眼の水晶体の線量モニタリング
ガイドライン（案）コメント対応履歴
ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング（案）」に対する公衆審査で寄せられた意見等への対応
No.

対象

1

本体 注1 P2

2

本体 フロー図 P4

意見・指摘の内容

対応方針

「注 1） 体幹部の被ばくが均等・不均等に関わらず・・・」をP3の「注2)」の上に 拝承。修正します。
移動する。
端子（フローチャートの始まり）を判断記号の上に入れてほしい。

当該フロー図は複雑なものではなく、当該ガイドラインを利用する方が開始と終了

終わりの端子もいれてほしい。（図 3.1 に示すフロー図も同じ）

の端子が無くても支障はないと考えます。そのため、これらの端子を追記しないこ
ととします。
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解説 3章(2)節 P7～8

・任意規格の並び方ですが、校正場関係と受動形線量計を以下のようににまとめると 拝承。ご指摘の内容を踏まえて修正します。
よいと思います。
・校正方法のJIS規格票、対応するISO規格（Ｘ・γ線、β線、及び中性子）が示され
ています。
・線種ごとではなく、線量ごとの規格にISO 29661(Reference radiation fields for
radiation protection - Definitions and fundamental concepts)がありますので入れて
おいてはいかがでしょうか。
・ 「 IEC 62387:2020(Pre release version, 2020/02/22 発 刊 予 定 ) 」 → 「 IEC
62387:2020」（1月31日発行になりました)、或は、「IEC/FDIS 62387:20XX」（一
般的な書きぶりだと思います。）
【修正案】
1) 校正場 → 校正関連規格票
JIS Z 4511:2018
ISO 4037-1:2019
ISO 4037-2:2019
ISO 4037-3:2019
ISO 4037-4:2019
JIS Z 4514:2010
ISO 6980-1:2006
ISO 6980-2:2004
ISO 6980-3:2006(R2015)
JIS Z 4521:2006
ISO 8529-1:2001
ISO 8529-2:2000
ISO 8529-3:1998
ISO 29661:2012
ISO 29661:2012 AMENDMENT 1 2015
JIS Z 4331:2005
2) 受動形個人線量計
IEC 62387:2012
JIS Z 4345:2017
IEC 62387:2020.01,（発行）
JIS Z 4416:2005
ISO 21909-1:2015
3) 能動形個人線量計
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例題4の回答 P33

．．．
「なお、ガンマ線放出核種のみの作業環境においては・・・」とあります。「ガンマ 当該箇所では、γ線とβ線との混合でない作業環境ということを表現するため、
線放出核種の作業環境」でよいと思います。

「γ線放出核種のみ」と表記しておりますので、このままで支障はないと考えま
す。
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例題7の回答

線量計（測定機器）の校正方法（試験基準）の内容で回答していると思います。製品 拝承。ご指摘の内容を踏まえて修正します。
規格（測定（器）に関する規格）からのＱ&Ａがよいと思います。
IEC 62387:2020( 2020/01/31 発刊)がありますので次の内容を示すことでよいと思い
ます。
β線についてはIEC 62387:2020のAnnex E (informative)のTable E.4があるので製品
規格の性能試験、校正にはこの表の換算係数があれば間に合うものと思います。
Annex

E

(informative)

Conversion

coefficients

hpD(0,07;source;

α

),

h'D(0,07;source;α),hpD(3;source;α), and h'D(3;source;α) from personal absorbed
dose in 0,07 mm depth,Dp(0,07), to the corresponding dose equivalent quantities
for radiation qualities defined in ISO 6980-1
Table E.4 – Conversion coefficients hpD(3;source; α )cylinder from personal
absorbed dose in 0,07 mm depth, Dp(0,07), to the dose equivalent Hp(3) for the
cylinder phantom for radiation qualities defined in ISO 6980-1
IEC 62387のREDLINE VERSIONが入手できます。
本体の入手はできていませんがどこが改定されたかの概要はこの版（目次）でつかめ
ます。
（スラブのHp(3)の換算係数のAnnexが削除）
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眼の水晶体の線量モニタリング
ガイドライン（案）コメント対応履歴
ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング（案）」に対する公衆審査で寄せられた意見等への対応
No.

