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Abstract 

 We have prepared a prediction model using the multiple regression analysis for effective dose level in occupational 

radiation exposure, in order to reveal the relationship between effective dose level and several parameters at the 

examination. The parameters are as follows: in operating time, occupation and type of the test.  

 The single regression analysis between time and effective dose levels showed significant differences at percutaneous 

endoscopic gastrostomy tube replacement, the multivariate analysis for these parameters using multiple regression 

analysis technic showed significant differences as kinds of the examination only coefficient. Prediction model is given by 

effective dose level [mSv] =-0.005× (test type) +0.013×(occupation)+0.043.  

 This leads to conclusion: which model revealed the effective dose levels depends on the kind of the examination and 

also it was a factor influencing prediction model for effective dose in occupational radiation exposure. 

 

背景 

宮崎市立田野病院・老人保健施設さざんか苑(宮崎

大学医学部附属病院コミュニティー・メディカルセ

ンター)では、医師、診療放射線技師の他、全ての看

護師を放射線業務従事者として登録・管理している。

当院規定上、診療放射線技師以外の職種は、鉛防護

衣及び汎用型電子ポケット線量計装着の条件下で X

線 TV 検査業務のみ従事可能であり、翌月 10日まで

に当月分外部被ばく線量算定、結果の個人通知を義

務化している。外部被ばく線量予測計算式により業

務従事前に被ばく線量が推計可能であれば、外部被

ばく線量を提示することに加えて放射線安全教育・

管理において有用であると考えた。 

 

目的 

X 線 TV 検査業務従事者被ばく現況の調査分析を

行い、重回帰分析を用いた多変量解析による実効線

量予測モデルを作成、実効線量に寄与する因子の特

定を試みることにより、実効線量推計を業務従事前

の評価につなげることへの可能性を検討する。 

対象 

平成 27年度(平成 27年 4 月 1 日～平成 28年 3 月

31日)の期間中、X 線 TV 検査室使用記録簿中の放射

線業務従事者 31名に関わる記載データのうち、非常

勤医師 8 名(延べ数 22名)、看護師 21名(同 68名)及

び介護職等 2 名の 3 職種、総延べ数 96名について、

以下の項目のデータを本検討の対象とした。実効線

量算定値の総数を標本数と定義した。 

① 職種 

② 従事した検査種類 

③ 在室時間 

④ 実効線量算定値 

 X 線TV 検査は19種類(表.1)であり統計解析処理の

ためにアルファベットを無作為に振り当てた。 

 

表.1 平成 27年度実施の X線 TV検査種類 

 

 

 

 

方法 

1. 放射線防護対策と実効線量算定 
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管理区域立入り時において、放射線業務従事者に

は胸腹部用 0.25mmPb鉛防護衣を装着、半導体式積

算型電子ポケット線量計 PDM-127B-BZ(株式会社日

立製作所、1cm線量当量表示式、最新校正日 平成 27

年 7 月 10 日)を、鉛防護衣の外側頭頸部(測定値 Ha)

と内側腹部表面(同 Hb)に各 1 本計 2 本装着した。バ

ックグランド測定値を差し引き、校正定数を乗じた

測定値を用いて体幹部不均等被ばく状況による実効

線量算定を行った(式①)。実効線量算定は Microsoft 

Office Access 2010ベースの当院放射線部門情報管理

システム(簡易 RIS)中の実効線量算定クエリにより

実施し同 RISデータベースに蓄積した。 

 

2. 実効線量の基本統計量算出 

対象に提示した簡易 RIS中の項目を CSV形式で抽

出した。データの統計解析処理は統計解析プログラ

ム言語 R Version 3.1.0を用いた。実効線量について、

職種、検査種類別の基本統計量(最小値、最大値、平

均値、中央値、第 1四分位数及び第 3四分位数)を算

出した。 

 

3. 単回帰分析による実効線量-職種・検査種類間の

線形モデル作成 

各職種、検査種類における実効線量算定値は、外

部被ばく線量測定値が在室時間に依存しているもの

と仮定した。その上で実効線量を応答変数、在室時

間を説明変数とした lm 関数による線形モデル(式②)

