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Summary

Caused by the accident of nuclear power plants in the Fukushima at 2011, many radioisotopes (RI) were 
diffused to the environment. As a result, X-ray detectors were stained with RIs and black spots appeared on 
the medical images. Using the RI of 134Cs and 137Cs, black spots which appeared on the photostimulable phos-
phor plate (X-ray detector) were reproduced experimentally. The aim of this study is the following two points; 
firstly, to clarify the relationship between long-time irradiations of RI and fading effect, and secondly, to 
clarify the positional relationship between the RI sources and the X-ray detector based on irradiation times of 
RI. For the latter experiment, the samples were made by spraying water (containing the RI) in order to repro-
duce small point sources. Then, the sources were placed on the photostimulable phosphor plate or on the 
cassette, and corresponding images with different irradiation times were taken. The black spots could be 
reproduced with the condition, in which sources were directly adhered to the photostimulable phosphor plate. 
We observed the black spots when sources were placed on the cassette for one week. Based on the result, we 
summarized that the RI which are directly adhered on the photostimulable phosphor plate may produce the 
black spots.
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緒　言
　2011年 3月に発生した福島第一原子力発電所の事故
によって飛散した放射性同位元素（radioisotope; RI）が X

線検出器等に付着し，黒点が発生するという事態が起
こっていた1）．これに対して，日本放射線技術学会では
「CRを用いた環境モニタリング研究班」を立ち上げ，環
境モニタリングの可能性だけではなく，臨床の現場で認
められた黒点の発生原因などを議論している2）．この研
究班の目的の中には「黒点として現れる因子の追求」が
あり，付着部位や飛来した RIの特定や，放射線（α線
や β線，γ線）の特定を挙げている．そして今までの結

果として，黒点発生原因となる RIからの放射線は，カ
セッテ表面に付着した RIからの γ線か，カセッテ内に
入り込んだ RIによる β線であると推定している2）．
　黒点を発生させた RIの除染に関する問題を具体的に
検討した小沼らの論文によると，事故後約 1カ月の時
点で検出器に付着していた RIは134Csと137Csの 2核種
であった1）．そこでこの 2核種（134Csと137Cs）を利用し
て，RIの付着部位に関する知見を得るための実験を計
画した．RIを噴霧することによって，できるだけ RIの
付着状態が小さい点線源となるように工夫した．この線
源を，輝尽性蛍光体プレート（以下，プレート）の上やカ
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セッテ上に配置し，露光させることによって，試料の配
置場所（RIの付着部位）と露光時間との関係を調べた．
このとき RIから発生する放射線は，検出器に対して β
崩壊を起こすごとに継続してエネルギーを付与する．そ
こで，長時間露光に対する輝尽性蛍光体の応答特性
（フェーディングの影響）も調べた．このように RIの付
着部位に関して具体的に実験し検討した研究は，われ
われが調べた限りでは見当たらない．本実験の目的は，
フェーディングの影響を検討したうえで，黒点が発生し
たときの RI付着部位を推定することである．このこと
を明らかにすることによって，黒点発生時における除染
部位が明確となり，抜本的な対応が可能となる3）．

1．使用機器と方法
1-1 使用機器など
　本実験で使用する RIは134Csと137Csである．ともに
アイソトープ協会から購入した．これら RIの主要な β
線の最大エネルギーは，134Csが 658 keV（放出割合：
70.2％），137Csが 514 keV（放出割合：94.4％）である4）．
一方，放出される主要な崩壊 γ線は，134Csが 796 keV

（放出割合：85.5％）と 605 keV（放出割合：97.6％），137Cs

は 662 keV（放出割合：85.1％）である4）．RIが霧状になっ
て空中を浮遊し検出器などに付着する状況を想定して，
霧吹き［ガラス製アトマイザ（7 ml）：大創産業］を利用し
た．RIを付着させる試料には，ドライタイプのクイック
ルワイパー（花王）を使用した（サイズ：205×285 mm）．高
純度ゲルマニウム検出器（GX1518：キャンベラ社製）を
利用して試料に付着する放射能を計測した．試料内に
付着した RIから放出された β線または γ線による黒点
の発生状況を判断するため，ディジタルシステム
（Regius 170：コニカミノルタ社製）を使用した．

