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小児の頭部 CT 検査における主な臓器の被ばく線量と防護
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　CT 検査は診断上非常に有用であり多く使用されているが、被ばくの多い検査である。小児は頭部 CT 検査

の割合が高いことから、頭部 CT 検査による主な臓器の被ばく線量を測定し、同検査を行った成人の被ばく

線量と比較した。さらに含鉛シートによる撮影範囲外の防護の有用性を検討した。頭部 CT 検査による被ば

く線量の測定には人体等価物質で作られ厚さ 25mm ごとにスライスされた小児ファントムとランドファント

ム（成人女性）を使用した。さらに主な臓器（水晶体、脳、甲状腺、胸腺、肺、胃、結腸、卵巣、精巣）と

各スライスの中心位置に、電離箱によって校正したガラス線量計素子を挿入し、線量を測定した。撮影条件

は頭部 CT 撮影のガイドラインに従い、管電圧は 120kV、スライス厚は 5mm、線量と撮影範囲（頭頂～大後

頭孔）は小児 250mAs、140mm（スライス番号 23 ～ 19）、成人 400mAs、160mm（スライス番号 1 ～ 8）と

して撮影した。含鉛シートを用いた防護では、ファントムの撮影範囲外に含鉛シートを一周巻き付けて同条

件で撮影した。実験の結果、小児・成人ともに撮影範囲から離れるほどファントム中心線量は減少し、臓器

の被ばく線量も撮影範囲から離れるほど減少していた。撮影範囲内の線量は成人のほうが大きくなったが、

撮影範囲外の臓器ごとの被ばく線量は成人より小児のほうが多くなった。含鉛シートで防護することで、撮

影範囲外の被ばく線量は小児・成人ともに減少し、また撮影範囲から離れた臓器ほど減少の割合が大きくなっ

た。成人に比べ、小児は体格が小さく撮影範囲から臓器までの距離が近いため、散乱線による被ばくが多く

なり、臓器の被ばく線量は小児のほうが多くなったと考えられる。防護により撮影範囲から離れるほど被ば

く線量の低減割合が大きくなったことから、撮影範囲から離れた位置では体外で発生する散乱線の寄与が大

きいといえる。また、防護なしでの精巣線量は撮影範囲に近い卵巣よりも多くなっていたが、防護によって

卵巣よりも少なくなり、約 92% 低減された。これは、表面にある臓器のほうが体外からの散乱線が多く入

射するため、防護による線量低減の効果が高いためであると考えられる。

1.　諸言

　現在 CT 検査は診断に有用な画像を得ることが

でき、かつ迅速に行える検査として頻繁に用いら

れている。日本における医療被ばくは、他国と比

較して大きいことが指摘されているが、そのなか

でも CT 検査は、医療被ばくのかなりの割合を占め

ている[1]
。特に小児の場合は、放射線に対する感受

性が成人よりも高く、同じ被ばく線量でも白血病、

甲状腺がん、脳腫瘍など各種腫瘍では成人に比べ

小児の発症確率が高くなっていることが報告され

ている
[2]
。このことから小児の放射線被ばくにはよ

り一層の注意が必要である。小児と成人とでは体

格の違いにより、同等の部位の検査を行った場合、

臓器毎の線量分布は異なっている。小児の CT 検

査では頭部撮影が最も多く、全体の半数近くが頭

部撮影であると言われている[3]
。このため、小児

の頭部 CT 検査における各臓器の被ばく線量を把

握し、さらにそれを低減させることが重要である。

　本研究では小児頭部 CT 検査による主な臓器の

被ばく線量を、人体ファントムの臓器相当位置に

ガラス線量計素子を置いて測定し、成人における

同等の検査と比較した。さらに撮影範囲外に対す

る含鉛シートを用いた防護の有用性を検討した。

2.　実験

2.1.　ガラス線量計素子の校正

　本研究ではフィルタ付ガラス線量計素子（GD-

352M AGCテクノル社製）を使用し、線量測定を行っ

た。ガラス線量計による測定値を空気カーマに換

算するため校正済みの電離箱（30cc 円筒型電離箱 

TN23361 PTW 社製）を用いて校正を行った。ガラ

ス線量計素子と電離箱を並べ同時に X 線発生装置
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で照射し、ガラス線量計と電離箱で測定された値

