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放射性同位元素取扱マニュアルについて 

 

 本マニュアルは RI実験、RI施設の利用方法及び下記の規程類についてわかりやすく説明

したものです。用途に応じてご活用下さい。 

 

・放射線障害予防規程 

・放射線障害予防規程実施細則 

・放射線安全委員会細則 

・放射線取扱施設共同利用規則 

 

 

また、核燃料物質については本マニュアル管理対象外となります。 

核燃料物質の使用・保管・廃棄方法については、研究安全セクションまでご連絡下さい。 

 

 

 

放射性同位元素の安全管理及び本マニュアルについての 

問い合わせ先 

 

研究安全セクション research_safety@oist.jp 

 

 

 

 

 

※イラスト・写真出典：大学等放射線協議会「Radiation Safety Reference Manual」 
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1. 放射線施設の概要 

 

 

 放射性同位元素（Radioisotopes:以下 RI）は、幅広い研究分野で使用されています。ライフ

サイエンス分野においてはトレーサーとして用いられ、主にリン酸基をもつ核酸の標識（P-32, 

P-33）、チオール基をもつアミノ酸残基を含む蛋白質の標識（S-35）、チロシン残基を含む蛋白質

の標識（I-125）等に用いられ、その他 H-3、C-14、Cr-51などが実験内容に応じて使用されてい

ます。 

 

 RI は研究を行う上で非常に有用ですが、誤った取り扱いをすると実験者自身や周囲の人の健

康を害したり、環境に拡散して影響を与えたりする可能性があります。特に RIは他の化学物質

とは異なり、五感で感じることができない（見えない、聞こえない、触れない、味・においがな

い）ため、安全に実験するためには他の化学物質とは違った対策が必要です。 

 

 日本では、RI は「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」によって厳しく

規制されており、使用、保管、廃棄等についてさまざまな事項が定められています。法律では、

各施設の実情に合わせて「放射線障害予防規程」を定めるよう規定しており、実際の実験は「放

射線障害予防規程」に従って行います。 

 

 本マニュアルでは RI 実験、RI 施設の利用方法及び放射線障害予防規程で定める RI 施設の使

用に際し必要な申請・安全対策等を具体的に示しています。RI 実験を行う際は、本マニュアル

を遵守して下さい。 
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RI の使用には、文部科学大臣の許可が必要です。本学の許可内容の概要を以下に示します。許

可された内容の範囲内で使用する必要があります。 

許可された範囲を超える RI の使用は、変更申請等の手続きが必要となります。 

 

 

《使用の目的》 

生物学・生化学の研究 

 

 

《使用できる RI の種類、数量》 

 

核種 １日の最大使用数量（MBｑ） 
3H 37 
14C 37 
32P 222 
33P 37 
35S 148 
45Ca 37 
51Cr 148 
125I 74 

 

《使用できる RI の物理的状況》 

固体又は液体 
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《使用の場所》 

Level BN, Lab 1 

 

B28a, B32, B33, B34, B35, B39 
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2. 放射線安全管理体制 

 

 本学における放射線安全管理体制は下図のとおりです。 
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放射線安全管理システム 

 

 RI施設への入退、RIの使用記録・保管量・廃棄量、放射線業務従事者の被ばく量測定結

果、RI施設の放射線量の測定結果など RIの安全管理に必要な情報は、放射線安全管理シス

テムで管理されています。 

  

 ・RI 

  入庫、使用、保管、廃棄まで一元管理を行います。 

  半減期による減衰も考慮して管理を行っています。 

 

 ・放射線業務従事者 

  従事者情報（教育訓練、健康診断の実施日等）、入退履歴、被ばく量等を記録します。 

 

 ・放射線量 

  実験室の放射線濃度、排気・排水中の放射線量の測定を行います。 
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3. 使用前に必要な手続き 
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1. 「使用核種、使用希望期間、期間中に使用する数量（Bq）、実験の概要」を研究安全セ

クションにメールで連絡する。 

 RI だけでなく、放射線発生装置、エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ、校正用線源

等も放射線障害防止法で規制されています。放射線障害に起こすおそれがあると思われる

装置等を使用する場合は、事前に研究安全セクションにご連絡下さい。 

 また、本学以外の RI施設を使用する際も本学の放射線業務従事者として登録が必要とな

りますので、必ず研究安全セクションにご連絡下さい。 

 

 

２. 放射線取扱主任者が希望の実験が可能か確認する。 

 本学の許可内容の範囲内で実験が可能か、RI 施設に整備されている機器で対応可能かな

どを確認し、連絡します。 

 

 

 

３. 放射線業務従事者登録申請書（P.72）、放射性同位元素使用計画書（P.76-77）を研究

安全セクションに提出する。 

 必要事項を記載し、所属の教員の印を押印のうえ、研究安全セクションに提出して下さ

い。 

 

 

 

４. 使用計画の承認を受ける。 

 使用計画は、放射線安全委員会の審査を経て、理事長により承認の可否が判定されます。

判定結果は研究安全セクションから申請者に通知します。 
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５. 特殊健康診断（電離放射線）を受診し、教育訓練を受講する。 

使用計画が承認された後、特殊健康診断（電離放射線）、教育訓練を必要に応じて行います。

実施時期・方法について放射線業務従事者登録希望者と事前調整を行います。特殊健康診

断（電離放射線）、教育訓練の内容は以下のとおりです。 

 

特殊健康診断（電離放射線） 

    ・問診 

・末梢血液中赤血球数、色素又はヘマトクリット値、白血球数及び白血球百分率 

・皮膚 

・眼  

※管理区域に立ち入る前、立ち入った後は一年を超えない期間ごと 

 

教育訓練 

教育及び訓練の項目及び時間数は次に掲げるとおりです。（法令及び内規で規定） 

・放射線の人体に与える影響 ３０分間以上 

・放射性同位元素等の安全取扱い ４時間以上 

・放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法令 １時間以上 

・放射線障害予防規程 ３０分間以上  

※条件を満たせば一部省略が可能 

管理区域に立ち入る前、立ち入った後一年を超えない期間ごとに更新用教育訓練 

（１時間程度）を受講する必要がある。 

 

６. ガラスバッジ、RI 購入システムへの登録を行う。 

RI実験を行う際はガラスバッジが必要です。また、RIを購入するためには日本アイソトー

プ協会の購入システムに登録する必要があります。研究安全セクションが必要事項を取り

まとめて申請を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ガラスバッジ                RI購入システム 
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4. 実験責任者と放射線業務従事者の責務 

4.1．実験責任者の責務 

 

「実験責任者」は、実験計画、放射線業務従事者の登録、RI 管理区域内で行われる実験の

安全実施について責任を有します。本学では、教員又はセクションリーダーが実験責任者

となります。 

 

実験責任者は必ずしも放射線業務従事者として登録する必要はありませんが、放射線障害

防止のため以下の事項を実施して下さい。 

 

・法令、規程等に基づき、必要な申請を行う。 

・実験を実施する放射線業務従事者に必要な指導を行う。 

特に実験及び RIの取扱いに不慣れな者については、相当程度習熟するまで実験に立会い直

接指導するか、習熟した実験者を立ち会わせて指導させること。 

・実験を実施する放射線業務従事者に、法令、規程、本マニュアル等を遵守させる。 

 

 

4.2．放射線業務従事者の責務 

 

RI 管理区域内で実験を行うことができるのは「放射線業務従事者」として登録された者の

みです。 

実験実施の際は、以下の事項を徹底して下さい。 

 

・承認された使用計画に従い、適切に RIを取り扱う。 

・法令、規程、本マニュアルの記載事項等を遵守する。 

・RI施設長、放射線取扱主任者及び実験責任者の指示に従う。 

・１年を超えない期間ごとに、特殊健康診断（電離放射線）と教育訓練を受講する。 
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5. 管理区域立入前に実施すること 

5.1．一時立入者 

 見学等で一時的に RI施設に立ち入る場合は、事前に放射線取扱主任者に申請が必要です。 

放射線管理区域一時立入申請書（P.73）に必要事項を記載の上、研究安全セクションに申

請して下さい。 

 一時立入を承認された者が RI施設に立ち入る場合は、必ず放射線業務従事者が立ち会う

こととなっています。立ち会いが難しい場合は、放射線取扱主任者に立ち会いを依頼して

下さい。 

 一時立入者は、放射線障害防止のため、法令、規程、本マニュアルを遵守するほか、放

射線取扱主任者及び立ち会いを行う放射線業務従事者、その他関係する本学職員の指示に

従う義務があります。 

 

5.2．RIの購入・受入 

RI実験開始前に RIを入手する必要があります。入手は「日本アイソトープ協会から購入」

と「他事業所の RI施設から受入」の２通りの方法があります。 

 

日本アイソトープ協会から購入する場合 

RI購入システムに使用者情報を登録する（研究安全セクションが手続きを行います）。 

 

 

「製品コード、品名、核種、数量、希望納品日」を研究安全セクション

（research_safety@oist.jp）に連絡する。※上記は RI購入システム

(https://www.j-ram.net/jram/DispatchTopPage.do)で確認できます。 

 

 

放射線取扱主任者が内容を確認し、日本アイソトープ協会に発注する。 

 

 

アイソトープ協会から使用者に注内容がメールされる。 

 

 

放射線取扱主任者が管理区域内貯蔵室に搬入  搬入後使用者は現物確認を行う。 

 

※別途 ERPシステム等による購入依頼作成が必要です。 

https://www.j-ram.net/jram/DispatchTopPage.do


放射性同位元素取扱マニュアル  

 

11 

 

他事業所の RI施設から受け入れる場合 

 

 

事前に研究安全セクションに放射性同位元素搬入願（P.80）を提出する。 

 

 

放射線取扱主任者の承認 

 

 

他事業所の規程に従い、払出の承認を得る。 

 

 

郵送等の方法で運搬 

※運搬にも法律の規制がかかります。 

他事業所及び本学の規程（P.38-58）に従って下さい。 

 

 

放射線取扱主任者が管理区域内貯蔵室に搬入  搬入後使用者は現物確認を行う。 

 

 

放射線取扱主任者が払出事業所に受領証明書を送付する。 

 

 

※本学 RI施設から他事業所 RI施設に RIを払出する場合にも申請と放射線取扱主任者の承

認が必要です。事前に研究安全セクションにご相談下さい。 
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5.3．実験機器等の確認 

 

 実験実施前に、RI 施設に設置されている機器で実験が可能か確認して下さい。必要な機

器がない場合、ユニットで所有している機器を RIに持ち込む、共通機器としての購入を申

請する等対応が必要になります。機器を持ち込む場合は、RIで汚染されたものは RI施設か

ら持ち出すことはできません。 

 

 放射線障害の防止に係るもの（シールド、ゴム手袋、実験衣等）は研究安全セクション

で購入します。 

 

 実験に係る消耗品（チップ、チューブ等）は放射線業務従事者が購入して RI施設に持ち

込んで下さい。 
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実験機器一覧（2011 年 3月現在） 

*更新情報は、研究安全セクション WEBサイトで確認してください。 

Equipment Manufacture Model Room No. # Remarks

Hand foot close monitor FUJI NHP12001-00YY-S B026 1

Ionization chamber ALOKA ICS-323B B026 1

GM survey meter (air dose) ALOKA TGS-131 B026 1

GM survey meter (contamination) ALOKA TGS-146B B026 1

H-3/C-14 survey meter ALOKA TPS-313 B026 1

Scintillation survey meter FUJI NHC6 B026 1

β contamination survey meter FUJI NHJ21 B026 2

Ice Machine Hoshizaki FM-120F B027 1

γ　counter ALOKA AccuFLEX γ 7000 B028a 1

Liquid Scintillation Counter ALOKA LSC-6100 B028a 1

Bio Image Analyzer System FUJI FILM BAS-5000 B028a 1

X-ray Film Processing Unit FUJI FILM FPM-100 B028a 1

Spectrophotometer Thermo Scientific NanoDrop 2000 B032 1

Block Incubator ASTEC BI-535A B032 1

Gel Dryer System BioRad 165-1771 B032 1

Biological Safety Cabinet SANYO MHE-131AJ B032, B035, B039 3

Gas monitor (β-ray) FUJI B033 1

Medical Fridge SANYO MPR-312D B033 1

Milli-Q, Elix MILLIPORE Q-pod B033 1

Micro Refrigerated Centrifuge TOMY MX-305 B033 1

Micro Ultra Centrifuge HITACHI CS120GXII B033 1

Inverted microscope Olympus CKX41-N-32P B033 1

Gas monitor (I-125) FUJI B034 1

CenVac TOMY CC-105 B034 1

High Speed Refrigerated Centrifuge HITACHI CR20GIII B034 1

CO2 Incubator SANYO MCO-20AIC B035 2

Freezer (-30℃) SANYO MDF-236 B038 1

Freezer (-80℃) SANYO MDF-394 B038 1

Fume hood DALTON B034 1

Micro Refrigerated Centrifuge TOMY Kitman B032 1

Hybridization Incubator TAITEC HB-100 B033 1

Electrophoresis system BIORAD Protean II Xi cell B033 1

Autoclave TOMY LSX-300 B039 1

Equipment for working environment 

measurement
ALOKA 1
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実験機器配置図（2011 年 3月現在） 

 

 

 

 

 

 

 



放射性同位元素取扱マニュアル  

 

15 

 

 

 
6. 管理区域内での禁止事項 

 

法令で定められた放射線量を超え

る恐れのある場所を「管理区域」と

いいます。 

OIST の管理区域は下図の赤線で囲

まれた区域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ：RI事務室 

 

  ：使用室 

 

  ：汚染検査室 

 

  ：貯蔵室 

 

  ：廃棄物保管庫 
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管理区域では以下の行為は厳しく禁止されています。 

（写真撮影は放射線取扱主任者の監督のもと行っています。） 

 

１．放射線業務従事者以外の者が承認なく立ち入る。 

 

管理区域に立ち入ることができるのは放射線業務従事者と一時立入を承認された者

（P.10 参照）のみです。たとえ本学の職員であっても、放射線業務従事者以外の者を立

ち入らせることは禁止されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．手足の汚染の有無の測定を行うことなく管理区域から退出する。 

 

管理区域には通常の入口以外に非常口があります。非常口

は内側からのみ開くようになっていますが、非常時以外は

使用してはいけません。トイレ、たばこ、忘れ物等のちょ

っとした用事のためでも、その都度手足の汚染の有無を測

定したのち退出して下さい。 
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３．管理区域内専用の実験衣・履物を着用したまま退出する。 

 

管理区域では、専用の実験衣・履物を着用

します。RI の管理区域外への汚染を防止す

るため、これらを着用したまま管理区域外

に退出してはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．管理区域から汚染測定を行うことなく物品を持ち出す。 

 

管理区域から物品を持ち出す際は、必ず汚

染測定を行います。 

また、RIで標識した試料は管理区域内で廃

棄します。持ち出すことはできません。 
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５．管理区域内で飲食、喫煙、化粧等の内部被ばくのおそれがある行為を行う。 

 

RIを経口摂取する恐れがあるため、管理区域内では上記の行為が禁止されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohibited Matters 

Smoking 

Eating or drinking 

Wearing make-up 
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7. 管理区域への入退手順 
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7.1．立入方法 

管理区域への立入は、以下の手順に従って下さい。 

 

１．放射線安全管理システム（P.5参照）に放射線業務従事者として登録する。 

※初めて立ち入る際に行います。 

管理区域への立入・退出は OISTのセンター棟・研究棟で使用するセコムカードで行いま

す。初めて立ち入る際に入退管理システムにカード情報を登録します。 

 

２．ガラスバッジと個人線量計を受け取る。 

管理区域に立ち入る際は、ガラスバッジと個人線量計の携行が必要です。着用場所は男

性と女性とで異なりますので注意して下さい。 

 

個人線量計は、オレンジのボタンを長押しすると測定が開始されます。 

管理区域に立ち入る前に測定を開始し、「0.000」と表示されることを確認して下さい。

数値表示面が内側になるように装着して下さい 

携帯電話の電波で誤作動する可能性があるため、携帯電話は線量計と別のポケットに入

れて下さい。 

 

 

 

 

 

     ガラスバッジ              個人線量計 

 

 

 

長押し 
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３．カードリーダーにセコムカードをかざして、開錠する。 

複数人立ち入る際は、セコムカードは 

必ず一人ずつかざして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．履物、上着を脱ぐ。 

 RIによる汚染を防止するため、履物、

上着は管理区域に入ってすぐの専用

の場所で脱ぎます。白い部分は管理区

域内外のホコリ等の混合を防ぐため

の緩衝地帯です。 

 履物を履いたまま踏まないで下さい。 
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５．管理区域内専用の実験衣・履物・保護具を着用する。 

 管理区域内では、衣服の RI による汚染を防止す

るため、専用の実験衣・履物を着用します。実験

衣はボタンをすべて閉じ、実験時はゴム手袋を着

用して露出部分が少なくなるようにして下さい。 
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7.2．退出方法 

管理区域からの退出は、以下の手順に従って下さい。 

 

１．退出前に実験室の汚染の有無を確認する。 

管理区域から退出する前に、使用する RIに適した測定方法（P.28参照）により、実験台、

使用機器等の汚染の有無を確認します。 

汚染がある場合は、放射線取扱主任者に連絡して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．汚染検査室で手を洗う。 

 

