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１．はじめに 

 高解像度と高感度をともに達成する PET 装置の実現を目指し、我々はその鍵となる技術である Depth 

of interaction (DOI) 検出器の開発を行ってきた。検出器内で放射線を検出した位置を深さ方向を含めた 3

次元で特定する DOI 読み出しの技術により、感度を得るため装置の体軸視野を長くした場合に起こる視野

周辺部での画像の劣化を防ぐことができる。現在までに頭部用、小動物用のＤＯＩ検出器を開発したが[1,2]、

次の課題として全身用 PET 装置のための 2 層 DOI 検出器の模索を行っている。 

全身用の PET 装置では感度が重要となる。高感度な装置を使うとスキャン時間が短くて済むため、被検

者の経済的・精神的負担が少なくなり、１日の検査件数を多くすることもできる。より少ない薬剤投与に

も寄与する。装置の感度を高めるためには多くの検出器を配置する必要があり、そのため検出器単体の価

格を抑えることが求められる。本研究では、近年価格が下がってきた高性能なシンチレータである LGSO

と低価格な汎用の PMT との組み合わせで、装置の高感度化に必須の DOI 検出の可能性を探る。 

 

２. 検出法の原理 

低価格で汎用の PMT を用いると、一般的に結合した結晶から

のシンチレーション光のサンプリング間隔を位置弁別型 PMT の

ように細かくとることができない。そこで、2×2 の PMT 配列に

結晶素子配列を結合し、PMT 4 出力の重心演算で結晶を特定する

ことで PMT による光のサンプリング間隔以上の分解能を得る。

重心演算の結果を表す 2-dimensional (2D) position histogram 上で結

晶が識別されるためには、結晶から発せられるシンチレーション光が真下の PMT 以外の 3 つの PMT にも

分配される必要があり、既存の多くの検出器では、シンチレーション光を広げるために結晶と PMT 間に

ライトガイドを用いている。しかし、ライトガイドに工夫をしないと光が減衰し結晶識別能が劣化する[3]。

我々は、ライトガイドを用いず結晶配列内で光の広がりを作ることを考える（図 1）。その際に、結晶間

の反射材を取り除くだけでなく、底の一部にも反射材を挿入する。 

図 2 に原理を示す。図 2a) にあるように、光を広げるために結晶間の反射材を取り除いても光が十分に

左右に行かない場合、例えば結晶 A, B の識別ができない。真下の PMT 2 の信号が他の 3 つの PMT 信号に

比べてかなり大きいと、重心演算に他の 3 つの信号の小さな増減が反映されないのである。また、十分な

光量が得られる PMT 2 でも位置弁別型でないため結晶 A の真下での入射と B の真下での入射の区別が不

可能で、結晶識別能に寄与しない。そこで我々の方法では、図 2b) にあるように反射材を結晶の底の一部

を塞ぐように挿入し、真下の PMT 2 へ入射するはずの光の一部を反射して他の 3 つの PMT へ送る。反射

材に薄いフィルム状のものを用いているため、この方法は DOI 層の層間にも応用できると考えられる。図

2c)(左) にあるように、積層された 2 結晶は、シンチレーション光の 4 PMT への分配の比率が似たものと

なるため、重心演算の結果も似る。図 2c)(中央) の反射材構造にすると、位置弁別型 PMT を用いた場合は

図 1 提案手法による検出器の構造 
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PMT 表面での光の分配に差異ができ演算結果による結晶識別が可能であるが [1,2]、位置弁別型でない

PMT を用いる場合は、結晶側面への反射材挿入は端の結晶からの光の広がりを遮ることになる（図 2c)(右)）。

層間への反射材挿入は他の結晶からの光を遮ることなく光分配に差異を持たせることができる可能性を

もつ（図 2d））。 

 
 

図 2 検出法の原理図。a) 位置弁別型でない PMT を用いる場合、各 PMT 出力の重心演算による結晶 A

と B の識別は難しい。b) 結晶の底に反射材を挟み真下以外の PMT への光分配率を上げることにより識別

が可能になる。c) DOI 検出器では上下に並ぶ結晶の光広がりが似ているため各 PMT の出力信号による演

算での結晶判別が困難で、位置弁別型 PMT を用いていたときの反射材挿入法をそのまま用いることもで

きない。d) 層間に反射材を挟むことで結晶識別が可能になる。 

 

