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Ⅰ 放射線診療の許認可手続き
病院または診療所等が、
(1) 診療用エックス線装置
(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置
(3) 診療用放射線照射装置
(4) 診療用放射線照射器具
(5) 放射性同位元素装備診療機器
(6） 診療用放射線同位元素（通称：RI）
を使用する場合には、医療法の他、種々の関係法令に基づく許認可手続きが必要に
なります。
これらの申請手続きは、それぞれ提出先、提出時期も異なるので、注意してください。
また、医療法における各種届出については、開設者の区分（法人、医師等）、病床の
有無等により許可が必要になりますので注意してください。
法令に定める許認可手続は、各監督官庁が放射線診療施設の実態を把握し、放射
線安全行政を推進するための基本となるものです。医療の質を維持・向上させるため
に、法令の趣旨を尊重した適切な手続が求められています。
なお、この手引きは三重県における医療法上の取扱について説明していますので、
医療法以外の各種届出等の詳細については各担当部局に確認してください。
注） この手引き書でいう診療用高エネルギー放射線発生装置等とは、診療用高エネルギー放射線発生装置、診
療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射線同位元素装備診療機器及び診療用放射線同位元素を指しま
す。

エックス線装置とは（医薬発第188号、平成13年3月12日）
エックス線発生装置(エックス線管及びその付属機器、高電圧発生装置及びその付属機器並びにエックス線
制御装置)、エックス線機械装置(保持装置、エックス線撮影台及びエックス線治療台等)、受像器及び関連機
器から構成され、これら一式をもって1台のエックス線装置とみなします。
なお、複数のエックス線管を備えた装置であっても、共通した1つの高電圧発生装置及びエックス線制御装
置を使用する場合は、1台のエックス線装置とみなすことができます。
診療用高エネルギー放射線発生装置等についても同様の考え方です。
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医療法施行規則で定める放射線機器に関する規定と、他の法令で規定するものとの関係

医療法関連

障害防止法関連

診療用エックス線装置
〔規定条文はない〕
診療の用に供する定格出力の管電圧が
10kV以上、かつ有するエネルギーが
1MeV未満のもの(医療法規則第24条の
2)

労働安全衛生法関連
エックス線装置(特定X線装置)、
波高値による定格管電圧が
10kV以上のエックス線装置(薬
事法で規定する医療用具を除
く)(労働安令施行令第13条)

診療用高エネルギー放射線発生装置 放射線発生装置
荷電粒子を加速する装置
診療の用に供する1MeV以上のエネル
荷電粒子を加速することにより放
ギーを有する電子線またはエックス線の 射線を発生させる装置で政令で定
発生装置(医療法規則第24条)
めたもの(障害防止法第2条)
診療用放射線照射装置
密封された放射性同位元素
放射性物質を装備している機器
密封された放射性同位元素を装置し診 (許可使用) 密封された放射性同
療の用に供する照射機器で、その装備 位元素で3.7GBqを超えるもの
する放射性同位元素の数量が3.7GBqを
超えるもの(医療法規則第24条)
診療用放射線照射器具
密封された放射性同位元素
放射性物質を装備している機器
放射性同位元素で密封されたものを装 (届出使用) 密封された放射性同
備している診療の用に供する照射機器 位元素で3.7GBq以下で3.7MBqを
でその装備する放射性同位元素の数量 超えるもの
が3.7GBq 以下で3.7MBqを超えるもの
診療用放射線照射器具
（半減期30日以下)
診療用放射線照射器具であってその装
備する放射性同位元素の物理的半減期
が30日以下のもの
放射性同位元素装備診療機器
密封された放射性同位元素を装備して
いる診療の用に供する機器で、その装
備する放射性同位元素の数量が、
3.7MBqを超えるもののうち厚生労働大
臣が定めるもの(骨塩定量分析装置、
Ni-63GC用ECD、血液照射装置を指定)

密封された放射性同位元素
(許可または届出使用) 密封され
た放射性同位元素放射性同位元
素装備機器または放射性同位元
素を装備している機器で、政令で
定めるもの(Ni-63GC用ECDを指
定)

診療用放射性同位元素
密封されていない放射性同位元素 (密封されていない放射性物質)
医薬品である放射性同位元素で密封さ 文部科学大臣が定める数量および
れていないもの
濃度を超えるもの薬事法に規定す
る医薬品を除く
陽電子断層撮影診療用放射性同位元 同上
素
医薬品であるか否かに関わらず陽電子
断層撮影診療に用いる放射性同位元素
で密封されていないもの
(校正用線源)
密封された放射性同位元素
医療用具でないため規定の条文はない
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同上

放射性物質を装備している機器

診療放射線装置等の備付（変更）届必要書類一覧表
診療所
該当のフロー図をご確認ください。
（A〜I）
開設（内容変更）
許可申請
（法第7条）
許可
施
設
使用許可申請
に
か
使用前検査
か
（法第27条）
る
※注1)
許可

病院

非医師（医療法人等）
有床

無床

A・Ｂ

A・Ｂ

C・Ｄ

A・Ｂ

A・Ｂ

C・Ｄ

A・Ｂ

A・Ｂ

E・Ｆ

A・Ｂ

A・Ｂ

E・Ｆ

A・Ｂ

A・Ｂ

E・Ｆ

開設（内容変更）届

装
置

診療用エックス線装置
備付（変更）届
診療用高エネルギー発生装置
備付（変更）届
立入検査（法第25条）
※注2)
廃止届

照
射
器
具

診
療
機
器

同
位
元
素

診療用放射線照射器具
備付（変更）届
立入検査（法第25条）
※注2)

