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概要 

制度名 医療福祉機器技術研

究開発制度 

事業名 高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ 

事業の概要 高い３軸方向の空間分解能と高画像階調を有する３次元画像を、高速

で撮影し表現する「高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ」を研究開発す

る。本事業では、胸部や腹部などの広い範囲や心臓などの動きのある

臓器が撮影できる大面積で高速にデータ収集のできるＸ線検出器と、

３次元画像診断に求められる膨大なデータを高速で処理するための

並列演算装置や画像処理システムを開発し、これらを統合して次世代

のＸ線ＣＴシステムの実現を目指す。 

国の関与の必要性・制度

への適合性 

医療機器の開発は、人間の生命に係わる分野であることから、非常

に高い安全性・信頼性が求められ、特に新規性の高い技術は、資金、

開発期間等、非常に多大な開発コストを要する。また、次世代システ

ムの実現には、莫大な開発リソースとある程度の開発期間が必要であ

り、必要な要素技術の不確実性、および、これまでにない画像診断の

市場の予測が困難であるために、臨床現場に革新をもたらす可能性さ

えあるにもかかわらず、民間企業が独自で開発投資を行うのが困難と

なっている。 

革新的な技術開発により、国民の健康寿命延伸に資するとともに、

医療技術において新しい診断方法を確立することにより、産業、医療

における技術革新を加速させることが可能となる。また、国際的な競

争力を強化するためには、様々な関連施策と併せて、産学官が結集し、

役割分担と連携体制を明確化しつつ、国のプロジェクトとして一体的

に推進することが必要である。 

事業の背景・目的・位置

づけ 

高齢化に伴い、悪性新生物や脳血管障害による死亡が増大、より高度

で経済的な診断装置の開発が望まれている。本研究開発の装置によ

り、検査時における静止時間の短縮、Ｘ線被曝の減少が図れるほか、

疾病の早期発見、ＣＴ装置の稼働率向上や、省エネルギーとメンテナ

ンス経費の削減により、加療期間の短縮と医療費の削減効果も期待で

きる。 

事業の目標 

（全体目標） 

胸部、腹部等広い領域や、心臓や肺のような動きのある臓器の鮮明な

３次元画像を、短時間で撮影可能な「高速コーンビーム３次元Ｘ線Ｃ

Ｔ」を開発する。 

事業の計画内容 

(単位：百万円) 

H10fy H11fy H12fy H13fy     総 額 

(4 年間) 

当初計画額（提案書） 193 210 300 85 788 

一般会計  （節約前） 52 78 10 79  

（節約後） 51 77 10   
（補正予算後）  167    
特別会計（電特）      
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特別会計（石特）（節約前） 139 109 257 139  
（節約後） 127 108 248 133  
特別会計(エネ高)      

総予算額（計） 178 276 259 141 855 

省内担当原

課 

産業技術環境局研究開発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先 技術研究組合医療福祉機器研究所 

（分担企業 ソニー㈱、㈱東芝） 

再委託先 東京慈恵会医科大学、東京女子医科大学、徳島大学 

研究開発体制 

 

(実態に併せて記載) 

共同研究先 なし 

実用化、事業化の見通し 現在、広い領域を高速、高分解能で画像化するマルチスライスヘ

リカルスキャンによる検査/診断が急速に普及しつつある。この一連

の技術革新のゴールは、心血管系をはじめとする動きのある臓器の

３次元画像化である。これにより、心血管系の動態観察や、肺野、

消化器系などの内腔臓器、骨、関節などの疾病の診断の精度が飛躍

的に向上する。また、同時に急速に普及しつつある PET との複合画

像診断にも威力を発揮することは間違いない。さらには、インター

ベンション手技におけるモニター（ガイド）としても X 線装置によ

る 2 次元透視画像ではなく、本装置が用いられる可能が高い。 

本事業により、プロトタイプ（実証機）を用いて世界で初めて高

画質の等方性・等時性をもった３次元画像データが得られた。この

結果、上記、立体的動態観察を実現するための最大の課題であった、

CT 用大視野 2 次元 X 線検出器の実現に目途がつき、また、超高速デ

ータ処理プロセッサ技術もリアルタイム 3 次元再構成を可能とする

水準に達しつつある。 

上記、本事業で開発された要素技術に基づき、製品システムでは、3

次元（立体）の動態（4D）観察も可能とするイメージングシステム

を実現する。動きのある 3次元のデータを精度よく再構成する３D-CT

スキャナ本体と、３D-CT スキャナで生成されたデータを保存、画像

処理、表示するための高速･大容量データ通信ネットワーク、３D ボ

リュームサーバーシステム、３D イメージングワークステーション＆

ビューワ、および、それらを有機的に結合させる高速･大容量データ

通信ネットワークシステムで構成されるリアルタイム３D イメージ

ングシステムを実現する。 



 