汚染検査室の流しで手を洗って下さい。洗浄後は、手の水分をよく拭き取って下さい。 
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３．ハンドフットクロスモニタ横のカードリーダーにカードをかざす。 

手を洗った後、手足及び実験衣の汚染の有無を測定します。測定器横のカードリーダー

にカードをかざします。測定はひとりひとり行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ハンドフットクロスモニタで手足の汚染を測定する。  

 履物を履いたままハンドフットクロスモニタに乗り、両手を所定の位置に置いて下さい。 

両手を写真のように下面のスイッチに押し付けると測定が開始されます。測定中は手足

は所定の位置から動かさないで下さい。 

汚染が検出された場合は、放射線取扱主任者に連絡して下さい。 
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５．実験衣と持出物品を測定する。 

ハンドフットクロスモニタに付属の検出器（写真赤丸部分）で

実験衣と搬出物品を測定します。 

汚染が検出された場合は放射線取扱主任者に連絡して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．管理区域内専用の実験衣・履物を脱ぎ、 

所定の位置に戻す。 

汚染が無いことを確認したのち、実験衣と履物

を所定の位置に戻します。白い部分に履物を履

いたまま乗らないよう注意します。 

 

 

 

 

７．管理区域出口のカードリーダーにカードをか

ざし退出する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放射性同位元素取扱マニュアル  

 

26 

 

 

８．RI事務室にガラスバッジ・個人線量計を返却し、記帳を行う。 

 退出後は、個人線量計の値を確認した後、ガラスバッジと個人線量計を RI 事務室に返

却し、その日の実験の RI使用量・保管量・廃棄量についての記帳をして下さい。 

 

被曝線量の確認 

 ・管理区域退出後、個人線量計の測定値を確認して下さい。オレンジのボタンを軽く押

すと数値が表示されます。「0.000」と表示されることを確認して下さい。 

 

  ※長押しすると測定値がリセットされてしまうので注意して下さい。 

 

  0.000 以外の値が表示された場合は数

値をメモし、放射線取扱主任者に連絡

して下さい。 

 

 

 ・ガラスバッチは１ヶ月間使用し、専門の測定業者が測定します。毎月送付される測定

結果を必ず確認して下さい。測定結果は保管して下さい。 

 ・管理区域に立ち入った者については、３ヶ月に一度内部被ばく、外部被ばくの算定結

果を送付します。必ず内容を確認して下さい。 

 

記帳 

  その日の RIの使用、保管、廃棄について、記録簿（P.79）に記帳して下さい。 

  それぞれの数量（Bq）の関係に矛盾がないように記載します。放射線取扱主任者の指

示に従い記載して下さい。 
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8. RIの使用及び管理方法 

8.1．RIの使用 

RIを使用する際は、以下の手順に従って下さい。 

 

１．必要な保護具、遮へいを使用する。 

実験実施前に、必要な保護具（ゴム手袋等）、遮へいを準備して下さい。汚染の拡大を防

ぐため、作業はポリエチレンろ紙を貼ったバットを用いて行います。初めて実験を行う

場合は、放射線取扱主任者が遮へい材の配置、廃棄物の廃棄方法について指導を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．コールドランを行う。 

RI を取り扱う前に、水など（できれば赤インク等を添加し、色付にする）を用いて模擬

実験を行って下さい。RI を使用するときと同じ条件で行います。ゴム手袋を着用し、遮

へい材を配置して行って下さい。 

実験手順に慣れることで、被ばくや汚染の可能性を低減できます。 

操作しにくい場合や予定より時間がかかる場合は、機器の配置や手順の改善を行います。 
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３．サーベイメーター等で線量を確認しながら実験を行う。 

放射線は五感で感じることができないため、汚染が起きても気が付かない場合がありま

す。汚染が起きたことに気が付かないまま実験を継続すると、汚染範囲を広げるおそれ

があります。 

そのため、実験中は常時サーベイメーターで線量を測定しながら実験します。 

サーベイメーターは核種に応じて適切なものを用いて下さい。 

3H, 14C, 35Sはβ線のエネルギーが低いため、スミア法*で汚染の有無を確認します。 

 

*測定箇所をろ紙で拭き取り、液体シンチレーションカウンターでろ紙に付着したものの放射線を測定する方法。 

低エネルギーの放射線を検出することができる。 

 

RIを用いる前に、放射線取扱主任者から適切な測定方法について指導を受けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      サーベイメーター              スミア法 

 

４．共通機器室等に移動する際は、バットや移動用カートを用いる。 

RIを含む試料を測定のため共通機器室等に移動する場合は、転倒した際に RI が飛散しな

いよう、バットや移動用のカートを利用して下さい。 
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５．廃棄物：RIを含む可能性のある廃棄物と RIを含まない廃棄物は廃棄の方法が異なり

ます。区別して別々の所定の容器に廃棄しなければなりません。 

 

RIを含む廃棄物 

  廃棄物保管庫(B037)で保管廃棄されます。廃棄物の分類の詳細は P.31-34 を参照して下

さい。 

 紙類等の可燃物およびプラスチック製品等の難燃物は、実験室内の一時保管容器に分

別してためておきます。一定量たまったら、放射線取扱主任者が廃棄物保管庫に移動し

ます。 

 不燃物、廃液等については、実験ごとに処理が異なりますので、放射線取扱主任者の

指示に従い処理して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIを含まない廃棄物 

 可燃物と不燃物に分けて実験室内のゴミ箱に廃棄しま

す。廃液は放射線取扱主任者の指示に従って下さい。 

 

 RIを含まない廃棄物用のゴミ箱には、RIを含むものを

廃棄しないで下さい。 

 RIを含むもの、含まないものの区別は徹底して下さい。 

少しでも RI を含む可能性のあるものはすべて RI を含む

ものとして処理して下さい。 
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8.2．RIの保管 

RIは RI貯蔵室(B038)に保管されます。 

 

貯蔵室には、常温鉛保管庫、冷蔵冷凍庫、-30℃冷凍庫、-80℃冷凍庫の４種類の保管庫

が設置されています。事前に放射線取扱主任者と調整してどの保管庫を使用するかの指

示を受けて下さい。 

 

保管する際は、漏洩しない容器に入れ、万が一き裂又は破損等をした場合でも汚染が生

じないような措置を講じて下さい。 

 

実験で使用する際は、必要な量を実験室で分取し、残りは速やかに貯蔵室に保管して下

さい。 
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8.3．RIの廃棄 

RI廃棄物は、下記の６種類に分類されます。 

実験開始前に実験で用いるものについて放射線取扱主任者が確認し、どの区分に該当す

るか判定します。判定に従い分別して、それぞれの分類によって定められて方法で廃棄

して下さい。 

 

RI実験で生じた廃棄物の分類は、RI以外の実験の廃棄物の分類（廃棄物管理マニュアル

参照）とは異なります。 

 

・可燃物・・・紙類、布類 など 

・難燃物・・・プラスチック製品、ゴム・ポリ製品 など 

・不燃物・・・注射針、金属製品 など 

・非圧縮性不燃物・・・土壌、コンクリート片等の建材、陶器 など 

・無機液体・・・酸、アルカリ など 

・有機液体・・・シンチレーター廃液 など 

 

それぞれ専用の容器があり、廃棄物保管庫に保管されます。 

年に１度、日本アイソトープ協会が回収を行います。 
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可燃物・難燃物 

 

可燃物、難燃物は実験室の専用容器に分別して一時

的にためておきます。 

一定量たまったら放射線取扱主任者又は研究安全

セクション職員が廃棄物保管庫に移動します。 
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不燃物・非圧縮性不燃物 

 

不燃物・非圧縮性不燃物は、実験の都度、実験者自身が廃棄物保管庫の容器に廃棄して

下さい。 
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無機液体・有機液体 

 

無機液体・有機液体の廃棄処理は実験ごとに異なります。放射線取扱主任者の指示に従

って下さい。 

 

 

 

 

 

 



放射性同位元素取扱マニュアル  

 

35 

 

 

 
9. 緊急時の措置 

 

以下の場合は、直ちに 

防災センター（Tel:18861）及び 

放射線取扱主任者（Tel:12358 or 080-2745-5448） 

に連絡して下さい。 

※怪我人がある場合は救急車要請を優先 

  

火災時 

・周りに人がいる場合は大声で火災発生を伝え、可能な場合は初期消火を行って下さい。

消火器は下図のとおり配置されています。 

※炎が天井まで及ぶ場合は、消火をあきらめて直ちに避難して下さい。 

 

地震時 

・周りに怪我人がいないか確認し、避難経路に従い避難して下さい。 

 

その他実験時の事故など 

・可能であれば RIの汚染拡大防止措置を行い、避難経路に従い避難して下さい。 
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汚染 物の工場又は事

放射線発生装置及びRI使用事業
者の線量当量率等の「測定」義務
及び作業従事者の健康診断は

2つの法律が規定し、2種類ある。

災害の未然防止を目的に汚染状況を監
視するための測定

労働者の作業環境の安全確保を目的に電
離放射線被ばくを最小限にするための測定

（労働安全衛生の観点から厚労省が管轄）

放射線発生装置及び放射性同位元素等の使用に関する規制の法令体系と所管   ※各法令の詳細は研究安全課WEB（http://iweb.oist.jp/rs/index.html）でご確認下さい。

法律 政令 規則（府省令） 設置・使用規制に関する主な告示

原子力基本法
（S30.12.19法律186）
最終改正：H16.12.3法律155

核燃料物質、核原料物質、原
子炉及び放射線の定義に関
する政令
（S32.11.21政令325）
最終改正：S63.3.29政令62

　　　　　　　規制枠組み（国の原子力行政の一環として放射線障害防止が規定されること）と定義のみ関
係
　　　　　　　⇒放射線障害防止法による規制は我が国における技術的観点からの規制
　　　　　　　　（労安衛法下の電離則による線量規制は労働者に対する安全基準）

内
閣
府

国の原子力利用の基本方針

4‐6章

核原料物質、核燃料物質及び
原子炉の規制に関する法律
（原子炉等規制法）
（S32.6.10法律166）
最終改正：H21.7.3法律69

同施行令
（S32.11.21政令324）
最終改正：H22.3.25政令41

試験研究の用に供する原子炉等の設
置、運転等に関する規則
（S32.12.9総理府令56）
最終改正：H21.10.9文科省令33

核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律の規定に基づき
国際規制物資を定める件
（S47.10.16総理府告示49）
最終改正：H10.9.29総理府告示27

核物質・原子炉の規制
核燃料物質の使用等に関する規則
（S32.12.9総理府令84）
最終改正：H22.7.26文科省令18

以下の枠内が関係する法令等

 8章
放射性同位元素等車両運搬規則
（S52.11.17運輸省令33）
最終改正：H18.12.26国交省令119

国
交
省国土交通大臣に対する

　①運搬計画書提出義務（事前）
　②紛失等報告義務　　　　等

放射性同位元素等による放射
線障害の防止に関する法律
（放射線障害防止法）
（S32.6.10法律167）
最終改正：H22.5.10法律30

同施行令
（S35.9.30政令259）
最終改正：H22.3.25政令41

同施行規則
（S35.9.30総理府令56）
最終改正：H21.10.9文科省令33

使用場所の一時的変更の届出に係る
使用の目的を指定する告示
（H3科技庁告示9）
最終改正：H17.6.1文科省告示80

文
科
省

①（変更）使用許可申請
②施設検査・定期検査等申請
③放射線障害予防規程届出
④放射線障害防止措置
⑤放射線の量・汚染状況測定
⑥教育訓練
⑦健康診断
⑧記帳・保存
⑨放射線取扱主任者
⑩放射線管理状況報告
　　　　　　　　　　　　　　　等

基準・数値・申請書様式：
　①使用・保管の基準
　②事業所内運搬の基準
　③車両運搬の基準
　④運搬容器承認の基準
　⑤廃棄の基準
　⑥汚染状況測定の実施方法等
　⑦各種申請の様式・記載事項　　等

荷電粒子を加速することにより放射線
を発生させる装置として指定する件
（S39.4.9科技庁告示4）
最終改正：H1.4.17科技庁告示3

内
閣
府

放射性同位元素等の運搬の届出等に
関する内閣府令
（S56.5.16総理府令30）
最終改正：H17.5.30内閣府令70

放射線を放出する同位元素の数量等
を定める件
（H12.10.23科技庁告示5）
最終改正：H18.12.26文科省告示154

都道府県公安委員会等に対する
　①運搬届出書提出義務（事前）
　　　　　　　　　　　　　　　　　等

総
務
省

消防法
（S23.7.24法律186）
最終改正：H21.5.1法律34

　24条
　（火災・災害時の消防署等への通報義務
）

国
交
省

放射性同位元素等の事業所外運搬に
係る危険時における措置に関する規
則
（S56.5.18運輸省令22）
最終改正：H17.6.1国交省令61

放射性同位元素又は放射性同位元素
によつて汚染された物の工場又は事によつて された
業所の外における運搬に関する技術
上の基準に係る細目等を定める告示
(H2科技庁告示7）
最終改正：H18.12.26文科省告示154

国土交通大臣に対する
　①火災・災害の報告義務（事後）
　　　　　　　　　　　　　　　　　等

防火・防災管理体制、消防計画の作成及び
施設点検・報告義務
（労働安全衛生法上の「安全管理者」
　⇒消防法上の「防火管理者」及び「防災管理者」）

密封された放射性同位元素であって人
の健康に重大な影響を及ぼすおそれ
があるものを定める告示
（H21.10.9文科省告示168）
改正なし

消防法における「防災管理を要する災害」に、
「放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出
若しくは放出のおそれがある事故」が定義されている
（法36、令45、規51の3）

表示付認証機器とみなされる表示付
放射性同位元素装備機器の認証条件
を定める告示
（H17.6.1文科省告示75）
改正なし

変更の許可を要しない軽微な変更を定
める告示
（H6科技庁告示3）
最終改正：H17.6.1文科省告示81

教育及び訓練の時間数を定める告示
（H3科技庁告示10）
最終改正：H17.6.1文科省告示79

講習の時間数等を定める告示
（S55科技庁告示10）
最終改正：H17.7.4文科省告示95

労働安全衛生法
（S47.6.8法律57）
最終改正：H18.6.2法律50

同施行令
（Ｓ47.8.19政令308）
最終改正：Ｈ21.12.24政令295

21・22条
別表第2

電離放射線障害防止規則
（S47.9.30労働省令41）
最終改正：H21.3.30厚労省令55

電離放射線障害防止規則第三条第三
項並びに第八条第五項及び第九条第
二項の規定に基づく厚生労働大臣が
定める限度及び方法
（S63.10.1労働省告示93）
最終改正：H13.3.27厚労省告示91

厚
労
省

①労働安全衛生管理体制
②作業環境測定
③健康診断
④法令等の周知　　　等

①放射線障害防止法とは異なる「管理
区域」の定義
②施設等における線量の限度
③個人被ばく線量測定・確認・記録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

①空気中の放射性物質の濃度に関す
る限度
②内部被ばくによる線量の計算方法
③線量の算定方法

作業環境測定法
（Ｓ50.5.1法律28）
最終改正：Ｈ18.6.2法律50

同施行令
（Ｓ50.8.1政令244）
最終改正：Ｈ17.3.31政令101

1条2号
同施行規則
（Ｓ50.8.1労働省令20）
最終改正：Ｈ20.3.31厚労省令70

 1条1項
作業環境測定基準
（S51.4.22労働省告示1）
最終改正：H21.3.31厚労省告示194

関係する規制：
放射性同位元素等取扱作業
室（＝「指定作業場」）に対す
る作業環境測定の実施義務

（1・7～9条）
　①線量等量率等の単位作業場ごと
の測定実施
　②中性子線等の測定機器の指定
　③濃度測定方法（試料採取方法・分
析方法）の指定

なお、さらに電波法上の総務大臣の許可が必要となる場合がある（放射線発生装置が10 kHz以上の高周波電流を利用するものであって総務省令で定めるものに該当する場合）。

放射線発生装置及びRI使用事業
者の線量当量率等の「測定」義務
及び作業従事者の健康診断は

2つの法律が規定し、2種類ある。

災害の未然防止を目的に汚染状況を監
視するための測定

労働者の作業環境の安全確保を目的に電
離放射線被ばくを最小限にするための測定

（労働安全衛生の観点から厚労省が管轄）
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OIST Graduate University 

Rules for Prevention of Radiation Hazards 

沖縄科学技術大学院大学 

放射線障害予防規程 

 

(Version 1.00, November 1, 2011) 

（平成２３年１１月１日 第１．００版） 

 

 

 

Chapter 1  General Provisions 

第１章  総則 

 

(Purpose  目的) 

Article 1 第１条 

The purpose of these rules is, through setting forth necessary matters concerning the 

safe handling and management of radioisotopes and materials contaminated with 

radioisotopes (hereinafter referred to as “Radioisotopes, etc.”) applied to the Okinawa 

Institute of Science and Technology Graduate University  (hereinafter referred to as 

the “University ”) in compliance with the provisions of the Act concerning Prevention of 

Radiation Hazards due to Radioisotopes, etc. (Act No. 167 of 1957, hereinafter 

referred to as the “Act”), to prevent radiation hazards and to ensure proper 

implementation of experiments using Radioisotopes (hereinafter referred to as 

“Experiments”). 