医師（歯科）
有床

無床

E・Ｆ

Ｇ・I

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｅ

I

B

B

D

F

Ｇ

○

○

○

○

○

○

○

B

B

D

F

Ｇ

○

○

翌年使用予定届

H

H

H

H

H

廃止届

○

○

○

○

○

B

B

D

F

Ｇ

放射線同位元素装備診療
機器備付（変更）届
立入検査（法第25条）
※注2)
廃止届
診療用放射線同位元素
備付（変更）届
立入検査（法第25条）
※注2)

○

○

○

○

○

○

○

B

B

D

F

Ｇ

○

○

翌年使用予定届

H

H

H

H

H

廃止届

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

廃止後の措置届

注
１） 使用前検査については、場合により自主検査が可能です。
２） 立入検査（現場確認）は、必要に応じて実施します。
３） 使用前検査が自主検査の場合には、立入検査（現場確認）を必要に応じて実施します。
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１.あらかじめ許可申請が必要な場合
(1)医療法に関する手続き
病院及び非医師（医療法人等）が、エックス線装置等を設置又は変更する場合は、施設の開設（内
容変更）許可申請の際にエックス線診療室等の構造設備を示し許可を受ける必要があります。〔医療
法第7・21条、医療法規則第20条第7号〕
また、病院及び有床診療所は、開設許可（医師開設の診療所除く）を得た後に知事による使用前の
検査を受け、許可証の交付を受けます。〔医療法第7条〕

病院及び非医師（医療法人等）開設有床診療所の場合（フロー図）
フロー図A
開設者

申請 保健所

開設（内容変更）許可申請書

許可

開設（内容変更）許可申請受理

開設（内容変更）許可証
工事着工→ 施設完成
使用許可申請書及び
診療用エックス線装置備付
（変更）届出書

申請・届出

使用前検査

使用許可証

使用許可申請書及び
診療用エックス線装置備付
（変更）届出書受理

許可

施設使用開始
フロー図Ｂ
開設者

開設（内容変更）許可申請書及び
診療用高エネルギー放射線発生
装置等備付（変更）届出書

保健所
申請・届出
許可

開設（内容変更）許可申請及び
診療用高エネルギー放射線発生
装置等備付（変更）届出書受理

開設（内容変更）許可証
工事着工→ 施設完成
申請
使用許可申請書
使用前検査
使用許可証

許可

施設使用開始
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使用許可申請受理

注）ここでいう診療用高エネルギー発生装置等とは、医療法施行規則で定める放射線機器の内、診療
用エックス線装置以外のものをいう。

非医師（医療法人等）開設無床診療所の場合（フロー図）
フロー図Ｃ
開設者

申請

開設（内容変更）許可申請書

保健所

許可

開設（内容変更）許可申請受理

開設（内容変更）許可書
工事着工→施設完成
施設使用開始後10日以内

届出
診療用エックス線装置備付
（変更）届出書受理

診療用エックス線装置備付
（変更）届出書
必要に応じ
て
現場確認
フロー図Ｄ
開設者
開設（内容変更）許可申請書及び
診療用高エネルギー放射線発生
装置等備付（変更）届出書

保健所
申請・届出

許可
開設（内容変更）許可証
工事着工→施設完成
現場確認
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開設（内容変更）許可申請及び診
療用高エネルギー放射線発生装
置等備付（変更）届出書受理

医師開設有床診療所の場合（フロー図）
フロー図Ｅ
開設者

工事着工→ 施設完成

保健所

使用許可申請書及び
診療用エックス線装置等備付
（変更）届出書

申請・届出
使用許可申請書及び
診療用エックス線装置等備付
（変更）届出書受理
使用前検査
許可

使用許可証
施設使用開始

届出

開設（内容変更）届出書

開設（内容変更）届出書受理

フロー図Ｆ
開設者

診療用高エネルギー放射線発
生装置等備付（変更）届出書

届出

保健所
診療用高エネルギー放射線発生
装置等備付（変更）届出書受理

工事着工→施設完成
申請
使用許可申請書
使用前検査
使用許可証
施設使用開始

使用許可申請受理

許可
届出
開設（内容変更）届出書受理

開設（内容変更）届出書

(2)放射線障害防止法に関する手続き
病院または診療所が、ア.発生装置、イ.照射装置、ウ.照射器具、エ.1個当たりの放射能量が
3.7MBqを超える校正用密封線源、オ.診療用RIを新たに使用する場合や、既に許可された事項を変
更する場合。〔放射線障害防止法第3条、第10条〕
なお、ウ.エ.については、医療機関内の総量が3.7GBq以下である場合は届出です。
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２.あらかじめ届出が必要な場合
(1)医療法に関する手続き
ア.発生装置、照射装置、照射器具、装備機器の新たな設置や診療用RIを新たに使用する場合や、
その届出事項を変更しようとする場合。〔医療法第15条第3項、医療法規則第25〜第29条〕
イ.翌年に、物理的半減期が30日以下の照射器具や、診療用RIを使用する場合。(12月20日までに届
出) なお、この届出は医療法規則第29条の変更等の届出を兼ねるものではありません。〔医療法規
則第27条、第28条〕

