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教材の送付スケジュール 

  ❖ 発送予定日 

回 発送予定日(※) 送 付 物 

１ 
平成29年 

２/１(水) 第１回テキスト ・ プレテスト１ 

２ ３/１(水) 第２回テキスト ・ プレテスト２ 

３ ４/３(月) 第３回テキスト ・ プレテスト３ 

４ ５/１(月) 第４回テキスト(平成28年度試験問題 収載) ・ プレテスト４ 

 ４月末～ 

５月初旬頃 
平成29年度放射線取扱主任者試験受験申込書 送付 

５ ６/１(木) 第５回テキスト ・ プレテスト５ 

６ ７/３(月) 第６回テキスト(平成27年度試験問題 収載) ・ プレテスト６ 

７ ８/１(火) 模擬問題（解答・解説つき） 

   尚、上記のスケジュールは予定ですので、諸事情により変更する場合があります。 
 

  ❖ 教材送付について 

① 送付につきましては、ヤマト運輸のクロネコ DM便を使用致します。 

② 発送予定日(※)とは出荷日（発送日）になります。 

配送の所要日数は出荷日を含め３～４日かかりますので、教材がお手元に届くまで発送予定日から

数日かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        第 1 種放射線取扱主任者試験受験者に対する 
        サポートシステム！ 
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サポートシステム テキスト目次 
（但し、平成28年度のサポートシステムのテキストの目次になりますので、参考としてご覧ください。また参考用として簡潔に記述するために緒言等は省略し、章立ての番号を振りなおしております。） 

 物 理 学 化 学 生 物 測定技術 管理技術 法 令 

第１回 

 

(155頁) 

１. 物理学の基礎(1) 

1.1 エネルギーと質量の関係(相対

性理論) 

1.2 エネルギーと波長、振動数の関

係 

1.3 熱容量、比熱 

1.4 放射線 

1.5 Ｘ線 

1.6 原子と原子核 

1.7 原子核壊変 

(壊変図の見方を勉強!) 

1.8 壊変の法則と放射能 

１. 化学(1) 

1.1 元素と核種 

1.2 放射性核種と壊変形式 

1.2.1 α壊変 

1.2.2 β－壊変 

1.2.3 β＋壊変 

1.2.4 軌道電子捕獲壊変 

1.2.5 γ壊変 

1.2.6 壊変図式 

1.3 放射能と半減期・原子数 

1.3.1 放射能と放射線 

1.3.2 放射能と原子数・半減期 

1.3.3 分岐壊変 

1.4 放射能と時間 

1.4.1 放射能と時間との関係 

1.4.2 年代測定 

1.5 放射能と質量、比放射能 

1.5.1 放射能と質量 

1.5.2 比放射能 

１. 放射線生物効果(1) 

1.1 放射線生物効果の基礎過程 

1.1.1 生体の基本構造としての細胞 

1.1.2 細胞核とＤＮＡ 

1.1.3 身体を作る組織と器官 

1.1.4 放射線生物効果の物理･化 

学過程 

1.1.5 直接作用と間接作用 

1.1.6 放射線生物効果の修飾 

1.1.7 線量効果モデル 

1.1.8 DNAに生じる傷：DNA損傷 

1.1.9 突然変異 

1.1.10 染色体異常と姉妹染色分 

体交換 

1.1.11 ＬＥＴ 
1.2 放射線に強い細胞と弱い細胞 
は、どのようにして決まるか 
1.2.1 細胞分裂 

1.2.2 分裂遅延と細胞死 

1.2.3 細胞周期と放射線感受性 

1.2.4 亜致死損傷からの回復と 

潜在的致死損傷からの回復 

1.2.5 ＤＮＡ修復 

1.2.6 細胞組織の再生と幹細胞 

1.2.7 細胞増殖と放射線感受性 

1.2.8 生殖細胞への影響 

1.2.9 バイスタンダー効果 

１. 測定技術(1) 

1.1 放射線検出原理の概要 

(1) 電気的検出法 

(2) 光学的検出法 

(3) 飛跡検出法 

1.2 放射線測定法(検出信号測定法)

