
安全取扱Ⅲ
（RI取り扱いの実際）



放射線防護の考え方

• 目的と被ばくの制限

– 行為の正当化

•放射線被ばくを伴う行為によりもたらされる便益（ベネフィット）

＞放射線被ばくに伴う損害（デトリメント）

•放射線被ばくを伴わない代わりの手段の検討（代替手段）

– 防護の最適化

• ALARA（as low as reasonably achievable）
– 被ばく線量、被ばくする人数、被ばくの機会を、社会的および経済的
な要因を考慮に入れて、合理的に達成できる限り低く抑えなければな
らない

– 線量限度



放射線防護の考え方

• 安全取扱いの3原則

– Contain：使用区画の限定

•管理区域

•フード、グローブボックスの使用

•遮蔽体

– Confine：必要最小限

•必要な量だけを効果的に使用

– Control：放射線の制御

•適切に管理・把握できる状態で使用



放射線による被ばく

口、鼻、傷口など
からの侵入が問題になる

Ｘ線や高放射能の密封・非密封ＲIからの
γ線やβ線が問題になる



Time

Radiation dose increases in proportion to time.

– Make the working time as short as possible!
– Do a “Cold run” practice and understand the individual steps of each 

procedure.

大学等放射線施設協議会

Keep exposure 
time short

時間に比例

μSv/h



Distance

• The radiation dose decreases in inverse proportion to 
the square of the distance from the radiation source.

– Keep as much distance between yourself and the radiation 
source as possible!

– Don’t touch the radiation source directly.
– Use remote handling equipment such as tongs or forceps.

大学等放射線施設協議会

Stay as far away 
as possible

距離の２乗に反比例
Dose rate = K/ R2

K: constant
R: distance



You can protect yourself from radiation exposure 
by shielding the radiation source.

Radiation type Shielding material

β -ray
aluminum board (several mm)
plastic acryl board (several cm)

γ-ray lead block, iron block, concrete block
neutron block containing boron, water

Shielding

大学等放射線施設協議会

β線はアクリル板

γ線は鉛で遮へい

Protect with 
a shield

Shield

As near to the radiation 
source as possible



安全取扱いのポイント

密封ＲＩ
外部被ばくのみ考慮

時間、距離、遮へい

（密封小線源）
紛失

被膜の破損

（照射施設）
運転前の安全確認（照射室に人が居ないこと）

停止後の安全確認（線源が収納されていること）

社団法人 日本アイソトープ協会放射線取扱主任者部会



安全取扱いのポイント

密封ＲＩ（照射施設）

インターロックやエリアモニタなどの安
全装置を過信しないこと。

安全装置の故障が原因の事故もあり得る

扉を開くスイッチ、インターホン、非常停
止ボタンの位置は覚えておくこと！

サーベイメーターやアラーム付きポケット
線量計を持参して入室

参考：日立アロカ社製



• 吸入摂取の防止
– 排気設備を稼働させ、フード内で取り扱う。

– フード内に頭を入れない。

– マスクを着用する。

– 喫煙の禁止。

• 経口摂取の防止
– 安全ピペッター、分注器の使用。

– 飲食の禁止。

• 皮膚摂取の防止
– 皮膚の露出を防止する。

• 所定の実験衣を着用する。

• 手袋を着用する。（ピンホールチェック）

– 外傷の有無の確認⇒作業の禁止

– 化粧の禁止

内部被ばくの防止



管理区域への入室

Working clothes
Hand-foot-cloth

monitor

Survey meter

Decontamination 
equipment

Access record

Controlled area

outside of controlled area 
(uncontrolled area)

個人線量計を着用する

専用の防護スリッパと防護衣を使用する。

居住区域内のスリッパや実験衣とは厳密

に区別し、共用しない。

実験に必要のないもの（一般の実験衣、

鞄、コート等）を持ち込まない。



実験の計画と準備

利用するＲＩの性質（エネルギー、線種など）、使用量、実験内容などから、どのよう
な危険性（被ばく・汚染など）があるか事前に検討する。

・先ずは知ることから
・RI使用の必要性
・危険性の少ない核種の利用
・実験に必要な量の確認
・被ばく線量の推定

アイソトープ実験前のリハーサル

・必要な物品を揃える
・不要な物を片付ける

・ＲＩを使わず予備実験
・手順の再確認、作業の習熟

・対策をする
・事故予防措置、効率的な作業

・本番
・作業時間の短縮
・被ばくの低減

社団法人 日本アイソトープ協会放射線取扱主任者部会

社団法人 日本アイソトープ協会放射線取扱主任者部会



ドラフト

皮膚を露出させない！

実験者がＲＩ汚染空気
を吸入しにくくなる！



手袋装着中での取扱い

作業場所が汚染していないか使用の前後に確認する。

手・作業衣・装置・器具類、ドラフト、作業台、床、

RI用の流し、及びその付近の汚染検査を

作業の区切りごとに行う。
スリッパが汚染していると、

部屋全体が汚染される。

素手のままでの取扱い
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汚染防護（実験に使用した場所の測定）

Measures against contamination



１．私服のズボンやシャツの汚染･･･実験衣着用

２．実験衣の袖口汚染･･･袖口のしぼり

３．指の汚染･･･手袋の着用、ピンホール確認

４．実験台等の汚染･･･ろ紙、バットの使用、転倒防止

５．実験室の機器や床の汚染･･･

フードやグローブボックス等の使用、

手袋の汚染確認、

運搬容器（バット、バケツなど）の使用

６．廊下の汚染･･･スリッパの汚染に注意（しずくを落とさない）

非密封ＲＩによる汚染の事例



管理区域からの退室 手を洗った後、
HFCモニタで汚染検査を行う。

手、足の汚染がないことを確認

衣服（袖口、腹部、踵）など汚染され
やすい箇所を重点的に検査する。

持ち出す物品も汚染検査する。

Working clothes
Hand-foot-cloth

monitor

Survey meter

Decontamination 
equipment

Access record

Controlled area

outside of controlled area 
(uncontrolled area)

When leaving the controlled area, remove working clothes, wash hands well, 
and check for personal contamination with a hand-foot-cloth monitor.



安全取扱いのポイント

非密封ＲＩ

外部被ばく

内部被ばく

汚染

油断・慢心 に注意



In case of accident

• At first, think and act to save yourself.
– Escape to a safe place
– Notify other workers in a loud voice
– Push the emergency button

• If time permits, take action to prevent expansion of 
the accident.
– Bring the radioisotope back to the storage room
– Extinguish the fire at an early stage

• Notify the radiation protection supervisor or radiation 
protection staff members.

大学等放射線施設協議会
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