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川崎病院ＲＩ関連保守及び放射性物質法定濃度測定業務委託仕様書 

1 目的 

本件は、ＲＩモニタリングシステム及びＲＩ施設の保守業務について、専門的な知識

と技能を有する受注者に委託することにより、ＲＩ施設の機能を適切に維持管理し、ま

た、労働安全衛生法の規定により作業環境を快適な状態に維持管理するために、作

業環境測定法および電離放射線障害防止法に基づいて作業環境測定を実施し、も

って市立病院における患者サービスの一層の向上に寄与することを目的とする。 

２ 委託期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

３ 履行場所 

川崎市川崎区新川通１２－１ 川崎市立川崎病院 

４ 受注者が備える条件 

（１） 受託業務の責任者として、相当な知識を有し、管理区域内作業の保守点検業務

に関し３年以上の経験を有する者を有すること。 

（２） 従事者として、管理区域内作業の保守点検業務を行うために必要な知識及び技

能を有する者を有すること。 

（３） 次の事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 

ア 保守点検の方法 

イ 点検記録 

（４） 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 

ア 保守点検の方法 

イ 故障時の連絡先及び対応方法 

ウ 業務の管理体制 

（５） 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 

５ 業務内容 

（１） RI モニタリングシステム保守業務 

定期点検については契約期間内に１回と定め、メーカー技術員を派遣して清

掃・点検・調整を別紙点検項目に基づき行う。 

（２） RI 施設保守管理業務 

点検・清掃等については、以下の項目について、契約期間内に技術員を派

遣して、別紙点検項目に基づき行う。 

ア RI 排水槽設備点検 

イ RI 排気設備点検 

ウ RI 排水設備清掃業務 

エ RI フィルター交換業務 
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オ RI 排水槽連続水位計点検・調整 

（３） 放射性物質法定濃度測定業務 

作業環境測定については、月１回(契約期間内１２回)と定め、技術

員を派遣して別紙項目に基づき行う。 

（４） 障害対応業務 

機器に故障・施設に異常が発生したときには、速やかに技術員を

派遣し修理を行い、機能を回復させること。 

（５） その他 

ア 業務は指示する日時に行うことする。 

イ 業務に必要な消耗品・部品については受注者の負担とする。 

６ 報告 

定期点検・測定・障害対応業務を完了したときは、報告書をもって確認を受ける 

こと。 

７ 業務の引継ぎ 

    次年度契約を継承した受注者には、川崎市の通常業務が行えるよう、業務の引

継ぎを行うこと。 

８ その他 

（１） その他、予期せぬ事態が発生したときは、協議のうえ処置を決定する。 

（２） 受注者は業務報告書の確認を受けた後、川崎市の指定する方法により請求す

るものとする。委託料の請求は、放射性物質法定濃度測定業務については 12回

分割、ＲＩ排水排気設備点検業務については 2 回分割とし、１回目は定期点検終

了後、２回目は契約期間終了後に請求すること。ＲＩモニタリング保守業務、ＲＩ排

水設備清掃業務、ＲＩフィルター交換、RI 排水槽連続水位計点検・調整業務につ

いては、契約期間終了後に請求するものとする。 
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RI モニタリングシステム構成 

１ γ線エリアモニタ     ７台 

２ β線ガスモニタ     １台

３ ヨウ素モニタ      １台 

４ 移動ろ紙式ダストサンプラ    １台 

５ γ線水モニタ     １台 

６ ルームガスモニタ     ４台 

７ オペレーションコンソール    １台 



4

RI モニタリングシステム機器詳細 

γ線エリアモニタ

検出器型式：NEM11B81-111 
検出器機番：R7K0143T・R7K0144T・R7K0145T・R7K0146T・R7K0147T・

R7K0148T・R7K0149T 

β線ガスモニタ

光伝送器型式：NEG41B11-111 
光伝送器機番：R7P0028T 
プローブ型式：NDP25YY1-6 
プローブ機番：R7K0151T 

ヨウ素モニタ

光伝送器型式：NEG41B11-111 
光伝送器機番：R6F0029T 
プローブ型式：NDP22CE1-1 
プローブ機番：R7K0154T 
シンチレータ型式：NSG07BY0-8B 
シンチレータ機番：HMY11T 

