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環境安全管理センターニュースレター No.4 March 2019  

 

 

 皆様、こんにちは。平成 30 年 4 月より環境安全管理センター長を拝命し

ている理学部の片岡靖隆です。私の専門分野は「有機金属化学」および「有

機合成化学」で、遷移金属錯体触媒を用いた新しい有機合成反応の開発を目

指しています。「環境に調和した有機合成反応の開発」が私達の研究分野の

旗標の一つです。ところが、私達の通常の研究活動においては、数多くの化

学物質を使用し、少なからず実験廃液を排出し、また、様々な実験装置や測

定機器を使用することによって多くのエネルギーを消費しています。「環境

に負荷を与える」ことを行いながら研究活動を行っている、といっても過言

ではないかもしれません。それゆえに、本学のみならず世の中の環境整備などの諸問題に関して、積極

的に携わっていく責任を有する者のひとりであることを強く自覚しています。 

 環境安全管理センターは、本学の教育研究活動における環境整備の維持・向上を目的として平成 23年

2 月に発足して以来、岩井薫初代センター長、および小川英巳二代センター長のもと精力的に活動して

参りました。現在本センターには、化学物質管理部門、放射線管理部門、バイオハザード管理部門の 3

部門に加え、センター長直轄の 5つの WG（実験系環境保全 WG、環境安全管理センター安全教育 WG、

実験系産業廃棄物管理 WG、実験系安全管理初動連絡体制運用 WG、情報提供メール配信システム運用

WG）を有し、これらの部門や WG がお互いに連携しながら、本学における「環境」や「安全」といっ

たキーワードが関与する広範な事案を対象とする業務を行っています。そして、その業務のほとんどに

様々な法令が関与しており、大げさに言えば、一時として休むことのできない活動が続きます。この度、

このような重責を担う三代目のセンター長を拝命することは身の引き締まる思いですが、その責任に見

合う成果を出すことができるように精進していきたいと思います。 

 さて、皆様にとって本センターとはどのような存在でしょうか？高評価を期待したいところですが、

おそらく、必ずしも良いイメージをお持ちではないと推察します。というのも、皆様とセンターが係わ

るのは、たいてい何かが起きた時だからです。例えば、化学管理物質部門による毒劇物の現地調査と称

してセンター員が研究室にやってきて、毒劇物の残量の記入が間違っているとか、毒劇物保管簿の作成

方法に不備があるなど、細かいミスを指摘し、さらに、速やかに改善するよう面倒なことを言ってくる

組織、と感じているかもしれません。確かに、法令に基づいて管理することを厳格化すればするほど、

皆様の時間やエネルギーなどを消費することになります。ただでさえ数多くの仕事を抱えている皆様に
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対し、さらに仕事を増やすようなことを命令するわけですから、敵意さえ抱かれても仕方ないのかもし

れません。でも、想像してください。危険物の扱い方がいい加減だったので研究室で爆発が起きる…、

毒物の管理が不十分だったので知らないうちに外部に持ち出され使用される…などなど。皆様の身体や

資産にダメージを与えるだけでなく、本学の対外的なイメージを低下させ、回り回って皆様の本学での

活動が抑制される、といったことに繋がることも考えられます。これらを未然に防ぎ、皆様がより良い

環境のもとで教育研究活動に従事できるようにするのが環境安全管理センターの仕事なのです。 

 本学の基本理念の中に「専門教育の高度化」「高度な基礎研究と学際研究の追求」といった項目があ

り、「小規模（な大学）ながらも個性ある教育・研究を推進することを目指す」と記されています。これ

らは皆様の常日頃のひた向きな教育研究活動があるからこそ達成できるものです。しかし、その活動を

支える現場の環境整備が不十分では、皆様が 100％のパフォーマンスを発揮することが難しくなります。

現場の環境整備向上によって皆さんの活動が活発化し、その結果、成果が向上する。そして、基本理念

の達成とともに、世の中における本学の評価が上がる。このようなプラスの潮流を発生させるためにも、

本センターは、最も基盤的なインフラである現場の環境整備向上に向け、大学当局に対しても必要なこ

とは積極的に提案し要求していかなくてはなりません。常に現場の意見を大切にすることを肝に銘じ、

本センターの活動を先導していきたいと考えています。皆様、本学の教育研究環境の維持・向上のため

に環境安全管理センターが果たす役割をご理解いただき、今後ともご協力ご支援を賜りますよう、お願

い申し上げます。 

 

 

 

