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Abstract  In this study, we observed leaked gamma rays in a nuclear medicine facility. As proposed in a previous study, we used a portable, 

high-sensitivity omnidirectional Compton camera with a detector rotation function, which observes gamma rays where the air dose is 

approximately background level. The measurements were carried out in the nuclear medicine facility of the National Cancer Center East Hospital 

in front of a hot cell where PET (Positron Emission Tomography) radioactive tracers are elaborated. As a result of the measurements acquired, 

it was demonstrated that this method can function as a next-generation environmental radiation observation device, thus replacing existing area 

monitors such as ionization chambers. 
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1. まえがき 

放射性同位元素を利用する核医学施設等のRI

（Radioisotope）施設においては、非密封線源を使用し

た医薬品や線源を管理しているが、患者の体調変化や

失禁、破損などでの汚染や漏洩による職業被ばくのリ

スクが懸念される。現在、汚染等を把握する手段はい

ずれも空間線量を測定するものであり、検出器部分で

バックグラウンドレベルとなるような汚染（0.05 μSv/h

程度）を検出することは難しい。また、従来のエリア

モニターは設置場所の線量の測定のみを行い、汚染箇

所を特定することは出来ない。そのため汚染等が確認

された場合には、サーベイメータ等の検出器を用い、

人力でその場所を捜索する必要がある。これらの問題

を解決するために、設置場所の空間線量がバックグラ

ウンドレベルとなる場合でも線源を可視化すること

ができるガンマ線可視化装置の利用は有益である。遠

隔からガンマ線を可視化する主な装置としては、コン

プトンカメラやピンホールカメラ等が挙げられる。従

来のコンプトンカメラ（CZT使用1）、電子飛跡型2,3）、

GAGGとSiPM使用4,5）、Si/CdTe使用6,7）、SiPM使用8）、3D

イメージング9）等）やピンホールカメラ10）、ピンホー

ルコンプトンカメラ11）は、一般的に空間線量が10 

μSv/h以上の高線量向けとして作られており、検出器位

置での空間線量がバックグラウンドレベルでも使用

可能な低線量向けガンマ線イメージング装置の開発

はほとんど進んでいなかった。その中で、我々はコン

プトンカメライメージングを用いた、空間線量がバッ

クグラウンドレベルでも使用可能な低線量向け高感

度ガンマ線イメージング装置を開発してきた12,13,14）。

コンプトンカメラは2層の検出器を使用し、コンプト

ン運動学を用いてガンマ線の到来方向を計算し、イメ

ージングを行う装置である（図1(a)）。ここでは、2つの

カウンターによる同時計数イベントごとに導出され

たコンプトン散乱角θを頂角とするコーンを、図1(c)

のように投影面に逆投影することで画像再構成を行

う。その際、投影に用いるリングの形状については、

通常、図1(b)の実線で示すように、検出器固有の角度

分解能σからなるガウス分布を用いて逆投影が行わ

れる。一方で、先行研究16)では、コンピュータ断層撮

影（computed tomography: CT）のフィルタ補正逆投影

法（filtered back projection: FBP）に用いられるフィル

タ関数を適用し（図1(b)の点線）、更に測定中にコンプ

トンカメラを回転15）させてデータ収集を行うことに

より（図1(c)(d)）、虚像が少なく鮮鋭化されたガンマ線

の可視化が容易に達成できることを実証した16,17）。先

行研究16)における角度分解能は𝜎～11°（511 keV、二次
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図1 Theory of Compton camera: (a) Gamma-ray imaging by  

Compton camera. (b) Ring profile for back projection. (c) 

Conventional back projection method. (d) Back projection 

method with detector rotation in previous studies.  

