JASRI 安全管理室受付←本人または所属長
JASRI Safety Office ← Individual worker or JASRI division director

放射線業務従事者妊娠申出書（ニュースバル）
Radiation Worker Pregnancy Report (NewSUBARU)

JASRI 職員等
For JASRI Staff etc.

安全管理室長 殿
JASRI Safety Office Director
大型放射光施設（NewSUBARU）放射線障害予防規程第 17 条 4 項に基づき、
In accordance with 17, Clause 4 of NewSUBARU Radiation Safety Regulations,
□1）私、
（本人署名）の妊娠が判明いたしましたので申し出ます。
I,
(signature) am reporting my pregnancy as follows.
□1）当部署所属の下記の者について妊娠の報告を受けましたので申し出ます。
This is to report the pregnancy of a worker in our div./dept.
JASRI 所属長：
JASRI division director name & seal

印

JASRI における所属部署
(JASRI Div./Dept.)

フリガナ (Kana-letters)

(Pregnancy Radiation Worker)

妊
氏名 (Name)
娠
が
判
ID No. 2）
明
し
た
生年月日 (Date of birth)
放
射
線 電話 or e-mail(Tel. ext. or e-mail)
業 事業所内で連絡のとれる連絡先を記入
務
JASRI における身分
従
(JASRI status/position)
事
者
出産までの放射線作業

3）

(Intention to continue radiation work
to start of maternity leave)

届出年月日 (Date of notice submission)
出産予定月 (Expected date of childbirth)

19

年

月

日 (year / month / date)

(Please fill in the telephone or e-mail to contact you in SPring-8. )

□継続します (will continue)
□継続しません (will not continue)
放射線業務従事者終了書提出予定日

20

年

月

日

(Anticipated date for submission of “Registration Termination Form” in radiation

work (year/month/date) )

20

年
20

月
年

日 (year/month/date)
月頃 (year/month)

注：1）本人が申し出る場合は上段に、JASRI 所属長が申し出る場合は下段にチェックし、チェックした項に記入して下さい。
2）放射線業務従事者登録時の ID 番号を記入して下さい。
3）法律によって、出産までの被ばく限度がきわめて低く制限されており、外部被ばくは腹部表面について 2mSv（等価線
量）、内部被ばくについては 1mSv（実効線量）です。そのため外部機関での放射線業務従事について制限を設けること
があります。
NOTES: 1) Check the appropriate box to indicate whether the individual concerned or JASRI division director is submitting this
report.
2) Write in the Radiation Worker ID number.
3) Japanese law sets radiation exposure limits for pregnant personnel of 2mSv in equivalent dose for external
abdominal surface exposure and 1mSv in effective dose for internal exposure. Because of this, there may be limitations
set on radiation work at external organizations.

受付 No.：

―

―

Receipt No.
JASRI 安全管理室長
JASRI Safety Office
Director
年
月
日

安全管理室担当
JASRI Safety Office
Staff
年
月
日

