(57)【要約】
【課題】事象毎の時間情報を精度良く取得して、他の核
種との分離を可能にし、画質を良好なものとすることに
ある。
【解決手段】体内に投与された放射性核種より放出され
る放射線を蛍光作用によりシンチレーション光に変換す
るシンチレーション結晶３と、このシンチレーション光
を電気信号に変換する光電子増倍管５と、この光電子増
倍管の出力信号が所定のレベルを超えるとタイミング信
号を発生するタイミング信号生成部12と、このタイミン
グ信号が入力されると光電子増倍管５の出力信号をデジ
タル信号に変換する信号処理部13と、クロック52より一
定時間間隔で発生するパルスを計数し、前記タイミング
信号が入力されるとそれまでに計数されたカウント値を
出力するカウンタ53と、このカウンタより出力されるカ
ウント値を記憶すると共に、信号処理部13で処理された
出力信号を記憶する記憶部44とを備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】 体内に投与された放射性核種より放出さ
れる放射線を検出して核種の分布を測定する放射線検出
器において、
前記放射性核種より放出される放射線が入射すると蛍光
作用によりシンチレーション光を発光するシンチレーシ
ョン結晶と、このシンチレーション結晶から放出された
シンチレーション光を電気信号に変換する光電子変換器
と、この光電子変換器の出力信号が所定のレベルを超え
るとタイミング信号を発生するタイミング信号発生回路
と、このタイミング信号発生回路よりタイミング信号が
入力されると前記光電子変換器の出力信号をデジタル信
号に変換する信号処理回路と、一定時間間隔のパルスを
発生するクロック及びこのクロックから出力されるパル
スを計数するカウンタを有し、前記タイミング信号発生
回路よりタイミング信号が入力されると前記カウンタ回
路で計数されたカウント値を出力する時間計測部と、こ
の時間計測部より出力されるカウント値を記憶すると共
に、前記信号処理回路で処理された出力信号を記憶する
記憶部とを備えたことを特徴とする放射線検出器。
【請求項２】 体内に投与された放射性核種より放出さ
れる放射線を検出して核種の分布を測定する放射線検出
器において、
前記放射性核種より放出される放射線を検出して電気信
号に変換する半導体素子と、タイミング信号を発生させ
るためのタイミング信号発生回路と、この半導体の出力
信号が所定のレベルを超えるとタイミング信号を発生す
るタイミング信号発生回路と、このタイミング信号発生
回路よりタイミング信号が入力されると前記半導体素子
の出力信号をデジタル信号に変換する信号処理回路と、
一定時間間隔のパルスを発生するクロック及びこのクロ
ックから出力されるパルスを計数するカウンタを有し、
前記タイミング信号発生回路よりタイミング信号が入力
されると前記カウンタ回路で計数されたカウント値を出
力する時間計測部と、この時間計測部より出力されるカ
ウント値を記憶すると共に、前記信号処理回路で処理さ
れた出力信号を記憶する記憶部とを備えたことを特徴と
する放射線検出器。
【請求項３】 請求項１又は請求項２記載の放射線検出
器において、時間計測部は外部トリガ入力部を備え、こ
の外部トリガ入力部に測定スタート信号が入力されると
そのときのカウンタ値を前記カウンタより前記記憶部に
入力して記憶させるようにしたことを特徴とする放射線
検出器。
【請求項４】 体内に投与された放射性核種より放出さ
れる放射線を検出して核種の分布を測定する放射線検出
器において、
前記放射性核種より放出される放射線が入射すると蛍光
作用によりシンチレーション光を発光するシンチレーシ
ョン結晶と、このシンチレーション結晶から放出された
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シンチレーション光を電気信号に変換する光電子変換器
とを有する検出器ヘッドと、この検出器ヘッドを被検体
を中心に回転させる回転機構と、一定時間間隔のパルス
を発生するクロックと、このクロックから出力されるパ
ルス数に応じて前記回転機構を駆動制御する回転駆動制
御部と、前記検出器ヘッドに有する光電子変換器の出力
信号が所定のレベルを超えるとタイミング信号を発生す
るタイミング信号発生回路と、このタイミング信号発生
回路よりタイミング信号が入力されると前記光電子変換
器の出力信号をデジタル信号に変換する信号処理回路
と、前記クロックから出力されるパルスを計数するカウ
ンタを有し、前記タイミング信号発生回路よりタイミン
グ信号が入力されると前記カウンタ回路で計数されたカ
ウント値を出力する時間計測部と、この時間計測部より
出力されるカウント値を記憶すると共に、前記信号処理
回路で処理された出力信号を記憶する記憶部とを備えた
ことを特徴とする放射線検出器。
【請求項５】 体内に投与された放射性核種より放出さ
れる放射線を検出して核種の分布を測定する放射線検出
器において、
前記放射性核種より放出される放射線を検出して電気信
号に変換する半導体素子を有する検出器ヘッドと、この
検出器ヘッドを被検体を中心に回転させる回転機構と、
一定時間間隔のパルスを発生するクロックと、このクロ
ックから出力されるパルス数に応じて前記回転機構を駆
動制御する回転駆動制御部と、前記検出器ヘッドに有す
る半導体素子の出力信号が所定のレベルを超えるとタイ
ミング信号を発生するタイミング信号発生回路と、この
タイミング信号発生回路よりタイミング信号が入力され
ると前記半導体素子の出力信号をデジタル信号に変換す