 

元ガウシアンフィットより導出）である。また、絶対

効率については、any 2 hitのシステムを取り入れる前

の研究9）において1.6 cps/MBq (511 keV、距離1 m)であ

った。本研究では、先行研究12)で開発されたシステム

の感度と角度分解能を向上させ、実用的な可搬型のコ

ンプトンカメラの開発を行い、実際の核医学施設にお

ける環境放射線可視化測定を行うことで、本手法の有

用性について検証した。 

 

2. 回転機能付き高感度全方向コンプトンカメラの

可搬化 

先行研究12)のコンプトンカメラは、大きくて重いこ

とに加え、電源供給のためにACコンセントが必要で

あることや有線でPCと繋いでいるという短所があり、

持ち運ぶ際や測定時に不便なことが多かった。これら

を解決し可搬型化することができれば、より実用的な

コンプトンカメラとなる。今回は可搬型化を目指した

装置の見直しに加え、オンラインデータ収集時のシス

テムの改良も行った。 

 

2.1 小型化 

検出器のカウンターは、シンチレータと光電子増倍

管（PMT）を用いて製作した。先行研究12)で用いてい

たPMT（H11432-100）の長さは12.8 cmであったが、本

図2 (a) PMT used in the previous study (right) and this study 

(left). (b) The detectors of previous studies. (c) The detector 

of this study. 

 

 

図3 Configuration of detector: (a) Previous study. (b) This 

study.  

 

研究では半分以下となる5 cmのメタルパッケージ型

PMT（H13543-100）を用いることで、6つの検出器の小

型化を行った（図2(a)）。また、シンチレータには先行

研究と同様の3.5 cm角のCsI(Tl)結晶を採用し、6つのシ

ンチレータの座標が一辺10 cmの正八面体の頂点とな

るように配置した。この10 cmという値は、1.5 m先で

角度分解能σ～10度は30 cmに相当するため、この角

度分解能を達成するために決定したものである。先行

研究ではPMTを垂直に立てた状態であった配置（図

2(b)、図3(a)）を、水平方向に倒した配置（図2(c)、図

3(b)）に変更した結果、検出器部分の高さが43 cmから

23 cmとなり、20 cm低くなった。 

 

2.2 周辺装置の整理 

 先行研究12)では各検出器に1つずつ繋いでいたため

に6つあったプリアンプを1枚のボードにまとめた。ま

た、プリアンプとSiTCPプロトコル18）を搭載したフラ

ッシュADCボード（40 MHzサンプリング）に供給する

電源（外部電源12 Vで±4.7 Vと±3.3 Vの出力）もボー

ド化し一体化電源とした。これらのボード化により、

ADCボードとともに重ねて収納できるようになった。
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図4 Equipment of this study. 

 

 

図5 Schematic of the amplifier board in this study. 

 

また、リチウムバッテリーを用いればACコンセント

も不要となる。本研究で使用したリチウムバッテリー

は、容量が50000 mAh、全体の電流は1 Aであり、本シ

ステムでは6時間半駆動可能である。また、ADCボード

とステージコントローラを繋いだWi-Fiの設置により、

PCからの遠隔操作を行うことができるようになった。

更に、収納ボックスについても見直しを行った。先行

研究では丈夫なアルミケースを用いていたが、本研究

では底面がポリカーボネート製のアクリルボックス

を使用した。その結果、先行研究では7.4 kg（ステージ

図6 Schematic diagram of the system in this study. 

 

 

図7 Comparison of the entire system in the previous study 

(left) and this study (right). 

 

コントローラ（0.5 kg）を除く）だった重量が、5.8 kg

（ステージコントローラ、Wi-Fi関連の装置を含む、リ

チウムバッテリーを除く）となった。図4は、本研究の

周辺装置の様子である。アンプボードの回路図は図5

に、システムの模式図については図6に示す。これら

の小型化・整理を行った結果、72×26×28 cmであっ

たコンプトンカメラは51×21×23 cmとなった（図

7）。 

 

2.3 オンラインデータ収集システムの改良 

先行研究16)の回転機能は、指定した時間で1°ずつ回

転する離散的回転のシステムであり、かつ回転角が0°

から360°まで回転したら停止するシステムであった

（図8(a)）。これを、350° /分で等速回転する連続回転モ

ードにプログラムを変更し、かつ回転角が0°から350°

まで運転したら、0°に向かって戻り、さらに0°に戻っ

たら上記を繰り返す連続往復運動が可能なシステム

に変更した（図8(b)）。ステージコントローラの仕様に

より、350°以上の回転角からの逆回転は不可能であ
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図 8 Relationship between time and rotation angle: (a) 

Rotating system of previous studies. (b) Rotating system of 

this study. 