ヨウ素サンプラ

サンプラ型式：N11-36 
サンプラ機番：R7K0153T 
ポンプ型式：KRX1SS 
ポンプ機番：7X0156 

ダストモニタ

光伝送器型式：N35-93 
光伝送器機番：R7K0157T 
プローブ型式：NDP12AG1-1 
プローブ機番：R7K0156T 

ダストサンプラ

サンプラ型式：NAD22703-10-Z(24) 
サンプラ機番：R7K0158T 
ポンプ型式：KRF40A-VB-01 
ポンプ機番：1Z0035 
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γ線水モニタ

光伝送器型式：NEG41B11-111 
光伝送器機番：R7K0152T 
シンチレータ型式：NSG08BY0-8B 
シンチレータ機番：H0611T 
プローブ型式：NDP22CG1-1 
プローブ機番：R7K0141T 

ルームガスモニタ

本体型式：FR-603 
本体機番：8411・8412・8413・8414 

排水設備点検

分配ポンプ（RP-1A/B）
EBARA 50FQSE 5.75 
SerNo. PX712860.1/2 
移送ポンプ（RP-2A/B）
EBARA 50FQSE 5.75 
SerNo. PX712857.1/2 
放流返送ポンプ（RP-3A/B）
EBARA 50FQSE 5.75 
SerNo. PX712859.1/2 
排水ピットポンプ（RP-4A/B）
EBARA 65PVCL 5.15 
SerNo. PX712861.1/2 

電動弁

MV-1, MV-2 
KAWADEN TYPE PMK-010SS 100V 
MV-3~MV-15 
KAWADEN TYPE PMK-600YS 100V 

排気設備

排気ファン（FE-CO11-RI(I)）
＜ファン＞

MITSUYA FAN type：LLA No.03 1/2 
SerNo. 08010357 400V 7.5KW 10200m3/h 
＜モータ＞

TOSHIBA IKK 400V 7.5KW 
SerNo. 74034244 BearNo. LS6308ZZ 0S 6208ZZ 
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Vベルト：B-76×4本
排気ファン（FE-CO11-RI(II)）
＜ファン＞

MITSUYA FAN type：LLA No.03 1/2 
SerNo. 08010356 400V 7.5KW 10200m3/h 
＜モータ＞

TOSHIBA IKK 400V 7.5KW 
SerNo. 40430022 BearNo. LS6308ZZ 0S 6208ZZ 
Vベルト：B-75×4本
プーリ

ファン側（シャフト 38mm / プーリ 153mm / キー 10mm）
モータ側（シャフト 38mm / プーリ 201mm / キー 10mm）KKK 8B4 

投げ込み式水位計

＜貯留槽 1~3＞
水位計型式：DR-200-00B 
水位計機番：1091181・1091183・1091185 
変換器型式：PL2500 
＜希釈槽＞

水位計型式：PL892-12 
水位計機番：2BG003510001 
変換器型式：PL2500 

バーグラフ指示計

指示計型式：48AV-2RV6-K 
指示計機番：BQ429・BQ430・BQ431・BQ432 



7

ＲＩモニタリングシステム保守業務点検項目 

１ γ線エリアモニタ 

（１）外観、構成 

    ＜判断基準＞ 

 ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）電源電圧測定 

    ＜判断基準＞ 

・＋12V (TP20)  ：＋12V±1.0V 以内 

・＋12V (TP21)  ：＋12V±1.0V 以内 

・＋ 5V (TP19)  ：＋5.6V±0.5V 以内 

・＋Verf (TP18)   ：＋5V±0.05V 以内 

・－Verf (TP17)   ：－5V±0.05V 以内 

・HV (TP3)     ：－60V±6.0V 以内 

（３）テスト機能試験 

    電池電圧・ランプ・液晶表示・SCI 入力・故障表示・警報ブザー 

    ＜判断基準＞ 

  ・異常がないこと 

（４）設定確認 

 アドレス・上限警報・下限警報・不感時間・校正定数・時定数・単位・ブザー 

＜判断基準＞ 

・設定値を記入し、前回と変更がないこと 

（５）線源チェック 

＜判断基準＞ 

・50μSv/h±20％以内(使用線源 226Ra-9512) 

