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〈原　著〉

人体内放射性同位元素の分布と定量の定式化

西 沢 匡ヂ 秀

はじめに

　体内に摂取されたγ放射性核種（RI）による内

部被曝評価を行なう問題はつぎの三点に整理され

る．1）：体内のRIの量と位置を知る，2）：位置

と量を知って特定の臓器の被曝量を算出する，

3）：被曝量計算に必要な核物理的データの集積を

行なう．

　問題1）の体内のRIの三次元的な分布の決定

および定量とを同時に行ない得る系統的な方法は

いまだ見い出されていない．この論文においてそ

の…つの方法を提案しようと思う．

研究方法

1．　解析方法と仮定

　線量相反定埋（dose　reciprocity　theorem5）・17））に

よって被曝量を計算しようとする場合には厳密な

意味でのRIの三次元的分布を知る必要はない．

そこでこの定理に従って被曝量を計算するために

必要とする程度の近似的な三次元的分布の描出法

と定量的評価法とを検討した．

　測定方法は非焦点型矩形スリットコリメーター

を装着したNa　I（Tl）検出器によるリニヤスキャ

ン法を採用した．体内での分布は体軸方向の分布

と体軸に垂直な横断面内の分布とに分けて解析し

た（図1）．

　人体を体軸に垂直な一定の間隔1の横断面の組

によりn個の体積要素7）（図1）に分割する．
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Fig．1．　The　method　of　analysis　of　radioisotopes

　　　　distribution　in　a　human　body．　Human

　　　　body　was　divided　into　small　volume

　　　　element　series　Vi（i＝1，……，　n）by

　　　　axial　transverse　sections　Si　（i＝1，・…・・，

　　　　11）with　constant　interval‘1’along　the

　　　　body　axis（L－axis）．　The　axial　trans－

　　　　verse　sections　Si（i＝L……，◎○）were

　　　　taken　instead　of　Vi　when　lim　‘1’→O

　　　　or　n－一・oO．　Radioisotopes　distribution

　　　　was　analysed　in　the　distribution　along

　　　　the　body　axis　and　ill　Si．

Vi（i＝1，・・…・，　n）番目の要素に含まれるRIの

activityをAiとする．体全体の　activityは
　　nA＝ΣAiとなる．　ここで1を無限に小さく取っ
　トユ
た極限を考える．すなわちlim　1→0⇒lim　n→。。

とし，Viなる体積要素の代りにSj（j＝1，・一・，

。。）なる面要素を考える．Sj内のactivityをBj

とすれば

A－、ξ1r⊇B・1－∫己dl　（・）

　　　　　　1→0

となる．ただしLはRIの分布域すなわち体長

である．

　横断面Sj内をN個の微少面積素片ASk（k＝1，

…・・ ，N）に分割し，　ASk内のactivityをIkと

する．この時Sj内のactivity　Bjは

　　　N
　Bj＝ΣIk　　　　　　　　　　　　　（2）
　　　k＝1
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となる．（2）を（1）へ代入して

A－∫ぱII・d1
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（3）

となる．

　体軸方向の一一次元的な分布は（3）式における

∫1　d1の齢である・体軸に垂直轡断面（S面）

内での二次元的分布は（3）式のΣIkに相当す
　　　　　　　　　　　　　　k＝1
る．

　2．　体軸方向の分布

　非焦点型矩形スリットコリメーターを装着した

検出器による測定結果は実際のRI分布をスムー

ズィングしたものとなる．そこで測定結果に数学

的処理を行なってできる限り元の分布を忠実に再

現し，かつ定量的に評価する方法をこの項で検討

する．

　2．　1．分布の再現

　スリット巾11，12のコリメーターを装着した検

出器D1，　D2の点線源に対するResponseをK（x）

（図2（a））とし，不均一分布するRI線源ρ（x）

をD1，　D2でスキャンした結果をρ，　Y（図2（b））

とする．xは位置を表わす変数である．　Y（t）は

任意の時刻tでの測定値であり，1は検出器の効

率，Range等を含ませた適当な定数とする．この

時各量の間にはつぎの式が成り立つ．

Y（・）一ズ∫1ρ（・）K（x－・・）d・　（4）

ただしL，vはおのおの線源の長さ，εcan速度で

ある．（4）式は線型積分方程式のうちFredholm

型第一種積分方程式13）に相当し，Kは積分方程式

の核である．YおよびKが既知の場合に（4）式

は解ρ（t）を持ち，これが求める元の分布を表わ

している．Kが対称核，退化核等の場合（4）式

は理論的に良く調べられているが，（4）の核は対

称でないのでこのままでは対称核理論を適用し得

ない．そこでT＝一・vtなる変数変換を行ない核

を対称化すると式（4）は

Y（T）一∫IK（T，x）ρ（x）d・　（5）

となる．ただしa≧O，b≧0．　Kは対称核である

から
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Fig．2．　Restoration　of　radioisotopes　distribution