への当てはめによる単回帰分析を行い、abline関数に

よる回帰分析グラフ、回帰直線式を求めた。 

  ② 

 

4. 重回帰分析による実効線量予測モデル作成 

実効線量を応答関数、職種、検査種類を因子型、

在室時間を数値型の説明変数とした。実効線量は連

続値を示しており、その分布は正規分布に従うもの

と仮定して glm 関数による一般化線形モデル(式③)

への当てはめを行った。実効線量に対する時間、職

種及び検査種類の線形回帰分析の残差の正規性を調

査し、適切な残差モデルを選択し回帰直線式を求め

た。 

 

 

 

結果 

1. 実効線量の基本統計量算出 

職種毎の実効線量基本統計量を(表.2)に示す。3 職

種の実効線量平均値は、医師 0.01[mSv]、看護師

0.03[mSv]であり介護職他においては未検出領域であ

った。 

 

表.2 実効線量基本統計量(職種区分) 

 

検査種類区分の実効線量分布を箱ひげ図(図.1、※

検査種類は表.1参照)及び平成 27年度実施のX 線TV

検査における実効線量の標本数を棒グラフ(図.2)に

表した。 

内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(C)は 1 回実施、

標本数 2であり、中央値及び平均値 0.33[mSv]、最大

値 0.67[mSv]、第 1 四分位数 0.17[mSv]及び第 3 四分

位数 0.50[mSv]であった。イレウスチューブ挿入造影

検査(F)は4回実施、標本数6であり、中央値0.34[mSv]

及び平均値 0.55[mSv]、最大値 1.33[mSv]、第 1 四分

位数 0.13[mSv]及び第 3四分位数 0.98[mSv]であった。 

全職種における実効線量算定値の最大値は検査 F

における看護師 1名の 0.67[mSv]であった。また、実

施件数で最多の X 線 TV 検査は胃瘻チューブ造影(J)

の 11回であった。 

業務従事者31名の実効線量該当年度積算値に関し

て、平均値 0.07[mSv]、中央値 0.00[mSv]、最大値

1.33[mSv]、第 1四分位数 0.00[mSv]及び第 3四分位数
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0.02[mSv]であった。ポケット線量計装着忘れ、電源

切状態であったことによる未測定者の看護師4名分、

4回分測定値は欠損値として除外し取扱った。 

 

図.1 実効線量分布(検査種類区分)

 

 

図.2 平成27年度実施X線TV検査における実効線量

算定値数(検査種類区分) 

 

2. 単回帰分析による実効線量-職種・検査種類間の

線形モデル作成 

実効線量の職種及び検査種類による線形モデル

(式①)における intercept、slopeの推計値を(表.3-1,2)

に示す。職種では、他職種群においてモデル化は不

可能であった。

 

医師(図.3-1)、看護師(図.3-2)において intercept推計

値を得たものの slopeがほぼ 0を示した。決定係数

R2
は共に 0.01であった。 

検査種類においても標本数を充足せず 8 種類

(F,I,J,K,L,O,P,Q)のみモデル化可能であったが、明確

な slope を取得できたのは検査 F(slope=0.006、

R2=0.224、標本数6)と検査 P(slope=0.001、R2=0.206、

標本数 5)であった。 

表.3 実効線量-職種・検査種類間の線形モデルにお

ける推計値一覧(1.上-実効線量対職種、2.下-実効線

量対検査種類)。N:標本数、検査種類は表.1 を参照。 

1. 

 

 

2. 

