
ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング」に対する会員提出意見への対応

No. 対象 意見・指摘の内容 対応

1 本体 (p1) 「測定の範囲」

個人モニタリングだけではなく場所のモニタリングも含めてはどう

か。

・本ガイドラインの適用範囲は個人モニタリングに限定しており、場

所のモニタリングは範疇外としております。

・これは、個人線量当量としての3mm線量当量Hp(3)の測定は2019年

度の法令改正に入っていますが、場の線量である3mm線量当量H’(3)

は法令改正の対象とはなっていないためです。

・詳しくは『解説』の5章(7)項の記載内容をご参照ください。

2 解説3章 関連法

規等 (p6～7)

「これらの法規等の改正や変更等の動向に併せて、本ガイドライン

を見直していくことが望ましい。」とあるが、現行法令の問題点を

指摘すると共に、今後の見直しを定期化してはどうか。

・ご指摘の箇所の「見直し」とは、法令改正や国際・国内規格等の改

訂に伴い、ガイドライン（『本体』、『解説』、『例題』・『回

答』）を見直すことを示しています。

・また、本ガイドラインは法令の運用のガイドラインであり、現行法

令の問題点を指摘する位置づけではありません。

・ガイドラインの見直しの定期化は、今後、保物学会標準化委員会で

課題として議論される予定です。

3 解説3章 関連法

規等 (p6～7)

国際機関の文書に従ったものとするのが良いのではないか（この項

目で参照した文書を明示すると良いのではないか）。

・ご指摘の箇所は、本ガイドラインに関連する法令等の文書をリスト

アップしたものであり、『解説』、『例題』・『回答』で参照した文

書については、それぞれの箇所で引用し、文書名等は『参考文献』と

して別途記載しております。

〇「Graded approachの実践」について

・不均等被ばくであるかどうかの判断は、被ばくする線量レベルによ

り厳密さが異なります。

・眼の近傍へのHp(3)測定用個人線量計の装着の判断は、事業者が設

定する「管理基準」を超える可能性があるか否かとなっています。

・これらの考え方は、Graded　approachを実践しているものと思い

ます。

〇「労働衛生マネイジメントの実践」について

・眼の水晶体の線量管理はモニタリングと防護の最適化から成り立っ

ています。

・本ガイドラインは、眼の水晶体の線量管理に対するものではなく、

その一部である線量のモニタリングに対するガイドラインなので、本

ガイドラインには、労働安全衛生マネジメントについては直接含むも

のではないと考えます。

・しかし、モニタリングには防護の最適化を支援する役割もあり、

『例題5』の回答に、労働安全衛生マネジメントシステムに基づく防

護の最適化について記載しておりますので、より分かりやすくなよう

に補足いたします。

・なお、眼の近傍に装着する個人線量計で実用量を測定するか否かを

判断する「管理基準」については、適宜見直しを行うことが労働安全

衛生マネジメントシステムの考え方に沿うものであると考えますの

で、『解説』の5章(3)項に、「事業所の線量管理に責任を有する者

は、その事業所の作業場や作業者のモニタリング結果等を反映して、

管理基準を必要に応じて見直していくことが望ましい。」と追記いた

します。

5 例題12 (p61) 『クルックス管は放射線源として…労働安全衛生法の規定に基づき

定められている電離放射線障害防止規則が適用されないため』とあ

りますが、この判断は、どの条文に従っているのか明示すべきでは

ないか。

・クルックス管の扱いの電離則適用は行政判断に委ねられる可能性が

あり、本ガイドラインで断定的な表現で記載することは難しいと考え

ますので、ご指摘の文章を削除します。

4 本体 フロー図

(p4)

眼の水晶体の線量モニタリングの方法を決定するためのフロー図

　・よりGraded approachを実践するものとしてはどうか。

　・労働衛生マネイジメントを実践するものとしてはどうか。

【参考】欅田　尚樹    産業医科大学    教授 、不均等被ばくを伴う放

射線業務における被ばく線量の実態調査と線量低減に向けた課題評

価に関する研究

（https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/EMA/radiation/）



ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング」に対する会員提出意見への対応

No. 対象 意見・指摘の内容 対応

6 全体 追加線量評価のあり方を記述していることから、BG評価の質の確保

についても規定してはどうか。

（https://ndrecovery.niph.go.jp/qaspot.php?record_id=1144）

・本ガイドラインは、計画被ばく状況における職業被ばくでの眼の水

晶体の線量モニタリングを対象としています。

・計画被ばく状況における放射線作業従事者が装着した個人線量計の

バックグラウンドの評価については線量測定サービス機関において適

切に実施されています。

・そのため、個人線量計のバックグラウンド評価の品質確保は、本ガ

イドラインの範疇外と考えます。

7 例題12 (p61～

62)