3 

今後の展開 本事業により、世界で初めて高画質の等方性・等時性をもった３

次元画像データが得られた。さらに、それをベースにして世界初の

高画質なリアルタイム３DX 線ＣＴの実現性を示し得た。 

新たな医療機器開発は高度な医療ニーズの実現であるともいえる

ことから、新たな概念に基づく医療機器を開発するにあたり、医学

側との連携を密に図ることにより、新たな医療概念を構築していく

必要がある。臨床研究グループを組織し、本事業で実現した実証機

（プロトタイプ）を用いた臨床研究を通じて、新しい臨床応用の可

能性をも模索し、実用段階へと進めていく。 

平成 13 年度から産業技術実用化開発費助成事業の支援を得て、実

用化研究を加速して進め、４～５年後には、新しい臨床応用をも可

能としたリアルタイム３D イメージングシステムとして実用化する

計画である。 

 

［実用化に向けて残る課題］ 

3 次元動態（4D）観察を可能としたり、バイオプシ、内視鏡、カテ
ーテル手技等において、3 次元的なガイドを可能とするリアルタイ
ム３D イメージングシステムの実現に対する残された主な課題は以
下のとおりである。 

･スキャンの高速化 
･画像再構成、画像処理の高速化  
･保存データ容量の大容量化  
･ネットワークの高速化  
･コスト低減  

 
［課題に向けて］ 

上で述べた主な課題を達成するため、各ユニット毎に、プロトタイプ

をベースとして、最新の技術を盛り込んだ実用化技術開発を推進す

る。 

中間・事後評価  

研究開発成果 特許（出願）数：0（1）、査読論文数 5、新聞発表数 3 

（本資料作成時までの累計とする） 

基本計画の変

更 

変更なし 

変更内容  

情勢変化への対応 

評価履歴 事前評価(委員会名) 中間評価（委員会名） プレ

最終評価（委員会名） 

今後の事業の方向性 

 

 

作成日 平成 14 年 5 月 7 日 
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「高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ」 

（事後評価）評価概要(案) 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
1．1 総論 

(1) 総合評価 
４列のマルチスライス CT 商用機が漸く登場しようとした時期に、従来型の CT
と同じ low - contrast resolution を有す大視野のコーンビーム３次元 CT を作
製するという野心的な立案を行い、三次元的な空間分解能、密度分解能、時間
分解能ともども、当時の技術から見て限界に近い高い目標を掲げ、それを達成
するためさまざまな工夫を凝らして実用化のメドを達成した事は高く評価でき
る。 
臨床に有用な 3 次元 X 線 CT 画像を得る装置を完成させており、種々の要素技
術の問題点を回避しながらトータルシステムとして実現できている点も評価で
きる。 

臨床データは十分ではないが、このプロジェクトによって、新しい診療技術
を発展させるシーズが医療現場に提供され、検出器等のハードを中心とし、周
辺ソフトを含めた技術開発により、産業界および医学、医療の進歩に寄与する
ところも大きいと思われる。 
 
 

(2) 今後の方向性に関する提言 
実用機の開発を進めるにあたって、本機を汎用の高級機種、叉は将来的一般機
種とするのか、特定臓器・目的に特化した機種とするのか、実用化には幾つか
の方向があり得るため、実用化のための戦略を明確にして、早い時期の実用化、
社会への還元が望まれる。    
また、実用化までに十分な臨床評価を重ね、映像化領域の大きさや映像化に必
要となる時間、空間分解能など、実用機の仕様の策定において多数の臨床家の
意見を参考にすることと、これからの臨床評価の結果をもとに、さらに完成度
の高い技術の追求を期待したい。 
技術的には、検出器の大面積化と信号応答、及び信号取り出しの高速化など、
検出器回りの技術のさらなる発展、更に管球側の新たな開発、画像再構成に関
するソフトの新たな開発や導入の研究も必要と思われる。被曝線量の面からの
検討も必要であろう。 
今後、国内外での追撃が活発になると考えられるが、マルチスライスヘリカル
CT の動向に注目しながら、コーンビーム CT の適応を検討し、実用化を推進して
欲しい。 
特許等の充実も不可欠である。 
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1．2 各論 