対象

意見・指摘の内容

対応方針

【回答７】の修正案
「IEC 62387:2012が2020/01/31に改定発行されました。
この版から、Hp(3)の校正については、頭部を模擬した円柱ファントムに代わること
が わ か り ま す 。 （ Adoption of the cylinder instead of the slab phantom for the
quantity Hp(3).）
光子の空気カーマから H'(3)、Hp(3)への換算係数はISO4037-3に示されています。
ISO4037-3に規定するファントムは次の通りです。
The cylinder phantom is a water filled hollow cylinder with PMMA walls and an
outer diameter of 200 mm and a length of 200 mm. The cylinder walls and the end
faces have a thickness of 5 mm.
β線については、IEC 62387:2020のAnnex E (informative)のTable E.4に円柱ファン
トムの換算係数についての情報があります。このAnnex E (informative)の換算係数を
規格適合試験、校正にISO6980-3の改訂が行われ、Hp(3)の換算係数が規定されるま
で適用できます。
ISO6980シリーズの改定作業が2019 年から開始されており、今後 2、3 年中には改定
されると予想されます。
理由）6980本体のステージコード90.92（International Standard to be revised）
見直して改訂することになっています。
ISO/CD 6980-1 （ 改 訂 版 ） の ス テ ー ジ コ ー ド が 現 在 、 30.60 （ Close of voting/
comment period）まで改訂作業が進んでいます。」
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例題8の回答

○回答の

拝承。ご指摘の内容を踏まえて改訂しました。ただし、個人線量計による測定結果

「Ｘ線、γ線については、空気カーマから H'(3)、Hp(3)の換算係数を用いて線量当 の妥当性の評価に関する話題を例題２６として独立させることに関しましては、当
量を求めることになります。Hp(3)の個人線量計については、装着部位である頭部を ガイドラインを利用すると想定される現場対応の実務者にとっての便宜を考慮しま
模擬した円柱（20 cm 直径、20 cm ⾧）の水ファントムに取り付けて校正することに すと、独立した設問を作成して詳細に記載を必要としないと判断し、この部分の位
なります。

置付けを追記した上で、このままとします。ます。

β線の H'(3)、Hp(3)については、まだ ISO が整備されていないことから、当面は文
献等で示されている H'(0.07)から H'(3)への変換係数を用いて、照射場の線量を評価
します。Hp(3)の個人線量計の校正を行う場合には、光子と同様に円柱ファントムを
用いることになります。」
について、以下の様に修正という意見。
修正案
「校正は置換法、同時照射法、モニター法及び線源法（ Sequential irradiation of
standard and dosemeter ・ Simultaneous irradiation of standard and dosemeter ・
Calibration and determination of the response using a calibrated monitor device・
Calibration and determination of the response using a reference radionuclide
source unit）A8-X)のいずれかで行われます。
Ｘ・γ線のHp(3)の個人線量計の校正については、ISO4037-3に規定される装着部位
の頭部を模擬した円柱の水ファントム(The cylinder phantom is a water filled hollow
cylinder with PMMA walls and an outer diameter of 200 mm and a length of 200
mm. The cylinder walls and the end faces have a thickness of 5 mm)に取り付けて
校正することになります。
β線の校正については、IEC 62387:2020のAnnex E (informative)のTable E.4に円柱
ファントムの換算係数についての情報があります。
換 算 係 数 は Table E.4 – Conversion coefficients hpD(3;source; α )cylinder from
personal absorbed dose in 0,07 mm depth, Dp(0,07), to the dose equivalent Hp(3)
for the cylinder phantom for radiation qualities defined in ISO 6980-1
このAnnex E (informative)のTable E.4の換算係数を規格適合試験、校正にISO6980-3
に換算係数が規定されるまで適用してよいと思います。」
以下を参考文献に次を加える。
「 A8-X)

ISO29661:2012 Reference radiation fields for radiation protection —

Deﬁnitions and fundamental concepts」
○「また、2016 年の IAEA の IRRS（注）において、原子力規制委員会は個人モニタ
リングサービス提供者が実施する放射線モニタリングの品質保証に関する指摘を受け
ました。そこで、2018 年 7 月 1 日に、日本における ISO の認定機関である（公財）
日本適合性認定協会（Japan Association Board：JAB） が JAB RL380A8.1)を制定し
ました。これは、ISO/IEC 17025:2017A8.2)の要求事項を満たした個人線量計の試験
所校正機関を認定するための指針と制度を定めたものです。」
について、
放射線モニタリングの品質保証に関する指摘ではなく、許認可又は承認のプロセスの
要件を定めるようにという勧告を受けたというのが私の理解の範囲です。
又、JAB RL380:2018D1 (2018) 「認定の基準」についての指針─放射線個人線量測
定試験分野─に校正機関としての校正サービスの認定は含まれていないと思います。
（ISO/IEC 17025:2017(JISQ17025:2018)試験所及び校正機関の能力に関する一般要
求 事 項 ） General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
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眼の水晶体の線量モニタリング
ガイドライン（案）コメント対応履歴
ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング（案）」に対する公衆審査で寄せられた意見等への対応
No.