る信号処理回路と、前記クロックから出力されるパルス
を計数するカウンタを有し、前記タイミング信号発生回
路よりタイミング信号が入力されると前記カウンタ回路
で計数されたカウント値を出力する時間計測部と、この
時間計測部より出力されるカウント値を記憶すると共
に、前記信号処理回路で処理された出力信号を記憶する
記憶部とを備えたことを特徴とする放射線検出器。
【請求項６】 体内に投与された放射性核種より放出さ
れる放射線を検出して核種の分布を測定する放射線検出
方法において、
放射線を検出して電気信号に変換する検出器ヘッドに放
射線が入射する毎に真の事象かどうかを判別し、真の事
象のときにタイミング信号を発生させて、前記検出器ヘ
ッドからの信号をデジタル信号として記憶し、各事象を
処理して画像化を行うに際して、一定時間間隔で発生さ
せたパルスをカウントし、各事象が発生したときのカウ
ント数を前記デジタル信号と同時に記憶させることを特
徴とする放射線位置検出方法。
【請求項７】 体内に投与された放射性核種より放出さ
れる放射線を検出して核種の分布を測定する放射線検出
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方法において、
放射線を検出して電気信号に変換する検出器ヘッドに放
射線が入射する毎に真の事象かどうかを判別し、真の事
象のときにタイミング信号を発生させて、前記検出器ヘ
ッドからの信号をデジタル信号として記憶し、各事象を
処理して画像化を行うに際して、一定時間間隔で発生さ
せたパルスをカウントし、外部信号が入力されたときの
カウント数を前記デジタル信号と同時に記憶させること
を特徴とする放射線検出方法。
【請求項８】 体内に投与された放射性核種より放出さ
れる放射線を検出して核種の分布を測定する放射線検出
方法において、
放射線を検出して電気信号に変換する検出器ヘッドを回
転し、前記検出器ヘッドに放射線が入射する毎に真の事
象かどうかを判別し、真の事象のときにタイミング信号
を発生させて、前記検出器ヘッドからの信号をデジタル
信号として記憶し、各事象を処理して画像化を行うに際
して、一定時間間隔でパルスを発生させ、該パルスに応
じて前記検出器ヘッドを回転させると共に、前記タイミ
ング信号が発生したときのパルス積算カウント数を前記
デジタル信号と同時に記憶させることを特徴とする放射
線検出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、シンチレータある
いは半導体素子を用いた放射線検出装置とその検出方
法、特に核医学で用いられるガンマカメラ、ポジトロン
カメラなどの位置敏感型放射線検出装置とその位置検出
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、核医学の進展につれて、体内に放
射性核種を投与し、この核種より放出される放射線を検
出して核種の分布を測定することにより、病巣の診断を
行うことが可能となった。
【０００３】一般的にガンマ線放出核種の分布を検出す
る装置としては、ガンマカメラ、あるいはシンチレーシ
ョンカメラがあり、ポジトロン放出核種を検出する装置
としてはポジトロンカメラと呼ばれるものが、またＣＴ
技術を用いてポジトロン放出核種分布の３次元画像を得
る装置としてはポジトロンＣＴ、あるいはＰＥＴと呼ば
れるものがある。
【０００４】一方、がん治療の分野では、重イオンを用
いた粒子線がん治療装置が注目を集めている。この粒子
線がん治療方法は、加速器リングで高エネルギーに加速
した炭素などの重イオンビームをがん組織に集中的に照
射し、がん細胞のみを死滅させる治療方法である。この
治療方法において、照射位置の高精度化を目的として、
ポジトロン放出核種である炭素同位体ビームを照射して
ポジトロン核種の位置検出を行うポジトロンカメラシス
テムが開発されつつある。
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【０００５】上記ポジトロン放出核種は、核種より生成
されたポジトロン（陽電子）が電子との対消滅によりほ
ぼ１８０度異なる方向に２つのガンマ線を放出する。ポ
ジトロンカメラは、この２つのガンマ線を検出し、ポジ
トロン核種の位置を求めるものである。よって、ポジト
ロン放出核種分布測定の検出の基本部分は、ガンマ線放
出核種の場合と同等である。
【０００６】ここで、核医学の分野で、もっとも一般的
に用いられている位置敏感型シンチレーション検出器、
アンガー型ガンマカメラについて図５により説明する。
【０００７】図５はアンガー型ガンマカメラの概略構成
図である。
【０００８】図５において、１はガンマカメラで、この
ガンマカメラ１は検出器ヘッド２と測定回路１１とを備
えている。
【０００９】上記検出器ヘッド２は、シンチレーション
結晶３、ライトガイド４、複数個の光電子増倍管５及び
鉛コリメータ６で構成されている。
【００１０】シンチレーション結晶３は、平板形状のヨ
ウ化ナトリウムであり、例えば直径50cm、厚さ1cmの大
きさを有している。このシンチレーション結晶３には、
ガラス製のライトガイド４が、さらにライトガイド４に
は複数個の光電子増倍管５が二次元的に配置されてそれ
ぞれ取付けられている。また、鉛コリメータ６は、複数
の平行な孔を有し、シンチレーション結晶３の全面に配
備されている。
【００１１】一方、計測回路１１は、タイミング信号生
成部１２、信号処理部１３、記憶部１４から構成されて
いる。