クルックス管の件も社会的な課題になるかもしれないので、本来で

あれば早めに関係者巻き込みを試みて、貢献を求めた方がよいので

はないかと思いました（教育委員会などには負担になってしまいま

すが…）。

保物関係者だけだと、本件、解決策を提示するのが困難だと思いま

す。

・本ガイドライン作成においては、本学会の「教育現場における低エ

ネルギーX線を対象とした放射線安全管理に関する専門研究会」の参

加者にご参画いただいており、学校教員とも密に情報交換を行ってい

らっしゃるとお聞きしております。また、本ガイドラインにつきまし

ても随時情報共有及び意見反映をいただいておられます。

・『例題12』については、当該分野に詳しい方に回答の作成をご協力

いただいており、クルックス管使用者においては「眼の水晶体のモニ

タリングは不要」としております。そのため、教育関連機関におい

て、通常、本ガイドラインが使用される機会はないものと思われま

す。

・また、眼の水晶体の放射線防護全般については、「教育現場におけ

る低エネルギーX線を対象とした放射線安全管理に関する専門研究

会」において検討されております。

・なお、公衆審査により非学会員が意見表明する機会が確保されてい

ますので、公衆審査の際には、関連する情報を関係機関（医療関係、

非破壊検査機関、教育関係など）へ提供することにより、広く意見を

募集するようにします。

8 タイトル (p1) 眼の水晶体の線量モニタリング →  眼の水晶体の線量モニタリング

の方法

・本ガイドラインでは、単に「モニタリングの方法」を決定するだけ

でなく、「防護の最適化」への支援も含まれるため、これらの概念を

包含する「モニタリング」の考え方を示すものなので、タイトルは変

更しない方が適切と考えます。

・また、参考例としてオランダのガイドラインは「Guideline for

Radiation Protection and Dosimetry」という表題であり、「方法」

に関する用語はありません。

9 本体 判断規準

(p1)

