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　教職員と学生の皆様には、キャンパス内および周辺地域の禁煙についてご協
力をいただきありがとうございます。最近、新型のタバコ、特に加熱式と呼ば
れるタイプが話題です。宣伝の「害や臭いがない」は本当でしょうか。実際は、
煙には有害物質が含まれており、焦げたような臭気も明らかです。タバコの葉
を220度で加熱するため、葉に含まれる沸点247度のニコチンも高い蒸気圧
で放出されることから、喫煙者にその依存性を持続させます。また、これらの
新型タバコは喫煙に関して若い世代にゲートウェイの役割を果たす可能性が懸
念されています。キャンパス全面禁煙のルールに沿って、いわゆる新型タバコ
も使用しないようにご協力をお願いいたします。
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Topic

08 事故情報の報告について

　教育研究中に発生した事故や災害、ならびに職員の業務上又は通勤途上の災害の情報を環境・安全推進センター
ウェブサイト（学内限定）に掲載しています。同様の事故発生の防止のため、今後の安全管理にご活用ください。また、
事故や災害が発生した場合もしくは発生するおそれのある事態を発見した時は、情報提供にご協力ください。
　平成 27 年度に報告された事故の種類別内訳について、学生ならびに教職員毎にまとめた結果を以下に示しま
す。

Topic

01 キャンパス全面禁煙と新型タバコについて

Topic

09 環境報告書２０１６が発行されました

　昨年９月末に本センターウェブサイトに公表した「環境報告書２０１６」は、
2015 年度における本学の環境活動を中心に記載したものです。その中で、エ
ネルギー使用や二酸化炭素排出について前年度データと比較すると、量及び 1
㎡あたりの原単位※が、ともに減少していました。また、1人あたりのエネルギー
使用量・二酸化炭素排出量についても前年度比で減少していることが分かり、
学生・教職員が意識的に使用エネルギーの削減に取り組んでいることが窺える
ような結果が得られました。

※原単位：面積1㎡あたりにおける（エネルギーの）使用量あるいは（二酸化炭素の）排出量を示す値
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03 産業医・センター教員着任の挨拶
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02 産業医からの健康情報

　「一無、二少、三多」は、日本の文化、生活
スタイルに合わせて作成された健康増進スロー
ガンです。一無は「無煙」（喫煙しないこと）、
二少は、「少酒」（お酒はほどほどに）、「少食」（食
事は腹七～八分目）、三多は、「多動」（身体を
活発に動かすこと）、「多休」（休養をしっかりと
ること）、「多接」（多くの人や物と接し生活を創
造的にすること）を指しています。これらを実践
することにより、メタボリック症候群を効果的に
減らすことが示されています（Intern Med. 
2009;48(9):647-55.）。皆さんも、健康寿命
を伸ばすために、健康づくりにお役立てください。 　平成 28 年 10 月に労働安全衛生法の改正に基づくストレスチェックを実施しました。非常勤職員を含めて、ほぼすべて

の職員が対象でしたが、あくまで任意となっていたこともあり、受検率は 50% にも満たない数値で終わりました。本学に
29 ある各事業場で受検を懸命に勧奨していただいたのですが、「実施していることを知らなかった」という声も多々あり、
どのように受検率を上げていくかは来年度に向けた課題となりました。結果は産業医が確認して判定させていただき、面接
指導を勧奨する方には個別に連絡させていただいています。本ストレスチェックは一次予防が主眼です。気づきからストレ
スのセルフケアを行い、メンタル不調を未然に防ぎましょう。

Topic

05 ストレスチェックの実施結果について

　労働安全衛生法が改正され、1 年に 1 回、ストレスチェックと呼ばれる検査を実
施することが義務となりました。ストレスチェックを外部に委託した場合の費用は、
一人あたり 500 円程度と噂されていましたが、実際の価格はさらに高額でした。
本学の規模で10年それが続くとしたら莫大な金額です。
　そこで、本学の情報推進課に全面協力いただき、自前でシステムを開発すること
ができました。国立大学では異例のことで特筆に値することです。あらためて、ご
尽力いただいた皆様に御礼申し上げます。来年度以降も引き続き本システムを使用
し、ストレスチェックを実施していく予定です。

Topic

04 ストレスチェックシステムの開発について

Topic

06 化学物質等リスクアセスメント講習会を開催しました
　労働安全衛生法の改正により、化学物質を取り扱う事業場においては、労働災害を防止するため、一定の危険有害性の
ある化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務づけられました。本学でも運用方針を定めると共に、化学物質等
のリスクアセスメント実施マニュアルを作成し、平成 28 年 5 月 30 日（月）、31 日（火）に実務担当者向けの説明会を、
平成28年 6月30日（木）から7月8日（金）まで教職員対象の講習会を開催し、多くの職員に出席いただきました。
　各事業場において、今回の改正に留意し、安全な化学物質等の管理に努めていただいているところです。
　なお、化学物質等のリスクアセスメント実施マニュアルは、環境・安全推進センターウェブサイト（学内限定）に掲載し
ています。

田畑産業医が新たに着任しました

Topic

07 環境・安全推進センター講演会を開催しました

　平成 28 年 12 月 6 日（火）に、センター主催の講演
会を開催しました。講演会では、黒澤一統括産業医から「健
診結果でわかるあなたの健康」、東北大学病院の岡本智子
栄養管理室長から「食事傾向から見える健康対策」の題
目により、健康管理に関する内容を分かりやすくお話しい
ただきました。最後に、講師と受講者が肥満、体調不良、
不眠等「健康」をテーマにトークセッションを行いました。

一無
無煙
二少

少酒 少食
三多

多動 多休 多接

　新しく産業医のメンバーとして加わりました田畑雅央と申します。一般病院で
呼吸器内科医として勤務した後、大学病院に戻り主に教育・医療安全関連の
仕事に従事し、2016 年 4 月から産業医として勤務しております。産業医とし
てはまだまだ未熟ですが、諸先輩方や、ご関係の方々のご指導をいただきつつ、
職員の皆さんが安心安全に働けるよう環境作りやシステム改善の点からも努力
して参りたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。

牧野助教が新たに着任しました

　今年度 4 月より着任しました牧野育代です。前職務先の環境保全センターに
おいては主に廃液管理、環境保全に関わる実務を担当しておりましたが、当セ
ンターにおいてはより幅の広い環境マネージメント全般の業務を担当する予定で
す。環境事案に関する対処法は年々変化し業務も複雑化しています。環境マネー
ジメントの実務を通じて教職員、学生の快適な教育･研究環境の構築に役立ちた
いと考えています。

「一無、二少、三多」知っていますか？
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