が同じになるようにガラス線量計素子ごとの校正

定数を求めた。校正時のガラス線量計素子と電離

箱の配置を図 1 に示した。照射野中心から 6cm ず

つ離したところに 5 本 × 2 列のガラス線量計素子

と電離箱を置き、ガラス線量計素子同士の距離は

1mm 程度離れるようにした。これは電離箱とガラ

ス線量計素子、ガラス線量計素子同士の散乱線の

影響を小さくするためである。またヒール効果に

よる影響がないように電離箱とガラス線量計を管

軸方向に垂直に設置した。校正時の X 線の線質を

CT 装置の線質に近づけるため、管電圧は 120kV

とし、1.5mmAl フィルタを付加した。ガラス線量

計素子に対し電離箱での測定値がおよそ 0.05mGy、

0.5mGy、5mGy、50mGy となるように照射を行い、

計10回の測定から10個の校正定数を算出し、その

平均値を各ガラス線量計素子の校正定数とした。

得られた校正定数から変動係数を算出し、変動係

数の小さい素子を選別して線量測定に使用した。

2.2.　頭部 CT 線量測定

　頭部 CT 検査による被ばく線量の測定には、小児

条件では 6 歳児相当の小児ファントム（京都科学

社製）、成人条件ではランドファントム（RAN-110

ファントムラボラトリー社製）を使用した。2 種類

のファントムを図 2 に示す。ファントムは人体等

価の物質で構成されている。また、厚さ 25mm ご

とにスライスされ、各スライスには 5mm 径の穴が

複数開いている。小児ファントムは足側から 1 ～

23、ランドファントムは頭側から 1 ～ 35 のスライ

ス番号が割り振られている。線量測定対象臓器と

しては脳、水晶体、甲状腺、胸腺、肺、胃、結腸、

卵巣、精巣を選択した。この 9 つの臓器相当位置

と各スライスの中心位置にガラス線量計素子を挿

入し、各位置での線量を測定した。

　撮影範囲は、スキャノグラフィでは頭部全体（ス

ライス番号 : 小児 No. 23 ～ 17、成人 No.1 ～ 8）と

した。スキャンでは頭頂～大後頭孔（スライス番

号 : 小児 No. 23 ～ 19、成人 No.1 ～ 8）を撮影範囲

とした。実際に撮影されたスキャノグラフィを図

3 に示す。スキャンの撮影条件は頭部 CT 撮影のガ
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図 1. ガラス線量計の校正配置

　　　（ａ）小　児　　　　　　　（ｂ）成　人

図 3. スキャノグラフィ

表 1　撮影条件

小児 成人

管電圧
mAs 値

スライス厚
スキャン範囲
スキャノ範囲
チルト角

（OM ライン）

120kV
250mAs

5mm
140mm
200mm
10.5°

120kV
400mAs

5mm
160mm
230mm
12.0°

　　　（ａ）小　児　　　　　　　（ｂ）成　人

図 2. 使用ファントム



イドライン
[4]
に従い設定した。主な撮影パラメー

タを表 1 に示す。線量測定は小児条件で 4 回、成

人条件では 2 回行い、その平均で評価を行った。

2.3.　撮影範囲外の防護を行った場合の頭部 CT 線

量測定

　得られた画像から、画質評価のため水晶体と想

定鉛等量が 0.5 mm の含鉛シート（保科製作所製）

で撮影範囲外を防護した場合の被ばく線量の測定

を行った。含鉛シートとファントムサイズの関係

上、小児は三つ折り、成人はそのままファントム

に巻き付け、CT 装置付属のマジックテープで固定

した。図 4 にそれぞれの防護シートの使用状況を

示す。撮影条件、撮影範囲はともに 2.2 と同様と

した。

3.　結果

3.1.　ガラス線量計素子の校正結果

　校正定数から変動係数を算出した結果を図 5 に

示す。変動係数が 3％以内となったのはガラス線

量計 100 本中 22 本、5％以内では 61 本、7％以内

では 89 本となった。測定数を増やすため、変動係

数が 7％以内のガラス線量計を使用した。特に低

線量の時ガラス線量計の校正定数の変動が大きく

なったため、線量の少ないと考えられる部位には

変動係数の小さなガラス線量計を使用した。

3.2.　頭部 CT 線量測定

　頭部 CT 検査におけるファントム中心位置の線

量を図 6 に示す。横軸は頭頂部からの距離、縦軸

は被ばく線量であり、縦軸は対数で表示している。

撮影範囲は、小児は 140mm まで、成人は 160mm

までである。スキャノグラフィは、小児は 200mm

まで、成人は 230mm までである。小児・成人と

もに撮影範囲から離れるにしたがって被ばく線量

は大きく減少した。小児は成人に比べて撮影時の

管電流時間積が少なく撮影範囲は短いため、小児

の方が全体的な被ばく線量は少なくなった。図 6

に示されるように、撮影範囲外ではほぼ直線的に

線量が減少していることから、撮影範囲外では指

数関数的に線量が減少しているといえる。
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図 6. 頭部 CT検査におけるファントム中心線量

