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喉下ビデオ透視検査時の放射線被曝による被検者の臓器線量

抄 録
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腕下ビデオ透視検査時の被検者の放射線被曝線量を推定するため，線量測定用の人体型ファントムを用いて器

官ごとの線量測定を行なった。水品体・下垂体・耳下腺・舌下腺・顎下腺・甲状腺・乳房・卵巣・精巣の各器官

について，標準的な検査条件での1分間あたりの臓器線量を測定した。線量の最大は X線管側顎下腺の2，598

μGy/min，最小は卵巣のo.13，uGy /minであった。照射野の境界近くにある耳下腺や甲状腺では，照射野の大き

さのわずかな差で，線量が大きく変わることが示唆された。放射線に対する感受性が高いとされる甲状腺で，検

査 1回あたりの被曝によるガンの発生確率を計算すると， 0.00016%から，多く見積もっても0.0012%となり，

個々の器官でガンが発生する確率は，これを超えることはないと考えられた。

キーワード:碗下，嚇下障害，暗黒下ビデオ透視検査，放射線被曝，臓器線量
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はじめに

嚇下ビデオ透視検査 (Videofl uorogra phy，以下

VFと略す)は碗下障害を評価するための有力な検査

法として普及しているが， X線を用いるため放射線

に被曝するという問題がある。しかし， VFでの被曝

線量についての報告はあまりなく，患者に対する検査

内容の説明においても，放射線被曝については十分な

情報を提供できていないのが現状である O また，十分

な放射線防護をせずに不必要な被曝をしていたり，逆

に被曝を恐れるあまり必要な検査が行なわれない可能

性がある。

筆者らは VFでの被検者の被曝線量を推定するため，

プゃロック状の線量測定用ファン卜ム(人体と同様の放

射線吸収・散乱の性質を持つ素材でイ乍られた模型)を

用いて X線照射野 (X線管から照射された X線が直

接あたる範問)中央での表面線量を測定し，さきに報

告した1)。表面線量は，その検査で被検者が受ける最

大の線量を示しており，検査の代表値としたり他の

X線検査と線量を比較する上で有効である O しかし，

実際には検査によって照射野の大きさも違い，照射野

の中にどの器官が入るかという条件も違い，また，そ

れらの器官の放射線に対する感受性も違うため，こう

した要因も考慮、した上での検討が必要である。

そこで今回は人体型のファントムを用いて， VF時

に比較的高い線量を被曝する器官を中心に器官ごとの

線量(臓器線量)を測定し， VFによって被検者が被

曝する線量を推定するとともに，その影響について検

討した。

方法

1.透視装置・条件

X線透視装置は，島津製作所製シマビジョン AH

IID(オーバーテープPル方式)を使用した。 X線管

焦点、ーイメージ・インテンシファイア間距離は130cm，

照射野はファントムのX線管に最も近い部分で"15cmx 

15cmとし，付加フィルタは1.5mmAlに設定した。管

電圧・管電流は，本学診療所でVF側面像の検査を行

なう際の標準的な値にあわせて70kV0.6mAとした。

2.測定機器・ファン卜ム

測定には熱蛍光線量計 (Thermoluminescent

dosimeter，以下 TLDと略す)，化成オプトニクス製

KYOKKO MSO-Sを用いた(写真 1)。この TLDは

直径 2mm，長さ 12mmの棒状をしており(写真 1中央)， 

直径 4mm，長さ 15mmのホルダー(写真1向かつて右)

に入れて使用する。 X線照射後， TLDを化成オプト

ニクス製 KYOKKOTLDリーダ-2500にセットし

線量を計測した。測定に用いた TLDのバラツキは，

変動係数(%)で 9%以内であった。

写真 1 熱蛍光線量計 (TLD)

左 TLDのケース，中央:TLD， 

:t; :ホルダ

ファントムは，京都科学標本製の放射線治療用人体

型ファントム THRA-lを用いた(写真 2)0このファ

ントムは厚さ25mmごとに分割できるようになっており，

各断面には25mm間隔で格子状に穴があけられていて，

TLDを挿入できるようになっている O

写真 2 ファン卜ムと X線透視装置

3.測定位置・部位

ファントムは， VFの最も標準的な条件である90度

座位側面像の位置2)にあわせて設置した。ファントム

の左側がX線管側となり，右側がイメージ・インテ

ンシファイア側となるようにした。測定部位は， VF 

で比較的高い線量を被曝すると考えられる器官を中心

に，水晶体・下垂体・耳下腺・舌下腺・顎下腺・甲状

腺・乳房・卵巣・精巣とした。このうち，舌下腺・卵

巣・精巣については， TLDをセットする穴の位置の

都合などにより左右中央の位置で，水晶体・耳下

腺・顎下腺・甲状腺・乳房については左右それぞれの

位置で測定した。ファントム内の各器官の解剖学的位
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置は，放射線科医の協力を得て，ファントムの CT画