の概要 

(1) 平均値型測定法 

(2) パルス型測定法 

(3) 積算型測定法 

1.3 測定値の取扱方法 

(1) 統計的揺らぎ 

(2) 計数測定 

１. 管理技術(1) 

1.1 身の回りの放射線(自然放射線) 

1.1.1 世界の年平均実効線量と内訳 

1.1.2 宇宙線の特徴 

1.1.3 大地(地殻)放射線の特徴 

1.1.4 自然起源の放射線物質 

1.2 国際放射線防護委員会（ICRP）

勧告 

1.2.1 放射線防護の目的 

1.2.2 確定的影響と確率的影響 

1.2.3 防護の諸量 

1.2.4 防護の体系 

1.2.5 「ICRP Pub.103(ICRP2007

年勧告)」における主な変更

点 

1.3 国際免除レベル 

１. 資料:法令ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版(1回目) 

[1] 目的 

・目的 

[2] 定義１ 

・定義 

・放射線の定義 

・放射性同位元素の定義 

・放射線発生装置の定義 

[3] 定義２ 

・「管理区域」等の用語の定義 

・線量限度等 

 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 

第２回 

 

(147頁) 

１. 物理学の基礎(2) 

1.9 核反応 

1.10 放射平衡 

1.10.1 過渡平衡 

1.10.2 永続平衡 

1.11 チェレンコフ光 

1.12 電磁気学の基礎 

1.13 水素原子のスペクトル 

1.14 ボーアの原子模型 

1.15 水素原子のエネルギー準位 

１. 化学(2) 

1.6 放射平衡 

1.6.1 永続平衡 

1.6.2 過渡平衡 

1.6.3 放射平衡が成立しない場合 

1.6.4 ミルキングできる核種 

1.7 核反応と放射性核種 

1.7.1 核反応 

1.7.2 核分裂反応 

1.7.3 人工放射性核種 

1.7.4 放射化分析 

1.7.5 アクチバブルトレーサー 

1.7.6 環境放射能 

1.7.7 代表的な放射性核種 

１. 放射線生物効果(2) 

1.3 組織・器官の放射線感受性 

1.3.1 急性障害 

1.3.2 個体ﾚﾍ゙ﾙでの放射線感受性 

1.3.3 胎児への影響 

1.3.4 造血器官及び血液 

1.3.5 生殖腺 

1.3.6 消化器官 

1.3.7 皮膚 

1.3.8 内分泌器官 

1.3.9 骨組織 

1.3.10 神経組織 

1.3.11 肺 

1.3.12 放射線宿酔 

1.3.13 線量と個体死 

1.3.14 リンパ組織と免疫系 

1.4 遺伝的影響 

1.4.1 優性突然変異と劣性突然変異 

1.4.2 突然変異誘発率の実験的検証 

1.4.3 突然変異誘発の線量率効果 

1.5 内部被ばく 

1.5.1 標的器官 

1.5.2 生物的半減期と実効半減期 

付録 確定的影響のしきい値一覧 

１. 測定技術(2) 

1.4 放射線の種類と性質 

－「測定技術」の観点から 

1.4.1 高速重荷電粒子(α線､陽子

線､反跳原子､核分裂片等) 

1.4.2 高速電子(β－線､β＋線､内

部転換電子､ｵーｼ゙ｪ電子等) 

1.4.3 ガンマ線、Ⅹ線 

(1) 光電効果 

(2) コンプトン散乱 

(3) 電子対生成 

1.4.4 中性子 

(1) 弾性散乱 

(2) 非弾性散乱 

(3) 中性子捕獲 

(4) 荷電粒子放出反応 

(5) 核分裂反応 

１. 管理技術(2) 

1.4 放射線管理に用いられる諸量 

1.4.1 物理量 

1.4.2 防護量 

1.4.3 実用量 

1.4.4 その他の用語など 

1.5 法令に用いられている線量 

1.5.1 防護量として用いられてい

る線量(実効線量など) 

1.5.2 実用量として用いられてい

る線量(1cm線量当量など) 