【００１２】タイミング信号生成部１２には、信号ロジ
ック１５、トリガ発生器１６が備えられている。また、
信号処理部１３には、波形整形器１７とＡＤ変換器１８
が備えられている。記憶部１４には、通信ライン１９を
経由してデータ処理計算機２０が接続されている。
【００１３】このような構成のガンマカメラにおいて、
ガンマ線放出核種の位置検出は以下のようにして行われ
る。
【００１４】体内のガンマ線放出核種から放出された一
つのガンマ線が鉛コリメータ６を通してシンチレーショ
ン結晶３に入射すると、シンチレーション結晶３は蛍光
作用によりシンチレーション光を発光する。一つのガン
マ線入射に対して放出されるシンチレーション光の数
は、ガンマ線のエネルギーにもよるが、数万個程度あ
り、これらは全方向に向けて放出される。
【００１５】このシンチレーション結晶３から放出され
たシンチレーション光は、ライトガイド４を経由して複
数個の光電子増倍管５に伝えられる。これらの光電子増
倍管５は、シンチレーション光を受光して電気信号に変
換し、その出力信号はシンチレーション光量に応じたパ
ルス波高となる。
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【００１６】各光電子増倍管５の受光量は、入射した一
つのガンマ線からの距離を反映する。つまり、パルス波
高が最も大きい光電子増倍管は、ガンマ線がシンチレー
ション光に変換された位置（以下、シンチレーション点
と呼ぶ）に最も近い光電子増倍管である。したがって、
光電子増倍管５の出力は、統計的なふらつきを無視すれ
ばシンチレーション点からの距離に応じた大きさのパル
ス波高となる。
【００１７】このとき鉛コリメータ６は、体内のガンマ
線放出核種から放出されたガンマ線のうち、鉛コリメー
タ６の孔と平行な成分のみを通過させる働きをする。こ
れにより、シンチレーション結晶３におけるガンマ線の
検出位置は、体内におけるガンマ線放出核種の位置を反
映することになる。
【００１８】これら各光電子増倍管５からの出力信号
は、それぞれ計測回路１１にて２つに分けられ、タイミ
ング信号生成部１２及び信号処理部１３に送られる。
【００１９】タイミング信号生成部１２では、信号ロジ
ック１５により光電子増倍管５が出力した事象に対し
て、この事象がガンマ線放出核種から放出されたガンマ
線であるかどうかを判定し、真の事象であるときのみト
リガ信号を出力する。
【００２０】この場合、真の事象であるか否かを信号ロ
ジック１５により判別する方法としては、例えば光電子
増倍管５の出力波高値のチャンネル総和が一定範囲内に
あるかどうかにより行う方法や、各光電子増倍管５の出
力波高値のうち一定レベルを超えるチャンネル数により
行う方法などがある。
【００２１】また、信号処理部１３では、タイミング信
号生成部１２からトリガ信号が送られてきたときのみ信
号処理を行う。すなわち、信号処理部１３中の波形整形
器１７は、１つのガンマ線の入射に応じた光電子増倍管
５の出力信号を整形し、出力最大値にてホールドを行う
などして、波形整形器１７に接続されたＡＤ変換器１８
に信号が読み込まれるようにレベル信号に変換処理を行
う。また、必要に応じて波形整形器１７で信号の積分化
が行われる。レベル信号はＡＤ変換器１８においてデジ
タル信号に変換される。
【００２２】さらに、記憶部１４は、ＡＤ変換器１８か
らのデジタル出力を保持する。この記憶部１４は通信ラ
イン１９を経由してデータ処理計算機２０に接続され、
記憶部１４に蓄えられたデータがデータ処理計算機２０
に伝送される。
【００２３】ここで、記憶部１４では、通信による測定
のデッドタイムを減少させるため、複数事象分のデータ
が保持され、一定事象毎、または一定時間毎にまとめて
データ処理計算機２０に伝送される。
【００２４】このデータ処理計算機２０では、通信ライ
ン１９を経由して送られてきた一事象毎の各光電子増倍
管５の出力波高値に対応するデジタルデータを処理し、
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ガンマ線のシンチレーション結晶入射位置を算出する。
この算出された事象毎のガンマ線位置を複数事象に渡っ
て蓄積することにより画像データに変換され、表示され
る。
【００２５】ここで、検出される事象は、しばしば時間
情報を持たせるために時間毎に区切って計測される。こ
の目的の一つは、核種の崩壊により補正率が変化するた
めに、画像データに計数補正を行うためである。特にＣ
Ｔ撮影を行うような回転型シンチレーションカメラで
は、回転角度に対し計数補正が行われる。
【００２６】以上がアンガー型ガンマカメラの構成並び
に作用である。
【００２７】次にポジトロンカメラについて説明する。
【００２８】ポジトロンカメラでは、１８０度異なる方
向に放出された２つのガンマ線を対向する位置敏感型シ
ンチレーションカメラにて検出し、ポジトロン核種の位
置を算出する。ポジトロンカメラにおけるタイミング信
号の生成は、対向するシンチレーションカメラにおける
ガンマ線同時計測条件により行うのが一般的である。
【００２９】一方、現在開発中の粒子線がん治療装置に
おけるポジトロンカメラシステムでは、検査時間の短縮
化のため、一般の核医学用核種より短寿命のポジトロン
放出核種を検出することが求められている。
【００３０】ここで、短寿命核種としては、例えば寿命
１０
１０秒程度の
Ｃなどがある。このシステムにおい
て、各事象の時間情報は、他の短寿命核種との分離を行
うために重要である。