この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和３２年法律第１６

７号。以下「法」という。）の規定に基づき、沖縄科学技術大学院大学（以下「大学」という。）

における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物（以下「放射性同位元素等」

という。）の安全な取扱い及び管理に関して必要な事項を定め、放射線障害の発生の防止及び

放射性同位元素取扱い実験（以下「実験」という。）の適正な実施を確保することを目的とす

る。 

 

(Definition of Terms  用語の定義) 

Article 2 第２条 

The terms used in the Rules shall be defined by the following: 

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) “Radioisotopes” shall mean Radioisotopes defined in Paragraph 2, Article 2 of 

the Act. 

放射性同位元素 法第２条第２項に規定する放射性同位元素をいう。 

(2) “Handling works, etc.” shall mean handling and management of Radioisotopes, 

etc. and works associated therewith. 

取扱業務等 放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。 

(3) “RI facility” shall mean a facility for handling Radioisotopes defined in Paragraph 

2, Article 3 of the Act. 
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ＲＩ施設 法第３条第２項に規定する放射性同位元素取扱施設をいう。 

(4) “Radiation worker” shall mean a radiation worker defined in Item 8, Article 1 of 

the Implementing Regulations for the Prevention of Radiation Hazards due to 

Radioisotopes, etc. (Prime Minister’s Office Ordinance No. 56 of 1960, 

hereinafter referred to as the “Implementing Regulations”). 

業務従事者 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和

３５年総理府令第５６号。以下「規則」という。）第１条第８号に規定する放射線業務

従事者をいう。 

(5) “Applicable Acts and Regulations” shall mean acts, government ordinances, and 

ministerial ordinances, as well as the University’s rules and regulations  

relevant to the prevention of radiation hazards. 

法令等 放射線障害の防止に関する法律、政令、省令及び大学の諸規程をいう。 

 

(Relevance with Other Acts  法令等との関連) 

Article 3 第３条 

In addition to the matters provided for in these Rules, matters concerning the 

prevention of radiation hazards shall be pursuant to the provisions of Applicable Acts 

and Regulations. 

放射線障害の防止については、この規程に定めるもののほか、法令等の定めるところによる。 

 

Chapter 2  Responsibilities 

第２章  責務 

 

(Responsibilities of the President 学長の責務) 

Article 4 第４条 

1. The President shall oversee the prevention of radiation hazards and the proper 

implementation of experiments using Radioisotopes. 

学長は、大学における放射性障害の発生の防止及び実験の適正な実施を総理する。 

2. The President shall establish necessary facilities and equipment to prevent 

radiation hazards and ensure proper security. 

学長は、放射線障害の発生を防止し、安全を確保するために必要な設備及び機器を整備す

る。 

3. The President shall appoint a Director for the Radioisotope Facility (herein after 

referred to as “RI Facility Director”) from among University staff who have 

appropriate knowledge and experience in handling Radioisotopes. 

学長は、放射性同位元素の取扱いに関する知識及び経験を有すると認められる大学職員の

うちから、放射性同位元素取扱施設長（以下「ＲＩ施設長」という。）を任命する。 

4. The President shall appoint a radiation handling supervisor (hereinafter referred to 

as a “Supervisor”) from among University staff who are certified First Class 

Radiation Supervisors defined in Paragraph2, Article 35 of the Act.  Appointment 

or Removal of a Supervisor shall be notified to the Minister of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology in accordance with Paragraph 2, Article 34 of the 

Act. 

学長は、法３５条第２項に規定する第一種放射線取扱主任者免状を有する大学の職員の中
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から放射線取扱主任者（以下「主任者」という。）を任命する。任命又は解任する場合は、

法第３４条第２項に従い文部科学大臣に届出なければならない。 

5. The President shall submit a Report on Radiation Management pursuant to the 

provision of Paragraph 3 of Article 39 of the Implementing Regulations to the 

Minister of MEXT. 

学長は、規則３９条第３項に規定する放射線管理状況報告書を文部科学大臣に提出する。 

6. The President shall work to make public information concerning experiments 

conducted in the University by appropriate means. 

学長は、大学における実験に係る情報を、適切な方法により公表するよう努める。 

 

(Responsibilities of the RI Facility Director ＲＩ施設長の責務) 

Article 5 第５条 

1. In accordance with orders by the President, the RI Facility Director shall be 

responsible for the management in the University concerning the prevention of 

radiation hazards and the implementation of proper experiments. 

ＲＩ施設長は、学長の命を受け、大学における放射線障害の発生の防止及び実験の適正な

実施を管理する。 

2. The RI Facility Director shall endeavor to provide the proper management and 

operation of the facility, working in cooperation with the Research Safety Section 

Leader for the prevention of radiation hazards, for the proper implementation of 

experiments and for the provision of instruction as well as supervision to the 

Supervisor and other personnel. 

ＲＩ施設長は、ＲＩ施設における放射線障害の発生の防止及び実験の適正な実施を図るた

め、研究安全課長との連携の下、主任者等を指揮監督し、当該施設の適正な管理運営に努

めなければならない。 

3. The RI Facility Director shall prepare a Report on Radiation Management pursuant 

to the provision of Paragraph 3 of Article 39 of the Implementing Regulations. 

ＲＩ施設長は、規則３９条第３項に規定する放射線管理状況報告書を作成する。 

4. The RI Facility Director shall instruct the Supervisor to receive periodical education 

and training sessions as stipulated in Article 36-2 of the Act. 

ＲＩ施設長は、主任者に法第３６条の２に規定する定期講習を受講させなければならない。 

5. The RI Facility Director shall offer opinions concerning the matters necessary for 

the prevention of radiation hazards and the proper implementation of experiments 

to the President. 

ＲＩ施設長は、放射線障害の発生の防止及び実験の適正な実施に関する必要な事項につい

て、学長に対して具申する。 

 

(Responsibilities of the Supervisor 主任者の責務) 

Article 6 第６条 

1. In accordance with orders by the President, the Supervisor shall be responsible for 

the prevention of radiation hazards and the management of implementation of 

proper experiments under the instruction and supervision of the RI Facility Director. 

主任者は学長の命を受け、ＲＩ施設長の指揮監督の下に、放射線障害の発生を防止すると

ともに、実験の適正な実施を管理する。 
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2. The Supervisor shall, under the instruction and supervision of the RI Facility 

Director and the Research Safety Section Leader, as well as the provisions of 

Applicable Acts and Regulations, perform works as listed in the following items 

concerning the prevention of radiation hazards and the proper implementation of 

experiments such as radiation works. 

主任者は、ＲＩ施設長及び研究安全課長の指揮監督の下に、法令等の定めるところに従い、

取扱業務等、放射線障害の防止及び実験の適正な実施に関する次の各号に掲げる業務を行

う。 

(1) To participate in establishment or amendment and termination of rules, etc. 

relevant to Radioisotopes 

放射性同位元素等に係る規程等の制定又は改廃への参画 

(2) To participate in preparation of important plans for the prevention of 

radiation hazards 

放射線障害防止上、重要な計画作成への参画 

(3) To examine applications, notifications, and reports required by statutory 

laws and instruments 

法令に基づく申請、届出及び報告の審査 

(4) To examine applications for registration of Radiation workers 

業務従事者の登録の審査 

(5) To supervise matters concerning education and training and medical 

examinations 

業務従事者に対する教育及び訓練並びに健康診断の実施の監督 

(6) To be present at on-site inspections by the MEXT (Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology), etc. 

文部科学省の立入り検査等への立会い 

(7) To participate in investigations of the causes of abnormalities and accidents 

異常及び事故の原因調査への参画 

(8) To audit the conditions of use of Radioisotopes, etc., and inspection of RI 

facilities, books and documents, etc. 

放射性同位元素の使用状況等及びＲＩ施設、帳簿及び書類等の監査 

(9) To provide advice, recommendation and instructions to Radiation workers 

業務従事者への助言、勧告及び指示 

(10) To supervise the use, acceptance, removal, storage, and disposal of 

Radioisotopes, etc. 

放射性同位元素等の使用、受入れ、払出し、保管及び廃棄の監督 

(11) For those who have access to suspected areas of radiation hazards, to 

manage measurements of exposed dose and conditions of contamination 

by Radioisotopes 

放射線障害のおそれのある場所に立ち入った者について、被ばくした放射線の量及

び放射性同位元素による汚染状況の測定の管理 

(12) For suspected areas of radiation hazards, to manage measurements of 

radiation dose and conditions of contamination by Radioisotopes 

放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚

染状況の測定の管理 
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(13) To provide instructions for measures to be taken for those who have been 

exposed to or those who are likely to be exposed to radiation hazards 

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の指導 

(14) To inspect the maintenance and management of handling RI facilities and 

the documents of management logs and records 

ＲＩ施設の維持管理状況及び管理記録書類の点検 

(15) To offer opinions to the RI Facility Director concerning matters necessary for 

the prevention of radiation hazards and the proper implementation of 

experiments 

ＲＩ施設長に対する放射線障害の発生の防止及び実験の適正な実施に関する必要

な事項についての具申 

(16) Any other duties necessary for the prevention of radiation hazard events 

and the proper implementation of experiments 

その他放射線障害の発生の防止及び実験の適正な実施に関する必要事項 

3. The Supervisor shall attend the periodical education and training sessions required 

by statutory laws and instruments. 

主任者は、法令に基づく定期講習を受講しなければならない。 

 

(Deputy Supervisor and her/his Responsibilities 主任者の代理者及びその責務) 

Article 7 第７条 

1. A Deputy Supervisor (hereinafter referred to as the “Deputy”) may be assigned to 

act as the Supervisor, in the event of absence of the Supervisor due to travel, 

illness, etc. 

主任者が旅行、疾病その他の理由により職務を行うことができない場合は、主任者の職務

を代行させるため、主任者の代理者（以下「代理者」という。）を置くことができる。 

2. The Deputy shall be appointed by the President upon recommendation by the RI 

Facility Director, from among those who are certified First Class Radiation 

Protection Supervisors. 

代理者は、法３５条第２項に規定する第一種放射線取扱主任者免状を有する者の中から、

ＲＩ施設長の推薦により学長が任命する。 

3. When the Deputy has difficulty in acting properly or when the need for the Deputy 

no longer exists, the President may remove the Deputy. 

代理者が適切な業務を行うことが困難な場合又は代理者の必要性が消滅した場合は、学長

は代理者の解任を行うことできる。 

4. When appointing or removing the Deputy, the President shall notify the Minister of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology in accordance with Paragraph 

3, Article 37 of the Act. 

代理者を任命又は解任する場合、学長は、法第３７条第３項に従い文部科学大臣に届出な

ければならない。 

5. Duties to be undertaken by the Deputy are those pursuant to the preceding Article. 

代理者が行うべき職務は、前条に準ずる。 

 

(Responsibilities of Experiment Lead Investigator 実験責任者の責務) 

Article 8 第８条 
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1. A person who is responsible for the handling of Radioisotopes (hereinafter referred 

to as an “Experiment Lead Investigator”) shall take responsibility for the 

administration and operation concerning the implementation of experiments 

approved by the RI Facility Director.  An Experiment Lead Investigator shall be 

selected from among Professors, Associate Professors or Section Leaders. 

放射性同位元素取扱い実験責任者（以下「実験責任者」という。）は、ＲＩ施設長から承

認された実験の実施に関する業務を統括する。実験責任者は、所属長をもって充てる。 

2. The Experiment Lead Investigator shall bear the responsibility for Use Plans 

regarding Radioisotopes (hereinafter referred to as a “RI Use Plan”) according to 

Article 18 and provide guidance and instruction to and supervision of Radiation 

workers concerning the implementation of RI Use Plan. 

実験責任者は、放射性同位元素の使用に関する計画（以下「使用計画」という。）に係る

責任を有するとともに使用計画の実施に係る業務従事者の指導及び指揮監督を行う。 

3. The Experiment Lead Investigator shall endeavor to ensure safety of handling 

activities at the RI facility, in compliance with the Applicable Acts and Regulations 

and with these Rules. 

実験責任者は、法令等及びこの規程に基づき、ＲＩ施設における取扱業務等の安全の確保

に努める。 

 

(Responsibilities of Radiation worker 業務従事者の責務) 

Article 9 第９条 

1. Radiation workers shall conduct experiments in accordance with approved 

Experiment Protocols, appropriately implement experiments, and work toward the 

prevention of radiation hazards and the proper handling of Radioisotopes, etc. 

業務従事者は、承認された使用計画に従って、適切に実験を実施するとともに放射線障害

の発生の防止及び適正な放射性同位元素等の取扱いを行う。 

2. Radiation workers shall take all necessary precautions to prevent accidents 

concerning experiments in compliance with the Applicable Acts and Regulations 

and these Rules. 

業務従事者は、法令等及びこの規程に基づいて、実験に係る事故防止に努める。 

3. Radiation workers shall participate in education and training sessions provided by 

the Supervisor at intervals of one year or less. 

業務従事者は、１年を超えない期間ごとに主任者の実施する教育及び訓練を受講しなけれ

ばならない。 

4. Radiation workers shall receive medical examinations at intervals of one year or 

less. 

業務従事者は、１年を超えない期間ごとに健康診断を受診しなければならない。 

5. Radiation workers shall follow instructions provided by the RI Facility Director, the 

Supervisor and the Experiment Lead Investigator. 

業務従事者は、ＲＩ施設長、主任者及び実験責任者の指示に従わなければならない。 

 

Chapter 3  Radiation Safety Committee 

第３章  放射線安全委員会 
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(Establishment of the Radiation Safety Committee 放射線安全委員会の設置) 

Article 10 第１０条 

1. In the University, the Radiation Safety Committee (hereinafter referred to as the 

“Committee”) shall be established to ensure safety management of Radioisotopes, 

etc. 

大学に、放射性同位元素等の安全管理等を図るため、放射線安全委員会（以下「委員会」

という）を設置する。 

2. The Committee shall be comprised of one chairperson and five [5] or more 

committee members who meet the requirements stipulated separately. 

委員会は、別に定める要件を満たす委員長及び委員 5名以上をもって構成する。 

3. Necessary matters regarding the constitution, requirements for chairperson and 

committee members and operation of the Committee shall be stipulated 

separately. 

委員会の構成、委員長及び委員の要件並びに運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

(Roles of the Committee 委員会の役割等) 

Article 11 第１１条 

1. The Committee shall review the following matters and make recommendations in 

writing to the President. 

委員会は、次の各号について審査し、学長に対して文書により提案する。 

(1) Matters concerning safety management of Radioisotopes, etc. and RI Use 

Plan. 

放射性同位元素等の安全管理及び使用計画に関すること。 

(2) Matters concerning modification and/or removal of RI Facility. 

ＲＩ施設の改廃に関すること。 

(3) Matters concerning the investigation of causes of accidents or incidents, etc. 

事故等の原因調査に関すること。 

(4) Matters concerning amendment and termination of these Rules. 

放射線障害の防止に関する規程の改廃に関すること。 

(5) Other matters concerning the prevention of radiation hazards. 

その他、放射線障害の防止に関する重要事項。 

2. The chairperson and committee members are prohibited from disclosing 

confidential or sensitive information that they may have access to while performing 

their tasks. This provision shall apply even after leaving their positions. 

委員長及び委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を辞したのちも同

様とする。 

 

Chapter 4  Registration and Qualification of Radiation workers 

第４章  業務従事者の登録及び資格 

 

(Registration and Qualification of Radiation workers 業務従事者の登録及び資格) 

Article 12 第１２条 

1. The personnel who perform handling work, etc. and who have access to the 

controlled areas shall be registered as Radiation workers prior to the access. 
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取扱業務等を行う者のうち、管理区域に立入る者は、業務従事者としてあらかじめ登録さ

れなければならない。 

2. In the event that personnel need to be registered as Radiation workers, the 

Experiment Lead Investigator shall submit the form stipulated separately to the RI 

Facility Director via the Supervisor. 

業務従事者として登録が必要な者がいる場合、実験責任者は、主任者を経由して別に定め

る申請書をＲＩ施設長に提出する。 

3. When an application according to the preceding Article is filed, the RI Facility 

Director shall confirm that the applicable personnel have undergone the education 

and training provided for in Article 31 and passed medical examinations, shall 

review the application for radiation work experience and any other necessary 

matters, and shall register the applicant on a prescribed list. 

ＲＩ施設長は、前項の申請があったときは、該当者が第３１条に定める教育及び訓練を受

け、健康診断において可とされたことを確認の上、放射線作業歴、その他必要な事項を照

査し、所定の名簿に登録するものとする。 

4. The registration shall be valid until the end of the fiscal year in which the 

registration is made. The registration may be renewed, provided that an applicant 

for renewal shall participate in education and training sessions again. 

前項の登録の有効期間は、登録した年度内とし、更新を妨げない。ただし、更新をしよう

とする者は、再度教育及び訓練を受けなければならない。 

5. The RI Facility Director shall notify the Experiment Lead Investigator of names of 

registered and renewed Radiation workers. 

ＲＩ施設長は、登録した放射線業務従事者及び登録を更新した業務従事者の氏名を、実験

責任者に通知する。 

 

(Temporary Visitor 一時立入者) 

Article 13 第１３条 

1. A temporary visitor shall submit an application using a form stipulated separately to 

the Supervisor prior to access to the controlled areas. 

一時立入者は、管理区域に立ち入る前に別に定める申請書により主任者に申請しなければ

ならない。 

2. The granting of approval to a temporary visitor shall be decided by the Supervisor 

in response to the application mentioned in the preceding paragraph. 

