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当院のサイクロトロン廃棄に関して
国立精神神経医療研究センター（旧国立精神神経
センター）に1993年からOxford社の超伝導サイ
クロトロン（12MeV OSCAR）が設置された。

その後、約15年間PET薬剤の製造に使用されたが、
本年度の新病院建設に伴い使命終了となった。

今回、この撤去にあたり、放射線障害防止法など
に遵守し作業を実施したため、その経過について
の述べる。



センター内におけるPET/SPECT棟の位置

PET棟



放射線管理区域作業の手続き

病院所属PET棟のサイクロトロン廃棄と所属の変更
→旧PET棟を研究所動物用PET棟として使用
平成22年6月 研究所 病院 放射線障害予防規定の変更届（文科省）

平成22年6月 病院 使用許可にかかる氏名等の変更届（文科省）

平成22年7月 研究所 病院 放射線主任者解任および選任届（文科省）

平成22年9月 研究所 使用廃止等に伴う措置の報告書の提出（文科省）



PET/SPECT棟の構造



サイクロトロン断面像と仕様

主な仕様

加速粒子：H-

取り出し粒子：H+

エネルギー：
12MeV
ビーム電流：50μA



解体作業の手順



サイクロトロン解体予備調査
作業場所
国立精神・神経医療研究センター
ポジトロン棟サイクロトロン室、ホットラボ室

工事日程
2010年6月17日 ～ 2010年6月18日

遵守した法令等
放射性同位元素等による放射線障害防止法に関する法律
医療法施行規則
国立精神・神経医療研究センター 放射線予防規定
労働安全衛生法
その他関連法規等



サイクロトロン周辺機器(クライオクーラー、
ターボポンプ、ターゲット等) の解体

配管・配線撤去 イオン源解体



サイクロトロン周辺機器(クライオクーラー、
ターボポンプ、ターゲット等) の解体
ターボポンプ解体

ターゲット解体



クライオスタットボディの解体
(サイクロトロン内部開放、調査)
門型クレーン組み立て 門型クレーン

チェーンブロッ
ク



トップハット解体



サイクロトロン内筒引き出し作業



クライオスタットボディの除去

アルミ断熱材



シールドの除去

N2冷却シールド

20Kシールド

マグネットダンパー

超電導磁石のシールド



高放射化部の断定と内部構造調査

引き出し部：６μSv/h

ターゲット：３０μSv/h

キャビティ：1μSv/h

キ ャ ビ テ ィ ：
1μSv/h



サイクロトロン解体調査
作業場所
国立精神・神経医療研究センター
ポジトロン棟サイクロトロン室他管理区域

工事日程 2010年7月12日 ～ 2010年9月30日

遵守した法令等
放射性同位元素等による放射線障害防止法に関する法律
医療法施行規則
国立精神・神経医療研究センター 放射線予防規定
労働安全衛生法
その他関連法規等



グリーンハウス設置案（緑部）
解体時

床：ベニヤ板敷
壁：ビニールシート
天井：無し
サイクロトロン室内
：専用靴使用

切断時

床：ベニヤ板敷
壁：ビニールシート
天井：無し



RI廃棄物保管場所及び搬出方法

解体場所

汚染検査場所

放射化物保管場所

放射化廃棄物移動ルート

放射化していない物は廃棄



放射化判定フロー（サイクロトロン）
高放射化部の特定、工事計画の作成

予備調査の結果より放射化部分を分別し、解体切断。
解体、切断時の切り子の飛散防止措置を行う。
作業員の内部被曝の無いよう対策する。
放射化物は200Lドラム缶に入るサイズとする。

解体、切断したグループ毎にサンプルを採取する。

サイクロトロン室はバックグラウンドが高いため、
場所を前室にして放射化量の測定をする。

直接法 ： NaI（Tｌ)シンチレーションサーベイメータにて測定
判定基準 ： 0.1μSv/h(時定数10秒)