1.6 個人モニタリング 

1.6.1 実効線量､等価線量の評価 

1.6.2 外部被ばく線量の測定 

1.6.3 内部被ばく線量の算定 

1.6.4 健康診断 

1.7 施設・環境モニタリング 

1.7.1 空間線量のモニタリング 

1.7.2 排水中の汚染のモニタリング 

1.7.3 空気汚染のモニタリング 

1.7.4 表面汚染のモニタリング 

１. 資料:法令ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版(2回目) 

[4] 許可と届出 

・使用の許可 

・使用の届出 

・表示付認証機器の使用をする 

者の届出 

・販売及び賃貸の業の届出 

・廃棄の業の許可 

・欠格条項 

[5] 許可の基準 

・使用の許可の基準 

・廃棄の業の許可の基準 

・許可の条件 

[6] 許可証 

・許可証 

・許可証の再交付 

 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 



 
 物 理 学 化 学 生 物 測定技術 管理技術 法 令 

第３回 

 

(140頁) 

１. 物理学の基礎(3) 

1.16 加速器 

1.16.1 ｳ゙ｧﾝ･ﾃ゙･ｸ゙ﾗﾌ型加速器 

1.16.2 ｺｯｸｸﾛﾌﾄ・ﾜﾙﾄﾝ型加速器 

1.16.3 線型加速器 

1.16.4 サイクロトロン 

1.16.5 シンクロトロン 

1.16.6 ベータトロン 

1.17 放射線と物質との相互作用 

1.17.1 X線､γ線と物質との相互作用 

(1) 光電効果 

(2) コンプトン効果 

(3) 電子対生成 

1.17.2 荷電粒子と物質との相互作用 

(1) 電子線､β線と物質との相

互作用 

(2) α線､ｲｵﾝﾋ゙ ﾑー(陽子線､重粒

子線等)との相互作用 

1.17.3 中性子と物質との相互作用 

(1) 弾性散乱 

(2) 非弾性散乱 

(3) 捕獲反応 

 

１. 化学(3) 

1.8 放射線の測定 

1.8.1 放射線測定器の測定原理 

1.8.2 放射線の種類と放射線測定器 

1.8.3 放射性核種と放射線測定器 

1.8.4 放射能と計数率との関係  

1.8.5 化学線量計 

1.9 放射性核種の分離 

1.9.1 放射化学における分離法 

1.9.2 イオン化傾向 

1.9.3 放射性気体の発生 

１. 放射線生物効果(3) 

1.6 放射線人体影響の分類とﾘｽｸ評価法 

1.6.1 確率的影響と確定的影響 

1.6.2 身体的影響と遺伝的影響 

1.6.3 発がんリスク予測モデル  

1.6.4 遺伝的リスクの評価法 

1.6.5 潜在的回収能補正係数 

1.6.6 線量・線量率効果係数 

1.7 疾患と放射線感受性 

1.8 放射線防護 

1.8.1 防護に関連した線量概念 

1.9 内部被ばく線量評価 

1.10 医学生物学的応用 

1.10.1 骨髄移植と放射線キメラ  

1.10.2 標識化合物の利用 

1.10.3 高LET放射線の医学利用 

1.10.4 治療用密封線源 

1.10.5 核医学治療用放射性医薬品 

1.10.6 輸血用血液照射 

1.10.7 オートラジオグラフィ 

1.11 放射線影響の疫学的調査 

1.12 自然放射線と人工放射線 

１. 測定技術(3) 

1.5 気体電離検出器の特性 

1.6 代表的な気体電離検出器 

1.6.1 電離箱 

1.6.2 比例計数管 

1.6.3 ＧＭ計数管 

 

１. 管理技術(3) 

1.8 密封RI 

1.8.1 密封RIの定義 

1.8.2 密封RIの主な使用目的と線源

として用いられる放射能の数量 

1.8.3 主な密封RIの核種と用途 

1.8.4 密封RIの利用方法 

1.9 密封RIの注意事項 

1.9.1 外部放射線に対する防護 

1.9.2 放射能汚染に対する注意 

1.9.3 使用に際しての注意 

1.10 放射線発生装置 

1.10.1 ｲﾝﾀーﾛｯｸと自動表示装置 

1.10.2 誘導放射性核種が生成しな 

い放射線発生装置の取扱い 

1.10.3 誘導放射性核種が生成する

放射線発生装置の取扱い 

1.10.4 医療用に用いられる放射

線発生装置 

1.10.5 放射化物の管理 

１. 資料:法令ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版(3回目) 

