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可逆的ラジオクロミックゲル線量計の開発

福井工業大学　 砂川武義∗,青木祐太郎

In recent years, use of radiations have been put to practical
use for cancer therapy. In cancer radiation therapy,
visualization of radiation patterns is absolutely necessary
for precisely evaluating the dose distribution. We have
developed a new type of gel indicator (PVA-KI gel
dosimeter) using partially saponified polyvinyl alcohol
(PVA) aqueous solution, KI, borax, and fructose as raw
materials. The PVA-KI gel dosimeter has excellent
properties for visualizing radiation such as X-rays, γ-rays,
proton beams, and neutron beams in the range of absorbed
dose from 2 Gy to 100 Gy. In addition, the gel has a
recycling capability. That is, the gel can be made colorless
by warming the gel colored red by radiation irradiation.
In this topic, the details of the PVA-KI gel dosimeter were
described.

Keywords: three-dimensional gel dosimeter, ra-
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1 はじめに

人体に負担が少ない放射線を使用したがん治療は，
高齢化社会において重要である．特に，陽子線，中性
子線等を使用したがん治療は，研究段階から実用段階
へと進み，今後このような放射線を使用する治療施設
が増えると考える．放射線を使用したがん治療におい
て，放射線の可視化は正確な線量分布の評価のために
必要不可欠な技術である．現在，可視化技術の中で，
生体成分と同等の組成を持つ，ゲル状化学線量計（ゲ
ル線量計）の研究において，ポリマーゲル線量計，フ
リッケゲル線量計等が開発されている1–4)．放射線誘
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起の化学反応を利用した線量計は，物理線量計に比べ
て，繰り返し利用できない等の制限があり，線量計の
調製・製造過程に依存した測定精度の低下が課題の一
つであった．本研究では，これらの課題に対して，部
分ケン化ポリビニルアルコール（PVA）水溶液，ヨウ
化カリウム（KI），ホウ砂，果糖を原料とした新しい
タイプのゲルインジケータ（PVA-KIゲル線量計）を
開発した5)．ここで PVA-KI ゲル線量計は，吸収線量
2 Gy–100 Gyの範囲において X線，γ線，陽子線，中
性子線などの放射線を可視化する優れた特性を持ち，
さらに可逆な放射線誘起の反応による，他のゲル線量
計には無い再利用性を備えている．この結果，線量計
としての校正が可能になり，高精度化が期待され，コ
ストの大幅な削減等，放射線治療における，研修・教
育ツールとしての普及も見込まれる．

2 PVA-KIゲル線量計開発の経緯

本研究における放射線の可視化研究は 2010年に始
まった．翌年，3月東日本大震災による東京電力福島
第一原子力発電所事故にともない，本研究室では，放
射性物質の分離および捕集技術の研究として，Arプラ
ズマを用いたヨウ素（I2）の分離捕集研究を行ってい
た．その研究成果の中で，KIを使用することにより，
ごく微量の I2 を捕集する手法を確立し，その中で I2

と KIの反応によるポリヨウ素イオン（I−3）の生成にと
もなう黄色の発色を見出した6)．本研究は，この KIに
よる I2の捕集のアイデアをもとに放射線可視化技術の
開発を行った．2015年 4月 20日，ゲル作製に使用す
る材料への放射線の効果を確認する実験中，偶然洗濯
のりに KIを添加した系への X線照射において，無色
から鮮やかな赤色に変化することを見出した．なお，
放射線照射において PVA-KIゲルの赤色の発色は，KI
から生成した I−3 と PVAとの錯体形成にともなうもの
であることが後の文献調査で明らかになった7)．また，
PVAと KIを使用した線量計としては，1964年に磯崎
らがフィルム状の線量計開発を報告している8)．また
2016年に三好らは，PVAと KIにナノ粒子状のシリカ
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を添加したインジケータを開発している．ここで，三
好らは放射線照射後発色したインジケータがナノ粒子
状のシリカ影響により時間経過と共に発色前の状態に
戻ることを利用した再利用性を報告している9)．
本研究におけるオリジナルな点は，ゲル化において，