ア.の医師開設無床診療所の場合（フロー図）、他の場合は許可申請を参照
フロー図Ｇ
開設者

申請

診療用高エネルギー放射線発
生装置等備付（変更）届出書

保健所
診療用高エネルギー放射線発生
装置等備付（変更）届出書受理

工事着工→ 施設完成

届出
開設（内容変更）届出書受理

開設（内容変更）届出書
現場確認

イ.の12月20日までの翌年使用予定届出書（フロー図）
フロー図Ｈ
開設者

医療法施行規則第27条及び同
28条の翌年使用予定届出書

届出 保健所

医療法施行規則第27条及び同28
条の翌年使用予定届出書受理

(2)放射線障害防止法に関する手続き
ア.放射能の総計が3.7GBq以下である照射器具や校正用線源(1個の放射能が3.7MBq以下のものを
除く)
イ.表示付装備機器のみを備えようとするか、または、その使用条件を変更する場合。〔放射線障害防
止法第3条の2〕
ウ.許可使用に関する軽微な変更を行う場合。〔放射線障害防止法第10条第5項〕
エ.新たに許可使用施設を設置するために、放射線障害予防規定を作成した場合。〔放射線障害防
止法第21条〕

(3)労働安全衛生法・電離則に関する手続き
X線装置等は、工事開始の30日前までに労働基準監督署長にその計画を届け出ることが義務づけ
られています。〔労働安全衛生法第88条〕

(4)火災予防および危険物規制に関する市町村条例等に関する手続き
消火活動に支障を生じるおそれのあるものとして、放射性物質等が条例により指定されている場合
があり、このような自治体では市町村条例等に基づき消防署長等に届け出る必要があります。
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３.事後に届出が必要な場合
(1)医療法に関する手続き
ア.エックス線装置を新たに備えた場合。 ◆設置後10日以内◆〔医療法第15条第3項、医療法規則
第24条の2〕
イ.既に設置しているエックス線装置を変更した場合 。◆変更後10日以内◆〔医療法規則第29条〕
ウ.放射線診療装置等を備えなくなった場合。 ◆廃止後10日以内◆〔医療法規則第29条〕
エ.診療用RIの使用廃止に伴う施設の除染その他の措置に関する届出。
◆廃止の届出:10日以内、施設の除染その他の措置に関する届出:30日以内◆〔医療法規則第29
条〕

ア.イ.の医師開設無床診療所の場合（フロー図）、他の場合は許可申請を参照
フロー図I
開設者

保健所

工事着工→ 施設完成
届出
開設（内容変更）届出及び
診療用エックス線装置備付
（変更）届出書

開設（内容変更）届出及び
診療用エックス線装置備付
（変更）届出書受理
現場確認

(2)放射線障害防止法に関する手続き
ア.届出使用に関する使用条件を変更する場合。 ◆30日以内◆〔放射線障害防止法第3条の2〕
イ.許可使用者の氏名または名称および住所、法人の代表者を変更した場合。
◆30日以内◆〔放射線障害防止法第10条〕
ウ.許可証記載事項を変更した場合。 ◆30日以内◆〔放射線障害防止法第10条〕
エ.放射線障害予防規定を変更した場合。 ◆30日以内◆〔放射線障害防止法第21条〕
オ.放射線施設の使用を廃止した場合。 ◆30日以内◆〔放射線障害防止法第27条、障害防止法規
則25条〕
カ.放射線取扱主任者を、選任または解任した場合。 ◆30日以内◆〔放射線障害防止法第34条〕
キ.放射線取扱主任者の代理者を、選任または解任した場合。 ◆30日以内◆〔放射線障害防止法
第37条〕
ク.放射性同位元素の盗難、紛失、その他の事故が生じた場合。 ◆遅滞なく◆〔放射線障害防止法
第32条〕
ケ.地震、火災その他の災害の発生により、放射線障害が発生した場合。
◆遅滞なく◆〔放射線障害防止法第33条、〕
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４.報告または通報が必要な場合
(1)医療法に関する手続き
地震、火災その他の災害、または盗難、紛失その他の事故により、放射線障害が発生するか、また
はそのおそれのある場合。 ◆直ちに◆〔医療法規則第30条の25〕

(2)放射線障害防止法に関する手続き
ア.許可の取消し、使用の廃止に伴う施設の除染その他の措置に関する報告。
◆30日以内◆〔放射線障害防止法第28条、障害防止法規則26条〕
イ.地震、火災その他の災害の発生により、放射線障害が発生するかまたは発生するおそれのある場
合。 ◆直ちに◆〔放射線障害防止法第33条〕
ウ.放射性同位元素の盗難または紛失があった場合。放射性同位元素が異常に漏洩した場合。実効
線量限度または等価線量限度を超える(または、そのおそれのある)被ばくがあった場合。
◆10日以内◆〔障害防止法規則第39条〕
エ.放射性同位元素等の放射線管理の状況について定期的に報告。
◆当該期間の経過後3月以内◆障害防止法規則第39条〕

(3)労働安全衛生法に関する手続き
ア.しゃへい物の破損など施設設備面の事故が発生し、15mSvを超えて被ばくするおそれが生じた場
合。 ◆速やかに◆〔電離則第43条〕
イ.従事者に放射線障害が発生したり、その疑いが認められた場合。 ◆速やかに◆〔電離則第44
条〕
a)
b)
c)
d)

実効線量限度や等価線量限度を超えた被ばく
誤って放射性物質を吸入または経口摂取
体表面の汚染を限度以下にすることができなかった場合
傷創部が汚染された場合

ウ.定期に行われた電離放射線健康診断の結果。 ◆遅滞なく◆〔電離則第58条〕

５.その他の法令に関する手続
(1)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
衛生検査所で、検体検査用の診療用RIを使用する場合には、あらかじめ所在地の都道府県知事
に届け出る必要があります。〔臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の4、同施行規
則17条〕