　　　along　body　axis．

（a）：　The　point　spread　function　Dl　in　（3）　for

　　apoint　source　was　measured　by　a　narrow

　　slit　collimator　（1）　and　D2　in　（3）was

　　measured　by　a　broad　slit　collimator（2）．

（b）：　The　distribution　functionρwas　measured

　　for　an　unhomogeneously　distributed　line

　　source‘L’of　radioisotopes　1〕y　the　detector

　　with（1）and　Y　with（2）．　ρmay　be　re－

　　stored　apProximately　from　Y　by　mathe－

　　1皿atiCal　arrangement．

Y（T）－n4　、Pn（T）∫IK（・）Pn（x）dx（6）

と展開される．ただしρ。はKの完全系である．

すなわち

　　　　　atJ
　Y（T）＝ΣCnρn（T）　　　　　　　　　　（7）
　　　　n＝1

である．ただしこの時

　　　　％　ρ（T）＝ΣCn　lnρn（T）　　　　　　　　　（8）

　　　　n＝l

　　a≦T≦b

が一一一一様収束する時に（8）は（4）の解となる．こ

こでλnは同次積分方程式の固有値であり，ρn（T）

はRnに属する固有関数である．以上のように理

論的に厳密に固有函数を求める方法とは別に（4）

式をシンプソンの公式を使い多元連立一次方程式

として解く方法を示す．式（6）をつぎのごとく
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書き直す

Y（T・）＝－9｛ρ（x・）K（・・，T・）＋4ρ（xl）K（xl，　T1）

　　　　　十2ρ（x2）K（x2，　T1）

十……十2ρ（x2n＿2）K（x2n＿2，　T1）

　　　　十4ρ（x2n＿1）K（x2n＿1，T1）十…十ρ（x2n）｝

Y（T・n＋1）－9｛ρ（x・）K（x・，　T2n＋1）＋……

　　　　　十ρ（x2n）K（x2n，　T2n＋1）｝

マトリックス表示では

【K（T，x）［1ρ（x）1＝IY（T）1 （10）

となる．（10）式を解きρ（T）を求める．

　2．　2．定量的評価

　activity　Roが既知の線源をスキャンした時の

計数値をC。とする．…方同一の測定条件でacti－

vityが未知の線源をスキャンしその時の計数仙を

Cxとすると

Rx＝（Ro／Co）×Cx （11）

となる．

　体軸上の任意の点でのactivityは（10）式を解

いて得られる相対的な分布d1を親格化し，これ

に従ってRxを分配することにより得られる．

　2．3．S面内の分布

　面線源を扱うより点線源を扱う方が議論が単純

化される，そこでこの項では面線源に代る点線源

の位置と点線源と考えてよい面線源の面積につい

て議論する．

　2．3．1．仮想的集積点と点線源近似許容面積

　S面内を円（図3）とみなし，この中にある半

径rの円内にRIが均一分布しているとする．

D1，　D2，　D3，　D4は半径Roの同一円周上に90°間

隔で並べてある検出器を表わし，C1，　C2，　C3，　C，

はD1，　D2，　D3，　D4による計数率を表わす．半径

rの円G内には単位面積当り1のactivityがある

とする．この時円G全体ではB＝1πr2なるacti－

vityがあることになる．　Gにactivity　Bなる点

線源がある時のD1，……，　D4の計数率をctl，

……
，C／4とする．

）9（ー
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Fig．3．　Hypothetically　concentrated　point　sourse，

　　　　permissible　apProximation　area　as　a

　　　　point　source　and　constant　count　rate

　　　　measurements．　Detectors　D1，……，　D4

　　　　having　count　rate　C1，・・・…　，　C4　spaced

　　　　them　equally　round　the　concyclic　of

　　　which　origin　O．　The　position　G　of　hy－

　　　pothetically　concentrated　　point　source

　　　obtained　from　the　intersectiorl　of　a　curve

　　　　‘11’　as　C3／℃1＝constant　and　‘12’　as

　　　C4／C2＝constant．　The　radius‘r’of　the

　　　circle　in　which　radioisotopes　are　distri－

　　　buting　homogeneously，　was　determined

　　　by　the　permissible　approximation　area

　　　as　a　point　source．　The　dotted　line　circle

　　　represents　the　　distributing　　range　of

　　　radioisotopes　determined　mechanically

　　　without　considering　the　approximation

　　　area，　when　G　was　determined．

τ二（C，、＋C’2＋C／3＋C’4）／（C1＋C2＋C3＋C4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）