アガロースやゼラチンを使わず，PVA水溶液にホウ砂
糖液（ホウ砂と還元性単糖類を含む水溶液）10) を添加
して物理架橋させ，非常に透明なゲル線量計を開発し
た点にある．ここで，ホウ砂水溶液に還元性単糖類を
添加することにより，ホウ砂水溶液の pH が下がる．
本研究では，ホウ砂糖液を pH 6.8に調製し使用した．
もし，ホウ砂糖液を用いず，PVAに KIを添加した水
溶液にホウ砂水溶液を加えてゲル化すると，ホウ砂水
溶液がアルカリ性であるため，PVA-KIゲルがアルカ
リ性となり，PVA-KIゲルへの放射線照射による赤色
の発色を著しく阻害することを見出している10)．さら
に，ホウ砂糖液の使用は，赤色に発色した PVA-KIゲ
ルを約 50 °Cで約 7時間加温することにより無色化さ
せ，再利用性を持たせる反応に寄与することを見出し
た．この加温による無色化は，現在知られている他の
ゲル線量計では見られない性質である．これらの成果
を特許出願（特願 2016-142817号）し，2020年 6月に
特許を取得（特許第 6714231号）した．

3 PVA-KIゲルの呈色原理

Reactions 1–3に示すように，ゲルへの放射線照射に
ともない生じたヨウ素分子（I2）はゲル中のヨウ素イ
オン（I−）と結合し，ポリヨウ素（I−3）を生成する．

•OH + I− −→ I• + OH− (reaction 1)
2I• −→ I2 (reaction 2)

I2 + I− −→ I−3 (reaction 3)

また，部分ケン化 PVAはその分子鎖中にポリ酢酸ビニ
ルに起因する酢酸基が存在しており，その分布はある
程度集団的である（13-14個）．この酢酸基とポリヨウ
素（I−3）が結合して錯体を形成することで赤の呈色を
示す7)．これは一般に知られるヨウ素デンプン反応に
比べ，非常に微量の I−3 による色の変化を，目視で確認
することが可能である．

Figure 1に PVA-KIゲルへの X線照射前と照射後の
写真を示す．ここで，遮蔽体としてコインを乗せて照
射を行った．

C

BA

Figure 1. A: Before irradiation B: After irradi-
ation C: Gel sample excluding coins as a shield.

4 加温による初期化

本ゲルはゲルを pH 7 付近に保つためホウ砂水溶液
に還元性単糖である果糖が添加されている6)．ゲルが
pH 9 以上の場合，還元性単糖類はその還元作用によ
りポリヨウ素を消失させることが可能であるが，本
ゲルは pH 7以下であるため果糖がポリヨウ素を還元
することは難しい．本研究において，ポリヨウ素を含
むヨウ素液に単糖である果糖，ブドウ糖，マンニトー
ルをそれぞれ添加し 50 °Cで加温した場合，還元糖で
ある果糖もしくはブドウ糖を添加した水溶液ではポ
リヨウ素の消失が確認されたが，非還元糖であるマン
ニトールではポリヨウ素の消失は見られなかった．ま
た，pH 6.8 に調製したホウ砂と糖の水溶液を添加し
た場合，糖が果糖，ブドウ糖，マンニトールいずれの
場合においてもポリヨウ素の消失が見られた．この
ことから，本ゲルの消色反応は加温による還元性単
糖である果糖の作用と，ホウ砂と糖との反応生成物
による作用との 2 つの要因によって引き起こされる
と考えられている．なお，pH 7 付近の糖の分解に関
する研究において，糖の分解にともない還元性を持つ
hydroxy-2-propanone（別名 acetol）の生成についての
報告がされている11)．アセトール生成は，ヘキソース
（ブドウ糖），ペントース（果糖）から生成されるが，
テトロース，トリオースからは生成しないことが知ら
れており，糖の構造の違いがアセトール生成機構に大
きく反映されることが示唆されている．
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5 PVA-KIゲルの作製

