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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を光に変換するシンチレータ結晶が２次元的に配列されたシンチレータと光を検
出する光検出器とを備えた放射線検出器が円環状に配列されることにより構成される消滅
放射線対を検出する検出器リングと、
　前記検出器リングから出力された検出信号の検出効率のムラを補正することで画像上の
偽像を除去する偽像除去手段と、
　前記偽像除去手段が動作するときに参照する偽像の出現パターンを表した補正データを
記憶する補正データ記憶手段と、
　前記検出効率が補正された検出信号を基に消滅放射線対の発生位置を空間的にイメージ
ングして断層画像を生成する画像生成手段とを備え、
　前記補正データは、偽像を発生する原因に応じた各因子から構成されており、
　前記補正データを構成する因子には、消滅放射線対が検出器リングに到達する前に散乱
することにより、これらが入射する２つのシンチレータ結晶の間の干渉、および突き抜け
の結晶の位置に応じた異なり具合が攪乱されることに起因する偽像を補正させる散乱結晶
干渉因子が含まれており、
　前記散乱結晶干渉因子は、散乱線を含んだ消滅放射線対を放射する前記検出器リングの
中心軸方向に伸びた円柱または円筒形状のファントムを前記検出器リングの開口に挿入し
た状態で取得されることを特徴とする放射線断層撮影装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の放射線断層撮影装置において、
　前記補正データを構成する因子には、個々の前記放射線検出器の間で放射線の検出感度
が異なることに起因して表れる断層画像のムラを補正させる検出器固有因子が含まれてお
り、
　前記検出器固有因子を取得する場合におけるファントムは、中空を有しないとともに、
前記検出器リングの中心軸方向に沿って伸びた円柱形となっていることを特徴とする放射
線断層撮影装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の放射線断層撮影装置において、
　前記補正データを構成する因子には、幾何学的因子の一種として、消滅放射線対の発生
点が前記検出器リングの中心から内壁に近づくにつれ、放射線の検出感度が変動すること
に起因して表れる断層画像のムラを補正させる動径方向因子が含まれており、
　前記動径方向因子は、消滅放射線対を放射するとともに前記検出器リングの中心軸に伸
びた棒状の線源を前記検出器リングの開口に挿入して、これを前記検出器リングの内壁に
沿って回転させながら取得されたものであることを特徴とする放射線断層撮影装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の放射線断層撮影装置において、
　前記補正データを構成する因子には、幾何学的因子の一種として、隣接する放射線検出
器のシンチレータ結晶間の干渉により検出器リング内で生じる散乱、および突き抜けの影
響を補正する結晶干渉因子が含まれており、
　前記結晶干渉因子は、消滅放射線対を放射するとともに前記検出器リングの中心軸に伸
びた棒状の線源を前記検出器リングの開口に挿入して、これを前記検出器リングの内壁に
沿って回転させながら取得されたものであることを特徴とする放射線断層撮影装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の放射線断層撮影装置において、
　前記検出器リングが出力する検出データから前記幾何学因子を取得する幾何学因子取得
手段と、
　前記幾何学因子を前記検出器リングが出力する検出データに作用させることにより前記
散乱結晶干渉因子と、各放射線検出器の時間応答のフラツキに起因する偽像を補正する時
間分解能的因子とを取得する散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得手段と、
　前記幾何学因子、前記散乱結晶干渉因子および前記時間分解能的因子を前記検出器リン
グが出力する検出データに作用させることにより前記検出器固有因子を取得する検出器固
有因子取得手段とを備えていることを特徴とする放射線断層撮影装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の放射線断層撮影装置において、
　被検体を載置するとともに前記検出器リングの内穴に挿入される天板を備え、
　さらに、
　（α）前記天板に対し中心軸周りに回転可能な放射線源と、
　（β）前記天板に対し中心軸周りに回転可能な放射線検出手段と、
　（γ）前記放射線源と前記放射線検出手段とを支持する支持手段と、
　（δ）前記支持手段を回転させる回転手段と、
　（ε）前記回転手段を制御する回転制御手段を備えた画像生成装置が前記中心軸を前記
検出器リングの中心軸を共有して前記中心軸方向から隣接して設けられることを特徴とす
る放射線断層撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体から照射される消滅放射線対を検出して、被検体内の放射線薬剤の分
布のイメージングを行う放射線断層撮影装置に関し、特に、ノーマリゼーション（検出効
率補正）の精度の不足に起因するアーチファクトを抑制する補正機能を備えた放射線断層
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撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療機関には、放射線薬剤の分布をイメージングする放射線断層撮影装置が配備されて
いる。この様な放射線断層撮影装置の具体的な構成について説明する。従来の放射線断層
撮影装置は、図２２に示すように、放射線を検出する放射線検出器（非特許文献１参照）
が円環状に並んで構成される検出器リング６２が備えられている。この検出器リング６２
は、被検体内の放射性薬剤から照射される互いが反対方向となっている一対の放射線（消
滅放射線対）を検出する。
【０００３】
　検出器リング６２には、無数のシンチレータ結晶がリング状に配列されている。対をな
す消滅放射線対は、シンチレータ結晶のうちのいずれか２つに入射して、検出器リング６
２に検出される。シンチレータ結晶に消滅放射線対が入射すると、シンチレータ結晶が蛍
光を発する。放射線断層撮影装置においては、この蛍光を検出することで消滅放射線対を
検出する構成となっている。
【０００４】
　ところで、検出器リング６２は、リング状となっているので、消滅放射線対の発生位置
（消滅点）によって検出のし易さ（検出効率）が異なっている。例えば、検出器リング６
２の中心部よりも、端部で生じた消滅放射線対のほうが、検出され易い傾向にある。また
、シンチレータ結晶における放射線を蛍光に変換する効率は、シンチレータ結晶に応じて
まちまちである。この様な事情があるので、検出器リング６２から出力された検出データ
をそのまま用いて放射線断層画像を構成すると、放射線断層画像は薬剤分布を正確に再現
できず、検出効率のばらつきに起因した偽像（アーチファクト）が生じてしまう。
【０００５】
　そこで、従来構成の放射線断層撮影装置は、被検体の診断を行う前に、予め感度のばら
つきを除去するための補正データ（ノーマリゼーションデータ）を取得しておくのである
。具体的には、棒状の放射線源を検出器リング６２の内壁に沿って移動させる。このとき
、放射線源は、円の軌跡を描くことになる。放射線源には、消滅放射線対を発生する放射
性薬剤が含まれている。検出器リング６２は、この消滅放射線対を検出することにより、
被検体の診断時に取得される放射線断層画像に表れる偽像のパターンを知ることができる
。棒状の放射線源から発する放射線を検出することにより検出器リング６２が出力する検
出データを基に補正データが生成される。放射線断層撮影装置は、この補正データを放射
線断層画像に作用させることにより放射線断層画像に表れる偽像を除去する構成となって
いる。しかしながら、この方法では直接全ての検出器対の検出効率を取得する必要がある
ため、棒状線源を回転させて統計精度の高いデータを取得するにはデータ収集に長時間を
要する。そこで、日常的な感度の変化を取得するためのデータ収集を短時間に抑えるため
、棒状線源を用いたデータ収集は装置構成時やメンテナンス時などに限定して収集し、検
出器構造の対象性や周期性を利用して継続的に利用できる同時計数に関わる要素として保
持しておき、検出器の個々のばらつきなどは、シングル計数に関わる要素として円柱状の
線源を用いて短い周期で更新する、要素別感度補正法が広く利用されている。この点は、
非特許文献１－２に詳しい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】放射線医学総合研究所　平成１６年度次世代ＰＥＴ装置開発研究報告書
　第１７８号　Ｐ４３－Ｐ４８