２ β線ガスモニタ 

（１）外観、構成 

   ＜判断基準＞ 

 ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）電源電圧測定 

   ＜判断基準＞ 

・＋12V (TP10)  ：＋12V±1.0V 以内 

・－12V (TP11)  ：－12V±1.0V 以内 

・＋ 5V (TP9)   ：＋5.6V±0.5V 以内 

・＋Verf (TP19)  ：＋5V±0.05V 以内 

・－Verf (TP18)  ：－5V±0.05V 以内 

・HV (PROB)    ：+ 900V±50V 以内 

（３）テスト機能試験 
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電池電圧・ランプ・液晶表示・SCI 入力 

   ＜判断基準＞ 

 ・異常がないこと 

（４）設定確認 

   アドレス・上限警報・下限警報・不感時間・校正定数・時定数・ディスクリ・

ウインド幅・バイアス電圧・バイアス遮断レベルバイアス低レベル・SCA モ

ード・単位 

＜判断基準＞ 

・設定値を記入し、前回と変更がないこと 

（５）線源チェック 

＜判断基準＞ 

・参考データ (使用線源 137Cs-S060) 

（６）S/N 比特性 

   ＜判断基準＞ 

  ・ピーク電圧が仕様電圧の±100V 以内(使用線源 14C-EBU4) 

３ ヨウ素モニタ 

（１）外観、構成 

   ＜判断基準＞ 

  ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）電源電圧測定 

   ＜判断基準＞ 

・＋12V(TP10)   ：＋12V±1.0V 以内 

・－12V(TP11)   ：－12V±1.0V 以内 

・＋5V(TP9)     ：＋5.6V±0.5V 以内 

・＋Verf (TP19)  ：＋5V±0.05V 以内 

・－Verf (TP18)  ：－5V±0.05V 以内 

・HV (PROB)    ：+ 900V±50V 以内 

（３）テスト機能試験 

 電池電圧・ランプ・液晶表示・SCI 入力 

    ＜判断基準＞ 

       ・異常がないこと 

（４）設定確認 

  アドレス・上限警報・下限警報・不感時間・校正定数・時定数・ディスクリ・

ウインド幅・バイアス電圧・バイアス遮断レベルバイアス低レベル・SCA モ

ード・単位 

＜判断基準＞ 

・設定値を記入し、前回と変更がないこと 

（５）機能検査 

＜判断基準＞ 
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・正常にポンプが作動すること 

・チャコールカートリッジが正常に移動すること 

（６）計数効率試験 

    ＜判断基準＞ 

 ・効率３％以上(使用線源：MockIodine) 

（７）ディスクリレベル設定試験 

＜判断基準＞ 

・ 133Ba ピークが 3.56V±0.15V 以内(使用線源：133Ba-94) 

４ サンプラ（ヨウ素サンプラ） 

（１）目視点検 

    ＜判断基準＞ 

       ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）コントロール動作試験 

  サンプラ本体及び遠隔操作における、起動・停止･警報発生 

   ＜判断基準＞ 

・正常動作すること 

（３）圧力－流量特性 

   ＜判断基準＞ 

 ・特性を測定すること(基準圧力：－13.3kPa) 

（４）圧力リミット 

    H 設定・L 設定 

＜判断基準＞ 

・正常動作すること 

（５）最大吸引率 

＜判断基準＞ 

・60L/min 以上（基準圧） 

５ ダストモニタ 

（１）外観、構成 

   ＜判断基準＞ 

      ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）電源電圧測定 

   ＜判断基準＞ 

・＋12V(TP10)    ：＋12V±1.0V 以内 

・－12V(TP11)    ：－12V±1.0V 以内 

・＋5V(TP9)      ：＋5.6V±0.5V 以内 

・＋Verf (TP19)   ：＋5V±0.05V 以内 

・－Verf (TP18)   ：－5V±0.05V 以内 

・HV (PROB)     ：+ 700V±50V 以内 
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（３）テスト機能試験 

