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1. 専⾨研究会の概要

1.1 専⾨研究会の設⽴趣旨と活動⽅針 
 本専⾨研究会は、平成 30 年度〜令和元年度に活動を⾏った。以下に、設⽴当時の趣旨を
⽰す。平成 30 年の放射線障害防⽌法（改正後の放射性同位元素等規制法）の改正に向けた
議論を機に、放射線施設における安全⽂化の醸成活動に関する意⾒交換、議論が活発化して
きた。国際的には 2017 年度、IRPA のなかに Radiation Protection Culture に関する TG が
設置され、欧州を中⼼に関連の活動が開始された。⼀⽅、具体的な対応、活動に関する放射
線施設管理者の考えや悩みは多様であることが、平成 28 年度に公開された原⼦⼒規制庁の
報告書（平成 28 年度放射線対策委託費「品質保証制度の導⼊に向けた規制制度のあり⽅に
関する調査」事業調査報告書）でも明らかになってきた。したがって、各放射線施設におけ
るその活動の実態をより深く調査し得られたデータを整理することが次の課題であった。
改正法令の運⽤を定めたガイドラインが平成 30 年初頭に公開されたことから、その国内外
の背景と現状を整理し、中⻑期的な課題を学際的な視点でまとめ、当局やステークホルダー
と共有する絶好の時機であった。⽇本放射線管理学会や⽇本アイソトープ協会放射線安全
取扱部会等との連携研究、協⼒活動にも適した事業であった。 

活動⽅針は以下の通りとし、年 3回程度の会合開催及びインターネットを利⽤した会議
システム・電⼦メールによる意⾒交換を主体として進めた。研究会員⾃⾝及び関係者から
の聴収等による情報収集、公開情報に基づく現状調査等を⾏い、国内各施設の活動等の現
状整理及び課題の抽出・整理を⾏った。国外状況の情報収集の対象としては、IRPA，SRP 
等が想定された。また、平成 28 年度原⼦⼒規制庁報告書で公開された施設管理者の意識
調査データを統計的な視点で再分析した。この結果を基に、関連学会の学術⼤会等多数の
参加者が集まるイベントでアンケート調査を実施し、平成 28 年度の原⼦⼒規制庁報告書
公開後の状況を追跡した。活動報告書とりまとめの前にシンポジウムを開催して関係者か
ら広く意⾒を募った。報告書の内容を基に、英語による簡略版を作成し、国際放射線防護
協会(IRPA; International Radiation Protection Association)、英国放射線防護学会(SRP; the 
Society for Radiological Protection)等へフィードバックすることも⽬的の⼀つとした。 
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1.2 専⾨研究会の構成 

主査 加藤 真介 横浜薬科⼤学 
委員（幹事） ⾼橋 賢⾂ ⼤阪⼤学 
委員（幹事） ⼩芝 嵩⼤ 東京⼤学 
委員（担当企画委員） 桧垣 正吾 東京⼤学 
委員 ⼆ツ川 章⼆ ⽇本アイソトープ協会 
委員 三浦 太⼀ ⾼エネルギー加速器研究機構 
委員 ⽶内 俊祐 放射線医学総合研究所 
委員 古⽥ 雅⼀ ⼤阪府⽴⼤学 
委員 飯塚 裕幸 東京⼤学 
委員 菅井 研⾃* 千代⽥テクノル 

*平成 30 年 12⽉より
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2．専⾨研究会の活動内容 
 
2.1 会合等の概要 
2.1.1 第 1回専⾨研究会会合 
⽇時：平成 30 年 8 ⽉ 6 ⽇(⽉) 13:00~16:10 
会場：東京⼤学⼯学部 12 号館 2 階 222 号室 

 ・先⾏して実施したアンケート集計結果の中間報告及びその分析結果の報告があった 
・今後の活動計画を決定した 
（議事録およびアンケートの内容は、資料 1 を参照） 
 

2.1.2 第 2回専⾨研究会会合 
⽇時：平成 30 年 12 ⽉ 10 ⽇(⽉) 13:00~15:00 
会場：東京⼤学⼯学部 12 号館 2 階 222 号室 
・これまでに実施したアンケート集計結果報告及びその分析結果に関する議論を⾏った 
・アンケートに関する集計結果の表記法や今後の解析に関する議論を⾏った 
・新研究会員として菅井研⾃⽒の参加を承認した 
（議事録は、資料 2 を参照） 
 

2.1.3 第 3回専⾨研究会会合 
⽇時：令和元年 6 ⽉ 9 ⽇(⽉) 17:30~19:00 
会場：東京⼤学⼯学部 12 号館 2 階 222 号室 
・解析結果の確認作業を⾏い、さらなるサンプルの回収は⾒込めないものの全体の傾向は
把握されてきたことを確認した。 
・情報収集活動は終了とし、集計された情報を様々な⾓度から多⾯的に解析することにし

た 
・第 52回保健物理学会研究発表会（第 2回合同⼤会）企画セッションの内容を検討した 
（議事録は、資料 3 を参照） 
 

2.1.4 第 4回専⾨研究会会合 
⽇時：令和元年 9 ⽉ 9 ⽇(⽉) 14:00~17:00 
会場：東京⼤学⼯学部 12 号館 2 階 222 号室 
・解析された結果について議論が交わされ、放射線安全⽂化に対する考え⽅の事業所形態

による違いが確認された 
・第 52 回保健物理学会研究発表会（第 2 回合同⼤会）企画セッションの準備状況を確認

した 
・最終的なまとめの⽅向性を検討した 
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（議事録は、資料 4を参照） 
 

2.1.5 メール会議 
⽇時：令和元年 12⽉ 27 ⽇(⽉) ~令和 2 年 1⽉ 14⽇(⽕) 
・報告書の作成に向け、内容と執筆分担の確認を⾏った 

 
2.2 ⽇本保健物理学会のイベントにおける活動 
2.2.1 ⽇本保健物理学会第 51回研究発表会（平成 30 年 6 ⽉ 29~30 ⽇、札幌） 
 参加者にアンケートへの回答依頼を⾏った。 
 
2.2.2 ⽇本保健物理学会シンポジウム（平成 31 年 1⽉ 12 ⽇、東京医療保健⼤学） 
 参加者にアンケートへの回答依頼を⾏った。 
 
2.2.3 ⽇本保健物理学会第 52回研究発表会 
企画セッションを開催した。 

⽇時：令和元年 12 ⽉ 6 ⽇(⾦) 9:30~10:30 
会場：東北⼤学⻘葉⼭新キャンパス 環境研⼤講義室 
プログラム： 
・放射線安全⽂化の醸成に関する専⾨委員会の活動~平成 28 年度「品質保証制度の導⼊に

向けた規制制度のあり⽅に関する調査」から~ 
公益社団法⼈⽇本アイソトープ協会 ⼆ツ川章⼆ 
・原⼦⼒/放射線施設における安全⽂化の醸成に関する国際動向-英国・カナダでの現地調

査と IRPA-TG 活動の紹介- 
東京⼤学 飯本武志 
・放射線安全⽂化の醸成に関するアンケート調査結果報告 
横浜薬科⼤学 加藤真介 
（講演予稿および講演内容は、資料 5を参照） 

 
2.3 他団体における活動 
 2.3.1 学会等におけるアンケートへの回答依頼 
 以下の他学会等のイベントに研究会員が参加または開催事務局の協⼒を得て、参加者に
回答依頼を⾏った（アンケートの内容は資料 1）。 
・2018 年製薬放射線研修会（平成 30 年 6 ⽉ 14~15⽇、東京・川崎） 
・⼤型加速器施設の利⽤に関する放射線業務従事者教育訓練のあり⽅に関するワークシ
ョップ（平成 30 年 6 ⽉ 24~25⽇、⼤阪⼤学） 
・⽇本放射線看護学会第 7回学術集会（平成 30 年 9 ⽉ 8~9⽇、⻑崎） 
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・2018 ⽇本放射化学会年会・第 62回放射化学討論会（平成 30 年 9 ⽉ 18~20 ⽇、京都⼤
学） 
・⽇本放射線影響学会第 61回⼤会（平成 30 年 11⽉ 7~9⽇、⻑崎） 
・⽇本放射線安全管理学会第 17回学術⼤会（平成 30 年 12⽉ 5~7 ⽇、名古屋⼤学） 
・放射線障害防⽌中央協議会平成 30 年度放射線安全管理研修会（平成 31 年 2⽉ 25⽇、
東京）、（平成 31 年 3⽉ 1 ⽇、⼤阪） 
・第 75 回⽇本放射線技術学会総会学術⼤会（平成 31 年 4 ⽉ 11~14⽇、横浜） 

 
2.3.2 ⽇本アイソトープ協会 平成 30 年度放射線安全取扱部会年次⼤会（第 59回放射線管

理研修会）における発表 
⽇時：平成 30 年 10⽉ 25~26⽇ 
会場：仙台銀⾏ホール イズミティ 21 
・ポスター発表を⾏い、参加者にアンケートへの回答を依頼した 

（講演予稿およびポスターは、資料 6を参照） 
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3．成果のまとめ 
 

本専⾨研究会の活動による成果の概要を以下に⽰す。 
本専⾨研究会設⽴の動機の⼀つとなっている平成 28 年度の原⼦⼒規制庁の報告書では、

放射線施設管理者から収集した情報をもとに放射線安全⽂化の醸成に関わる要素分析の必
要性が⽰された。⼀⽅で、その醸成には管理者以外に利⽤者、経営層の理解が必要で、これ
らの組織構成者の意識の統⼀がなされていないと達成できない。また、その意識の統⼀は構
成員同⼠の関係性・緊密性に依存すると考えられるが、その状況は事業所形態や事業所規模
によって異なる可能性がある。 
以上の背景の下、本専⾨研究会の調査では、組織構成員、事業所形態、事業所規模などに

より、放射線安全⽂化の醸成に対する意識の違いがあるかどうかを⾒出すために様々な機
会を通じて調査を⾏った。 
調査項⽬の概要は以下の通りとした（全⽂は資料 1 に収録）。 
・（回答者の属性）所属機関の種類、職務、勤務状況、使⽤線源・使⽤状況、施設における
⼈数 
１.あなたの施設における放射線安全対策の優先度・達成度 
① 重⼤な事故・トラブルとして想定される項⽬およびその対策の優先度および達成度

（優先度に⾒合う対策がどの程度とられているか） 
② 安全対策のため実施している項⽬およびその効果の程度 
２．放射線安全活動へのかかわり 
① あなたにとって放射線安全活動上の“トップ”は誰ですか？ 
② あなたにとって放射線安全活動上の“リーダー” は誰ですか？ 
③ “トップおよびリーダー”の放射線安全活動へのかかわりの必要性の程度 
④ “トップおよびリーダー”は放射線安全活動にかかわってますか？ 
⑤ 問題等を報告する仕組みの充実度 (満⾜度)  
３.放射線安全活動上の意思決定 
① 放射線安全活動上の意思決定において，あなたが考える障害となっている項⽬およ
びそれが改善した際の効果の程度・実現可能性 
② 放射線安全活動上の意思決定において，あなたが考える各部署等のかかわりの重要

度および達成度（重要度に⾒合うかかわりがどの程度なされているか） 
4．放射線安全活動上の意思決定における取組み 
① 組織 (あるいは施設) として適切な意思決定を⾏う上で、あなたが考える下記項⽬の
必要性の程度。また、実際に実施している場合は、その達成度（必要性の程度に⾒合うかか
わりがどの程度なされているか） 
② 組織（あるいは施設）として、放射線施設・放射線作業に潜む“危険の兆候”を探る上

で，あなたが考える下記項⽬の必要性の程度。また、実際に実施している場合は、その達成
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度（必要性の程度に⾒合うかかわりがどの程度なされているか） 
主な結果の概要を以下に⽰す（その他の解析結果は資料 5に収録）。 
1―①重⼤な事故・トラブルとして想定される項⽬およびその対策の達成度の認識 
・医療機関が他の事業所に⽐べて低い傾向 
・主任者とそれ以外の者との⽴場の違いでは、医療機関では主任者以外の者が多少厳しい
評価、研究機関では主任者が多少厳しい評価をする項⽬もあった 
1―②安全対策のため実施している項⽬ 
・⼩規模事業所の⽅が、効果を低く評価する傾向 
・主任者とそれ以外の者との⽴場の違いでは、医療機関では主任者以外の者が多少厳しい
評価をし、教育機関・研究機関では主任者とそれ以外の者の認識が違う傾向にあった 
2―①および② あなたにとって放射線安全活動上の“トップ”、 “リーダー” は誰ですか？ 
・全ての機関において、主任者は事業所の⻑にトップとしての責任を認識して欲しいと感
じている 
・医療機関および教育機関では、主任者とそれ以外の者でリーダーに対する認識が異なっ

ている 
・医療機関では、主任者は部⾨の⻑、それ以外の者は主任者をリーダーと考えている 
・教育機関では、主任者は主任者、それ以外の者は部⾨の⻑をリーダーと考えている 
3―① 放射線安全活動上の意思決定において，あなたが考える障害となっている項⽬お

よびそれが改善した際の効果の程度・実現可能性 
・研究機関では、主任者は経費⾯、それ以外の者はトップの意識の変化を望む 
3―② 放射線安全活動上の意思決定において，あなたが考える各部署等のかかわりの重
要度および達成度（重要度に⾒合うかかわりがどの程度なされているか） 
・医療機関の主任者はトップおよびリーダーの関与が重要と考えているが、達成度を低く
評価 
4―① 組織 (あるいは施設) として適切な意思決定を⾏う上で、あなたが考える下記項⽬