対象

意見・指摘の内容

対応方針

「【例題８】眼の水晶体の専用の個人線量計の校正はどのように実施されるのです
か？」に対して
【回答８】に「認定の範囲は、以下のとおりです。
体幹部用の個人線量計：X・γ線 Hp(10)、Hp(0.07)
β線

Hp(0.07)

中性子 Hp(10)
末端部用の個人線量計：X・γ線、β線 Hp(0.07)
なお、現在 Hp(3)及び空間線量（周辺線量当量、方向性線量当量）は対象外ですが、
Hp(3)の認定については今後議論される予定です。」
とあります。
認定指針は個人線量の測定サービスの範囲を示すものであって校正サービスの範囲を
意味するものでないと思います。
この例題はどのように校正するのかについての回答に限るべきです。
○2016 年の IAEA の IRRSについて；
「IRRS チームは、技術サービスに関わる許認可取得者の責任は、該当するIAEA の要
件に適合して規制されているが、原子力安全と放射線防護の分野では技術サービスの
提供者に対する法的義務が存在しないと結論付けて次の勧告をした。
勧告：政府は、規制機関に対し、職業被ばくと公衆被ばくのモニタリング及び一般的
な環境のモニタリングを行うサービス提供者について許認可又は承認のプロセスの要
件を定め、許認可取得者がそれらの要件を満たしていることを確認する権限を与える
べきである。
・職場と公衆の放射線防護のモニタリングのためのサービス提供者に、規制機関によ
る許認可又は承認のプロセスを適用すべきである。」
であって、サービス提供者が実施する放射線モニタリングの品質保証に関する指摘を
受けたものとは思えません。
（「校正については全国の較正サービスは計量法校正事業者登録制度により提供さ
れ、経済産業省が管理及び資金提供を行っている。」という記述がＩＲＲＳ報告書に
ある。）
回答の箇所「また、・・・・」について
試験所・校正機関認定制度に関する内容であり、眼の水晶体の専用の個人線量計の校
正はどのように実施されるのですかという質問の回答としては異質な内容だと思いま
す。
つきまして、また以降の文章を別な例題の回答としてはいかがでしょうか？
「例題ＸＸ（仮に２６）」、「回答 ＸＸ（仮に２６）」として、また、以降の文章
を生かしてください。
「例題ＸＸ 眼の水晶体用線量計の測定結果の妥当性の評価はどのように実施される
のですか？」
「回答 ＸＸ
2016 年の IAEA の IRRS（注）において、原子力規制委員会は個人モニタリングサー
ビス提供者が実施する放射線モニタリングについて、承認のプロセスの要件を定める
ようにという勧告を受けました。
そこで、2018 年 7 月 1 日に、日本における適合性評価機関である（公財）日本適合
性認定協会（Japan Association Board：JAB） が認定スキーム
(ISO/IEC 17025) A8.2)）の認定分野
ての指針

試験（JIS Q 17025

放射線モニタリングの「認定の基準」につい

放射線個人線量測定試験分野

JAB RL380A8.1)を制定した。この文書

は、ISO/IEC 17025:2017 の要求事項を、線量計を用いた個人線量測定試験分野の特
殊性に合わせてより詳細に記述した指針である（この指針は基本的には、ISO/IEC
17025:2017 の要求事項を越えるものではない）。指針が定める試験所の認定の範囲
は、以下のとおりです。
体幹部用の個人線量計：X・γ線Hp(10)、Hp(0.07)
β線

Hp(0.07)

中性子Hp(10)
末端部用の個人線量計：X・γ線、β線Hp(0.07)
認定範囲の測定結果の妥当性については認定指針が要求する計量トレーサビリティを
満たすように測定サービスが行われていることのサーベランスと技能試験で技術能力
を見ていることから評価できます。
ＪＡＢが要求する計量トレーサビリティについては「測定のトレーサビリティについ
ての指針（JAB RL331:201７）」があり、試験所に対する要求事項として内部校正を
行う試験所は、校正機関と同様に校正機関に対する要求事項（トレーサビリティの確
保）が要求されます。
（内部校正について、校正機関としての認定を受ける必要はないが、ISO/IEC17025
の校正機関に対する技術的要求事項を満たしている必要がある。）
なお、現在 Hp(3)は認定の対象外ですが、Hp(3)の認定については今後議論される予
定です。」
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例題9の回答