像などを参考にして決定した。

4.線量測定方法

水晶体・乳房・精巣については， TLDをホルダー

に入れた上でファントムの表面にテープで固定した。

それ以外の器官では，ファントム内のそれぞれの器官

の位置にあたる穴に TLDを直接挿入した。 1回の測

定につき，各部位 2~3 本の TLD をセットした。

1回の測定につき X線照射は，照射野内に入る耳

下腺・舌下腺・顎下腺・甲状腺では 1分間，その他の

器官は 5分間として 3回の測定を行なった。

5.線量算出方法

各 TLDの測定値からパックグラウンド値 (X線照

射をしていない TLDの測定値)を差し号|いた値の部
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位ごとの平均を，各部位の測定値とした。測定値は，

千代田テクノル大洗研究所で校正済みの電離箱式線量

計で測定した照射線量 (R，レントゲン)をもとに

校正した。この際，照射線量から吸収線量 (Gy，グ

レイ)への換算は， 9 X 10<1 GyRlの換算係数(丸山

らめ)によった。

結果

各部位の測定値から推定された， VFによって被検

者の各器官が受ける X線照射 1分間あたりの臓器線

量の平均と標準偏差は表 1のとおりであった。 Gy

(グレイ)は吸収線量の単位で，放射線を受けた物質

が放射線から受け取るエネルギーを表し，医療被曝に

よる臓器線量やさまざまな X線診断検査聞の線量の

比較に用いられる o

表 l ファントムによる測定から推定された臓器線量 (μGy/min)

左 (X線管側) 右(反対側)

平均 標準偏差 平均標準偏差 平均標準偏差

水品体 39 (6.1) 27 (4.2) 

下垂体 99 (1 9.2) 

耳下腺 935 (539.7) 87 (20.7) 

舌下腺 1，139 (105.3) 

顎下線 2，598 (244.9) 772 (44.4) 

甲状線 357 (123.5) 329 (172.9) 

乳房 4.0 (0.75) 3.4 (0.25) 

卵巣 0.13 (0.10) 

精巣 0.16 (0.08) 

耳下腺(左)と甲状腺(右)については，それぞれ 耳下腺と甲状腺で測定値の誤差が大きかった理由につ

6個の測定値のうち 2個が他の測定値から大きく離れ いては考察で検討する。

ており，その平均はそれぞれ3，034μGy/min， 1，029 

μGy/minであった。表 1については，これらの値は

除外して平均値を算出した。

平均値の誤差は，部位ごとの各測定値より算出した

変動係数(%)から，照射野内の高線量の部位について

は17%，照射野外の低線量の部位については29%と推

定した。この際，高線量の部位については，平均値か

ら大きく離れた測定値のあった耳下腺(左)と甲状腺

(右)は除外して計算した。また，耳下腺と申状腺を

左右とも除外し，舌下腺と左右の顎下腺に限った場合

には高線量の部位の誤差は 8%と推定され，方法で述

べた TLDそのもののバラツキの 9%とほぼ一致した。

考察

1.部位ごとの被曝線量の検討

谷本は X線映画法による鴨下に関する研究の中で，

水晶体・下垂体・耳下腺・舌下腺・顎下腺・甲状腺の

被曝線量を測定している 4)。これらは VFで比較的高

い線量の被曝をする部位であると考えられるが，今回

の測定では，これらに加えて乳房・卵巣・精巣も測定

の対象とした。

臓器ごとの線量を比較すると，照射野からはずれる

水晶体・下垂体・乳房・卵巣・精巣の線量は，照射野
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内の耳下腺・舌下腺・顎下腺・甲状腺と比べてわずか