使用薬品：

• 部分ケン化 PVA（顆粒状）の重合度とケン化度
（mol%）

– 重合度 500ケン化度 86.5–89.0（ナカライテ
スク）

– 重合度 1500ケン化度 86–90（和光純薬工業）
– 重合度 1700 ケン化度 86.5–89.0（GH17R，
三菱ケミカル）

– 重合度 2000 ケン化度 86.5–89.0（GH20R，
三菱ケミカル）

• ヨウ化カリウム（KI，ナカライテスク）
• ホウ砂（ホウ酸ナトリウム Na2B4O7 · 10H2O粉
末，松葉薬品）
• 果糖（フルーツシュガー，日新製糖（株））

パウダー状の PVAは水溶液を作製する場合，膨潤す
る速度が速くダマになりやすい．冷水を用いて作製す
るか，顆粒状の PVAを用いると容易に水溶液を作製す
ることが出来る．

5.1 10 wt% PVA水溶液の作製

(a) 500 mL ビーカーへビーカーの内径に近い長さ
の回転子を入れて質量を量る．

(b) (a)に水 180 gを量り入れる．
(c) 顆粒状の PVA 20 gを量る．
(d) (b)を室温で撹拌しながら，(c)の PVAを，薬匙
を用いて一匙ずつ投入する．ここで，一匙入れ
るごとに 10秒間–20秒間そのまま撹拌する．

(e) (d)に (c)の全ての PVAを投入した後，室温で撹
拌を 30分続ける．

(f) (e) にアルミホイルを張りホットスターラーに
のせて撹拌しながら 80 °Cまで加熱する．

(g) 80 °Cに到達した後，80 °Cを保ちながら約一時
間撹拌する．

(h) 1 時間経過した後，加熱を停止し自然冷却によ
り 40 °C以下になるまで撹拌を続ける．

(i) (h)の質量を量り (a)との質量の差を求め，200 g
になるように水を加え，10分間撹拌する．

なお，10 wt% PVA 水溶液を作製することが困難な
場合，石川県金沢市に本社がある北国糊糧工業株式会
社製の洗濯のり「北国ノール」（10 wt% PVA 水溶液，
重合度：1700–2000，ケン化度：88 mol%）の使用を勧
める．

5.2 ホウ砂糖液の作製

(a) ポリプロピレン製蓋付広口瓶にホウ砂 25 g，果
糖 34 gをそれぞれ量り入れる．

(b) (a)に水を 191 g加え全体を 250 gにする．
(c) 容器の蓋を閉めてよく振り溶かす．

5.3 ゲル試料の作製

Table 1に KIを 9または 5 wt%含むゲル試料の配合
比を示す．以下に KIを 9 wt%含むゲル試料の作製手
順を記す．

(a) 200 mL ビーカーにホウ砂糖液 60 g を量り KI
15 gを加えて溶かす．

(b) 500 mL ビーカーに 10 wt% PVA 水溶液 90 g を
量りとり，(a)の水溶液を添加して薬匙で混ぜ，
ゲル化させる．

(c) 作製した PVA-KIゲルをガスバリア効果のある
蓋つき PET製広口容器に封入し，約 1日静置後
50 °C に設定した小型インキュベーターに入れ
約 6時間加温する．

6 PVA-KIゲルへの X線照射

PVA-KI ゲルを，注射筒を用いて光路長 1 cm の
PMMA 製ディスポセルに入れ，産業用 X 線照射装
置（MBR-1520R-4 日立社製）を用いて X 線照射を
行った．ここで，照射条件はフィルター：0.5 mm Al
+ 0.1 mm Cu，管電圧 150 kV，管電流 20 mA，焦点距
離 400 mmである．X線照射後，紫外可視分光光度計
（EVOLUTION 220 Thermo Scientific 社製）を用いて，
吸光度測定を行った．ここで，referenceとして未照射
試料を使用した．Figure 2に，重合度 2000の PVAを
用いて作製した KIを 9 wt%含むゲル試料の吸収スペ
クトルを示す．吸収スペクトルから，約 490 nmおよ

Table 1. Compounding ratios of gel samples
containing 9 wt% or 5 wt% of KI.