 

 

図.3-1 線形予測モデル(医師分類) 

 

図.3-2 線形予測モデル(看護師分類) 

3. 重回帰分析による実効線量予測のための一般化

線形モデル作成 

期待正規ランクスコアを実施し、線形回帰分析の

残差の正規性(図.5)は、検査 Fにおける看護師(5)以外

を除外するとほぼ成立することが示唆された。 

 

また、glm 関数への当てはめにて、残差が正規分布

に従うと仮定した一般化線形モデルが最も精度がよ

いことが示唆(AIC=-148)された。 

一般化線形モデルにおける intercept と在室時間

(time)、職種(occupation)、検査種類(test type)の slope

の推計値及び標準誤差(表.4)、一般化線形モデル式を

Test type F I J K L O P Q

A : time 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000

B : intercept -0.039 0.002 0.002 0.003 -0.002 0.003 -0.011 0.003

R-square 0.224 0.008 0.104 0.054 0.342 0.001 0.206 0.213

N 6 8 11 7 5 10 5 5

職種 医師 看護師 他職種

A: time 0.000 - 0.000

B : intercept 0.011 0.013 0.000

N 20 64 2
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(式④)に示す。 

これら 3 種類の説明変数のうち、因子型である検

査種類(test type)のみが有意差 p=0.027(*)を示した。 

図.5 期待正規ランクスコア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表.4 一般化線形モデルによる実効線量予測モデル

における推定値一覧 

 

考察 

X 線 TV 検査における業務従事者の外部被ばくは

主に X 線管球からの直接線が寝台上の患者に入射後

の患者体内からの散乱線被ばくである。UNSCEA) 

2008レポートによれば、日本国内における医療被ば

く実効線量レベル(2000 年)は胸部撮影 0.057[mSv]、

上部消化管検査 3.33[mSv]である。日本放射線技師会

ガイドライン診断参考レベルによると患者入射表面

線量としては、胸部撮影 0.4[mSv]、上部消化管検査(直

接法)100[mSv]である。年間当たり職業被ばく(2009

年)は一般医療職群として実効線量平均 0.43[mSv]、

職種毎では医師0.27[mSv]、診療放射線技師0.80[mSv]

及び看護師 0.13[mSv]である(図.4)。当院の年間当た

りデータ比較によれば平均値は 0.07[mSv]であるが、

医療職群全国平均超過者は看護師(5)1.33[mSv]、その

他、職種別全国平均超過は看護師 (7)において

0.18[mSv]であった 1名を認めた。 

 

 

図.4 平成 27 年度累積実効線量算定値 

(個人区分) 

 

この点を除外すると、当院における X 線 TV 検査

業務従事者被ばく現況は概ね良好であったと判断で

きる。 

線形及び一般化線形モデルによる実効線量予測モ

デル作成において、X 線 TV 検査室使用記録簿の項

目である在室時間は、患者入退室時刻の差であり実

質的な放射線照射時間を必ずしも反映していないが、

X 線 TV 検査装置の照射時間ログを抽出・記録をし

ていなかったために、今回は時間的要素に関する変

数として在室時間を採用した。 

実効線量算定値は検査 F における看護師(5)の超過

線量分を除外すると、0.17[mSv]以内にほぼすべての

標本が存在している。時間の最大値は200分である。

線形モデル式において明確な slope を取得不可能で

あったことは、単位時間に対する実効線量増加割合

がほぼ0であったことに要因があったと考えられる。

一般化線形モデルにおいて、説明変数として時間に

有意差を認めなかった根拠でもあると考えられる。 

他方の説明変数である検査種類に関しては、一般

化線形モデル化において有意差を認めた。1名の医師

が複数種類の検査に従事するケースでは、一般化線

形モデルにおいて職種と検査種類が相互に交絡因子

となる可能性は低いと推測できる。しかし、食道嚥

下造影(O)は限定された医師により 10 回実施された

ケースであれば、医師の選択が検査種類の選択と同

等になり交絡因子として一般化線形モデル化におい

て作用し、実態に応じた実効線量予測モデル作成が

実現されていない可能性もある。 

推定値 標準誤差 Significant difference

A 1: time 0.000 0.000

A 2: test type -0.005 0.002      0.027  *  

A 3: occupation 0.013 0.023

B : intercept 0.043 0.048
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結論 

当院の放射線安全管理体制は、業務従事者外部被

ばく実効線量平均値が全国平均より下回ったことか

ら概ね良好である。 

実効線量予測モデルにおいて検査種類選択が外部被

ばくの寄与因子となり、実効線量算定値に作用する

ことが示唆された。本モデルは実効線量予測のため

の参考となりうる。 
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