であった。また，耳下腺と顎下腺では， X線管の反

対側はファントムの厚みを通して被曝するため， X

線管側と比べて線量が低く，大きな左右差が認められ

た。一方，水晶体と甲状腺では，左右差はほとんどな

カユっTこo

結果で述べたように，耳下腺と甲状腺では平均から

大きく離れた測定値が出ることがあったが，これは，

これらの器官が照射野の境界近くにあるためと考えら

れる。測定ごとの TLDや照射野のわずかな位置の差

が，測定値に大きく影響したことが推測できる D 一般

に照射野を必要最小限に絞ることは被曝線量を低く抑

えるための有効な方法のひとつである5)が，特に，照

射野の境界付近の器官に対しては，線量を大きく左右

する要因であることが示唆された。

2.被曝による人体への影響の検討

被曝線量を評価する方法のひとつに他の X線検査

の線量と比較するという方法があり， VFやVFと近

い条件で行なわれる顎機能運動撮影についてもそうし

た検討が行なわれている引)。これはその検査の妥当

性を検証するためには重要な情報であるが，比較の対

象となる検査による被曝自体が，どの程度人体に影響

するかについての知識を持たない一般の患者や，放射

線科医，臨床放射線技師以外の医療関係者にとっては，

説得力のあるデータとはならない場合もあると考えら

れるo そこで，ここでは，放射線に対する感受性が高

いとされる甲状腺について， VF 1回あたりの被曝に

よってガンが発生する確率を計算することにより，被

曝による人体への影響を検討することにした。

放射線被曝によるガンの発生確率として，国際放射

線防護委員会(InternationalCommission on Radio-

logical Protection; ICRP)が算出した「総合的デト

リメント J8)を用いた。デトリメントは正確には，ガ

ンの発生確率のほか，ガンの致死割合，被曝後のガン

の発現分布，遺伝的影響の大きさなどを考慮、した概念

である9)が，ここでは単純にガンの発生確率と表現す

ることとした。甲状腺についての総合的デトリメント

は， lSv (シーベルト)の被曝につき0.0015と計算さ

れている九 Sv(シーベルト)は等価線量の単位で，

吸収線量の単位 Gyと同じく物質が放射線から受け取

るエネルギーを示すが，人体に対する影響を考慮して

換算したものであるo 以下の計算では， lSv =lGyと

して計算した。

VF 1回あたりの被曝線量を計算するには，検査 1

回あたりの透視時間が必要であるが，これは過去の検

査データから 3分とした1)。

左右の甲状腺のうち X線管に近く線量の高かった

左の甲状腺の 1分あたりの線量357μSvをもとに計算

すると， VF 1回の被曝により甲状腺ガンが起こる確

率は，以下の式から0.00016%と推定された。

357μSv=0.000357Sv 

0.000357 x 3 x 0.0015 主0.0000016

( 線 量 時 間 ) (デトリメン卜)='=0.00016(%) 

今回の測定での甲状腺の被曝線量は，顎下線などと

比べて比較的低い値であったので，最も線量の高かっ

た左顎下線の線量 (2，598μSv) と同じ線量を甲状腺

が受けた場合を想定して，甲状腺ガンの発生確率を同

様の方法で計算した。この場合の確率は，約0.0012%

であった。

以上のように VF1回の被曝による甲状腺ガンの発

生確率は， 0.00016%から，多く見ても0.0012%程度

と推測された。甲状腺は放射線に対する感受性が高い

器官である 10)ので，他の器官についても，個々の器官

がガンになる確率はこれを超えることはないと考えら

れる O

丸地らは，集団検診で明らかになる甲状腺ガンの有

病率は，受診者の0.13%であったと報告している 11)。

今回計算されたガンの発生確率は，これと比べても 2

桁から 3桁低い値になっており， VFから得られる利

益を考えれば， VFでの放射線被曝によるガンの発生

をむやみに恐れる必要はないと考えられる O

しかし，特に小児においてはO.lGy程度の被曝で

甲状腺ガンの有意な増加があったことが報告されてい

る12)口小児の検査では低い管電圧が用いられるため，

線量は成人の場合より少なくなると考えられるものの，

甲状腺が照射野に入る条件で，繰り返し長時間の検査

を行なえば，この線量に近い被曝をすることもあり得

ないことではない。したがって，検査を行なう際には，

放射線被曝はできるだけ低く抑えるべきであるという

前提に立って，照射野を絞ることのほか，検査内容を

吟味して透視時間を短縮することなどにより，被曝線

量を低減させる努力が必要であると考えられる。

結論

VF時の被検者の放射線被曝線量を推定するため，

VFで高い線量の被曝をすると考えられる器宮を中心

に，線量測定用の人体型ファントムを用いて臓器線量

を測定した。

照射野の境界近くにある耳下腺や甲状腺では，照射

野の大きさのわずかな差で，線量が大きく変わること

が示唆された。また，放射線に対する感受性が高い甲

状腺で，検査 1回あたりの被曝によるガンの発生確率

を計算すると， 0.00016%から0.0012%となり，個々

の器官でガンが発生する確率は，これを超えることは
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ないと考えられた。

VFによる利益を考えれば放射線被曝を過度に恐れ

る必要はないと考えられるが，照射野を絞ることなど

により被曝線量を低減する努力が必要である。
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Abstract 

Organ doses to patients from the videofluorographic examination of swallowing were estimated on the basis of a 

dosimetric experiment with thermoluminescent dosimeters placed at several sites of organs in a man-shaped 

phantom. Doses per minute under a standard condition of examination were measured for organs such as lens， 

pituitary gland， parotid gland， sublingual gland， submandibular gland， thyroid gland， breast， ovary， and testis. The 

maximum dose obtained in this experiment was 2，598μGy /min for submandibular gland， while the minimum dose was 

0.13μGy /min for ovary. Concerning parotid gland and thyroid gland， which were near the border of the area of 

radiographic beam， it was suggested that small differences in width of the area of radiographic beam could strongly 

affect the doses to these organs. The probability of thyroid cancer per examination was calculated， and the value 

was estimated to be 0.00016 to 0.0012%. Since thyroid gland is considered vulnerable to radiation， it can be concluded 

that the probabilities of cancer for other individual organs may not be more than this value. 
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