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01 安全衛生管理指針を改訂しました

　安全衛生管理指針を昨年３月末に改訂し、本センターウェブサイトに公
表しました。本学の安全衛生管理に関する基本を全学的視野から示したも
のです。
　職員等は事業場において業務を開始する前に指針に従って安全衛生教
育を受け、安全衛生教育が適切に行われたことの記録を保管することに
なっています。
　指針には、この「安全衛生教育記録」のほか、不動産等監守者等によ
る点検用の「部屋使用状況等チェックシート」及び事故等が起きた場合の
「事故について（報告）」の様式を掲載していますので、ご活用願います。
　なお、指針２０１４年３月版の英語版を昨年１２月末に同ウェブサイトに公
表しましたので、外国人の教職員及び学生等に周知願います。

環境・安全スタッフ（主任）　角田 昌洋

環境・安全推進センターだより（第5号）

２０１４年３月版安全衛生管理指針
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04 禁煙してみませんか？

　２０１１年以来、敷地周辺を含めたキャンパス全面禁煙となり、学内外
のご協力を頂きながら、３年が経過しました。公共の場の全面禁煙は、受
動喫煙を含めた喫煙の害の科学的な証拠と、ニコチン依存の現実問題を
考えれば、学問の府としては、当然の方向性です。
　喫煙者には、禁煙を積極的によびかけています。もはや、たばこを嗜
好と考えたり、ストレス解消の手段と考えたりする時代ではありません。
楽しみを奪うな、個人の自由を尊重せよ、など、いろいろとご意見がある
でしょう。しかし、禁煙してわかることもあるのです。禁煙の成功を喜びとする方々のなんと多いことか。薬物依
存症から解放されて改めて獲得した「自由」を感じる喜びではないかと思います。
　やめてみようかという場合、まずは１週間、１本も吸わないように試してみましょう。喫煙欲求衝動に備えて、個
人で「儀式」を決めておくことが、乗り越える秘訣と言われています。口腔清涼剤を口にしたり、外で冷気を深呼
吸したり。最初はつらくても、徐々に楽に克服できるでしょう。
　万一失敗しても、何回でもチャレンジしましょう。病院の禁煙外来も選択肢の１つです。保険診療で可能です。
大学病院にも開設されています。産業医も相談を受けています。

統括産業医　黒澤 一
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05 環境報告書２０１４が発行されました

　環境報告書２０１４を昨年９月末に本センターウェブサイトに公表しました。本
学の環境マネジメントの根幹となる環境方針、環境目標に関する個別項目の達
成度自己評価、環境マネジメント体制、環境マネジメント基本項目に関する数値
データ、温室効果ガス排出削減に関する活動状況等について記述しました。
　電力等は２０１１年度に比して回復（増加）しており、研究・施設の復旧・復
活が進んでいることは、明確に理解することができました。トピックスには、東
日本大震災からの復興関係の記事、環境に関係する研究関係の記事に加え、本
学環境科学研究科で学ぶ学生の声を掲載しました。今回、本学工学部卒の谷津
龍太郎様（環境省顧問、元事務次官）に本報告書へのコメントを頂きました。

環境・安全スタッフ（主任）　角田 昌洋
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ストレスチェックの義務化。必要に応じて
適切な就業上の措置の義務化。

受動喫煙防止のため、実情に応じ適切な
措置の努力義務化。
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02 労働安全衛生法が改正されました
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03 産業医からの健康情報
～平成２６年度健診時アンケート調査の集計結果について～
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平成２６年６月２５日に「労働安全衛生
法の一部を改正する法律」（平成２６年法
律第８２号）が公布され、労働安全衛生
法が改正されました。
平成２８年６月までに順次施行されてい

きます。
　詳細につきましては、厚生労働省のホー
ムページ「労働安全衛生法の改正について」
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/koyou_roudou/ro
udoukijun/anzen/an-eihou/) をご確
認くださいますようお願いいたします。

環境・安全推進センター講演会を開催しました
平成２６年１２月３日に講演会を開催し、黒澤

一統括産業医より「職場のメンタルヘルス」に
ついて、また中央労働災害防止協議会の山田
周様より「労働安全衛生法と化学物質リスクア
セスメント」についてご講演いただきました。
講演を通じて多くの方にメンタルヘルスに改