一時立入者の承認は、前項の申請を受けて、主任者が行う。 

3. Access by a temporary visitor shall be allowed only when a Radiation worker, the 

Supervisor, or a person appointed by the Supervisor is present. 

一時立入に際しては、業務従事者、主任者又は主任者が指名した者が立会うこととする。 

4. A temporary visitor must comply with the Applicable Acts and Regulations, and 

these Rules, and must follow instructions of the Supervisor and University staff. 

一時立入者は、法令等及びこの規程を遵守するほか、主任者及び大学職員の指示に従わな

ければならない。 

 

(Measures against Violator 義務違反者に対する措置) 

Article 14 第１４条 
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In the event that a Radiation worker, etc. violates a provision of the Applicable Acts and 

Regulations as well as these Rules, or does not follow instructions provided by the RI 

Facility Director or the Supervisor, the RI Facility Director may prohibit access to RI 

facilities or may revoke registration of said Radiation worker, provided that the 

Committee agrees to do so. 

ＲＩ施設長は、委員会の同意を得て、法令等あるいはこの規程を遵守せず、又はＲＩ施設長あ

るいは主任者の指示に従わない者のＲＩ施設への立入りを禁止及び業務従事者登録の取り消

しをすることができる。 

 

Chapter 5  Controlled Areas and Signs 

第５章  管理区域及び標識 

 

(Controlled Areas and Signs 管理区域及び標識) 

Article 15 第１５条 

1. The Supervisor shall designate areas in which potential radiation hazards exist as 

“controlled areas,” for the purpose of prevention of radiation hazards. 

主任者は、放射線障害防止のため、放射線障害の発生するおそれのある場所を管理区域と

して指定しなければならない。 

2. The Supervisor shall place signs at boundaries of the controlled areas, RI facilities 

and facilities, installations and containers associated therewith. 

主任者は、管理区域の境界、ＲＩ施設及びこれらに付随する施設、設備及び容器に標識を

設置しなければならない。 

3. The Supervisor shall indicate a warning indicating the matters to be complied with 

by any person who accesses the controlled areas in an easily viewable location at 

the entrance of the controlled areas and instruct them to comply with these 

matters. 

主任者は、管理区域の出入口の目に付きやすい場所に管理区域に立入る者が遵守すべき事

項を掲載し、管理区域に立入る者に遵守させなければならない。 

 

Chapter 6  Maintenance and Management of Radioisotope Handling Facility 

第６章  放射性同位元素取扱施設の維持及び管理 

 

(Maintenance and Management of Facility and Installation and Periodical Voluntary 

Inspection 施設・設備等の維持管理及び定期自主点検) 

Article 16 第１６条 

1. The RI Facility Director and the Supervisor shall conduct maintenance and 

management of the RI Facility, so that locations, structures, and equipment thereof 

meet the technical standards required by the statutory Rules. 

ＲＩ施設長及び主任者は、ＲＩ施設の位置、構造及び設備を規則に定める技術上の基準に

適合するように維持管理しなければならない。 

2. The Supervisor shall conduct periodical voluntary inspections for the maintenance 

and management provided for in the preceding paragraph, and report the results of 

the inspections to the President with a form stipulated separately via the RI Facility 

Director. 
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主任者は、前項の維持管理のため、定期的に自主点検を行い、点検の結果を別に定める様

式により、ＲＩ施設長を経由して学長に報告する。 

 

(Renovation and Modification of Facility and Installation 施設及び設備の修理及び改

造) 

Article 17 第１７条 

1. Radiation workers shall obtain prior approval of the RI Facility Director and the 

Supervisor, when performing renovation, modification, removal, etc. of Installations, 

instruments, etc. of the RI Facility. 

ＲＩ施設の設備及び機器等について修理、改造又は撤去等を行うときは、事前にＲＩ施設

長及び主任者の承認を得なければならない。 

2. The RI Facility Director and the Supervisor shall consult the Committee before 

granting an approval provided for in the preceding paragraph when the RI Facility 

Director and the Supervisor find it necessary for the prevention of radiation 

hazards. 

ＲＩ施設長及び主任者は、前項の承認を行うにあたり、放射線障害の予防に関し必要があ

ると認めるときは、委員会に諮問するものとする。 

 

Chapter 7  Use of Radioisotopes 

第７章  放射性同位元素の使用 

 

(Radioisotopes Use Plan 放射性同位元素の使用計画) 

Article 18 第１８条 

1. The Experiment Lead Investigator shall submit a RI Use Plan to the President via 

the Supervisor and the RI Facility Director. 

実験責任者は、使用計画を主任者及びＲＩ施設長を経由して学長に提出しなければならな

い。 

2. The President shall seek advice from the Committee regarding the submitted RI 

Use Plan. 

学長は、提出された使用計画を委員会に諮問する。 

3. The Committee shall review the submitted RI Use Plan and shall communicate in 

writing to the President the result of their deliberation. 

委員会は、申請のあった使用計画について審査し、その判定結果を学長に答申する。 

4. Based on the report by the Committee, the President shall decide whether each RI 

Use Plan is “approved”, “provisionally approved”, “deferred”, “declined” or “not 

applicable”, and shall notify this decision to the Experiment Lead Investigator. 

学長は、前項の答申に基づき、承認、条件付き承認、継続審査、不承認又は非該当を決定

し、その結果を実験責任者に通知する。 

 

(Termination or Discontinuation of Use of Radioisotopes 放射性同位元素の使用の終

了又は中止) 

Article 19 第１９条 

The Experiment Lead Investigator shall submit a report to the President via the 

Supervisor and the RI Facility Director without delay when the use of Radioisotopes is 
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terminated or discontinued, using a form stipulated separately. 

実験責任者は、放射性同位元素の使用を終了し、又は中止した場合は、速やかに別に定める様

式により主任者及びＲＩ施設長を経由して学長に報告しなければならない。 

 

(Prohibited Matters Related to Use of Radioisotopes, etc. 放射性同位元素の使用に係

る禁止事項) 

Article 20 第２０条 

1. Use of Radioisotopes shall be limited to Radiation workers only. 

放射性同位元素の使用は、業務従事者のほかは、これを行ってはならない。 

2. Use and storage of Radioisotopes shall be limited to the types and quantity stated 

in the approved RI Use Plan. 

承認を受けた使用計画に記載された種類及び数量を超えた放射性同位元素を使用し、又は

保管してはならない。 

 

(Precautions and Compliance Related to Use of Radioisotopes 放射性同位元素の使

用に係る遵守及び注意事項) 

Article 21 第２１条 

1. Personnel who use Radioisotopes must comply with the following items. 

放射性同位元素を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) Keep records of each use in a prescribed book, stipulated separately. 

放射性同位元素を使用する者は、別に定める帳簿に、その使用に係る記録を行うこ

と。 

(2) Follow the instructions of the Supervisor and conduct radiation work so as to 

minimize exposure to the radiation dose, being mindful not to exceed the 

limits of the effective dose and equivalent dose. 

主任者の指示に従い、人体に受ける線量をできるだけ少なくするように作業し、実

効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。 

(3) Strictly avoid any activities that increase the risk of ingestion or other intake 

of radioisotopes, etc. into the body, such as eating or smoking in a place 

where there is a possibility of taking in Radioisotopes. 

放射性同位元素を摂取するおそれのある場所で、飲食又は喫煙等放射性同位元素等

が体内に入るおそれのある行為をしないこと。 

2. In the case of the use of sealed radioisotopes, personnel shall use the 

radioisotopes under the following conditions, in addition to complying with the 

matters specified in the items of the preceding paragraph. 

密封された放射性同位元素を使用する者は、前項各号に定められた事項のほか、その放射

性同位元素を次の各号に示す状態で使用しなければならない。 

(1) Under normal use, there is no possibility of breaking or destroying the seals. 

正常な使用状態にあっては、開封又は破壊されるおそれのないこと。 

(2) There is no possibility of dissipation, such as leaks, penetration, etc. of 

sealed radioisotopes to contaminate the environment. 

漏洩又は浸透等により密封された放射性同位元素が散逸して汚染するおそれのな

いこと。 

3. Personnel who use radioisotopes which are not sealed (hereinafter referred to as 
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“unsealed radioisotopes”) shall comply with the matters in the following items, in 

addition to the matters specified in the items of the preceding paragraph. 

密封されていない放射性同位元素（以下「非密封放射性同位元素」という。）を使用する

者は前項各号に定められた事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) Use only in the experimental laboratories in the RI Facility. 

ＲＩ施設の実験室以外において使用しないこと。 

(2) Confirm that the inlet and outlet of the air exhaust installations are 

functioning normally. 

排気設備が正常に作動していることを確認すること。 

(3) Provide necessary measures for the prevention of contamination such as 

using absorption materials of polyethylene-lining filter paper, etc. and trays. 

ポリエチレンろ紙等吸収材及び受皿の使用等、汚染防止に必要な措置を講ずること。 

(4) Provide suitable shielding measures, such as shield walls, etc. 

遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。 

(5) Keep an appropriate distance away from the radiation source. 

線源との間に十分な距離を設けること。 

(6) Try to minimize the duration of exposure to radiation. 

放射線に被ばくする時間を出来るだけ少なくすること。 

(7) Keep monitoring the contamination on hands, lab coats, etc. during the use 

of Radioisotopes.  In the case of contamination detected, immediately take 

measures for decontamination or remove contaminated clothes, etc. 

使用中は随時、手及び作業着等の汚染を検査し、汚染があった場合は、直ちに除去

又は脱衣等の処置をとること。 

(8) When terminating the use, check if there is any abnormality or 

contamination of measurement devices or lab instruments, etc. In the case 

of abnormalities, immediately contact the Supervisor and ask for 

instructions. Perform decontamination if contamination is detected. 

使用を終了した時は、測定器具及び実験器具等の異常及び汚染を点検すること。な

お、異常を発見した場合は、直ちに主任者に連絡し、その指示に従うこと。また汚

染がある場合は除去すること。 

(9) When decontamination of the contaminated body and devices and 

instruments, etc. is difficult, immediately notify the Supervisor and ask for 

instructions. 

身体及び器具等の除染が困難な場合には、直ちに主任者に申し出て指示を受けるこ

と。 

(10) Avoid casual removal from the experimental laboratories in the RI facility of 

anything for which the radioisotope concentration on the surface exceeds 

the surface concentration limit defined in Item 13 of Paragraph 1, Article 1 of 

the Implementing Regulations. 

表面の放射性同位元素の密度が規則第１条第１項第１３号に規定する表面密度限

度を超えているものは、ＲＩ施設の実験室からみだりに持ち出さないこと。 

(11) Avoid casual removal from the controlled areas of anything for which the 

radioisotope concentration on the surface exceeds one tenth of the surface 

concentration limit. 
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表面の放射性同位元素密度が表面密度限度の１０分の１を超えているものは、管理

区域からみだりに持ち出さないこと。 

(12) When leaving the experiment site in the middle of RI use, provide necessary 

measures for the prevention of accidents, such as posting a prescribed sign 

both on the container and the site, and if necessary, provide boundaries, etc. 

with a clear indication of caution notice before leaving. 

使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応

じて柵等を設け、注意事項を明示する等事故発生の防止措置を講じること。 

 

Chapter 8  Acceptance, Removal, Storage, Transportation and Disposal of 

Radioisotopes, etc. 

第８章  放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄 

 

(Acceptance and Removal of Radioisotopes 放射性同位元素の受入れ及び払出し) 

Article 22 第２２条 

When accepting or removing radioisotopes from/to other institutions, the personnel 

shall submit a separately stipulated form to obtain approval by the Supervisor. 

放射性同位元素を受入れ又は払出しする場合は、別に定める様式により主任者に申請し、主任

者の承認を得て行わなければならない。 

 

(Storage of Radioisotopes 放射性同位元素の保管) 

Article 23 第２３条 

1. When storing Radioisotopes, the matters in the following items shall be complied 

with. 

放射性同位元素を保管する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) Place and seal radioisotopes in a sealable container, and take additional 

measures to prevent contamination in case of cracking of or damage to the 

container, etc., and store in the prescribed storage facility.  The storage 

facility shall be locked when radioisotopes are stored inside. 

密封した容器に入れ、き裂又は破損等をした場合でも汚染が生じないような措置を

講じ、所定の貯蔵施設に保管すること。保管中は貯蔵施設は施錠すること。 

(2) Personnel who store radioisotopes shall keep records of each such storage 

of radioisotopes in a book with a description of the items, as stipulated 

separately. 

放射性同位元素を保管する者は、別に定める事項について当該放射性同位元素の保

管に係る記録を行わなければならない。 

2. Radiation workers who store radioisotopes or the Supervisor shall endeavor to 

provide an environment that discourages theft, etc. even when radioisotopes, etc. 

are not in use, such as by controlling access of personnel. 

放射性同位元素を保管する業務従事者及び主任者は、放射性同位元素等を使用していない

間も、入退室管理を行う等常に盗難等の防止に努めなければならない。 

3. Radiation workers who store radioisotopes or the Supervisor shall post matters 

necessary for the prevention of radiation hazards concerning storage in an easily 

viewable location in the Radioisotope storage room. 
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放射性同位元素を保管する業務従事者及び主任者は、保管に関して放射線障害防止上必要

な事項を放射性同位元素貯蔵室内の目につきやすい場所に掲示するものとする。 

 

(Transportation in Controlled Areas 管理区域における運搬) 

Article 24 第２４条 

When transporting Radioisotopes, etc. in controlled areas, measures necessary for 

security, such as prohibiting concurrent loading on a vehicle with dangerous objects, 

securing placement to avoid rolling over and falling, preventing spread of 

contamination, or preventing radiation exposure, shall be taken. 

放射性同位元素等を管理区域内で運搬する場合は、危険物との混載禁止、転倒及び転落の防止、

汚染の拡大防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。 

 

(Transportation out of Controlled Areas 管理区域外における運搬) 

Article 25 第２５条 

When transporting radioisotopes, etc. out of controlled areas within the University, in 

addition to the measures provided for in the preceding Article, the measures specified 

in the following items shall be taken and advance approval by the RI Facility Director 

and the Supervisor shall be obtained. 

大学内において放射性同位元素等を管理区域から運搬しようとするときは、前条に規定する措

置に加えて、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、あらかじめＲＩ施設長及び主任者の承

認を受けて行わなければならない。 

(1) Provide measures that can prevent cracks in or damage to, etc. the transport 

containers for radioisotopes, etc., being mindful of possible fluctuations of 

temperature, internal pressure, vibration, etc. during transportation. 

放射性同位元素等を収納するための輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の

変化、振動等により亀裂及び破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。 

(2) The radioisotope concentration on the surface of the transporting object within 

one tenth of the surface concentration limit. 

搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の１０分の１を超えないように

すること。 

(3) Provide measures that can keep the dose equivalent rate within 2 milliSievert 

per hour on the surface of the transporting object and 100 microSievert per hour 

at a position 1 meter away from the surface of the object. 

線量当量率については、搬出物の表面において２ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、

搬出物の表面から１メートル離れた位置において１００マイクロシーベルト毎時を超

えないよう措置すること。 

(4) Limit the route of transportation, and take measures such as providing guards or 

signs to limit access by personnel who are not engaged in the transportation 

and by vehicles, etc. that are not used in the transportation. 

運搬経路を限定し、見張り人の配置又は標識等の方法により関係者以外の者の接近及

び運搬車両以外の通行を制限すること。 

(5) When transporting by vehicles, limit the speed and provide an escort car as 

necessary. 

車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要に応じて伴走車を配置するこ
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と。 

(6) Provide a supervising person to provide the necessary supervision of security 

measures during the transportation. 

監督者を同行させ、保安のための必要な監督を行わせること。 

(7) Post a prescribed sign on the vehicle and on the surface of the container used 

for the transport. 

車両及び輸送容器表面に所定の標識をつけること。 

(8) Follow the provisions of Applicable Acts and Regulations for the matters not 

specified above. 

その他法令等に基づき実施すること。 

 

(Transport Outside the University 大学外における運搬) 

Article 26 第２６条 

When transporting Radioisotopes, etc. outside the University, an application form 

stipulated separately shall be submitted to obtain approval by the RI Facility Director 

and the Supervisor, while taking measures to meet the standards required by 

Applicable Acts and Regulations. 

大学外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、所定の申請書によりＲＩ施設長

及び主任者の承認を受けるとともに、法令等に定める基準に適合する措置を講じなければなら

ない。 

 

(Disposal 廃棄) 

Article27 第２７条 

1. Works of disposal or disposal-by-storage of radioisotopes, etc. shall be performed 

in the waste storage facility within the RI facility. 

放射性同位元素等の廃棄又は保管廃棄に係る作業は、ＲＩ施設内の廃棄物保管庫において

行わなければならない。 

2. Radiation workers shall, when discarding radioisotopes, etc., keep records of 

disposal in a separately prescribed book. 

業務従事者は、放射性同位元素等を廃棄した場合は、別に定める所定の帳簿に記録しなけ

ればならない。 

 

Chapter 9  Measurement and Log 

第９章  測定及び記録 

 

(Measurement and Log of Radiation Dose and Contamination Condition 放射線の量

及び汚染状況の測定及び記録) 

Article 28 第２８条 

1. The Supervisor shall perform the measurement of radiation dose and 

contamination due to radioisotopes in areas of suspected radiation hazards, 

evaluate the results and record the matters specified in the following items in a 

separately stipulated book. 