の必要性の程度。また、実際に実施している場合は、その達成度（必要性の程度に⾒合うか
かわりがどの程度なされているか） 
・⼩規模事業所や医療機関が、達成度を低く評価する傾向 
・主任者とそれ以外の者との⽴場の違いでは、医療機関では主任者以外の者が多少厳しい 
以上のように、管理者と管理者以外との⽴場の違いによって、または事業所形態によって

意識が異なっていることを⾒出した。この意識の違いを⽣む原因を明らかにし、それを取り
除くために必要な具体的な⼿法を検討することが残された課題である。以上の詳細な報告
は別に取りまとめ、「保健物理」誌への投稿を準備している。 
上記の成果および国内外での動向を背景に、本専⾨研究会の後継事業として臨時委員会で

ある「放射線安全⽂化についての意識と実践に関する検討委員会」が設⽴され、令和 2 年度
より更に 2 年間の活動を⾏うことになった。詳細な背景及び活動⽅針を以下に⽰す。 
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2017 年に IRPA の中に設置された HERT-TG（⾼等教育・研究施設における放射線安全
⽂化に関するタスクグループ）がイギリスでの経験を基盤とした「10 の視点で整理された
キーワード」に基づく各国アンケートを開始し、関係国からの知⾒集約を開始した。また、
国内では、RI 法の改正により、実務・現場の中で放射線安全⽂化を⽇々考え、実際に⾏動
する段階に⼊った。これらの例のように、放射線安全⽂化に関する国内外の動向が活発化し、
議論や活動もより具体的になってきている。そこで、臨時委員会では、特に、事故トラブル
の防⽌と緊急時対応を重点的なテーマとして、放射線安全⽂化についての国際動向を調査
し、現場の放射線安全⽂化を醸成する仕組みを提⾔することを主たる活動⽬標とする。 
専⾨研究会で残された課題である「意識の違いを⽣む原因を明らかにし、それを取り除く

ために必要な具体的な⼿法を検討すること」は、現状の調査研究⼿法を継続発展させる形で
明らかにしていく。例えば、「10 の視点で整理されたキーワード」を活⽤し、安全⽂化の醸
成に効果的なアプローチ⽅法に点数を付けてもらう⽅式でのアンケート調査を⾏い、結果
の分析を進めつつある。 
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（資料 1） 
 

平成 30 年度 「放射線安全⽂化の醸成に関する専⾨研究会」 第 1 回 会合 
 
○⽇ 時：平成 30 年 8 ⽉ 6 ⽇（⽉） 13:00〜16:10 
○場 所：東京⼤学 浅野キャンパス ⼯学部 12 号館 2 階 222 号室 
○出席者： 

主査：加藤 真介⽒（横浜薬科⼤学） 
幹事：⼩芝 嵩広⽒（東京⼤学） 
飯塚 裕幸⽒（東京⼤学） 
⼆ツ川章⼆⽒（⽇本アイソトープ協会） 
古⽥ 雅⼀⽒（⼤阪府⽴⼤学） 
三浦 太⼀⽒（⾼エネルギー加速器研究機構） 
⽶内 俊祐⽒（量⼦科学研究開発機構） 

オブザーバー： 
佐藤 暢秀⽒（東京電⼒） 
熊澤  蕃⽒（JHPS 会員、旧原研、旧 JNES、旧原安委事務局技術参与) 
藤島かおり⽒（⽇本アイソトープ協会） 
⼭元 真⼀⽒（⽇本アイソトープ協会） 

議 ⻑：加藤真介主査 
 
配布資料 
・「放射線安全⽂化の醸成に関する専⾨研究会」設⽴趣旨 
・「放射線安全⽂化の醸成に関する専⾨研究会」メンバーリスト 
・放射線安全⽂化の醸成に関するアンケート 
・アンケート集計結果中間報告書 
・今後のアンケート調査実施予定 
 
議事概要 
１．アンケート集計結果の中間報告及びその分析結果 

本研究会の設⽴の趣旨について加藤主査より説明があった。引き続き、これまでに実施
したアンケート集計結果の中間報告が⼩芝幹事より⾏われた。これについて、議論した結
果、現段階でのサンプル数では深いレベルでの分析はまだ困難であることが確認された。
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また、回答者に質問の意図がより正確に伝わるようアンケートのいくつかの設問を修正す
べきという提案があった。その結果、これまでに収集された調査結果が無駄にならず、今
後の調査結果との統合が可能となる範囲内での修正を⾏うことで承諾された。これに基づ
き、修正案の検討が⾏われた結果、8箇所の修正について承認された。 

 
 
２．今後の活動予定 

今後のアンケート実施を検討している場について加藤主査より提案があった。これに対
して、様々な業種の使⽤者からも情報収集するべきとの意⾒が出され、承諾された。これ
に基づき、議論した結果、13 の場における実施を検討することが承認された。 
次回の会合予定⽇時は、以下となった。 

○⽇ 時：平成 30 年 12 ⽉ 10 ⽇（⽉） 13:00〜17:00 
○場 所：東京⼤学 浅野キャンパス ⼯学部 12 号館 2 階 222 号室 
 
----------------------------- 
 

〜承認事項の詳細〜 
 
◆アンケートの修正点 
Ⅰ. 属性情報の職務について 
・事業所⻑→事業所⻑(社⻑、学⻑、院⻑、理事⻑  等)に変更 
・放射線業務従事者、放射線取扱・・・ 
→上記以外の放射線業務従事者、放射線取扱・・・に変更 

・誤った回答にならないように設問⽂章内の重要箇所を強調する 
Ⅱ. 設問２−①及び設問２−②について 
・事業所⻑(社⻑、学⻑、院⻑ 等)→事業所⻑(社⻑、学⻑、院⻑、理事⻑ 等)に変更 
Ⅲ. 設問２−③について 
・かかわりを望みますか？→かかわりの必要性の程度をお答えください。に変更 
Ⅳ. 設問２−④について 
・事業所⻑→理事⻑に変更 
・数年間に 1,2 回程度→1 年間に 1 回程度に変更 
・数か⽉に 1,2 回程度→1ヶ⽉に 1,2 回程度に変更 

① 2018/6/14-15 製薬放射線研修会

② 2018/6/20-21
大型加速器施設の利用に関する放射線業務従事者教育訓練の

あり方に関するワークショップ－法令改正に向けて

③ 2018/6/29-30 日本保健物理学会

これまでのアンケート実施場所
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・数週間に 1,2 回程度→1週間に 1,2 回程度に変更
Ⅴ. 設問３−①について 
・法令の厳しさ、作業者の意識、安全管理に係る庶務の項⽬を追加

Ⅵ. 設問３−②について 
・経理職、経理職以外の事務職を削除
・予算の権限を有する者、⼈事の権限を有する者を追加
Ⅶ. 設問４−①について 
・達成度を追加
Ⅷ. 設問４−②について 
・設問に「(⼀般安全の中に含まれる場合も可)」の⽂⾔を追加
・効果の程度→必要性の程度および達成度に変更

◆今後のアンケートの実施予定

以上 

① 2018/9/5-7 日本原子力学会　秋の大会 岡山大学 津島キャンパス

② 2018/9/8-9 日本放射線看護学会 長崎大学医学部

③ 2018/9/11 平成30年度　大学等における放射線安全管理研修会 東京大学農学部 弥生講堂

④ 2018/9/15-17 医学物理学会学術大会 いわて県民情報交流センター

⑤ 2018/9/18-20 2018日本放射化学会年会・第62回放射化学討論会 京都大学 吉田キャンパス

⑥ 2018/10/4-6 第46回　日本放射線技術学会秋季学術大会 仙台国際センター

⑦ 2018/10/25-26 放射線安全取扱部会年次大会 仙台銀行ホール　イズミティ21

⑧ 2018/11/4 大阪府診療放射線技師会　第28回学術大会 ホテルグランヴィア大阪

⑨ 2018/11/7-9 日本放射線影響学会　第61回大会 長崎ブリックホール

⑩ 2018/11/15-17 日本核医学会学術総会＆日本核医学技術学会総会学術大会 沖縄コンベンションセンター

⑪ 2018/11/21-22 第17回放射線プロセスシンポジウム 東京大学 弥生キャンパス

⑫ 2018/12/5-7 日本放射線安全管理学会 名古屋大学 野依学術記念交流館

⑬ 未定 埼玉県診療放射線技師会
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「放射線安全文化の醸成に関するアンケート」へのご協力のお願い

放射線障害防止法の改正を機に、放射線施設における安全文化の醸成活動に関する意見交換、議論が活発化しておりま

す。このような状況下、具体的な対応、活動に関する放射線施設管理者の考えや悩みは多様であることが、先に公開され

た原子力規制庁の報告書（平成28年度放射線対策委託費「品質保証制度の導入に向けた規制制度のあり方に関する調査」

事業 調査報告書）でも明らかになっております。そのため、どのように意識の改革、管理体制の構築を組織として進めて

いくのが効果的なのかを提案することは、当該文化の醸成において極めて有意義なことであるといえます。しかしながら、

各放射線施設におけるその活動の実態は不明であるため、それを調査・分析し、問題点を整理することが先に取り組むべ

き課題といえます。

上記の調査・分析を目的として、平成30年4月に「放射線安全文化の醸成に関する専門研究会」が日本保健物理学会

に設立されました。本アンケートは、当研究会が実施するもので、放射線施設の利用者や管理者の方々を対象に、関係者

の放射線安全文化に対する認識と各施設におけるその醸成に向けた試みの実態を把握することを目的としております。調

査結果は、分析後、回答者や施設名が類推できない形式で平成31年度の日本保健物理学会の大会にて報告および学会ホ

ームページにて公開させていただく予定です。

何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

平成30年12月（改訂版） 

日本保健物理学会・放射線安全文化の醸成に関する専門研究会

主査 加藤 真介（横浜薬科大学）

幹事 小芝 嵩広（東京大学）

高橋 賢臣（大阪大学）

委員 飯塚 裕幸（東京大学） 

菅井 研自（千代田テクノル）

桧垣 正吾（東京大学）

二ツ川 章二（日本アイソトープ協会）  

古田 雅一（大阪府立大学）

三浦 太一（高エネルギー加速器研究機構）

米内 俊祐（量子科学研究開発機構）   
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放射線安全文化の醸成に関するアンケート 

比較的お時間を要する内容になっております。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

氏名（         ）（任意） 

性別 ☐男☐女 

年代 ☐20才代以下 ☐30才代 ☐40才代 ☐50才代 ☐60才代以上 

所属施設名（ ）（任意） 

あなたの所属機関 

☐医療機関 ☐教育機関 ☐研究機関 ☐民間機関 ☐その他（ ） 

あなたの勤務状況 

☐常勤職員 ☐非常勤職員 ☐非職員（学生等）

職務 (複数の職務を兼務する場合は主たる職務を選択してください) 

☐事業所長(社長、学長、院長、理事長 等)

☐放射線取扱主任者 ☐放射線管理実務者

☐放射線取扱主任者ではないが、管理・取扱の責任者

☐品質保証責任者

☐放射線安全に係る委員会メンバー ☐安全(放射線以外を含む)に関する有識者

☐上記以外の放射線業務従事者、放射線取扱者等放射線業務に従事する者

☐その他（ ） 

使用線源・使用状況（複数回答可） 

☐密封RI ☐非密封RI ☐放射線発生装置(治療用)

☐放射線発生装置(PET製剤合成用サイクロトロン) ☐放射線発生装置(上記以外 ( )) 

☐工業用・研究用エックス線 ☐診療用エックス線

☐放射性医薬品 ☐放射線治療用密封RI
☐原子炉 ☐核燃料J施設  ☐核燃料K施設

☐再処理 ☐その他（ ） 

施設における人数 

放射線業務従事者等の放射線使用者の数 

☐100名以上 ☐10名から100名 ☐10名以下

選任放射線取扱主任者の数（   ）名

放射線安全管理業務に従事する人の数（ ）名 （選任主任者を除く）
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１.あなたの施設における放射線安全対策の優先度・達成度 

① 重大な事故・トラブルとして想定される項目および

その対策の優先度および達成度（優先度に見合う対策がどの程度とられているか）をお答えください。

( 該当しない項目はチェック不要 )

☐自然災害(放射線施設に影響がない) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐自然災害(放射線施設に影響がある) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐火災(放射線施設に影響がない) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐火災(放射線施設に影響がある) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐線源の漏洩 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐線源の紛失・散逸 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐誤照射  (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐被ばく事故(計画被ばく線量限度を超える) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐被ばく事故(計画被ばく線量限度を超えない) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐記帳・手続き等の法令で定められたソフト面の不備 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐施設の劣化等の法令で定められたハード面の不備 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐法令の定めには抵触しないが施設の劣化等のハード面の不備 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐放射線取扱主任者では対応できない事故（ ） (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐その他 ( ) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 

② 安全対策のため実施している項目および

その効果の程度をお答えください。( 実施していない項目はチェック不要 )

☐教育訓練 (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐防災訓練 (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐安全パトロール (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐自主監査(検査を含む) (１☐２☐３☐４☐５☐)

☐ヒヤリハット情報収集 (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐アクシデント事例の収集・分析（発生頻度の数値化など） (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐学会、規制当局の公表情報の収集 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

☐ワーキンググループの設置等による定期的な情報共有 (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐リスクマネジメントシステムの構築 (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐定期的マニュアルの見直し等による緊急時対応の確認・整備 (１☐２☐３☐４☐５☐)
☐その他（ ）   (１☐２☐３☐４☐５☐)
自由記述欄 コメント等ございましたらご自由にご記述ください 

【優先度】 【達成度】
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２．放射線安全活動へのかかわり 

① あなたにとって放射線安全活動上の“トップ”は誰ですか？(複数回答可)
☐事業所長 (社長・学長・院長、理事長  等)
☐部門の長 (部長・学部長・研究科長・施設長・工場長・センター長  等)
☐放射線取扱主任者