 

るが、画質には影響を与えない。これにより、測定の

前に回転を考慮して測定時間を確定させる必要がな

くなった。 

 

2.4 性能評価 

今回開発したコンプトンカメラの性能評価として、
22Na（1.2 MBq）を1 m先、(azimuth, elevation) = (0°, 0°)

に配置した測定を1400秒行った。測定風景は図9(a)に

示す。また、得られた再構成画像はCNR(Contrast to 

Noise Ratio)によって評価した。CNRとは、ピークの大

きさがノイズに対して何倍大きいかを示すコントラ

スト-ノイズ比であり（図10）、以下の式によって求め

られる。 

𝐶𝑁𝑅 =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡

𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒
 =

𝑚𝑎𝑥−𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜎𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
 

 

この測定で得られたエネルギースペクトル（E1 + E2）

を図9(b)に示す。ここで、エネルギーウィンドウ（511

±70 keV）を設定し、選出されたイベントを用いて画

像再構成を行った。図9(c)は従来法（逆投影リングのプ

ロファイルをガウシアンで逆投影（図1(b)実線））の再 

構成画像（以下”フィルタなし”と呼ぶ）を楕円形の擬

方位図法（エイトフ図法）で示した図であり、図9(d)は

新しい鮮鋭化手法（図1(b)点線）の再構成画像（以下”

フィルタあり”と呼ぶ）をエイトフ図法で示した図で

ある。投影面は縦軸を90分割、横軸を180分割しており、

格子状にビン（2°×2°）が存在する。ビンの数値に

ついては、逆投影する際、リング状に図1(b)の関数を

用いて加算される。右手のカラーバーは各ビンの数値

の幅を表し、最も大きい値のビンを赤、最も小さい値

のビンを紫とするグラデーションでマッピングして

いる。これはガンマ線強度に対応する。また、フィル

タなしの再構成画像を、光学カメラTHETA（RICOH）

で撮影した光学写真と重ね合わせた合成画像を図9(e)

に示す。更にフィルタありの画像を拡大したものが図

9(f)である。これらの再構成画像は、光学写真との重ね

合わせを行った際に背景が見えにくくならないよう、

単色のグラデーションに変えてマッピングを行って

いる。フィルタありの結果のCNR値は44であり、先行

研究12)は36程度であったことから、それと同等以上の

結果が得られたと言える。ここで、本研究では結晶シ

ンチレータの配置の最適化を行っており19)、これによ

りCNRが向上したものと考えられる。また、角度分解

能は二次元ガウシアンフィットにより𝜎～11°で、これ

は先行研究9,12)と同等程度である。中心の座標が10 cm

の2つのシンチレータ（3.5 cm角）について幾何学的な

計算13)を行うと8°となるが、エネルギー分解能による

劣化もあるため、妥当な値であると考えられる。また、

絶対効率については2.5 cps / MBq（距離1m）であり、

これは先行研究9)と同等以上であった。本研究ではany 

2 hitのシステムを採用しているため、絶対効率が上が

ったものと考えられる。 
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図10 CNR. 

 

3.  核医学施設における測定 

 本研究では、前節で記述した可搬式の回転型コンプ

トンカメラを用いて、国立がん研究センター東病院核

医学施設において環境放射線可視化測定を遂行した。

ここでは、PET薬剤の調製を行うホットラボ室での測

定内容について記述する。 

図11は、ホットラボ室の模式図を表している。この

部屋は、PET薬剤を調整するための合成装置が設置さ

れた複数のホットセルが壁側に設置されており、ホッ

トセルの手前は作業スペース（一部クリーンルーム含

む）となっている。今回、11CによるPET薬剤合成のた

めの新しい合成装置をホットセル③にインストール

する作業が行われた。この合成装置を設置するにあた

り、放射性同位元素を含む気体が合成装置からクリー

ンルーム内、及び作業スペースに漏れることがないこ

とを確認するためのテストの一環として、11Cを含んだ

ガスを合成装置内へ移送する試験が行われた。そこで、

今回開発したコンプトンカメラを用いた環境放射線 

図9 Performance test: (a) Measuring conditions. (b) Energy spectrum and energy window. (c) Reconstructed image of 

Eitof diagram (without filter). (d) Reconstructed image of Eitof diagram (with filter). (e) Composite image (without filter). 