(2)薬事法に関するもの
ベビーサイクロトロン等で放射性医薬品を製造し調剤する施設は、あらかじめ許可申請が必要で
す。
〔薬事法第16条〕
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６.その他
エックス線装置を特別の理由によりエックス線診療室を除く放射線診療室において使用
することについて（医薬発第１８８号、平成13年3月12日）
「特別な理由」とはエックス線装置と組み合わせて、次に掲げる診療に用いる必要がある場合に限
定されます。
(ア)診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用放射線照射装置により放射線を体外照射すべ
き部位を決定するためにエックス線装置を使用する場合。
(イ)診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を患者の体内に挿入すべき部位を決定す
るためにエックス線装置を使用する場合。
(ウ)診療用放射性同位元素を投与した患者の両像診断の精度を高めるため、CT装置によるエックス
線撮影を核医学撮像装置の吸収補正用として使用する場合。ただし、この場合における核医学撮像
装置は、密封された放射性同位元素を用いる吸収補正用線源が装備されていないこと。

ＭＲＩ
ＭＲＩについては、放射線機器とは取扱いがちがいます。
放射線機器の様に機器そのものについての届出はありません。
高い磁場を有するため、東海総合通信局への許可申請が必要になります。
詳細については東海総合通信局に確認してください。（代表TEL：０５２−９７１−９１０５）
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Ⅱ 各放射線診療装置等の届出内容
１．診療用エックス線装置
(1) 定義（医療法施行規則第24条の2）
定格出力の管電圧が10kvあり、その有するエネルギーが１MeV未満のものいう。
なお、医療用のエックス線装置とは、診断又は治療に用いられる管電圧10kv以上400kvまでの
エックス線装置をいう。（S51.8.21 厚生省告示第238号）

(2) 診療用エックス線装置備付届 （第20号様式）
診療用エックス線装置を備え付けた場合の届出は、備え付けてから10日以内に次に掲げる事項
を届出する必要があります。
ア.病院又は診療所の名称及び所在地
イ.Ｘ線装置の製作者名、型式及び台数
ウ.Ｘ線高電圧発生装置の定格出力
エ.Ｘ線装置及びX線診療室のX線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
オ.Ｘ線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療X線技師の氏名及びＸ線
診療に関する経歴

(3) 変更届 （第26号様式）
届出事項のエ.オ.までに変更がある場合の届出は、変更してから10日以内に届出が必要です。
この届出には、変更前、変更後の一覧を作成し、該当するものが解るように印をつけること。

(4) 廃止届 （第28号様式）
診療用エックス線装置を備えなくなった場合の届出です。
廃止されてから10日以内に届出が必要です。
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２．診療用高エネルギー放射線発生装置
(1) 定義（医療法施行規則第24条第1号）
診療の用に供する１MeV以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置をいう。

(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置備付届 （第21号様式）
医療機関に診療用高エネルギー放射線発生装置を備えつけようとする場合は、あらかじめ、次に
掲げる事項を届出る必要があります。
ア.病院又は診療所の名称及び所在地
イ.診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
ウ.診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
エ.診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の
放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
オ.診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療用放射線技師
の氏名及び放射線診療に関する経歴
カ.予定使用開始時期

(3) 変更届 （第27号様式）
届出事項のエ.オ.を変更しようとするときは、あらかじめその旨の届出が必要です。

(4) 廃止届 （第29号様式）
診療用高エネルギー放射線発生装置を備えなくなったときの届出です。
備えなくなったときから10日以内に届出る必要があります。
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３．診療用放射線照射装置
(1) 定義（医療法施行規則第24条第2号）
放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する
同位元素の数量及び濃度が別表第1の4に定める数量及び濃度を超えるもので、密封されたものを
装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が3.7GBｑを超
えるものをいう。
別表第1の4(第24条第2号関係)
放射性同位元素の数量及び濃度
種類

備考

数量

濃度

ストロンチウム90及びアルファ線を放出する同位元素

3.7キロ
ベクレル

74ベクレル
毎グラム

物理的半減期が30日を超える放射線を放出する同位元素
(水素3、ベリリウム7、炭素14、いおう35、鉄55、鉄59及びストロンチ
ウム90並びにアルファ線を放出するものを除く。)

37キロ
ベクレル

74ベクレル
毎グラム

物理的半減期が30日以下の放射線を放出する同位元素
(ふつ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアル
ファ線を放出するものを除く。)並びにいおう35、鉄55及び鉄59

370キロ
ベクレル

74ベクレル
毎グラム

水素3、ベリリウム7、炭素14、ふつ素18、クロム51、ゲルマニウム71
及びタリウム201

3.7メガ
ベクレル

74ベクレル
毎グラム

放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表の左欄に掲げる種類の放射性同位元素のそれ
ぞれの数量のこの表の中欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量とする。

(2) 診療用放射線照射装置備付届 （第22号様式）
医療機関に上記定義による照射機器を備付けようとする場合はあらかじめ、次に掲げる事項の届
出が必要です。
ア.病院又は診療所の名称及び所在地
イ.診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種
類及びＢｑ単位をもって表した数量
ウ.診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射装置使用室の放射線障害防止に関する構
造設備及び予防措置の概要
エ.診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射
線診療に関する経歴
オ.予定使用開始時期

(3) 変更届 （第27号様式）
届出事項のイ.ウ.エ.を変更しようとするときは、あらかじめその旨の届出が必要です。

(4) 廃止届 （第29号様式）
診療用放射線照射装置を備えなくなったときの届出です。
備えなくなったときから10日以内に届出る必要があります
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４．診療用放射線照射器具
(1) 定義（医療法施行規則第24条第3号、第4号、第5号）
密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性
同位元素の数量が3.7GBq以下で3.7MBｑを超えるもの。（医療法施行規則第24条第3号）

また 、これに限らず診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位元素の物理的半
減期が30日以下のもの（医療法施行規則第24条第4号）、これらの規定する診療用放射線照射器
具（医療法施行規則第24条第5号）をいう。

