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研究成果の概要（和文）：本研究では、IVRの術中にリアルタイムに被曝線量測定を行うことを目的として、有
機フォトダイオードを用いた新しいX線検出器の開発・評価を行った。本検出器はX線透視装置に対して透明かつ
十分な信号出力が得られるものであるということを特徴としている。X線検出素子には有機フォトダイオードを
10 mm×10 mm×1　mmのプラスシックシンチレータ上に直接作成を行ったものを用いた。その結果、透視画像上
では、ほとんど視認することが不可能であり、十分な透過性やX線検出器としての特性を得ることに成功した。

研究成果の概要（英文）：Interventional radiology (IVR) is a medical subspecialty of radiology to 
realize image-guided surgical procedures using imaging modalities, such as x-ray fluoroscopy. 
However, skin injuries by prolonged x-ray exposure during the procedure have been reported. 
Therefore, real-time monitoring of skin dose is desired in clinical sites for reduction of excessive
 x-ray exposure. We developed a real-time dose distribution monitoring system using an organic 
photodiode directly fabricated on a plastic scintillator for the IVR. The organic photodiode is 
mainly composed of organic materials, which has good transparency for X-ray. In evaluation with a 
small animal CT, we obtained the sufficient signals from the OPD in real-time with 1 s interval. In 
addition, the OPD detector have a transparency enough to be used in the IVR procedure. 

研究分野： 放射線計測

キーワード： 有機半導体　有機フォトダイオード　IVR　リアルタイム線量計
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

医療用放射線によるX線透視技術を用いた
治療はインターベンショナルラジオロジー
（IVR）と呼ばれ、従来の外科的手術法に比
べ患者への侵襲が少ない事から様々な疾患
の治療に広く利用されている。しかしながら
IVRによる放射線被曝による、長期的な人体
への影響が指摘されており、IVR治療を行う
場合にはX線診断装置からの被曝量の測定を
行い、各患者個人の被曝量を記録しておくこ
とが ICRPからも勧告されている。また、頭
頸部 IVR の様に照射部位を絶えず変化させ
る場合には部位によって被曝線量が異なっ
てくるため、直接的に体表での被ばく線量分
布を得ることが望まれる。これに加えて、リ
アルタイムに線量分布をモニタすることが
可能となれば、術中に一つの部位に多くの線
量が当たることを回避することが可能にな
るなど、更なるリスクの軽減が期待できる。
そのような観点から、本研究では術中にリア
ルタイムに患者体表での被曝線量位置分布
の計測を行うことが可能な計測システムの
開発とその実証を目的とする。 

IVR における被曝の測定を行うために
様々な種類の検出器が提案・実用化されてい
る。例えば直接的に線量の計測が可能な熱蛍
光線量計(TLD)があるが、測定可能線量域が
不十分であることや、後処理で線量を評価す
るためリアルタイムの計測が不可能である
など本課題の目的では使用できない。また、
電離箱はリアルタイム計測が可能であるが、
検出器の構成物質がX撮像装置に写ることや
検出器単価が高額であるため、多数配置して
位置分布を得ることが難しい。面積線量計
(DAP)、CAREGRAPH、NDD 法もリアルタ
イムに線量計測を行うことが可能であるが、
直接的に体表で線量測定を行っておらず、頭
頸部 IVR の様に照射方向を術中に変化させ
る場合には、正確な体表での被曝線量を得る
ことが困難である。放射線感受性インジケー
タは色の変化でリアルタイムに線量を推定
することが可能であるが、視認により線量を
評価することになるため、術中に正確な値を
得ることは困難であると考えられる。過去に
連携研究者の盛武らは多数の放射蛍光ガラ
ス線量計(RPLD)を伸縮性の高い帽子に取り
付ける被曝線量分布計測手法を提案し、精度
の良い体表での被曝線量位置分布の直接測
定に成功している。しかしながら RPLD は後
処理を行うことで線量の読み取りを行うた
め、術中にその線量を知ることは不可能であ
る。また、我々のグループでも多数のプラス
チックシンチレータを体表に配置し、シンチ
レータからの発光を光ファイバを通してX線
撮像装置の視野外まで導きだし、フォトダイ
オードなどの光センサで読み出す検出器の
開発を行ってきた。しかしながら、この手法
も光ファイバなどの取り回しに手間がかか
り、50ch などの非常に多数の読み出しを行う
際には適さない。このように各検出法にはそ

れぞれに優れた点を持ちつつも、リアルタイ
ムに線量の位置分布を得ようとする場合に
は十分とはいえず、新しい測定手法の開発が
必要とされている。 

 

２．研究の目的 

前述の背景より、本測定手法にには、(1)

治療中リアルタイムに測定を行えること、(2)

被ばく線量の位置分布が得られること(多素
子読み出し)、(3)体表での線量を直接的に測
定が可能であることが必要とされる。また、
多数の検出器を配置するために、検出器が X

線画像に写ってしまうと治療の邪魔になる
ため、(4)検出部が X線診断装置に写らないこ
とが非常に重要である。また、(5)1検出器あ
たりの値段が安くすむことも多数の検出器
を使用するために必要になる。本研究はこれ
らの条件を満たす新しい測定手法の開発を
行う。最終的には試作検出器を作成し、実用
性の評価を行う。 