(f) Enlarged composite image (with filter). 
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図11 Schematic diagram of the area around the hot cell.  

 

可視化測定を同時に遂行し空間線量の推移、及び合成

装置からの漏洩ガンマ線の可視化について調査を行

った。今回の合成試験では、まず、サイクロトロン加

速器で陽子線照射し、11CO2（気体）を生成した。配管

を通じてホットセル③に移送し、合成作業が開始され

る。ここで、ホットセル③の前面にあるクリーンルー

ムは上方で空気清浄機を通してクリーンルーム外か

ら外気を取り込み、排気は床付近の隙間からクリーン

ルーム外の作業スペースに自然に排出される仕組み

になっている。図12は実際の測定風景である。コンプ

トンカメラは、クリーンルームの外で、かつ使用した

ホットセル③との間に障害物がないような場所を選

んで設置した（床から検出器中心までの高さ：155 cm）。

測定時の検出器回転については、前節で述べた性能試

験の時と同様、回転角0°から350°まで等速運動で往復

2分を繰り返す状態とし、作業スペース外でWi-Fiを用

いて遠隔操作にてデータ収集を行った。 

 

3.1 測定結果 

合成に使われた11Cの放射能は約2 GBqであった。合

成開始前の検出器付近の空間線量をNaI(Tl)サーベイ

メータで測定した値は0.07 μSv/hであった。図13(a)は、

ホットセルに11CO2が流入した前後のコンプトンカメ

ラのトリガーレートの推移を表している。ここで、左

側の軸はイベント数（Hz）を示し、これを空間線量

（μSv/h）に換算した値を右側の軸に示してある。これ

より、測定開始から300秒までは、検出器位置での空間

線量は一定であったが、11CO2の移送開始(300秒)から

レートが上昇し、移送が終了した350秒付近で最大に

なり、それ以降は減少傾向にあるのが見て取れる。参

考として、図中の曲線は指数関数＋定数（バックグラ

ウンド）によるフィットの結果であり、半減期は5分で

あった。ここで、緑のハッチで示した時間帯（400～

1200秒）のイベントにおけるエネルギースペクトル

（E1+E2）を、図13(b)に示す。これより、511 keV付近

に全吸収ピークがあるのが見て取れることから、レー

トが上昇している原因は、ホットセル内の合成装置に

 

図12 Measurement in front of the hot cell.  

 

移送された11Cの崩壊による消滅ガンマ線に起因して

いることがわかる。また、高エネルギー側には自然放

射線と考えられるイベントも見られる。更に、図13(b)

においてエネルギーウィンドウ（511±70 keV）を設定

し、選出されたイベントを用いて画像再構成を行った。

図13(c)は、フィルタなしの合成画像であり、これにフ

ィルタを用いて更に拡大したものが図13(d)である。こ

れを見ると、クリーンルーム内上方に広がった分布が

見られ、3番のホットセル方向のガンマ線源は少なか

った。すなわち、11CO2が合成装置からクリーンルーム

内にごく微量に漏れ出した可能性を示唆する結果と

なった。一方で、検出器付近での空間線量は、図13(a)

より最大で0.26 μSv/h程度と十分に低いレベルである。

また、測定対象が気体となるため、時間による線源位

置の変化が生じることも考えられるが、短い時間での

解析を行うには統計が足りないため、再構成画像を用

いた考察はできなかった。 

 