【非特許文献２】Badawi and PK Marsden 1999a "Developments in component-based nor
malization for 3D PET" Phys. Med. Biol. 44(2):571-594
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、従来の要素別感度補正法によれば、次の様な問題がある。
　すなわち、従来構成によれば、同時計数に関わる幾何学的要素即ち棒状線源で取得され
るデータは、被検体の診断時に発生する散乱線（間接放射線）に対する検出効率の影響を
無視した構成となっている。被検体から発した消滅放射線対は、直線的に進行して検出器
リング６２に入射する。この様な放射線を直接放射線と呼ぶ。しかし、消滅放射線対には
、進行中に被検体により散乱されて進行方向が変更されたものも生じている。この様な進
行方向が変更された放射線が散乱放射線である。散乱放射線は、直接放射線に比べて検出
器リング６２に入射するまでの飛行距離が長く、エネルギーも低いので、直接放射線とは
異なる物理的性質を有している。
【０００８】
　この様に、被検体を診断したときに得られる放射線断層画像に重畳する偽像には、直接
放射線に由来する成分と、散乱線に由来する成分とを含んでいる。然るに、偽像を除去す
るために取得された要素別感度補正データのうち幾何学要素は、棒状の放射線源より得ら
れたものであるので、直接放射線のみを検出して取得されたものとなっている。
【０００９】
　つまり、従来の要素別感度補正データの一部は散乱線を考慮していないため、放射線断
層画像に重畳する偽像における散乱線成分を十分に除去することができない。結局、放射
線断層画像には偽像が残存してしまう。
【００１０】
　本発明は、この様な事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、放射線断層画像
から散乱線に由来する偽像を確実に除去することができる放射線断層撮影装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上述の課題を解決するために、次の様な構成をとる。
　すなわち、本発明に係る放射線断層撮影装置は、放射線を光に変換するシンチレータ結
晶が２次元的に配列されたシンチレータと光を検出する光検出器とを備えた放射線検出器
が円環状に配列されることにより構成される消滅放射線対を検出する検出器リングと、検
出器リングから出力された検出信号の検出効率のムラを補正することで画像上の偽像を除
去する偽像除去手段と、偽像除去手段が動作するときに参照する偽像の出現パターンを表
した補正データを記憶する補正データ記憶手段と、検出効率が補正された検出信号を基に
消滅放射線対の発生位置を空間的にイメージングして断層画像を生成する画像生成手段と
を備え、補正データは、偽像を発生する原因に応じた各因子から構成されており、補正デ
ータを構成する因子には、消滅放射線対が検出器リングに到達する前に散乱することによ
り、これらが入射する２つのシンチレータ結晶の間の干渉、および突き抜けの結晶の位置
に応じた異なり具合が攪乱されることに起因する偽像を補正させる散乱結晶干渉因子が含
まれており、散乱結晶干渉因子は、散乱線を含んだ消滅放射線対を放射する検出器リング
の中心軸方向に伸びた円柱または円筒形状のファントムを検出器リングの開口に挿入した
状態で取得されることを特徴とするものである。
【００１２】
　［作用・効果］上述の構成によれば、散乱線を含んだ消滅放射線対を放射する円柱また
は円筒形状のファントムを検出器リングの開口に挿入した状態で取得された補正データを
、従来の要素別感度補正因子に加味することによって断層画像に表れる偽像をより高精度
に除去する。断層画像は、検出器リングの内部に被検体を導入した状態で取得される。被
検体の体内で発生した消滅放射線対の一部は被検体によって散乱され、散乱線となる。し
たがって、断層画像は、散乱線を含んだ条件で取得されるのである。本発明によれば、補
正データも散乱線が含まれた条件で取得されたものであるので、補正データは、断層画像
に表れる偽像をより忠実に再現している。したがって、補正データを断層画像生成時に作
用させれば、断層画像に重畳する偽像は、高精度に消去される。
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【００１３】
　また、上述の散乱結晶干渉因子を取得する場合におけるファントムは、検出器リングの
中心軸方向に沿って伸びた中空を有するリング状のファントムとなっていればより望まし
い。
【００１４】
　［作用・効果］上述の構成によれば、ファントムの外径をより大きくすることができる
。検出器リングの視野範囲を覆うことができる程度に大きなファントムを用意することが
できるようになるので、より視野全体で正確な散乱結晶干渉因子を求めることができる。
このリング状のファントムを用いた測定は、メンテナンス時など大きな検出器特性の変化
があったときのみに測定しておけばよい。
【００１５】
　また、上述の補正データを構成する因子には、個々の放射線検出器の間で放射線の検出
感度が異なることに起因して表れる断層画像のムラを補正させる検出器固有因子が含まれ
ており、検出器固有因子を取得する場合におけるファントムは、中空を有しないとともに
、検出器リングの中心軸方向に沿って伸びた円柱形となっていればより望ましい。
【００１６】
　［作用・効果］上述の構成によれば、要素別感度補正データには、個々の放射線検出器
の間で放射線の検出感度が異なることに起因して表れる断層画像のムラを補正させるシン
グル計数に関わる検出器固有因子が含まれている。これにより、断層画像に重畳する偽像
を確実に消去することができる。この検出器固有因子は、消滅放射線対を照射するファン
トムを検出器リングに導入した状態で取得されることになるが、そのファントムは、中空
を有していない。検出器固有因子は、後述のファン・サム法によって取得される。ファン
・サム法は、特定のシンチレータ結晶が検出した消滅放射線対の検出データを合計するこ
とで検出器固有因子を取得する方法である。検出器固有因子の取得の際に、合計される各
検出データは、略同一の線量の消滅放射線対を検出していればより望ましい。上述の構成
によれば、ファントムに中空を設けていないので、上述の望ましい条件に近い。
【００１７】
　また、上述の補正データを構成する因子には、幾何学的因子の一種として、消滅放射線
対の発生点が検出器リングの中心から内壁に近づくにつれ、放射線の検出感度が変動する
ことに起因して表れる断層画像のムラを補正させる動径方向因子が含まれており、動径方
向因子は、消滅放射線対を放射するとともに検出器リングの中心軸に伸びた棒状の線源を
検出器リングの開口に挿入して、これを検出器リングの内壁に沿って回転させながら取得
されたものであればより望ましい。
【００１８】
　［作用・効果］上述の構成によれば、補正データには、消滅放射線対の発生点が検出器
リングの中心から内壁に近づくにつれ、放射線の検出感度が変動することに起因して表れ
る断層画像のムラを補正させる動径方向因子が含まれている。これは、消滅放射線対を放
射するとともに検出器リングの中心軸に伸びた棒状の線源を検出器リングの開口に挿入し
て、これを検出器リングの内壁に沿って回転させながら取得されたデータから算出される
。このように、幾何学因子は、散乱線が発生しない状態で取得される。幾何学因子は、消
滅放射線対を検出する２つのシンチレータ結晶を結ぶ線分が特定の方向となっているもの
のみを使用する。上述の構成によれば、幾何学因子は直接放射線で求められるので、通常
検査時の直接放射線に対しては、放射線検出器間の距離の違いや検出器の向きの違いに起
因した感度差を適切に補正できる。
【００１９】
　また、上述の補正データを構成する因子には、幾何学的因子の一種として、隣接する放
射線検出器のシンチレータ結晶間の干渉により検出器リング内で生じる散乱、および突き
抜けの影響を補正する結晶干渉因子が含まれており、結晶干渉因子は、消滅放射線対を放
射するとともに検出器リングの中心軸に伸びた棒状の線源を検出器リングの開口に挿入し
て、これを検出器リングの内壁に沿って回転させながら取得されたものであればより望ま
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しい。
【００２０】
　［作用・効果］上述の構成によれば、補正データには、隣接する検出器結晶間の干渉即
ち検出器内散乱や突き抜けの影響を補正する結晶干渉因子が含まれている。これは、消滅
放射線対を放射するとともに検出器リングの中心軸に伸びた棒状の線源を検出器リングの
開口に挿入して、これを検出器リングの内壁に沿って回転させながら取得されたデータか
ら算出される。このように、幾何学因子は、散乱線が発生しない状態で取得される。幾何
学因子は、消滅放射線対を検出する２つのシンチレータ結晶を結ぶ線分が特定の方向とな