「・・・胸部に装着した個人線量計で測定した実効線量と眼の近傍に装着した個人線 拝承。修正します。
量計で測定した眼の水晶体の等価線量を比較・・・」について、実効線量、等価線量
の測定は極めて難しいとおもいますので書きぶりを代えておくことがよいと思いま
す。
例えば次の様にする。
「・・・個人線量計で測定し、算定した実効線量・・・」
「・・・個人線量計で測定し、算定した等価線量・・・」
「・・・・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・・・・」に
ういて、「測定」を「算定」に代える。
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眼の水晶体の線量モニタリング
ガイドライン（案）コメント対応履歴
ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング（案）」に対する公衆審査で寄せられた意見等への対応
No.
8

対象
例題19の回答

意見・指摘の内容

対応方針

回答の箇所「作業計画立案時に作業環境の線量と作業姿勢を考慮した放射線作業計画 拝承。ご指摘の内容を踏まえ、解説の5章の(7)を修正します。なお、例題19の回答
を作成し、作業員の被ばく線量を予測してください。」について

は、5章の(7)を引用しておりますので、回答の箇所は修正する必要はないと考えて

現行の電離則54条の第３項について、運用通達（基発第253号）では「７０マイクロ おります。
メートル線量当量（率）が１センチメートル線量当量（率）の１０倍を超えるおそれ
のある場所では、実効線量が限度を超えるおそれよりも皮膚の等価線量が限度を超え
るおそれの方が大きいので、当該場所では７０マイクロメートル線量当量（率）を測
定、確認していれば１センチメートル線量当量を測定、確認する必要はないという趣
旨であること。」とあります。
第４項には見やすい場所に表示が規定されています。
２４頁；「（７） 眼の水晶体の等価線量が管理基準に近いか超えるおそれがあるこ
との判断方法」での
「眼の水晶体等価線量の管理基準を超えているおそれがあるかどうかについては、作
業に伴う線量評価を事前に行う必要がある（【例題１９】参照）。」
「①作業場のモニタリング
放射線場が対象となる作業期間が予測可能で、作業手順も明確になっている場合は、
作業場のモニタリングで作業者の線量推定が可能となる。このモニタリングでは、作
業場の 3 mm 線量当量（方向性線量当量）である H'(3)を測定する放射線測定器を使
用することができれば、それを使用することが望ましい。」
「③シミュレーション計算による評価
作業場の線源状況や作業場の幾何学的形状と材質情報が分かっていれば、シミュレー
ション計算コードを用いて、場の様々な空間線量率を評価してもよい。ただし、部分
的にでも、測定によるシミュレーション計算結果の検証が必要である。」
「なお、意見具申では、場所に係る 3 mm 線量当量（H'(3)）の測定について、以下
のように示されている。
H'(3)については、事業者等が簡易に測定できる環境が整っているとは言い難い。ま
た、個人の線量が適切に測定されていれば水晶体の等価線量は十分適切に管理できる
と考えられるほか、1 cm 線量当量又は 70 μm 線量当量のどちらか、またはその両
方により、場所については保守的に評価することができる。」
とありますが、保守的に評価された場所の線量による作業計画では、被ばく線量低減
活動（ALARA）の推進、ＡＬＡＲＡに基づく適切な作業計画立案とは言えないと思
います。
ＡＬＡＲＡ活動の推進には、Ｈ‘（３）線量（率）測定器が必要だと思います。例え
ば、改訂されたIEC62387(2020)に、Ｈ‘（３）が規定されましたので簡易に測定でき
る環境が整うことでしょう。
能動タイプのＨ‘（３）線量（率）測定器についても記述が必要だと思います。（存
在の記述）
【参考】基発第253号
第３ 細部事項
21 第54条関係
(4)第３項ただし書については、皮膚の等価線量限度が実効線量限度の１０倍である
ことから、７０マイクロメートル線量当量（率）が１センチメートル線量当量（率）
の１０倍を超えるおそれのある場所では、実効線量が限度を超えるおそれよりも皮膚
の等価線量が限度を超えるおそれの方が大きいので、当該場所では７０マイクロメー
トル線量当量（率）を測定、確認していれば１センチメートル線量当量を測定、確認
する必要はないという趣旨であること。
(5) 第４項の「見やすい場所に表示する等の方法」
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本体 ２項.P3