1-2 長時間露光時のフェーディング
　長時間露光する場合，フェーディングが問題となる可
能性がある5）．その影響を確認するため，放射能の異な
る線源を作成し，放射能に対するピクセル値の関係を検
討した．134Csと137Csをそれぞれ 40，80，120，240 Bqず
つ，5×5 mm（25 mm2）の濾紙に滴下した．各放射能とな
る線源を 4セット作成し，台紙に 50 mm間隔で配置し
た．プレートの汚染を防ぐため，厚さ 0.03 mmのビニー
ル袋に作成した台紙を封入した．その試料をプレートに
直接密着させ，2，5，15.5，20時間の 4通りの時間で
放射線を露光した．露光後，S値：293，G値：1.0とな
る画像処理 Fixモードで読み取り，digital imaging and 

communication in medicine（DICOM）出力した．この
モードは，CRを用いた環境モニタリング研究班がコニ

カミノルタ社製の装置用として示した処理モードと同じ
である．画像処理ソフトウエア（ImageJ，ver.1.45b，
National Institutes of Health; NIH）6, 7）を使って，関心領
域（region of interest; ROI）の部位におけるピクセル値を
求めた．横軸を「Bq（1/s）×露光時間（s）」，縦軸を「各条
件でのピクセル値」としたグラフを作成した．露光時間
が異なる場合において，ある時間での「Bq×露光時間」
とその他の時間での「Bq×露光時間」との間には相反則
が成り立つ．したがって，フェーディングの影響がな
い，または無視できるときには，露光時間が異なっても
曲線は 1本に重なる．

1-3 点線源試料の作成
　134Cs 10 kBq（100 μl）と137Cs 10 kBq（100 μl）を水（1300 μl）
に加えて溶液を作成した（結果として，それぞれ 6.6 Bq/μl

となった）．霧吹きの中に溶液を入れ，すべてなくなる
までドライタイプのクイックルワイパーに吹き付けた．
そのときの配置を Fig. 1に示す．300×200×500 mmの対
流のない密閉空間を準備し，その中で線源を作成し
た．吹き付けた霧状の RIは，重力で自然に落下してク
イックルワイパーに付着する．乾燥したクイックルワイ
パーをビニール袋に入れて周辺が汚染しないように封
入した．高純度ゲルマニウム検出器で放射能を計測し
た結果，134Csと137Csそれぞれ，約 600 Bqが付着してい
た．なお，ここで使用した高純度ゲルマニウム検出器に
おける検出効率は，前実験で感度解析を行った結果，
基準となる検出効率から ±10％以内に入ることがわかっ
ている．そこで測定精度についても 10％の精度である
と考えた1）．

Fig. 1 Schematic drawing of experiments to make small-size 
sources. Using a mister, the mist containing the RI was 
made.
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1-4 ディジタルシステムによる黒点の再現
　CRを用いた環境モニタリング研究班の経過報告で
は，検出器に直接付着した場合と検出器を支持する周
辺機器に付着した場合の 2通りを，RIの付着部位とし
て挙げている2）．そこで，四つ切サイズ［10×12 inch

（250×301 mm）］のプレート（RP-3S：コニカミノルタ社製）
に，試料を直接密着させる場合とカセッテの上に試料
を密着させた場合の 2通りで，黒点発生状況を再現す
ることとした．
　Fig. 2に実験配置図を示す．プレートをカセッテに入
れた状態の上に試料を置き，その上にカセッテから取り
出したプレートを裏返して試料に直接密着するように置
いた．試料が確実に密着するように，プレートの上に鉛
を置いた．
　露光時間として，7時間と 14時間，1週間（168時間）
の 3通りを設定した．これは RIから放出される γ線の
寄与率が，β線に比べて 9～70倍程度低いことを念頭
に置いたものである8）．