っているもののみを使用する。上述の構成によれば、幾何学因子は直接放射線で求められ
るので、通常検査時の直接放射線に対しては、検出器間の距離の違いや検出器の向きの違
いに起因した感度差を適切に補正できる。
【００２１】
　また、上述の検出器リングが出力する検出データから幾何学因子を取得する幾何学因子
取得手段と、幾何学因子を検出器リングが出力する検出データに作用させることにより散
乱結晶干渉因子と、各放射線検出器の時間応答のフラツキに起因する偽像を補正する時間
分解能的因子とを取得する散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得手段と、幾何学因子
、散乱結晶干渉因子および時間分解能的因子を検出器リングが出力する検出データに作用
させることにより検出器固有因子を取得する検出器固有因子取得手段とを備えていればよ
り望ましい。
【００２２】
　［作用・効果］上述の構成は、各因子の取得方法を示している。すなわち、各因子は、
幾何学因子、散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子、検出器固有因子の順に求められる。
しかも、求められた因子は、次の因子を求める際に使用される。すなわち、散乱結晶干渉
因子・時間分解能的因子を求める際には、幾何学因子が使用され、検出器固有因子を求め
る際には、幾何学因子及び散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子が使用される。この様に
すれば、より他の因子の影響を受けない各因子を求めることができるのである。
【００２３】
　また、上述の被検体を載置するとともに検出器リングの内穴に挿入される天板を備え、
さらに、（α）天板に対し中心軸周りに回転可能な放射線源と、（β）天板に対し中心軸
周りに回転可能な放射線検出手段と、（γ）放射線源と放射線検出手段とを支持する支持
手段と、（δ）支持手段を回転させる回転手段と、（ε）回転手段を制御する回転制御手
段を備えた画像生成装置が中心軸を検出器リングの中心軸を共有して中心軸方向から隣接
して設けられればより望ましい。
【００２４】
　［作用・効果］上述の構成によれば、被検体の内部構造と、薬剤分布との両方を取得で
きる放射線断層撮影装置が提供できる。ＰＥＴ装置は、一般的に薬剤分布に係る情報を得
ることができる。しかしながら、被検体の臓器や組織を写しこんだ断層画像を参照しなが
ら診断を行う必要がある場合がある。上述の構成によれば、被検体の内部構造と、薬剤分
布との両方を取得できるので、例えば両画像を重ね合わせることで、診断に好適な合成画
像を生成させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施例１に係る放射線断層撮影装置の構成を説明する機能ブロック図である。
【図２】実施例１に係る放射線断層撮影装置の構成を説明する機能ブロック図である。
【図３】実施例１に係る放射線検出器の構成を説明する斜視図である。
【図４】実施例１に係る検出器リングの構成を説明する平面図である。
【図５】実施例１に係る検出器リングの構成を説明する斜視図である。
【図６】実施例１に係る補正データの取得方法を説明するフローチャートである。
【図７】実施例１に係る動径方向因子の取得方法を説明する概念図である。
【図８】実施例１に係る動径方向因子の取得方法を説明する概念図である。
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【図９】実施例１に係る動径方向因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１０】実施例１に係る動径方向因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１１】実施例１に係る動径方向因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１２】実施例１に係る時間分解能的因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１３】実施例１に係る時間分解能的因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１４】実施例１に係る時間分解能的因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１５】実施例１に係る検出器固有因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１６】実施例１に係る検出器固有因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１７】実施例１に係る検出器固有因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１８】実施例１に係る検出器固有因子の取得方法を説明する概念図である。
【図１９】実施例１に係る検出器固有因子の取得方法を説明する概念図である。
【図２０】実施例２に係る放射線断層撮影装置の構成を説明する機能ブロック図である。
【図２１】本発明の一変形例に係る放射線断層撮影装置の構成を説明する概念図である。
【図２２】従来構成の放射線断層撮影装置の構成を説明する図である。
【実施例１】
【００２６】
　＜放射線断層撮影装置の構成＞
　以下、本発明に係る放射線断層撮影装置の各実施例を図面を参照しながら説明する。実
施例１におけるγ線は、本発明の放射線の一例である。図１は、実施例１に係る放射線断
層撮影装置の構成を説明する機能ブロック図である。実施例１に係る放射線断層撮影装置
９は、被検体Ｍを載置する天板１０と、天板１０をその長手方向（ｚ方向）から導入させ
る開口を有するガントリ１１と、ガントリ１１の内部に設けられた天板１０をｚ方向に導
入させるリング状の検出器リング１２とを備えている。検出器リング１２に設けられた開
口は、ｚ方向（天板１０の長手方向、被検体Ｍの体軸方向）に伸びた円筒形となっている
。したがって、検出器リング１２自身もｚ方向に延伸している。
【００２７】
　天板１０は、ガントリ１１（検出器リング１２）の開口をｚ方向から貫通するように設
けられているとともに、ｚ方向に沿って進退自在となっている。この様な天板１０の摺動
は、天板移動機構１５によって実現される。天板移動機構１５は、天板移動制御部１６に
よって制御される。天板移動制御部１６は、天板移動機構１５を制御する天板移動制御手
段である。天板１０は、その全域が検出器リング１２の外側に位置している位置から摺動
して、検出器リング１２の開口にその一方側から導入されるとともに、検出器リング１２
の内部を貫通して、検出器リング１２の開口のもう一方側から突き出ることができる。
【００２８】
　ガントリ１１の内部には、被検体Ｍから放射される消滅γ線対を検出する検出器リング
１２が備えられている。この検出器リング１２は、被検体Ｍの体軸方向に伸びた筒状であ
り、そのｚ方向の長さは、２６ｃｍ程度である。クロック１９は、検出器リング１２にシ
リアルナンバーとなっている時刻情報を送出する。検出器リング１２から出力される検出
データは、γ線をどの時点で検出されたかという時刻情報が付与され、後述の同時計数部
２０に入力されることになる。
【００２９】
　同時計数部２０には、検出器リング１２から出力された検出データが送られてきている
。検出器リング１２に同時に入射した２つのγ線は、被検体内の放射性薬剤に起因する消
滅γ線対である。同時計数部２０は、検出器リング１２を構成するシンチレータ結晶のう
ちの２つの組み合わせ毎に消滅γ線対が検出された回数をカウントし、この結果を偽像除
去部２１に送出する。なお、同時計数部２０による検出データの同時性の判断は、クロッ
ク１９によって検出データに付与された時刻情報が用いられる。偽像除去部２１は、本発
明の偽像除去手段に相当する。
【００３０】
　同時計数部２０が生成した検出データには、放射性薬剤の分布とは関係のない偽像が重
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畳している。同時計数部２０では、消滅γ線対は検出器リング１２のいずれの位置でも同
様に検出されるものとして検出データを生成する。しかし、実際は、検出器リング１２の
開口の位置に応じて、消滅γ線対の検出感度は、まちまちなのである。例えば、消滅γ線
対の発生位置が検出器リング１２の中心に近い程、消滅γ線対が検出されにくかったとす
ると、検出データにおける検出器リング１２の中心部の検出値が小さくなる。
【００３１】
　実施例１の構成によれば、このような断層画像に重畳した偽像を除去する偽像除去部２
１が備えられている。この偽像除去部２１は、設定記憶部３７に記憶された補正データを
読み取って、これを断層画像に作用させることにより、検出データに重畳した偽像を除去
する。補正データは、被検体の検査に先立って取得されるものであり、断層画像に表れる