１０
【００３１】図６は核種
Ｃを粒子線がん治療装置に
より体内に注入した場合の計数率曲線を示す一例であ
１０
る。図中では、核種
Ｃを示す寿命１０秒の減衰曲線
の他に、さらに短寿命の核種の減衰曲線と長寿命の核種
の減衰曲線が混ざり合い、バックグランドとなっている
ことが、時間軸の１０秒を経過しても計数率が零になら
ないことからもわかる。
【００３２】ここで、寿命１０秒の減衰曲線が判別でき
１０
る時間区分のみの事象を選び出すことにより核種
Ｃ
以外の事象を大きく減少させることができる。
【００３３】しかしながら、従来の位置敏感型シンチレ
ーション検出器では、事象毎に時間情報を持たないまま
一旦記憶部に複数事象分の情報を蓄えた後、その情報を
１０
データ処理計算機２０に伝送するため、寿命の短い
Ｃのような核種に対して時間情報を得る場合は、十分な
時間精度が得られないという問題がある。そのため、画
像データに他の核種データが混じって画像を不明確にし
たり、他の核種データを取り除くときに真の事象データ
が取り除かれて検出効率が低下するため、計測時間が長
くなってしまう。
【００３４】
【発明が解決しようとする課題】このように従来のシン
チレーション検出器では、短寿命の核種に対して、精度
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良く事象毎の時間情報を取得するのが難しく、他の核種
との分離ができないという問題がある。
【００３５】本発明は上記のような問題点を解消すべく
なされたもので、事象毎の時間情報を精度良く取得し
て、他の核種との分離を可能にし、画質の良好な放射線
検出器及び検出方法を提供することを目的とする。
【００３６】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するために以下のように構成されている。
【００３７】（１）体内に投与された放射性核種より放
出される放射線を検出して核種の分布を測定する放射線
検出器において、前記放射性核種より放出される放射線
が入射すると蛍光作用によりシンチレーション光を発光
するシンチレーション結晶と、このシンチレーション結
晶から放出されたシンチレーション光を電気信号に変換
する光電子変換器と、この光電子変換器の出力信号が所
定のレベルを超えるとタイミング信号を発生するタイミ
ング信号発生回路と、このタイミング信号発生回路より
タイミング信号が入力されると前記光電子変換器の出力
信号をデジタル信号に変換する信号処理回路と、一定時
間間隔のパルスを発生するクロック及びこのクロックか
ら出力されるパルスを計数するカウンタを有し、前記タ
イミング信号発生回路よりタイミング信号が入力される
と前記カウンタ回路で計数されたカウント値を出力する
時間計測部と、この時間計測部より出力されるカウント
値を記憶すると共に、前記信号処理回路で処理された出
力信号を記憶する記憶部とを備えている。さらに、上記
時間計測部は外部トリガ入力部を備え、この外部トリガ
入力部に測定スタート信号が入力されるとそのときのカ
ウンタ値を前記カウンタより前記記憶部に入力して記憶
させる。
【００３８】（２）体内に投与された放射性核種より放
出される放射線を検出して核種の分布を測定する放射線
検出器において、前記放射性核種より放出される放射線
を検出して電気信号に変換する半導体素子と、タイミン
グ信号を発生させるためのタイミング信号発生回路と、
この半導体の出力信号が所定のレベルを超えるとタイミ
ング信号を発生するタイミング信号発生回路と、このタ
イミング信号発生回路よりタイミング信号が入力される
と前記半導体素子の出力信号をデジタル信号に変換する
信号処理回路と、一定時間間隔のパルスを発生するクロ
ック及びこのクロックから出力されるパルスを計数する
カウンタを有し、前記タイミング信号発生回路よりタイ
ミング信号が入力されると前記カウンタ回路で計数され
たカウント値を出力する時間計測部と、この時間計測部
より出力されるカウント値を記憶すると共に、前記信号
処理回路で処理された出力信号を記憶する記憶部とを備
えている。さらに、時間計測部は外部トリガ入力部を備
え、この外部トリガ入力部に測定スタート信号が入力さ
れるとそのときのカウンタ値を前記カウンタより前記記
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憶部に入力して記憶させる。
【００３９】このような構成の放射線検出器とすれば、
事象毎に精度の良い時間情報を持つことができる。した
がって、計数率曲線を用いた他の核種との分離が可能と
なって、測定データから他の核種の混在を減少させると
ともに真事象の数え落としを低下させることができ、高
検出効率で、画質の良好な放射線検出器を提供すること
ができる。
【００４０】
【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を図面を
参照して説明する。
【００４１】図１は本発明によるシンチレーション検出
器の第１の実施の形態を示す概略構成図で、図５に示し
た従来例のものと同じ部品には同一符号を付して説明す
る。
【００４２】図１において、３１はガンマカメラで、こ
のガンマカメラ３１は検出器ヘッド２と計測回路４１と
を備えている。
【００４３】上記検出器ヘッド２は、シンチレーション
結晶３、ライトガイド４、複数個の光電子増倍管５及び
鉛コリメータ６で構成されている。
【００４４】シンチレーション結晶３は、平板形状のヨ
