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Statement of the issue: Maintaining OHSMS Certification history 
OHSMS 認証履歴の維持 

 
Discussion:  
Although it does not seem to be documented anywhere, ABs have different points of view as it 
relates to the maintenance of OHS Management systems certification history when certified 
clients migrate from accredited OHSAS 18001:2007 to ISO 45001:2018. 
 
This relates to  situations where the “initial certification date” is indicated on the certificate. 
 
Here are various positions taken by different ABs: 

- The initial certification date can be maintained, without any “disclaimer/statement” 
- The initial certification date can be maintained with a “statement/disclaimer “ to the 

effect that the management system was originally certified against the requirements of 
OHSAS 18001:2007 

- The initial certification date cannot be maintained and a new initial certification date is 
to be set based on the decision date for the ISO 45001 certification. 

 
被認証顧客が認定された OHSAS 18001:2007 から ISO 45001:2018 へ移行した際の OHS マネジメン

トシステム認証の履歴の維持に関して AB 間で見解が異なっている。 
 
これは「初回認証日」が認証書に記載されている場合に関係する問題である。 
 
各 AB による異なる見解： 

- 初回認証日は「但し書き/記載事項」なしに維持できる。 
- 初回認証日は、当該マネジメントシステムは元々OHSAS 18001:2007 の要求事項に対して

認証された旨の「但し書き/記載事項」により維持できる。 
- 初回認証日は維持できない。ISO 45001 認証の決定日に基づき新たな初回認証日を記載し

なければならない。 
 

 
Requested action by the IAF TC:   

a) Can the initial certification date be maintained, without any “disclaimer/statement”? 
 
b) If no, should the initial certification date be maintained with a “statement/disclaimer 

“ to the effect that the management system was originally certified against the 
requirements of OHSAS 18001:2007? 

 
c) If the initial certification date cannot be maintained, should a new initial certification 

date be set based on the decision date for the ISO 45001 certification? 
 

a) 初回認証日は「但し書き/記載事項」なしに維持できるか。 
 

b) できない場合、初回認証日は、当該マネジメントシステムは元々OHSAS 18001:2007 の要

求事項に対して認証された旨の「但し書き/記載事項」により維持できるか。 
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c) 初回認証日が維持できない場合、ISO 45001 認証の決定日に基づき新たな初回認証日が記

載されるのか。 
 

 
Consensus of the IAF TC (also to be documented in the meeting summary): 
 
MSC WG – Recommends to the TC to take the following decision:  
 
The initial certification date, including a statement as to what the initial certification was 
for, can be maintained on certification documents when an accredited certification has 
been migrated from BS OHSAS 18001 to ISO 45001. 
 
More Detail 
  
There was some discussion as it related to allowing the date or not and if a statement was 
necessary seeing that IAF is allowing a migration and both standards are OHSMS stnadards.  It 
is still an OHSMS standard, which is why IAF allowed a migration.  Why could the initial date 
not be maintained, as an OHSMS certification? 
 
It is not the same standard, but we recognize they are both OHSMS standards. 
 
The initial certification date can be maintained, with a statement to be clear what the initial 
certification was for. 
 
マネジメントシステム認証 作業グループの推奨： 
認定された BS OHSAS 18001 の認証から認定された ISO 45001 認証に移行された場合は、何に対

する初回認証であったかの記載事項を含めば、初回認証日を認証文書に維持することができる。 
 
更なる詳細 
日付を許可するかどうか、及び IAF が移行(migration)を認め両規格ともに OHSMS の規格であるこ

とから、そもそもそのような記載事項が必要か、という議論があった。 
つまり、IAF が「移行」を認めた OHSMS 規格であるならば OHSMS 認証として初回認証日を維

持できないのはなぜか？という質問もあった。 
これに対する答えとしては、OHSMS 認証として（記載事項なしで）初回認証日を維持できない

のは、両方共 OHSMS の規格ではあるが、同一の規格ではないからである。 
 
初回認証日は、何に対する初回認証であるかを明確にした記載事項を付せば維持することができ

る。 
 

 