YES
NO

直接法 ： GMサーベイメータにて測定
判定基準 ： BG係数の標準偏差3σ(時定数10秒)
BGは測定場所の空間線量率とする。

YES

NO

放射化レベル ：NaI(Tl)シンチレーションカウンターにて測定
測定時間10分、BG計数の3倍を基準とする。
核種同定 ：Ge半導体検出器にて測定

※ 産業廃棄物、RI廃棄物ともに記録を残す。

予備調査

サンプルの核種同定
放射化レベルの測定

解体、切断

サンプル採取

解体ブロックの前室への運び出し

産業廃棄物として処分 RI廃棄物として保
管



作業員の被曝防止対策
作業装備 一般作業

サイクロトロン
解体、切断作業

解体 切断

綿帽子 ○ ○ ○

布手袋 ○ ○ ○

ゴム手袋 ◎ ◎ ◎

皮手袋 ○ ○ ○

ツナギ ○ ○ ○

軍足 ○ ○ ○

ヘルメット ◎ ○ ○

安全帯 ◎ ○ ○

半面マスク ○

全面マスク ◎ ○

タイベックスーツ ○ ○ ○
シューズカバー ○ ○
ＲＩシューズ ○
長靴（安全靴） ○ ○

特記事項 ○は装着を示します。
◎は必要に応じて使用します



作業開始前

RI協会引取り容器 予想個数

200L 容器40個

（非圧縮性不燃物）

50L 容器 10個

（可燃物）

フィルター 中性能 ３０個

HEPAフィルター ３０個

プレフィルター １００枚
（１０箱）



ターゲット解体

γ線 16.9（μSv/h）
β線 19.94×103 (cpm)



高放射化物の部位

真空側

真空フォイル



サイクロトロンの原理 「ターゲット（18F液体）」

P

冷却水入

冷却水出

冷却ガス

陽子ビーム

真空フォイル

ターゲットフォイル

ターゲット材料
（18O-水）

冷却ガス

サイクロトロン内部
（真空）



超電導磁石の解体

切 断 位
置



超電導磁石の解体



放射性廃棄物の核種同定及び放射能の測定
＜測定現場＞

①検出器の周りは鉛ブロック５ｃｍで遮蔽する。

② Cs-137 密封線源によるエネルギー校正（InSpector1000 による）
③測定場所のバックグラウンド測定（γ線スペクトル）

④対象放射化物を検出器表面（φ2”）に密着させてγ線スペクトル分析
⑤γ線スペクトル分析の測定時間は、300 秒（5 分）とする
⑥測定対象物の重量及びγ線スペクトルの保存



放射化物の定義について
ガイドライン：科学技術庁原子力安全局放射線安
全課長通知

放射化物の定義：放射線発生装置の使用に従って、
放射化させることを目的とせず、有意の放射能が
認められるに至った放射線発生装置及び実験器具

具体的には、ある一定の表面の放射性同位元素の
密度が表面密度限度及び表面から10cm離れた位
置における1cm線量当量率を超えたものとする。
だが、課長通知は、基本的に放射化物の安全な保
管管理を求めるもので、放射化物の取扱いや使用
についてまで安全確保のあり方を示してはいない



放射化物の取り扱いと保管の指針
（文部科学省ホームページより）

放射化物は、原則として、穿孔、溶断、研磨等の
汚染のおそれのある作業を行う場合は非密封線源
に準じた規制、それ以外は密封線源に準じた規制
とする。

核種や数量の厳密な特定が難しいという特徴を踏
まえ、管理上、線量と個数で管理する。

発生装置の管理区域内に放射化物貯蔵場所を設定
する。または、専用の放射化物貯蔵施設を設けて
保管する。



放射化部品データシート
全27部品



試料の核種解析

核種 エネルギー 放出比
57Co 122 85.6
54Mn 835 99.9

22Na
511 181
1275 99.9

57Co

54Mn

22Na 22Na



放射化と検出核種
材料 放射性核種 半減期 核種生成反応

ステンレス鋼 54Mn
58Co
60Co

312.1d
70.86d
5.271y

54Fe(n,p)54Mn
58Ni(n,p)58Co

59Co(n,γ)60Co
銅 54Mn

56Co
57Co
58Co

312.1d
77.23d
271.7d
70.86d

54Fe(n,p)54Mn
56Fe(p,n)56Co
60Ni(p,α)57Co
58Ni(n,p)58Co

アルミニウム 54Mn
56Co
65Zn

312.1d
77.23d
244.3d

54Fe(n,p)54Mn
56Fe(p,n)56Co
64Zn(n,γ)65Zn
65Cu(p,n)65Zn

鋼 54Mn 312.1d 54Fe(n,p)54Mn



サイクロトロン放射化物の記録



まとめと今後の問題点
今回の作業で発生した放射性廃棄物は、不燃物
として200L容器13本と50L容器1本であった。
（冷却期間が1年3ヶ月と長かったためか）

今回の放射化物は一定期間放射線管理区域で保
管後、放射線廃棄物として日本アイソトープ協
会に引き渡す予定となっている。（放射化物の
取り扱いに関する法的整備が厳格化される）

今後、使用の廃止によりサイクロトロンを解体
撤去する施設が増加すると思われる。



資料を提供いただきました住友重機機械工業株式会
社 田中秀樹氏並びに藤井市郎氏に重ねて感謝申
し上げます。

ご静聴ありがとうございました。