偽像のパターンを示している。設定記憶部３７は、本発明の補正データ記憶手段に相当す
る。補正済みの検出データは、画像生成部２２に送出される。
【００３２】
　画像生成部２２では、偽像除去部２１の出力を基に消滅γ線対の発生位置がマッピング
された断層画像を取得する。偽像除去部２１は、同時計数部２０の出力した検出データ（
消滅γ線対を検出した２つのシンチレータ結晶の位置関係と、２つのシンチレータ結晶の
組合せ毎に記憶される消滅放射線対検出の回数およびの消滅放射線対エネルギー強度）を
補正して画像生成部２２に出力している。画像生成部２２は、これらの情報から被検体の
内部における消滅γ線対の発生強度をマッピングして断層画像を生成するのである。
【００３３】
　次に、偽像除去部２１が用いる補正データの取得に係る各部について説明する。実施例
１に係る放射線断層撮影装置９は、図２に示すように、幾何学因子取得部２５と、散乱結
晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６と、検出器固有因子取得部２７とを備えている
。各部は、同時計数部２０より取得された検出データＡ１，Ａ２，Ａ３を基に、補正デー
タを構成する各因子を取得する。注意すべきは、各部が用いる同時計数データは互いに異
なっていることにある。幾何学因子取得部２５，散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取
得部２６，検出器固有因子取得部２７の間では用いられる検出データがそれぞれ互いに異
なっている。つまり、補正データを取得するには、幾何学因子取得部２５用、散乱結晶干
渉因子・時間分解能的因子取得部２６用、検出器固有因子取得部２７用の３つの異なる条
件で消滅γ線対の検出を行う。検出器固有因子取得部２７は、本発明の検出器固有因子取
得手段に相当し、散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６は、本発明の散乱結晶
干渉因子・時間分解能的因子取得手段に相当する。また、幾何学因子取得部２５は、本発
明の幾何学因子取得手段に相当する。
【００３４】
　検出器リング１２を構成する放射線検出器１の構成について簡単に説明する。図３は、
実施例１に係る放射線検出器の構成を説明する斜視図である。放射線検出器１は、図３に
示すように放射線を蛍光に変換するシンチレータ２と、蛍光を検出する光検出器３とを備
えている。そして、シンチレータ２と光検出器３との介在する位置には、蛍光を授受する
ライトガイド４が備えられている。
【００３５】
　シンチレータ２は、シンチレータ結晶が二次元的に配列されて構成されている。シンチ
レータ結晶は、Ｃｅが拡散したＬｕ２（１－Ｘ）Ｙ２ＸＳｉＯ５（以下、ＬＹＳＯとよぶ
）によって構成されている。そして、光検出器３は、どのシンチレータ結晶が蛍光を発し
たかという蛍光発生位置を特定することができるようになっているとともに、蛍光の強度
や、蛍光の発生した時刻をも特定することができる。また、実施例１の構成のシンチレー
タ２は、採用しうる態様の例示にすぎない。したがって、本発明の構成は、これに限られ
るものではない。
【００３６】
　検出器リング１２の構成について説明する。実施例１によれば、図４に示すように１０
０個前後の放射線検出器１がｚ方向に垂直な平面上の仮想円に配列することで１つの単位
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リング１２ｂが形成される。この単位リング１２ｂが図５に示すように、ｚ方向に配列さ
れて検出器リング１２が構成される。
【００３７】
　なお、放射線断層撮影装置９は、各部を統括的に制御する主制御部４１と、放射線断層
画像を表示する表示部３６とを備えている。この主制御部４１は、ＣＰＵによって構成さ
れ、各種のプログラムを実行することにより、各部１６，１９，２０，２１，２２，２５
，２６，２７，２８，３４を実現している。なお、上述の各部はそれらを担当する制御装
置に分割されて実現されてもよい。
【００３８】
　＜補正データの取得方法＞
　次に、画像生成部２２が参照する補正データの取得方法について説明する。図６は、補
正データの取得方法を示すフローチャートである。図６のフローを大まかに説明すると、
まず、棒状の線源を用いて第１の検出を行い、これを基に、幾何学因子の取得を行う。次
に、リングファントムを用いて第２の検出を行い、散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子
の取得を行う。そして、円柱ファントムを用いて第３の検出を行い、検出器固有因子の取
得を行う。これらの動作は、被検体の診断に先立って行われるのであり、補正データの取
得中は、被検体、および天板１０を検出器リング１２の開口に挿入させない。
【００３９】
　本実施例の偽像除去方法である要素別感度補正法は、断層画像に表れる偽像は複数の異
なる要因が絡み合うことで発生していると考え、個々の分解された要素を掛け合わせるこ
とで、偽像に対する補正を行う方式となっている。
【００４０】
　まず、偽像の発生する要因のうち、検出器リング１２の形状による動径方向因子ｇを取
得する。この動径方向因子ｇについて簡単に説明する。まず、図７（ａ）に示すように、
互いに平行な複数のＬＯＲを考える。ＬＯＲとは、ｌｉｎｅ　ｏｆ　ｒｅｓｐｏｎｓｅの
略であり、消滅γ線を検出した２つのシンチレータ結晶を結ぶ線分である。これらのＬＯ
Ｒ同士を比較したとき、長さが短いＬＯＲに比べて、長さが短いＬＯＲの方がシンチレー
タ結晶Ｃに検出され易いという性質がある。別図の図８の（ａ）は、長い方のＬＯＲに係
る消滅γ線対を検出する場合を示している。Ｐ１は消滅点を示している。図８（ａ）にお
いては、シンチレータ結晶Ｃａが消滅γ線対の一方を検出し、シンチレータ結晶Ｃｂがも
う一方を検出する。シンチレータ結晶Ｃａで検出できる放射線の進行方向は、図８（ａ）
のθ１の範囲内である必要がある。
【００４１】
　一方、図８の（ｂ）は、短い方のＬＯＲに係る消滅γ線対を検出する場合を示している
。Ｐ２は消滅点を示している。図８（ｂ）においては、シンチレータ結晶Ｃｃが消滅γ線
対の一方を検出し、シンチレータ結晶Ｃｄがもう一方を検出する。シンチレータ結晶Ｃｃ
で検出できる放射線の進行方向は、図８（ｂ）のθ２の範囲内である必要がある。
【００４２】
　図８の示すように、θ２＞θ１であることからすれば、シンチレータ結晶Ｃｃに入射す
る放射線の方がシンチレータ結晶Ｃａに入射する放射線よりも多くなる。したがって、Ｌ
ＯＲが短い程、消滅γ線対が検出され易いのである。すなわち、図７（ｂ）に示すように
、消滅γ線対の検出感度は、検出器リング１２の端部であればあるほど高いものとなって
いる。この様な傾向が断層画像に写りこむと、断層画像が暗くなるような偽像が生じる。
この偽像を発生させないようにするには、図７（ｃ）に示すように、図７（ｂ）と逆のパ
ターンを断層画像に重ね合わせれば良い。
【００４３】
　＜ステップＳ１，Ｓ２：棒状線源を用いた動径方向因子ｇの取得＞
　幾何学因子取得部２５は、検出器リング１２の動径方向のどこで消滅γ線対の発生した
かによって異なる放射線の検出感度の変化を取得する。その際には、図９に示すように、
検出器リング１２の中心軸方向に伸びた棒状線源Ｐｈ１を線源回転機構３３により回転さ
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れながら得られた検出データＡ１が用いられる。棒状線源Ｐｈ１は、検出器リング１２の
内壁に沿うように円の軌跡を描きながら回転移動する。棒状線源Ｐｈ１には、放射性薬剤
が含まれているので、棒状線源Ｐｈ１からは、消滅γ線対が検出器リング１２に向けて放
射される。ちなみに、棒状線源Ｐｈ１からの消滅γ線は、散乱線成分が含まれていない。
線源回転制御部３４は、線源回転機構３３を制御するものである。動径方向因子ｇは、本
発明の幾何学因子に含まれる。
【００４４】
　幾何学因子取得部２５は、図７（ｂ）に示すようなプロファイルを取得して、この反転
パターンを補正データとする。図７（ａ）における消滅γ線対は、ＬＯＲが紙面上下方向
となっている場合の例であり、図７（ｂ）、（ｃ）については、補正値は、動径位置を等
しくする全角度方向のＬＯＲの平均として与えられる。幾何学因子取得部２５は、このよ
うな補正値の導出を全ての動径方向（ＬＯＲ）について行う。例えば、幾何学因子取得部
２５は、ＬＯＲを１度ずつ傾けながら補正値を導出していくとすると、３６０個の実測の
プロファイル〔図７（ｂ）参照〕が得られるが、この３６０個の補正値のプロファイル〔
図７（ｃ）〕は平均化取得される。補正なしの断層画像は、偽像の原因となる様々な因子
が含まれるが、上述のようにして得られる偽像の原因の因子を動径方向因子ｇと呼ぶこと
にする。動径方向因子ｇは、幾何学的因子の一種である。
【００４５】
　＜ステップＳ３：棒状線源を用いた検出による結晶干渉因子ｄの取得＞
