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OIST Graduate University 
Rules for Radiation Safety Committee 

沖縄科学技術大学院大学 
放射線安全委員会規程  

 
(Version 1.00, February 19, 2014) 

（平成２６年２月１９日	 第１．００版） 

(Version 1.10, April 1, 2014) 
（平成２６年４月１日	 第１．１０版） 

(Version 1.11, August 1, 2015) 

（平成２７年８月１日	 第１．１１版） 
 

 

(Purpose 目的 ) 
Article 1 第１条  

The following rules govern the composition and purview of the Radiation Safety 
Committee (hereinafter, the “Committee”), in accordance with Article 10 of the OIST 
Graduate University Rules for Prevention of Radiation Hazards. 
この規程は、沖縄科学技術大学院大学放射線障害予防規程第１０条の規定に基づき、放射線安

全委員会（以下「委員会」という。）に必要な事項を定める。	 

 
(Members of the Committee 委員会の委員 ) 
Article 2 第２条  

1 Membership of the Committee, as stipulated in Paragraph 2, Article 10 of the 
aforementioned Rules shall be as follows. 
放射線障害予防規程第１０条第２項に定める委員会の委員の要件は次のとおりとする。 

(1) Director of the Radioisotope Handling Facility 
放射性同位元素取扱施設長	 

(2) At least one faculty member of a research unit that uses the Radioisotope 
Handling Facility 
放射性同位元素取扱施設を利用する研究ユニットの教員１名以上 

(3) At least one faculty member who is intimately familiar with X-ray instruments 
and X-ray instrument safety. 
エックス線装置及びエックス線装置の安全に関して優れた識見を有する教員１名以

上 
(4) Radiation Protection Supervisor 
放射線取扱主任者 

(5) Occupational Health and Safety Section Leader 
安全衛生セクションリーダー 

(6) Imaging and Instrumental Analysis Section Leader 
イメージング＆機器分析セクションリーダー 

(7) Other personnel appointed to the committee 
その他委員会が必要と認める者 

2 The Dean of Research shall appoint members who meet the requirements 
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specified in the preceding paragraph and a Chairman from among the members.  
The Chairman directs the deliberations of the Committee. 

研究担当ディーンは、前項各号に規定する委員及び同委員の中から委員長を任命する。委

員長は、委員会の審議を統括する。 
3 Terms of the Chairman and committee members shall not exceed two years; 

however, they may be reappointed.  When a vacancy arises, a substitute member 
shall be appointed to fulfill the term of the member whose departure created the 
vacancy. 
委員長及び委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。但し、委員に欠員が出た場合

、当該委員の残りの任期を務めるための代替の委員が選任されるものとする。 
4 When the Chairman is unable to fulfill his or her duties, a committee member 

designated by the Chairman shall fulfill the Chairman’s duties. 
委員長が職務を全うすることができない場合は、あらかじめ委員長の指名する委員がその

職務を代行する。 
 
(Operation of the Committee 委員会の運営 ) 
Article 3 第３条  

1 The Chairman shall convene committee meetings at least once a year. 
委員長は、原則として１年に１回以上委員会を召集する。 

2 Unless at least half the committee members are present, the committee shall not 
transact official business. 
委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、審議又は研究担当ディーンへの具申のた

めの決定をするための会議を開くことはできない。 
3 The Secretariat of the Committee shall be established in the Occupational Health 

and Safety Section. 
委員会の事務局は、安全衛生セクション内に置く。 

4 Minutes of Committee meetings shall be kept at the Secretariat for five years. 
事務局は議事録を５年間保存する。 

 
(Review in a Committee Meeting 委員会開催による審議 ) 
Article 4 第４条  

1 Agenda items for committee meetings shall be approved by at least half the 
members.  The Chairman shall decide in the event of a tie vote. 
委員会の議事は出席した委員の過半数以上の同意をもって決定する。可否同数の場合は委

員長が決定する。 
2 A faculty member involved in a Radioisotopes Use Plan or X-ray Instrument Use 

Plan that is under review, may not participate in Committee deliberations or vote 
during Committee meetings.  However, the faculty member may attend the 
meetings to explain his plan, in response to a summons from the Committee. 
審議の対象となる放射性同位元素使用計画又はエックス線装置使用計画に係る教員は委

員会の審議及び採決に参加してはならない。ただし、これらの者は委員会の求めに応じて

委員会に出席し、使用計画の内容等について説明することができる。 
 

3 The Committee may request any materials necessary for its review.  The lead 
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investigator of a plan that is under review shall not refuse such a request without a 
reasonable justification. 
委員会は、実験責任者に対し、審議のために必要な資料の追加提出を求めることができる

。実験責任者は、正当な理由がない限りこれに応じなければならない。 
4 The Committee may conduct a review in a committee meeting or by written review, 

as necessary.  Provisions of Paragraphs 1 to 3 of this Article also apply to written 
reviews. 
委員会開催による審査の他、必要に応じて書面審査を行うことができる。書面審査は第１

項から第３項に準じて行う。 
 
(Miscellaneous Provisions 雑則 ) 
Article 5 第５条  

In addition to the foregoing, any other matters necessary for the operation of the 
Committee shall be stipulated separately by the Committee. 
本規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。 

 
 
Supplementary Provisions (Rules Version 1.00, February 19, 2014) 
附  則（平成２６年 ２月１９日	 第１．００版） 

These Rules shall be in force, effective February 19, 2014. 
この規程は、平成２６年 ２月１９日から施行する。 
 
Supplementary Provisions (Rules Version 1.10, April 1, 2014) 
附  則（平成２６年 ４月１日	 第１．１０版） 
These Rules shall be in force, effective April 1, 2014. 

この規程は、平成２６年 ４月１日から施行する。 