[7] 変更等 

・使用施設等の変更 

・廃棄施設等の変更 

[8] 表示付認証機器等 

・放射性同位元素装備機器の設計認

証等 

・認証の基準 

・設計合致義務等 

・認証機器の表示等 

・添付文書 

・認証の取消し等 

[9] 施設検査等 

・施設検査 

・定期検査 

・定期確認 

[10] 基準適合義務 

・使用施設等の基準適合義務 

・使用施設等の基準適合命令 

 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 

第４回 

 

(150頁 

及び 

27年度 

試験問題) 

１. 物理学の基礎(4) 

1.18 放射線の線量と単位 

1.18.1 放射線場の表し方 

(1) フルエンスとフラックス 

(2) エネルギー・スペクトル 

(3) 断面積 

(4) 照射線量（X ） 
(5) カーマ（K ） 
(6) Ｗ値、ε値 

1.18.2 放射線場におかれた物質

に与える影響の表し方 

(1) 吸収線量（D） 
(2) Stopping Power､阻止能（S ） 
(3) 飛程（Range）、(R ) 
(4) LET（線エネルギー付与） 

1.19 ブラッグ・グレイの空洞原理 

1.20 放射線測定の原理 

1.20.1 放射線場の測定 

(1) 電離箱 

(2) 比例計数管 

(3) ＧＭ計数管 

(4) 数え落とし 

1.20.2 個人被ばく線量の測定 

(1) 蛍光ガラス線量計(RPL) 

(2) 熱蛍光線量計(TLD) 

(3) 光刺激蛍光線量計(OSL) 

(4) ＤＩＳ 線量計 

1.21 放射能の測定 

1.22 統計誤差 

１. 化学(4) 

1.10 標識化合物 

1.10.1 標識化合物と放射性核種 

1.10.2 純度 

1.10.3 標識化合物を取り扱う際

の注意点 

1.10.4 標識化合物の標識位置 

1.10.5 標識化合物の合成法 

1.10.6 標識化合物の保管方法 

1.11 放射性核種を用いた分析法 

1.11.1 同位体希釈分析法 

1.11.2 ラジオイムノアッセイ 

1.11.3 その他の分析法 

1.12 放射性核種とその利用 

1.12.1 放射性同位元素利用機器 

1.12.2 放射線源 

1.13 放射線化学 

1.13.1 Ｇ値、Ｗ値、ＬＥＴ 

1.13.2 スプール 

1.13.3 水の放射線分解 

1.13.4 高分子と放射線 

1.14 ホットアトム 

 

１. 放射線生物効果のｷーﾜーﾄ゙(まとめ) 

1.1 放射線生物効果の基礎過程 

1.2 放射線に強い細胞と弱い細胞 

は、どのようにして決まるか 

1.3 組織・器官の放射線感受性 

1.4 遺伝的影響 

1.5 内部被ばく 

1.6 放射線人体影響の分類とリスク

評価法 

1.7 疾患と放射線感受性 

1.8 放射線防護 

1.9 内部被ばく線量評価 

1.10 医学生物学的応用 

 

１. 測定技術(4) 

1.7 半導体検出器の原理と特性 

1.8 シンチレーション検出器の原理 

と特性 

1.8.1 無機シンチレーション検出器 

1.8.2 有機シンチレーション検出器 

1.8.3 シンチレーション測定系 

 

１. 管理技術(4) 

1.11 汚染防止の諸注意 

1.11.1 体内摂取の防止 

1.11.2 人体表面の汚染の防止 

1.11.3 施設の汚染防止 

1.11.4 α線放出核種の取扱いの注意 

1.11.5 トリチウム取扱いの注意 

1.11.6 放射性ヨウ素の取扱いの注意 

1.12 表面汚染の除去 

1.13 貯蔵と保管 

1.14 放射性廃棄物 

1.14.1 気体状廃棄物の管理 

1.14.2 液体状廃棄物の管理 

1.14.3 固体状廃棄物の管理 

1.14.4 その他 

１. 資料:法令ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版(4回目) 