☐あなたの上司

☐その他( ) 

② あなたにとって放射線安全活動上の“リーダー” は誰ですか？(複数回答可)
☐事業所長 (社長・学長・院長、理事長  等)
☐部門の長 (部長・学部長・研究科長・施設長・工場長・センター長  等)
☐放射線取扱主任者

☐あなたの上司

☐その他( ) 

③ “トップおよびリーダー”の放射線安全活動へのかかわりの必要性の程度をお答えください。

①および②でチェックした項目および組織内で実際に対応する者のみ回答

(１：不要である  ２：必要性は低い  ３：どちらでもよい ４：必要性は高い ５：必須である)

☐理事長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐院長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐学長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐学部長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐研究科長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐社長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐部長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐施設長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐工場長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐センター長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐放射線取扱主任者 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐あなたの上司 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐その他( ) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
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④ “トップおよびリーダー”は放射線安全活動にかかわってますか？

①および②でチェックした項目および組織内で実際に対応する者のみ回答

(１：０回 ２：1年間に１回程度 ３：1ヶ月に1,2回程度 ４：1週間に1, 2回程度 ５：毎日) 
☐理事長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐院長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐学長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐学部長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐研究科長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐社長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐部長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐施設長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐工場長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐センター長 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐放射線取扱主任者 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐あなたの上司 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐その他( ) (１☐２☐３☐４☐５☐) 

⑤ 問題等を報告する仕組みの充実度 (満足度)をお答えください。

☐所属するグループ内への伝達のしやすさ (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐所属するグループ内への伝達内容浸透までの時間 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
この場合のグループの人数   (     )人

☐組織全体への伝達のしやすさ (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐組織全体への伝達内容浸透までの時間 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
この場合のグループの人数   ( )人 
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３.放射線安全活動上の意思決定 

① 放射線安全活動上の意思決定において，あなたが考える障害となっている項目および

それが改善した際の効果の程度・実現可能性についてお答えください。

☐予算不足 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐人材不足 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐インフラ整備 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐意思疎通のための時間確保の難しさ (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐管理者の知識不足 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐トップの認識と姿勢が不十分 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐作業者の意識 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐法令の厳しさ（煩雑さ） (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐安全管理に係る庶務 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
☐その他 ( ) (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 

② 放射線安全活動上の意思決定において，あなたが考える各部署等のかかわりの重要度および

達成度（重要度に見合うかかわりがどの程度なされているか）をお答えください。

トップ (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
リーダー  (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
実務・現場 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
予算の権限を有する者 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
人事の権限を有する者 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
周辺住民  (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
マスコミ (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
消防機関 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
行政機関 (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
事故等に関わる外部機関（ ） (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 

【重要度】 【達成度】

【効果の程度】 【実現可能性】
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４．放射線安全活動上の意思決定における取組み 

① 組織 (あるいは施設) として適切な意思決定を行う上で、あなたが考える下記項目の必要性の程度をお答えください。

また、実際に実施している場合は、その達成度（必要性の程度に見合うかかわりがどの程度なされているか）をお答

えください。

ボトムアップの意見も考慮に入れる仕組みがある (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
ミーティング・委員会等で意見を共有している  (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
第三者の視点を取り入れている (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
他部署との相互確認を行っている (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
メールによる情報共有を行っている (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐) 
関係者各層から意見を収集している (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)
その他（    ） (１☐２☐３☐４☐５☐) (１☐２☐３☐４☐５☐)

自由記述欄 コメント等ございましたらご自由にご記述ください 

【必要性の程度】 【達成度】
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② 組織（あるいは施設）として、放射線施設・放射線作業に潜む“危険の兆候”を探る上で，あなたが考える下記項目

の必要性の程度をお答えください。また、実際に実施している場合は、その達成度（必要性の程度に見合うかかわり

がどの程度なされているか）をお答えください（一般安全管理の中で実施されている場合も含む）。

◆主観的な日々の意識確認

危険を予知し対策をとる活動・習慣 例）KY活動、CAPAなど 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

ルールを守ることを根付かせる活動・習慣 例）5S活動など 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐)

緊急時対応を実効性のあるものにする活動・習慣 例）訓練など 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

◆客観的な日々の意識確認

内部監査・安全パトロール・施設点検 等 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

◆再発防止・データ収集

品質管理の視点からの対策 例）ISO管理・不適合管理など 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐)

ヒヤリハット収集 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

リスクを分析し対策をとる体制の有無 例）リスクアセスメント 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

◆自己研鑽

各種研修会等への出席 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐)

◆再発防止・情報共有

水平展開・情報共有・トラブル・事故事例紹介 等 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

放射線安全委員会の設置 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐)

◆インセンティブ付与（見返りによる動機付け）

提案制度・表彰制度・リスクマネージャー制度 等 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 

その他（ ） 【必要性の程度】 (１☐２☐３☐４☐５☐) 
【達成度】 (１☐２☐３☐４☐５☐)

自由記述欄 コメント等ございましたらご自由にご記述ください 

ご協力いただき、ありがとうございました。
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（資料 2） 

平成 30 年度 「放射線安全⽂化の醸成に関する専⾨研究会」 第 2 回 会合 

○日 時：平成 30 年 12 月 10 日（月） 13:00～15:00

○場 所：東京大学 浅野キャンパス 工学部 12 号館 2 階 222 号室

○出席者：

主査：加藤 氏（横浜薬科大学） 

幹事：高橋 氏（大阪大学） 

桧垣 氏（東京大学） 

二ツ川 氏（日本アイソトープ協会） 

古田 氏（大阪府立大学） 

三浦 氏（高エネルギー加速器研究機構） 

米内 氏（量子科学研究開発機構） 

オブザーバー：

佐藤 氏（東京電力） 

菅井 氏（千代田テクノル） 

議 長：加藤真介主査 

配布資料 

・放射線安全文化の醸成に関するアンケート

・アンケート集計結果中間報告書

・集計者コメント（小芝氏）

議事概要 

１．アンケート集計結果の報告 

これまでに実施したアンケート集計結果について加藤主査より以下の説明があった。 

現状119件の回答を得ており、今後も幾つかの学協会からの回収が見込まれる。アンケートの収

集は 2019 年 3 月末を目処に終了し、4 月以降はアンケート結果の分析を主たる活動としたい。 

上記について了承され、今後のアンケートは、「保物学会シンポジウム（1/12）」「放射線障害防

止中央協議会（東京 2/25、大阪 3/1）」「環境放射能研究会（3/12-14）」「原子力学会（3/20-22）」

「ＪＲＣ2019（4/11-14）」にて実施することとなった。このうち「原子力学会」は参加者の属性を考える

と、他とは違った傾向を示す可能性があるとの意見があり、全体の解析に含めるかどうかは回収後

に判断することとなった。 

２．アンケート集計結果の分析 

22



集計結果に対して、項目ごとに今後の解析方法について以下の議論が行われた。 

２－１．アンケート回答者について 

・アンケートの母数は妥当なのか？

→現状 130 件の回答があり、今後も増えることを考えると解析する上で支障は無い。

・回収した分野に偏りは無いか？

→医療機関が少ないが、民間、教育、研究は同程度あり、バランスはとれている。

・回答した年代に偏りは無いか？

→20 代が少なく、30 代、50 代が多い。放射線管理に関するアンケートのため、その業務の中

心となる年代が主な回答者になったのではないかとの意見があった。ユーザーの意見を

集められたら、20 代が多くなるのではとの意見があった。 

２－２．安全対策の優先度・達成度について 

・ほとんど変化は見られないかもしれないが、施設規模による違いについて追加の解析をし

てはどうかとの意見があった。 

・上記と同様、使用線源による違いについて追加の解析をしてはどうかとの意見があった。

２－３．トップおよびリーダーの安全活動への関わりについて 

・主任者は主任者をリーダーと考えているのか、実務者や委員会のメンバー等は誰をリーダ

ーと考えているかなど、誰が誰をトップやリーダーと考えているかを解析してはどうかとの

意見があった。 

・トップおよびリーダーが安全活動に関わっているか否かについては、他の結果に比べて顕

著なばらつきが観られた。この項目と所属・施設のパラメータを掛け合わせた解析をして

はどうかとの意見があった。 

２－４．意思決定における取組について 

・必要性の程度と達成度についての回答が、立場の違いによりどの程度異なっているかを解

析したらどうか、さらに所属施設という第 3 のパラメータを掛け合わせた解析はできないか

との意見があった。 

３．アンケート全体に対する議論 

集計結果の表記法や今後の解析について以下の意見があった。 

・質問の回答ごとに総数を入れると分析の参考になる。

・結果は平均値で示されているが、各々にばらつきを付ければ、分析の参考になる。

・職種のパラメータを掛け合わせた解析において、全ての職種について行うと作業が膨大に

なるため、まずは主任者と主任者以外に分けて行ってはどうか。 

４．研究会への新メンバー受入 

菅井研自 氏（千代田テクノル株式会社）の新メンバーとしての受入について了承された。 
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次回会合は平成 31 年 6月 20 日あたりを目処に開催することで了承された。 

以上 
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（資料 3） 

第 3回 保健物理学会放射線安全文化専門研究会 議事録 

日時：令和元年 6月 19 日（水）17：30～19：00 

出席者：加藤（主査）、飯塚、二ツ川、三浦、米内 

議事： 

１．解析結果の確認作業 

２．今後の解析内容の検討 

３．保健物理学会研究発表会・企画セッションに向けての準備について 

４．その他 

１． 解析結果の確認作業について 

小芝氏の解析結果の確認作業を行った。特に下記の内容について議論した。 

1） 前回の研究会以降に回収されたアンケートを追加して解析したが、結果に大きな変動

は見られなかった。なお、以下の傾向がより顕著に確認できた。

①放射線安全活動へのトップ及びリーダーの関わりが望まれているにもかかわらず、

実際には関わっていないと考えられている。 

②放射線安全活動上の意思決定において障害となっているもののうち、作業者の意識

の改善は可能と考えられており、予算のかかる部分やトップの低い意識は改善が難し

いと考えられている。 

2） 放射線安全活動上のトップ及びリーダーは誰であると考えているかについて、主任者

と主任者以外の者との認識の違いを試験的にクロス解析したところ、以下の傾向が確

認できた。

①主任者及び主任者以外の者は共に、事業所長・部門長をトップ、事業所長・主任者

をリーダーと考えている。 

②主任者をトップ、上司をリーダーと考える割合は、主任者よりも主任者以外の者で

高いことが分かった。 

 以上より、主任者以外の者は主任者自身の意識よりも主任者の立場を高く位置付け

ているものと考えられた。 

２．今後の解析内容の検討について 
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1） さらなる情報収集を目指したいが、大幅な調査数の増加は期待できないこと、また今

回の 95 件を加えても前回の解析結果と比べて大きな変化がないこと、および主たる事

業所形態（民間、医療、教育、研究）の占める割合が 20％前後で均一であり、現有デ

ータの解析でも十分に有意義な成果が得られることが見込まれるため、今後は解析作

業に専念することとした。

2） 1-2）より、主任者とそれ以外の者との意識の違いを、他の質問に関しても分析するこ

とで、事業所での放射線安全文化醸成において注視すべきポイントを見出せる可能性

があると考えられた。そこで同様の解析を、全ての質問について行うこととした。

 さらに事業所の状況（形態、規模）や立場（年齢）による意識の違いが見出せる可

能性もあることを踏まえ、以下の分類とクロスさせた解析を試みることとした。 

①事業所の形態(民間、病院、教育、研究)

②規模(100人以上、100人以下等)

③年齢(30代、40代、50代、60代等)

3） 上記のクロス解析を小芝氏に依頼し、保健物理学会の発表申し込み期限日の 8 月末ま

でに本調査の主要な分析を終了することとした。

３．保健物理学会研究発表会・企画セッションに向けての準備について 

1） 本研究会の活動報告の場として 1 時間程度のセッションを企画する必要がある（12 月

開催）。内容として、国内の安全文化醸成の状況、海外の同状況およびデータ解析結

果の 3項目で発表をすることとした。

2） 国内の安全文化醸成の状況については二ツ川氏より、データ解析結果については加藤

主査より各々報告することとなった。海外の安全文化醸成の状況報告については東京

大学の飯本先生にお願いできないか打診することとなった。

４．その他 

1） 今年度が最終活動年度になるため、次年度には活動報告書を学会に提出しなければな

らない。活動成果がまとまり次第、執筆の分担について検討し、作成にとりかかるこ

ととした。

2） 次回の研究会は、東京大学 浅野キャンパス 工学部 12 号館 2 階 222 号室にて、9 月 9

日～20 日の間に開催することとした。

以上 
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（資料 4） 

第 4 回 保健物理学会放射線安全⽂化専⾨研究会 議事録 

⽇時：令和元年 9 ⽉ 9 ⽇（⽉）14：00〜17：00 
出席者：加藤、⾦濱、渡部、⼆ツ川、三浦、⾼橋、古⽥、飯塚、桧垣 
オブザーバー：⾦濱秀昭⽒（東電）、渡部尚⽒（東電）、⼩池弘美⽒（東⼤ M１）

議事： 
１．解析結果の確認 
２．保健物理学会研究発表会・企画セッションに向けての準備 
３．その他 

１．解析結果の確認 
⼩芝⽒の解析結果の確認作業を⾏った。主に下記の内容について議論した。 
１）事業形態による違い

①施設における放射線安全対策の達成度に関し、「病院」の達成度は他の事業所に⽐べ
て低い傾向にある。その理由として、「病院」では医療安全対策が徹底されており、
⾃⼰評価が他の事業形態の施設よりも厳しいためではないか。