(2) 診療用放射線照射器具備付届 （第23号様式）
医療機関に上記定義による照射機器を備付けようとする場合はあらかじめ、次に掲げる事項の届
出が必要です。
ア.病院又は診療所の名称及び所在地
イ.診療用放射線照射器具の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性元素の種類及
びベクレル単位をもって表した数量
ウ.診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具に
より治療を受けている患者を収容する病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防
措置の概要
エ.診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
オ.予定使用開始時期
上記定義のまた 書きに該当する器具を備付ける場合は、上記に掲げたア、ウ、エの事項のほか、
次に掲げる事項の届出が必要です。
カ.その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性
同位元素の種類及びＢｑ単位をもって表した数量
キ.Ｂｑ単位を持って表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数及び1日の最大使用
予定数量
上記定義の診療用放射線照射器具を備えているときは、次に掲げた事項の届出が必要です。
ク.翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について、上記ア.カ.の事項を
毎年12月20日までに（第31号様式）

(3) 変更届 （第27号様式）
届出事項のイ.ウ.エ.カ.キ.に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ届出が必要です。

(4) 廃止届 （第29号様式）
医療機関から、全ての診療用放射線照射器具を備えなくなったときの届出です。
備えなくなったときから10日以内に届出る必要があります
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５．放射性同位元素装備診療機器
(1) 定義 （医療法施行規則第２４条第６号）
密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器で、その装備する放射性同
位元素の数量が3.7MBqを超えるもののうち、厚生労働大臣が定めるものをいう。
厚生労働大臣が定めるもの（昭和63年9月30日厚生省告示243号）
○ 骨塩定量分析装置
1. 装備する放射性同位元素の数量が、0.11TBｑ以下であること。
2.機器を使用しないときの機器表面における線量率が、600nSv毎時以下となるような構造であ
ること。また、使用時において機器から1メートル離れた場所における線量当量が6μSv毎時以
下となるような構造であること。
3. 線源を収納する容器は、線源を容易に取り外すことができず、かつ、線源の脱落する恐れの
ないものであること。
4. 機器本体にその旨を示す標識を付すこと。
5. 装備する放射性同位元素が、次にあげるものであること。
ヨウ素125、アメリシウム241、カドニウム153
○ ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ（通称ＥＣＤガスクロ）
1. 装備する放射性同位元素の数量が、740MBｑ以下であること。
2. 聞き表面における線量当量が、600nSv毎時以下となるような構造であること。
3. 線源を収納する容器が耐火構造であること。
4. 線源を収納する容器は、線源を容易に取り外すことができず、かつ、線源の脱落する恐れの
ないものであること。
5. 線源を収納する容器の導入口及び排出口は、キャップ等により密閉できるものであること。
6. 線源を収納する容器は、ねじ等で機器に固定することが出来るものであること。
7. 機器本体にその旨を示す標識を付すこと。
8. 装備する放射性同位元素が、ニッケル63であること。
○ 輸血用血液照射装置
1. 装備する放射性同位元素の数量が、200TBq以下であること。
2. 機器から1メートル離れた場所における線量当量が、6μSv毎時以下となるような構造である
こと。
3. 線源を収納する容器は耐火構造であること。
4. 線源を収納する容器は、線源を容易に取り外すことができず、かつ、線源の脱落する恐れの
ないものであること。
5. 線源を収納する容器は、機器に固定されており、容易に取り外せないものであること。
6. 照射される血液を出し入れする開口部の開放時において、線源を収納する容器が遮蔽され
た構造であること。
7. 照射される血液を出し入れする機器の開口部に、みだりに開閉できないよう鍵その他の閉鎖
のための設備又は器具が設けられていること。
8. 機器本体にその旨を示す標識を付すこと。
9. 装備する放射性同位元素が、セシウム137であること。

(2) 放射性同位元素装備診療機器備付届 （第24・24-2・24-3号様式）
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医療機関に上記定義による放射性同位元素装備診療機器を備付けようとする場合はあらかじ
め、次に掲げる事項の届出が必要です。
ア.病院又は診療所の名称及び所在地
イ.放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び箇数並びに装備する放射性同位元
素の種類及びＢｑ単位をもって表した数量
ウ.放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措
置の概要
エ.放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては当該機器を使用
する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線に関する経歴
オ.予定使用開始時期

(3) 変更届 （第27号様式）
届出事項のイ.ウ.エ.を変更しようとするときはあらかじめその旨の届出が必要です。

(4) 廃止届 （第29号様式）
放射性同位元素装備診療機器を備えなくなったときの届出です。
備えなくなったときから10日以内に届出る必要があります。
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６．診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
(1) 定義 （第24条第7号・第8号）
医薬品である放射性同位元素で密封されていないものをいう。（通称：RI）
医薬品であるか否かに関わらず陽電子断層撮影診療に用いる放射線同位元素で密封されてい
ないもの（通称：ＰＥＴ）

(2) 診療用放射性同位元素備付届 （第25・25-2号様式）
初めて医療機関に上記定義の診療用放射性同位元素を備付ける場合はあらかじめ、次に掲げ
る項目を届け出なければならない。
ア.病院又は診療所の名称及び所在地
イ.その年に使用を予定する診療用放射性同位元素の種類、形状及びＢｑ単位で表した数量
ウ.Ｂｑ単位を持って表した診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び1日の
最大使用予定数量
エ.診療用放射性同位元素使用室、貯蔵室、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同
位元素により治療を受けている患者を収容する病室の放射線障害防止に関する構造設備及
び予防措置の概要
オ.診療用放射性同位元素を使用する医師、歯科医師の氏名及び放射線治療に関する経歴
上記定義の診療用放射線照射器具を備えているときは、次に掲げた事項の届出が必要です。
カ.翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素について、上記ア.イ.の事項を毎年
12月20日までに（第32号様式）