1-5 黒点の発生状況の検討
　各露光のあと，2枚のプレートに蓄積された情報は，
1-2で示した方法と同じ処理条件（画像処理 Fixモー
ド，S値：293，G値：1.0）で画像化された．各露光時
間において，試料の位置（RIの付着部位）の違いで画像
上の黒点発生状況がどのように表れているかを ImageJ

で確認した．さらに黒点が認められる部分のプロファイ
ル曲線を計測することによって，各画像での黒点部分
のぼけの状態を検討した．
　検出器または周辺機器に付着する RIによって黒点が
発生する場合，RIからの放射線によって，エネルギー
が少しずつ輝尽性蛍光体に蓄積される．すなわち露光
時間が長くなると，点状となる黒点のピクセル値が徐々
に高い値となり，結果として画像化される．露光時間の

違いによってピクセル値は変化するが，その広がり方
（ぼけ方）は，RIの位置が変わらない限り，同じ（相似
形）である．また，RIから発生する放射線（β線や γ線）
は 360度方向に放射されるため，少しでも検出器から
離れていると鮮鋭に画像化できない．このことは増感紙
フィルム系における解像特性を考えるとき，検出器（増
感紙）と記録媒体（X線フィルム）との密着不良が解像特
性に大きく影響を与えることと同じことである．した
がって，プロファイル曲線の半値幅（full width at half 

maximum; FWHM）を計測することで RIの付着部位を
推定できる．

2．結　果
2-1 長時間露光時のフェーディング
　134Csと137Csを使ったときの放射能時間積に対するピ
クセル値の関係を Fig. 3に示す．図中の各点は，同じ放
射能を示す 4セットの位置におけるピクセル値の平均
であり，エラーバーは，その四つのデータの標準偏差を
示す．これを見ると，線形性はダイナミックレンジが 2

ケタまで保たれていることがわかる．

2-2 黒点の発生状況の検討
　得られた画像のもつピクセル値をヒストグラム解析に
よって確認した．試料をプレートに密着させた場合，7

時間と 14 時間，1週間（168時間）露光におけるピクセル
値の最大値はそれぞれ 1201，1492，2415となり，1週
間（168時間）の露光時が最も高い値となった．一方，試
料とプレートの間にカセッテが存在する場合のピクセル
値の最大値は，7時間と 14時間露光ではそれぞれ 165

Fig. 2 Experimental configuration of irradiations to 
reproduce the black spots.

Fig. 3 Relationship between pixel values and products of 
activities and irradiation times. These data were taken 
using 134Cs and 137Cs sources.
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と 230であり，試料をプレートに密着させた場合に比べ
て明らかに低かった．そこですべての画像表示にあ
たって，ピクセル値の表示範囲を 0～2048に統一した．
　7，14時間，1週間（168時間）後の画像［250× 301 mm 

（1430×1722 pixel）］を Fig. 4～6に示す．Fig. 4～6のそれ
ぞれにおいて，（a）は試料とプレートが密着した場合，
（b）は試料とプレートの間にカセッテが存在する場合に

対応している．読み取りも表示の設定もすべて同じとし
たとき，密着したときには多くの黒点が認められるが，
カセッテが間に存在する場合，7時間と 14時間の露光
では全く黒点が認められなかった．さらに，Fig. 6（a），
（b）ともに黒点が認められるとともに，それ以外の部分も
かさ上げされたような状況となった．Fig. 6（b）で黒点が
認められたのは，長時間露光の影響で黒点の発生に必

Fig. 4 Images of experimentally reproduced black spots 
(1) irradiation time of 7 hours.

 (a)The sources were directly adhered to the phos-
phor plate, (b) the sources were put on the 
cassette.

a b

a b

a b

Fig. 5 Images of experimentally reproduced black spots 
(2) irradiation time of 14 hours. 

