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放射線治療の安全を支える計量標準

 

放射線は、医療、非破壊検査、滅菌、先端科学技術などさまざまな分野で利用されてい

ます。その中で放射線を用いたがんの治療は、新しい治療技術の開発などにより、近年

著しく発展しています。放射線治療は、放射線の量を正確に測定することで、安全な治

療を提供し、治療の効果を確実にし、不要な副作用を防止することが期待されます。そ

のため、放射線計測の中で最も小さい不確かさが要求されています。最近開発した、放

射線治療の安全を支える放射線・放射能の計量標準について紹介します。 

 

放射線治療を受けた患者数は 2011 年に

約 25 万人と推定され、2015 年には約 35

万人に達すると予測されています 1）。一方、

がんの全患者数は 2011 年に約 85 万人 2)

であり、放射線治療を受けた割合はおよそ

3 割といえます。この割合は欧米が 5 割を

超えていることからも、今後も増加すると

思われます。 

放射線治療における放射線の量（線量：

放射線が物質に与えるエネルギー）の不確

かさが治療に与える影響は、咽頭がんを例

にすると、線量が 5%不足すると再発率が

およそ 15%増加し、逆に線量が 5%過剰で

あると副作用がおよそ 5%程度増加する、

と報告されています 3)。そのため、線量評

価の不確かさは、2%程度にすることが推奨

されています 4)。そこで筆者らは、放射線

治療に対応する標準を開発し、小さい不確

かさで線量の評価ができるように放射線

治療に貢献しています。 

 放射線を用いたがんの治療は、主として

次の３つの方法があります。 

（１） 体の外部から放射線を照射（外部放 

射線治療） 

（２） 放射線源をがんに隣接（小線源療法） 

（３） 放射性医薬品を接種（内用療法） 

これらの放射線治療に対応した計量標準

について以下に紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ グラファイトカロリメータ 

概略図 

（１）外部放射線治療 

 外部放射線治療は、高エネルギーのＸ

線や粒子線などの放射線を体の外側から

がんのある位置に照射することによって、

がんの治療を行います。人体は水を主成

分としているため、外部放射線治療では、

水吸収線量の単位（単位質量の水に吸収

される放射線のエネルギー）で線量を評

価します。水吸収線量を測定するために、

グラファイトカロリメータという熱量測

定装置を利用して国家標準を実現してい

ます 5)。 

図１にグラファイトカロリメータの概

略図を示します。熱量測定部となるコア

と、その周りを覆うジャケット、シール

ドから構成されています。コア、ジャケ

ット、シールドとも温度測定用サーミス

ター、温度調整用ヒータが内蔵されてい

ます。外部からの熱雑音を小さくするた

めに、各領域の間には真空層を設けてい

ます。放射線を照射するとコアの温度が

上昇し、この温度上昇から吸収線量を評

価します。放射線による温度上昇は、１

分の照射で約 1 mK と非常に小さいため、

サーミスターの微小な抵抗の変化を測定

する必要があります。本システムでは、

交流ブリッジ回路による変化量の測定を

行っています。このカロリメータは、材

質がグラファイトで製作されているため、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 医療用リニアックとグラファイト 

カロリメータ
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図３ グラファイト壁空洞電離箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 医療用イリジウム 192 基準空気カーマ率標準

の国際比較結果 7) 

 

本装置によって測定される量はグラファイト吸収線量です。

そのためグラファイト吸収線量から水吸収線量への変換が

必要となります。この変換は、実験とモンテカルロシミュ

レーションによって行っています。 

筆者らは 2009 年に Co-60γ線の水吸収線量標準を確立

しました 5)。それに伴い、空気カーマ（放射線によって空

気中に生成される電荷の初期運動エネルギーの総和）標準

にかわり水吸収線量標準を基準として、国内の外部放射線

治療の線量評価が行われるようになりました。水吸収線量

への変更により、治療施設での線量評価の不確かさは、5％

から 3％（包含係数 k = 2）に向上しました。さらなる不確

かさの向上をめざし、2009 年に医療用リニアック（図２）

を導入し、高エネルギー光子線に対する水吸収線量標準の

開発に取り組みました。2013 年にグラファイトカロリメー

タを用いて、水吸収線量標準の開発に成功しました 6)。ユ

ーザ線量計のトレーサビリティがこの標準と結びつけば、

治療施設での線量評価の不確かさは 2％に向上し、アメリ

カ医学物理学会が推奨している不確かさ 2%を達成します。 

 

（２）小線源療法 

小線源療法の１つである、イリジウム 192 密封線源を用

いた治療は、主として、子宮頸がんや舌がんの治療に活用

されています。線源は、直径 2 mm、長さ 5 mm 程度のカ

プセルの中に充填され、非常に小さい。この線源を患部に

挿入してがん組織に放射線を照射することにより、治療を

おこないます。放射線の線量として、線源から１ｍの距離

における空気カーマ率（基準空気カーマ率）を評価します。

筆者らは、γ線の国家標準器であるグラファイト壁空洞電

離箱（図３）を用いて、基準空気カーマ率標準を確立し、

2016 年から供給を開始しました。標準の妥当性の確認とし

て 2015 年に国際比較を行いました 7)（図４）。不確かさの

範囲内で他の国家標準と同等であることが示されました。 

小線源療法に関して、イリジウム 192 基準空気カーマ率

標準のほかに、ヨウ素 125 基準空気カーマ率標準、ルテニ

ウム 106 ベータ線水吸収線量率標準を供給しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ TDCR 装置（左）と 4πα-γ同時測定装置（右） 

 

（３）内用療法 

 内用療法とは、半減期の比較的短い放射性医薬品（放射

線を放出する物質を有効成分とする医薬品）を体内に投与

し、がんを治療する方法です。これまではベータ線を放出

する放射性核種であるヨウ素131やイットリウム90などが

がんの治療に用いられてきました。近年、アルファ線を放

出する放射性核種であるラジウム 223 をがんの内用療法に

用いることが認められました。 

 放射性核種を治療に用いるときに重要なことは、その放

射能（1 秒あたりの崩壊する原子核の数）を評価すること

です。ラジウム 223 は崩壊の連鎖により 7 つの放射性核種

が生成されて共存しており、既存の方法でラジウム 223 の

放射能を評価することは困難でした。そこで、産総研では、

基準となる放射線源の校正方法を高度化し、ラジウム 223

の放射能を評価する方法を新たに確立しました 8)。 

 この方法では、事前にベータ線を放出するトリチウムと、

アルファ線を放出するアメリシウム 241 の２つの標準線源

を校正します。トリチウムの放射能は TDCR 法と呼ばれる

新たな手法により、またアメリシウム 241 の放射能は 4π

α-γ同時測定法と呼ばれる手法により絶対測定します。こ

の２つの標準線源と液体シンチレーションカウンターを用

いることによって、ラジウム 223 の放射能測定に成功し、

2016 年から標準の供給を開始しました。 

 

 放射線治療に関わる代表的な標準を紹介しました。安全

な放射線治療のために標準の開発は重要です。現在、高エ

ネルギー電子線、重粒子線や陽子線の線量標準の開発に取

り組んでいます。また、新しい放射性核種を用いた内用療

法の開発も進んでおり、それらの放射能標準も取り組むべ

き課題となっています。 
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