(3) 変更届 （第27号様式）
届出事項のウ.エ.オ.の事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨の届出が必要です。

(4) 廃止届 （第29号様式）
医療機関に、全ての診療用放射性同位元素を備えなくなったときの届出です。
10日以内に届出る必要があります。

(5) 廃止後の届 (第30号様式）
廃止後の措置として医療法施行規則第30条の24に基づき30日以内に次に掲げる事を行わなけ
ればならない。
ア.放射性同位元素による汚染を除去すること。
イ.放射性同位元素によって汚染されたものを譲渡し、又は廃棄すること。
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医療法における診療放射線装置の分類及び届出様式一覧表
大分類

一般的な名称
届出名称及び様式
届出期日
一般撮影装置、骨一般、間
直接撮影用X線装置、間接撮影用X線装置
接
断層撮影用X線装置、X線CT装置
断層、トモ、ＣＴ、デンタル
口内法撮影用X線装置、透視用X線装置
歯科用、パノラマ、パントモ
診療用エックス線装置
歯科用パノラマ断層撮影装置、
DEXA(デキサ)、マンモグラ
（定格出力の管電圧が10KV以上 骨塩定量分析X線装置、乳房撮影用X線装置 フィ
の診療用エックス線装置）
移動型X線撮影装置、輸血用血液照射X線装 ポータブル、透視、血液照射
置
ポータブルＣＴ、外科用イ
移動型X線CT装置、移動型透視用X線装置 メージ
携帯型X線装置、治療用X線装置
可搬型、往診用
表在治療装置(低エネル
診療用エックス線装置備付届
（第20号）
変更届（第26号）
廃止届（第28号）

分類
届出要件

上記を備えたとき

備え付け後１０日以内

Ｘ線管・Ｘ線管支持装置・制御装置・高圧発生
装置等の定格出力・型式・規格等の変更によ
変更後１０日以内
り、Ｘ線の線質や出力強度に変更が生じた場
合
装置を廃止したとき
廃止後１０日以内

診療用高エネルギー放射線発生
装置
直線加速器、ベータトロン
（診療用に供する1MeV以上のエ
サイクロトロン、マイクロトロン等
ネルギーを有する電子線又はX線
の発生装置）

放射線治療装置、リニアック
ライナック、ベータトロン
サイバーナイフ等

診療用高エネルギー放射線発
上記を備付けようとする場合
生装置備付届（第21号）
変更届（第27号）
廃止届（第29号）

あらかじめ
その他、放射線障害防止法
装置に制作者・型式及び台数・定格出力・装置 等関連法令に基づく手続き
及び使用室の放射線障害の防止に関する変 が必要
更が生じる場合

装置・機器等を廃止したとき

廃止後１０日以内

コバルト60遠隔照射装置
セシウム137遠隔照射装置
リモートアフターローディング
セレクトロン(Co-60、Cs-137)
マイクロセレクトロン(Ir-192、Cs-137)
ラルストロン(Co-60)、ガンマナイフ(Co-60)等

放射線治療装置
腔内照射装置
テレコバルト
ガンマナイフ等

診療用放射線照射装置
（放射線を放出する同位元素若しく
はその化合物又はこれらの含有物で
あって放射線を放出する同位元素の
数量及び濃度が別に定める数量及
ぴ濃度を超えるもので密封されたも
のを装備している診療用に供する照
射機器で、装備する放射性同位元素
の数量が3.7GBqを超えるもの）

診療用放射線照射装置備付届
上記を備付けようとする場合
（第22号）
変更届（第27号）
廃止届（第29号）

あらかじめ
その他、放射線障害防止法
装置に制作者・型式及び台数並びに種類・数 等関連法令に基づく手続き
量及び使用室の放射線障害の防止に関する が必要
変更が生じる場合

装置・機器等を廃止したとき

−18 −

廃止後１０日以内

医療法における診療放射線装置の分類及び届出様式一覧表
大分類
届出名称及び様式
診療用放射線照射器具
（密封された放射性同位元素を装備して
る診療用に供する照射器具でその装備
する放射性同位元素の数量が3.7GBq以
下で3.7MBqを超えるもの）

分類
届出要件
Ir-192ワイヤ、I-125シード
Au-198グレイン
Ra-226針・管
形状は管、針、球、ビーズ等様々

一般的な名称
届出期日
人体刺入型の放射線治療な
ど

診療用放射線照射器具備付届
上記を備付けようとする場合
（第23号）

あらかじめ
その他、放射線障害防止法
装置に制作者・型式及び台数並びに種類・数 等関連法令に基づく手続き
変更届（第27号）
量及び使用室の放射線障害の防止に関する が必要
変更が生じる場合
診療用放射線照射器具翌年使 翌年以降も放射線照射器具を使用しようとする
毎年１２月２０日まで
用予定届（第31号）
とき
廃止届（第29号）
器具等を廃止したとき
廃止後１０日以内
放射線同位元素装備診療機器
（密封された放射性同位元素を装備して
る診療用に供する機器でその装備する放
射性同位元素の数量が3.7MBqを超るも
ののうち厚生労働大臣が定めるもの）