めて関心を寄せていただくとともに、リスクア
セスメントの考え方に触れていただくことができ
ました。
また、環境・安全推進センターについても理
解を深めていただく良い機会となりました。

　今年度も例年のように、定期健康診断の時期に併せて、任意回答による、①日中の眠気（JESS: 睡眠時無呼
吸症候群のスクリーニング）、②うつ傾向 (CDS-D)、③仕事の負担による疲労蓄積度の３つの問診調査を実施しまし
た。今年度は４,０１２名の方から回答をいただきました。
　各々の問診で陽性のスコアとなった人数は、①JESS (１１点以上 )：６９７人（うち鼾（いびき）あり２８８人）、
②CES-D （１６点以上）：１,２０２人でした。③仕事による負担度では、低い（０～１点）：２,４５８人、やや高い（２
～３点）：７３２人、高い（４～５点）：４５７人、非常に高い（６～７点）：２２７人という結果でした。仕事による負
担度が高い又は非常に高いとなった方のうち、性別・年齢の記載がある６６７人について内訳を見ると、以下の表
のようになりました。

男性では３０代、４０代、女性では３０代、２０代の職員の、仕事による負担度が高い傾向が示唆されました。これ
らの結果は、大学全体での健康被害影響予防対策の資料として、また、職場環境の改善に繋がるよう役立てて行き
たいと考えております。平成２７年１２月には、労働安全衛生法の改正に伴って告示された、労働者のストレスチェッ
クが施行されることになります。今後は、法に準じた形式でストレスチェックを実施することになる見込みです。

産業医　色川 俊也

労働安全衛生法の概要（一部抜粋）

化学物質の
あり方の見直し

ストレスチェック
制度の創設

受動喫煙防止
対策の推進

規制・届出の
見直し等

一定の危険性・有害性のある化学物質の
リスクアセスメントの義務化。

電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定・
譲渡制限の対象化等。

「スマート・ライフ・プロジェクト」御存知ですか？

あなたは今、どこにいますか？あなたは今、どこにいますか？

「健康寿命をのばしましょう」をス
ローガンに、国民全体が人生の最後
まで元気に健康で楽しく毎日が送れ
ることを目標とした厚生労働省の国
民運動です。生活習慣病を予防し、
健やかな生活を送るため、「運動」「食
生活」「禁煙」の３つの分野で具体
的なアクション「毎日プラス１０分の運動＜適度な運動＞」「毎日プラス一皿の野菜＜適切な食生活＞」「たばこ
の煙をなくす＜禁煙＞」を提案しています。
今年度、これらのアクションに「健診・検診の受診」を加え、“３つのアクション +１”として、更なる健康寿

命の延伸を図ることを推進しています。私たちは、「健診」で、今の身体に異常がないかどうかみることができます。
また、「検診」で、特定の病気を早期にみつけることができます。「けんしん」で、今自分がどこにいるかを知る
ことができます。定期的な受診で自分を知って、３つのアクションに取り組んでみましょう ！

＜厚生労働省ホームページより＞

＜厚生労働省ホームページより＞

＜厚生労働省ホームページより一部抜粋＞

大河内産業医が新たに着任しました
本学４人目の産業医として着任いたしました大河内眞也と申します。先輩諸氏のご

指導をいただきながら、星陵・片平・川内・川渡・浅虫地区などの健康管理、安全
衛生対策などを担当しております。
産業医になって驚かされるのは、東北大学が担当している研究、教育の多彩さ、

奥深さです。健康かつ安全快適な環境の中で、東北大学が更に発展するようなお手
伝いができればと考えております。お困りの事がありましたら何なりとご相談頂ければ
幸いです。

産業医　大河内 眞也

◎仕事負担度が高い、又は非常に高いと答えた人達の年代別分布状況

 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

男性（３７４人） ３１ １５０ １３２ ４９ １２

女性（２９３人） １００ １０９ ５６ ２４ ４

産業医　小川 浩正
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