主任者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素によ

る汚染状況の測定を行い、その結果を評価して、別に定める所定の帳簿に記録しなければ
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ならない。 

2. The measurement according to the preceding paragraph shall be performed once 

before starting the use of Radioisotopes, etc., and after starting the use, at 

intervals not exceeding one month. However, measurement at the outlets for 

air-exhaust and water-discharge shall be made each time air or water is released. 

前項の測定は、放射性同位元素等の使用開始前に１回、使用開始後は１月を超えない期間

ごとに１回行わなければならない。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は

排水の都度行うものとする。 

3. Radiation workers shall keep confirming the radiation dose and contamination 

condition due to Radioisotopes in the working area, and report to the Supervisor 

upon detecting any abnormality. 

業務従事者は、作業する場所の放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の確認を随

時行い、異常を発見したときには主任者に報告しなければならない。 

4. Upon receiving a report according to the preceding paragraph, the Supervisor shall 

provide appropriate instructions as necessary. 

主任者は、前項の報告があったときには、必要に応じて適切な指示を与えなければならな

い。 

5. The Supervisor shall close the record book according to Paragraph 1 as of March 

31 of each year or as of the date of abolition, etc. in the case that abolition of the 

facility occurs at the same time, and keep the book for 5 years. 

主任者は、第１項の記録に係る帳簿を毎年３月３１日又は事業所の廃止等を行う場合は廃

止日等に閉鎖し、かつ、５年間保管しなければならない。 

 

(Measurement and Record of Personal Dose of Radiation Exposure 個人被ばく線量

の測定及び記録) 

Article 29 第２９条 

1. The Supervisor shall instruct a person who accesses the controlled areas to wear 

a portable dosimeter and personal dosimeter on the chest (on the abdomen for 

female) and keep measuring the 1-cm dose equivalent and 70-μm dose equivalent 

continuously during the access to the controlled areas for the external radiation 

dose due to radiation exposure. If there is a possibility of uneven radiation 

exposure (including the case of possible exposure on distal body parts), the RI 

Facility Director shall instruct the person to also put dosimeters on the parts at 

which radiation exposure is likely to be the highest compared to the rest of the body.  

However, in the case where dose measurements using personal dosimeters and 

so on are extremely difficult, doses are to be estimated by means of calculation, 

etc. 

主任者は、管理区域に立ち入る者に対し、ポケット線量計及び個人線量計を胸部（女子に

あっては腹部）に着用させ、外部被ばくによる線量について、管理区域に立ち入っている

間、連続して１ｃｍ線量当量、及び７０μｍ線量当量を測定させなければならない。この

場合において、不均等被ばくのおそれがある場合（末端部が被ばくするおそれがある場合

を含む。）には、被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位にも着用させなければ

ならない。ただし、個人線量計等を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算に

よってこれらの値を算出するものとする。 
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2. The Supervisor shall sum up the records every month for the results of 

measurements according to the preceding paragraph, and record the results. 

主任者は、前項の測定結果について１月毎に集計し、記録しなければならない。 

3. The Supervisor shall evaluate the doses of internal exposure at least once in every 

three months for those who inhaled or orally took radioisotopes into the body and 

for those who access areas of suspected occurrence of radiation intake (in the 

case of a woman whose pregnancy has been known by her notification, at least 

once every month before the due date). However, in the case where dose 

measurements by personal dosimeter and so on are extremely difficult, doses are 

to be determined by means of calculation, etc. 

主任者は、放射性同位元素を吸入又は経口により誤って摂取したとき及び摂取するおそれ

のある場所に立ち入る者にあっては、３月を超えない期間ごとに一回（本人の申出等によ

り妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間１月を超えない期間ごと

に１回）内部被ばくによる線量を測定しなければならない。ただし、測定器を用いて評価

することが著しく困難な場合には、計算により評価するものとする。 

4. The Supervisor shall keep a record of evaluation results according to the preceding 

paragraph in the same manner as Paragraph 2. 

主任者は、前項の評価結果について、第２項に準じて記録しなければならない。 

5. The Supervisor shall, in accordance with the records specified in Paragraph 2 to 

the preceding paragraph, sum up and keep records of each summed doses of 

radiation exposure every three months beginning on April 1, June 1, October 1 and 

January 1, for each year beginning from April 1, and in the case of a female who 

notified her pregnancy, every one month from the first day of the month until the 

due date. In addition, the effective and equivalent doses shall be calculated and 

recorded. However, in the case where an annual effective dose beginning on April 

1 exceeds 20 milli Sieverts, keep a record of every year for a five-year period 

starting from the said year. 

主任者は、第２項から前項までに規定する記録に基づき、４月１日、７月１日、１０月１

日及び１月１日を始期とする各３月間、４月１日を始期とする１年間、及び本人の申出等

により本人が妊娠中の女子にあっては出産までの間毎月１日を始期とする１月間の被ば

く線量を集計し、集計の都度、記録するとともに、実効線量及び等価線量を算定し、算定

の都度記録しなければならない。ただし、４月１日を始期とする１年間において実効線量

が２０ミリシーベルトを超えた場合は、当該１年間を含む５年間、毎年の記録をしなけれ

ばならない。 

6. The Supervisor shall issue a duplicate of the sum and the results of calculation 

according to the preceding paragraph to the object person each time a record is 

made, and keep the record permanently. 

主任者は、前項の集計及び算定の結果について、記録の都度その写しを対象者に交付する

とともに、永久保存しなければならない。 

 

Chapter 10  Education and Training 

第１０章  教育及び訓練 

 

(Education and Training 教育及び訓練) 
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Article 30 第３０条 

1. The Supervisor shall provide education and training sessions pursuant to the 

provision of Article 21-2 of the Implementing Regulations for those who are 

required to newly register as Radiation workers. 

主任者は、新たに業務従事者として登録が必要な者に対し、規則第２１条の２の規定に基

づく教育及び訓練を実施しなければならない。 

2. The Supervisor may omit a part of education and training sessions for those who 

are determined to have sufficient knowledge and skills concerning handling of 

Radioisotopes. 

主任者は、放射性同位元素等の取扱いに関して十分な知識及び技術を有していると認めら

れる者に対しては、教育及び訓練の一部を省略することができる。 

3. The Supervisor shall provide a temporary visitor with the necessary education for 

prevention of radiation hazards, when granting approval to the visitor for temporary 

access to the controlled areas. 

主任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該一時

立入者に対して、放射線障害防止のため必要な教育を実施しなければならない。 

4. The Supervisor shall keep a record of the people who received education and 

training with the date of education and training, description of the subjects and full 

name of the person. The record book shall be closed as of March 31 of each year 

or as of the date of abolition, etc. in the case that abolition of the facility occurs at 

the same time, and kept for 5 years after closing. 

主任者は、教育及び訓練の実施年月日及び項目並びに当該教育訓練を受けた者の氏名を帳

簿に記録しなければならない。帳簿は毎年３月３１日又は事業所の廃止等を行う場合は廃

止日等に閉鎖し、閉鎖後５年間保存する。 

 

Chapter 11  Medical Examination 

第１１章  健康診断 

 

(Medical Examination 健康診断) 

Article 31 第３１条 

1. The Supervisor shall provide medical examinations to personnel who are Radiation 

workers or upon newly registering Radiation workers before allowing them first 

access to controlled areas in accordance with Article 22 of the Implementing 

Regulations. In addition, medical examinations shall be conducted for those in 

whom there have occurred radiation hazards or there may have occurred hazards. 

主任者は、規則第２２条の規定に基づき、業務従事者及び業務従事者として登録する者に

対して、初めて管理区域に立ち入る前に健康診断を実施しなければならない。また、放射

線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対しては遅延なく健康診断を実施しなけ

ればならない。 

2. The RI Facility Director shall record the results of medical examination according to 

the items below, issue the results to the object person each time the medical 

examination is provided, and keep the records permanently. 

ＲＩ施設長は、健康診断の結果を記録し、結果を本人に実施の都度交付するとともに、永

久保存しなければならない。 
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(Measures for Those in Whom There Have Occurred Radiation Hazards 放射線障害

を受けた者に対する措置) 

Article 32 第３２条 

1. Based on the views of the physician or the Supervisor, the RI Facility Director shall 

take measures necessary for those in whom there have occurred radiation hazards 

or there may have occurred hazards, such as to shorten the periods of time in the 

controlled areas or to prohibit access to the controlled areas, according to the 

seriousness of the hazards, and immediately report to the President and the 

Experiment Lead Investigator in charge of the personnel. 

ＲＩ施設長は、医師又は主任者の意見に基づき、放射線障害を受け、又は受けたおそれの

ある者に対して、その程度に応じて管理区域への立入り時間の短縮、立入り禁止等必要な

措置を講ずるとともに、遅滞なく学長及びその者の実験責任者に報告しなければならない。 

2. In the case that anyone has been exposed to or is likely to have been exposed to 

radiation exceeding the limit of the effective dose or equivalent dose, the RI Facility 

Director shall investigate the cause thereof, take appropriate measures and report 

without delay to the President and the Experiment Lead Investigator in charge of 

the personnel. 

ＲＩ施設長は、実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ば

くしたおそれがある者が生じた場合は、その原因を調査し適切な措置を講ずるとともに、

遅滞なく学長及びその者の実験責任者に報告しなければならない。 

 

Chapter 12  Books and Preservation 

第１２章  帳簿及び保存 

 

(Books 帳簿) 

Article 33 第３３条 

The Supervisor shall prepare books prescribed for items including acceptance, 

removal, use, storage, transport and disposal of Radioisotopes, inspections of RI 

facilities and education and training, and keep records therein. 

主任者は、放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄、ＲＩ施設の点検並

びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、記帳しなければならない。 

 

(Preservation 保存) 

Article 34 第３４条 

The Supervisor shall close the record books according to the preceding Article and 

Article 17 as of March 31 of each year or as of the date of abolition, etc. in the case that 

abolition of the facility occurs at the same time, and keep the book for 5 years. 

主任者は、前条の帳簿及び第１６条の点検に係る記録を毎年３月３１日又は事業所の廃止等を

行う場合は廃止日等に閉鎖し、５年間保存しなければならない。 

 

 

Chapter 13  Measures, etc. in Emergency 

第１３章  危険時の措置等 
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(Measures in Emergency 危険時の措置) 

Article 35 第３５条 

1. In the event of a disaster, such as an earthquake or fire, emergency measures 

specified in the following items shall be taken. 

地震又は火災その他の災害が起こった場合には、次の各号に掲げる応急の措置を講じなけ

ればならない。 

(1) A person discovering an emergency situation shall act to minimize the 

spread of the disaster or effects thereof, and immediately notify the situation 

in accordance with the emergency protocols stipulated separately. 

発見者は災害の拡大防止に努めるとともに、直ちに別に定める災害時の連絡通報体

制に従い、通報すること。 

(2) A person being notified in accordance with the preceding item shall contact 

the relevant personnel immediately. In addition, the Supervisor shall 

immediately report to the RI Facility Director, and to the relevant 

government organs such as the MEXT in the case of suspected or actual 

occurrence of radiation hazards. In the event of an earthquake of a 

Japanese intensity scale of 4 or more, the same reports shall be made 

regardless of occurrence of an abnormality. 

前号の通報を受けた者は、直ちに主任者その他の関係者に連絡すること。また、主

任者は直ちにＲＩ施設長に報告するとともに、放射線障害のおそれがある場合又は

放射線障害が発生した場合には、遅延なく文部科学省等関係機関に報告しなければ

ならない。震度４以上の地震の場合にあっては、異常の有無に関わらず、同様とす

る。 

2. The Supervisor, upon noting a possible risk of radiation hazards, shall immediately 

establish radiation emergency areas, and take appropriate measures such as 

providing instructions for evacuation, warning, isolation, or decontamination and so 

on. 

主任者は、放射線障害が発生するおそれがあると認めた時は、直ちに放射能非常区域を設

定し、避難、警告、隔離又は汚染除去等の適切な措置をとらなければならない。 

3. Upon receiving the report according to Item 2 of Paragraph 1, the RI Facility 

Director shall report to the President and relevant government organs such as the 

MEXT. In addition, on the matters specified in Paragraph 1 of Article 16, the RI 

Facility Director shall perform inspections of facilities, etc. and report the results 

thereof to the President immediately.  

ＲＩ施設長は、第１項第２号の報告を受けた場合は、直ちに学長並びに文部科学省等関係

機関に報告しなければならない。また、第１６条第１項の事項について、施設等の点検を

行い、その結果を直ちに学長に報告しなければならない。 

4. When any abnormality is noticed during the inspection in the preceding paragraph, 

the RI Facility Director shall take necessary measures such as repair, etc. 

ＲＩ施設長は、前項の点検の結果、異常を認めた場合は、修理等必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

Chapter 14  Report 

57



21 

 

第１４章  報告 

 

(Report under Abnormal Conditions 異常時の報告) 

Article 36 第３６条 

1. A person discovering any of the incidents specified in the following items shall 

immediately report to the Supervisor. 

次の各号に掲げる事態を発見した者は、直ちに主任者に通報しなければならない。 

(1) Stolen or missing radioisotopes, etc. 

放射性同位元素等の盗取又は所在不明 

(2) Leakage of radioisotopes, etc. 

放射性同位元素等の漏洩 

(3) Contamination exceeding one tenth of the surface concentration limit in 

areas other than the controlled areas. 

管理区域外の場所に関し、表面密度限度の１０分の１を超える汚染 

(4) Radiation exposure on a Radiation worker exceeding or likely to exceed the 

limit of the effective dose or equivalent dose. 

業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのあ

る被ばくが発生した場合 

(5) In addition to those incidents stated in preceding items, cases in which 

radiation hazards have occurred or are likely to occur. 

前各号の他、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合 

2. The Supervisor who received the report according to the preceding paragraph 

shall take emergency measures, while immediately reporting to the RI Facility 

Director. 

前項の通報を受けた主任者は、応急の措置を講ずるとともに、直ちにＲＩ施設長に報告し

なければならない。 

3. Upon receiving the report according to the preceding paragraph, the RI Facility 

Director shall immediately report to the President and relevant government organs 

such as the MEXT. 

前項の報告を受けたＲＩ施設長は、直ちに学長及び文部科学省等関係機関に報告しなけれ

ばならない。 

4. In case of incidents according to paragraph 1 above, the RI Facility Director shall 

consult the Committee about the incident and countermeasures thereto without 

delay, and report to the President and relevant ministries and agencies, etc. 

ＲＩ施設長は、第１項に掲げる事態が発生した時は、遅滞なくその状況及びそれに対する

措置を委員会に諮り、学長及び関係する省庁等に報告しなければならない。 

 

(Periodical Report 定期報告) 

Article 37 第３７条 

The President shall prepare a Report on the Radiation Management pursuant to the 

provision of Paragraph 3 of Article 39 of the Implementing Regulations for the period 

covering April 1 of every year to March 31 of the following year and submit it to the 

Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 

学長は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までの期間について規則第３９条第３項に規定す
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る放射線管理状況報告書を作成し文部科学大臣に提出しなければならない。 

 

Chapter 15  Miscellaneous Provisions 

第１５章  雑則 

 

(Miscellaneous Provisions 雑則) 

Article 38 第３８条 

In addition to the matters stipulated in these Rules, necessary matters concerning the 

prevention of radiation hazards and the proper implementation of experiments shall be 

stipulated separately. 

この規程に定めるもののほか、放射線障害の発生の防止及び実験の適正な実施に必要な事項は、

別に定める。 

 

 

 

 

Supplementary Provisions (Rules Version 1.00, November 1, 2011) 

附  則（平成２３年１１月１日 第１．００版） 

These Rules shall come into effect from November 1, 2011. 

この規程は、平成２３年１１月１日から施行する。 

 

Supplementary Provisions 

附  則 

RI Use Plans approved based on the Independent Administrative Institution Okinawa Institute of Science 

and Technology Promotion University Regulations for Prevention of Radiation Hazards shall be considered 

to be approved based on these rules. 

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構放射線障害予防規程により承認を受けた使用計画は、この規

程により承認されたものとみなす。 
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Independent Administrative Institution 
Okinawa Institute of Science and Technology Promotion Corporation 

Detailed Stipulations for Prevention of Radiation Hazards 
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 

放射線障害予防規程実施細則 
 

(Detailed Stipulations No. 1 of 2010 – March 28, 2010) 
(平成２２年 3 月 28 日 平成２２年細則第 1 号) 

 
(Purpose 目的) 
Article 1  第１条 

The purpose of these Detailed Stipulations is to set forth necessary matters for the 
implementation of the Independent Administrative Institution Okinawa Institute of 
Science and Technology Promotion Corporation Regulations for Prevention of 
Radiation Hazards (hereinafter referred to as the “Regulations”). 
この細則は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構放射線障害予防規程（以

下「規程」という。）の規定に基づき、その実施に際して必要な事項を定めること

を目的とする。 
 
 
(Definition of Terms 用語の定義) 
Article 2  第２条 

Definition of terms in the Regulations shall apply mutatis mutandis to these Detailed 
Stipulations. 
この細則における用語の定義については、規程に定めるものを準用する。 

 
 
(Designation 構成) 
Article 3  第３条 

The controlled areas designated by the Supervisor according  to Article 15 of the 
Regulations are provided in annexed Figure 1. 
規程第１５条に規定に基づき主任者が指定する管理区域は、別図１のとおりとする。 

 
(Submission of Plan for Special Working 特殊作業に係る計画書の提出) 
Article 4  第４条 

1 An application for authorization of a plan for special working in the RI Facility shall 
be made to the Supervisor by the person who intends to perform the work using a 
form stipulated separately. 
RI 施設において特殊作業を行う場合は、特殊作業を行おうとする者が、別に定め

る様式により、主任者に申請するものとする。 
2 The Supervisor shall, upon receipt of application in the preceding paragraph, 

confirm that the subject plan does not present possible problems during the 
implementation thereof, in view of the operation of the RI Facility and the 
prevention of radiation hazards. 
主任者は、前項の申請について、当該計画の実施が RI 施設の運営上及び放射線障

害の防止上支障がないことを確認しなければならない。 
3 A report on termination of special working shall be submitted to the Supervisor,. 

