
 
別紙１ 

 

平成２７年度 放射線障害防止のための教育訓練（新規，更新・冬期） 

日時：平成２８年１月２２日（金）９：００～１６：００ 

         会場：情報基盤センター南館 103室（9:00～12:35） 

                         アイソトープ総合センター（13:30～16:00） 

 

 

時 間 内      容 講 師 

8:55～9:00 受付  

9:00～9:05 開会挨拶 放射性同位元素等管理委員会委員長 

9:05～9:35 放射線の人体に与える影響（30分） 

アイソトープ総合センター 

センター長・教授 

畠山 鎮次（ビデオ講義）  

9:35～10:35 
放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の

防止に関する法令（60分） 

先端生命科学研究院 

教授 

幸田 敏明（ビデオ講義） 

10:35～11:35 
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱いのⅠ 

（60分） 

アイソトープ総合センター 

講師 

西嶋 剣一（ビデオ講義） 

11:35～12:35 
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱いのⅡ 

（60分） 

工学研究院 

教授 

小崎 完（ビデオ講義） 

12:35～13:30 休憩（55分）  

13:30～16:00 

放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱いのⅢ 

（実習）(150分) 

① 管理区域への入退方法 

② サーベイメータの取り扱い 

③ 放射性同位元素の安全取り扱い（コールドラン） 

アイソトープ総合センター 

 

（注）本教育訓練を受講する場合，新規・更新にかかわらず，原則としてすべての内容の受講が必要となり

ますが，特別措置として更新登録者は，午前の項目（9:00-12:35）のみの受講でも有効とします。そ

の場合，9:00-12:35のすべての項目の受講が必要となります。 
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平成２７年度 放射線障害防止のための教育訓練（新規，更新・外国人・冬期） 

日時：平成２８年１月２２日（金）９：００～１６：００ 

         会場：情報基盤センター南館 105室（9:00～12:35） 

                         アイソトープ総合センター（13:30～16:00） 

 

時 間 内      容 講 師 

8:55～9:00 受付  

9:00～9:05 開会挨拶 放射性同位元素等管理委員会委員長 

9:05～9:35 Health Effect（放射線の人体に与える影響）（30 min） 

アイソトープ総合センター 

センター長・教授 

畠山 鎮次 (Video Lecture) 

9:35～10:35 
Legal Issue（放射性同位元素及び放射線発生装置による 放

射線障害の防止に関する法令）  DVD併用 (60 m i n ) 

先端生命科学研究院 

教授 

幸田 敏明 (Video Lecture) 

10:35～11:35 
Safe Handling [Basics]（放射性同位元素等又は放射線 発

生装置の安全取扱いのⅠ－基礎－）（60 min） 

アイソトープ総合センター 

教授 

久下 裕司 (Video Lecture) 

11:35～12:35 
Safe Handling [Applied]（放射性同位元素等又は放射

線 発生装置の安全取扱いのⅡ）（60 min） 

安全衛生本部 特任

准教授  

久保 直樹 (Video Lecture) 

12:35～13:30 休憩（55分）  

13:30～16:00 
Safe Handling [Practice]（放射性同位元素等又は放射

線 発生装置の安全取扱いのⅢ）（150 min） 
アイソトープ総合センター 

（注）本教育訓練を受講する場合，新規・更新にかかわらず，原則としてすべての内容の受講が必要となり

ますが，特別措置として更新登録者は，午前の項目（9:00-12:35）のみの受講でも有効とします。そ

の場合，9:00-12:35のすべての項目の受講が必要となります。 
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Education and training in the prevention of radiation hazards for staff and 
students from abroad at Hokkaido University (Winter 2015) 
 “Education and training of persons applying for new registration as a user of 
radioisotopes, radiation generators, etc.” 

Language: English 
1. Schedule: Friday, January 22th, 2016 
            9:00 - 12:35 (Video Lectures) 

13:30 - 16:00 (Practice) 
 
2. Reception time & place: 

(Morning: reception is from 8:55 to 9:00) 
105, 1st floor, South building, Information Initiative Center 
(Afternoon: reception is from 13:20 to 13:30) 
Entrance of the North Building, Central Institute of Isotope Science 
 

3. Eligible applicants: Staff and students from abroad who fall under any of the 
following provisions: 
① A person applying for new registration as a user of radioisotopes, radiation 

generators, etc. 
② A person applying to renew registration as a user of radioisotopes, radiation 

generators, etc. 
 
4. Notes 
Please bring your university ID. Please note that there is no space to park your car. 
You must complete all education and training sessions to receive new or to renew 
registration. However, during THIS TERM ONLY, a person of provision ② is 
permitted to complete the training by only taking the morning lectures (9:00-12:35). 
This is a special measure only in place for the current term. 
The duration of and topics covered in the education and training sessions are 
regulated by law in Japan. Radiation workers must attend all the education and 
training sessions. 
Arriving late (Important) 
If you are late, regardless of the reason, you will NOT be allowed to take these 
education and training sessions. 
Leaving early (Important) 
You CANNOT leave these education and training sessions early. 
 

http://ejje.weblio.jp/content/entrance
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5. Items 
Friday, January 22th, 2016 (Video Lectures) 

Time Item Speaker 

9:00 - 9:05 Opening remarks 

Radioisotopes 
committee，
Committee 
chairperson 

9:05 - 9:35 Effects of radiation on the human body (30 min) 

Graduate School of 
Medicine 
Professor  
Shigetsugu 
Hatakeyama  

9:35 - 10:35 
Laws and regulations concerning the prevention of 
radiation hazards due to radioisotopes and radiation 
generators (with DVD) (60 min) 

Faculty of 
Advanced Life 
Science 
Professor Toshiaki 
Koda 

10:35 - 11:35 Safe handling of radioisotopes, etc. [Basics] (60 min) 
Central Institute of 
Isotope Science 
Professor Yuji Kuge 

11:35 - 12:35 Safe handling of radioisotopes, etc. [Applied] (60 min) 

Office of Health 
and Safety 
(Specially 
Appointed) 
Associate Professor 
Naoki Kubo 

 
(Practice) ※ 

Time Item Instructor 

Friday, 
January 
22th,  
13:30 - 16:00 

Safe handling of radioisotopes, etc. [Practice] (150 min) 
Central Institute of 
Isotope Science 

※ A limited number of people can attend this practice. 
 



Information Initiative Center 
South Bldg.



Central Institute of Isotope Science

Entrance
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