眼の水晶体の等価線量限度の遵守及び防護の最適化を実施するため

に、以下に示す考え方に従い、眼の水晶体の等価線量をモニタリン

グする部位およびモニタリングに使用する実用量を判断する(別添フ

ロー図参照)。

  ↓

以下に示す眼の水晶体の等価線量をモニタリングする部位およびモ

ニタリングに使用する実用量に基づく方法により、眼の水晶体の等

価線量限度の遵守および防護の最適化のための施策の妥当性を判断

する(別添フロー図参照)。

・ご指摘のことの主旨は、該当の文章が本体の「判断規準」の文章で

あるため「判断」する対象を明示する必要があるものの、原案の文章

では、その「判断」の対象が適切ではないとのことと理解します。

・本ガイドラインでは、『本体』で示す「考え方」（別添のフロー図

参照）の中に「判断」することが明示的に含まれており、これらの

「判断」をした上で「モニタリングする測定部位」と「モニタリング

に使用する実用量」を決定することになります。

・そのため、このような主旨で、より適切な表現になるように見直す

こととし、ご指摘の文章については以下のように変更します。（赤字

部分変更）

「眼の水晶体の等価線量限度の遵守および防護の最適化を実施するた

めに、以下に示す考え方に従い、眼の水晶体の等価線量をモニタリン

グする部位およびモニタリングに使用する実用量を判断決定する(別

添フロー図参照)。」



ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング」に対する会員提出意見への対応

No. 対象 意見・指摘の内容 対応

10 例題25 (p73) 体幹部線量計の3mm線量当量で眼の水晶体の等価線量を評価する場

合について、放射線の種類とエネルギーのみを記載していますが、

線量のレベルなど、より正確に評価する場合とはどのような時かも

う少し具体的に示して欲しいと思います。

また、70μm線量当量測定で、著しく過大評価した場合の対処方法

があれば、併せて記載して頂きたいです。

・眼の近傍に専用の個人線量計を装着して眼の水晶体の線量モニタリ

ングを開始する管理基準に満たないような作業環境では、眼の近傍以

外の部位に装着した個人線量計で測定することになりますが、そのよ

うな場合においても防護の最適化の観点から過度に保守側に線量を算

定することは好ましくないと考えます。

・また、本ガイドラインは、計画被ばく状況での放射線業務従事者を

対象にした眼の水晶体の線量モニタリングについて適用するものであ

るため、各施設で使用する放射線の種類、エネルギーおよび作業量等

に基づき、予め、眼の近傍に個人線量計を装着して測定を開始する管

理基準および個人線量計の装着部位と使用する実用量を適切に選定す

ることが大切です。しかし、眼の水晶体用の線量の個人線量計の装着

を計画していなかった放射線取扱作業において、作業量の突発的な増

加や機器の故障などで想定外の高線量の被ばく(の可能性)が生じた場

合、または、装着していた個人線量計の紛失、誤使用等により測定値

が得られない場合等においては、体幹部用の個人線量計から得られる

測定値を利用し、眼の近傍に装着した線量計の代替値として眼の水晶

体の等価線量を算定することが必要となることが想定されます。

・このような予期しない事態に備えて、体幹部用の個人線量計に3mm

線量当量の実用量を算定できる機能の付加の準備がなされているもの

もあります。

・これらのことを踏まえて回答を修正します。

11 解説5章(4)項

(p14)

記録レベルの記載について、0.17mSv/月を採用する考え方のあとに

唐突に個人被ばく線量計の検出限界レベル（1mSv/12カ月≒0.1mSv

と思われる）を採用できる記載があり、事業者が誤解、混乱を招く

恐れがある。もう少し丁寧な記載が必要ではないか。

・拝承。誤解、混乱を招かないように表記を修正します。

・該当箇所について、以下のように修正します。（赤字部分を追記）

（本文中）

眼の水晶体の等価線量限度の10%である年間2 mSvと、個人線量計の

モニタリング期間から、記録レベルを導出してもよい が、個人線量計

の最低検出レベルを記録レベルとして用いてもよい。

（脚注部分）

この考え方では、個人線量計の測定期間を1ヶ月とすれば、1ヶ月間の

記録レベルは月間0.17 mSv（ ≒ 2 mSv/12ヶ月）以下と設定される。

しかし、ICRP Publ.75の(233)項の記載内容に基づけば、このような

記録レベルが用いられることは少なく、実際は個人線量計の最低検出

レベルが記録レベルとして用いられている。

12 解説5章(5)項3)

引用の「回答」

部分 (p16)

胸腹部の線量計の着用は必須であるため、「頭頸部のみに線量計を

着け～」の記載は不適切ではないか。

・該当部分について、引用元の文献の原文のままを記載しています。

・ご指摘の箇所は、ICRPの1977年勧告の国内法令への取入れにあ

たっての想定問答です。そのため、ここでの記載事項については実際

に法令へ取り入れられたこととは一致していないことがあります。

・なお、ここでの回答の内容の主旨としては、線量が線量限度に比べ

て、非常に小さな値の場合、１個のモニタで、線量を過小評価しない

よう胸腹部ではなく最大となる頭頸部に装着してもよいだろうという

程度の意味と考えられます。

・誤解を生じさせないように、上述した内容を脚注に追記します。

13 例題14 (p63) 電子についての記載がないため、1行目の「光子」を「光子及び電

子」としてはどうか。

・拝承。核燃料施設ではグローブボックス等の作業が大半であり、眼

の水晶体が電子（β線）被ばくする可能性はほとんどないですが、廃

液の分析作業では90Y等からのβ線被ばくの可能性も考えらえるた

め、「光子」を「光子及び電子」と変更します。
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No. 対象 意見・指摘の内容 対応

14 例題15 (p64) 記載内容からはどのように対応すればよいのか（防護メガネ等の内

側に線量計の着用が必須なのか）不明確である。

事業者がどのように対応すればよいのか明確になるよう記載の修正

が必要ではないか。

・拝承。わかりやすくなるようにご指摘箇所を修正します。

・そのため、以下のように修正します。（赤字部分を、変更、加筆）

眼の水晶体の等価線量を正確に評価算定するためには、防護眼鏡、防

護マスク等の個人用防護具の内側に個人線量計を装着して線量実用量

を測定してください。するためそのようにすれば、個人線量計の測定

値には制動X線による線量も含まれておりることになります。

15 例題15 (p64

ページ 下から4

行目)