特殊作業を行ったものは、特殊作業の終了に係る報告書を主任者に提出する。 
4 Special working means the works in the following items: 

特殊作業は、次の各号に掲げる作業とする。 
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(1) Inspection, construction or special cleaning of the RI Facility or installations 
thereof, which may cause contamination inside of the human body by 
radioisotopes. 
RI 施設又はその設備の点検、工事又は特殊な清掃であって、放射性同位元

素によって人体内部が汚染するおそれのある作業 
(2) Other kinds of working that is determined as special working by the 

Supervisor. 
その他主任者が特殊作業と認定した作業 

 
 
(Available Time of RI Facility RI 施設の利用時間) 
Article 5  第５条 

1 RI Facility shall be open for users from 9:00a.m. to 5:00p.m., Monday through 
Friday (except for holidays), in principle. 
RI 施設の利用時間は原則として月曜日から金曜日まで（祝日及び休日を除く）の

午前９時から午後５時までとする。 
2 A user who intends to use the RI Facility outside the regular hour in the preceding 

paragraph for compelling reasons shall fill out and submit a prescribed application 
form via the Principal Investigator to the Supervisor for approval in advance. 
やむを得ない理由により、前項の時間外の使用を希望する者は、あらかじめ実験

責任者を経て主任者に別に定める様式により申請し、その承認を得なければなら

ない。 
 
 
(Storage 保管) 
Article 6  第６条 

1 The Radiation worker shall follow the procedures specified in the items below, 
when storing radioisotopes: 
業務従事者は、放射性同位元素を保管する場合は、次の各号に掲げる事項に従っ

て行わなければならない。 
(1) Use prescribed containers to store radioisotopes, and store in a prescribed 

storage room or box. 
放射性同位元素は所定の容器に入れ、所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保管する

こと。 
(2) Mind the storage capacity of storage room and box so as not to store 

radioisotopes exceeding their capacity. 
貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を保管しない

こと。 
(3) When using a storage box or a fire-resistant container, take measures so 

that they cannot be easily carried around once radioisotopes are stored. 
貯蔵箱及び耐火性の容器は放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持

ち運ぶことが出来ないような措置を講ずること。 
(4) Place and seal radioisotope in a storage container, and use additional 

materials for storage, such as trays, absorption materials, etc., so as to 
prevent spread of possible contamination. 
放射性同位元素は、密封した貯蔵容器に入れ、更に受皿又は吸収材等を用

いて保管し、汚染の広がりを防ぐこと。 
(5) On the container in the preceding item, place a label indicating type, 

quantity, date of acceptance, name of user, etc.  In the case of small 
container on which labeling is difficult, an extra outer container shall be 
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used and place a label thereon. 
前号の容器には、核種、数量、受入れ年月日及び氏名等を記入した標識を

付すこと。また容器が小さく、表示が困難な場合は、必ず外容器に入れた

上で標識を付すこと。 
(6) Store radioisotopes in the storage room every single day, at the end of 

working. However, if it is difficult to store in the storage room in order to 
continue the experiment, obtain approval by the Supervisor and follow the 
instructions given. 
放射性同位元素は、１日の作業が終了した時は、必ず貯蔵室に保管するこ

と。ただし実験を継続するため貯蔵室に保管することが困難な場合には、

主任者の許可を得て、指示に従うこと。 
(7) When storing and taking-out of radioisotopes in the storage room, each 

activity shall be kept recorded with necessary matters in a prescribed log 
book. 
放射性同位元素を貯蔵室に収納し、又は貯蔵室から持ち出す時は、その都

度、所定の記録簿に必要事項を記入すること。 
(8) When storing newly arrived radioisotopes in the storing facility, the storage 

allocation procedure shall be conducted with the Supervisor present. 
初めて放射性同位元素を貯蔵施設に保管するときは、主任者の立会いの下

に保管場所の割り当てを受けなければならない。 
 
 
(Inspection of Storage 保管状況の調査) 
Article 7  第７条 

The Supervisor shall perform inspections concerning the quantity and condition of 
stored radioisotopes at least once a year. 
主任者は毎年１回以上、放射性同位元素の保管数量及び保管状況の調査を行わなけ

ればならない。 
 
 
(Disposal 廃棄) 
Article 8  第８条 

1 Disposal of radioisotopes, etc., shall be performed in accordance with the matters 
specified in the following items: 
放射性同位元素等の廃棄は次の各号に掲げる事項に従って行わなければならない。 

(1) Solid wastes shall be separated in accordance with the nuclei type of the 
disposing Radioisotopes, which shall further be separated into combustible, 
flame-retardant, noncombustible, uncompressed, organic or inorganic 
wastes.  Encapsulate them in the prescribed containers and dispose by 
storage.  
固体状の廃棄物は、廃棄核種に応じて分類し、更に可燃物、難燃物、不燃

物、非圧縮性不燃物、有機廃液及び無機廃液に区分し、それぞれ所定の廃

棄物容器に封入し、保管廃棄する。 
(2) Liquid wastes shall be transformed to solid where possible.  If such 

transformation to solid is difficult, separate the liquid wastes into organic or 
inorganic wastes, neutralize them so as to be between pH 5 to 9 before 
disposal, and then dispose in the designated waste containers in  storage. 
液体状の廃棄物は、できる限り固体状にして処理し、固体状に変化させる

ことが困難な場合は、有機廃液及び無機廃液に分類し、事前にｐＨ５から

ｐＨ９の間となるよう中和処理を行い、それぞれ所定の廃液容器に保管廃
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棄する。 
(3) Gaseous wastes shall be transformed to solid or liquid where possible and 

processed in accordance with the preceding item.  If such transformation 
is difficult, ask the Supervisor for instructions. 
気体状の廃棄物は、できるだけ固体又は液体にし、前号により処理するこ

と。固体又は液体とすることが困難な場合には、主任者の指示を受けるこ

と。 
2 The containers encapsulating the radioactive wastes shall be handled by a 

commissioned waste disposal operator approved based on the Article 4-2 of the 
Act. 
放射性廃棄物を収納した容器は、法第 4条の 2に基づき許可された廃棄業者に廃

棄を委託すること。 
3 If there are any radioactive wastes that the commissioned waste disposal 

operator does not take, they shall be disposed by storage in the 
disposal-by-storage room. 
廃棄業者が引き取らない放射性廃棄物は、保管廃棄室に保管廃棄すること。 

4 When handing over wastes to the commissioned waste disposal operator, the 
Supervisor shall confirm that the containers are sealed in accordance with the 
measures specified by the commissioned waste disposal operator. 
廃棄物を廃棄業者に引き渡す際は、廃棄物引取業者の定める方法により封入等の

処理が行われたことを、主任者が確認しなければならない。 
 
 
(Record regarding the measurement 測定に係る記録) 
Article 9  第９条 

1 The items of a record regarding the measurement of radiation dose due to 
radiation exposure pursuant to the provision of Paragraph 2 of Article 29 of the 
Regulations shall be as follows: 
規程第２９条第２項で規定する外部被ばく線量の測定に係る記録の項目は下記の

とおりとする。 
(1) Date of measurement 

測定日時 
(2) Location of measurement 

測定箇所 
(3) Full name of the person who performed measurement 

測定した者の氏名 
(4) Kind and type of radiation measuring instrument 

放射線測定器の種類及び形式 
(5) Method of measurement 

測定方法 
(6) Position of measurement 

測定位置 
2 The items of a record regarding the measurement of radiation dose due to internal 

radiation exposure pursuant to the provision of Paragraph 4 of Article 29 of the 
Regulations shall be as follows:. 
規程第２９条第３項で規定する内部被ばく線量の測定に係る記録の項目は下記の

とおりとする。 
(1) Full name of the object person of the measurement 

測定対象者の氏名 
(2) Full name of the person who performed the measurement 
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測定をした者の氏名 
(3) Kind and type of radiation measuring instrument 

放射線測定器の種類及び型式 
(4) Method of measurement 

測定方法 
(5) Part of body measured and the results 

測定部位及び測定結果 
3 The items of a record regarding the measurement of radiation dose due to 

radiation exposure summed up pursuant to the provision of Paragraph 5 of Article 
29 of the Regulations shall be as follows: 
規程第２９条第５項で規定する集計被ばく線量の測定に係る記録の項目は下記の

とおりとする。 
(1) Date of calculation 

算定年月日 
(2) Full name of the object person 

対象者の氏名 
(3) Full name of the person who performed the calculation 

算定した者の氏名 
(4) Duration of subject calculation 

算定対象期間 
(5) Effective dose 

実効線量 
(6) Equivalent dose and name of organization 

等価線量及び組織名 
 
 

(Contents of Medical Examination 健康診断の内容) 
Article 10  第１０条 

The items of medical examination pursuant to the provision of Article 31 of the 
Regulations shall be as follows: 
規程第３１条に規定する健康診断は、次の各号に掲げる事項を行う。 

(1) Medical examination shall be performed by means of interview, test or 
examination. 
健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。 

(2) Interview shall include the items below: 
問診は、次に掲げる事項について行うものとする。 
a) History of previous exposures to radiation 

放射線の被ばく歴の有無 
b) For those who have experienced exposure previously, information 

including the site, description and duration of the work, dose, the 
impairment caused by the exposure, any other descriptions of the 
situation, etc. 
被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射

線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況等 
(3) Test or examination shall be performed on the parts or items specified 

below: 
検査又は検診は、次に掲げる部位または項目について行うものとする。 
a) Red blood cell count, hemoglobin content or hematocrit value, white 

blood cell count and white blood cell percentage in the peripheral 
bloodstream 
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末梢血液中の赤血球数、色素又はヘマトクリット値、白血球数及び白血

球百分率 
b) Skin 

皮膚 
c) Eyes 

眼 
 

 
 
(Measures for Contamination Inspection of Workers Leaving Working Rooms 退出時の汚

染検査に係る措置) 
Article 11  第１１条 

Take the measures specified in the items below, when contamination is detected on 
the surface of human body parts or of objects on the human body: 
人体部位又は人体に着用している物の表面に汚染が認められたときの措置は、次の

各号に掲げるとおりとする。 
(1) For the surface of human body parts, perform cleaning, etc., in accordance 

with the instructions by the Supervisor, etc. 
人体部位の表面が汚染されているときは、洗浄等を行う。 

(2) For the surface of objects on the human body, remove or detach the 
objects, in accordance with the instructions by the Supervisor, etc. 
人体に着用している物の表面が汚染されているときは、当該物品を脱ぎ、

又は取り外す。 
(3) Contact the Supervisor. 

主任者連絡する。 
(4) If decontamination by the above measures is difficult, follow the instructions 

by the Supervisor. 
上記の措置で汚染の除去が困難な場合は、主任者の指示に従う。 

 
 
(Measures for Contamination Inspection of Large-Scale Storage Apparatus before Removal 
大型収納用品搬出時の汚染検査に係る措置) 
Article 12  第１２条 

Take the measures specified in the items below, when occurrence of contamination 
or radioisotopes is detected as a result of the contamination inspection and the prior 
content check by the Supervisor, in the case where carrying a large-sized storing 
apparatus outside the controlled areas while storing contents therein: 
大型の収納用品を、内容物を収納したまま管理区域の外に搬出する際の主任者によ

る汚染検査及び事前の内容物の確認の結果、汚染や放射性同位元素の存在が認めら

れたときの措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 
(1) Remove the radioisotopes, etc., from the goods to be taken out. 

放射性同位元素等を搬出対象から除外する。 
(2) Decontaminate, or remove and dispose of the contaminated parts. 

汚染を除去する、又は汚染した部分を取り外して廃棄する。 
(3) If decontamination or disposal of the contaminated parts of the subject 

goods is difficult, follow the instructions by the Supervisor. 
汚染の除去又は当該物品の汚染された部分の廃棄が困難な場合には、主任

者の指示に従う。 
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(Items of Periodical Voluntary Inspection 定期自主点検項目) 
Article 13  第１３条 

1 The items of periodical voluntary inspection pursuant to the provision of Article 16 
of the Regulations shall be as follows: 
規程第１６条の点検は次の各号に掲げる項目を行う。 

(1) Possibility of landslide and inundation about the facility; 
施設の地崩れ及び浸水のおそれの有無 

(2) Occurrence of abnormality about inside walls and floors of the use room, 
contamination inspection room, storage room, waste disposal room, etc. 
and any other parts of possible contamination by radioisotopes; 
使用室、汚染検査室、貯蔵室、廃棄物室等の内部の壁、床その他放射性同

位元素によって汚染されるおそれのある部分の異常の有無 
(3) Occurrence of abnormality in t closing systems for the storage room and 

waste disposal room; 
貯蔵室及び廃棄物室の閉鎖のための設備の異常の有無 

(4) Occurrence of abnormality about storage boxes and containers and 
containers for disposal-by-storage, etc.; 
貯蔵箱、貯蔵容器及び保管廃棄容器等の異常の有無 

(5) Occurrence of abnormality about water discharge installations in terms of 
operation condition, water-leak, corrosion, etc.; 
排水設備の作動状況、漏水及び腐食等の異常の有無 

(6) Occurrence of abnormality about air exhaust installations in terms of 
operation condition, leakage, corrosion, etc.; 
排気設備の作動状況、漏れ及び腐食等の異常の有無 

(7) Occurrence of damages about fences, etc. placed at the boundaries to the 
controlled areas; 
管理区域の境界に設けるさく等の破損の有無 

(8) Occurrence of damages about radiation signs and radiation indications, 
etc.; 
放射能標識及び放射能表示等の破損の有無 

(9) s Display of utilization procedure; 
注意事項の適切な表示 

(10) Any other matters necessary for the maintenance and management of 
handling facilities. 
その他取扱施設の維持管理に必要な事項 

2 The periodical voluntary inspection in the preceding paragraph shall be conducted 
at intervals of six months or less. 
前項の点検は、６月を超えない期間ごとに行う。 

 
 

(Inspection of Equipment 機器の点検) 
Article 14  第１４条 

The Supervisor shall conduct periodical inspections of survey meters, radiation 
monitors and personal dose meters equipped in handling facilities, and take 
necessary measures when finding any abnormality. 
主任者は、取扱施設におけるサーベイメーター、放射線モニター及び個人線量計に

ついて、定期的に点検を実施し、異常を認めたときは必要な措置を講じなければな

らない。 
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(Measurement 測定) 
Article 15  第１５条 

1 The Supervisor shall perform the measurement of radiation dose and 
contamination due to radioisotopes in the controlled areas in accordance with the 
following items: 
主任者は、管理区域の放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定を次

の各号に掲げる事項に従って行わなければならない。 
(1) Measurement of the radiation dose shall be performed at least once a 

month for the facilities used for the radiation work, storage and waste 
disposal, boundaries to controlled areas, residence areas for personnel in 
the employer’s facility and so on and boundaries to the employer’s facility 
and so on, and records thereof shall be kept in a book of a form stipulated 
separately. 
放射線量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域の境界、事

業所等において人が居住する区域及び事業所の境界について、１ヶ月に１

回以上行い、別に定める様式に記帳すること。 
(2) Measurement of the contamination by radioisotopes, etc. shall be 

performed at least once a month for the working room, waste working room, 
contamination inspection room, outlets of air exhaust and water discharge 
installations and the boundaries to controlled areas.  Results of 
measurement shall be kept in a book of a form stipulated separately. 
放射性同位元素等による汚染状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検

査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域の境界について

１ヶ月に１回以上行い、別に定める様式に記帳すること。 
(3) The measurements specified in Item 1 and the preceding Item shall be 

performed at the most suitable areas in the venue for the purpose of 
obtaining information on the concentration of radioactive materials. 
第１号及び前号の測定は、当該場所において放射性物質の濃度を知るため

に最も適した箇所について行うこと。 
2 The Supervisor shall require e a person who accesses to the controlled areas to 

put on a suitable radiation measuring instrument, perform measurement on a 
person who have accessed to the controlled areas (in the case of temporary 
visitors, this shall apply only to those who are likely to be exposed to the effective 
dose exceeding 100 microsievert) for the exposed dose and contamination by 
radioisotopes, etc, and record the results in a prescribed form and keep them 
permanently.  
主任者は、管理区域に立入る者に対して適切な放射線測定器を着用させるととも