　幾何学因子取得部２５は、動径方向因子ｇを取得するとともに、別の幾何学因子を取得
する。すなわち、上述の動径方向因子ｇを断層画像に重ね合わせただけでは、偽像を十分
に取り除くことができないからである。結晶干渉因子ｄは、本発明の幾何学因子の一種で
ある。結晶干渉因子ｄは、図８のθ１，θ２が変動することに起因して変動する幾何学因
子である。
【００４６】
　この幾何学因子を結晶干渉因子ｄと呼ぶ。結晶干渉因子ｄは、幾何学因子の一種である
。この結晶干渉因子ｄについて、簡単に説明する。図１０に示すように互いに平行で長さ
が長いＬＯＲ１と、短いＬＯＲ２があるとする。ＬＯＲ１に係る消滅γ線対は、シンチレ
ータ結晶Ｃｐ，Ｃｑのペアーで観察される。具体的にシンチレータ結晶Ｃｐについていえ
ば、シンチレータ結晶Ｃｐの入射面から結晶内部に進入した放射線は、結晶内部において
点線の軌跡を辿る。そして、放射線は、点線上のいずれかの場所で蛍光に変換される。光
検出器３は、これを検出するのである。シンチレータＣｑについても、放射線は点線の軌
跡を辿って、点線上のいずれかの場所で蛍光に変換される。ＬＯＲ１に係る消滅γ線対を
検出するのは、シンチレータ結晶Ｃｐ，Ｃｑのペア以外にはない。
【００４７】
　しかし、ＬＯＲ２に係る消滅γ線対では、事情が異なる。すなわち、消滅γ線対のうち
の一方は、シンチレータ結晶Ｃａ，Ｃｃ，Ｃｅのいずれかで検出され、もう一方は、シン
チレータ結晶Ｃｂ，Ｃｄ，Ｃｆのいずれかで検出される（図１０参照）。すなわち、シン
チレータ結晶Ｃａに入射した放射線は、点線の軌跡を辿って、点線上のいずれかのシンチ
レータ結晶Ｃａ，Ｃｃ，Ｃｅで蛍光に変換されるのである。
【００４８】
　ＬＯＲ１を検出する時の放射線検出特性と、ＬＯＲ２を検出する時の検出特性とは同じ
にならない。この原因としては、点線の長さ（消滅γ線対の進行方向におけるシンチレー
タ結晶の厚み）が異なる上に、ＬＯＲ２の場合はシンチレータ結晶を跨いで放射線が進行
するので、検出のレスポンスの特性がＬＯＲ１の場合と比べて変化していることに起因す
る。この様な検出特性のムラが存在していることを無視して、断層画像を生成すると、こ
れに伴う偽像が現れる。これが、偽像の一因となっている結晶干渉因子ｄである。この偽
像の出現パターンは、動径方向因子ｇの場合よりも複雑である。
【００４９】
　結晶干渉因子ｄの求め方を簡単に説明する。幾何学因子取得部２５は、検出データＡ１
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に動径方向因子ｇを作用させて動径方向因子ｇの影響を取り除いたあと、図１１に示すよ
うにＬＯＲ２と回転対称となっている９本のＬＯＲの検出データを抜き出し、これらを平
均してシンチレータ結晶Ｃａ，Ｃｂを結ぶＬＯＲ２の結晶干渉因子ｄとする。この様な動
作をする理由について説明する。図１１の図の例では、正十角形に沿って一辺につき４つ
のシンチレータ結晶が配列されている。時計回りにシンチレータを２ａ～２ｋと番号付け
したとすると、ＬＯＲ２は、シンチレータ２ｇの３番目のシンチレータ結晶Ｃａと、シン
チレータ２ｊの２番目のシンチレータ結晶Ｃｂとを結ぶ線分である。シンチレータ結晶Ｃ
ａ，Ｃｂの位置関係を保ったまま、検出器リング１２の中心軸を中心に３６度だけ回転さ
せると、シンチレータ結晶Ｃａは、シンチレータ２ｈの３番目（シンチレータ結晶Ｃｍ）
に移動し、シンチレータ結晶Ｃｂは、シンチレータ２ｋの２番目（シンチレータ結晶Ｃｎ
）に移動する。移動後のＬＯＲの長さは、移動前のＬＯＲ２のそれと同一であり、ＬＯＲ
とシンチレータ結晶Ｃａのなす角度と、ＬＯＲとシンチレータ結晶Ｃｍのなす角度とは同
一である。同様に、ＬＯＲとシンチレータ結晶Ｃｂのなす角度と、ＬＯＲとシンチレータ
結晶Ｃｎのなす角度とは同一である。
【００５０】
　さらに、シンチレータ結晶Ｃａがシンチレータ２ｇに占める位置と、シンチレータ結晶
Ｃｍがシンチレータ２ｈに占める位置とは同様であり、シンチレータ結晶Ｃｍがシンチレ
ータ２ｊに占める位置と、シンチレータ結晶Ｃｎがシンチレータ２ｋに占める位置とは同
様となっている。検出器リング１２は、１０回回転対称だからである。この様に回転対称
となっている各ＬＯＲに係る結晶干渉因子ｄには違いはない。
【００５１】
　この様に、移動前のシンチレータ結晶Ｃａ，Ｃｂの消滅γ線対の検出特性は、移動後の
シンチレータ結晶Ｃｍ，Ｃｎそれと同じであるはずである。特性に違いがあるとすれば、
シンチレータ結晶固有の放射線検出特性のバラツキであり、これは後段ステップで補正さ
れる。幾何学因子取得部２５は、ＬＯＲ２と回転対称となっている９本のＬＯＲの検出デ
ータを抜き出し、これらを平均する。これにより、シンチレータ結晶固有の放射線検出特
性が相殺される。幾何学因子取得部２５は、全てのＬＯＲについて同様の動作を行う。出
力された平均値を比較すると、これらは同一となっていない。互いの平均値の間で放射線
がシンチレータ結晶を跨いで進行する様式が異なるからである。
【００５２】
　幾何学因子取得部２５は、隣接する検出器結晶間の干渉、すなわち、放射線検出器１の
内部でのγ線の散乱や突き抜けの影響による検出特性のムラを動径位置の対称性と回転方
向の周期性を考慮して結晶干渉因子ｄを取得する。例えば、ＬＯＲ２に関する結晶干渉因
子ｄは、これと回転対称となっている９本のＬＯＲについての平均値として求まることに
なる。
【００５３】
　この様に、幾何学因子取得部２５は、動径方向因子ｇと結晶干渉因子ｄとを取得する。
これらは、棒状線源から発せされた直接放射線のみから求められたものである。実際には
棒状線源のデータを直接用いるのではなく、幾何学因子取得部２５は、事前に検出値にス
テイタイム補正を行って、全てのＬＯＲ間に存在する線源の量を規格化した上で、両因子
ｇ，ｄを求めている。ステイタイム補正とは、各ＬＯＲで得られたカウントを棒状線源Ｐ
ｈ１の位置に応じて変化する回転軌道とＬＯＲの交差する長さで割ることでＬＯＲ上に存
在する線源量を規格化する処理である。線源量が規格化されれば、同じ線源量に対する両
因子ｇ，ｄを求めることが出来る。
【００５４】
　＜ステップＳ４，Ｓ５：リング状ファントムを用いた検出による散乱結晶干渉因子Ｄの
取得＞
　リングファントムＰｈ２から放射された消滅γ線対の検出データＡ２は、散乱結晶干渉
因子・時間分解能的因子取得部２６に送られる。ここで、検出器リング１２に入射する前
の消滅放射線対に散乱線が存在するが故に結晶干渉因子ｄが撹乱する影響を示す散乱結晶
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干渉因子Ｄを取得する。この散乱線反映結晶干渉因子Ｄは、今まで求めた因子とは異なる
偽像の原因となっている。散乱線反映部２８は、リングファントムＰｈ２から放射された
消滅γ線対の検出データＡ２を検出器リング１２より受け取って、これに上述の動径方向
因子ｇ，結晶干渉因子ｄを作用させる。すると、検出データＡ２の偽像成分に含まれてい
た各因子ｇ，ｄが補正される。
【００５５】
　この状態で、散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６は、幾何学因子取得部２
５が行った結晶干渉因子ｄの取得と同様の演算を行う。すなわち、動径方向に対称、回転
方向に周期的に現れる幾何学的な位置関係を等しくするＬＯＲについて検出強度の平均を
次々と求めていくのである。
【００５６】
　検出データＡ２には、動径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄが作用されているのであるから
、散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６が平均値を求めても、平均値同士は同
じ値をとるはずである。結晶干渉因子ｄは、検出データＡ２から取り除かれているのであ
るから当然そうなるように思われる。
【００５７】
　しかし、散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６が取得した平均値同士は、直
接放射線以外にリングファントムＰｈ２で放射線が散乱することで発生する散乱放射線が
含まれるために等しくならない。この分布はデータ収集に用いたファントムが結晶干渉因
子ｄのときのものと異なっていることにより発生している。リングファントムＰｈ２を用
いると、棒状線源Ｐｈ１を用いた場合と異なり、消滅γ線対に散乱線も含まれている。こ
れが影響して平均値同士は一定でない分布を持つのである。散乱結晶干渉因子・時間分解
能的因子取得部２６が取得した平均値のムラが散乱結晶干渉因子Ｄである。
【００５８】
　散乱線成分を含む被検体の測定においては、直接線のみで取得された結晶干渉因子ｄだ
けでは断層画像の結晶干渉因子の全てが消去されない。この上で更に散乱結晶干渉因子Ｄ
を作用させることにより、断層画像に含まれる結晶干渉因子が完全に消去されることにな
る。
【００５９】