 (a)The sources were directly adhered to the phos-
phor plate, (b) the sources were put on the 
cassette.

Fig. 6 Images of experimentally reproduced black spots 
(3) irradiation time of 168 hours. 

 (a)The sources were directly adhered to the phos-
phor plate, (b) the sources were put on the 
cassette.
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要な放射線によるエネルギーが蓄積したためである．ま
た黒点以外の部分において，かさ上げされたような状
況となったのは，長時間露光によってバックグラウンド
が高くなったためであると考える．さらに，カセッテ上
に置いたときには直接密着させたときよりも発生した黒
点がぼけている．これは試料がプレートと密着していな
い状況であるためと考える．
　それぞれの露光時間において同じ位置［各図の右上に
拡大したもの：43.75×43.75 mm（250×250 pixel）］に存在す
る黒点部分のプロファイル曲線を Fig. 7に示す．Fig. 7（a）
はプレートに密着した場合で，Fig. 7（b）はカセッテが試
料とプレートの間に存在する場合である．Fig. 7におい
て，Fig. 4～6の（a）に対応する曲線の半値幅を求める
と，7時間後の場合では 1.6 mm，14時間後 1.9 mm，1

週間（168時間）後では 1.8 mmであった．プレートに密
着している場合，露光時間に依らず，ぼけの状態はあ
まり変わらない．一方，1週間（168時間）後の（a）と（b）を
比較すると，（a）では 1.8 mm，（b）では測定不能となっ
た．カセッテが間に存在するとき，黒点状の画像が得ら
れたのは 1週間（168時間）の場合だけであり，Fig. 7（a）
に比べて，黒点の部分が明瞭ではない．

3．考　察
3-1 長時間露光時のフェーディング
　相反則とは，照度と露光時間を掛け合わせた値が同
じ組合せ（高照度 ×短時間 =低照度 ×長時間）であると
き，検出器に入射するX線量が同じとなるため，その
写真効果も同じになるということである9）．このことは

写真処理において，昔から議論されてきたことである
が，画像記録媒体であるフィルムに対する理論だけで
はなく，放射線を検出して蛍光を出力する検出器にお
いても同じことがいえる．このことが成立するため，
ディジタルシステムの特性曲線測定時にタイムスケール
法を採用できる．一方，輝尽性蛍光体のフェーディング
による輝尽発光量（以下，発光量）の低下が問題となる
場合，露光時間に依存して発光量の低下が生じる可能
性があるため，検出器に入射する放射線量が同じで
あっても，その発光量は異なってくる．そこで，放射能
に対するピクセル値の変化を検討した．
　Fig. 3をみると，4通りの異なる露光時間で得たピク
セル値は，放射能の違いによらず，ほぼ 1本の同じ直
線上に並んでいる［両方とも近似直線に対する決定係数
（R2）は，約 0.996であった］．すなわち相反則が成立し
ている．林らは，ディジタルシステムのフェーディングに
ついて 40分の経過時間に対して約 30％の発光量低下を
示すとしている5）．また常温条件では 20分程度で 20％ほ
どが急激にフェーディングによって情報を失うが，その
後は緩やかな低下を示し，20時間程度までには 70％ほ
どの発光量を保つということがわかっている10, 11）．これら
の結果は，1回の照射に対して，その蓄積した発光量が
どのように放出されるのかを示している．本実験では，
時間を 2，5，15.5，20時間の 4通りに設定して，持続
的に露光した．RIを放射線源としたとき，一度に多く
の放射線が検出器に入射するのではなく，放射能に応
じた量しか検出器に入射しない．したがって，露光終
了時間に近いときに蓄積される発光量に比べて，それ

a b

Fig. 7 Profile curves of pixel values.
 These profiles were along the lines with the dashed lines in Fig. 4–6. The figures of (a) and (b) repre-

sents those of Fig. 4–6.
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以前の時間までに蓄積された発光量のほうが非常に多
いと推測できる．すなわち，RIによって蓄積される発
光量の多くは，すでに露光停止してからある程度の時
間が経過した状態であると考えられる．この点が一般
撮影領域と全く異なる点である．これは，露光を停止し
てから読み取るまでの時間の違いが，発光量にあまり影
響を与えないことを示す．以上のことから長時間露光を
行う場合には，蛍光体のフェーディングによる影響は無
視できる可能性が高い．