に、立入った者（一時立入者にあっては外部被ばくが実効線量について１００マ

イクロシーベルトを超えて被ばくするおそれのある者に限る）について、その者

の受けた線量及び放射性同位元素等による汚染状況の測定を行い、その結果を所

定の様式に記録し、永久に保存しなければならない。 
3 The Supervisor shall perform appropriate maintenance and inspection on the 

instruments to be used in the measurements specified in paragraph 1 and the 
preceding paragraph, so that they always exhibit proper functions. 
主任者は第１項及び前項の測定に使用する機器について、常に正常な機能を有す

るように保守並びに点検しなければならない。 
 
 
 (Partial Omission of Education and Training 教育及び訓練の一部省略) 
Article 16  第１６条 
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1 The person for whom a part of the education and training may be omitted in 
accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 30 of the Regulations 
shall be the personnel specified in the items below: 
規程第３０条第 2 項に規定する教育及び訓練の一部を省略することができる者は、

次の各号に掲げる者とする。 
(1) A certified senior (first class) radiation protection supervisor; 

第１種放射線取扱主任者免状所有者 
(2) A person who has obtained credits relevant to medicine, radiation or atomic 

energy in a university, collage or higher professional school, and has been 
certified d by the Supervisor; 
大学、短期大学又は高等専門学校において、医学、放射線又は原子力に関

する課目を履修した者であって、主任者が認定した者 
(3) A certified junior (second class) radiation protection supervisor, who has 

been certified d by the Supervisor; 
第２種放射線取扱主任者免状所有者であって、主任者が認定した者 

(4) A person who has received education and training in a different institute in 
the same fiscal year (including those who have obtained a grant of 
omission); 
他の事業所において当該年度に教育及び訓練を受けた者（省略することの

認定を得た者を含む。） 
(5) A person who has experience of handling works of three years or more on 

the use of radioisotope and has been granted by the Supervisor; or 
放射性同位元素の使用について３年以上の取扱等業務の経験がある者であ

って、主任者が認定した者 
(6) A person who has been certified d to have sufficient knowledge and 

technique on the matter necessary for the prevention of radiation hazards 
by the Supervisor, based on reasons other than specified above. 
その他の理由により、主任者が放射線障害の発生を防止するために必要な

事項に関し、十分な知識及び技能を有すると認定した者 
2 A person, who meets any of the requirements provided for in the preceding 

paragraph and desires to omit a part of education and training, shall submit a 
document that certifies the applicability to one of the requirement specified in the 
items above to the Supervisor. 
前項の条件を有し、教育及び訓練の一部を省略しようとする者は、前項各号に掲

げる事項のいずれかに該当することを証明する書面を主任者に提出することとす

る。 
 
 
Supplementary Provisions (Detailed Stipulations No. １ of 2010 – March 28, 2010) 
附 則 (平成２２年 3 月 28 日 平成２２年細則第 1 号) 
   1   These Regulations shall come into effect from April 1, 2010. 
       この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
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Independent Administrative Institution 

Okinawa Institute of Science and Technology Promotion Corporation 

Detailed Stipulations for Radiation Safety Committee 

独立行政法人 沖縄科学技術研究基盤整備機構 

放射線安全委員会細則 

 

(Detailed Stipulations No.2 of 2010 - March 28, 2010) 

（平成２２年３月２８日 平成２２年細則第２号） 

Revised (Detailed Stipulations No.2 of 2011 - March 14, 2011) 

改正（平成２３年３月１４日 平成２３年細則第２号） 

 

(Purpose 目的) 

Article 1 第１条 

These Detailed Stipulations set forth rules regarding the constitution and other 

necessary matters for the Radiation Safety Committee (hereinafter referred to as the 

“Committee”) in accordance with Article 10 of the Independent Administrative Institution 

Okinawa Institute of Science and Technology Promotion Corporation Regulations for 

Prevention of Radiation Hazards (Regulation No. 5 of 2010.) (Hereinafter referred to as 

the “Regulations”). 

この細則は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構放射線障害予防規程（平成２２年規

程第５号。以下「規程」という。）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。）の構成、その他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 The Executive Director shall act as a chairperson of the Committee stipulated in 

Paragraph 2, Article 10 of the Regulations. The chairperson shall orchestrate the 

deliberations. 

規程第１０条第２項に定める委員会の委員長は理事をもって充てる。委員長は委員会の審

議を統括する。 

2 Requirements for members of the Committee stipulated in Paragraph 2, Article 10 

of the Regulations are as follows. 

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 RI Handling Facility (hereafter referred to as “RI Facility Director”) 

放射性同位元素取扱施設長（以下「ＲＩ施設長」という。） 

(2) Principal Investigator of a research unit using Radioisotope facility 

ＲＩ施設を利用する研究ユニットを代表する代表研究者１名 

(3) Radiation Protection Supervisor 

放射線取扱主任者 

(4) Senior Manager of Common Resources Group 

コモン・リソース・グループ統括 

(5) Research Safety Manager 

研究安全課長 

(6) Other personnel who are admitted by the committee 
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その他理事長が必要と認める者 

3 The President shall appoint members who meet the requirements specified in the 

items of the preceding paragraph. 

理事長は、前項各号に規定する委員を任命する。 

4 The term of the chairperson and committee members shall be not longer than five 

[5] years. They may be reappointed. However, when there occurs a vacancy of a 

committee member, a substitute member shall be appointed to serve the remainder 

of the term of the previous member. 

委員長及び委員の任期は、５年以内とし、再任を妨げない。 

5 When the chairperson is unable to fulfill his or her duties, the RI Facility Director 

shall fulfill the chairperson’s duties. 

委員長が職務を全うすることができない場合は、ＲＩ施設長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 chairperson shall convene committee meetings at least once a year in principle. 

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 one half of the committee members are present, a committee 

meeting shall not be held to discuss nor decide on the recommendations to the 

President. 

委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、審議又は理事長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 Research Safety 

Section. 

委員会の事務局は、研究安全課内に置く。 

4 Minutes of committee meetings shall be kept at the Secretariat for five [5] 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 Items on the agenda of committee meetings shall be decided by approval of at least 

half of the members present. The chairperson shall decide in the event of a tie in 

votes. 

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 The following individuals are prohibited from taking part in the deliberations and shall 

not vote at a committee meeting. However, such individuals may be permitted to 

attend committee meetings to provide explanations of their Radioisotope [RI] Use 

Plan and such in response to a summons by the Committee. 

次に挙げるもの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、放射性同位元素使用計画の内容等について説明する

ことができる。 

(1) The RI Experiment Lead Investigator (hereinafter “Lead Investigator”) and 

Radiation workers who are involved in the RI Use Plan that is the subject of 
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the outstanding review. 

報告の対象となる放射性同位元素使用計画に係る放射線同位元素取扱い実験責任者

（以下「実験責任者」という。）及び申請者 

3 The Committee may request the Lead Investigator to submit any additional 

materials necessary for the review. The Lead Investigator shall not refuse such 

request without a justifiable reason. 

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 and 3 of this Article shall apply mutatis 

mutandis 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. 

本細則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 (Detailed Stipulations No.2 of 2010) 

附 則（平成２２年細則第２号） 

These Detailed Stipulations shall come into effect from April 1, 2010. 

この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

Supplementary Provisions (Detailed Stipulations No.2 of 2011) 

附 則（平成２３年細則第２号） 

These Detailed Stipulations shall come into effect from March 14, 2011. 

この細則は、平成２３年３月１４日から施行する。 
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Independent Administrative Institution 

Okinawa Institute of Science and Technology Promotion Corporation 

Stipulations for Joint Use of RI Facility 

独立行政法人 沖縄科学技術研究基盤整備機構 

放射性同位元素取扱施設共同利用規則 

 

(Stipulations No.10 of 2010 - November 24, 2010) 

（平成２２年１１月２４日 平成２２年規則第１０号） 

Revised (Stipulations No.1 of 2011 - March 14, 2011) 

改正（平成２３年３月１４日 平成２３年規則第１号） 

 

(Purpose 目的) 

Article 1 第１条 

These Stipulations set forth necessary matters concerning joint use of the RI Facility by 

external parties, as defined in Item [3], Article 2 of Regulations for Prevention of 

Radiation Hazards (Regulations No.5 of 2010, hereinafter referred to as the 

“Regulations”), of Independent Administrative Institution Okinawa Institute of Science 

and Technology Promotion Corporation (hereinafter referred to as the “Corporation”). 

この規則は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構（以下「機構」という。）のＲＩ施

設（放射線障害予防規程（平成２２年規程第５号。以下「規程」という。）第２条第３号に規

定する施設をいう。以下同じ。）の外部の者との共同利用に関し、必要な事項を定める。 

 

(Procedure for Use 利用の手続) 

Article 2 第２条 

1 A person who wishes to use the RI Facility in a joint capacity shall obtain prior 

approval from the President, by submitting an Application for Approval for Joint Use 

of RI Facility (using the form as attached to these Stipulations) to the President via 

the Radiation Protection Supervisor (a person appointed by the President in 

accordance with Paragraph 4, Article 4 of the Regulations, hereinafter referred to as 

the “Supervisor”) and the RI Facility Director more than one month prior to the 

scheduled first date of such joint use. 

ＲＩ施設の共同利用を希望する者は、利用開始予定日の１か月以上前までにこの規則の別

記様式を用いて放射性同位元素取扱施設共同利用申請書（以下「申請書」という。）を放

射線取扱主任者（規程第４条第４項の規定に基づき理事長が任命した者をいう。以下「主

任者」という。）及びＲＩ施設長を経て理事長に提出し事前にその承認を受けなければな

らない。 

2 A person who has obtained approval under the preceding paragraph shall submit a 

Radioisotope Use Plan and obtain approval thereof, and shall be registered as a 

Radiation worker prior to the commencement of said joint use, in accordance with 

the provisions set forth in the pertinent OIST Regulations. 

前項の承認を受けた者は、共同利用の開始に先立ち、規程の規定に基づき、放射性同位元

素の使用に関する計画を提出し、計画の承認を受け、放射線業務従事者として登録されな

ければならない。 
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3 If the person who obtained approval based on Paragraph 1 wishes to make any 

change to the contents/terms of the approval obtained for joint use of the RI 

Facility, such person shall submit a written document describing the change to the 

President via the Supervisor and the RI Facility Director and obtain prior approval 

for such change. To cancel a previously approved use of the RI Facility, unless 

otherwise provided, such person shall make a written notification of such 

cancellation to the Supervisor more than one week prior to the scheduled first date 

of the use. 

第１項の承認を受けた者は、ＲＩ施設の共同利用についての承認の内容又は条件を変更し

ようとする場合には、事前に主任者及びＲＩ施設長を経て理事長に変更を申請し、その承

認を受けなければならない。ただし、第１項の承認を受けた者がＲＩ施設の利用を取り消

そうとする場合は、別途の定めがない限り、利用開始予定日の１週間以上前までに主任者

に当該取消しを書面で通知するものとする。 

 

(Approval for Use 利用の承認) 

Article 3 第３条 

1 The President may grant approval as stipulated in Paragraph 1 of the preceding 

Article only if it is acknowledged that an agreement of Joint Research (research 

conducted in accordance with Joint Research Regulations (Regulations No.4 of 

2009)) between the prospective joint-user and an OIST Principal Investigator has 

been concluded or is to be concluded and provided that the use does not disrupt 

the smooth use of the RI Facility by researchers of the Corporation. 

理事長は、ＲＩ施設の共同利用を希望する者が、機構の代表研究者との共同研究（共同研

究規程（平成２１年規程第４号）に基づき行われる研究をいう。）を締結し又は締結を予

定し、かつ、機構の職員等によるＲＩ施設の円滑な利用に支障が生じないと認める場合に

限り、前条第１項の承認をすることができる。 

2 In the event that there are applications according to Paragraph 1 of the preceding 

Article and the President finds that the use of the RI Facility by the prospective 

joint-user is subject to space and other limitations, the President shall determine an 

order of priority in granting approval, taking into consideration such factors as the 

status of Joint Research with Principal Investigators of the Corporation. 

理事長は、前条第１項の申請書の提出を受けた場合であって、ＲＩ施設の利用がスペース

の不足その他の事由により制限に服すると認めるときは、機構の代表研究者との共同研究

の実施状況その他の条件を考慮し、承認の優先順位を決定するものとする。 

 

(User’s Obligation 利用者の義務) 

Article 4 第４条 

1 A person who uses the RI Facility jointly (hereinafter referred to as a “User”) shall 

strictly comply with the provisions of any and all relevant Acts, the Regulations, 

these Stipulations and other relevant regulations of the Corporation, and shall 

always endeavor to maintain facilities and equipment in good condition. 

ＲＩ施設を共同利用する者（以下「利用者」という。）は、関係法令、規程及びこの規則

並びに関係する機構の諸規程をすべて厳に遵守し、施設及び設備を常に良好な状態に保つ
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ように努めなければならない。 

2 In case of any damage or loss to the building, the equipment (including the RI 

Facility), supplies, etc., which is attributable to a User, such User shall restore at the 

User’s cost and expense, said damaged materials to their original state and/or 

compensate the Corporation for any and all damage or loss. 

利用者の責に帰すべき事由により建物、設備（ＲＩ施設を含む。）及び備品等に損害又は

紛失が生じたときは、利用者は自己の費用負担において原状回復し、その損害又は紛失全

てについて機構に補償しなければならない。 

3 Unless otherwise stipulated or unless provided in the RI Facility for joint use, Users 

shall bring, at the Users’ cost and expense, any necessary equipment, supplies, 

laboratory instruments, chemicals, etc. for their own use. 

利用者が自己利用するために必要な設備、備品、実験器具及び薬品等については、別段の

定めがある場合又は共同利用に供するため、ＲＩ施設において提供される場合を除き、利

用者が自己の費用負担で持ち込むものとする。 

 

(Cancellation of Use Approval 利用承認の取消し等) 

Article 5 第５条 

The President may cancel or alter the terms of approval granted according to 

Paragraph 1 of Article 3, where the President finds that either of the following events 

set forth the below occurs. 

理事長は、次の各号の一に該当する事態が発生したと認めるときは、第２条第１項の承認を取

消し又は条件の変更をすることができる。 

(1) In the event of the User’s failure to comply with the provisions set forth in Article 4. 

利用者が第４条の規定に違反したとき。 

(2) When the actual use by the User is not performed in conformity with the 

descriptions in the Application submitted. 

利用者による利用が申請書の記載内容に適合する形で行われていないとき。 

(3) Any other situations where the President or the RI Facility Director finds that there 

is a necessity of cancellation or alteration in view of the management of the RI 

Facility. 

理事長又はＲＩ施設長がＲＩ施設の運営上取消し又は変更の必要があると認める事情

が生じたとき。 

 

(Usage Fees, etc. 利用料等) 

Article 6 第６条 

1 The Corporation can charge usage fees and other necessary expenses (hereinafter 

referred to as “Usage fees”) to a User. 

機構は、利用者に対し、利用料及び諸経費（以下「利用料等」という。）を課すことができ

る。 

2 The fee schedule and other necessary matters relating to Usage fees under the 

preceding paragraph shall be stipulated separately. 

前項の利用料等の金額その他利用料等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
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(Publication of Research Results 研究成果の公表等) 

Article 7 第７条 

When a User publishes the results of research conducted through joint use of the OIST 

RI Facility, such User shall explicitly indicate in the publication that such results arise 

from the joint use of the RI Facility of the Corporation, and donate one copy of any 

offprint to the RI Facility Director. 

利用者がＲＩ施設の共同利用を通じて得た研究結果を発表するときは、当該研究結果がＲＩ施

設共同利用により生じたものであることを発表媒体に明記し、その別刷１部をＲＩ施設長に寄

贈するものとする。 

 

(Miscellaneous Provisions 雑則) 

Article 8 第８条 

In addition to the foregoing, any other matters necessary for joint use of the RI Facility 

shall be stipulated separately. 

本規則に定めるもののほか、ＲＩ施設の共同利用に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

Supplementary Provisions (Stipulations No.10 of 2010) 

附 則（平成２２年規則第１０号） 

These Stipulations shall come into effect from November 24, 2010. 

この規則は、平成２２年１１月２４日から施行する。 

 

Supplementary Provisions (Stipulations No.1 of 2011) 

附 則（平成２３年規則第１号） 

These Stipulations shall come into effect from March 14, 2011. 

この規則は、平成２３年３月１４日から施行する。 
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Form 1 (Related to Article 12) 1 12  

Application for Radiation Worker Registration 

 

 
DATE  

To: RI Facility Director 
of Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University 

Signature by the Head of Department to which 

the applicant belongs: 

                            

The following person(s) is/are the applicant(s) to be registered as radiation worker(s) and submit(s) this application in 
accordance with the OIST Graduate University Rules for Prevention of Radiation Hazards. 

 

Name 

 

 

Department 

 

Position/Title 

 

Sex 

 

New/Renew 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

The application for registration shall be limited to those who have received education and training programs and medical 
examination (for Ionizing Radiation). 

 

Before starting experiment, submit an application to obtain a glass badge. 
 

Registration is effective during the fiscal year in which the registration is made. 
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Form 2 (Related to Article 13) 2 13  

Application for Temporary Access to Radiation Controlled Areas 

 

 
DATE  

To: Radiation Protection Supervisor  
of Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University  

 

I apply for approval of temporary access to radiation controlled area(s). 

 

Note 

Applicant 

 

 

Date of Access 

 

 

 

Site of Access 

 

Entire area 

B33 Lab2  

B37 RI waste storage           

B40 RI mech space 

B28a Common equip. 

