


PM4個人サンプラーセット

》バッテリー込みで、重さたったの2.3kg

》有機ELディスプレイ搭載で表示が見やすい

》リチウムイオンバッテリーはお客様にて交換可能
》一時停止機能付き

》各種サンプリング条件を5件記憶可能

LVS-30型は、AC/DC（交流・直流）両電源に対応した小型軽
量の吸引ポンプです。ローボリウムエアサンプラーとして作業
環境や大気環境中の粒子状物質の測定などをはじめ、さまざま
なサンプリング用の吸引ポンプとして使用できます。
電源は従来通りACコンセントに接続して使用するだけでなく、
バッテリーでの駆動もできるので、屋外などのコンセントのない
場所でも使用することができます。

■特徴

■使用例

LVS-30型

オープンフェース型を使用した
ろ過捕集

粉じん計との併行測定

LVS-30型

慣性衝突式
分粒装置
NW-354型

粉じん計

A型ホルダー

ローボリウムポンプ LVS-30型

PM4個人サンプラーセット
ろ過捕集

使用例
※個人サンプリングに便利な
ソフトケース付属

URL https://www.sibata.co.j csc@sibata.co.jp

構成

個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型
ミニポンプMP-W5P型（CEマーキング品）
グリスセット（ヘラ、ミクロスパーテル付）
中間クリップ
PTFEバインダーフィルター TF98R型 φ25mm
トアロンチューブ
MP-W5P用ソフトケース

×1コ
×1コ
×1式
×1コ

×100枚
×1本
×1コ

●作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人
サンプラーです。
●定流量機能、積算流量機能付吸引ポンプMP-W5P型を
使用しています。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4（4μm50％
カット）の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大
粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型は（公社）
日本作業測定協会型式認定製品です。
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第 60回日本労働衛生工学会のご案内

Ⅰ . 学会案内
　�　第 60 回日本労働衛生工学会を第 42 回作業環境測定研究発表会と共同で，次のとおり香川県高松市
で開催いたします．
1． 日 程 令和 3年 11 月 17 日（水）～19 日（金）
　2．�会 場 レクザムホール（香川県県民ホール）

�（http://kenminhall.com/）
〒 760─0030　香川県高松市玉藻町 9─10
TEL　087（823）3131

　3．�実行委員長 川崎医療福祉大学　名誉教授　田口　豊郁�氏
　4．�参　加　者 日本労働衛生工学会会員，その他の関係者
　5．�総 会 学会期間中に開催いたしますので，ご出席下さい．
　6．�参　加　費 会員（正会員・学生会員）　5,000 円

非会員　12,000 円（学生を含む）
　7．�支��払��方��法� 学会に参加ご希望の方は 10 月 15 日（金）までに振込用紙でお申し込み下さい．

� 振込手数料は申込者の負担になります．
�（振込用紙が足りない場合は事務局までご請求ください．）

※�今後の新型コロナウィルス感染症の状況によっては，オンライン等の開催に切り替える場合がござ
います．あらかじめご了承ください．

●ご案内図

○ JR「高松駅」から徒歩 8分
○「高松空港」からタクシーで約 30 分



Ⅱ．演題募集
　応募される方は次の募集要領に従ってお申し込み下さい。
　1．�演題内容（演題区分）
　　　　ａ．デザイン手法に関するもの（作業環境測定およびばく露濃度測定等）
　　　　ｂ．サンプリング手法に関するもの（測定機器に関するものを含む）
　　　　ｃ．分析手法に関するもの（粉じん）
　　　　ｄ．分析手法に関するもの（特定化学物質）
　　　　ｅ．分析手法に関するもの（金属）
　　　　ｆ．分析手法に関するもの（有機溶剤）
　　　　ｇ．分析手法に関するもの（その他）
　　　　ｈ．作業環境評価に関するもの
　　　　ｉ．作業環境改善技術に関するもの
　　　　ｊ．作業環境管理に関するもの
　　　　ｋ．個人用保護具に関するもの
　　　　ｌ．リスクアセスメントに関するもの
　　　　ｍ．物理的因子に関するもの
　　　　ｎ．その他
　2．�申�込�方�法　　�演題発表をご希望の方は，発表申し込みフォーマット（Windows 版MS�Word の

み対応）が学会ホームページ（http://joha-org.jp/）にありますので，各欄に必要
事項を記入の上，お申し込み下さい。（注：演題区分の欄は 1．のａ～ｎから選択
して下さい。)