環境安全管理センター化学物質管理部門長 片 岡 靖 隆  

 化学物質管理部門は、化学物質が関与する事案を対象とする多種多様な活動（例えば、IASO を利用

した毒劇物の管理、実験廃液の管理および回収作業、毎年 4 月に行う化学物質に係る安全講習会など）

を行っています。そのうち、平成 30年度から新たに始めた活動として「学生に対する特殊健康診断（有

機溶剤・特定化学物質検診、以下特健と略します）の実施」があ

ります。大学には教員・職員・研究者・学生等様々な立場の方が

所属しています。教員・職員・研究者については労働安全衛生法

によって、この特健を年 2回受けることが義務付けられており、

特健での測定値に異常が見つかった際は、産業医と相談し、改善

につながる対応（精密検査を受けその原因を考え適切な対応を

とる、化学物質の扱い方法を検討する等）をとることとなってい

ます。これに対し、学生は労働者ではないので、労働安全衛生法

上は特健を受ける必要がありません。しかし、実際に実験を行

い、各種化学物質の曝露の危険にさらされているのは学生です。

また、白水産業医からは、学生が特健を受け自らの検査値を把握

することによって安心して研究活動に専念できる、あるいは、化

２．化学物質管理部門の活動から 

化学物質管理部門員による 

毒劇物の管理に関する現地調査 
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学物質が有する有害性についての理解が深まるといった教育的な効果が発生する、との提言をいただき

ました。これらを踏まえ様々な議論を重ねた結果、最終的には学長のご英断により、本年度から学生に

対する特健を実施できることとなりました。年度初めに、対象となる化学物質の前年度における使用状

況を調査し、産業医のチェックを経た後、特健を受けるべき学生にはその旨連絡します。平成 30 年度

では、連絡した学生全員が特健を受けてくれました。本来は全学生を対象とすべきところですが、予算

も限られており、ある程度使用した学生のみを対象としている状況であることをご理解いただければ幸

いです。 

 

 

環境安全管理センター放射線管理部門長 中 澤  隆  

アイソトープ総合実験室は本学で放射性同位体を用いた実験を行うための施設です。この施設内で実

験するには、放射線障害防止法（正式には「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」

と言います）により、必要な安全講習を受け、ガラスバッジで被ばく線量をチェックし、定期的に健康

診断を受けなければならないなど様々な規程に従わなければなりません。施設を管理する側では、放射

線取扱主任者（現在は理学部所属の三方教授、鍵和田教授、および、酒井教授）が施設の定期点検や放

射性同位体の使用状況の調査・確認などを行なっています。今から 20 から 30 年前には DNA やタンパ

ク質の標識に放射性の 32P（半減期約 2週間）や 35S（半減期約 3ヶ月）が、多い時には許可された 1日

最大使用量を超えていないか心配になる程、盛んに使われていました。ところが驚いたことに、平成 29

年度の実績は、密封されていない放射性核種の新規購入がなく、その代わりに半減期の長い核種をほぼ

例年通りに廃棄しているという、廃炉中の原子力発電所を思わせる内容でした。確かに考えてみれば、

ここ数 10 年の間に生化学や分子生物学の論文には、定番だった白黒のオートラジオグラフに代わって

色鮮やかなタンパク質の立体構造、蛍光色素や蛍光タンパク質で染めた細胞の写真などが目立つように

なり、ラジオイミュノアッセイは酵素免疫アッセイに取って代わられています。化学でも放射性同位体

を用いるトレーサー実験の大部分は、安定同位体についての質量分析法や核磁気共鳴法で置き換えられ

ました。その好例が考古学に欠かせない 14C 絶対年代測定で、かつては半減期 5,730 年の 14C を含む数

g の試料からの 1 Bq にも満たない β 線を、バックグラウンドと区別して計測する高度の技術が要求さ

れる方法でした。ところが今や加速器質量分析法により、わずか数 mg の試料で天然存在比が 12C の約

１兆分の１に過ぎない 14C 原子を直接、高精度で「数えられる」ようになりました。 

昨年 7月にアイソトープ総合実験室の放射線ガスモニターが故障しました。この故障は、密封されて

いない放射性核種が当面使用できなくなることを意味します。この知らせを聞いて、その修理費（正確

には装置の更新費用）もさることながら、施設を利用する研究の中断を心配していたら、少なくとも私

の耳には使用者から何の苦情も入りませんでした。この故障で研究に支障が生じなかった（らしい）こ

とは不幸中の幸いですが、施設の存在意義に関わるので喜んではいられません。研究では放射性同位体

を使う実験の必要性が激減しているとは言っても、福島の原子力発電所の事故を思い出すまでもなく、

放射能の危険性や放射線の安全な取扱い方法などについての正確な知識は相変わらず重要です。ところ

が世界的に大学の化学のカリキュラムから放射化学や放射線化学が次々に消滅し、本学では放射線使用

３．放射線管理部門の活動から 
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者の初心者講習会で行われる放射線の物理学、化学、生物学についての講義が最後の砦のようになって