骨塩定量分析装置(1-125、Gd-153等)
ECDガスクロマトグラフ装置(Ni-63〕
Cs-137血液照射装置

骨塩定量(骨密度)
検査機器
血液照射

放射線同位元素装備診療機器 骨塩定量分析装置(1-125、Gd-153等)を備付
備付届（第24号）
けようとする場合
ガスクロマトグラフ用エレクトロン
ガスクロマトグラフ用エレクトロンキャプチャ・
キャプチャ・ディテクタ用
ディテクタを備付けようとする場合
（第24-2号）
輸血用血液照射装置用
（第24-3号）

輸血用血液照射装置を備付けようとする場合

変更届（第27号）

装置に制作者・型式及び台数並びに種類・数
量及び使用室の放射線障害の防止に関する
変更が生じる場合

廃止届（第29号）

機器等を廃止したとき

診療用放射性同位元素
核医学診療に用いる放射性医薬品、
（医薬品である放射性同位元素で
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
密封されていないもの）

あらかじめ
その他、放射線障害防止法
等関連法令に基づく手続き
が必要

廃止後１０日以内
心筋シンチ、腫瘍マーカーな
ど

診療用放射性同位元素備付届 核医学診療に用いる放射性医薬品を備付けよ
（第25号）
うとする場合
あらかじめ
陽電子断層撮影診療用放射性 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備 その他、放射線障害防止法
同位元素備付届（第25-2号）
付けようとする場合
等関連法令に基づく手続き
が必要
変更届（第27号）

種類ごとの最大貯蔵予定数量及び１日の最大使用
予定及び使用室の放射線障害の防止に関する変
更が生じる場合

診療用放射性同位元素翌年使 翌年以降も放射性同位元素を使用しようとする
毎年１２月２０日まで
用予定届（第32号）
とき
廃止届（第29号）

全ての診療用放射線同位元素を廃止したとき 廃止後１０日以内

診療用放射性同位元素廃止後 同位元素廃止後、汚染の除去、汚染物の譲渡
廃止の日から３０日以内
の措置届（第30号）
などの措置を行ったとき
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Ⅲ 放射線管理の測定
放射線管理のための測定は、放射線診療装置などを使用する放射線診療従事者や公衆の安全を
図るとともに放射線施・設備の安全管理状況を把握するために実施します。

１.放射線治療装置に関する測定
治療用のエックス線装置、発生装置および照射装置では、6ヶ月を超えない期間ごとに一度以上の
頻度で、照射線量計による放射線量(出力線量)の測定をすることが法律で義務付けられています。

２.放射線診療施設等に関する測定
(1)エックス線診療室等に関する測定
ア.測定場所と線量限度
a) エックス線診療室の画壁の外側(1週間につき1mSv以下)
b) 管理区域境界および病室(3ヶ月間につき1.3mSv以下)
c) 病院または診療所内の人が居住する区域(職員寮等)および病院または診療所の敷地の境界
(3ヶ月間につき250μSv以下)
イ.頻度
装置や機器を固定し、かつしゃへい物の位置が一定の場合は、診療を開始する前に1回、その後
は6ヶ月間に1回以上(それ以外の場合は1ヶ月間に1回)。
ウ.測定方法
年1回以上校正された、放射線測定器を用いて行います。

(2)診療用RI使用室などに関する測定
ア.測定場所と線量限度
前項の測定場所と頻度に加えて、以下について測定します。
a) 診療用RI室等RIを使用する場所の空気中濃度および表面汚染密度。空気中濃度は告示の核種
別の空気中濃度限度以下、表面汚染密度は40Bq/c㎡以下であることを確認します。
b) 排気口・排水口における排気・排水中濃度.告示の核種別の排気・排水中濃度限度以下であるこ
とを確認します。
イ.頻度
診療を開始する前に1回、その後は1ヶ月に1回以上。排気・排水は、その都度測定します。
ウ.測定方法
汚染の測定はスミア法による。GMサーベイメータや床モニタによる直接測定も可能。
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医療機関における放射線診療施設の規制基準
病院および診療所の事業所境界：250μSv／3ヶ月
管理区域境界：1.3ｍSv／3ヶ月間
核種ごとの排気中濃度限度／3ヶ月間
居住区域
250μSv／3ヶ月間

X線診療室等の放射線診療室
空気中濃度限度／週
表面汚染密度限度：（40Bq／ｃ㎡）

一般病室
1.3mSv／3ヶ月間

画壁：1mSv／週

3ヶ月間の空気中濃度の1／10
表面汚染密度限度の1／10（4Bq／ｃ㎡）
核種ごとの排水中濃度限度／3ヶ月間

大半の医療機関では、管理区域境界と画壁が同じであることが多い。

３.測定の精度
放射線管理の測定に求められる精度は、安全管理システム全体とのバランスを考慮して設定しな
ければなりません。
とくに、放射線治療線量の測定には、高い精度が要求されており、頻繁に実施する必要がありま
す。

４．管理区域境界(病室等)の外部（漏洩）放射線測定
(1)管理区域の測定場所
通常は壁に対する測定点の高さは床面上約1メートルとします。
なお、管理区域境界において、線源に最も近い箇所や線量率等が最大となると予測される箇所を
測定します。

(2)使用時間の評価
3ヶ月間の使用時間は、実際の使用時間を用いるか、それが不明な場合には500時間とします。
なお、エックス線装置にあっては、実際の3ヶ月間の実効稼動負荷を用いるか、それが不明な場合
には医薬発第188号に示される3ヶ月間の実効稼動負荷を用います。
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(3)サーベイメータによる測定
ア.BGは、エックス線等の放射線が発生していないときにあらかじめ測定しておきます。
イ.電離箱式サーベイメータは、積算モードを使用します。
ウ.画壁のしゃへいが適切であれば、線量率モードでは、有意な測定結果を得ることはまれです。