誤字「シニュレーション」→「シミュレーション」 ・拝承。修正いたします。

この例題に対する回答としては、先ず「眼の近傍以外に装着した個

人線量計で測定した3mm線量当量で、より正確に眼の水晶体の等価

線量の評価を必要とする」事象を明確にした上で回答することが必

要となると思いますが如何でしょうか。

管理基準線量に近づくまたは超える恐れのある場合には、眼の近傍

に装着した個人線量計で測定した3mm線量当量に基づき眼の水晶体

の等価線量を評価することを原則としています。そのため、事業者

等は、当該施設において使用する放射線の種類、エネルギー及び作

業量等の作業環境を考慮し、眼の水晶体の線量モニタリングの測定

部位及びモニタリングに使用する実用量について、事前に計画する

ことが必要となります。

従って、この例題に相当する事案の回答は、事前に計画したモニタ

リング手法から外れた想定外の多量被ばくの可能性、または、眼の

近傍に装着した線量計による測定値の欠損が生じ、体幹部に装着し

た個人線量計から3mm線量当量を測定する必要が生じた際の対応方

法とすることが基本になると考えられます。

まず、想定外の多量被ばく(の可能性)が生じる要因としては、事前

計画を大幅に上回る突発的な作業量の増加、放射線発生機器や防護

器具等の故障・破損等による作業環境線量の増大(いわゆる事故)が

主たる原因と想定できます。

次に、眼の近傍に装着した線量計による測定値の欠損が生じる要因

としては、当該線量計の紛失、破損、装着者の間違い、若しくは、

測定機関における取り扱いミスによるデータ欠損等が主たる原因と

想定できます。

これらから、例題25で想定した事象への対応は、当該線量計が使用

されている期間に限定されたもので、利用者(若しくは測定者)から

の申し出に基づき実施することが基本となり、測定・評価の完了し

た過去分の再評価、若しくはそれ以降の測定・評価に拡大して対応

するものではないと考えられます。法律的にも、実用量の測定値及

び防護量の算定の記録は一定期間ごとに定められており、四半期

計、年度計および5年間累計等を遡る事態となることは、適切な放射

線管理がなされていないことに繋がり適当ではないと思います。

従って、例題25の回答としては、あくまでも想定外の事象発生時の

対応に限るもので、日常的な作業量の変動や事業所で使用する放射

線の種類・エネルギー等の範囲等に起因する管理基準線量の変動に

ついては、作業計画段階における事前の対処が必要であり、安易に

例題25に相当するような事例にならないように注意することが大切

と考えます。

回答については、以上を考慮して各利用者が適用事例を明確に理解

できるように作成した方が良いと思いますが、如何でしょうか。

・No.10のご意見への対応方針のところで合わせて示させていただき

ます。

16 例題25 (p73)
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No. 対象 意見・指摘の内容 対応

17 解説第5章(5)項

3) (p17)