ウ化ナトリウムであり、例えば直径50cm、厚さ1cmの大
きさ有している。このシンチレーション結晶３には、ガ
ラス製のライトガイド４が、さらにライトガイド４には
複数個の光電子増倍管５が二次元的に配置されてそれぞ
れ取付けられている。鉛コリメータ６は、複数の平行な
孔を有し、シンチレーション結晶３の全面に配備されて
いる。
【００４５】一方、上記計測回路４１は、タイミング信
号生成部４２、信号処理部１３、記憶部４４、時間計測
部５１で構成されている。
【００４６】タイミング信号生成部４２には、信号ロジ
ック４５、トリガ発生器４６が備えられている。また、
信号処理部１３には、波形整形器１７とＡＤ変換器１８
が備えられている。時間計測部５１は、クロック５２と
カウンタ５３、外部トリガ入力部５４が備えられてい
る。記憶部４４には、通信ライン１９を経由してデータ
処理計算機２０が接続されている。
【００４７】このような構成のガンマカメラ３１におい
て、ガンマ線放出核種の位置検出は以下のようにして行
われる。
【００４８】体内に投与されたガンマ線放出核種から放
出された一つのガンマ線が検出器ヘッド２の鉛コリメー
タ６を通してシンチレーション結晶３に入射されると、
シンチレーション結晶３は蛍光作用によりシンチレーシ
ョン光を発光する。
【００４９】シンチレーション結晶３から放出されたシ
ンチレーション光は、ライトガイド４を経由して光電子
増倍管５に伝えられる。これら光電子増倍管５は、シン
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チレーション光を受光して電気信号に変換し、その出力
信号は統計的なふらつきを無視すれば、シンチレーショ
ン光量に応じたパルス波高、つまり、シンチレーション
点からの距離に応じたパルス波高となる。
【００５０】このとき鉛コリメータ６は、体内のガンマ
線放出核種から放出されたガンマ線のうち、鉛コリメー
タ６の孔と平行な成分のみを通過させる働きをする。こ
れにより、シンチレーション結晶３におけるガンマ線の
検出位置は、体内におけるガンマ線放出核種の位置を反
映することになる。
【００５１】これら各光電子増倍管５からの出力信号
は、それぞれ計測回路４１にて２つに分けられ、タイミ
ング信号生成部４２および信号処理部１３に送られる。
【００５２】タイミング信号生成部４２では、信号ロジ
ック４５により光電子増倍管５が出力した事象に対し
て、この事象がガンマ線放出核種から放出されたガンマ
線であるかどうかを判定し、真の事象であるときのみト
リガ発生器４６からトリガ信号を出力する。
【００５３】また、信号処理部１３では、タイミング信
号生成部４２からトリガ信号が送られてきたときのみ信
号処理を行う。すなわち、信号処理部１３内の波形整形
器１７により１つのガンマ線の入射に応じた光電子増倍
管５の出力信号を整形し、波形整形器１７に接続された
ＡＤ変換器１８に信号が読み込まれるようにレベル信号
に変換処理を行う。また、必要に応じて波形整形器１７
において信号の積分化が行われる。レベル信号はＡＤ変
換器１８においてデジタル信号に変換される。
【００５４】一方、時間計測部５１に備えられたクロッ
ク５２は、システム起動と同時にパルス信号を出し始
め、カウンタ５３はクロック５２から出力されたパルス
信号を計数している。
【００５５】この時間計測部５１に対して、外部トリガ
入力部５４より測定スタート信号を示す外部トリガ信号
が入力されると、このときのカウンタ値が記憶部４４に
伝送されて記憶される。このときのデータ構造として、
真の事象の場合と同様の構造とし、外部トリガ信号入力
であることを示すステータスとカウンタ値とに加えて、
ＡＤ変換器１８からのデジタル出力に相当する値を記憶
するようにしておけば、演算及び解析ロジックやデータ
通信ロジックを単純化することができる。
【００５６】さらに、タイミング信号生成部４２から出
力されたトリガ信号が時間計測部５１に入力されると、
このときのカウンタ値が記憶部４４に伝送され、真の事
象であることを示すステータスとカウンタ値、さらにＡ
Ｄ変換器１８からのデジタル出力を記憶する。
【００５７】この記憶部４４に蓄えられたデータは、通
信ライン１９を経由してデータ処理計算機２０に伝送さ
れる。この場合、記憶部４４には通信による測定のデッ
ドタイムを減少させるため、複数事象分のデータが保持
され、一定事象毎、または一定時間毎にまとめてデータ
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処理計算機２０に伝送される。
【００５８】データ処理計算機２０では、通信ライン１
９を経由して送られてきた一事象毎の各光電子増倍管５
の出力波高値に対応するデジタルデータを処理し、シン
チレーション結晶３に入射したガンマ線の位置を算出す
る。この算出された事象毎のガンマ線入射位置を複数事
象に渡って蓄積し、これらを画像データに変換した後、
図示しない表示装置に表示される。
【００５９】以上説明したように本発明の第１の実施の
形態においては、計測回路４１にクロック５２とカウン
タ５３が備えられた時間計測部５１を設け、記憶部４４
の出力データに対して事象毎に信号処理部１３で処理さ
れたデジタル出力の他にカウンタ値を記録し、さらに時
間計測部５１に備えられた外部トリガ入力部５４に測定
スタート信号を入力し、このときのカウンタ値を記録す
るようにしたものである。そして、時刻計測部５１のク
ロック５２より一定周期でパルス信号を発生させ、事象
に対応して記録されたカウンタ値から測定スタートに対