(4)積算型放射線測定器(蛍光ガラス線量計(GD)、光刺激ルミネセンス線量計(OSL)ま
たは熱蛍光線量計(TLD)等)による測定
ア.BGの測定は、エックス線装置等の放射線源から充分離れた場所に設置します。
イ.測定位置に積算型放射線測定器を固定し、1ヶ月間の漏洩放射線量を測定します。
この測定値からBGを差し引いた値を3ヶ月間に換算して1cm線量当量とします。
ウ.長期間にわたる測定では、落下や防水に注意し第三者に対する注意書き等を付します。

５．測定時の注意事項
(1) エックス線撮影装置には積算可能な線量計を用い、エックス線透視撮影装
置では積算線量計あるいは線量率計を用いる。
(2) 使用する放射線測定器の時定数をあらかじめ調べておきます。
一般的に電離箱式サーベイメータは10秒程度です。測定時間は時定数の3倍以
上が望ましい。
(3) BGをあらかじめ調べておきます。測定値からBGを差し引いたものが真の測
定結果です。
一般的なBGは、人工の放射線源が存在しない場所に測定器を配置し、線量率
計等で測定します。
(4) 測定前には、外観による破損の確認、電池の消耗等を確認し、必ずゼロ調
整を行います。
(5) 通常日本国内でのBGは、0.05μSv／h程度なので、アナロク電離箱式サー
ベイメータの最小目盛りが0.1μSv／hの場合には、BG測定値は「0.1μSv／h以
下」または「感知せず」と記入してください。
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（別紙１）

エックス線診療室放射線量率測定報告書
名称

管理者

住所

ＴＥＬ

測定年月日
ッ

エ

ク
ス
線
装
置

平成

年

月

日 （

室名

製作社名

製造年月

型式名称

製造番号

定格出力 （連続）

ＫＶ

ｍＡ

（短時間）

ＫＶ

ｍＡ

用途
製造年月

製作社名
放
射
線
測
定
器

時）

種

類

名

校正年月

年

校正定数

名称：

寸法：

製作社名：

使用管電圧範囲：

被写体
(ﾌｧﾝﾄｰﾑ)

月

称

測定機関名
測定実
施者及
び測定
立会者

住 所
管理責任者

ＴＥＬ

測 定 者

職名

氏名

測定立合者

職名

氏名

測定に関する総合所見

注意事項

１ エックス線装置の型式名称の欄は、高電圧発生装置の型式及び名称を記入すること。
２ 定格出力の欄は、診療エックス線装置備付届の事項と同じ内容を記入すること。
３ 測定者の欄は、診療放射線（エックス線）技師、作業環境測定士及び放射線取扱主任者、エックス線
作業主任者等の放射線に関する知識を有する者。（測定機関にあって、測定者自身が資格を有しない場
合は、資格のある管理責任者を常勤させることが望ましい。）
４ 測定立合者の欄は、医師、歯科医師又は放射線技師等放射線に関する知識を有する者が望ましい。
５ 測定に関する総合所見の欄は、測定結果から得た所見を記入すること。
−23−

（別紙２）

エックス線診療室放射線量率測定結果
撮影用途

Ｋｖ

撮影条件
曝射回数

連続

レンジ

μＳv／ｈ

ｍＡ

ｓ

Ｋｖ

ｍＡ

連続

回
μＳv

ｓ
回

μＳv／ｈ

μＳv

Ｋｖ
連続
μＳv／ｈ

ｍＡ

ｓ
回

μＳv

３月間 実効線
３月間 実効線
３月間 実効線
の実効 量率
の実効 量率
の実効 量率
実測値 平均値 稼働負
測定値 実測値 平均値 稼働負
実測値 平均値 稼働負
mＳv／
mＳv／
mＳv／
荷等 ３月間
荷等 ３月間
荷等 ３月間

1
2
3
4
5
測
定
点

6
7
8
Ａ
Ｂ
Ｃ

測定点高さ

床上

m

バックグランド値

μＳv／ｈ

注意事項
１ 撮影用途の欄は、透視（水平位、立位）、ブッキー撮影、胸部撮影等で同じ部屋での撮影形態を記入
すること。
２ 撮影条件の欄は、通常の使用条件で測定すること。
３ 実測値の欄は、線量率計で測定した場合はその数値を記入し、積算計で測定した場合は曝射回数の
和の指示値を記入する。平均値は実測値を曝射回数で除した値を記入する。
（実測値がバックグランドレベルであるときは、線量率計で測定した場合は「ＢＧ値」、積算計で測定した
場合は「感知せず」と記入すること。）
４ Ａ、Ｂ、Ｃ点の測定は、透視撮影等室内で業務に従事する場合に最も被ばくが多いと思われる場所を
測定すること。
添付書類
各測定点を記入した１／５０又は１／１００の図面（管球の位置、ファントームの位置、管球及びファントー
ムから外壁までの距離を記入のこと）
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平成16年度

医療監視（放射線部門）検討委員会
メンバー
所属

職名

氏名

備考

桑名保健福祉部

技師

城田秀毅

鈴鹿保健福祉部

主幹

石河真人

津保健福祉部

技師

大川真弘

松阪保健福祉部

主査

豊永重詞

伊賀保健福祉部

主幹

益田精二

紀北保健福祉部

主幹

乾 優

所属

職名

氏名

医療政策室

主幹

一色

〃

技師

渡辺裕伸

委員長

事務局
備考
博

事務局
三重県健康福祉部医療政策室
〒514-8570（県庁専用）
三重県津市広明町１３
Ｔｅｌ 059-224-2337
Ｆａｘ 059-224-2340
Ｅメール： iryos@pref.mie.jp