②放射線安全活動上の“トップ”や“リーダー”を誰と考えるかについては、いずれの事業
形態の施設においても概ね同様の傾向を⽰し、トップ＝責任を取る⼈、リーダー＝実
務を⾏う上で重要な者、という認識でいると思われる。なお、「病院」では、主任者
と主任者意外で認識の違いが⾒られた。主任者は、事業所⻑や部⾨⻑をトップである
と考えており、主任者⾃⾝をトップとは考えていない。これに対して、主任者以外は、
他の役職者をもトップと考える場合もあるようで、主任者をトップと捉えている場合
もある。
③放射線安全活動上の意思決定における障害となっている項⽬のうち“法令の厳しさ”
において、主任者とそれ以外で差が⾒られている。主任者は制度（法律）を変えるこ
とは困難で法の厳しさが安全⽂化醸成の障害とは考えていないが、主任者以外はそれ
を障害の⼀つと考えおり、法を変えることで安全⽂化醸成への効果が期待できるとの
認識を持っているように考えられた。 
全体の傾向として、おおむね予想通りのアンケート結果が得られたと考えられたが、

病院には他の 3 種事業と⽐較して少し異なる⽂化が存在するように思われた。特に⾃
⼰評価への厳しさのレベルの違いが、各設問に対する回答の差となって現れている可
能性もあると推測された。 

２）事業所規模による違い
事業所規模による違いはほとんど⾒られなかった。これは事業所形態による⼤きな違い
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が⾒られなかった点を反映した結果と考えることができる。 

３）年代による違い
年代による違いは⾒られなかった。 

４）総合討論
全体を通して下記のような議論がなされた。 

①今回注⽬した属性に関わらず、違いがあるところはないか再度検討してはどうか。
②研究機関においては、管理業務は評価されないため、それが回答結果に表れている部
分はないか。

③世代が上がることで安全に対する思想が成熟するものと考えられるが、世代間での差
が表れていない。このことは、そもそも安全⽂化に対して全ての世代が深く考えてい
ないことを表しているのではないか。
④「事業所規模」および「年代」についても、主任者と主任者以外とのクロス解析を⼩

芝⽒が予定している。これらの中で両者の差が⾒えてくるかもしれない。

２．保健物理学会研究発表会・企画セッションに向けての準備 
12⽉ 5⽇の研究発表会・企画セッションの準備状況について報告された。 
以下の内容で実施することを確認した。 

①放射線安全⽂化醸成に関する国際的な状況（東京⼤学・飯本先⽣）
②放射線安全⽂化醸成に関する国内状況（⼆ツ川⽒）
③本研究会での調査結果報告（加藤主査）

最終的なまとめの⽅向性が検討され、以下のような⽅針が提案された。 
・研究会⽴上げの経緯：原⼦⼒規制庁の委託事業で明らかになった点を⽰す。

→様々な事業種別があり、それぞれ悩みを持っているが、実態がわかっていない。
・調査結果の解析

→実態を把握し、問題点を洗い出す。
・解決策を提⽰

→既に放射線安全⽂化の醸成に対する意識が根付いている原⼦⼒分野で実施され
ている活動を参考にした提案が考えられる。この点については、今回オブザーバ
ーとして東電よりご参加いただいた⽅より情報の提供をお願いすることとした。 

オブザーバーとしてご参加いただいた⼩池⽒より、原⼦⼒規制庁委託事業の調査結果を
今後、再分析する予定であるとの説明があった。内容としては⾃由記述式アンケートを単
語に切り分けて、分析予定とのこと。今後、本研究会における調査へのご協⼒をお願いす
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ることとなった。 

３．その他 
次回の研究会は�12�⽉の研究発表会・企画セッション後、年度内に開催することとなった。 
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（資料 5） 

放射線安全文化の醸成に関する専門研究会の活動報告

Activity of the JHPS Expert Committee on Developing the Radiation Safety Culture

加藤真介 1)，飯本武志 2)，二ツ川章二 3)，髙橋賢臣 4)，小芝嵩大 2)，桧垣正吾 2)， 

三浦太一 5)，米内俊祐 6)，古田雅一 7)，飯塚裕幸 2)，菅井研自 8) 

Shinsuke KATO
1)

, Takeshi IIMOTO
2)

, Shoji FUTATSUKAWA
3)

, 

Masaomi TAKAHASHI
4)

, Takahiro KOSHIBA
2)

, Shogo HIGAKI
2)

, Taichi MIURA
5)

, 

Shunsuke Yonai
6)

, Masakazu FURUTA
7)

, Hiroyuki IIZUKA
2)

, Kenji SUGAI
8)

 

横浜薬大 1)，東大 2)，RI 協会 3)，阪大 4)，高エネ研 5)，量研・放医研 6)，大阪府大 7)，千代田テクノル 8) 

Yokohama U. Pharm.
1)

, UTokyo
2)

, JRIA
3)

, Osaka U.
4)

, KEK
5)

, QST/NIRS
6)

, Osaka Pref. U.
7)

, CTC
8)

 

はじめに

近年、放射線施設における安全文化の醸成活動

に関する議論が活発化している。2017年、IRPA
のなかに放射線安全文化に関する TGが設置され、
欧州を中心に関連の活動が開始された。国内では、

具体的活動に関する放射線施設管理者の考えや

悩みは多様であることが、原子力規制庁の報告書

（平成 28 年度放射線対策委託費「品質保証制度
の導入に向けた規制制度のあり方に関する調査」

事業 調査報告書）で明らかになっている。
このような状況下、各施設における当該文化の

醸成に関する活動とその活動に対する意識の現

状を把握することは、組織として必要な考え方や

管理体制が何であるかを検討する上で有益であ

る。この点の調査・分析を目的とし、平成 30年 4
月に本専門研究会は設立された。

活動内容

放射線施設の管理者、利用者が主として集う学

会、会合および JHPSのホームページにて、以下
に示すアンケート調査を実施した。

実施期間：2018年 6月～2019年 3月 
実施場所：学会・会合 14ヶ所、JHPSのHP 
回答数：217件 

調査内容の概要：

①回答者の属性（年代、所属機関の種類、使用線

源、施設規模）②施設における放射線安全対策の

優先度・達成度（想定している事故等、実施して

いる対策等）③放射線安全活動へのかかわり（ト

ップまたはリーダーの役割とその期待） ④放射
線安全活動上の意思決定（障害、各部署のかかわ

り）⑤意思決定に関する取り組み（しくみ、危険

兆候の把握の仕方）

解析の方針：

集計結果について、当該文化の醸成に対する意

識・考え方の回答者の属性間で違いを解析する。 
１）事業形態、事業規模または年代

２）主任者とそれ以外の回答者

３）上記１）と２）の交差的解析

まとめ

改正障害防止法（RI法）は、自己評価を怠らず
常に改善を目指している管理体制の構築を、放射

線施設の管理者・利用者に求めているといえる。

従来から、このような考え方に基づく体制を確立

してきた施設は少ないと思われ、その理解・浸透

は簡単ではないと考えられる。本研究会で実施し

た調査の解析結果が、その推進に役立つものにな

ることを目指し、活動している。
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9ᢠ৸ỴὅἃὊἚ

ᘍѣਦᤆỆؕỀẪἓỹἕἁἼἋἚỆׅሉ

9ʙಅỶὅἑἥἷὊ

ᢠ৸ỴὅἃὊἚỆؕỀẨ̾КỶὅἑἥἷὊ

Լឋ̬ᚰСࡇửӕụλủềẟỦఋ༓ᚨỆỶὅἑἥἷὊ

11

 ᐯဌᚡᡓ

ᝋᎍݣ
20Ӹޖዴᚨỉሥྸᎍݧ્
၏ᨈᾉ4Ӹ ᾉ4Ӹܖٻ ᄂᆮᾉ4Ӹ ๒ᓏ
ༀݧᚨᾉ3Ӹ ᙌᕤ˟ᅈᾉ5Ӹ

2ὼ1ώᐯဌᚡᡓỴὅἃὊἚ
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ḩώẐܤμ૨҄ỉನሰẑỆ᧙ẴỦˌɦỉᾃႸỆếẟềẆᾂếỉᚇໜợụắᐯဌỆắᚡᡓẪẻẰẟẇ
Ṟᇹɟዴỉྵئỉʴ᧓ầᛍụểᝧ˓ज़ửờẾềˁʙỆӕụኵỜỦኵጢ૨҄ầẰủềẟỦẮểẇ
ᾀὸίᐯኵጢỉίЙႎễὸྵཞᚸ̖Ịᾎὸ
ᾁὸίദẲẪྵཞᛐᜤẴỦỆỊỄạẴủịợẟẦẆ˴ửਦỆẴủịợẟẦᾎὸ
ᾂὸίẰỤễỦЭᡶỆỊ˴ửẴỔẨẦᾎỄỉợạễˁኵỚầẟỦẦᾎὸ

ṟӲʙಅᎍỉἚἕἩἰἊἳὅἚỉἅἱἕἚἳὅἚầዌݣႎỆᙲỂẝỦẮểầᛐᜤẰủỦẮểẇ
ᾀὸίᐯኵጢỉίЙႎễὸྵཞᚸ̖Ịᾎὸ
ᾁὸίദẲẪྵཞᛐᜤẴỦỆỊỄạẴủịợẟẦẆ˴ửਦỆẴủịợẟẦᾎὸ
ᾂὸίẰỤễỦЭᡶỆỊ˴ửẴỔẨẦᾎỄỉợạễˁኵỚầẟỦẦᾎὸ

ṠྵئểἚἕἩἰἊἳὅἚửԃỜẺሥྸޖẆἫἘἻὅểᒉễỄẆီễỦኵጢộẺỊἂἽὊἩ᧓ỂẆ
ॖ࣬ျᡫửႸਦẲẺỉễẟ῏ݣᛅῐầᙲẇ
ᾀὸίᐯኵጢỉίЙႎễὸྵཞᚸ̖Ịᾎὸ
ᾁὸίദẲẪྵཞᛐᜤẴỦỆỊỄạẴủịợẟẦẆ˴ửਦỆẴủịợẟẦᾎὸ
ᾂὸίẰỤễỦЭᡶỆỊ˴ửẴỔẨẦᾎỄỉợạễˁኵỚầẟỦẦᾎὸ

ṡܤμ૨҄ỉэ҄ử᧸ẫẺỜỆỊẆኵጢểẸẮỆޓẴỦ̾ʴầẐࠝỆբẟẦẬỦۋѬẑử̬ਤẴỦ
Ắểầᙲẇ
ᾀὸίᐯኵጢỉίЙႎễὸྵཞᚸ̖Ịᾎὸ
ᾁὸίദẲẪྵཞᛐᜤẴỦỆỊỄạẴủịợẟẦẆ˴ửਦỆẴủịợẟẦᾎὸ
ᾂὸίẰỤễỦЭᡶỆỊ˴ửẴỔẨẦᾎỄỉợạễˁኵỚầẟỦẦᾎὸ

ḪώISO9001:2008 ԼឋἰἊἳὅἚἉἋἘἲỉᙲ൭ʙử્ݧዴᨦܹ᧸ഥඥᚨỆấẬỦẐ્ݧዴሥྸಅѦẑỆ
ᢘဇẲẺئӳẆഏỉႸỆếẟềắᐯဌỆắᚡᡓẪẻẰẟẇ
ίᾀὸẴỂỆࣖݣỂẨềẟỦẮể
ίᾁὸپẴủịࣖݣỂẨẸạễẮể
ίᾂὸࣖݣɧӧᏡễẮểίễặࣖݣỂẨễẟẦὸ

13

⊡ྵཞ↚᧙ↈ↺ᐯဌᚡᡓ⇈∙⇗∞⇮⊡

2Ყ2Შᢠ৸ǢȳǱȸȈ

᧓Ჴ286࠰உ᳸12உ

૾ඥᲴ᧙ᡲܖң˟ܖᘐٻ˟ሁƴƓƚǔǢȳǱȸȈᣐࠋ

ᝋᎍᲴɼ˓ᎍŴሥྸᎍŴ̅ဇᎍሁݣ

14

ᾀ. μỉஇΟέᾉܤ
ẐᚨỂٻễʙầឪẮụạỦểẟạᛐᜤửẆᚨỉ᧙̞ᎍỉμՃầਤẾềẟộẴ
ẦᾎẑẐᚨϋٳỉүᨖࣱửჷỦẺỜỆẆኵጢểẲềӕኵỚầᘍỪủềẟộẴẦᾎẑ
Ẑḛዬ࣯ʙ७ầႆဃẲẺỆᙲễẮểỊ˴ẦḜỆếẟềẆᚨϋỂᛅẲӳỪủềẟ
ộẴẦᾎẑ
ᾁ. ἼἋἁỉᆉࡇửᎋॾẲẺॖ࣬ൿܭᾉ
ẐᚨỂỉॖ࣬ൿܭỆấẟềẆܤμểјྙίဃငࣱὸỉỄẼỤầΟέẰủềẟộẴẦ
ᾎẑẐॖ࣬ൿܭầẆႆᚕᎍởൿܭᎍỆợẾềࢨ᪪ẰủỦẮểỊẝụộẴẦᾎẑẐ॰ễ
ॖ࣬ൿܭửᘍạẺỜỆẆኵጢểẲềپẰủềẟỦẮểỊẝụộẴẦᾎẑẐᚨٳỂܱ
ᨥỆឪẨẺẮểẦỤửܖỎẆᚘဒሊܭễỄỆẦẰủềẟộẴẦᾎẑ
ᾂ. μ૨҄ỉේᡢểዜਤӼɥᾉܤ
ẐኵጢởᚨỉἚἕἩޖỊύኵጢởᚨỉܤμỆݣẲềỄỉợạễỴἁἉἹὅửểẾề
ẟộẴẦᾎẑẐᚨở˺ಅỆớḛүᨖỉΫͅḜửỦẺỜẆኵጢểẲềίẝỦẟỊ
ᚨỂὸỄỉợạễӕኵỚầᘍỪủềẟộẴẦᾎί̊ᾉἤἶἼἡἕἚإԓỉӓᨼὉဇễỄ
ὸ ẸỉјௐỊᾎẑ
ᾃώ᭗ࡇễݦᧉࣱỉ̬ਤểኵጢႎễܖ፼ᾉ
ẐᚨϋỂ્ݧዴửӕụৢạʴẺẼỊẆ્ݧዴܤμỆ᧙ẴỦҗЎễჷᜤửਤẾềẟ
ộẴẦᾎẑẐஇૼỉჷᜤửਤẾềờỤạẺỜẆኵጢểẲềίẝỦẟỊᚨỂὸỄỉợạễ
ӕኵỚầᘍỪủềẟộẴẦᾎẑẐʙὉᨦʙ̊ỊẆԗჷẰủềẟộẴẦᾎẑẐᚨỉ
μᙹЩỉϋܾửႏầჷẾềẟộẴẦᾎẑܤ