います。放射線管理部門が行う本学での放射線に関する教育・訓練に対し、アイソトープ総合実験室が

中心的な施設として寄与していければと思っています。 

 

 

 

 

環境安全管理センターバイオハザード管理部門長 佐 伯 和 彦   

 『バイオハザード』は有害な生物による危害一般を表す概念です。例えば、外国産の有害動植物や病

原微生物（病原体）の管理は、本部門の活動範囲です。いわゆる病原体など以外に、遺伝子組換え生物

（Genetically Modified Organism, GMO）もこの概念の対象となります。本部門は、組換え DNA 実験安全

委員会と連携しながら、バイオハザードの安全管理に関する活動を行っています。本学では、理学部と

生活環境学部において合計 38 件の組換え DNA 実験が実施されており、マウスやシロイヌナズナ、酵

母、大腸菌などの遺伝子組換え生物が、生物科学や食物栄養学などの様々な研究に用いられています。

本学で扱っている組換え DNA 実験は、ほとんどが非病原性の遺伝子と生物を対象とするものですが、

『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律』（いわゆるカルタヘ

ナ法「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」について、日本で

実施するための法律）に従い、管理を行っています。この中には、組換え生物の本学への搬入や本学か

らの搬出の管理、そして、組換え DNA 実験の従事者に対する教育活動も含まれています。 

 本年度からの新たな取り組みとして、1）弱い毒性病原性を持つ生物を用いる実験に従事する学生・教

職員には、健康診断を年 2回受診して貰うこととして、安全監視の強化を図り、2）組換え DNA 実験計

画の申請時期を例年より約 1ヶ月早めて、申請者・

従事者の便を図ることにしました。 

 今後も研究を活発に続けつつ安全を維持するた

めに、実験従事者のみならず学内外の皆さんのご

協力をお願いいたします。 

 

 

４．バイオハザード管理部門の活動から 

故障した放射線ガスモニター 更新後の放射線ガスモニター 

（平成 31年 3月 25日設置） 

組換え DNA実験従事者安全講習会 

故障した放射線ガスモニター 

組換え DNA 実験従事者安全講習会 
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環境安全管理センター長 片 岡 靖 隆   

（１）PRTR 対象物質の取扱量に関する調査結果について 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく「PRTR 制

度」（化学物質排出移動量届出制度：Pollutant Release and Transfer Resister）により、人の健康や動植物に

有害な影響を及ぼす恐れのある 462種類の化学物質については、研究室等における 1年間の排出量や移

動量（取扱量）を集計し、一定量を超える場合は奈良県経由で国に届出る義務が課せられています。本

学では、毎年、薬品管理支援システム（IASO）の管理者により全学集計を行っています。平成 22年度

以降の排出移動量（取扱量）が比較的多かった PRTR 対象物質とその量は、下のグラフにありますよう

に、いずれも届出に必要な排出移動量（1,000 kg）には達しておりません。今後も引き続き、皆様の身

を守り近隣地域の安全・安心を確保するとともに、化学物質による環境リスクを減らすために、PRTR 対

象物質の使用量削減にご協力くださいますようお願いいたします。 

 

（２）ドラフトチャンバーの点検について 

 化学物質はそのほとんどが身体に何らかの悪影響を与えます。化学物質を扱う作業（実験）を行う際

は、必ず保護メガネをかけ、白衣や手袋などを着用して化学物質が身体に付着しないように配慮するこ

とが肝要です。また、特に揮発性の高い化学物質を扱う場合は必ず、オープンエアーの実験台ではなく、

局所排気装置（ドラフトチャンバー、ドラフトと略します）の中で作業を行うべきです。法令では、特

定化学物質（特定化学物質障害予防規則で規定）を扱う際はドラフトの吸い込み流速（面風速）が 0.5 

m/s 以上、有機溶剤中毒予防規則で指定されている有機溶剤を扱う際は面風速が 0.4 m/s 以上であるド

ラフト内で作業をすることとなっています。これら以外の化学物質についてはドラフトの外で作業をし

ても法令違反ではありませんが、自分や一緒に実験をしている仲間の身体のことを考えると、ドラフト

内で作業を行うことが望ましいです。また、例えドラフト内で作業を行っていたとしても、ドラフトの

サッシを開けすぎている、あるいは、ドラフトの排風機が充分に機能していない等の理由によりドラフ

トの面風速が確保されていなければ意味がありません。環境安全管理センターでは、平成 29 年度業務

５．環境安全管理センターのその他の取り組み 
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達成基準適用事業計画を利用して平成 30年度中に、ドラフトの新設（1台）および移設（1台）に加え、