KI
aq. soln. of

10 wt% PVA

aq. soln. of

borax and

fructose

water

9 wt% 1 6 4 0

5 wt% 1 9 6 3
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Figure 2. Absorption spectrum of a gel sample
containing 9 wt% of KI by X-ray irradiation.

び約 290 nm に吸収ピークが確認できる．Figure 3 に
KI を 5 wt%，および 9 wt% 含むゲル試料の吸収線量
2 Gy–20 Gyにおける 490 nmの吸光度の結果を示す．
各試料とも 4 Gy–20 Gyの領域において，吸収線量の
増加にともない吸光度は比例的に増大した．また，KI
濃度の増加と共に，その傾きは増加している．しかし，
4 Gy以下の低線量側において，吸光度のデータが比例
関係からずれている．これは，I−3 の生成と消滅に係る
反応が動的平衡状態にあり，低線量において I−3 の生成
より消滅する反応が勝っているため，あたかも未反応
領域があるようにみえると考える．

7 重合度の異なる PVAを使用したゲルへの X線照射

Figure 4に重合度 500–2000の部分ケン化 PVA水溶
液を用いて作製した KIを 9 wt%含む PVA-KIゲルを
対象に，X線照射（吸収線量 4 Gy–13 Gy）した試料を
紫外・可視分光光度計を用いて 490 nmにおける吸光
度を測定した結果を示す．
各重合度の試料とも吸収線量の増加にともない吸光

度は比例的に増大した．各吸収線量における吸光度の
比較において，4 Gyでは吸光度はほぼ等しいが，13 Gy
において，重合度が低い試料の方が高い試料に比べ吸
光度が増大する傾向が見られた．

8 加温による吸光度の変化

Figure 5に室温（20 °C）において吸収線量 20 Gyの
X線照射後，紫外・可視分光光度計に接続した分光光度
計用ペルチェ温調システム（TUV699-131100 Thermo
Scientific 社製）を用いて照射試料を 50 °C に加温し，
照射後 6分ごとに吸光度を測定した結果を示す．ここ

Figure 3. Dose response of absorbance at
490 nm by X-ray irradiation.

Figure 4. Dose response of absorbance for gel
samples with different degrees of polymeriza-
tion.

で，測定に使用した KIを 9 wt%含む PVA-KIゲルは
重合度 500，ケン化度 86.5 mol%–89.0 mol%からなる
PVA を用いて作製した．本ゲルは他の重合度の PVA
水溶液から作製したゲルに比べ最も粘性が低くほぼ液
状であった．ここで，粘性の低い試料の選択は，外部
からの加熱において，試料内の対流による伝熱が見込
まれ，試料を素早く均一に加温することが可能である
と考えたためである．

Figure 5に示すように，X線照射直後 490 nmに吸収
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Figure 5. Changes in the absorption spectrum of the gel sample warmed to 50 °C.

極大が見られる．ここで，試料は赤色である．この吸
収極大は PVAと I−3 との錯体形成（PVA · · · I−3）にとも
なうものであると考える．50 °Cに加温し照射 6分後，
試料は無色になった．ここで，490 nmの吸収極大は消
失し，350 nmに新たな吸収極大が見られた．Figure 5
における 290 nm，350 nmの極大は I−3 生成にともなう
吸収であることが知られている5)．この結果は PVAと
I−3 との錯体が熱の影響により PVAと I−3 に分離するこ
とを意味している．照射 12分後，18分後と時間が進
むと，350 nmの吸収極大が減少する傾向が見られた．
これは，I−3 が消失する新たな反応が起こっていること
を示唆している．

9 加温による吸光度の時間依存性

Figure 6に PVA-KIゲルを室温（20 °C）において吸
収線量 8 Gy の X 線照射後，紫外可視分光光度計の
ペルチェ温調システムを用いて照射試料を 36 °C に
加温し，吸光度の時間分解測定した結果を示す．ここ
で，測定波長は，PVAと I−3 との錯体の吸収に相当する
490 nm と I−3 の吸収に相当する 350 nm を選んだ．横
軸の時間は，X線照射後から吸光度測定までにかかっ
た時間 150秒を加えている．Figure 6における 490 nm
の吸光度の時間変化は，0秒から 600秒の領域におい
て吸光度が急激に減少し 600 秒あたりから吸光度の

Figure 6. Results of time-resolved absorbance
of gel samples warmed to 36 °C.