ここの（１）の記載は管理基準を超過するなどして眼の近傍での測定を行う場合に、 本ガイドラインの基本的な考え方としまして、眼の水晶体の等価線量が管理基準に
3㎜線量当量での測定を求めているものと理解しているが、頭頚部の線量が大きい不

近いか、またはそれを超えるおそれがある場合には眼の近傍に個人線量計を装着

均等被ばくで頭頚部につける個人線量計（1cm線量当量他）を眼の近傍に装着した場 し、3mm線量当量を測定し、眼の水晶体の等価線量を算定することとしておりま
合は、3mm線量当量による測定を必須としないと読めるが、P4のフロー図ではHp(3) す。ご指摘の箇所につきましては、ガイドライン本体の「線量モニタリングの考え
の測定を求めているので、P3の記載とは矛盾しています。線量管理上は、単に「正

方」の2節の「(1)眼の近傍において、眼の水晶体の等価線量のみを算定する場合」

確に眼の水晶体の等価線量を算定する場合」以外は、1cm線量当量または70μm線量 を、「眼の水晶体の等価線量が管理基準に近づく、または超えるおそれがある場
当量のいずれかとしてもよいのではないのか。

合」と修正し、4ページのフロー図と矛盾しないようにします。

（正確な線量測定上の必要性は理解しているが線量限度超過を防止するという観点で 現時点で使用可能な受動形個人線量計の1cm線量当量及び70μm線量当量はスラブ
は、保守性のある管理手段を排除するものではないと思いますので）

ファントムに装着して校正されていますので、緊急時等のやむを得ない場合の特別

（P3修正文案）

な状況以外では、眼の近傍に装着して眼の水晶体の等価線量を算定するために使用

眼の水晶体の等価線量の算定に用いる実量は3 mm線量当量である。しかながら以下

することは推奨されないと考えています。

(1)の場合を除いて、眼の水晶体の等価線量を著しく過小に算定しない場合には、従

また、本ガイドラインで示しました線量モニタリングの考え方（フロー図を含む）

来用られて

は、国内の線量測定サービス機関から現在供給されるサービス（あるいは供給を予

きた1cm線量当量または70µm線量当量のいずれかの値の高い方を眼の水晶体等価線

定しているサービス）の実態を考慮したものにしておりますので、その旨、「解

量としてもよい 。

説」の5章の(1)節の「基本的な考え方」に追記します。
また、P4のフロー図の注釈として以下を追記します。

(1)より正確に眼の水晶体等価線量を算定する場合

「眼の水晶体の近傍に装着する個人線量計は原則Hp(3)を測定するものとする。た

（P4 フロー図の下の囲みの中のHp(3)に関する注釈案）
眼の水晶体の等価線量を著しく過小に算定しない場合には、眼の近傍に装着する個人
線量計を体幹部（頭頚部）用の個人線量計とする場合は、1cm線量当量または70µm
線量当量のいずれかの値の高い方を眼の水晶体等価線量としてもよい。

4

だし、眼の近傍が体幹部において最大線量部位になる場合は、眼の水晶体の等価線
量を著しく過小に算定しない場合に限り、眼の近傍に装着する個人線量計はHp(10)
及びHp(0.07)を測定するもので代用してもよい。」

眼の水晶体の線量モニタリング
ガイドライン（案）コメント対応履歴
ガイドライン「眼の水晶体の線量モニタリング（案）」に対する学会員対象意見募集（令和元年12月実施）に関する対応への再意見とその対応
学会員対象意見募集（令和元年12月実施）において提出された意見とその対応（令和2年1月公表済み）
No.

意見・指摘の内容
1

公衆審査時に提出された学会員対象意見募集に関する対応(左記)への再意見とその対応

対象

本体 (p1)

対応

対応

意見・指摘の内容

「測定の範囲」

・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 3mm線量当量評価の必要性は多

・本ガイドラインは法令に則って眼の水晶体の等価線量を算定するためのガイドラインでありますの

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。

ニタリングは範疇外としております。

くの場合乏しいと思われますが、 で、如何に個人線量当量を測定するかを中心に記載しております。

・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

作業環境管理上、場の測定も重要 ・個人のモニタリングは個人の被ばく線量を正しく算定するために行うものであるが、作業場所のモニ

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 であるはずではないでしょうか。 タリングは、線量管理する方法を決定するために行うものであります。
の対象とはなっていないためです。