B34 Lab3 

B38 RI storage 

B32 Lab 1 

B35 Tissue culture 

B39 BSL2 

others(                             ) 

Reason for Access 

 

Tour of inspection         Maintenance etc.  

others  

Card No. 

 

 

When making access to the controlled areas, I will follow the provisions of relevant statutory laws and 

instruments as well as of the Rules for Prevention of Radiation Hazards and the Detailed Stipulations thereof. 

 

I have received education and training programs required prior to temporary access.  

 

 

Signature by applicant:  

 

 

The above application is approved. Signature (and seal): 

                      

Radiation Protection Supervisor 

 

Confirmation by person to present for the access (university staff): 
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Form 4 (Related to Article 17) 様式 4（第 17条関係） 

Notification of Handling Facility Renovation/Modification 
取扱施設設備修理・改造届 

 
DATE：平成    年    月    日 

To: RI Facility Director 
放射性同位元素取扱施設長 殿 

Applicant申請者:                                     

I apply for approval of renovation, modification or alteration works in the handling facility.  
取扱施設における、修理、改造または変更作業の承認を願います。 

1. Venue: 
作業場所 

Room室名: 
  

Part箇所: 
 

2. Work schedule: 
実施予定日 

Starts on                                 Ends on 
  平成    年   月   日  ～  平成   年   月   日 

 3. To be done by: 
作業担当者 

  

4. Work conditions: 
作業状況 

（1）Risk of contamination or exposure due to RI, etc. during the work (Yes/No) 
     作業中において、RI等による汚染もしくは被ばくのおそれ （ 有 ・ 無 ） 
（2）Expected disposal of radioactive wastes (Yes/No) 
     放射性廃棄物の廃棄予定 （ 有 ・ 無 ） 

 5. Description of work: 
作業内容 

Specific descriptions of the work/construction work, reasons why they are necessary, etc.  
(a separate sheet may be used where necessary) 
具体的な作業・工事の内容・必要理由等（必要に応じて別紙を用いる） 

 
Confirmed by 
確認欄 

Facility Director 施設長 
印

Supervisor 主任者 
印

 

Approval of Handling Facility Renovation/Modification／取扱施設設備修理・改造作業承認書 

To:                                 DATE：平成    年    月    日 
 殿 

Implementation of the above work is approved. 
上記作業の実施を承認します。 

Notification of change／変更承認申請       (Required/Not required) （要・不要） 

Confirmed by: 
確認欄 

Supervisor 主任者 
印

 

Approval of Handling Facility Renovation/Modification／取扱施設設備修理・改造作業承認書 
To:                                 DATE：平成    年    月    日 
                          殿 

I report that woks of maintenance renovation/modification, etc. in handling facility have been implemented. 
取扱施設における、保守修理・改造等作業を行いましたので報告します。 

 
Completion inspection confirmed by: 
完成検査確認欄 

Supervisor 主任者 
印

 
*When the requirement of notification of change is applicable, an approval by the Facility Director and a completion 
inspection by the Supervisor are required. 
＊変更承認申請が必要な場合は、施設長の承認及び主任者による完成検査を必要とする。 
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Form 5 (Related to Article 18)様式 5（第 18条関係） 

FY20  Radioisotopes Use Plan (Approval) 
平成    年度 放射性同位元素使用計画書（承認書） 

 

Radioisotope 
放射線同位元素 

Nuclei Type 
核 種 

Half-life 
半減期 

Radiation 
放射線 

Max.daily use 
limit 

一日最大使用
許可量

Planned max. 
daily use 

一日最大使用 
予定量 

Physiochemical 
form 

物理化学的形状 

  Days/years 
日・年 

α・β・γ・EC

MBq

 
 

MBq 

  

RI Registration 
No., Remaining 
amount, etc. 
RI登録番号・ 
残量等 

RI Reg. No.       , Remaining amount        （M・k）Bq As of (date): 
                                                                                   
平成  年  月  日現在 

Names of users 
使用者名 

Name of Experiment Lead Investigator 実験責任者 氏名： 
Extension # 内線:                                                               
Name of Experimenter 実験者氏名： 

Duration of use 
使用期間 

  Starts on                           Ends on    

  平成      年      月      日  ～  平成      年      月      日 

Name of working 
room to be used 
使用作業室名 

B28a共通機器室  B32実験室 1 B33実験室 2 B34実験室 3 

B35細胞培養室  B39 BSL2実験室 

Purpose of use 
使用目的 

 

Description of 
experiment 
作業内容概要 

 

Kinds of wastes 
to be produced 
生ずる廃棄物の
種類 

Combustible 
Type 1 

Combustible 
Type 2 

Incombustible Incompressible Inorganic liquid Organic liquid

可燃物 難燃物 不燃物 非圧縮 無機液体 有機液体 

      

Remarks 
備考 
 
 
 
(Note) Duration of use shall be one year and if a continuation is necessary, submit a new sheet of plan for each continuance. 
注意）使用期間は１年とし、継続使用場合、その都度計画書を提出すること。 

 
Decision 
判 定 

Approved/ Provisionally approved/ Deferred/ Declined/ Not applicable 
承認／条件付き承認／継続審査／不承認／非該当

President
学長

Date of decision 
判定年月日 

On:         
平成  年  月  日  
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Form 5 (Related to Article 18)様式 5（第 18条関係） 

Describe in detail of the matters such as materials, methods, instruments to be used in the experiment, in the order of 
experimental procedure. 
実験の材料・方法・使用機器などについて、実験手順に沿って具体的に記入すること。 
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Form 6 (Related to Article 19)様式 6（第 19条関係） 

Radioisotope Use Termination (Discontinuation) Report 
放射性同位元素使用終了（中止）報告書 

 
DATE：平成    年    月    日 

To: President 
学  長   殿 

Name of Facility Use Representative 使用責任者氏名: 

                                                                                              印 
Registration No. 登録番号: 

                                                                 

Department所属: 

                                                                 

Extension No. 内線番号: 

                                                                 
 

Radioisotope of which 
the use is terminated 
使用を終了する 
放射性同位元素     

Nuclei 
type 
核 種

RI No. 
ＲＩ番号 

Initial quantity
受入時数量 

Reasons for discontinuation of use 
使用を中止する理由 

   

Measures to be taken 
for radioisotopes of 
non-use 
未使用放射性同位 
元素に関する措置 

Quantity at 
termination 
終了時数量 

Place of storage 
保管場所 

Measures to be taken 
今後の措置 

   

Name of user 
使用者名  

Date of termination  
of use 
使用終了日 

 On 
 平成   年   月   日 

Condition of 
contamination at the 
site of use 
使用の場所の汚染状況 

 

Processing of wastes 
and contaminated 
instruments, etc. 
廃棄物および 
汚染器具等の処理 

 

Type and quantity of 
radioisotope 
放射性廃棄物の 
種類と数量 

Solid (Combustible/Flame-retardant/ 
Noncombustible/Uncompressed) 
Liquid (Inorganic/Organic) 
固 体 （ 可燃 ・ 難燃 ・ 不燃・非圧 ）
液 体 （ 無機 ・ 有機 ） 

 

 

81



R
adioisotopes U

se/Storage/D
isposal L

og  FY
20 

平
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度
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Form
 7 (R

elated to A
rticle 21, 23, 27 ) 様

式
7（
第

21, 23, 27
条
関
係
）

 

R
I N

o. 
R

I番
号

 
N

uclei Type
核
種

 
F

orm
 

形
態

 
A

ccepted on:
受
入
日

 

A
ccepted 

activity 
受
入
量

 

D
aily m

ax. use activity
一
日
最
大
使
用
数
量

 

Q
uarterly m

ax.
use activity 

３
月
最
大
使
用
数
量

A
nnual m

ax. 
use activity 

年
間
最
大
使
用
数
量

U
se R

ep. 
Investigator 
使
用
責
任
者
名

 

P
urpose of use 
使
用
目
的

 
S

upervisor 
主
任
者

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ate 

年
月
日

 

E
ngaging 
w

orker 
従
事
者
名

 

R
em

oving 
activity  

kB
q 

出
庫
量

 

U
sing 

activity  
kB

q 
使
用
量

 

C
ondition/site/m

ethod 
during use 

使
用
中
の
状
況
・
場
所
・
方
法

S
torage rem

aining
activity (kB

q) 
貯
蔵
庫
残
量

 

Storage condition 保
管
状
況

site/m
ethod 場

所
・
方
法

 
D

isposal activity
kB

q 廃
棄
数
量

 

W
astes 廃

棄
物

 
K

ind/activity(kB
q)/site 

種
類
・
数
量

(kB
q)・
廃
棄
場
所

 

C
ontam

inated/ 
U

ncontam
inated 

汚
染
の
有
無
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Form 8 (Related to Article 22) 様式 8（第 22条関係） 

Application (Approval) for Acquisition of Radioisotopes 
平成  年度 放射性同位元素搬入願（承認書） 

 
DATE：平成    年    月    日 

To: Radiation Protection Supervisor 
放射線取扱主任者 殿 

Responsible person who brings in        搬入責任者 

Department 所 属                                   

Full Name 氏 名                    印 

I apply for approval of bring in radioisotopes as follows. 
下記の通り、放射性同位元素を搬入したいので承認願います。 

Note 
記 

Nuclei type and quantity to bring in 
搬入核種および数量 

 Bq 

Chemical form of the nuclei type 
(Name of compound, etc.) 
核種の化学的形状（化合物名等） 

 

Physical form of the nuclei type 
核種の物理的形状 

Gas・Liquid・Solid (Powder・      ) 
気体・液体・固体（粉末・    ） 

Type of container for transportation 
運搬容器の種類 

 

Condition of package 
梱包の状態 

 

Surface dose rate of the container to bring in 
搬入容器の表面線量率 

μSv/hr 

Facility to bring in 
搬入する施設 

*Attach a description of route between institutes. 
＊別紙に事業所間の道順を記載する 

Person to bring in 
搬入者氏名 

*When using a car, name of the driver is also required. 
＊自動車を使用する場合、運転者名も記載すること 

Purpose for bringing in 
搬入目的 

 

Expected date and time of bringing-in 
搬入予定年月日 年   月   日   時   分

 
Bringing radioisotopes into this institute is approved. 

当事業所への搬入を承認いたします。 

Signature (and stamp) by:                
Radiation Protection Supervisor 

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University 
沖縄科学技術大学院大学 

放射線取扱主任者 
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Form 9 (Related to Article 22) 9 22  

Application (Approval) for Transfer of Radioisotopes 

  

 
DATE  

To: Radiation Protection Supervisor 

Responsible person who takes out         

Department                                     

Full Name           

I apply for approval of taking out radioisotopes as follows. 

 

Note 
 

Nuclei type and quantity to bring out 

 
 Bq    

Chemical form of the nuclei type (Name of 

compound, etc.) 

 

 

Physical form of the nuclei type 

 

Gas Liquid Solid (Powder ) 

 

Type of container for transportation 

 
 

Condition of package 

 
 

Surface dose rate of the container to take out 

 
μSv/hr   

Facility to bring out 

 

*Attach a description of route between institutes. 

 

Person to bring out 

 

*When using a car, name of the driver is also required. 

 

Purpose for bringing out 

 
 

Expected date and time of taking-out 

 

 

     

 

Taking radioisotopes out of this institute is approved. 

 

Signature (and stamp) by:  

Radiation Protection Supervisor 

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University 
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Form 10 (Related to Article 26) 様式 10（第 26条関係） 

 

Radioisotopes Transportation Log 
放射性同位元素運搬記録 

 
（FY 20      ） 
（平成  年度） 
 
 
 
 

Name of Consignor 

荷  送  人 
   

Name of Consignee 

荷  受  人 
 

Name of courier or person being entrusted with 
transportation 

運搬を委託された者の氏名又は名称 
 

Date of transportation 

運搬の年月日 
 

Section of 
transportation 

輸 送 区 間 
 

Place of origin 発 地  

Place of destination 着 地  

Object of 
transportation 

輸 送 物 

Type 種 類  

Name 名 称  

Nuclei type 核 種  

Quantity 数 量  

Method of transportation 

運搬の方法 
 

Full name of the personnel who engage in the 
transportation 

運搬に従事する者の氏名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiation Protection Supervisor 
放射線取扱主任者 

Facility Director 
施設長
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Form 10 (Related to Article 26) 様式 10（第 26条関係） 

 

Radioisotopes Transportation Log 
放射性同位元素運搬記録 

 
 
（FY 20      ） 
（平成  年度） 
 
 

Measurement Log 
測  定  記  録 

Date of transportation 
運搬の年月日 

 

Object to transport 
輸送物 

Type 
種 類 

 

Name 
名 称 

 

Object in container 
収納物 

Nuclei type 
核 種 

 

Quantity 
数 量 

 

Date of measurement 
測定年月日 

 
Criteria 
判断基準 

Maximum value of 
1 cm dose equivalent 

rate 
1センチメートル 
線量当量率の最大値

 

Object 
to transport 
輸送物 

Surface；              μSv/h 
表面

≦2mSv/h 

１m from surface；          μSv/h 
表面から1ｍ

≦100μSv/h 

Vehicle 
車 両 

Surface；              μSv/h 
表面

≦2mSv/h 

１m from surface；          μSv/h 
表面から1ｍ

≦100μSv/h 

Driver’s sheet 
運転席 

                 μSv/h ≦20μSv/h 

Surface concentration 
表面密度 

             Bq/cm2 

α nuclei type ≦0.4Bq/cm2 

α核種 

other than αnuclei type 
 ≦4Bq/cm2 

α核種以外 

Notices/Signs 
表示・標識 

 

Seal 
封印 

 

Inspector 
点検者 

 

Measurement instruments 
測定器 

 

 

Radiation Protection Supervisor 
放射線取扱主任者 

Facility Director 
施設長
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Form 1 (Related to Article 4)  

Special Working Plan (Approval) 

 

 

Radioisotope 
(Use/Non-use) 

 

Nuclei type 
 

Half-life 
 

Radiation 
 

Max. daily use 
limit 

 

Planned max. 
daily use 

 

Physiochemical form 
 

  

Days/years 
 α・β・γ・EC 

 
          
MBq 

 
          
MBq 

  

RI Registration No., 
Remaining amount, etc. 

 

RI Reg. No.       , Remaining amount        （M・k）Bq As of (date): 
                                                                                       

 

Names of users 
 

Name and Department of representative of the experiment:                 Extension # 

 

Name of Experimenter: 

 

Duration of use 
 

  Starts on                                Ends on                       

   

Name of working room to 
be used 

 
  

Purpose of use 
 

  

Description of work 
 

* Attach a document of detailed description of the experiment intended.  The description  must 
be clear so as to be easily understood by a person who is not a specialist of the same field. 

 

Conditions during use 
 

* OIST Regulations for prevention of Radiation Hazard are applied. 
In addition, describe matters such as requesting coordination with other users, etc. 

 

Kinds of wastes to be 
produced and methods of 

disposal-by-storage 

 

  

Notes by Radiation 
Protection Supervisor 

 

  

Remarks  

Note : Duration of use shall be one year and if a continuation is necessary, submit a new sheet of plan for each continuance. 
 

 

Supervisor 

 

Facility Director 

 

    

Decision 

 

Approved／Not approved 

 

Date of approval 

 

On:                                
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Form 1 (Related to Article 4)  

Describe in detail of the matters such as materials, methods, instruments to be used in the experiment, in the order of 

experimental procedure. 
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Form 2 (Related to Article 5) 2 5  

Application for Handling Facility Overtime Use 

 

 
DATE  

To: Radiation Protection Supervisor 

Division : 

                                                                                              

Name of Use Representative Investigator : 

                                                           

Name of Experimenter : 

                                                              

 

 

Description of matters concerning radioisotopes to be used 

 

Site of use 

 

 Types of radioisotope and 

instrument 

 

 

Purpose of use 

 

 

Planned duration of use 

 

Starts at:                          on  Ends at: 

 

        

Reasons for overtime use 

 

 

Remarks 

 

Sign/stamp of person to be present on the applied date:  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Decision 

 

Approved/Not approved 

 

Date of approval 

 

 On:             

   Supervisor 
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Form 1 (Related to Article 3) 1 3  

 
Application (Approval) for Joint Use of RI Facility 

  
 

DATE  

To: President   

 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University 

 

 

Applicant   

Affiliation   

Full Name  
 
                                                                   

Signature/Stamp

Address 1  
 
 

Phone   

e-mail   
 

Principal Investigator/Full Name 

 

 

                                                                         

Signature/Stamp  

I hereby submit an application for granting approval of the use described below. I will comply with the provisions of the 
Rules etc. and instructions of the University during the use. I also understand that the University is not responsible for 
any damage caused to equipment etc. brought into the RI Facility by the user. 

 

Note／記 

1 Purpose of Use  

                                                                                                      

2  Duration of Use: From    To                        

3  Nuclide to be used and Total Amount of Activity to be used during the above period (Bq):                           

(Bq)                                  

4  Names of Users (Identify all members including the applicant.)  

Name 
 

Sex 
 

Affiliation 
 

Position 
 

Address 
 

Phone 
 

Total years of 
experience using 

radioisotopes 
 

 

       

       

       

       

Approval is granted to the above Application. 

Date：                        

President：                                                                                   

Signature/Stamp  
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