� お申し込みは電子メールにて��n60-2021@joha-org.jp��まで送信ください。
　3．�申�込�期�限　　令和 3年 7月 30 日（金）
� 　※ 7 月 31 日以降の変更は抄録集印刷の都合等のためお受けできません。
　4．�抄�録�原�稿　　締切日は令和 3年 9月 24 日（金）
� �発表を申し込まれた方には抄録作成要領などを電子メールにてお送りいたします

ので、作成要領を参照して抄録原稿を作成し、期日までに電子メールにて提出し
てください。

　5．�演�題�発�表　　発表はパワーポイント（MS-PowerPoint）を使用します。
　6．�演題発表者　　�発表者は会員に限ります。発表者は必ず令和 3年 10 月 15 日（金）までに参加費

をお振り込みください。振込手数料は申込者の負担となります。不参加の場合で
も返金はいたしません。

� 振込先　　郵便振替　00140─1─16087　　日本労働衛生工学会

　お問い合わせ先は下記の通りです。
　　　【事務局】〒 807─8555　福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘 1─1
　　　　　　　�産業医科大学　産業保健学部内　�日本労働衛生工学会事務局
　　　　　　　�電話　070─3101─6017　　　　電子メールアドレス　n60-2021@joha-org.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 3年 6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本労働衛生工学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 60 回日本労働衛生工学会実行委員会
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巻頭言

　昨年末の総会において日本労働衛生工学会の会長に再選され，今後 3 年間，会長を務めることになり
ました．よろしくお願いします．
　日本労働衛生工学会は，1961 年（昭和 36 年）10 月に設立され，第 1 回の学会が翌年の 1 月に開催さ
れました．その年の 10 月に第 2 回の学会が開催されて以降は，毎年秋に学会・総会を開催してまいり
ました．昨年（2020 年）は第 60 回という節目の学会になる予定でしたが，ご承知の通り，新型コロナ
ウィルス感染症（COVID-19）の影響で学会が開催できず，今年度に延期することに致しました．しか
しながら，3 月に 2 回目の緊急事態宣言が解除されたとはいえ，4 月に入った現在，新規感染者はまた
もや拡大傾向を示しております．ワクチン接種も始まりましたが，希望者全員にいきわたるにはかな 
りの時間を要するようですし，より感染力の高い変異ウィルスも蔓延しつつあることを考えると，終息
のめどはまだ立っているとは言えず，今後の状況によっては，予断を許さないというのが現状だと思い
ます．
　政府はリモートワークの拡大を呼びかけていますが，人がいないと成り立たない製造業などではリ 
モートワークといっても限界があります．有害物を取り扱う現場では，三密になるほど作業者で混雑す
るようなことはほとんどなく，局所排気装置や全体換気装置等がきちんと稼働していれば，事務職場等
に比べると換気も確保されていると考えられますので，工場内での感染のリスクは小さいと考えられま
す．しかし，多様な発散防止措置の導入で，一定の条件を満たせば，有害物を除去した後の空気を屋内
に排気することが可能になりました．この場合，作業に伴って発散した有害物については除去ができて
も，そもそもウィルス等については考慮していないため，これらが作業場内に持ち込まれた場合のリス
クについては不明です．
　COVID-19 が終息したとしても，今後，異なるウィルスによるパンデミックが発生する可能性は十分
にあります．また，ウィルスでなくても，レジオネラ症など，生物因子による感染症はたびたび発生し
ています．これまで，労働衛生分野では，化学因子，物理因子については，さまざまな対策が取られ，
法的にも整備されてきましたが，ウィルスに限らず，生物因子については，作業で直接取り扱う場合は
別として，わが国ではほとんど検討対象とされてこなかったというのが現状だと思います．しかし，欧
州では，1990 年に作業中の生物学的因子へのばく露による健康や安全へのリスクから労働者を守るた
め，理事会指令 90/679/EEC が発行されており，2000 年に修正されたものが 2000/54/EC として存在
しますし，ドイツには，作業場におけるウィルスを含む生物因子のリスクアセスメントとそれに基づく
管理を規定した規則があります．米国では，ACGIH が Biological Committee を組織し，TLV の勧告に
は至っていませんが，データ収集を行っています．生物因子については，種類もヒトへの影響もさまざ
まであり，基準値がないと対策も難しいこと，また，測定法も確立していないことなどがあり，わが国
ではほとんど手つかずの状況ですが，今後は，化学物質や物理因子だけではなく，生物因子についても
きちんとした対策を考える必要があると思います．

日本労働衛生工学会会長　保　利　　　一

ウィズコロナ時代の労働衛生工学
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【英文抄録】

In workplaces where hazardous substances 
are manufactured or handled, measures to 
prevent exposure to hazardous substances are 
necessary to prevent health problems among 
workers engaged in such work.