・したがって、ご指摘のように作業場所のモニタリングは作業環境管理上重要な要素でありますので、

・詳しくは25ページの解説の5章(7)項の記載内容をご参照ください。

管理上必要な作業環境の評価方法については、H'(3)の測定を含む4つの手法について解説の5章(7)項
（24ページから25ページ）に記載しております。
・また、これまでの研究・議論（参考文献2)-4))より、H'(3)測定が重要な作業環境は特殊な場合に限ら
れており、多くの場合は他の手法によって作業環境の評価ができると考えられます。
・さらに、意見具申において、現時点での実態も踏まえてH'(3)を測定せずとも従来通りH'(10)または
H'(0.07)の測定結果に基づいて適切な作業環境の管理は可能であることが明記されていますので、その
内容についても引用しております。
・解説5章7項の①に、「ただし、あらゆる線種のH'(3)が測定できる測定器は十分には普及できていな
いものの、フィルタ等を用いてH'(3)の測定に対応した電離箱式サーベイメータが、国内メーカーで製
作・販売しており、入手することができる。」と追記します。

2

解説3章 関連法規 「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 ・本ガイドラインでの「見直し」とは、法令改訂や国際、国内規格の改訂に 現行法令に問題があっても、それ ・国の関係省庁において、有識者による検討が行われ、現状最適と考えられる内容について法令に反映
等 (p6～7)

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 伴い、ガイドライン（本体、解説、例題・回答）を見直す予定です。
に、今後の見直しを定期化してはどうか。

は指摘しないという立場でしょう されているものと考えています。

・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 か？

・また、繰り返しになりますが、本ガイドラインは規制運用のためのものであるため、法令上の問題に

指摘する位置づけではありません。

ついては指摘する性質のものではないこと、ご理解ください。

・ガイドラインの見直しの定期化は現在、放射線防護標準化委員会で課題と
して議論される予定です。

3

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

〇「Graded approachの実践」について

不均等被ばくモニタリングをする ・不均等被ばく状況の判断に関しましては、本ガイドラインの解説の5章(5)項3)と例題1の回答に記載

・よりGraded approachを実践するものとしてはどうか。

・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 かどうかの判断に関してはいかが しましたように、事業場の線量管理に責任を有する者が、作業環境の線量率の高さと、線量測定結果の

・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。

さが異なります。（17ページ参照）

【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

でしょうか？

・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

・この考え方は、労働安全衛生マネジメントシステムとして、Graded Approachにより事業者自らが判

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 「管理基準」を超える可能性があるか否かとなっています。
研究（https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/EMA/radiation/）

4

全体

・これらの考え方は、Graded

不確かさの度合いから、適切に判断するということを記載してます。
断することを推奨するものであります。

approachを実践しているものと思います。

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 ・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

こちらの資料の14ページで示さ

ても規定してはどうか。

晶体の線量モニタリングを対象としています。

れている事例が、「バックグラウ の線量が加わっています。バックグラウンドの差し引きにつきましては、IAEA GSG-7の7.128項から

・「例題６」の回答の2つ目の文章の後に「これらの個人線量計の測定値には、バックグラウンドから

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

・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

ンドの評価については線量測定

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

サービス機関において適切に実施 バックグラウンドを差し引いて線量を算定しています。なお、事業所の線量管理に責任を有する者は、

切に実施されています。

されて」いることをご説明頂けま バックグラウンドを差し引くためにコントロール線量計を利用する場合、線量測定サービス機関からの

・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

せんか？

イドラインの範疇外と考えます。

https://www.mhlw.go.jp/conten ます。

7.131項に記載があります。国内の線量測定サービス機関等においては、これと同様な考え方に従い

取り扱い上の注意事項に従い、適切にコントロール線量計を管理する必要があります。」と追記いたし

t/11201000/000534350.pdf

・なお、測定サービス機関が示しているコントロール線量計の取扱い上の留事項の具体実例につきまし
また、バックグラウンドの評価に ては、以下の内容をご参照ください。
関しても、線量測定サービス機関
⾧瀬ランダウア：
が、どのような手順に基づき、ど
のように質を確保して適切に実施
されているか、ご説明いただけま
せんか？

https://www.nagase-landauer.co.jp/luminess-users/point.html
千代田テクノル：
http://www.c-technol.co.jp/monitoring/pdf/handling.pdf
・測定サービス機関がどのような方法でバックグラウンドの評価の品質を確保しているかについては、
各測定サービス機関にお問い合わせください。