減少が緩やかになり，4000秒付近で吸光度が 0 にな
る傾向を示す．490 nm の吸光度の時間変化の曲線は
一次および二次反応の減衰ではない．この急激な減少
と緩やかな減少からなる曲線に対して，本研究では，
reaction 4 に示す A の平衡反応と reaction 5 に示す A
の減少からなるこれら 2つの反応を反映する曲線であ
ると予想した．ここで，PVA-KIゲルへの X線照射に
よる I−3 生成および PVAとの錯体形成は十分に速い反
応であり，吸光度測定を行うまでに終了していると仮
定している．式 (1)に reaction 4と reaction 5における
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A の反応速度式を示す．ここで，reaction 5 の Cは A
を消失させる物質であり，[A] 	 [C] の条件下におい
て k′3 = k3[C] より擬一次反応であると仮定している．
式 (2)に式 (1)の微分方程式の解を示す．ここで，[A]0

は t = 0における [A]の初期濃度である．

A
k1−−−−−−→←−−−−−−
k2

B (reaction 4)

A + C
k3−−−−−−→ D

k4−−−−−−→←−−−−−−
k5

E (reaction 5)

d[A]
dt
= −k1[A] + k2[B] − k3[A][C] (1)

[A] =[A]0
k2

k1 + k2
{e−k′3t − e−(k1+k2+k′3)t}

+ [A]0 e−(k1+k2+k′3)t (2)

次に Fig. 6における 350 nmの吸光度の時間変化は，
600 秒付近に極大を持ち 4000秒付近まで緩やかに減
少し，4000秒以上の領域で一定になる傾向を示す．こ
の曲線に対して reaction 4 と reaction 5 において A の
減少に対して増大する生成物として D の変化に相当
すると考える．この曲線は 4000秒以上の領域で吸光
度が 0ではなく 0.2で一定になるため，Dの減少は単
純な逐次反応ではなく，Dと Eの平衡反応であると考
える．
式 (3)に reaction 4と reaction 5における Dの反応速

度式を示す．ここで，reaction 3は reaction 2と同様に
[A] 	 [C] の条件下において k′3 = k3[C] より擬一次反
応であると仮定している．式 (4) に式 (3)の微分方程
式の解を示す．ここで，[A]0 は t = 0における [A]の
初期濃度である．また，[A]0 = [D] + [E]と仮定した．

d[D]
dt
= k3[A][C] − k4[D] + k5[E] (3)

[D] =
k2k′3[A]0

(k1 + k2)(k′3 − k4 − k5)
{e−(k4+k5)t − e−k′3t}

+
k2k′3[A]0

(k1 + k2)(k1 + k2 + k′3 − k4 − k5)

{e−(k1+k2+k′3)t − e−(k4+k5)t}

+
k′3[A]0

k1 + k2 + k′3 − k4 − k5
{e−(k4+k5)t − e−(k1+k2+k′3)t}

+
k5[A]0

k4 + k5
{1 − e−(k4+k5)t}

(4)

Figure 6 に測定結果と式 (2) と式 (4) のフィッティ
ングの結果を示す．ここで，測定結果とのフィッティ
ングにおいて，縦軸の吸光度は，Lambert-Beerの法則
A = εCl（A:吸光度，ε:吸光係数，C：モル濃度，l：光
路長）に従うため，l = 1 cmの時，式 (2)，式 (4)は A
と D それぞれの吸光係数 εA と εD を乗じなければな
らない．そこで，最初に，式 (2)のフィッティングに
おいて，εA[A]0 を 1.30と仮定し，k1 = 4.50 × 10−3 s−1