Each special regulation of the Industrial 
Safety and Health Law stipulates that when 
manufacturing or handling materials containing 
a certain amount of regulated hazardous 
substances, airtight equipment, local exhaust 
ventilation systems, or push-pull ventilation 
systems must be installed.

In March 1997, the Organic Solvent Poisoning 
Prevention Regulations recognized push-pull  
ventilation systems as equivalent to local exhaust 
ventilation systems.

This equipment helps to maintain and control 
a good working environment, but on the other 
hand, there are cases where it is not effective 
enough.

This paper summarizes the types, characteristics, 
effectiveness, legal requirements, and points to 
note when designing push-pull ventilation systems.

【和文要旨】

　有害物質を製造及び取扱う作業場において，そ
の作業に従事している労働者が健康障害を起こす

ことが無いよう有害物質のばく露を防止する措置
が必要となる．労働安全衛生法の各特別規則で
は，規制している有害物質を一定量含有する物を
製造及び取扱う場合，密閉装置，局所排気装置或
いはプッシュプル型換気装置を設置しなければな
らないこと等が規定されている．
　平成 9 年 3 月に有機溶剤中毒予防規則において
本総説のテーマとしたプッシュプル型換気装置が
局所排気装置と同等と認められた．本装置が現在
までに多くの作業場の対策として設置されて良好
な作業環境を維持管理することに繋がっているが，
中には効果が十分でない設置例もあると聞く．
　そこで，本総説ではプッシュプル型換気装置に
ついてその種類，特徴，有効性，法令要件，同装
置を設計する際の留意点についてまとめたので，
設計時の参考にされたい．

【はじめに】

　有害物質を取扱う等の作業場の労働衛生管理を
進めるため，一般的には労働安全衛生法（以下，
安衛法）に基づく労働衛生三管理を実施する．そ
の三管理の内，作業環境を良好な状態に維持する
ことを作業環境管理といい，作業環境を良好とす
るための具体的な手法に工学的対策がある．
　その工学的対策に換気装置があり，有害物質を
製造或いは取扱う作業場における作業者への有害
物質のばく露を低減することが出来る有効な換気
装置として局所排気装置（以下，局排）があるが，
告示にて一部の作業に認められていた従来のプッ

プッシュプル型換気装置の設置事例と 
設計の留意点

　　　　　 上福元　清隆（興研株式会社）

　　　　　 久保田　裕仁（興研株式会社，早稲田大学理工学術院総合研究所）
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シュプル型換気装置に対して平成 9 年に有機溶剤
中毒予防規則において新たなプッシュプル型換気
装置が局排と同等であると認められた．以降，粉
じん障害防止規則（粉じん則），特定化学物質障
害予防規則（特化則），鉛中毒予防規則（鉛則），
及び石綿障害予防規則（石綿）の特別規則五則に
おいて局排と同等と認められた．
　有機則に引き続き粉じん則で局排と同等に認め
られた経緯に，溶接ヒューム対策に有効であると
いったことがある．局排では，法令上の制御風速
が 1.0 m/s となり，その風速を与えることにより
溶接箇所の溶接欠陥が生じる恐れが高くなる．一
般的には，溶接点に対する気流速度は 0.8 m/s 以
下 1）が望ましく，したがって局排の設置が難しい．
　プッシュプル型換気装置は，吹出し気流を使う
ことで有害物質の発散を抑制する効果が高く，告
示に記載されている性能として捕捉面における風
速を，平均風速 0.2 m/s 以上と規定していること
から，溶接ヒューム対策にも適していると言える．
　有機則でプッシュプルが認められる以前に溶接
作業場の作業環境改善としてプッシュプルが採用
され，作業環境が良好に保たれている事例等を 
当時の労働省労働基準行政の「あり方検討会」の
現地調査等により確認され局排と同等と認めら 
れた．
　プッシュプル型換気装置の有効性を吸込み気流
のみで換気を行う局排の外付け式フードと比較す
ると，以下の特徴がある．