図 5. ガラス線量計の変動係数

　　　（ａ）小　児　　　　　　　（ｂ）成　人

図 4. 含鉛シートを用いた被ばく防護



　臓器ごとの被ばく線量を図 7 に示す。横軸は臓

器、縦軸は被ばく線量とした。撮影範囲に含まれ

るのは水晶体と脳である。ファントム中心位置の

線量と同様に、撮影範囲から離れるほど臓器の線

量は大きく減少した。小児と成人とを比較すると、

撮影時の管電流時間積は小児より成人のほうが

多かったため撮影範囲に含まれる脳、水晶体では

被ばく線量が成人のほうが多くなった。一方、そ

れ以外の臓器では小児のほうが被ばく線量は多く

なった。

3.3.　撮影範囲外の防護を行った場合の頭部 CT 線

量測定

　図 8 に撮影範囲外を防護した小児のファントム

中心位置の線量を示す。防護をすることで撮影範

囲外の臓器の被ばく線量は減少した。また、撮影
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図 7. 頭部 CT撮影による主な臓器の被ばく

図 8. 防護有無による小児ファントム中心線量

図 9. 防護有無による成人ファントム中心線量

図 10. 防護の有無による小児臓器被ばく線量

図 11. 防護の有無による成人臓器被ばく線量



範囲から離れるほど防護による被ばく線量の減少

割合が増加することが示されている。

 　成人での撮影範囲外の防護によるファントム中

心位置の線量を図 9 に示す。成人の場合も、小児

とほぼ同様の結果が得られ、防護によって撮影範

囲外の線量が減少している。

　防護の有無による臓器の被ばく線量を小児につ

いては図 10、成人については図 11 に示す。含鉛

シートを使用することで、小児・成人ともに撮影

範囲外のすべての臓器被ばく線量が減少した。ま

た、臓器に関してもファントム中心の線量と同様

に、撮影範囲から離れるほど線量低減の割合が大

きくなった。

4. 　考察

4.1.　小児と成人の頭部 CT 検査による被ばく線量

の比較

　頭部 CT 検査による撮影範囲外の臓器の被ばく

線量は、成人よりも小児のほうが多くなった。こ

れは、小児は体が小さく撮影範囲から臓器までの

距離が短いことが原因であると考えられる。

　図 6 に示されるように、撮影範囲外の線量は距

離に対してほぼ指数関数的に減少するため、臓器

に到達する散乱線の量は成人よりも小児のほうが

多くなると考えられる。

4.2.　撮影範囲外の被ばく防護による効果

　撮影範囲外を含鉛シートで防護した結果、小児・

成人ともに被ばく線量が減少した。撮影範囲外に

は CT からの直接線は照射されず、また体内で発

生する散乱線には含鉛シートは影響しないと考え

られる。よって撮影範囲外の臓器は体内の散乱線

による被ばくだけでなく、体外からの散乱線によ

る被ばくも受けているといえる。

　撮影範囲から離れるほど、防護による撮影範囲

外の臓器被ばく線量の減少割合が大きくなってい

た。撮影範囲外の被ばく線量の低減割合を表 2 に

示す。線量の低減割合は、成人のほうが全体的に

大きくなった。成人は小児よりも臓器が撮影範囲

から離れているため、撮影範囲の体内で発生した

散乱線が各臓器に到達する量は小児よりも少ない。

これにより、撮影範囲外の被ばくに占める体外か

らの散乱線の寄与の割合が成人のほうが高くなる

ため、防護による臓器線量の低減割合が大きくなっ

たと考えられる。体表面に比較的近い臓器である

精巣の場合、防護なしでは撮影範囲に近い卵巣よ

りも被ばく線量は多かったが、防護をすることで

卵巣よりも線量は減少し、小児の精巣位置では被

ばく線量が約 92％低減した。これは撮影範囲か

ら離れた場所ほど、体内からの散乱線よりも体外

からの散乱線による被ばくの割合が大きいことに

加え、表面にある臓器ほど体外からの散乱線が到

達しやすいため含鉛シートによる防護効果が高く

なったと考えられる。

　本研究では、ファントム内部の線量測定を線質

補償フィルタ付ガラス線量計素子を用いて行った

が、この素子の感度について X 線の入射方向の依

存性が大きいことが指摘されている[5]
。素子の長

軸に垂直な方向と比較して、平行な方向から X 線

が入射した場合には、感度の上昇がみられる。本

研究の測定条件においては、感度が高い方向から

の入射が、特に撮影範囲外では素子の校正時より

も多くなっている可能性がある。これについては、

角度依存性の少ない電離箱線量計等を用いて、今

後より詳細に検討する必要がある。

表 2 防護による撮影範囲外被ばく線量の低減割合

臓器 小児 成人

甲状腺
胸腺
肺
胃
結腸
卵巣
精巣

3％
13％
32％
62％
81％
87％
92％

10％
31％
46％
67％
85％
87％
90％

5. 結語

　成人と小児の体格差により、ガイドラインに従っ

た頭部 CT 検査での撮影範囲外の臓器の被ばく線

量は小児のほうが多くなることが分かった。

　検査時に撮影範囲外を含鉛シートで防護するこ

とは、撮影範囲外の被ばく線量の低減に有用であっ

た。特に、撮影範囲から離れた表面付近の臓器に

対する線量低減割合は大きく、最大で約 92％の線

量低減効果を示した。
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