3.2 合成装置の改良後  

改良前の測定結果を受け、合成装置におけるガスの

封じ込めを行うプロセスの見直しが行われた。改良後

同様の合成試験を行い、コンプトンカメラも同様の場

所に配置して測定を行った。ただし、改良後の測定で

合成装置に導入した11Cの放射能は約50 GBq（実際の臨

床で使用する合成量を想定）であり、これは改良前の

測定の25倍であった。合成開始前の検出器付近の空間

線量をNaI(Tl)サーベイメータで測定した値は0.04 

μSv/hであった。図13(e)は、ホットセルに11CO2が移送

された前後のトリガーレートである。改良前の測定の

時と同様、移送が始まる2000秒付近まではBGレベル

を示していたが、移送開始直後からレートが上昇し、

移送終了を示す2150秒付近でレートが最大（6.5 μSv/h）

になり、その後は減少傾向になっているのが見て取れ

る。ここで、6.5 μSv/hという数値は、改良前の測定の 
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図13 Measurement in front of the hot cell: (a) Trigger rate and analysis portion of measurement before upgrading. (b) 

Energy spectrum and energy window of the measurement before upgrading. (c) Composite image of the measurement 

before upgrading (without filter). (d) Enlarged composite image of the measurement before upgrading (with filter, air 

purifier direction). (e) Trigger rate and analysis portion of upgraded measurement. (f) Energy spectrum and energy window 

of the upgraded measurement. (g) Composite image of upgraded measurement (without filter). (h) Enlarged composite 

image of upgraded measurement (with filter, compositor orientation). 
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時（図13(a)）の最大値0.26 μSv/hと比較すると、約25倍

大きな値になっており、これは、11CO2がホットセルに

移送された量の違い（50 GBq / 2 GBq = 25倍）と一致

を示しているのが分かる。また、図13(a)の時と同様、

赤い曲線で示したフィッティングによる結果では、半

減期は12分であった。半減期は12分であり、改良前の

5分と比較すると長くなっている。ともに11Cの半減期

である20分と比較すると短いため、レートの減少には
11Cの崩壊以外の要因があると考えられるが、具体的な

要因は現状では不明である。ここで、図中の緑のハッ

チの時間帯のイベントにおけるエネルギースペクト

ルは図13(f)のようになり、改良前（図13(b)）と同様に、

511 keV付近に全吸収ピークが見て取れる。また、高エ

ネルギー側には自然放射線由来のイベントが見られ

ている。更に、先ほどと同様、511±70 keVのイベント

を用いて画像再構成を行った。図13(g)は、フィルタな

しの合成画像であり、これにフィルタを用いて更に拡

大したものが図13(h)である。この結果を見ると、合成

装置が設置されているホットセル③内の左側の方向

を中心に点源として分布のみが見られ、少なくともク

リーンルーム内への11CO2の漏れ出しが改善されたこ

とがわかる。また、図13(c)(d)ともに、(azimuth, elevation) 

= (50, -40)付近に点源として分布が見られており、使用

済み器具等が置いてある、もしくは汚染がある可能性

があるが、その確認はできていない。 

これらのことから、我々のシステムは、11CO2のクリ

ーンルームへの流出をイメージング技術により示す

ことができ、実際の核医学施設における、本論文で開

発した装置による環境ガンマ線可視化の有用性を実

証した。 

 

4. 結論 

本研究では、先行研究12)で開発された回転機能付き

高感度全方向コンプトンカメラの可搬型化を行い、国

立がん研究センター東病院の核医学施設にて環境ガ

ンマ線可視化測定を行った。合成中のホットセル前で

の測定の結果、ホットセルからの漏洩ガンマ線の可視

化に加え、放射性ガスの拡散を検知する可能性も示せ

た。 

本研究により、空間線量がバックグラウンドレベル

でも使用可能な低線量向けガンマ線可視化装置が可

搬型化され、実際の核医学施設施設においても環境ガ

ンマ線の可視化が可能であることが示された。令和3

年4月に厚生労働省が定める電離放射線障害防止規則

が一部改正され20)、放射線従事者の目の水晶体の線量

限度が大幅に引き下げられるなど、近年、職業被ばく

への関心が国内外において非常に高まっている。我々

が提案する手法は、今後、低線量ガンマ線源の可視化

を短時間で効率よく行うことが可能なこれまでにな

い環境放射線可視化装置として、保健物理・応用物理

学の分野で実際に使用されることが期待される。 
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