① 換気する領域を広く取ることができる．
● 移動を伴う作業に対応可能
● 大きな発散源に対応可能

② 換気の領域において風速の変動があまりない．
●   速い気流にさらされることで支障を来す作
業．例えば　溶接作業，乾燥を嫌う印刷等
の作業に対応可能

　以上から，今まで局排では対策が困難だった作
業（場）において対策可能とする換気装置として，
先ずは有機則において局排と同等となった．

【プッシュプル型換気装置の種類と設計要件】

〈種類〉
　プッシュプル型換気装置の種類について図 1 2）

に示す．従来のプッシュプルは衝立，壁等からな
る隔離した空間内における方法であったが平成 9
年の有機則から開放式プッシュプル型換気装置が
加わった．
　密閉式プッシュプルと開放式プッシュプルの違
いについては図 2 に示す．合わせて図 3 にプッ
シュプル気流の方向による分類を示す．

プッシュプルの気流方向は，告示の記載内容を
読むと，下降流だけのように思えるが，通達等を
確認すると下降流のみならず，水平流及び斜降流
もある．気流の方向三つについては，ばく露防止
効果の面では，下降流が望ましい．
　理由は，立ち作業において呼吸域の位置が発散
源から見て，必ず上部にあれば，下降流は呼吸域

図 1　プッシュプル型換気装置の種類
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が発散源から見て常に上流側となり，下流側のば
く露する位置になり難い．そのため気流方向を考
えずに作業可能であり作業に支障をきたすことが
少ない．
　ただし，換気区域の断面となる捕捉面の面積が
大きくなる傾向があり，それに伴って設備コスト
並びに運転コストも大きくなる．
　ある作業場において開放式プッシュプル型換気
装置の「下降流」と「水平流」を設置した場合の
吹出し風量と吸込み風量の計画一例を図 4 に示す
が，大きな差※があることが分かる．
　※  吸込み風量比較：下降流 900 m3/min，水平流 210 m3/min

〈構造・性能要件〉
　構造的な要件は，「告示で規定している規則
（有機則，特化則）」と「該当規則と合わせて告示
で規定している規則（粉じん則，鉛則）」の二通
りがある．
　フード以外の「ダクト」，「ファン」，「排気口」
については，ほぼ局排と同等であり，その共通事
項を下記する．
・ダクト： 長さは出来るだけ短く，ベンドの数は

少なくする
・ファン：空気清浄装置を通過した後に設置する
・排気口：屋外排気
　フードについては，前述した告示の内容を見る

図 4　下降流，水平流の風量計画例

図 2　密閉式プッシュプルと開放式プッシュプル 図 3　プッシュプル気流の方向による分類
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と「下降流」だけと思われるが，通達・法改正案
内リーフレット等においてプッシュプル気流方向
を下降流の他，水平流，斜降流としている．その
他，発散源と吸込み側フードの間に呼吸域が来る
ことが無いよう局排の構造要件と同様に，発散源
に吸込み側フードを出来るだけ近づけることが規
定されている．ただ局排と比較して換気する領域
が広い特徴を活かす場合，発散源と吸込み側フー
ドとの間が離れる場合も考えられるので，それに
対しては設備面のみならず作業管理の面で対応す
る必要がある．
　次に性能要件だが，局排の制御風速と同様に有
害物質を捕捉するために一定の風速を与えること
を規定している．
　その規定内容は，プッシュプル型換気装置が局
排と同等と認められた特別規則五則全て同一であ
る．主要四則の構造及び性能要件を規定している
のが告示か規則かの一覧を表 1に示す．
①  捕捉面における風速：吸込み側フードから見

て，発散源の最も離れた箇所を通る面で，そ
の面を 16 等分割以上した中心の風速の平均風
速が 0.2 m/s 以上，16 等分割以上した捕捉面
風速のバラツキが平均風速の±50％以内．