は円Gcう代りに中心Gにactivity　Bなる点線源

があるものとしてよいかどうかの判定条件とな

る．τ　：1ならば円全体の代りに中心Gに集中し

た点線源を考えてさしつかえない．そしてこの円

Gの中心GをRIの仮想的集積点と呼ぶ．　Gを仮
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想的集積点とみなしてよいτの最大値をτoとす

る．この時の円Gの面積πr2を点線源近似許容面

積と呼ぶ．

2．3，2．仮想的集積点と半径γの決定

C31≡C3／C1

なる量を定義する．C3、＝Const．

を結ぶと…本の曲線11（図3）となる．

て

C42≡C，／C2

（13）

となるS内の点

　　　同様にし

（14）

を定義するとC42＝const．となる点は曲線12とな

る．そこでGは11および12の交点として求める

ことができる．このようにしてGの位置が決まれ

ば，解剖学的知識よりτ。以下の範囲内において

γを決め，この円内にRIが均一一一一一一に分布するもの

とする．他の方法はτoとは関係なく，機械的に

Gを中心として円Sに内接する円を描きこの円の

半径をrとみなす方法である（図3の点線の円）．

　2，　4．線源の位置によらずに一一一i定計数率を得

　　　　る測定法

　今までは体軸方向の分布とS面内の分布を別々

に論じてきたが，両者を結びつける方法を検討す

る．2と3で論じた仮想的集積点Gが常に体軸上

にあれば両者を結びつけられる．

　GがS面内のどこにあるかにかかわらず一定の

計数率を得る測定法を考える．検出器の個数によ

り精度が異なるが議論の方法は個数によらずに同

じである．ここでは4個の場合を考えた．GがS

内の任意の点にある時，次のLaなる量を定義す
る．

La≡log　C1十log　C2十log　C3十10g　C4　　（15）

Gが0に一’致した時のLaをLoとすると

Lo≡410gC1 （16）

となる．

　a　L≡La／Lo　　　　　　　　　　　（17）
　O
　　　　aなる量L　はactivity　BがS内の任意の点にあ
　　　　o
る時とBが中心にある時の計数率の比であり，計

　　　　　　　　　　　　　　　a数率のずれの巾を示す値である．L　：1ならばG
　　　　　　　　　　　　　　　o
は全て中心，すなわち体軸上にあるものと考えて

さしつかえない．

考 按

　7．　mirdとの関連

　MIRD法はJournal　of　Nuclear　Medicineの

Supplementに掲載されている方法である．内部

被曝評lrHiに必要な核物理的データの集積3）4）8）9）12）

18）21）および体内でのRIの位置および量が知れて

いる時の被曝量の計算の方法4）5）11）12）17）21）がこの中

に集約されている．mirdの問題とこの論文で論

じた問題が解決されて初めて内部被曝の精密な評

価が達成される。したがって両者は内部被曝評価

において相補的な役割を果していると思われるt

いくつかの新しい概念を導入したが，この時線量

相反定理に従い被曝量の計算を行なうことを前提

としている．

　2．　方法について

Whole－Body　Countingにょって定量測定2）10）16）

および分布2°）21）をおのおの独立にあるいは同時1）

に知ろうとする多くの試みがある．しかしながら

これらはおのおのに個有の限界があり，測定と測

定結果の処理が必ずしもじゆうぶんに系統的に行

なわれているとはいいがたい．

　この研究は内部被曝の評価を行なうための系統

的な測定方法と測定結果の処理方法を提案するた

めに行なわれた．体外測定のみによる三次元的RI

分布の描出は被曝線量の計算に必要な程度に限ら

れている．したがってきわめて近似的な分布表現

である．点線源として体軸上での分布の描出はじ

ゆうぶん満足の行く程度の精度を保ち得るであろ

うが，S面内での詳細な分布の再現はできない．横

断面を円と考えて一般的な議論を行なったが，楕

円とみなしてもまったく同様な議論を行ない得る．

　3．　L軸方向の分布について

　Yからρをなんらかの方法によって近似的に再

現することができるということは感度をそこなう

ことなく分解能を向上させることになる．フーリ

エ解析の方法の場合に生ずる困難を避けるために
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飯沼14）等はくりかえし近似の方法をまたG．E．