3-2 黒点の発生状況の検討
　Fig. 7を利用して，より定量的に検討する．試料がプ
レートと密着しているとき，半値幅は 1.6～1.9 mmで
あった．すなわち，同じ位置に対応する黒点部分のプロ
ファイル曲線において，黒点の状況はほとんど同程度で
あることがわかる．一方，1週間（168時間）後の（a）と
（b）を比較すると，（a）では 1.8 mm，（b）では Fig. 6（b）で
視認できるにもかかわらず，プロファイル曲線では計測
困難であった．これは RIが検出器から離れているた
め，放射線（β線や γ線）の発生部位を鮮鋭に画像化で
きないことに起因する．
　本実験では，半値幅の確認を 1カ所だけで考察して
いる．その理由を以下に示す．
　点線源試料の作成にあたって，霧吹きを利用して RI

を散布した．すなわち，RIを含む溶液は，均一な粒子
径の水滴とならない状態で吹き付けられている．した
がって，同じ 1滴分の水滴によって画像化されたと考え
られる他の部位についても，付着した RIの大きさその
ものが違う可能性があり，半値幅が同じとなる可能性は
低い．
　次に，試料とプレートの間にカセッテが存在する場合
において，結果で示した半値幅の黒点よりも高いピクセ
ル値を示す黒点に対する考察について着目する．よりピ
クセル値が高い場合を確認すると，複数の黒点が重
なった状況で画像化されている可能性が高かった．す
なわち，本実験で得た 1週間（168時間）後の結果よりも
長時間露光しなければ，1滴の水滴で画像化されたと考
えられる同じ位置における，より高いピクセル値の結果
を得ることができない．すなわち，長時間露光を行った
ときの画像を得ることによって，試料とプレートの間に
カセッテが存在する場合におけるより詳細な検討ができ
た可能性を否定できない．

　研究班や林らが示した画像2, 8）と，今回の Fig. 4～6で
示す画像とを比較すると，黒点の状態はどれもプレート
に RIが密着した場合［各 Figの（a）に対応］と同じぐらい
明瞭に視認できる．逆に，カセッテ上に付着したと想定
した画像［Fig. 6（b）に対応］と見比べると，明らかに異な
る状態であるといえる．すなわち，研究班が示す画像に
おいても，現時点で確認できている黒点の発生状況
は，プレートに RIが直接付着した場合であると考える．
　本実験においては134Csと137Csそれぞれ，約 600 Bq

の放射能を用いた．一方，小沼らの論文で議論した黒点
画像の放射能は134Csが 2.9～4.3 Bq，137Csが 3.5～5.2 Bq

であると推定されていた1）．すなわち，実際に黒点を発
生させた放射能は，本実験の 138分の 1から167分の 1

程度である可能性がある．また，カセッテ上に付着した
RIが黒点を発生させることを想定したとき，放射能が
本実験で作成した放射線源と同等であれば，少なくと
も 14時間以上の時間で露光する必要がある．臨床業務
を行うにあたって，夕方の 17時から次の日の朝 9時ま
での 16時間，全く撮影しないということは，あまりない
と考える．以上のことから，黒点が生じた事例のほとん
どにおいて，カセッテの上に付着したことが原因で黒点
が発生するのではなく，プレートなどの検出器に RIが
直接付着したことが原因であると推測できる．