応するカウンタ値を差し引くことで、正確に事象が発生
した時刻を算出できるようにしている。
１０
【００６０】したがって、例えば
Ｃのような短寿命
核種においても、正確な計数率曲線を求めることが可能
１０
になり、
Ｃを示す減衰曲線として判別できる時間区
１０
分のみの事象を選び出すことにより核種
Ｃ以外から
なるバックグランド事象を大きく減少させることができ
る。
【００６１】よって、測定により得られる画像データの
画質が良好で、また真の事象の数え落としが減少するた
め、高効率なシンチレーション検出器を提供することが
可能になる。
【００６２】上述した第１の実施の形態では、本発明を
ガンマカメラに適用した場合について説明したが、ＳＰ
ＥＣＴ装置などの回転型シンチレーションカメラや、ポ
ジトロンカメラ、さらにはＰＥＴ装置、その他のシンチ
レーション検出器に対しても前述同様に適用実施できる
ことは明らかである。
【００６３】さらに、近年では放射線を検出し、これを
電気信号に変換して出力する半導体素子が開発され、こ
の半導体素子をシンチレーション結晶と光電子変換素子
からなる検出器ヘッドと置換しても、前述同様の作用効
果を得ることができる。このような半導体素子として代
表的なものとしてシリコン（Ｓｉ）があげられる。
【００６４】図２は本発明によるシンチレーション検出
器の第２の実施の形態を示す概略構成図で、図１と同一
部品には同一符号を付してその説明を省略し、ここでは
異なる部分について述べる。
【００６５】第２の実施の形態では、図１と同一構成の
検出器ヘッド２と計測回路４１とを備え、さらに呼吸動
作をモニタするための呼吸モニタ装置６２と呼吸同期パ
ルス発生回路６３とを設け、この呼吸同期パルス発生回
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路６３の出力端を信号ライン６４を経由して計測回路４
１の時間計測部５１に備えられた外部トリガ入力部５４
に接続する構成とするものである。
【００６６】上記呼吸モニタ装置６２は、呼吸動作をモ
ニタし、図３に示すような呼吸波形を出力する。図３に
おいて、横軸（時間軸）上側が吸期を下部が呼期を示
し、また呼吸波形に複数のレベルＬ１、Ｌ２，−Ｌ１，
−Ｌ２が設定されている。
【００６７】また、上記呼吸同期パルス発生回路６３
は、図３に示す呼吸波形が一定レベルを超えるとパルス
を発生し、通過するレベルおよび通過方向によってパル
スの波高値が変化するよう設定されている。
【００６８】このような構成のガンマカメラ６１におい
て、ガンマ線放出核種の位置検出は以下のようにして行
われる。
【００６９】体内に投与されたガンマ線放出核種から放
出された一つのガンマ線が検出器ヘッド２の鉛コリメー
タ６を通してシンチレーション結晶３に入射されると、
シンチレーション結晶３は蛍光作用によりシンチレーシ
ョン光を発光する。
【００７０】シンチレーション結晶３から放出されたシ
ンチレーション光は、ライトガイド４を経由して光電子
増倍管５に伝えられる。これら光電子増倍管５は、シン
チレーション光を受光して電気信号に変換し、その出力
信号は統計的なふらつきを無視すれば、シンチレーショ
ン光量に応じたパルス波高、つまり、シンチレーション
点からの距離に応じたパルス波高となる。
【００７１】このとき鉛コリメータ６は、体内のガンマ
線放出核種から放出されたガンマ線のうち、鉛コリメー
タ６の孔と平行な成分のみを通過させる働きをする。こ
れにより、シンチレーション結晶３におけるガンマ線の
検出位置は、体内におけるガンマ線放出核種の位置を反
映することになる。
【００７２】これら各光電子増倍管５からの出力信号
は、それぞれ計測回路４１にて２つに分けられ、タイミ
ング信号生成部４２および信号処理部１３に送られる。
【００７３】タイミング信号生成部４２では、信号ロジ
ック４５により光電子増倍管５が出力した事象に対し
て、この事象がガンマ線放出核種から放出されたガンマ
線であるかどうかを判定し、真の事象であるときのみト
リガ信号を出力する。
【００７４】また、信号処理部１３では、タイミング信
号生成部４２からトリガ信号が送られてきたときのみ信
号処理を行う。すなわち、信号処理部１３の波形整形器
１７により１つのガンマ線の入射に応じた光電子増倍管
５の出力信号を整形し、波形整形器１７に接続されたＡ
Ｄ変換器１８に信号が読み込まれるようにレベル信号に
変換処理を行う。また、必要に応じて波形整形器１７に
おいて信号の積分化が行われる。レベル信号はＡＤ変換
器１８においてデジタル信号に変換される。
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【００７５】一方、時間計測部５１に備えられたクロッ
ク５２は、システム起動と同時にパルス信号を出し始
め、カウンタ５３はクロック５２から出力されたパルス
信号の積算数を数えている。
【００７６】この時間計測部５１に対して、外部トリガ
入力部５４より測定スタート信号を示す外部トリガ信号
が入力されると、このときのカウンタ値が記憶部４４に
伝送されて記憶される。このときのデータ構造として、
真の事象の場合と同様の構造とし、外部トリガ信号入力
であることを示すステータスとカウンタ値とに加えて、
ＡＤ変換器１８からのデジタル出力に相当する値を記憶
するようにしておけば、演算及び解析ロジックやデータ
通信ロジックを単純化することができる。
【００７７】さらに、タイミング信号生成部４２から出