Clemente　et．　a1．はunfolding6）法を採用した．

これらの方法の本質的な点はYを原型にして近似

をくりかえし誤差を最少にしようとする点にあ

る．一方これらの方法に従うと大きな変動は再現

できるが比較的細部の変動の再現は必ずしも正確

でない．むしろhotとcoldが逆に出てくる場合

もある．この困難を避けるために同次積分方程式

の固有値と個有函数による展開方法と連立一次方

程式を解く方法との二つを検討した．

　測定に伴う統計的誤差が計算に及ぼす影響をで

きるだけ少なくするために，再現しようとする細

かさに応じて標本点数を決め，スムーズィングし

た分布を元にして方程式を解くものとする．

　4．　仮想的集積点について

　mirdの計算方法に従えば均一分布している線

源による内部被曝量と代表的な点にある点線源か

らの被曝量の間には一定の関係がある．その代表

点がこの論文における仮想的集積点に相当する．

したがってこの点の決定は重要な意味を持つもの

である．

　仮想的集積点の位置を決定することと位置によ

らないで一定計数率を得る測定法とは互いに矛盾

した幾何学的測定条件を要求する．なぜならば，

比による方法で位置の決定を行なうためには線源

と検出器の距離は短かく，比の差は大きい方が良

い．一方定量測定を行なうためには，測定系の効

率を考えなければ距離は長く，位置による差が小

さい方が望ましい．

　5．　点線源近似許容面積

　点線源近似許容面積という概念は現在の所，均

一一 に分布している線源に適用している．適当な条

件をもうけて不均一分布に対しても用いることが

できるものと考えられる．

　はじめは既知の面積に対して点線源と考えてよ

いかどうかの検討を行ない，あとでは逆に点線源

の位置から被曝量の計算に直接影響する面積とし

て推測される．

　6．　一定計数率測定法（等感度測定）

　GがS面内のどこに位置するかにかかわらず一

定計数率を得ることができるならば，GはL軸に

385

沿って分布するものとみなすことができる．つぎ

に積分方程式を解いてL軸に沿う分布を知り，規

格化に従って各S面内に存在するRI量が算出さ

れる．このように一定計数率測定法はL軸分布と

S面分布を結びつける役割を果たすものである．

この方法は定量法と関連が深くさまざまな方法17）

22）が試みられている．H．　E．　Palmer　et．　al．20）に

よる個人の体格の差や身体の部位による差異を均

一化しようとする方法はその典型であろう．ここ

で述べられた方法は従来から用いられている相乗

平均の考え方を発展させたものである．

　7．　定量法について

　定量法にはγ線スペクトルの光電領域の測定値

のみを用いることにした．系統的なデータ処理に

こだわらなければ，従来行なわれている全スペク

トルを使用する方法1°）を採用してもよい．R．　E．

Johneton　and　A．　B．　Brill15）は散乱体がスペクト

ルに及ぼす影響について調べ光電ピーク対散乱部

分の比が定量のための係数となり得ることを示し

ている．しかしながら現在の段階ではコンプトン

領域を含めたスペクトル処理は定量的にじゆうぶ

んな検討が加えられていないことに注意すべきで

ある．

　8．他の問題への適用可能性について

　たとえば1311のようにβ，γともに放出する核

種の場合にはβ線からの被曝の計算を行なう時，

RI分布を知るためにここで述べた方法を使用し

得る．

　9．実験と計算による理論の検証

　この論文において述べられた方法を実際に応用

するためには多くの問題を解決しなければならな

い．実験および計算による理論の検証は問題ごと

に個々に報告して行く予定である．

結 論

　内部被曝評価のために体内に摂取された放射性

同位元素の三次元的な分布と量を知るための系統

的な測定とデータ処理の方法とについて論じた．

　ここで述べた方法とmirdの方法を相補的に用

いることにより首尾一貫した内部被曝評価法が得

られる．
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Summary

　　　　Formalization　for　Quantify　and　Distribution　of

　　　　　　　　　　　　　Radioisotopes　in　Human　Body

－．＿． Fundamental　Investigation　on　Intemal　Absorbed　I）ose

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kunihide　NISHIZAWA

Z）elりartmentげRadiology，　Nagaya　Universit：ソSch　ooJ（ゾMedicine，」Vα9の，α

　　For　estimating　‘‘internal　absorbed　dose”　in

human　body，　one　methodical　process　to　get　the

quantity　with　three－dimensional　distribution　of

radioisotopes　by　scinti．scan　was　proposed．　The

displacement　of　three’dimensional　radioisotopes

distribution　was　restricted　within　the　necessity

to　the　internal　absorbed　dose　calculation　follow・

ing　the　dose　reciprocity　theorem．　An　consistent

method　for　estimating　internal　absorbed　dose　can

be　obtained　by　using　of　the　method　in　this　paper

and‘‘Inird’，　complementary．

＊ ＊ 笥 ＊ ＊
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