　＜ステップＳ６：リング状ファントムを用いた検出による時間分解能的因子ｈの取得＞
　上述の幾何学因子ｇ，ｄ及び散乱結晶干渉因子Ｄを断層画像に作用させても取り除くこ
とができない偽像がある。それは、消滅γ線対を検出する時間応答レスポンスがシンチレ
ータ結晶のペアによって異なる場合があることに由来する偽像である。時間応答のフラツ
キがすくないシンチレータ結晶のペアについては、同時計数の時間分解能が高く一定の時
間窓内に正しく同時計数される。しかし、時間応答のフラツキが大きいシンチレータ結晶
のペアでは、同時計数の時間分解能が低く、同じ時間窓で計数されるイベントが減少する
事態が生じうる。この様な事情を参酌しないで断層画像を生成すると、同時計数の時間分
解能の違いにより、画像上に画素の濃淡が生じる。この様な偽像の要因を時間分解能的因
子ｈと呼ぶ。
【００６０】
　時間分解能的因子ｈを求めるときには、図１２に示すような、リング状のリングファン
トムＰｈ２を検出器リング１２の内部に載置することにより行う。リングファントムＰｈ
２の外壁、および筒状の中空の中心軸は、検出器リング１２の中心軸と一致している。リ
ングファントムＰｈ２には、放射性薬剤が含まれているので、リングファントムＰｈ２か
らは、消滅γ線対が検出器リング１２に向けて放射される。
【００６１】
　なお、リングファントムＰｈ２は、消滅γ線対の検出中は移動しない。しかも、リング
ファントムＰｈ２の直径（外径）は、後述の円柱ファントムＰｈ３の直径よりも大きくな
っている。
【００６２】
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　シンチレータ結晶のペアで同時計数の時間分解能の違いが生じるのは、光検出器３の時
間応答特性にフラツキがあるからである。その変動の具合が光検出器３によってまちまち
なのである。これが時間分解能的因子ｈを必要とする理由である。
【００６３】
　散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６は、リングファントムＰｈ２から放射
された消滅γ線対の検出データＡ２を検出器リング１２より受け取って、これに上述の幾
何学因子ｇ，ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄを作用させる。すると、検出データＡ２の偽像成分
に含まれていた幾何学因子ｇ，ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄは補正されるが、画素値の濃淡は
完全には除去しきれない。この除去できない分の因子のうちの１つをこれから求めるので
ある。
【００６４】
　時間分解能的因子ｈを求めるには、時間分解能的因子ｈが光検出器３ごとに異なること
を利用する。図１３に示すように、時計回りに光検出器３を３ａ～３ｋと番号付けしたと
する。散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６は、２つの光検出器３の間で放射
線の検出感度の違いを求める。２つの光検出器３の全ての組合せについて、消滅γ線対の
検出強度の合計値を取得する。例えば、光検出器３ａ，３ｇの間で合計値を取得するとす
る。そして、光検出器３ａに光学的に接続されたシンチレータをシンチレータ２ａとし、
光検出器３ｇに光学的に接続されたシンチレータをシンチレータ２ｇとする。散乱結晶干
渉因子・時間分解能的因子取得部２６は、一方がシンチレータ２ａに属し、もう一方がシ
ンチレータ２ｇに属しているシンチレータ結晶のペアが検出した消滅γ線対の強度を合計
して合計値を求める。散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６は、リングファン
トムＰｈ２で得られた検出データを基に任意の２つの光検出器の組合せについて合計値を
求めるのである。
【００６５】
　光検出器３ａについて合計値を求めた結果が図１４（ａ）に示されている。光検出器３
ａとそれ以外の光検出器の組合せについて固有に求まる合計値を比較すると、バラツイて
いる。同様に、光検出器３ｂについて合計値を求めた結果が図１４（ｂ）に示されている
。光検出器３ｂとそれ以外の光検出器の組合せについて固有に求まる合計値を比較すると
、やはりバラツイている。
【００６６】
　図１４においては、光検出器３ａと光検出器３ｂの２つについて示しているに過ぎず、
実際には、散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部２６は、同様な合計値のセットを
他の光検出器についても生成する。全ての光検出器３の組合せについて合計値が求まった
時点で、それぞれのバラツキを時間分解能的因子ｈとする。図１４（ａ）の状態となって
いる補正前のデータに時間分解能的因子ｈを作用させると、図１４（ｃ）に示すように、
全ての合計値が等しくなる。図１４（ｂ）の状態となっている補正前のデータに時間分解
能的因子ｈを作用させると、やはり、図１４（ｄ）に示すように、全ての合計値が等しく
なる。時間分解能的因子ｈを断層画像に作用させると、断層画像の部分的に見られる濃淡
が除去される。
【００６７】
　なお、単一の放射線検出器１に設けられた光検出器３が独立した複数のユニットに分け
られる場合がある。ユニット毎に時間分解能的因子ｈが変動する場合は、合計値の算出を
光検出器３ごとに求めるのではなく、合計値をユニット毎に求めて、時間分解能的因子ｈ
を導出すればよい。
【００６８】
　＜検出器固有因子について＞
　上述の幾何学因子ｇ，ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄ，時間分解能的因子ｈを断層画像に作用
させるだけでは、偽像を完全に取り除くことができない。シンチレータ結晶の放射線検出
特性が固有に異なるからである。幾何学因子ｇ，ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄ，時間分解能的
因子ｈは、シンチレータ結晶のペアが消滅γ線対を検出する場合における同時計数時の検
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出効率ムラを表している。これから求めようとするシンチレータ結晶の放射線検出特性の
違いは、シンチレータ結晶１つ１つを比較した場合における放射線検出特性のバラツキで
ある。断層画像に表れる偽像のうち、固有のシンチレータ結晶のバラツキに由来する因子
を検出器固有因子と呼ぶ。検出器固有因子には、ブロック因子ｂと、結晶固有因子ｅがあ
る。ブロック因子ｂ，結晶固有因子ｅは、本発明の検出器固有因子に相当する。
【００６９】
　＜ステップＳ７，Ｓ８：円柱ファントムＰｈ３を用いたブロック因子ｂの取得＞
　ブロック因子ｂを求めるには、図１５に示すような、円柱ファントムＰｈ３を検出器リ
ング１２の内部に載置することにより行う。円柱ファントムＰｈ３の伸びる方向は、検出
器リング１２の中心軸と一致しており、円柱ファントムＰｈ３には、放射性薬剤が含まれ
ているので、円柱ファントムＰｈ３からは、検出器リング１２に向けて消滅γ線対が放射
される。ちなみに、このとき生じた消滅γ線対の一部は、円柱ファントムＰｈ３の一部に
当たって散乱するので、検出器リング１２に入射する消滅γ線対には散乱線成分が含まれ
ている。なお、円柱ファントムＰｈ３には中空が設けられておらず、消滅γ線対の検出中
は移動しない。
【００７０】
　ブロック因子ｂについて説明する。ブロック因子ｂとは、シンチレータ結晶Ｃの各々が
シンチレータ２のどこに位置しているかで変動する因子である。図１６におけるシンチレ
ータ２の中央部に位置するシンチレータ結晶Ｃａで蛍光に変換される放射線は、シンチレ
ータ結晶Ｃａの入射面に入ったもの以外にも、矢印のように、シンチレータ結晶Ｃａの左
右に存する他のシンチレータ結晶Ｃに入射し、シンチレータ結晶Ｃを横切った後、シンチ
レータ結晶Ｃａに入射するものも含まれている。シンチレータ結晶Ｃａには、その左右か
ら放射線が飛来する。
【００７１】
　シンチレータ２の端部に位置するシンチレータ結晶Ｃｂは、シンチレータ結晶Ｃａより
も検出される放射線の線量が少なくなる。シンチレータ結晶Ｃｂの右側にはシンチレータ
結晶が並んでいないからである。この様に、シンチレータ２の位置によってシンチレータ
結晶Ｃの放射線の検出感度には、図１６の下側のプロファイルで示すような関係がある。
すなわち、シンチレータ２の中央部から両端部に向かうにしたがって、放射線の検出感度
が低下するのである。このシンチレータ２の位置によって異なる検出感度のムラがブロッ
ク因子ｂである。このブロック因子ｂは、放射線検出器の間で異なっている。
【００７２】
　検出器固有因子取得部２７は、円柱ファントムＰｈ３から放射された消滅γ線対の検出
データＡ３を検出器リング１２より受け取って、これに上述の幾何学因子ｇ，ｄ，散乱結
晶干渉因子Ｄ，時間分解能的因子ｈを作用させる。すると、検出データＡ３の偽像成分に
