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関係各部局等の長 殿 
 
 自然生命科学研究支援センター 
 光・放射線情報解析部門鹿田施設長 
                                   寺 東  宏 明 
 
 

放射線業務従事者のための再教育について（通知） 
 

このことについて、「岡山大学自然生命科学研究支援センター 光・放射線情報解析部門鹿田施設 
放射線障害予防規程 25 条」に基づき放射線業務従事者のための再教育を下記要領にて行いますの

で、貴所属部署内に周知願います。 
 本教育は、昨今の社会情勢に鑑み、今年度は岡山大学 moodle を利用した e ラーニングで行います。 
 本教育は、全学共通再教育として、学内全ての放射線業務従事者が受講可能です（予防規程は当該

施設の受講が必要です）。なお、この受講は関係法令により定められているため、受講されない場合、

2020 年４月１日以降の放射線業務ができなくなりますのでご注意ください。 
  

記 
 
1. 対象者 光・放射線情報解析部門鹿田施設に立入りがあった放射線業務従事者で、 
  2020 年度に光・放射線情報解析部門鹿田施設を利用する者 
 
2. 受講方法    岡山大学 moodle での e ラーニング     
  岡山大学 moodle ページ： https://moodle.el.okayama-u.ac.jp 
  講義名： 2019 年度放射線業務従事者再教育訓練 

受講期限： 受講確認が取れた方より許可手続きに入ります（令和 2 年 3 月 25 
      日以降の場合は 4 月 1 日からの利用ができない場合があります）。 

  注意 
① 岡大 ID でログインしてください（違うログイン方法では受講確認ができ

ません）。【必須】 
② 「再教育」で検索してください。 
③ コース「２０１９年度放射線業務従事者再教育訓練」を選択してください。 

岡大 ID でのログインができていない場合は登録オプションのページに

なりますので、自己登録（学生）の「続ける」のボタンを選択して受講して

ください。 
④ すべての動画を視聴し、すべての質問に答えると受講済みとなります。 
⑤ 修了証（バッジ）の発行操作を行うことで受講完了となります。 

 
3. 内容 １．放射線の人体に与える影響 
 ２．放射性同位元素等の安全取扱 
 ３．放射線障害防止に関する法令および鹿田施設予防規程 
 
４． 注意 受講が確認できるまで新年度の利用許可を出すことができません。学外施設利

用証明が早めに必要な方は上記期限に拘わらず速やかに受講してください。 
 
◎ 本件照会先 自然生命科学研究支援センター 光・放射線情報解析部門 鹿田施設  

（内線 鹿田 7497） 



                                  March 11th, 2020 
 

Renewal Education for Foreign Radiation Workers 
 
All faculties and students, who renew your license for radiation work, need to 
take this renewal education before starting of the next fiscal year. From this 
year, the renewal education is e-Learning on Moodle of Okayama University. 
 
How to attend: 

1. Access Moodle page ( https://moodle.el.okayama-u.ac.jp/?lang=en ) 
2. Log in the page with your university ID* 
3. Choose the renewal course (2019-fiscal Year-Renewal Education for 

Radiation Workers) 
4. When you do not find the course, you search with “renewal” 
5. You must attend the course until March 25, 2020** 
6. Please obtain the badge to finish the course. 

 
The contents of the education and training are below: 

1. Biological effect of ionizing radiation on human body 
2. Safe handling of radioisotopes and radiation generator 
3. Laws and local rule for radiation protection   

      
Note: 

1. After all video watching and quiz answering, you finish the course. 
2. *You log in the page with not your university ID, your attendance 

cannot be confirmed. 
3. **You need your certification for radiation working out of university, 

you attend as soon as possible regardless the limit mentioned above. 
4. This course opens to all university member. 

Contact: Hiroaki TERATO PhD, Professor, The Department Director  
(Ext. 7496 (Shikata) or 18-7496 (Tsushima)) 

 