    電池電圧・ランプ・液晶表示・SCI 入力 

    ＜判断基準＞ 

 ・異常がないこと 

（４）設定確認 

   アドレス・上限警報・下限警報・不感時間・校正定数・時定数・ディスクリ・

ウインド幅・バイアス電圧・バイアス遮断レベルバイアス低レベル・SCA モ

ード・単位 

＜判断基準＞ 

・設定値を記入し、前回と変更がないこと 

（５）機能検査 

＜判断基準＞ 

・正常にポンプが起動停止すること 

（６）計数効率試験 

    ＜判断基準＞ 

       ・効率８％以上(使用線源：U3 O3－協 591) 

（７）GM管プラトー特性 

＜判断基準＞ 

・15％100V 以内(使用線源：90Sr) 

６ サンプラ（移動ろ紙式ダストサンプラ） 

（１）目視点検 

    ＜判断基準＞ 

       ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）コントロール動作試験 

   サンプラ本体及び遠隔操作における、起動・停止･警報発生 

    ＜判断基準＞ 

・正常動作すること 

（３）圧力－流量特性 

    ＜判断基準＞ 

 ・特性を測定すること(基準圧力：－26.6kPa) 

（４）圧力リミット 

    H 設定・L 設定 

＜判断基準＞ 

・正常動作すること 

（５）最大吸引率 

＜判断基準＞ 

・300L/min 以上（基準圧） 

（６）ろ紙送り速度 

＜判断基準＞ 
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・25mm/h±10％以内 

７ γ線水モニタ 

（１）外観、構成 

    ＜判断基準＞ 

 ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）電源電圧測定 

    ＜判断基準＞ 

・＋12V (TP10)   ：＋12V±1.0V 以内 

・－12V (TP11)   ：－12V±1.0V 以内 

・＋5V (TP9)     ：＋5.6V±0.5V 以内 

・＋Verf (TP19)   ：＋5V±0.05V 以内 

・－Verf (TP18)   ：－5V±0.05V 以内 

・HV (PROB)     ：+ 900V±50V 以内 

（３）テスト機能試験 

    電池電圧・ランプ・液晶表示・SCI 入力 

    ＜判断基準＞ 

・異常がないこと 

（４）設定確認 

   アドレス・上限警報・下限警報・不感時間・校正定数・時定数・ディスクリ・

ウインド幅・バイアス電圧・バイアス遮断レベルバイアス低レベル・SCA モ

ード・単位 

＜判断基準＞ 

・設定値を記入し、前回と変更がないこと 

（５）機能検査 

＜判断基準＞ 

・正常にポンプが起動停止すること 

（６）計数効率試験 

   ＜判断基準＞ 

・9.62×104min-1±30（使用線源：137Cs-S060) 

（７）ディスクリレベル設定試験 

＜判断基準＞  

・133Ba ピークが 3.56V±0.15V 以内(使用線源：133Ba-94) 

８ ルームガスモニタ 

（１）外観、構成 

   ＜判断基準＞ 

  ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）機能検査 

   ＜判断基準＞ 
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・ポンプより異音等がないこと 

（３）線源チェック 

    ＜判断基準＞ 

・異常がないこと(使用線源：226Ra) 

９ オペレーションコンソール 

（１）外観、構成 

    ＜判断基準＞ 

   ・器具の破損、配線の脱落等がないこと 

（２）電源電圧測定 

    ＜判断基準＞ 

・変動がないこと 

（３）設定確認 

    ＜判断基準＞ 

・前回と変更がないこと 

（４）総合動作確認 

    ＜判断基準＞ 

・正常動作すること 

※ただし、βモニタ、カードリーダーに関しては、装置が稼動していないため、

点検項目は含まれない。 
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RI 排水槽設備点検 

１ 実施頻度 

定期点検については、契約期間内に２回行う 

２ 点検内容 

（１）ポンプ(分配ポンプ・移送ポンプ・放流返送ポンプ・排水ピットポンプ) 

・外観 

・動作 

・異常音 

・電流値 

・絶縁抵抗値 

（２）電動弁(MV-1～15) 

・外観 

・動作 

・異常音 

・水漏れ 

・絶縁抵抗値 

（３）配管(移送配管・放流・返送配管・流入配管・モニタサンプリング配管・ 

ドレン配管) 

・継手水漏れ 

・外観 

・配管標識 

（４）貯留槽、水位(流入槽・貯留槽 1～3・希釈槽) 