P17～の低線量域の記載で、記録レベルと記録レベル以上5mSv未満

の考え方が示されているが、記録レベル以上5mSv未満の記載の意図

が不明である。現状の記載では、記録レベル以上5mSv未満につい

て、「均等被ばくと見なして・・・特別低く評価することがなけれ

ば」とあるが、意図していることが、読み取りにくく、5mSv以上線

量限度未満に設定される「管理基準」未満と同じであると思われる

可能性がある。

ここの記載については、P16の「不均等の程度と線量当量の大きさ

の両方に依存する」を踏まえて、一定の線量比（均等ひばくとみな

す範囲以上）の範囲が想定でき、それを考慮しても線量限度を超過

するおそれがないと判断する場合のような記載にすべきではないの

か？と考えます。

・法令との整合がとれず、二重管理的に受け止められる可能性がある

ため、ご指摘の箇所は削除します。

・法令上、線量限度を超過するおそれがないと判断できるような極め

て低い線量であっても均等/不均等を判断して必要ならば体幹部基本

部位以外にも個人線量計を装着して線量を測定する必要があります。

・また、一定の線量比（均等被ばくと見なす範囲以上）が想定される

場合には、体幹部基本部位以外に、体幹部で線量が最大になる部位に

も個人線量計を装着して測定する必要があります。

18 例題3 (p46) 例題3の回答で、線量比が1.5倍の程度の例として、管理基準として

年13mSvに加えて、管理基準をさらに線量比の1.5で割り、胸腹部の

線量当量として8.7mSvが判断に使用する数値として記載されている

意図が不明である。

このガイドライン案の記載内容からは「不均等ひばくの状況に満た

ない」場合（＝均等被ばくの場合）は、基本部位の線量でもって水

晶体線量を算定することを本文で規定していることを踏まえると、

水晶体線量の管理基準にさらに線量比を考慮して胸腹部の線量当量

を規定することが不要であると考えます。

・ご指摘の箇所につきましては無くても当例題への回答の内容に影響

を与えないと判断できることから、利用者を混乱させないために削除

いたします。

19 例題3 (p46) 20mSvの記載について、本ガイドライン案では法令に基づいて５年

平均で年間20mSvというような平均という言葉が使われております

が、P46の回答3の下6行目からの1か所のみ「例示した眼の水晶体の

等価線量の管理基準、年13mSvは年限度20mSv・・・」と「年限度

20mSv」という記載になっております。

この記載では、線量限度があたかも年20mSvであると読めるので他

の個所との整合及び法令との整合を考慮して、「5年平均で年間

20mSv」のような「平均」という言葉を追記した方が適切であると

考えます。

・拝承。「年限度20mSv」を「5年平均での年限度20mSv」などのよ

うに修正します。

すでに制定されている「内部被ばくの線量管理方法（2014.3.28制

定）」、「放射線業務従事者に対する健康診断のあり方（2014.9.28

制定）」のように、「事業所の線量管理に責任を有する者（事業

者、放射線取扱主任者等）が、」を削除し、「○判断規準」に「事

業所の線量管理に責任を有する者（事業者、放射線取扱主任者

等）」を入れるほうがよいと考えます。
（修正案）

「○適用の範囲

 このガイドラインは、光子、電子（700keV以上）、中性子による計

画被ばく状況における放射線業務従事者の眼の水晶体の等価線量の

モニタリングに適用する。

○判断規準

事業所の線量管理に責任を有する者（事業者、放射線取扱主任者

等）は、眼の水晶体の等価線量限度の遵守及び防護の最適化を実施

するために、以下に示す考え方に従い、眼の水晶体の等価線量をモ

ニタリングする部位およびモニタリングに使用する実用量を判断す

る（別添フロー図参照）。」

なお、「○適用の範囲」の本文中に「事業所の線量管理に責任を有

する者（事業者、放射線取扱主任者等）」を残す場合、本ガイドラ

インについて、「責任を有する者」が「適用する」の主語となるの

は、疑問に思います。「事業所の線量管理に責任を有する者が…の

モニタリングに適用することを目的とする」または「事業所の線量

管理に責任を有する者が実施する…のモニタリングに適用する」の

趣旨ではないでしょうか。

「○判断規準」ではなく、「○線量モニタリングの考え方」とした

方が適切ではないか。

・拝承。ご指摘の箇所について、以下のように修正します。（赤字部

分を変更、加筆）

「○適用の範囲

 このガイドラインは、事業所の線量管理に責任を有する者（事業者、

放射線取扱主任者等）が、光子、電子（700keV以上）、中性子によ

る計画被ばく状況における放射線業務従事者の眼の水晶体の等価線量

のモニタリングに適用する。

○判断規準線量モニタリングの考え方

事業所の線量管理に責任を有する者（事業者、放射線取扱主任者等）

は、眼の水晶体の等価線量限度の遵守及び防護の最適化を実施するた

めに、以下に示す考え方に従い、眼の水晶体の等価線量をモニタリン

グする部位およびモニタリングに使用する実用量を決定する（別添フ

ロー図参照）。」

20 本体 (p1)



ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング」に対する会員提出意見への対応

No. 対象 意見・指摘の内容 対応

（指摘箇所）

「一方、胸部での実効線量と眼の水晶体の等価線量の値がほぼ等し

い放射線業務従事者もおりましたが、このような場では、胸部と眼

の水晶体の位置での場の線量率が5倍も異なる場合がありました。」

→結論に、「(1)作業者は常に姿勢が変化することから、場の線量率

の差異ほど作業者の部位での線量率の差異は見られない」とあるの

で、次のように修文すると、結論とのつながりが明確になると思わ

れます。

（修文案）

「一方、場の線量率としては、胸部と眼の水晶体の位置で5倍も異な

る場合がありましたが、作業者の姿勢は常に変化することから、こ

のような放射線業務従事者においても、胸部での実効線量と眼の水

晶体の等価線量の値はほぼ等しい値でした。」

（指摘箇所）

「東京電力福島第一原子力発電所では、汚染水タンクの解体作業

（β線被ばくが優位な場）において、全面マスク内の線量を測定し

た結果、70µm線量当量で評価したとしても、胸部で測定した70µm

線量当量の20％となり、線量限度を十分に下回る結果となることが

わかりました。このようなβ線被ばくが優位な場では、眼の水晶体

の等価線量を正確に測定するためにマスク内で眼の水晶体の等価線

量を測定することが望ましいと考えられます。」

→回答９の結果７つ目の段落の結論である「合理的に考えて、均等

被ばく管理（胸部または腹部に個人線量計を1つ装着）が適切であ

り、併せて適切な管理基準を設けることで線量限度を遵守すること

が可能であると考えられます。」との整合をとって、趣旨を明確に

するために、次のように補足する語句を追加することを提案いたし

ます。

（修文案）

「東京電力福島第一原子力発電所では、汚染水タンクの解体作業

（β線被ばくが優位な場）において、全面マスク内の70µm線量当量

を測定した結果、胸部で測定した70µm線量当量の20％となっていた

ことから、胸部で測定した70µm線量当量を眼の水晶体の等価線量と

して評価することにより、線量限度を十分に下回る結果となること

がわかりました。このようなβ線被ばくが優位な場では、胸部で測

定した70µm線量当量を眼の水晶体の等価線量として評価することに

より５年間の年平均の等価線量限度20mSvを超える可能性がある場

合、眼の水晶体の等価線量を正確に測定するためにマスク内で眼の

水晶体の等価線量を測定することが望ましいと考えられます。」

(指摘箇所）

「（注）患者の家族による介助は医療被ばくになります。1回あたり

の被ばく線量は低いので、被ばくは正当化されていると考えられま

す。」

→　線量が低いだけでは、正味の利益という正当化の要件を満たし

ていないと思われます。また、「介助は医療被ばくになります」

は、「介助により受ける被ばく」が医療被ばくになるというのが正

確と思います。次のように補足する語句を追加することを提案いた

します。

（修文案）

「（注）患者の家族が介助により受ける被ばくは医療被ばくになり

ます。1回あたりの被ばく線量は低く、一方、一般撮影やCTにより

家族に対する医療上の有益な情報が得られることから、被ばくは正

当化されていると考えられます。」

21 例題9 回答の3段

落目 (p55)

・拝承。ご指摘の箇所について、以下のように修正します。（赤字部

分を変更、加筆）

「一方、胸部での実効線量と眼の水晶体の等価線量の値がほぼ等しい

放射線業務従事者もおりましたが、このような場では、胸部と眼の水

晶体の位置での場の線量率が5倍も異なる場合がありました。場の線

量率としては、胸部と眼の水晶体の位置で5倍も異なる場合がありま

したが、作業者の姿勢は常に変化することから、このような場で作業

をした作業者においても、胸部での実効線量と眼の水晶体の等価線量

の値はほぼ等しい値でした。」

23 例題10 回答 注

釈 (p59)

・拝承。ご指摘の箇所について、以下のように修正します。（赤字部

分を変更、加筆）

「（注）介助により患者の家族による介助が受ける被ばくは医療被ば

くになります。1回あたりの被ばく線量は低く線量は低いので、一

方、一般撮影やCTにより患者に対する医療上の有益な情報が得られ

ることから、このような被ばくは正当化されていると考えられま

す。」

22 例題9 回答の5段

落目 (p56)

・拝承。ご指摘の箇所について、以下のように修正します。（赤字部

分を変更、加筆）

「東京電力福島第一原子力発電所では、汚染水タンクの解体作業（β

線被ばくが優位な場）において、全面マスク内での線量70µm線量当

量を測定した結果、70µm線量当量で評価したとしても、胸部で測定

した70µm線量当量の20％となりっており、また、線量限度を十分に

下回る結果となることがわかりました。このようなβ線被ばくが優位

な場では、胸部で測定した70µm線量当量を眼の水晶体の等価線量と

して算定すると、事業所で設定した管理基準を超える可能性があるた

め、眼の水晶体の等価線量をより正確に測定するためにマスク内の眼

の水晶体の等価線量をに眼の専用の個人線量計を装着し、測定をする

ことが望ましいと考えられます。」