 

３．研究の方法 

（１）提案手法 

そこで本研究課題では図１に示すような、
プラスチックシンチレータ上に直接に有機
フォトダイオードを作成する技術を用いた
線量モニタシステムの開発を行う。有機フォ
トダイオードは有感部に有機物を使用し、加
えて非常に薄い電極で出来ている光センサ
であるため、一般的なフォトダイオードと異
なり X 線に対して完全に透明である。また、
電気信号を読み出すために非常に薄いフレ
キシブル基板などのX線に透過な材質を選ぶ
ことで、多数の検出器を配置しても X線透視
装置に写らない測定システムが可能となる。
X線画像に写ってしまう電流計等はX装置の
視野外に置く。また、シンチレータと光検出
器を用いた、いわゆるシンチレーション検出
器であるため、リアルタイムでの測定も可能
となる。 

X線照射範囲

X線有感部
（有機フォトダイオード+
シンチレータ）

データ収集回
路+制御用PC

読み出し線

 

図 1 提案手法の概略図 

 

（２）有機フォトダイオード検出器 

試作験で使用した有機フォトダイオード
検出器を図 2に示す。有機フォトダイオード
素子の、各層の厚さは  IZO (100nm)/ 



PEDOT: PSS (30 nm) / PCBM: P3HT (200 

nm) / Al (70 nm)となっている。有機フォト
ダイオードの有感領域は 6 mm×4 mm であ
る。この構造を持つ素子が、10 mm×10 mm、
厚さ 1mm のプラスチックシンチレータ上に、
スピンコート法を用いて直接作成されてい
る。図 2下に示すように、試作検出器では長
さ約 35cm の極薄フレキ基板上に、3 つの有
機フォトダイオード素子が取り付けられて
いる。基板の厚みは全体で 50μm 以下であ
り、伸縮性・透過性ともに十分である。また、
電極の接着はカーボンペーストを使用して
行っている。評価実験は、小動物用 CT 

(R_mCT2, RIGAKU)を用いて行った。図 3

に示す通り、段ボール製のベッドの上に有機
フォトダイオード検出器を置き、透過性の評
価や、管電流や管電圧の変化を変化させた場
合のＸ線に対する応答についの評価を行っ
た。 

 
図 2 試作検出器 

 

図 3 実験セットアップ 

 

４．研究成果 

（１）透過性の評価 

はじめに透視画像を取得して、透過性の評
価を行った。図 4に得られた X線透視画像を
示す。左側に試作した有機フォトダイオード
検出器が置かれており、右側に過去に開発を
行った光ファイバとプラスチックシンチレ
ータからなる検出器がおかれている。過去に
頭部ファントムを用いた実験で、光ファイバ
を用いた検出器は十分な透過性を持ってい

ることが確認されており、それと比較しても
試作有機フォトダイオード検出器は同等の
透過性が得られていることがわかる。  
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図 4 X線イメージング結果 

（２）リアルタイム測定の評価 

次に、リアルタイム測定が可能かどうかの
評価を行った。図 5 に管電流の値を 20μA、
40μA、80μA、120μA、160μA、200μAと変
化させながら、1 秒毎に電流計で得られた有
機フォトダイオードからの電流値を示す。0

秒から 40 秒程度、200 秒以降は X 線照射を
行っておらず、暗電流成分が計測されている。
実際の治療の際には 1秒毎で充分であるため、
提案した手法のリアルタイム性は問題ない
といえる。 

 

図 5 リアルタイム測定 

 

（３）X線照射に対する応答特性の評価 

続いて、試作検出器の X線照射に対する応
答測定の評価を行った。図6に管電流を 20μA、
40μA、80μA、120μA、160μA、200μAと変
化させた場合に得られた平均出力電流の値、
図 7に管電圧を 30kV、50kV、70kV、90kV

と変化させた場合に得られた平均出力電流
の値を示す。図 7については各管電圧での X

線の実効エネルギーを横軸に示している。ど
ちらの場合も、非常に良い線形性が得られて
おり、X線検出器として優れた応答特性を示
しているといえる。最後に有機フォトダイオ
ードの出力のX線照射方向に対する依存性に



ついての評価を行た。Ｘ線管を 360度回転さ
せながら、電流計で出力電流を測定した(図
8)。0秒から 20秒、140秒以降はＸ線の照射
は行っておらず、暗電流の成分が計測されて
いる。図からわかる通り、照射方向によらず
ほぼ一定の電流値が得られており、照射方向
依存性についても良好な結果が得られたと
いえる。 
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図 6 管電流の変化に対する応答特性 
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図 7 出力の実行エネルギーに対する線形性 
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図 8 出力の照射方向依存性 

 

（４）まとめ 

結果より、試作した IVRリアルタイム線量
位置分布測定用の有機フォトダイオード検
出器は、X線に対して十分な透過性を持って
おり、Ｘ線照射に対する応答も優れた性質を
有していることがわかる。今後は、この結果
をもとに、実用化に向けた研究を行っていく
必要がある。 
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