・タンク外観 

・漏水 

・標識 

・水位 
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RI 排気設備点検 

1 実施頻度 

定期点検については、契約期間内に２回行う 

２ 点検内容 

（１）排気ファンダクト 

・V ベルト 

・モータベアリング 

・ファンベアリング 

・電流値 

・絶縁抵抗値 

（２）ダクト 

・外観 

・継手 

（３）ユニット 

・外観 

（４）フィルター差圧(プレフィルター・HEPA フィルター・チャコールフィルター) 

・差圧測定 
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RI 排水設備清掃業務 

１ 実施頻度 

契約期間内に１回行う 

２ 業務内容 

（１）作業資材搬入 

（２）排水槽内清掃 (流入槽・貯留槽１・貯留槽２・貯留槽３・希釈槽) 

（３）槽内残数処理 

（４）清掃項目 

・ジェットポンプ(高水圧洗浄機)を使用し発泡洗浄 

・デッキブラシを使用しスラッジ及び水垢等の汚れを洗浄 

・水切りモップを使用しスラッジ及び水垢等を回収 

（５）作業現場片付清掃 

３ 報告 

（１）報告書には、各槽ごとに清掃前・清掃後の写真を添付すること 

（２）異常が生じた箇所がある場には、当該箇所の写真を添付すること 
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RI フィルター交換業務 

1 実施頻度 

契約期間内に１回行う 

２ 業務内容 

（１）作業資材搬入 

（２）作業現場養生  

（３）フィルター交換前差圧計指示値記録 

（４）フィルターユニット・排気ファン切替 

(運転中ユニットのフィルター交換作業のため) 

（５）RI 排気フィルター交換作業 

（６）フィルターユニット・排気ファン切替 

(交換後の差圧測定のため) 

（７）交換後差圧指示値記録 

（８）フィルターユニット・排気ファン切替 

(ファン及びユニットの交互仕様のため) 

（９）使用済みフィルター梱包作業 

(日本アイソトープ協会の指定方法によること) 

（10）使用済みフィルター運搬(廃棄物保管庫へ運搬) 

（11）作業現場片付け清掃 

３ 業務内容 

（１）焼却型プレフィルター    610×610× 50mm   7 枚 

（２）焼却型 HEPA フィルター  610×610×292mm   7 枚 

4 備考 

プレフィルターについては６枚１梱包となるため、余った 1枚は梱包した上で

廃棄物保管庫に保管し、６枚に貯まった時点で１梱包にまとめること。 
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RI 排水槽連続水位計点検・調整 

1 実施頻度 

契約期間内に１回行う 

２ 業務内容 

（１）投げ込み式水位計 4 台 

 ＜判断基準＞ 

   ・ ±0.70％ 

（２）バーグラフ指示計 4 台 

＜判断基準＞ 

・ ±1％ 
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放射性物質法定濃度測定業務 

１ 測定業務対象施設 

RI 施設 

２ 業務内容 

（1）測定項目 

ア サンプリング(空気中放射性物質濃度)     6 ポイント 

イ 測定（空気中放射性物質濃度)            

全γ放射能測定方法     ４ポイント、 

全γ放射能測定方法(18F)  ３ポイント 

（短半減期核種 18F については半減期を考慮し現場及び近隣にて測定） 

全α放射能測定方法     3 ポイント 

γ線スペクトル分析方法 （有意の汚染があった場合、18F を除く） 

ウ 測定(線量当量率)    22 ポイント 

エ 測定(表面汚染密度)    27 ポイント(全γ、全α、18F) 

オ 測定(水中放射能濃度)    １ポイント(全γ、全α） 

（2）測定回数 

月 1 回(年 12 回)技術員派遣して測定すること。 

（3）採取方法 

ろ過捕集方法、及び固体捕集方法 

（4）測定方法 

全γ放射能計測方法、全α放射能計測方法及びγ線スペクトル分析方法 

（5）計測器 

点検に必要な器具は受注者負担とする 

 (捕集器についてはローボリュームエアーサンプラーを使用すること) 

(６)報告 

所定の報告書により業務完了後 1 ヶ月以内に報告を行うこと。 


