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II. 成果の概要（総括研究報告） 
事業開始前に研究開発した現有の従来型のデバイスによる実験検討により、スペクトラル CT の生体

情報取得に向けた特性を明らかにした。また、この結果を基に医師、歯科医師が臨床におけるスペ

クトラル CT に期待する項目をリストし、これを技術的難易度および本事業での研究開発の年次進展

での対応について議論し、各項目の実証研究の進め方を議論した。また、フォトン・カウンティン

グハイブリッドラインセンサーについて信号処理 LSI テストチップ設計を完了、実際のプロセスが

可能な条件を前提としたシミュレーションによる CdTe センサー素子設計を行った。CT 開発ツール

として多軸コントロールが可能な CT 治具のフレームを試作した。外部企業を含めて、信号処理 LSI
や CdTe のプロセス、単結晶について議論を進めるとともに、事業化に向けた国内外の情報収集を行

った。 
 

We have characterized characteristics of spectral CT for acquiring biological information by 
experimental examination with the existing conventional device which was developed and 
developed before the project started. Based on these results, the doctors and dentists listed 
items expected for clinical spectral CT, discuss this with the technical difficulty level and the 
response in the annual progress of research and development in this project. We also 
completed the design of the signal processing LSI test chip for the photon counting hybrid 
line sensor and designed the CdTe sensor element by simulation assuming the condition 
that the actual process is possible. As a CT development tool, we made prototype frame of 
CT fixture which can control multi axis. We discussed about signal processing LSI and CdTe 
processes, single crystals, including external companies and exparts, and gathered 
information both domestically and abroad for commercialization. 
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