，k2 = 1.00 × 10−3 s−1，k′3 = 1.17 × 10−3 s−1 を決定
した後，式 (4) に対して，これらの定数を代入し，
k4 = 1.09× 10−3 s−1, k5 = 8.90× 10−5 s−1，εD[A]0 = 2.65
を決定した．これらのパラメータは大雑把な解釈であ
るものの，比較的よく結果を再現しており，推定され
た反応機構がもっともらしいことを示している．

9.1 反応の妥当性の検討

Reaction 4と reaction 5における Aおよび Dの反応
式の解から Fig. 6の結果を再現することは出来た．次
に reaction 4 と reaction 5 の A-E に対して実際の化合
物を適用し検討を行った．実際の化合物を適用した化
学反応式を reaction 6と reaction 7に示す．

PVA · · · I−3
k1
�
k2

PVA · · · · · ·I−3 (reaction 6)

PVA · · · I−3
k3→ PVA + I−3

k4

�
k5

PVA + I2 + I− (reaction 7)

ここで，reaction 4と reaction 5の Aは 490 nmに吸
収極大を示す PVA と I−3 の錯体 PVA · · · I−3 であり，B
は PVAと I−3 の距離が Aの錯体に比べて離れて結合し
た化合物 PVA · · · I−3 を想定している．これは Fig. 5の
X線照射直後の吸光度（黒の実線）において，300 nm
から 320 nmの間に吸収極大をもつ化合物に相当する
と考える．Cは PVA水溶液に KIを添加し，果糖およ
びホウ砂を含まない試料に対してX線照射した実験に
おいて 50 °Cに加温しても，490 nmの吸収極大の減少
が見られないことから，PVA-KIゲルに含まれる果糖
もしくはホウ砂と果糖の反応生成物 Q であると考え
る．D は PVA + I−3 の二次反応であるが [PVA] � [I−3 ]
であるため擬一次反応として扱え，350 nmに吸収極大
を示す I−3 と考えてよい．Eは PVA + I2 + I− であるが，
[PVA]� [I2]，[I−]� [I2]であるため，擬一次反応とし
て扱える．ここで E の I− は KI水溶液中の I− に含ま
れる．本来 A→ Dの反応は，D→ Aと平衡反応であ
ると考えるが Cの存在により，A + C→ Dの反応速度
が D → A の反応速度に比べて非常に速いことを示唆
している．
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36 °C に加温されている無色化した試料を室温
（20 °C）に戻すと赤色に発色する．これは，350 nm
の吸光度が，4000 秒以上の領域で一定になっている
が，温度が下がることにより平衡が崩れ I−3 生成が優勢
になるためであると考える．50 °Cで 6時間加温する
と，350 nmの吸光度は完全に 0となり I−3 が無くなり
室温（20 °C）に戻っても赤く発色することは無い.

10 さいごに

化学線量計の研究は放射線化学の分野において最も
重要な領域の一つであると考える．本トピックスは，
PVA，KI，ホウ砂，果糖と我々の身近で手に入る材料
を用いて容易に化学線量計を作製するための手引書に
成りえると考える．本トピックスを読まれた方々の中
で興味を持たれた方は是非とも追試していただき，本
トピックスの内容を訂正し, 新たな知見を与えられる
ことを望む．現在，本研究に関連したゲル線量計を元
に，林らにより放射線治療計画の線量分布検証への応
用研究もされている．その他にも，ゲル化剤を変えた
研究，ジェランガムや PVA-GTA-Iゲル等も用いられ，
改良が進められている12–15)．
化学線量計開発を目指す若い研究者の皆さんは，ス

ピンクス・ウッズ共著の「放射線化学入門」16) を読ま
れることを勧める．p. 87 の「Fricke 線量計」や p. 94
の「他の化学線量計」の内容は非常に多くの知見を読
者に与えると考える.
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