(1) 事業の目的・政策的位置付けについて 
「高速コーンビーム 3 次元 X 線 CT」の開発は、このプロジェクトの要素技術
である大視野 X 線検出システムの高性能化・大型化、3 次元データ再構成システ
ムの高速化・小型化という種々な分野の先端技術を先導する可能性を秘めた技
術開発を目指しており、画像診断の新しい分野を開拓する可能性が高く、CT の
革新的進歩をもたらす効果があると考えられる。 開発リスクにとらわれず斬
新な技術開発を進めるためにも NEDO の関与は妥当であると考えられる。    
X 線 CT の技術はさらに発展することが予想され、技術に遅れをとれば即、国
際競争力を失うので、つねに動向を調査し、必要なときに速やかなる対応がと
れるような体制を確立しておくことが望まれる。    

 
 

(2) 研究開発マネージメントについて 
研究開発実施者の事業体制や運営の妥当性については、評価の具体的根拠に乏
しいが、現在の日本における CT の市場の最大部分を占めるメーカーが主導的
に研究を進め、実行してきており、研究開発の目標において、より現実的で、
しかも達成可能と考えられる項目については、当初の計画より大幅に高い目標
を設定し、且つ達成していることを評価したい。 情勢変化に対しても、概ね
妥当に対応していたものと思われる。 
最終的に技術が形になってきており、本事業後、臨床評価の体制もほぼ整って
いるようであり、本事業で開発された技術がその後につながって行くよう期待
したい。    
研究が医療機器メーカーの研究者を主体に進められて来たようにも思われ、
医療者側が、どのような装置を最も必要としているのか、という視点での検討
も今後積極的に進めるべきと考えられる。 目標達成のための要素技術として、
とくに 3 次元データ再構成技術において、その時点で採用できる最善の方法が
用いられたかどうか若干疑問があるという意見も出された。    

 
 
 

(3) 研究開発成果について 
トータルシステムとして、大視野のコーンビームＣＴのプロトタイプ機を作成
し、数値上は目標値を達成していると判断される。これを前提にすれば、世界
的最高水準の技術レベルが達成されていると言え、この点に関しては最大の評
価を与えることができる。 
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動きの要素を取り入れた 4 次元 CT の考えは、新たな医療の研究、および診療
の分野を開拓するものと思われる。 
しかし、体軸辺縁部スライスの画質が中央部スライスに対しどの位劣化がある
のか、空間分解能、密度分解能が変わらないかどうか、それらの均一性が必ず
しも明らかになっていないため、数値で、または画像で示されることが望まし
い。 
工学関係での研究発表や論文発表は行われているが、今後臨床側からの評価、

新たな応用等、多数の論文発表が望まれる。 

 
 

(4) 実用化、事業化の見通しについて 
成果の実用化可能性については臨床評価を待つ必要があるが、現時点でもこの
可能性は非常に高いものと考えられ、また、需要も大きいと思われるが、医学
界や工業界側がその適用を考えていくことによって、この技術の価値が高めら
れるものと考える。 
3 次元画像処理の時間が極めて短縮したので、日常の臨床にも比較的容易に 3
次元画像が利用できるようになり、診断精度の向上も期待できると考えられる。 
汎用機となろうが、高速高空間分解能画像（例えば冠状動脈）など特化した専
用機として発展させる可能性もある。  
今後の実用化のためには、さらに対象を絞り、スペックのチューニングを行う
必要があると考える。 
実用化にはソフトウェアの完備が不可欠で、情報として 3 次元データが得られ
ていても、見たい部分を抽出して見やすい形で表示するためのソフトウェアの
開発が必要である。 
また、事業化までのシナリオとしてはコストダウンが最も重要と思われる。 
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評価項目 平均値 素点（注） 

政策的位置付けについて
 

2.7 A A A A B A B

ネジメントについて 
 

2.1 B A B B B B B

果について 
 

2.4 B A A A B B B

業化の見通しについて 
 

2.0 B B B A B C B
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として数値に換算。 
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