３. 実験 

受光素子として、PMT 4 つの代わりに図 3 に示すサイズの dual-dynode PMT を 2 つ使用した。結晶には

表面状態が化学研磨である 2.45 mm × 5.10 mm × 15.00 mm の LGSO 結晶（日立化成）を用い、反射材は反

射率 98％で厚さ 0.067 mm の Multilayer polymer mirrors（住友 3M）、光学グリースには屈折率 1.40 のシリ

コングリース（信越化学工業）を用いた。Cs 線源からの 662 keV の γ 線を一様照射し、PMT 信号の重心

演算によって得られる 2D position histogram 上で結晶識別能を評価する。まず、1 層の 4×10 結晶配列で結

晶間物質（反射材・空気・シリコングリース）の効果を調べた（図 4a））。次に結晶配列を 9×10 に広げ

本手法を確認し（図 4b)）、さらに 9×9 配列 2 層分で DOI 検出器への応用を試みた。すべての実験で、PMT

と結晶配列の間、2 層にした際の層間はシリコングリースで結合した。また、2 層のときは Cs 線源を 2 つ

用意し、検出器の上下から一様照射した。上方からのみの照射では、2 層間での検出効率の差が大きくな

り、下層の結晶応答が見えないためである。 

        

図 3 実験に用いた PMT 配列  図 4 a)結晶間物質, b)本手法 の効果を調べる実験に用いた結晶配列。 

 

４. 結果 

図 5 は結晶間物質の効果を表す測定結果である。図 5a) - d) の 1 に結晶間物質の条件、2 に得られた 2D 
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position histogram を表す。図 5a)はすべて空気層の場合で、横方向への光の広がりが少なくほとんど真下

の PMT に入射しているため、端の結晶の応答は重なり中央は結晶が隣り合っているにもかかわらず応答

はかなり離れた位置に現れている。図 5b)はすべてグリースの場合で、結晶に屈折率の近いグリースを結

晶間に塗ることで光の広がりが促進され結晶応答が近づく。従って、応答を近づけたい箇所をグリース

で光学接着し、離したい箇所を空気層のままにすると結晶識別能が高まるが（図 5c), d)）、まだ不十分で

ある。結晶間物質の工夫を行ったものに提案手法を適応した場合の効果を図 6 に示す。適応前（図 6a））

に比べ結晶識別能の明らかな向上が見られる（図 6b））。図 7 は、本手法での反射材挿入に無関係な位

置の結晶 A と反射材挿入によって応答の位置が大きく移動した結晶 B の波高分布を手法の適応前後で比

較したものである。反射材挿入による光の減衰は結晶 A で 95％、B で 86％、エネルギー分解能は結晶 A

では挿入前後で変わらず 14％、B は挿入前が 17％、挿入後が 18％であった。挿入前の結晶 A と B のエ

ネルギー分解能の違いは、結晶の位置が A は PMT の中央、B は PMT の端、という違いによるものであ

ると思われる。結晶 B での光の減衰も、結晶底面の PMT 中央に近い側を反射材で塞いだためもともと量

子効率の悪い PMT 端からの入射となった効果も含まれていると考えられる。 

 

 
図 5 結晶間物質の効果。a)すべて空気層、b)すべてグリース層、c)d)結晶間物質による結晶応答の操作。 

 

 
図 6 a)本手法の適用前、b)適用後。結晶識別能の明らかな改善が見られる。 
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図 7 a)反射材挿入の影響を受けない結晶 A と挿入により応答の位置が大きく動いた結晶 B の応答の位置

と PMT 上での結晶の位置。b)本手法適応前後の結晶 A, B の波高分布。 
 

図 8 に 2 層の結晶配列で行った実験結果を示す。U, L はそれぞれ上層、下層の結晶の応答であることを

表している。まだ応答の重なりがあるため更なる工夫が必要であるが、積層された結晶の応答が本手法

で識別可能になることが示された。 

 

 
 

図 8 検出器パラメータ最適化のための測定結果。 

 

４. まとめ 

全身用PET 装置へ応用できるような低価格な検出器の開発を試みた。位置弁別型のPMT を用いる場合には起

こらない問題を新しい手法により克服できた。今後は DOI 検出器に応用する場合のより適した反射材挿入条件を

模索していく。 
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