力されたトリガ信号が時間計測部５１に入力されると、
このときのカウンタ値が記憶部４４に伝送され、真の事
象であることを示すステータスとカウンタ値、さらにＡ
Ｄ変換器１８からのデジタル出力を記憶する。
【００７８】また、時間計測部５１に対して、外部トリ
ガ入力部５４を通して呼吸同期パルス発生回路６３から
呼吸同期パルスが入力されると、このときのカウンタ値
と呼吸同期パルスの波高値をあらわす値が記憶部４４に
伝送されて記憶される。
【００７９】記憶部４４は通信ライン１９を経由してデ
ータ処理計算機２０に接続されており、記憶部に蓄えら
れたデータがデータ処理計算機２０に伝送される。ここ
で、記憶部４４では、通信による測定のデッドタイムを
減少させるため、複数事象分のデータが保持され、一定
事象毎、または一定時間毎にまとめてデータ処理計算機
に伝送される。
【００８０】データ処理計算機２０では、通信ライン１
９を経由して送られてきた一事象毎の各光電子増倍管波
高値に対応するデジタルデータを処理し、シンチレーシ
ョン結晶３に入射したガンマ線の位置を算出する。この
算出された事象毎のガンマ線位置を複数事象に渡って蓄
積し、これらを画像データに変換した後、図示しない表
示装置に表示される。
【００８１】このような構成の第２の実施の形態とすれ
ば、第１の実施の形態と同様に測定により得られる画像
データの画質が良好で、また真の事象の数え落としを減
少させることができる。
【００８２】また、データに記録された呼吸同期パルス
とその波高値を識別すれば、各事象が発生したときの呼
吸波形の位相を得ることができると共に、これら位相毎
に画像データを作成することにより、呼吸による臓器の
移動による位置変動を補正することが可能になる。さら
に、事象毎に記録されたカウンタ値により、各位相にお
いて事象が発生した時刻を用いて画像データを補正する
ことが可能になり、より精度良い画像データを得ること
ができる。
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【００８３】上述した第２の実施の形態では、呼吸動
作、すなわち肺および横隔膜の動きによる臓器の移動に
よる位置変動を補正する例について示したが、心臓画像
を得るための心拍や、その他の臓器の動きについても、
これらの動き波形を前述同様に時間計測部５１を経由し
て記憶部４４に入力するようにすれば、前述同様に動き
に対する補正を行うことができる。
【００８４】上述した第２の実施の形態では、ガンマカ
メラに適用した場合について説明したが、ＳＰＥＣＴ装
置などの回転型シンチレーションカメラや、ポジトロン
カメラ、さらにはＰＥＴ装置、その他のシンチレーショ
ン検出器に対しても前述同様に適用実施できることは明
らかである。
【００８５】さらに、上記第２の実施の形態において、
放射線の検出可能な半導体素子を検出器ヘッドとして用
いても、前述同様に精度の良い画像データを得ることの
できる。
【００８６】次に、本発明第３の実施形態に関わる位置
敏感型シンチレーション検出器、回転型ガンマカメラに
ついて説明する。図４は本発明によるシンチレーション
検出器の第３の実施の形態として回転型ガンマカメラを
示す概略構成図で、図１と同一部品には同一符号を付し
て説明する。
【００８７】図４において、７１はガンマカメラで、こ
のガンマカメラ７１は検出器ヘッド２と計測回路７７と
を備えている。
【００８８】上記検出器ヘッド２は図１のそれと同一構
成なので、ここではその説明を省略する。
【００８９】また、上記計測回路７７は、タイミング信
号生成部４２、信号処理部１３、記憶部４４、時間計測
部７８で構成されている。
【００９０】タイミング信号生成部４２には、信号ロジ
ック４５、トリガ発生器４６が備えられている。また、
信号処理部１３には、波形整形器１７とＡＤ変換器１８
が備えられている。時間計測部７８は、カウンタ７９、
外部トリガ入力部８０が備えられている。記憶部４４に
は、通信ライン１９を経由してデータ処理計算機２０が
接続されている。
【００９１】一方、上記検出器ヘッド２は、回転機構７
３に取り付けられ、ベッド７２を中心として回転できる
ように構成されている。この回転機構７３には、パルス
モータ７４が取付けられ、さらにこのパルスモータ７４
にクロック７６を有する回転制御装置７５が接続されて
いる。
【００９２】また、回転制御装置７５のクロック７６と
時間計測部７８のカウンタ７９とが通信ライン８１を経
由して接続され、さらに回転制御装置７５とデータ処理
計算機２０との間も通信ライン８２により接続されてい
る。
【００９３】このような構成のガンマカメラ７１におい
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て、ガンマ線放出核種の位置検出は以下のようにして行
われる。
【００９４】回転制御装置７５よりデータ処理計算機２
０に測定開始信号が入力されると、これと同時にクロッ
ク７６が動作をはじめ、クロック７６から出力されるパ
ルスは回転機構７３のパルスモータ７４および時間計測
部７８のカウンタ７９に送信される。パルスモータ７４
は受信したパルス数に応じてベッドの周りに検出器ヘッ
ド２を回転させる。
【００９５】このとき時間計測部７８のカウンタ７９
は、クロック７６から出力されたパルス信号を計数して
いる。
【００９６】体内に投与されたガンマ線放出核種から放
出された一つのガンマ線が検出器ヘッド２の鉛コリメー
タ６を通してシンチレーション結晶３に入射されると、
このシンチレーション結晶３から放出されたシンチレー