含まれていた各因子ｇ，ｄ，ｈ，Ｄが消去される。
【００７３】
　検出器固有因子取得部２７が行う動作について説明する。検出器固有因子取得部２７は
、ファン・サム法によって検出感度の合計値を取得する。ファン・サム法について説明す
る。図１７におけるシンチレータ結晶Ｃｃについて合計値を求めるときは、シンチレータ
結晶Ｃｃを結ぶＬＯＲのうち、円柱ファントムＰｈ３を通過するＬＯＲについて消滅γ線
対の検出強度を合計することで取得される。つまり、図１７にファン状に並ぶＬＯＲの各
々の消滅γ線対の検出強度の合計値がシンチレータ結晶Ｃｃの結晶固有の因子に比例した
値であることになる。シンチレータ結晶Ｃａ～Ｃｄについても同様な合計値を求める。こ
のときの合計値をαとする。シンチレータ２に二次元的に配列されているシンチレータ結
晶の各々について合計値αを求めると、図１８のようになる。図１８では、検出器リング
１２を構成する３つのシンチレータのうちの１つが６×６のマトリックス状にシンチレー
タ結晶が配列されているとしている。３６個のシンチレータ結晶の各々について合計値α
が求められるので、合計値はα１１～α６６までの３６個求められる。
【００７４】
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　検出器固有因子取得部２７は、シンチレータ２内部の位置が同じ４つのシンチレータ結
晶の合計値αを加算平均する。例えば、α１１，６１，６６，１６は、シンチレータ２内
部の位置が同じである。これら平均値をα１１～α６６の全てについて求める。この平均
値がブロック因子ｂである。例えば、４つのシンチレータ結晶に係る合計値α１１，６１
，６６，１６の平均値を求めると、これら４つのシンチレータ結晶についてのブロック因
子ｂが一度に求まることになる。
【００７５】
　＜ステップＳ９：円柱ファントムＰｈ３を用いた結晶固有因子ｅの取得＞
　ブロック因子ｂをシンチレータ結晶の位置に応じて２次元配列させると図１９の上側の
ようになっている。つまり、ｂ１１＝ｂ６１＝ｂ６６＝ｂ１６となっている。検出器固有
因子取得部２７は、検出データＡ３に幾何学因子ｇ，ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄ，時間分解
能的因子ｈを作用させるとともに、自らが求めたブロック因子ｂをも作用させ、もう一度
ファン・サム法により合計値を取得する。すると、図１９の下側のように、６×６のデー
タマトリックスが取得される。このマトリックスは結晶毎に異なる検出感度のバラツキを
表しており、マトリックスを構成するｅ１１～ｅ６６が結晶固有因子ｅである。
【００７６】
　結晶固有因子ｅは、シンチレータ結晶Ｃが固有に有する検出感度特性である。シンチレ
ータ結晶Ｃの各々は、同様な製法で製造されるので、品質は一定であるはずである。しか
し、実際は、放射線を蛍光に変換する能力、蛍光の強度等にはバラツキがある。結晶固有
因子ｅは、この様な個々のシンチレータ結晶Ｃに固有の放射線検出のバラツキを示してい
る。この結晶固有因子ｅは、他のあらゆる因子を取り除いた状態で最後に求められるもの
である。
【００７７】
　以上に説明した動径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄ，時間分解能的
因子ｈ，ブロック因子ｂ，および結晶固有因子ｅは、補正データとして設定記憶部３７に
記憶され、断層画像に表れる偽像を除去するのに使用される。
【００７８】
　＜放射線断層撮影装置の動作＞
　次に、実施例１に係る放射線断層撮影装置の動作について説明する。まず、被検体Ｍに
放射性薬剤が注射される。この時点から所定の時間が経過した時点で、被検体Ｍが天板１
０に載置され、被検体Ｍが検出器リング１２の内穴に挿入される。術者が操作卓３５を通
じて、消滅γ線対に検出を指示すると、検出器リング１２は、同時計数部２０に検出デー
タの送出を開始する。同時計数部２０は、検出データの同時計数を行い、偽像除去部２１
は、設定記憶部３７に記憶されている補正データに基づいて、偽像が写りこんだ断層画像
の補正を行う。偽像除去部２１は、動径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄ，散乱結晶干渉因子
Ｄ，時間分解能的因子ｈ，ブロック因子ｂ，および結晶固有因子ｅの全てを断層画像に作
用させ、断層画像に写りこんだ偽像を完全に除去して補正済みの検出データを画像生成部
２２に送出する。
【００７９】
　画像生成部２２は、被検体Ｍの断層画像を取得する。この断層画像は、被検体の放射性
薬剤の分布に重畳する偽像が消去されたものとなっている。この断層画像が表示部３６に
表示されて実施例１に係る放射線断層撮影装置の動作は終了となる。
【実施例２】
【００８０】
　次に、実施例２に係るＰＥＴ／ＣＴ装置について説明する。ＰＥＴ／ＣＴ装置とは、実
施例１で説明した放射線断層撮影装置ＰＥＴ装置）９と、Ｘ線を用いた断層画像を生成す
るＣＴ装置８とを有する構成で、両者で得られた断層画像を重ね合わせた合成画像を生成
することができる医用装置である。
【００８１】
　実施例２に係るＰＥＴ／ＣＴ装置の構成について説明する。実施例２に係るＰＥＴ／Ｃ
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Ｔ装置におけるＰＥＴ装置においては、実施例１で説明した放射線断層撮影装置（ＰＥＴ
装置）９を用いることができる。したがって、実施例２における特徴的な部分であるＣＴ
装置について説明する。図２０に示すように、ＣＴ装置８は、ガントリ４５を有している
。ガントリ４５には、ｚ方向に伸びた開口が設けられており、この開口に天板１０が挿入
されている。なお、ＣＴ装置８は、放射線断層撮影装置９にｚ方向から隣接する。ｚ軸は
、本発明の中心軸に相当する。
【００８２】
　ガントリ４５の内部には、Ｘ線を被検体に向けて照射するＸ線管４３と、被検体を透過
してきたＸ線を検出するＦＰＤ（フラット・パネル・ディテクタ）４４と、Ｘ線管４３と
ＦＰＤ４４とを支持する支持体４７とが備えられている。支持体４７は、リング形状とな
っており、ｚ軸周りに回転自在となっている。この支持体４７の回転は、例えばモータの
ような動力発生手段と、例えば歯車のような動力伝達手段とから構成される回転機構３９
が実行する。また、回転制御部４０は、この回転機構３９を制御するものである。Ｘ線管
４３は、本発明の放射線源に相当する。ＦＰＤ４４は、本発明の放射線検出手段に相当し
、支持体４７は、本発明の支持手段に相当する。回転機構３９は、本発明の回転手段に相
当し、回転制御部４０は、本発明の回転制御手段に相当する。支持体４７（Ｘ線管４３と
ＦＰＤ４４）の回転における中心軸は、検出器リング１２の中心軸と一致している。すな
わち、ＣＴ装置８は、その中心軸を検出器リングの中心軸を共有してｚ方向からＰＥＴ装
置に隣接して設けられている。
【００８３】
　ＣＴ画像生成部４８は、ＦＰＤ４４から出力されたＸ線検出データを基に、被検体Ｍの
Ｘ線断層画像を生成するものである。また、重ね合わせ部４９は、放射線断層撮影装置（
ＰＥＴ装置）９から出力された被検体内の薬剤分布を示すＰＥＴ画像と、上述のＸ線断層
画像とを重ね合わせることで重合画像を生成する構成となっている。
【００８４】
　主制御部４１は、各種のプログラムを実行することにより、実施例１に係る各部の他、
回転制御部４０，ＣＴ画像生成部４８，重ね合わせ部４９，およびＸ線管制御部４６とを
実現している。なお、上述の各部はそれらを担当する制御装置に分割されて実現されても
よい。
【００８５】
　Ｘ線透視画像の取得方法について説明する。Ｘ線管４３とＦＰＤ４４とは、互いの相対
位置を保った状態でｚ軸周りに回転する。このときＸ線管４３は間歇的にＸ線を被検体Ｍ
に向けて照射し、その度ごとに、ＣＴ画像生成部４８は、Ｘ線透視画像を生成する。この
複数枚のＸ線透視画像は、ＣＴ画像生成部４８において例えば、既存のバック・プロジェ
クション法を用いて単一の断層画像に組み立てられる。
【００８６】
　次に、合成画像の生成方法について説明する。ＰＥＴ／ＣＴ装置にて合成画像を取得す
るには、被検体Ｍの関心部位をＣＴ装置に導入して、被検体Ｍとガントリ４５との位置を
変更しながらＸ線断層画像を取得する。そして、被検体Ｍの関心部位を放射線断層撮影装
置（ＰＥＴ装置）９に導入してＰＥＴ画像を取得する。重ね合わせ部４９によって両画像
が重ね合わせられ、完成した合成画像は、表示部３６にて表示される。これにより、薬剤
分布と被検体の内部構造とを同時に認識することができるので診断に好適な断層画像が提
供できる。
【００８７】
　実施例２の構成によれば、被検体Ｍの内部構造と、薬剤分布との両方を取得できる放射
線断層撮影装置９が提供できる。ＰＥＴ装置は、一般的に薬剤分布に係る情報を得ること
ができる。しかしながら、被検体Ｍの臓器や組織を写しこんだ断層画像を参照しながら診
断を行う必要がある場合がある。上述の構成によれば、被検体Ｍの内部構造と、薬剤分布