本学（附属中等学校を含む）にある全てのドラフトの排風機を点検し、問題のあるものに関しては交換

（5台）や修理（50台）を行いました。現時点では、本学にある全ドラフトの排風機が充分に能力を発

揮できる状態となっており、皆様は安心して実験に取り組むことができます。そこで皆様にお願いがあ

ります。必ず、充分な面風速が保たれている状態で作業を行ってください。そのためには、まず、ドラ

フトのサッシをどこまで開けたらよいのかを確認してください。また、法令で定められている「ドラフ

トの自主点検」（月に１回行う）を必ず行ってください。点検内容は、ドラフトの目視や面風速の測定な

ど簡単なものばかりです。詳しい内容については本学の環境安全管理センターホームページ（化学物質

管理に関する注意事項・ドラフトチャンバー等の使用について）から入手できる局所排気装置点検表を

ご覧ください。定期的に点検をすることによって、面風速の低下などドラフトの不調を症状が軽い段階

で把握することができます。適切に対処さえすれば、実験を行う皆様の安全を担保することに繋がりま

す。ぜひ、実践していただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

環境安全管理センターでは、本学教職員・学生の安全に対する意識向上のため、また、多くの方に広

く安全への興味を持っていただけるよう、毎年安全管理をテーマとした研修会を開催しています。今後

も定期的に開催する予定ですので、ぜひ会場へお越しください。 

 

（１）平成28年度「微生物資源の利用における注意点と生物資源センターの役割―特に海外微生物資

源へのアクセスと利用について―」 

平成28年12月20日（火）15時から理学部会議室にお

いて、平成28年度本センター研修会が開催されました。

鈴木健一朗氏（東京農業大学応用生物科学部醸造科学科

教授）をお招きし、生産や研究に関わる知財として様々

な微生物を安全かつ有効に使っていくことの重要性が高

まりつつある現状に鑑み、海外資源を含め、微生物資源

６．環境安全管理センター研修会報告 

老朽化の激しいドラフト用排風機 交換された新しい排風機 

（平成 31年 3月 19日設置） 

平成 28年度研修会の様子 
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を利用するときの成果の扱いや保存機関（カルチャーコレクション）の菌株の取り扱い・活用に

ついて講演をいただきました。 

 

（２）平成29年度「原子核は生物の進化を加速するか？－異分野交流を楽しむ研究場－」 

平成 29年 12月 6日（水）15時から理学部会議室において、平成 29年度本センター研修会が開催

されました。阿部知子氏（理化学研究所仁科加速器研究セ

ンター加速器応用研究室室長）をお招きし、仁科加速器研

究センターの重イオン加速器で高速重イオンが生物に与

えるさまざまな効果（物理要因（LET と線量）に関して変

異誘発の体系化を試み、花びらを無くした花・花      

が咲かない小麦・種子がなる雄株など奇妙な変異体が得ら

れたこと）について講演をいただきました。 

 

（３）平成30年度「京都大学における環境安全衛生管理とその事例」 

平成 30 年 12 月 7 日（金）16 時 30 分からコラボレー

ションセンターZ306室において、平成 30年度本センタ

ー研修会が開催されました。吉崎武尚氏（京都大学環境

安全保健機構機構長）、松井康人氏（京都大学環境安全保

健機構安全管理部門准教授）をお招きし、京都大学で行

っている日常の環境安全衛生管理体制とその責任、およ

び、実際に発生した事故を元にした教訓とその後の再発

防止策等について講演をいただきました。 

 

                                           

まず、本ニュースレターNo.4 の発行について、前回ニュースレター発行から 3年も経ってしまいましたこ

とをお詫び申し上げます。その間、幸いにも本学では実験系の大きな事故等はなく、これもひとえに皆様方

のご協力のおかげと感謝しております。今年度は新たに学生の特殊健康診断をはじめ、また、ドラフト排風

機の修理・取替等を行いました。今後も、粛々とではありますが、本学の安全な教育・研究環境の維持・充

実に努めていく所存ですので、ご支援よろしくお願いいたします。                           
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