ྵཞᛐჷỉẺỜỉḛKey-QuestionsḜ

15

ᾄώἅἱἷἝἃὊἉἹὅỉΪܱᾉ
ẐˁʙởᎰئỂբầឪẮỦӧᏡࣱửज़ẳẺỤẆẰẰẟễẮểỂờẆẴẫỆإ
ԓỂẨộẴẦᾎẑẐᎰئỂỊẆ᧙̞ᎍỄạẲầ୍െẦỤợẪᡲዂửểụẆẺầẟ
ỉಅѦཞඞử৭੮ẴỦӕụኵỚửᘍẾềẟộẴẦᾎẑẐኵጢٳẦỤỉᚸ̖ở
੩కửӖẬỦẮểầẝụộẴẦᾎẑ
ᾅώࠝỆբẟẦẬỦۋѬᾉ
ẐྵཞોծỉẺỜỉ੩కửẦẴˁኵỚầẝụộẴẦᾎẑẐᚨỉ˳Сởᚨ
ͳẆᙹЩỊẆྵཞỆӳỪẶềોծẰủềẟộẴẦᾎẑẐ̾ʴởᚨỆấẬỦ
ởӕኵỚầẆኵጢϋίẝỦẟỊᚨὸỂσஊẰủềپμᄩ̬ỉẺỜỉܤ
ẟộẴẦᾎẑ
ᾆώӈẦế॰ễЙૺểᡆᡮễᘍѣᾉ
ẐᚨỂỊẆɟࡇឪẨẺڂửጮụᡉẰễẟợạẆẴịởẪોծሊầܱẰủ
ềẟộẴẦᾎẑẐᚨỂỊẆཋʙửҥኝỆൿỜếẬẵẆಮẉễᚇໜẦỤਵả
ỦѐщửẲềẟộẴẦᾎẑẐݱẰễἱἋởڂỂờẆҾ׆ầࡁႎỆЎௌẰủ
ềẟộẴẦᾎẑ
ᾇώఋἍỿἷἼἘỵểỉᛦԧᾉ
ẐἍỿἷἼἘỵਃᎍỊẟộẴẦᾎẑ

16
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2Ყ3Შۀᚠᛦ௹إԓƷǇƱǊ
9 Ҿ܇໐ሁᙹСඥỂܱẰủềẟỦ્ݧዴܤμ૨҄ỆݣẴỦ˳ኒửٶᆔٶಮ

ễʙಅầנ܍ẴỦRIඥỆẸỉộộӕụλủẺểẲềờೞᏡẲễẟểٶẪỉᚨ

᧙̞ᎍầᎋảềẟỦẇ

9 RIඥᐯỉ˳СửૢͳẴỦᙲầẝỦẇ

9 μỆếẟềỉẰộằộễӕụኵỚầܱẰủềẟỦầẆܤẪỉʙಅỊẆଏỆٶ

μỆếẟềỊКỉˁܤዴݧዴỉӕৢẟầRIඥỂᙹСẰủềẟỦẺỜẆ્ݧ્

ኵỚỂࣖݣẴỦͼӼầẝỦẇ્ݧዴܤμờʙಅỉ˂ỉܤμể݅ỆኽỎế

ẟẺờỉỂẝụẆወӳႎễ˳СửನሰẴỦẮểầᢘЏỂẝỦẇ

9 ෙٳỉʙ̊ửᙸềờẆԼឋ̬ᚰСࡇầݰλẰủềẦỤẆẸủửዜਤὉႆޒẰẶ

Ủ્ݧዴܤμ૨҄ửᣱẲềẟẪẮểỊቇҥỂỊễẟẇ

9 μ૨҄ỉᣱỊᙹСೞ᧙ầᘍạᙹСỆỊễẳộễẟẇʙಅểᙹСܤዴݧ્

ೞ᧙ầңщẲềẆ᧓ửẦẬề્ݧዴܤμ૨҄ỉᣱỆӕụኵỮỂẟẪẮểầ

ᙲỂẝỦẇ
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Ҿ܇щᲩ્ݧዴᚨƴƓƚǔ
ᨥѣӼμ૨҄Ʒᣱƴ᧙Ƣǔܤ
ᒍȷǫȊȀưƷྵעᛦ௹Ʊ,53$�7*ѣƷኰʼ

ிʮܖٻܤؾμஜᢿ
μਖ਼ᡶɼ˓ᎍܤዴݧ્

ஜന࣓

ிʮܖٻƷ્ݧዴᨦܹƷ᧸ഥƴ᧙Ƣǔሥྸᙹᆉ
ᇹᲮவ ܤؾμஜᢿᧈƸŴ્ݧዴܤμ૨҄Ǜ
ᣱƞƤǔƨǊŴ્ݧዴܤμਖ਼ᡶɼ˓ᎍǛᢠ˓ƠŴ
ݰǔƨǊƷਦμƷӼɥǛܤϋƷཞඞᛦ௹ӏƼܖ
ӏƼૅੲǛᘍƳǘƤǔǋƷƱƢǔ

ϋμሥྸЎƷܤ
ƴƓƚǔѣǛஜٳ
ƢǔƜƱǛݰƕέܖ
ཏƢǔࢫл

ϋƴƓƚǔଐࠝܖ
ႎƳܤμ૨҄ᣱ
ѣƷɶ᠆ƱƳǔ
лࢫ
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⎔ቃᏳᮏ㒊