との両方を取得できるので、例えば両画像を重ね合わせることで、診断に好適な合成画像
を生成させることができる。
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【００８８】
　以上のように、上述の構成によれば、散乱線を含んだ消滅γ線対を放射する円柱形のフ
ァントムを検出器リング１２の開口に挿入した状態で取得された補正データに基づいて断
層画像に表れる偽像を除去する。断層画像は、検出器リング１２の内部に被検体を導入し
た状態で取得される。被検体の体内で発生した消滅γ線対の一部は被検体によって散乱さ
れ、散乱線となる。したがって、断層画像は、散乱線を含んだ条件で取得されるのである
。本発明によれば、補正データも散乱線が含まれた条件で取得されたものであるので、補
正データは、断層画像に表れる偽像をより忠実に再現している。したがって、補正データ
を断層画像に作用させれば、断層画像に重畳する偽像は、高精度に消去される。
【００８９】
　そして、本発明の補正データを構成する各因子には、シンチレータ結晶Ｃの間に見られ
る放射線検出の隣接する結晶との位置関係や突き抜けに起因する偽像を補正させる散乱結
晶干渉因子Ｄが含まれている。この散乱結晶干渉因子Ｄは、中空の円筒ファントムを用い
て取得されたものである。消滅γ線対が散乱すると、放射線の進行方向が変化する。する
と、放射線が発生してから検出器リング１２に入射するまでの時間も変化する。この様に
、結晶干渉因子ｄは消滅γ線対の散乱により乱される。しかし、本発明によれば、リング
ファントムＰｈ２を用い、検出器リングに１２に入射する前の段階で散乱線が発生する状
態で取得された散乱結晶干渉因子Ｄが得られるので、散乱線の影響を含めて補正すること
ができるのである。リングファントムＰｈ２を用いると、放射線が進行する間にリングフ
ァントムＰｈ２の一部で散乱が起こるので、消滅γ線対は、ある割合で散乱する。
【００９０】
　上述の構成によれば、より高精度な散乱結晶干渉因子Ｄを取得することができる。ファ
ントムがリング状となっていれば、ファントムの重量を軽くすることができるので、検出
器リング１２にファントムを導入するのが容易となり、また、ファントムの外径をより大
きくすることができる。検出器リング１２の視野範囲を覆うことができる程度に大きなリ
ングファントムＰｈ２を用意することができるようになるので、より高精度な散乱結晶干
渉因子Ｄを求めることができる。
【００９１】
　また、上述の構成によれば、補正データには、個々の放射線検出器１の間で放射線の検
出感度が異なることに起因して表れる断層画像のムラを補正させるブロック因子ｂ，結晶
固有因子ｅが含まれている。これにより、断層画像に重畳する偽像を高精度に消去するこ
とができる。このブロック因子ｂ，結晶固有因子ｅは、消滅γ線対を照射する円柱ファン
トムＰｈ３を検出器リング１２に導入した状態で取得されることになるが、円柱ファント
ムＰｈ３は、中空を有していない。ブロック因子ｂ，結晶固有因子ｅは、前述のファン・
サム法によって取得される。ファン・サム法は、特定のシンチレータ結晶Ｃが検出した消
滅γ線対の検出データを合計することでブロック因子ｂ，結晶固有因子ｅを取得する方法
である。ブロック因子ｂ，結晶固有因子ｅの取得の際に、合計される各検出データは、略
同一の線量の消滅γ線対を検出していればより望ましい。上述の構成によれば、円柱ファ
ントムＰｈ３に中空を設けていないので、上述の望ましい条件に近い。
【００９２】
　さらに、円柱ファントムＰｈ３を用いると、放射線が進行する間に円柱ファントムＰｈ
３の一部で散乱が起こるので、消滅γ線対は、ある割合で散乱する。ブロック因子ｂ，結
晶固有因子ｅは、散乱線が含まれた条件で取得されたものであるので、断層画像に重畳す
る偽像をより忠実に表したものとなる。
【００９３】
　そして、上述の構成によれば、補正データには、消滅γ線対の発生点が検出器リング１
２の中心から内壁に近づくにつれ、放射線の検出感度が変動することに起因して表れる断
層画像のムラを補正させる動径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄが含まれている。これにより
、断層画像に重畳する偽像を確実に消去することができる。動径方向因子ｇ，結晶干渉因
子ｄは、消滅γ線対を放射するとともに検出器リング１２の中心軸に伸びた棒状の線源を
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検出器リング１２の開口に挿入して、これを検出器リング１２の内壁に沿って回転させな
がら取得されたものである。これにより、動径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄは、散乱線が
発生しない状態で取得される。動径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄは、消滅γ線対を検出す
る２つのシンチレータ結晶Ｃを結ぶＬＯＲが特定の方向となっているもののみを使用する
。
【００９４】
　そして、上述の構成は、各因子の取得方法を示している。すなわち、各因子は、動径方
向因子ｇ，結晶干渉因子ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄ，時間分解能的因子ｈ，ブロック因子ｂ
，結晶固有因子ｅの順に求められる。しかも、求められた因子は、次の因子を求める際に
使用される。すなわち、散乱結晶干渉因子Ｄ及び時間分解能的因子ｈを求める際には、動
径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄが使用され、ブロック因子ｂ，結晶固有因子ｅを求める際
には、動径方向因子ｇ，結晶干渉因子ｄ，散乱結晶干渉因子Ｄ，時間分解能的因子ｈが使
用される。この様にすれば、より高精度に各因子を求めることができるのである。
【００９５】
　本発明は上述の実施例に限られず、下記のように変形実施することができる。
【００９６】
　（１）上述の構成における棒状線源Ｐｈ１の代わりにリングファントムＰｈ２を使用す
ることができる。動径方向因子ｇの算出は、上述と同様であるが、結晶干渉因子ｄを求め
てしまえば、散乱結晶干渉因子Ｄを求める必要はない。結晶干渉因子ｄは、散乱線が発生
する条件で求められたものだからである。
【００９７】
　（２）上述の構成におけるリングファントムＰｈ２の代わりに円柱ファントムＰｈ３を
使用することもできる。円柱ファントムＰｈ３も散乱線を発生するので、散乱結晶干渉因
子Ｄを導出するのに好都合である。
【００９８】
　（３）上述の構成における円柱ファントムＰｈ３の代わりにリングファントムＰｈ２を
使用することもできる。図２１に示すように、ファントムに中空を有しているのでファン
・サム法で合計されるＬＯＲのほとんどは、リングファントムＰｈ２の中空を横切る。し
かし、ファン状のＬＯＲの束のうち、端部のＬＯＲに注目すると、リングファントムＰｈ
２の中空を通らないものがある。この様なＬＯＲに沿う消滅γ線対は、中空を横切るＬＯ
Ｒに沿う消滅γ線対よりも、多いものとなっている。この様な違いがあるので、リングフ
ァントムＰｈ２を用いたブロック因子ｂ，結晶固有因子ｅの取得は、ファン状のＬＯＲの
束のうち、リングファントムＰｈ２の中空を横切るものだけ合計するか、ＬＯＲ毎に検出
値の重み付けを行うことで実現される。
【００９９】
　（４）上述した各実施例のいうシンチレータ結晶は、ＬＹＳＯで構成されていたが、本
発明においては、その代わりに、ＧＳＯ（Ｇｄ２ＳｉＯ５）などのほかの材料でシンチレ
ータ結晶を構成してもよい。本変形例によれば、より安価な放射線検出器が提供できる放
射線検出器の製造方法が提供できる。
【０１００】
　（５）上述した各実施例において、光検出器は、光電子増倍管で構成されていたが、本
発明はこれに限らない。光電子増倍管に代わって、フォトダイオードやアバランシェフォ
トダイオードや半導体検出器などを用いていもよい。
【符号の説明】
【０１０１】
Ｃ     シンチレータ結晶
Ｄ     散乱結晶干渉因子
ｂ，ｅ ブロック因子、結晶固有因子（検出器固有因子）
ｇ，ｄ 動径方向因子、結晶干渉因子（幾何学因子）
ｈ     時間分解能的因子
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１     放射線検出器
２     シンチレータ
３     光検出器
１２   検出器リング
２１   偽像除去部（偽像除去手段）
２２   画像生成部（画像生成手段）
２５   幾何学因子取得部（幾何学因子取得手段）
２６   散乱結晶干渉因子・時間分解能的因子取得部（散乱結晶干渉因子・時間分解能的
因子取得手段）
２７   検出器固有因子取得部（検出器固有因子取得手段）
３７   設定記憶部（補正データ記憶手段）
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