[11] 使用・保管の基準 

・使用の基準 

・保管の基準等 

[12] 運搬の基準 

・運搬の基準 

・運搬に関する確認等 

[13] 廃棄の基準等 

・廃棄の基準等 

・廃棄に関する確認 

 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 

 平成２７年度 第１種放射線取扱種主任者試験問題と解答例 



 

 

 物 理 学 化 学 生 物 測定技術 管理技術 法 令 

第５回 

 

(95頁) 

物化生の物理学の問題と解答・解説 

問１ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

問２ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

問３ [Ⅰ]～[Ⅵ] 

 

物化生の化学の問題と解答・解説 

問１ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

問２ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

 

物化生の生物の問題と解答・解説 

問１ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

問２ [Ⅰ]～[Ⅱ] 

問３ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

１. 測定技術(5) 

1.9 飛跡を見る放射線検出器 

(1) 霧箱 

(2) 泡箱 

(3) 固体飛跡検出器 

(4) 原子核乳剤 

(5) イメージングプレート 

1.10 線量計 

(1) 個人線量計 

(2) 大線量用線量計 

(3) サーベイメータ 

(4) 固定式モニタ 

 

測定技術の総合問題と解答・解説 

問１ [Ⅰ]～[Ⅱ] 

問２ [Ⅰ]～[Ⅱ] 

問３ [Ⅰ]～[Ⅱ] 

管理技術の総合問題と解答・解説 

問１ [Ⅰ]～[Ⅱ] 

問２ 

問３ 

１. 資料:法令ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版(5回目) 

[14] 測定 

・測定 

[15] 予防規程 

・放射線障害予防規程 

[16] 教育訓練 

・教育訓練 

[17] 健康診断 

・健康診断 

・放射線障害を受けた者又は受け 

たおそれのある者に対する措置 

[18] 記帳など 

・記帳義務 

・表示付認証機器等の使用等に 

係る特例 

・許可の取消し等 

・合併等 

    演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 演習問題10問と解答・解説 

第６回 

 

(89頁 

及び 

26年度 

試験問題) 

物化生の物理学の問題と解答・解説 

問１ [Ⅰ]～[Ⅳ] 

問２ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

問３ [Ⅰ]～[Ⅳ] 

物化生の化学の問題と解答・解説 

問１ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

問２ [Ⅰ]～[Ⅲ] 

 

物化生の生物の問題と解答・解説 

問１ ［Ⅰ］～［Ⅲ］ 

問２ ［Ⅰ］～［Ⅲ］ 

問３ ［Ⅰ］～［Ⅱ］ 

測定技術の総合問題と解答・解説 

問１ ［Ⅰ］～［Ⅱ］ 

問２ ［Ⅰ］～［Ⅱ］ 

問３ ［Ⅰ］～［Ⅱ］ 

管理技術の総合問題と解答・解説 

問１ ［Ⅰ］～［Ⅲ］ 

問２ ［Ⅰ］～［Ⅲ］ 

問３ ［Ⅰ］～［Ⅲ］ 

１. 資料:法令ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版(6回目) 

[19] 使用の廃止等の措置 

・使用の廃止等の届出 

・許可の取消し、使用の廃止等に 

伴う措置等 

・表示付認証機器に係る使用の廃 

止等の届出等 

[20] 制限事項 

・譲渡し、譲受け等の制限 

・所持の制限 

・取扱いの制限 

[21] 事故・危険時の措置 

・事故届 

・危険時の措置 

・放射能濃度についての確認等 

[22] 放射線取扱主任者 

・放射線取扱主任者 

・放射線取扱主任者免状 

・放射線取扱主任者の義務等 

・定期講習 

・研修の指示 

・放射線取扱主任者の代理者 

・解任命令 

[23] 登録認証機関等 

[24] 雑則 

・報告徴収 

[25] 標識等 

      演習問題10問と解答・解説 

 平成２６年度 第１種放射線取扱種主任者試験問題と解答例 

第７回 

 

(126頁) 
模 擬 問 題 

 

「物化生」「物理学」「化学」「管理測定技術」「生物学」「法令」の模擬問題 及び 解答と解説（マークシート式解答用紙付） 

 