ᨺᑕ⥺⟶⌮
㒊㛗

ᨺᑕ⥺⟶⌮㒊

⎔ቃᏳᮏ㒊㛗
�Ꮫ㛗࣭ᇳ⾜ᙺဨ㸧

㐃ᦠ

ᮾிᏛᨺᑕ⥺⟶⌮࣭Ᏻ᥎㐍యไ

ሥྸဦƷሊܭ

ჷᙸƱဦƷ൦ޒ μݧ્ܖዴሥྸܱѦ

ဦሊܭƷૅੲ ᠆μਖ਼ᡶѣƷɶܤ

ᛅ
�ᒍȷǫȊȀưƷྵעᛦ௹
9 ᚠʙಅžԼឋ̬ۀ࠻щᙹС܇ᲣҾࡇ࠰����Ტࡇ࠰��

ᚰСࡇƷݰλƴӼƚƨᙹССࡇƷƋǓ૾ƴ᧙Ƣǔᛦ௹ſ
ᲢଐஜǢǤǽȈȸȗң˟ӖᚠᲣǑǓ

9 ᧙ᡲƢǔᜭᛯƕଐஜƴέᘍƠŴ્ݧዴᚨƷܤμ૨҄ƴ
᧙ƢǔඥႎৢƍƴཎǛஊƢǔɲƷཞඞƴƭƖŴྵע
ᧉܼƴȒǢȪȳǰǛܱݦ

�ᲢѣƖڼǊƨᲣ+42#�6)Ʒѣ
9 6CUM�)TQWR�QP�4CFKCVKQP�2TQVGEVKQP�5CHGV[�%WNVWTG�

KP�6JG�*KIJGT�'FWECVKQP��4GUGCTEJ�CPF�6GCEJKPI�

*'46��5GEVQT 
�����

9 ᒍ542˟ᧈ
�Ʒ2GVG�%QNG൞Ǜ6)ˊᘙƴŴᒍưƷ
ኺ᬴Ǜ̊ƱƠƯŴٶಮƳʙऴǛѥకƠƯƷᨥႎƳᙻ
ໜưƷѣޒǛႸਦƢ

ŠᒍȷǫȊȀưƷྵעᛦ௹

ᲣᲢᒍإᛦ௹ऴעྵ

� ᛦ௹ݣᝋᚨ

9 ᒍҾ܇щᙹСޅᲢ215��2IILFH�IRU�1XFOHDU�5HJXODWLRQᲣ

9 ܖٻᲵᙹСޅƷȡȳȐȸƕᛆܖٻƴǋቔǛፗƘŵ

9 ܖٻᲵഭӪƋǔ્ݧዴᚨŵȬǬǷȸƷࣖݣƴᒊॾƠƭ

ƭ҄ܖཋឋሁƷ˂ƷүᨖཋឋƱƷܤμሥྸƷᛦԧǛǔ

� ᛦ௹᧓Ჴ���உ��ଐᲢ൦Უ᳸��ଐᲢᲣ࠰

� ᛦ௹ܱᎍᲴஜന࣓ᲢிʮܖٻᲣŴއםʰʼᲢҾ܇щᙹС

ᲣٻᲢிʮྸᅹ࠼ߙᑮݱᲢ5,ң˟ᲣŴݵئקᲣŴ࠻

ᙲƳǻȳȆȳǹƱဇᛖƷྸᚐ

ǭȸǻȳȆȳǹ

� žܤμƸμՃƷᝧ˓ſ

� žܤμ૨҄ƸμՃưσஊƢǔǋƷſ

� žàܤμᇹɟàƸЈƷጮǓᡉƠဇ
ᛖŵ˴ǋࣖݣƠƳƍྵܱƕٶƍſ

� žǍǔൢƷƳƍȪȸȀȸǷȃȗƸٻ
ƖƳȞǤȊǹᙲ׆ƴƠƔƳǒƳƍſ

� ž.,66ᲢNHHS�LW�VLPSOH�VWXSLGᲣſ
žᙐᩃƳǋƷǛቇȷቇҥƴſ

� žႆᚕƱᘍѣƴʴƸƭƍƯƍƘſ

� žኵጢƷ૨҄ǛƕᙹСƢǔƜƱƸ
ዌݣƴɧӧᏡſ

ǭȸȯȸȉ

� ȪȸȀȸǷȃȗ

9 ȪȸȀȸƸ6XSHUYLVRU\�VWDII��/LQH�PDQDJHU��
6HQLRU�PDQDJHU��([HFXWLYH�WHDP��*RYHUQLQJ�
%RG\ƷӲ᨞ޖƴנ܍

� ȈȃȗȞȍǸȡȳȈ

9 ᧈƕƍƔƳǔཞඞƴƓƍƯǋȈȃȗƩܖ
ƱˮፗƮƚǔƜƱƴƸƍᢌԧज़ƕƋǔ

9 ȪȸȀȸǷȃȗƷɟ७ƕȈȃȗȞȍǸ
ȡȳȈƔᲹ

� μሥྸᎍᲢ6DIHW\�'LUHFWRUᲣȕǩȸܤ
ȩȠ

9 ƕ͵ƢǔሥྸᎍƷΨൢƮƚŴѣೞƮ
ƚǛႸႎƱƠƨ˟ӳ

9 ሥྸᎍƷѣऴإƱپƷσஊŴ൦ޒ
ǛႸႎƱƠƨǋƷ

μ૨҄ƷཞඞᄩᛐǛܱྵƢǔƨǊƷܤዴݧ્

ࢽƷͨޅ

� แ҄ưƖƳƍž૨҄ſƸƦǋƦǋ౨௹ƴ
ƸƳơǇƳƍƜƱǛᛐჷƢǂƖ

� ૨҄ƴ᧙ᡲƷขƍᚡᡓƷඥˋ᧓ƷૢӳࣱǛ
ƲƷǑƏƴƱǔƔƷʙЭ౨᚛ƕᙲ

� ਃܫƸʊᑍܤμ૨҄ƴ᧙ƢǔʙƔǒѠ
ƢǔᙲƕƋǔڼǛ

� ǱȸǹǹǿȇǣǛɶƱƠƨʴᏋȗȭ
ǰȩȠƷႆƸ᪰

ϭ Ϯ

ϯ ϰ

ϱ ϲ
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ᙹСޅƷௐƨƢࢫл

ؕஜۋѬ

� ᒍƴƸ્ݧዴܤμ૨҄ƴ᧙Ƣǔඥ
ႎᙲ൭ʙƸƳƍ

� ඥႎᙲ൭ƸƳƍƕяᚕǍૅੲƴǑǓŴ
ዼǍƔƳࢨ᪪ƷේᡢǛࢳ

� μƸ˂ЎǋԃǉѼਙႎƳܤዴݧ્
μ˳ኒƷɶưৢƏƜƱƕᙲᲢਪܤ
ɶᲣ

� ᑣڤʙ̊ƷӓᨼƱƦǕǒƔǒݰƔǕ
ǔኵጢႸƷ੩ᅆƕᙲƱƷᛐᜤ

� ᄩᛐᙻໜƴƓƚǔž᩼ᩊƳƠſችᅕ
ᲢਦݰưƸƳƘяᚕƴƢǔᲣ

ʙ̊ࣖݣƷޅ

� 3'&$ƷМဇƷӧᏡࣱƴƭƍƯƷኰʼ

9 μƴƭƍƯᚨᐯǒƕᎋƑǔೞ˟Ǜܤ
ƱƠƯဇॖƢǔƜƱƕႸႎ

9 ૨ሊܭƱƦƷȁǧȃǯƷܱǛႸႎƴ
ƠƯƸƍƚƳƍ

� ᲢVDIHW\�FOLPDWHᲣȄȸȫƷ੩̓םμܤ

9 ᐯᚨƷཞඞǛჷǓŴᐯɼႎƴᘍѣǛ
ƢǔƨǊƷȄȸȫڼ

� ȪȸȀȸǷȃȗȁǧȃǯȄȸȫƱүᨖ
ʖჷጀȄȸȫƷ੩̓

� μ૨҄ǬǤܤƱᡲઃƠƯƷಅမК˟ܖ
ȀȳǹƷ˺ૅੲѣ

9 ՃƱƠƯǋѣƢǔ˟ܖȡȳȐȸƕޅ
ƜƱưஊႩƳјௐƕࢳưƖǔƜƱǋ

ᒍưƷྵעᛦ௹
ǇƱǊᲢ����Უ

� μ૨҄Ʒᣱƴ᧙ƢǔʙకƸᙹСƴƳơǇƳƍƱЙૺŵܤ
ඥႎᙲˑƴƸܭǊƳƍ

� ᙹСޅƱ᧙ᡲܖ˟ȷׇ˳ƷᡲઃƕƖǘǊƯƍŵ᧙ᡲ
μ૨҄ᣱƷƨǊƷʙ̊ᨼܤȷׇ˳ƕɼ˳ƱƳǓŴ˟ܖ
Ǜ˺ŵૅੲ˳СƷನሰሁƴ᧙ƢǔʙಅǛޅƱᡲઃƠ
Ưޒ

� ᒍ  ્ ݧ ዴ ᧸ ᜱ ܖ ˟ Ტ 542 Ჴ VJG 5QEKGV[ HQT
4CFKQNQIKECN 2TQVGEVKQPᲣưƸž્ݧዴܤμ૨҄Ʒᣱ
ƴ᧙ƢǔᄂᆮƱʙಅᎍૅੲſǛܖ˟ƱƠƯƷஇᙲᛢ
ƷƻƱƭƱƠƯˮፗƮƚŴ˟ᧈƷƍȪȸȀȸǷȃȗ
ƷɦưѣǛਖ਼ᡶ

� ƕŴμՃŴܫਃޅμ૨҄ѣƴ᧙ᡲƷขƍƴܤዴݧ્
᧙ᡲܖ˟ՃƱƠƯѣ

ŠᒍȷǫȊȀưƷྵעᛦ௹

ᲢǫȊȀᲣإᛦ௹ऴעྵ

� ᛦ௹ݣᝋᚨᲴ

9 ǫȊȀҾ܇щܤμۀՃ˟Ტ&16&��&DQDGLDQ�1XFOHDU�6DIHW\�
&RPPLVVLRQᲣ

9 ၏ᨈᲵٻᙹƳҔၲᚨƱᄂᆮᚨƷᲬƭƷ᩿ͨ

9 ᅈᲵ્ࣱݧӷˮΨእӏƼ᧙ᡲೞ֥Ʒဃငȷᝤ٥

9 ᲽᄂᆮᲵҾ܇໐ǛஊƢǔٻᙹᚨ

� ᛦ௹᧓Ჴ࠰������உ���ଐᲢ൦Უ᳸���ଐᲢᲣ

� ᛦ௹ܱᎍᲴஜന࣓ᲢிʮܖٻᲣŴɟແଡᲢҾ܇
щᙹС࠻ᲣŴ᧙ဋʍ࣓ݡᲢ5,�ң˟Უ

λƢǔݰμ૨҄ƴ᧙ƢǔႸǛᙹСƴܤ
ƨǊƴᙲƱƳǔǳȳǻȳǵǹ

� μ૨҄ƷᡶഩƴƸ᧓ƕƔƔǔƜƱƷྸᚐܤዴݧ્

� ౨௹Ʒ૾ඥƴƓƍƯŴඥႎƳȟǹǛਦઇƢǔƩƚƷ७Ɣ
ǒŴܤμ૨҄ႎƳᙻໜǍᙲእǛࢹŷƴݰλƢǔƱƍƏȗȭ
ǻǹƕנ܍ƢǔƜƱƷྸᚐ

� ᙹСͨƱʙಅᎍͨưσஊưƖǔᚕᛖᘙྵƮƘǓᲢƓʝƍƴ
ྸᚐƠӳƓƏƱƢǔۋѬᲣƕᙲ

� Լឋ̬ᚰƱܤμ૨҄ƸஜஹКƷಒࣞưƋǓŴܤତƴኽƼƭ
ƚǔƷƸǑƘƳƍᲢ૨҄ƠƢƗƯ˷ᚘƳˁʙƕفƑŴஜ
ƷܤμݣሊƴႸƕӼƔƳƘƳǔƜƱƕȪǹǯƴƳǔӧᏡ
ࣱƕƋǔᲣ

� ዴȪǹǯƷǈƳǒƣŴ˂ƷȪǹǯƴǋҗЎƴᣐॾƠƯŴݧ્
ѬƕᙲۋሥྸǛܱƠŴᙹСͨƕƦǕᄩᛐƢǔئྵ

� 6HFXULW\�&XOWXUH�Ʊ6DIHW\�&XOWXUH�ƴ᧙ƢǔᙹСǍܤμሥྸɥ
ƷȐȩȳǹǛƱǔƨǊƷѐщƕᙲ

ʙಅᎍᙻໜưƷᙲƳۋѬǍႸ

� ᙹСᎍƱƷǑƍ᧙̞ǛನሰƢǔ
ƜƱᲢᙹСᎍƸૣưƸƳƍᲣ

� јௐƷ᭗ƍ53Ტ5DGLDWLRQ�
3URWHFWLRQȷ્ݧዴ᧸ᜱᲣᏋ

ጀȗȭǰȩȠǛᆢಊႎƴႆƢ
ǔƜƱ

� ኵጢϋǍ˂ƷᚨƱƷȔǢȬ
ȓȥȸሁǛጮǓᡉƢƜƱưȬș
ȫǛɥƛǔپǛƢǔƜƱ

� μ૨҄ȁȸȠƕǳȟȥȋǱȸܤ
Ƿȧȳਖ਼ᡶѣǛॖᜤႎƴཏ
ƢǔƱǑƍŵӲᆔۀՃ˟ǛԃǉŴ
ʴƕᨼǇǔೞ˟ǛǳȟȥȋǱȸ
ǷȧȳƷஊјƳȁȣȳǹƱƠƯ
МဇƢǔƳƲŵ

� ǫȊȀƴƓƚǔ562Ტ5DGLDWLRQ�VDIHW\�
RIILFHUȷ્ݧዴܤμՃᲣƴƳǔƨǊƷѣೞƮ
ƚƱƠƯŴ

9 ၏ᨈǍܖٻưႺʴᏋƢǔᇌئƴƳǔƜ
Ʊ

9 ዅ૰ƕǑƍǱȸǹƕٶƍŵٻƖƳᚨưƸɥ
ኢܤμሥྸᎰƸ᭗ӓλƴƳǔ

9 ႎƳᎰᆔưƋǔƜƱܭܤ

9 ኵጢƷɥኢᎰƕ562�ǛᙲƳᎰƱᛐᜤƠƯƍ
ǔƜƱሁƕƋǔŵǇƨŴ&53$Ტ&DQDGLDQ�
5DGLDWLRQ�3URWHFWLRQ�$VVRFLDWLRQᲣ ƴǑǔ562�
&HUWLILFDWLRQ�СࡇƸɟᆔƷᏅƷǑƏƴ̅Ƒǔŵ

� ȈȃȗȞȍǸȡȳȈǛਃƏȪȸȀȸƱƠƯŴ
୍െƔǒܤμƷಅѦƴൢǛᣐǓŴƔƭܤμ
ƷƨǊƷʴŴŴሁǛƋǔᆉࡇƷ
ЙૺǛǋƬƯൿૺưƖǔƻƱƕܤμ૨҄Ǜ
ᛖǔƴƾƞǘƠƍŵ્ݧዴᚨưƸɟᑍႎ
ƴƸ&(2ƸƦƷ˓ƴႻࣖƠƘƳƍŵɟ૾Ŵ
Ҿ܇໐ᚨưƸ&(2�ƕƦƷࢫлǛࢳƞǕ
ƯƍǔǑƏŵ

ʙಅᎍƕᙹСޅƴݣƠƯ

ྸᚐǍݭǛ൭ǊƯƍǔႸ

� žᙹСᎍƸᜩݑưƸƳƍſƷྸᚐ

� μ૨҄ƴƭƍƯƸஜஹᙹСƴƳơܤ
ǉǋƷưƸƳƍƕŴᚨƷᐯɼႎ
ƳѣǛƱƠƯૅੲƢǔˁኵǈƱ
Ʒྸᚐ

� ˂ငಅƴƓƚǔܤμ૨҄ƴ᧙Ƣǔ
ѣሁǛƦƷǇǇӋᎋƴƢǔƜƱƸƍ
ƭưǋஊјưƋǔƱƸᨂǒƳƍƱƷ
ྸᚐᲢƨƱƑƹҾ܇щ᧙ᡲᚨƱ၏
ᨈᚨƷܤμ૨҄ѣƸٻƖƘီƳ
ǔƸƣᲣ

� μ૨҄ƷᣱѣƴƸኵጢƝƱƴܤ
ഭӪǍɼᚇƕƋǔໜƷݭŵƦƷݣ
ࣖƴƸٶಮࣱƕƋǔƜƱƷྸᚐ

� μ૨҄Ʒ౨௹ưƸႸКƴƦܤዴݧ્
ƷᢋǛᙸǔǂƖưƸƳƍᲢȁǧȃǯ
ȪǹȈǛဇƍǔ<(6�12�ׅሉưƸҗЎ

ưƸƳƍᲣƜƱƷྸᚐŵዮӳᚸ̖ƕᢘ
ƠƯƍǔƜƱǁƷྸᚐ

� ӷᆔᚨƷሥྸᎍ᧓ưƷѠ˟Ǎऴإ
ʩ੭˟ŴȔǢȬȓȥȸƸјௐႎưƋǔ
ƜƱƷྸᚐŵƦƷѣǛਖ਼ᡶƢǔƨǊ
ƷࢸƠǛࢳ

� ᨥႎƳѣӼƴƭƍƯȯȸǯǷȧȃȗ
ƳƲǛ͵ƠŴʙಅᎍͨƱऴإσஊƢ
ǔƜƱǁƷࢳŵʙಅᎍƱᢘࡇƳុᩉ
Ǜ̬ƪƭƭңщƠƯႆƢǔۋѬ

� ౨௹ƴƓƍƯƸȝǸȆǣȖƳѣƴႸ
ǛӼƚǔƜƱǁƷࢳ

ϳ ϴ

ϵ ϭϬ

ϭϭ ϭϮ
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ǫȊȀưƷྵעᛦ௹ǇƱǊᲢ����ᲣƱ

žዮਙſ
� ᙹСͨޅƱʙಅᎍͨƱƕɟؘƴ˟ƠŴƟƬƘƹǒǜƴ

ऴإʩ੭Ǎॖᙸʩ੭ǛƢǔೞ˟ƕͨޅɼ͵ƷǋƷǋ
ጛƴ͵ŵʝƍƷ̮᧙̞ǛನሰƠǑƏƱƢǔƍۋѬ
Ʊѐщ

� ᚨƴƓƚǔ્ݧዴܤμሥྸᝧ˓ᎍƷעˮƕ᭗ƘŴᚨ
᧙̞ᎍƔǒƷݭǛӖƚǔנ܍ƴ

Ƃࡇ࠰���� ᒍȷьෙٳᛦ௹ ዮਙƃ

�ᚨƴƓƚǔ્ݧዴܤμ૨҄Ʒᣱƴ᧙ƢǔᆢಊႎƳѣǛ
ƘƷᛢǛৼƑŴᄂᆮႆȷ౨ٶƠƯƍǔƕŴƍǇƩޒ
᚛ȷࣖݣǛዒዓ

μᄩ̬ƴ᧙ƢǔጮǓᡉƠƷ࣬ᎋƱܱᨥƷᘍѣƕᙲưƋǔܤ�
ƱƷᎋƑƸɟᐲ

ŠᲢѣƖڼǊƨᲹᲣ+42#�6)Ʒѣ

,53$�+(57�7*
´7DVN�*URXS�RQ�5DGLDWLRQ�
3URWHFWLRQ�6DIHW\�&XOWXUH�
LQ�7KH�+LJKHU�(GXFDWLRQ��
5HVHDUFK�DQG�7HDFKLQJ�
�+(57��6HFWRUµ

ܙ ᏋᄂᆮЎ

Ӑ:HE�LQIR�ӑ

,53$�

-+36�

&RXQWU\ 7*�PHPEHU
,53$�(&�/LDLVRQ� %HUQDUG�/H�*XHQ

8. 3HWH�&ROH��FKDLU�

6RXWK�$IULFD 0DQGOD�0VLPDQJD

$XVWULD )UDQ]�-RVHI�0DULQJHU

-DSDQ 7DNHVKL�,LPRWR

,WDO\ 0DUFR�&DUHVDQD

&ROXPELD -XOLDQ�0DWHR�=XWWD 9LOODWH

1HWKHUODQGV $QND YDQ�GHU�9HOGH

86$ ,QQRFHQW�7VRU[H

*KQD )UDQFLV�2WRR

,53$�+(57�7*ᚨፗႸႎ
� ᏋᄂᆮЎƷ્ݧዴܤμ૨҄ǛщƘᣱƢǔƜƱǛૅੲ

7R�VXSSRUW�DQG�HQFRXUDJH�WKH�DZDUHQHVV�DQG�GHYHORSPHQW�RI�D�VWURQJ�UDGLDWLRQ�SURWHFWLRQ�
VDIHW\�FXOWXUH�LQ�WKH�+LJKHU�(GXFDWLRQ��5HVHDUFK�DQG�7HDFKLQJ��+(57��VHFWRU��

