensions to the HR+ (32 crystal rings, 153.6 mm axial length). 
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Fig. 6 The relation between the gap G and the minimum diameter of FOV D’ for the simulated 

OpenPET. NG is the number of truncated rings which satisfies G=4.8NG. 

 

５．結果 

感度特性を Fig. 7 に示す。ギャップなし(G=0.0)における最大感度を１.0として規格化している。

ギャップが拡大するにつれて 2 箇所に感度低下が現れ、ギャップが限界値 153.6 mm を超えると、感

度ゼロのエリアが出現する。しかし注目すべきは、中心感度はギャップの大きさにほとんど依存せず、

G=307.2 mm においても G=0.0mm の場合の 91%の感度を維持している点である。 

次に、円筒ファントムの再構成結果を Fig. 8 に示す。Dual-head PET 装置の結果を除き、coronal

画像と sagittal 画像は同一になるため、ここでは coronal 画像の表示は省略した。従来の dual-head 

PET 装置では、y 軸方向にゆがんだ強いアーティファクトが現われるが、提案する OpenPET では良好

な結果が得られている。具体的には、中心スライス(slice A)は、ギャップサイズに依らずほぼ同一

である。また、中心から外れたスライス(slice B)においては、G=0.0～153.6 mm においては変化は

ないが、限界点を越える（G>153.6 mm になる）と、不感領域が生じるとともに、その周辺にゆがみ

が発生する。 

 

 

Fig. 7 Sensitivity profile on the scanner central axis for the simulated OpenPET geometry with 

a variable gap of G ranging from 0.0 to 307.2 mm. 
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Fig. 8 Reconstructed images of the simulated warm cylinder phantom with hot spheres for the 

OpenPET (G ranging from 0.0 to 307.2 mm) and the dual-head PET. In addition to sagittal views, 

the central slice (slice A) and the off-center slice (slice B) are shown. White dotted lines 

represent the boundary of the area where detectors are located. 

 

６．考察とまとめ 

本論文では、体軸方向に 2 分割した検出器リングを離して配置し、物理的に開放された視野領域を

有する OpenPET について、画像再構成手法を開発し、HR+（検出器リング直径 D=827.0 mm, 体軸視野

W=153.6 mm）を 2 台配置した OpenPET をシミュレーションし、OpenPET の実現可能性を示した。 

� 3 次元モード PET データの冗長性に着眼し、残存する検出器リング間の LOR で欠損情報を補って

画像再構成する点がポイント。 

� 限界点以下のギャップ（G≦W）であれば、オープン化による画質への影響は少ない。本シミュ

レーションでは、約 15cm のオープンスペースを含め、全長約 45cm の体軸視野の画像化が可能。 

� スキャナ中央においては、オープン化による感度低下は少ない。 

� データの冗長性を意識して検出器を欠損させる OpenPET の方法に比べ、従来の dual-head PET 装

置では、画像再構成に必要な情報が欠けてしまうため画質劣化が大きい。 

オープンスペースは、治療スペースや X 線 CT 装置の設置場所として活用でき、粒子線治療モニター

のための in-beam PET や新しいマルチモダリティ装置への応用が期待される。必要なギャップの大き

さは目的によって異なるため、今後はターゲットを絞り、装置パラメータ（Dおよび W）の検討を進

めていく必要がある。 

ギャップによって分解能が変化する様子を Fig. 9 (a)に示す。円筒ファントムの再構成画像から

バックグランドを差し引いた後、ホットスポットの半値幅（FWHM）を x、y および z 方向それぞれに

計測し、両端を除く 45 個のホットスポット間で平均化した。これより、x および y 方向分解能はギ
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ャップに依存しないがｚ方向（体軸）分解能はギャップに応じて劣化することが分かる。この原因と

しては、LOR の欠損そのもの、または結晶の厚みよる視差が疑われる。後者は、結晶の厚みによって、

斜め入射の LOR に対する分解能が劣化する現象を指す。通常の PET 装置では、このようなぼけを補正

する同一リング内の LOR が存在するが、オープンスペースでは斜め入射の LOR のみしか存在しないた

め、体軸分解能が劣化すると予想される。そこで、open dual HR+において結晶素子の厚みを 30.0mm

から 4.0mm に短縮して、結晶の厚みによる視差が無視できる条件下で同様の計算機シミュレーション

を行った。その結果を Fig. 9(b)に示す。ギャップに応じて劣化していた体軸分解能が大幅に改善さ

れていることから、OpenPET における体軸分解能劣化の主原因は、検出器の欠損ではなく、結晶厚み

による視差であることが明らかになった。実際には、結晶を薄くすると感度が低下してしまうことか

ら、検出器の深さ位置(DOI)情報を計測可能な検出器を用いて、結晶厚みを維持しつつ視差を抑制す

ることが重要である。 

 

Fig. 9 Plots of spatial resolution of the simulated open dual HR+ scanner with 30mm crystal 

thickness (a) and 4mm crystal thickness (b). 
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