ション光は、ライトガイド４を経由し光電子増倍管５に
伝えられる。これら光電子増倍管５は、シンチレーショ
ン光を受光して電気信号に変換し、その出力信号は計測
回路７７に入力する。
【００９７】この計測回路７７では、各光電子増倍管５
からの出力信号を２つに分けられ、タイミング信号生成
部４２および信号処理部１３に送られる。
【００９８】タイミング信号生成部４２では、信号ロジ
ック４５により光電子増倍管５が出力した事象に対し
て、この事象がガンマ線放出核種から放出されたガンマ
線であるかどうかを判定し、真の事象であるときトリガ
発生器４６からトリガ信号を出力する。
【００９９】また、信号処理部１３では、タイミング信
号生成部４２からトリガ信号が送られてきたときのみ光
電子増倍管５の出力信号をデジタル信号に変換する。
【０１００】さらに、タイミング信号生成部４２から出
力されたトリガ信号が時間計測部５１に入力されると、
このときのカウンタ値が記憶部４４に伝送され、真の事
象であることを示すステータスとカウンタ値、さらにＡ
Ｄ変換器１８からのデジタル出力を記憶する。
【０１０１】この記憶部４４に蓄えられたデータは、通
信ライン１９を経由してデータ処理計算機２０に伝送さ
れる。この場合、記憶部４４には通信による測定のデッ
ドタイムを減少させるため、複数事象分のデータが保持
され、一定事象毎、または一定時間毎にまとめてデータ
処理計算機２０に伝送される。
【０１０２】データ処理計算機２０では、通信ライン１
９を経由して送られてきた一事象毎の各光電子増倍管５
の出力波高値に対応するデジタルデータを処理し、シン
チレーション結晶３に入射したガンマ線の位置を算出す
る。この算出された事象毎のガンマ線入射位置を複数事
象に渡って蓄積し、これらを画像データに変換した後、
図示しない表示装置に表示される。
【０１０３】このような構成の第３の実施の形態によれ
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ば、回転制御装置７５のクロック７６から出力されるパ
＊ 【図１】本発明による放射線検出器の第１の実施の形態
ルスにより回転機構７３の制御が行われ、これと同時に
を示す概略構成図。
カウンタ７９によりクロック７６から出力されるパルス
【図２】本発明による放射線検出器の第２の実施の形態
数を計数して、事象データに事象が発生したカウンタ値
を示す概略構成図。
を記憶部４４に記憶させている。これにより、データに
【図３】同実施の形態における呼吸モニタ装置による呼
記録されたカウンタ値を識別することにより、事象の発
吸波形を示す図。
生したときの検出器ヘッド２の回転角度が一意に求めら
【図４】本発明による放射線検出器の第３の実施の形態
れることが可能になる。
を示す概略構成図。
【０１０４】したがって、検出器ヘッド２の回転角度を
【図５】従来例におけるガンマカメラの概略構成図。
一定時間保持する必要がなく、例えば高速回転させなが 10 【図６】ガンマカメラにおいて計数率の時間変化を示す
ら測定することが可能になる。この場合、計数率が変化
図。
する時間よりも回転速度を大きくすることができるの
【符号の説明】
で、検出器ヘッド２の回転角度に応じて計数率補正を行
１、３１、７１…ガンマカメラ
う必要がなくなる。よって、計数率補正に伴う不確定性
２…検出器ヘッド
が減少し、精度の良い画像を得ることが可能になる。
３…シンチレーション結晶
【０１０５】なお、確認のために、予め決められた角度
４…ライトガイド
になる毎に角度をあらわす信号が外部入力トリガ信号口
５…光電子増倍管
より入力されるようにしておけばよい。この場合、カウ
６…鉛コリメータ
ンタ値が記憶部４４に伝送され、記憶される。このとき
１１、４１，７７…計測回路
のデータ構造として、外部トリガ信号入力であることを 20 １２、４２…タイミング信号生成部
示すステータスを付記する。
１３、４３…信号処理部
【０１０６】上述した第３の実施の形態では、本発明を
１４、４４…記憶部
回転型ガンマカメラに適用した場合について説明した
１５、４５…信号ロジック
が、ＰＥＴ装置にも前述同様に適用実施できるものであ
１６、４６…トリガ発生器
る。
１７…波形整形器
【０１０７】さらに、上記実施の形態では、シンチレー
１８…ＡＤ変換器
ション結晶を用いたシンチレーション検出器について示
１９，８１…通信ライン
したが、位置敏感型半導体素子を検出器ヘッド２に代え
２０…データ処理計算機
て設けたものにおいても、前記実施の形態と同様に実施
５１，７８…時間計測部
することができる。
30 ５２，７６…クロック
【０１０８】
５３，７９…カウンタ
【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、事象
５４，８０…外部トリガ入力部
毎の時間情報を精度良く取得して、他の核種との分離を
７２…ベッド
可能にし、画質の良好な放射線検出器及び検出方法を提
７３…回転機構
供することができる。
７４…パルスモータ
【図面の簡単な説明】
＊
７５…回転制御装置
【図３】

【図６】
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【図１】

【図２】

【図５】
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【図４】
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