� ,53$᧙ᡲਦᤆƴؕƮƖŴ:+2Ǎ,203ƱƷңኺ᬴ǋӋༀ

7KH�7DVN�*URXS�ZLOO�EXLOG�RQ�WKH�IRXQGDWLRQ�VHW�RXW�LQ�,53$·V�́ *XLGLQJ�SULQFLSOHV�IRU�
(VWDEOLVKLQJ�D�5DGLDWLRQ�3URWHFWLRQ�&XOWXUHµ��DQG�ZLOO�GUDZ�IURP�WKH�H[SHULHQFH�RI�,53$·V�
FROODERUDWLRQ�ZLWK�,203�DQG�:+2�WR�SURGXFH�JXLGDQFH�LQ�WKH�+(57�VHFWRU��

� ᏋᄂᆮᚨƷ્ݧዴሥྸܱѦᎍӼƚƷਦᤆǍȄȸȫǛ੩̓

7KH�7*�ZLOO�DLP�WR�SURGXFH�JXLGDQFH�DQG�́ WRROVµ�IRU�UDGLDWLRQ�SURWHFWLRQ�SUDFWLWLRQHUV�WR�
LPSURYH�WKH�UDGLDWLRQ�SURWHFWLRQ�VDIHW\�FXOWXUH�LQ�WKH�+(57�VHFWRU��

� ഏɭˊǛਃƏܖဃǁƷܤμƴݣƢǔۋѬƷѣೞƮƚ

DQG�LQ�VR�GRLQJ�LQIOXHQFH�KRZ�WKH�VWXGHQWV�RI�WRGD\�IRVWHU�WKH�VDPH�DSSURDFK�LQ�WKHLU�
IXWXUH�FDUHHUV�DV�WKH�VFLHQWLVWV�DQG�HQJLQHHUV�RI�WRPRUURZ�

̾ʴዴᚘƱ᧸ᜱφƷბဇ

ƴƭƍƯƸᑣڤ
&RPSOLDQFH�ZLWK�WKH�ZHDULQJ�RI�GRVLPHWU\�
DQG�33(�LV�JRRG�

ƦƷɟ૾ư +RZHYHU��ZH�IRXQG�

� јௐႎƱƸƍƑƳƍᏋጀ
,QHIIHFWLYH�LQLWLDO�WUDLQLQJ�FRXUVHV�DUH�EHLQJ�
GHOLYHUHG�

� ᚘဒƱแͳƕɧҗЎƳጀ
3RRU�FRQWLQJHQF\�SODQV�DQG�IHZ�UHKHDUVDO�
H[HUFLVHV�EHLQJ�FDUULHG�RXW�

� ᚨȫȸȫƴ᧙Ƣǔऴإσ
ஊƱႻᛩƷɧឱ

/DFN�RI�FRQVXOWDWLRQ�DQG�FRPPXQLFDWLRQ�
RI�/RFDO�5XOHV�HWF�

� μƴ᧙Ƣǔ᠉ᙻܤዴݧ્
/RZ�LPSRUWDQFH�JLYHQ�WR�5DGLDWLRQ�6DIHW\�
FRPSDUHG�WR�RWKHU�ZRUN�

�6XPPDU\!
^ƵƌǀĞǇ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽĨ�ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�^ĂĨĞƚǇ��ƵůƚƵƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�,ŝŐŚĞƌ�
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�ĂŶĚ�dĞĂĐŚŝŶŐ�;,�ZdͿ�^ĞĐƚŽƌƐ�ŝŶ�h<

ʙ̊ᄂᆮᲴᒍ57)+�&56
ྵཞᛦ௹ƷኽௐᲢ653إԓǑǓᲣ

ƂӋᎋƃ

)857+(5�'(7$,/6
� 7UDLQLQJ

9 (DUO\�LQGLFDWLRQV�DUH�WKDW�RQOLQH�WUDLQLQJ�LV�
LQHIIHFWLYH�IRU�LQLWLDO�WUDLQLQJ�FRXUVHV��DQG�WKH�
FRXUVHV�DUH�WRR�VKRUW�

9 3UREDEO\�WKH�KLJKHVW�ULVN�JURXS��VWXGHQWV��
DUH�EHLQJ�LQDGHTXDWHO\�WUDLQHG��6WXGHQWV�DUH�
WKH�ZRUNHUV�RI�WKH�IXWXUH�DQG�ZH�UHDOO\�QHHG�
WR�LPEXH�56�&XOWXUH�IURP�WKH�EHJLQQLQJ�

9 5HIUHVKHU�WUDLQLQJ�QHHGV�WR�EH�PRUH�
IUHTXHQW�WKDQ�LQGLFDWHG�

9 :RUU\LQJ�UHVSRQVH�IURP�QRQ�LRQLVLQJ�
UDGLDWLRQ�XVHUV��HVSHFLDOO\�/$6(5�XVHUV�RYHU�
LQVXIILFLHQW�ODVHU�VDIHW\�WUDLQLQJ�

� &RQWLQJHQF\�3ODQQLQJ

9 7KH�GDWD�SRLQWHG�WR�VHULRXV�FRQFHUQV�DERXW�
WKH�UREXVWQHVV�RI�FRQWLQJHQF\�SODQV�DQG�
ZKHWKHU�RU�QRW�WKH\�ZRXOG�EH�HIIHFWLYH�

9 $OVR��LQGLFDWLRQV�WKDW�UHKHDUVDOV�RI�
FRQWLQJHQF\�SODQV�DUH�ODFNLQJ�

� &RPPXQLFDWLRQ

9 &RQVXOWDWLRQ�DQG�FRPPXQLFDWLRQ�LV�SRRU��
/LWWOH�FRQVXOWDWLRQ�RQ�FKDQJHV�WR�UXOHV�
DQG�SURFHGXUHV�WKDW�DIIHFW�DOO�XVHUV��
:KHQ�FKDQJHV�DUH�PDGH�WKH\�DUH�QRW�
FRPPXQLFDWHG�HIIHFWLYHO\�

� ,PSRUWDQFH�RI�5DGLDWLRQ�6DIHW\

9 5HVSRQVHV�LQGLFDWH�D�ODFN�RI�HQJDJHPHQW�
ZLWK�UDGLDWLRQ�VDIHW\�FXOWXUH�DQG�VXJJHVW�
WKDW�LW·V�JLYHQ�D�ORZ�SULRULW\�

9 6LJQLILFDQW�QXPEHUV�RI�XVHUV�LQGLFDWH�
ZRUN�WDUJHWV��ODFN�RI�WLPH�DQG�ZRUNLQJ�
FRQGLWLRQV�DOO�KLQGHU�UDGLDWLRQ�VDIHW\�

9 7KLV�LQGLFDWHV�ODFN�RI�UHVRXUFHV�IRU�
UDGLDWLRQ�VDIHW\��DQG���RU�D�SRRU�
DZDUHQHVV�RI�UDGLDWLRQ�VDIHW\�
LPSRUWDQFH�LQ�PDQDJHPHQW�

ƂӋᎋƃ
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� 7UDLQLQJ

9 )RFXV�RQ�VWXGHQWV�WR�UHGXFH�FRQFHUQV�
RI�D�ODFN�RI�NQRZOHGJH��ERWK�RI�
5DGLDWLRQ�6DIHW\�DQG�ORFDO�NQRZOHGJH

9 ,QWURGXFH�PRUH�SUDFWLFDO�DVSHFWV�WR�
WUDLQLQJ�SDUWLFXODUO\�LQLWLDO�WUDLQLQJ

9 (�UHIUHVKHU�SDFNDJHV�ZLWK�WUDFNHG�
SDUWLFLSDWLRQ�DQG�EDFNHG�XS�ZLWK�
¶TXL]]HV·

9 0RUH��DQG�LPSURYHG�PHWKRGRORJ\�IRU�
QRQ�LRQLVLQJ�UDGLDWLRQ�VDIHW\�WUDLQLQJ

� ,PSURYHG�PHWKRGV�RI�FRPPXQLFDWLRQ

9 ,QWUDQHW�GLVFXVVLRQ�IRUXPV

9 1HZVOHWWHUV�DQG�53�6XSHUYLVRU�EORJV

9 'LUHFW�IHHGEDFN���VXJJHVWLRQV���LQFLGHQW�
UHSRUWLQJ�IRUPV

9 &RQVXOWDWLRQ�JURXSV�ZKHQ�UXOHV���
SURFHGXUHV�DUH�EHLQJ�UHYLVHG

9 (PEUDFH�RSSRUWXQLWLHV�RIIHUHG�E\�QHZ�
FRPSXWHU�PHGLDWHG�WHFKQRORJLHV�H�J��
HOHFWURQLF�GHYLFHV��7ZLWWHU��VLPXODWLRQV��HWF�

z DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ�ŶĞĞĚƐ�ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
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7KH�IROORZLQJ�SRLQWV�FRXOG�EH�XVHG�WR�LQFRUSRUDWH�VXLWDEOH�TXHVWLRQV�LQWR�
JHQHUDO�LQVSHFWLRQ�UHJLPHV��WR�GHYHORS�PHWULFV�IRU�LQFOXVLRQ�LQ�6WDQGDUGV��
DQG�WR�LQSXW�LQWR�WUDLQLQJ�DW�DOO�OHYHOV��

(DFK�¶&XOWXUH�IDFWRU·�KDV�D�QXPEHU�RI�VXJJHVWHG�SHUIRUPDQFH�LQGLFDWRUV�
WKDW�PLJKW�EH�XVHG�WR�DVVHVV�LW�

���⤒Ⴀ㝕ࡢ㛵
���㐺ษ࡞ᩍ⫱カ⦎
���ᨺᑕ⥺Ᏻࡢᡭ⥆ࡁᒚ⾜
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���ᵓᡂဨࡢ⥺㔞⟶⌮
���ᨾࡢࣝࣛࢺ㐺ษ࡞ᑐᛂ
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9 *KIJGT�'FWECVKQP��4GUGCTEJ�CPF�6GCEJKPI�
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5GEVQT 
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7KH�IROORZLQJ�SRLQWV�FRXOG�EH�XVHG�WR�LQFRUSRUDWH�VXLWDEOH�TXHVWLRQV�LQWR�
JHQHUDO�LQVSHFWLRQ�UHJLPHV��WR�GHYHORS�PHWULFV�IRU�LQFOXVLRQ�LQ�6WDQGDUGV��
DQG�WR�LQSXW�LQWR�WUDLQLQJ�DW�DOO�OHYHOV��

(DFK�¶&XOWXUH�IDFWRU·�KDV�D�QXPEHU�RI�VXJJHVWHG�SHUIRUPDQFH�LQGLFDWRUV�
WKDW�PLJKW�EH�XVHG�WR�DVVHVV�LW�

���(QJDJHPHQW�RI�0DQDJHPHQW�
���$SSURSULDWH�7UDLQLQJ
���5HJXODU�DXGLW�LQVSHFWLRQ�RI��
UDGLDWLRQ�VDIHW\�
SURFHGXUHV�SUDFWLFHV

���$SSURSULDWH�PDQDJHPHQW�RI��
UDGLRDFWLYH�PDWHULDOV�DQG�
UDGLDWLRQ�JHQHUDWLQJ�HTXLSPHQW�

���$SSURSULDWH�DSSRLQWPHQW�	�XVH�
RI�5HFRJQLVHG�([SHUWV�	�2IILFHUV

���0DQDJHPHQW�RI�VWDII�GRVHV
���$SSURSULDWH�,QFLGHQW�KDQGOLQJ
���(IIHFWLYH�&RPPXQLFDWLRQ
���5HVRXUFHV
����3URIHVVLRQDO�6RFLHWLHV

����(QJDJHPHQW�RI�0DQDJHPHQW�
� 6HQLRU�PDQDJHPHQW�XQGHUVWDQG�

WKHLU�UROH�DQG�UHVSRQVLELOLW\�LQ�
UHODWLRQ�WR�UDGLDWLRQ�VDIHW\

� 7KHUH�H[LVWV�D�FOHDU�
PDQDJHPHQW�VWUXFWXUH�IRU�
UDGLDWLRQ�VDIHW\�ZLWK�OLQN�WR�
([HFXWLYH�%RDUG��RU�HTXLYDOHQW�

� 7KH�UDGLDWLRQ�VDIHW\�SROLF\�
FRQWDLQV�FOHDU�GHVFULSWLRQV�RI�
PDQDJHPHQW�UHVSRQVLELOLWLHV�
DQG�KRZ�WKHVH�DUH�DXGLWHG

� (YLGHQFH�RI�FOHDU�
FRPPXQLFDWLRQ�EHWZHHQ�VWDII�
RQ�UDGLDWLRQ�VDIHW\�LVVXHV

����$SSURSULDWH�7UDLQLQJ�
� $SSURSULDWH�UDGLDWLRQ�VDIHW\�

WUDLQLQJ�TXDOLILFDWLRQV�DUH�LQFOXGHG�LQ�UHOHYDQW�
MRE�GHVFULSWLRQV

� ,QGXFWLRQ�WUDLQLQJ�FRQWDLQV�DSSURSULDWH�OHYHO�
RI�UDGLDWLRQ�VDIHW\�WUDLQLQJ�² LQFOXGLQJ�
JHQHUDO�DZDUHQHVV�WUDLQLQJ�IRU�QRQ�UDGLDWLRQ�
ZRUNHUV