4．結　論
　われわれは134Csと137Csを入手し，これらを利用して
放射線源となる試料を作成した．長時間露光となる状
況では，露光中のフェーディングがピクセル値に与える
影響を考慮する必要がないことを把握できた．放射線
源の配置場所（RIの付着部位）と露光時間との関係を検
討した結果，細かい明確な形状の黒点が生じる場合で
は，その付着部位は，検出器面であることが明確となっ
た．また長時間露光した場合，カセッテ上に付着した状
況であっても黒点は発生するが，その部分に付着する放
射能は非常に高い必要があると同時に，その結果得られ
る黒点の状態は明瞭ではなく，ぼやけた画像となる．

謝　辞
　本研究は，徳島大学アイソトープ総合センターの三
好弘一先生他のスタッフ，および名古屋大学アイソトー
プ総合センターの協力によって行われました．関係者の
皆様に深く感謝いたします．



1313

Vol. 68 No. 10 Oct 2012

参考文献
1） 小沼洋治，林美智子，林　裕晃，他．X線検出器（輝尽性
蛍光体プレート）に付着した放射性同位元素の除染．日放技
学誌 2012; 68(3): 277-282.

2） 平野浩志，柏木　力，斎　政博，他．CRを用いた環境モ
ニタリング調査研究班の紹介．画像通信 2011; 34(2): 73-76.

3） 西原貞光，林　裕晃．X線検出器（イメージングプレート）の
放射能汚染に対する適切な除染方法の提案．日放技学誌
2011; 67(8): 912-915.

4） 日本アイソトープ協会．アイソトープ便覧．東京：丸善，
1984.

5） 林　裕晃，神谷尚武，谷内　翔，他．輝尽性蛍光体プレー
トを用いた多数点取得実験におけるフェーディング補正手法
の提案．医用画像情報会誌 2012; 29(1): 1-6.

6） Rasband WS, ImageJ US. National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland, USA, http://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2011. 

7） Abramoff MD, Magalhaes PJ, Ram SJ. Image processing 

with ImageJ. Biophotonics International 2004; 11(7): 36-42.
8） 林　裕晃，西原貞光，谷内　翔，他．輝尽性蛍光体プレー
トを用いて取得した X線画像上の黒点発生の解明に向けた
モンテカルロシミュレーション－原子力発電所事故で飛散し
た核分裂収率の大きい放射性同位元素の影響－．医用画像
情報会誌 2012; 29(1): 7-11.

9） 小寺吉衞，他．放射線受光系の特性曲線．東京：医療科学
社，1994.

10） Saze T, Etoh M, Mori C, et al. Automatic activity measure-
ment and data processing system using imaging analyzer. 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 
2000; 443: 578-585.

11） Ohuchi H, Yamadera A. Dependence of fading patterns of 
photo-stimulated luminescence from imaging plates on 
radiation, energy, and image reader. Nuclear Instruments 
and Methods in Physics Research A 2002; 490: 573-582.

■■■■■■■■■■■■■■■■■　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■         図表の説明■        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■　■

Fig. 1 小さいサイズの放射線源を作成するための実験の概念図
 霧吹きを用いて RIを含む霧を生成した．
Fig. 2 黒点を再現するための露光実験の配置図
Fig. 3 放射能時間積とディジタル値の関係
 これらのデータは134Csと137Csを用いて作成した．
Fig. 4 実験で再現した黒点の画像（1）7時間露光
 （a） プレートに線源が密着しているとき
 （b） カセッテ上に付着したとき
Fig. 5 実験で再現した黒点の画像（2）14時間露光
 （a） プレートに線源が密着しているとき
 （b） カセッテ上に付着したとき
Fig. 6 実験で再現した黒点の画像（3）168時間露光
 （a） プレートに線源が密着しているとき
 （b） カセッテ上に付着したとき
Fig. 7 ディジタル値のプロファイル曲線
 これらのプロファイルは Fig. 4～6の破線部に沿って取得している．（a）および（b）は Fig. 4～6のものと対応している．
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