� 5DGLDWLRQ�ZRUNHUV�DQG�LQGLYLGXDOV�ZLWK�
UHFRJQLVHG UROHV�XQGHU�DQ\�UDGLDWLRQ�
OHJLVODWLRQ�KDYH�GRFXPHQWHG�XSGDWH�WUDLQLQJ�
DW�VSHFLILHG�LQWHUYDOV

� (YLGHQFH�WKDW�WUDLQLQJ�FRPSOLHV�ZLWK�EHVW�
SUDFWLFH�JXLGHOLQHV�LI�ZKHQ�DYDLODEOH�IURP�
SURIHVVLRQDO�ERGLHV

� 7KHUH�H[LVWV�D�SURJUDPPH RI�DSSURSULDWH�
UHIUHVKHU�WUDLQLQJ�DW�VSHFLILF�WLPH�LQWHUYDOV�H�J��
HYHU\���WR���\HDUV

ƂӋᎋƃ���32,176�)25�56&
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����5HJXODU�DXGLW�LQVSHFWLRQ�RI�
UDGLDWLRQ�VDIHW\�SURFHGXUHV�SUDFWLFHV
� 6FKHGXOH�RI�LQ�KRXVH�DXGLWV�LQFOXGLQJ�

LQWHUQDO�FRPSOLDQFH�DXGLWV�ZLWK�/RFDO�
5XOHV�DQG�OHJLVODWLRQ

� 6FKHGXOH�RI�LQ�KRXVH�LQVSHFWLRQV�RI�
UDGLDWLRQ�IDFLOLWLHV�DQG�SUDFWLFHV

� 5HYLHZ�RI�UHFHQW�DXGLW�UHVXOWV�RI�/RFDO�
5XOHV�DQG�OHJLVODWLYH�FRPSOLDQFH

� 5HYLHZ�RI�UHFHQW�LQVSHFWLRQ�UHVXOWV�
DQG�OHJLVODWLYH�FRPSOLDQFH

� 6FKHGXOH�RI�53�DXGLWV�E\�¶LQGHSHQGHQW·�
53(�RU�RWKHU�VXLWDEOH�UHFRJQLVHG�
H[SHUW�LQFOXGLQJ�D�UHYLHZ�RI�WKH�WRS�
OHYHO�SROLFLHV�DQG�SURFHGXUHV�DQG�KRZ�
WKH\�PDWFK�DJDLQVW�VHFWRU�EHVW�SUDFWLFH�
DQG�RU�OHJLVODWLYH�UHTXLUHPHQWV�

����$SSURSULDWH�PDQDJHPHQW�RI�UDGLRDFWLYH�
PDWHULDOV�DQG�UDGLDWLRQ�JHQHUDWLQJ�HTXLSPHQW�
� 'RFXPHQWHG�PDQDJHPHQW�V\VWHP�LQ�SODFH

� (YLGHQFH�RI�HTXLSPHQW�UHSODFHPHQW�SURJUDPPH

� (YLGHQFH�RI�6HUYLFH�0DLQWHQDQFH�FRQWUDFWV

� (YLGHQFH�RI�4$��ERWK�HTXLSPHQW�	�VWDQGDUG�RSHUDWLQJ�
SURFHGXUHV�

� (YLGHQFH�RI�DFWLRQ�RQ�4$�UHVXOWV

� (YLGHQFH�RI�DXGLW�RI�5$0�SROLF\�	�SURFHGXUHV

� 'LVSRVDO�UHFRUGV

� &RPSOLDQFH�ZLWK�3HUPLWV�RU�HTXLYDOHQW�56$�
FRPSOLDQFH�VFKHGXOHV

� 1RQ�FRPSOLDQFH�QRWLFHV�IURP�H[WHUQDO� LQVSHFWLRQV�
UHFRUGHG�DQG�PDGH�DYDLODEOH�RQ�FRPSDQ\�XQLYHUVLW\�
LQWUDQHW�

� 'RFXPHQWHG�XVH�RI�DSSURSULDWH�JXLGHOLQHV

� (YLGHQFH�RI�FXOWXUH�ZKHUH�E\�VWDII�VWXGHQWV�DUH�JLYHQ�
WKH�DXWKRULW\�WR�FKDOOHQJH�LQDSSURSULDWH�DFWLRQV�DQG�
VWRS�XVLQJ�LRQLVLQJ�UDGLDWLRQ�ZKHUH�WKH\�IHHO�LW�LV�XQVDIH�

ƂӋᎋƃ ���32,176�)25�56&

'(7$,/6�)25�12����	��

����$SSURSULDWH�DSSRLQWPHQW�	�XVH�
RI�5HFRJQLVHG�([SHUWV�	�2IILFHUV
� 3ROLF\�OHYHO�VWDWHPHQW�RI�WKHLU�

DSSRLQWPHQW�DQG�SURSHU�
FRQVXOWDWLRQ�ZLWK�WKHP

� (YLGHQFH�RI�DSSRLQWPHQW�RI�
VXLWDEOH�QXPEHUV�RI�TXDOLILHG�
53$�5:$�03(

� (YLGHQFH�RI�$FWLRQ�IROORZLQJ�
UHSRUWV�IURP�([SHUWV

� (YLGHQFH�RI�DSSRLQWPHQW�RI�
5DGLDWLRQ�3URWHFWLRQ�&RPPLWWHH

� $SSRLQWPHQW�RI�VXLWDEOH�QXPEHU�RI�
5DGLDWLRQ�3URWHFWLRQ�6XSHUYLVRUV

����0DQDJHPHQW�RI�VWDII�GRVHV
� 3ROLF\�RI�HQGHDYRXULQJ�WR�RSWLPLVH�VWDII�

GRVHV�WR�$/$53

� 7KHUH�H[LVWV�D�GHILQHG�PDQDJHPHQW�
V\VWHP�IRU�WKH�SHUVRQDO�GRVLPHWU\

� 1XPEHU�RI�LQFRPSOHWH�GRVH�UHFRUGV��L�H��
ORVW�GDPDJHG�GRVLPHWU\�

� (YLGHQFH��H�J��LQ�ZULWWHQ�UHSRUWV��RI�
URXWLQH�FKHFNLQJ�RI�GRVHV�DJDLQVW�
LQYHVWLJDWLRQ�OHYHOV�DQG�DQ\�XQH[SHFWHG�
GRVHV

� 7\SLFDO�DQG�PD[LPXP�GRVHV�IRU�GLIIHUHQW�
VWDII�UROHV

� 5HVXOWV�RI�DXGLW�RI�XVH��FKHFNLQJ��DQG�
VWRUDJH�RI�33(

� $XGLW�RI�FRPSOLDQFH�ZLWK�/RFDO�5XOHV

ƂӋᎋƃ ���32,176�)25�56&

'(7$,/6�)25�12����	��
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���$SSURSULDWH�,QFLGHQW�
KDQGOLQJ
� 'RFXPHQWHG�SURFHGXUHV�IRU�

KDQGOLQJ�UDGLDWLRQ�LQFLGHQWV

� (YLGHQFH�RI�UHKHDUVDOV�DQG�
WUDLQLQJ�IRU�GHDOLQJ�ZLWK�
LQFLGHQWV

� (YLGHQFH�RI�WLPHO\�UHSRUWLQJ�
	�LQYHVWLJDWLRQ�RI�LQFLGHQWV

� (YLGHQFH�RI�LQYROYHPHQW�RI�
DSSURSULDWH�PDQDJHUV

� $FWLRQV�SODQV�IRU�OHVVRQV�
OHDUQHG�DQG�LPSOHPHQWDWLRQ�
RI�DQ\�QHZ�SURFHGXUHV

� (YLGHQFH�RI�FXOWXUH�RI�
¶RSHQQHVV·�LQ�UHSRUWLQJ

���(IIHFWLYH�&RPPXQLFDWLRQ
� 53�LVVXHV�DUH�RQ�DJHQGD�RI�VWDII�PHHWLQJV�² ¶OHDUQLQJ�

IURP�H[SHULHQFH·�LV�VKDUHG

� 6WDII�KDYH�DFFHVV�WR�PDQDJHUV�WR�UDLVH�FRQFHUQV

� 6WDII�KDYH�DFFHVV�WR�XQLRQ�VDIHW\�RIILFHUV�WR�UDLVH�
FRQFHUQV

� 6WDII�KDYH�DFFHVV�WR�¶PHQWRUV�JXDUGLDQV·�WR�UDLVH�
FRQFHUQV

� 0DQDJHPHQW�DQG�DGYLVHUV�UHJXODUO\�FRPPXQLFDWH�53�
SHUIRUPDQFH�WR�UHOHYDQW�VWDII

� 5DGLDWLRQ�VDIHW\�QHZVOHWWHU�IRU�DOO�VWDII�² WR�ZKLFK�VWDII�
FDQ�FRQWULEXWH

� *RRG�SUDFWLFH�LV�SURDFWLYHO\�VKDUHG�DQG�FHOHEUDWHG

� $�V\VWHP�LV�LQ�SODFH�WR�HQVXUH�HIIHFWLYH�
FRPPXQLFDWLRQ�ZLWK�H[WHUQDO�HPSOR\HUV�H�J��VXSSOLHUV�
RI�RXWVLGH�ZRUNHUV�RU�KRVW�RUJDQLVDWLRQV�

� 6RFLDO�PHGLD��7ZLWWHU��XVDJH�WR�VKDUH�RSLQLRQV�DQG�
IHHGEDFN�RQ�UDGLDWLRQ�VDIHW\�LVVXHV�DV�ORQJ�DV�VXFK�
FRPPXQLFDWLRQV�GR�QRW�FRQIOLFW�ZLWK�PDWWHUV�RI�
VHFXULW\
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���5HVRXUFHV
� 7KHUH�LV�HYLGHQFH�WKDW�

UDGLDWLRQ�VDIHW\�SUDFWLFHV�
DQG�UHDVRQDEO\�IRUHVHHDEOH�
LQWHUYHQWLRQV�DUH�VXLWDEO\�
UHVRXUFHG�LQ�WHUPV�RI�
HTXLSPHQW�DQG�PDQSRZHU

����3URIHVVLRQDO�6RFLHWLHV
� 0HPEHUV�RI�VWDII�DUH�

HQFRXUDJHG�WR�MRLQ�UHOHYDQW�
UDGLDWLRQ�UHODWHG�
SURIHVVLRQDO�VRFLHWLHV�
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（資料 6） 

放射線安全文化の醸成に関する専門研究会の活動報告

Activity of the JHPS Expert Committee on Developing the Radiation Safety Culture

加藤真介 1)，飯本武志 2)，二ツ川章二 3)，髙橋賢臣 4)，小芝嵩大 2)，桧垣正吾 2)， 

三浦太一 5)，米内俊祐 6)，古田雅一 7)，飯塚裕幸 2)，菅井研自 8) 

Shinsuke KATO
1)

, Takeshi IIMOTO
2)

, Shoji FUTATSUKAWA
3)

, 

Masaomi TAKAHASHI
4)

, Takahiro KOSHIBA
2)

, Shogo HIGAKI
2)

, Taichi MIURA
5)

, 

Shunsuke Yonai
6)

, Masakazu FURUTA
7)

, Hiroyuki IIZUKA
2)

, Kenji SUGAI
8)

 

横浜薬大 1)，東大 2)，RI 協会 3)，阪大 4)，高エネ研 5)，量研・放医研 6)，大阪府大 7)，千代田テクノル 8) 

Yokohama U. Pharm.
1)

, UTokyo
2)

, JRIA
3)

, Osaka U.
4)

, KEK
5)

, QST/NIRS
6)

, Osaka Pref. U.
7)

, CTC
8)

 

はじめに

近年、放射線施設における安全文化の醸成活動

に関する議論が活発化している。2017年、IRPA
のなかに放射線安全文化に関する TGが設置され、
欧州を中心に関連の活動が開始された。国内では、

具体的活動に関する放射線施設管理者の考えや

悩みは多様であることが、原子力規制庁の報告書

（平成 28 年度放射線対策委託費「品質保証制度
の導入に向けた規制制度のあり方に関する調査」

事業 調査報告書）で明らかになっている。
このような状況下、各施設における当該文化の

醸成に関する活動とその活動に対する意識の現

状を把握することは、組織として必要な考え方や

管理体制が何であるかを検討する上で有益であ

る。この点の調査・分析を目的とし、平成 30年 4
月に本専門研究会は設立された。

活動内容

放射線施設の管理者、利用者が主として集う学

会、会合および JHPSのホームページにて、以下
に示すアンケート調査を実施した。

実施期間：2018年 6月～2019年 3月 
実施場所：学会・会合 14ヶ所、JHPSのHP 
回答数：217件 

調査内容の概要：

①回答者の属性（年代、所属機関の種類、使用線

源、施設規模）②施設における放射線安全対策の

優先度・達成度（想定している事故等、実施して

いる対策等）③放射線安全活動へのかかわり（ト

ップまたはリーダーの役割とその期待） ④放射
線安全活動上の意思決定（障害、各部署のかかわ

り）⑤意思決定に関する取り組み（しくみ、危険

兆候の把握の仕方）

解析の方針：

集計結果について、当該文化の醸成に対する意

識・考え方の回答者の属性間で違いを解析する。 
１）事業形態、事業規模または年代

２）主任者とそれ以外の回答者

３）上記１）と２）の交差的解析

まとめ

改正障害防止法（RI法）は、自己評価を怠らず
常に改善を目指している管理体制の構築を、放射

線施設の管理者・利用者に求めているといえる。

従来から、このような考え方に基づく体制を確立

してきた施設は少ないと思われ、その理解・浸透

は簡単ではないと考えられる。本研究会で実施し

た調査の解析結果が、その推進に役立つものにな

ることを目指し、活動している。
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