②  換気区域とそうでない領域との境界面における

気流が全て吸込み側フードに吸引されること．
　局排の性能要件の多くは，有害物質の形態ごと
に制御風速で規定されている．プッシュプル型換
気装置も局排と同様に捕捉気流により有害物質を
吸引排気する換気装置であり，対象となる有害物
質はガス，蒸気，粉じんである．粉じんについて
はレスピラブルダスト（吸入性粉じん）を対象と
していることから，最初に認められた有機則にお
ける有機溶剤蒸気を吸引する性能と同一の性能
要件で問題ないとの見解が平成 9 年に行われた第
56 回全国産業安全衛生大会のシンポジウムにお
いて名古屋俊士先生（現早稲田大学名誉教授）が
発表され，翌年 3 月に有機則に続き粉じん則にお
いて有機則と同じ性能要件でプッシュプル型換気
装置が局排と同等になった．ただし，粉じん則で
は，粉じんの発散速度が著しく速い回転工具によ
る研磨作業等への適用は除外された．
　捕捉面風速 0.2 m/s は，有害物から発散するガ
ス，蒸気，粉じんの初速がほとんど無く，外乱要
因である乱れ気流も 0 に近い状態での有害物質を
捕捉する風速であり，最低風速を規定していると
考えなければならない．
　したがって，有害物質の発散速度が有り，乱れ
気流が存在する場所においてプッシュプル換気を

表 1　プッシュプル型換気装置の法令要件一覧
○：要件該当、下段記載：該当条文、あるいは告示 －：要件該当なし

部位 内容 有機則 粉じん則 特化則 鉛則 

フード 
換気区域の規定 ○告示 ○告示 ○告示 ○告示

作業者が吸入のおそれのない構造 ○告示 ○告示 ○告示 ○告示

ダクト 

ダクトは長さができるだけ短く、ベンドの

数ができるだけ少ないものとしなければ
ならない 

○告示 ○第7条第2項 ○告示 ○第 11条第2項

掃除口の設置 － ○第7条第2項 ○告示 ○第 11条第2項

接続部の内面に、突起物がないこと － － ○告示 － 

排風機 (ファン) 
原則、空気浄化装置後に排風機を設置する

こと 
○告示 ○第7条第2項 ○告示 ○第 11条第2項

排気口 排気口は、屋外に設けられていること ○告示 ○第7条第2項/告示 ○告示 ○第 11条第2項/告示

排気口② 
排気口の高さは、空気清浄装置を設けな

い場合、屋根上 1.5m以上とする 
－ － － － 

性能 捕捉面における風速、他 ○告示 ○告示 ○告示 ○告示

プッシュプル型換気装置の法令要件一覧 表 1
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行う場合，有害物質を捕捉するための捕捉面にお
ける風速は，0.2 m/s に乱れ気流等の影響を除く
ための風速を加えなければならない．

【設置事例】

〈事例 1：医療施設〉病院病理検査室におけるプッ
シュプル型換気装置設置事例
　（1）事例概要
　病院の病理検査において摘出した検体を標本化
するために，検体の組織固定にホルマリン（ホル
ムアルデヒド）を使用する．そのホルムアルデヒ
ド（FA）が発散する混合小分け，固定，洗浄，切
り出し，撮影，カセット詰め等の一連の作業の中
で FA の発散が著しい主な作業にプッシュプル型
換気装置を設置し発散を抑制して作業環境を改善
した事例である．
　医療分野では，国立の医療施設が平成 16 年に
独立行政法人化（以下，独法化）したことが，労
働安全衛生法に基づく作業環境管理を周知徹底
することに繋がった．その流れの中で平成 20 年
FA が特化則の第 3 類物質から特定第 2 類物質に
規制が強化された後，各医療施設において作業環
境改善が実施され，その対策としてプッシュプル
型換気装置が多く採用されている．
　プッシュプルが多く採用された理由は，独法化
前の医療分野における換気装置は，ドラフトチャ
ンバー或いは実験台に吸引口を付けたものが主流
であったためである．
　ドラフトチャンバーは，構造的には囲い式フー
ドであるが，検体を取扱う作業，とくに切り出し
作業は，病理医と技師が対面となるケースが多
く，ドラフトチャンバーが適用しづらい．また，
実験台に設けられた吸引口で FA を吸引するに
は，かなりの排風量が必要となり，これも現実的
ではなかった．本事例の病院病理検査の中で FA
ばく露が高くなる FA が沁み込んだ「検体を洗
浄する作業」と「洗浄後に検体を切り出す作業」
各々に設置した開放式プッシュプル型換気装置を
図 5，図 6に示す．

　（2）排風量抑制効果
　図 6 の切り出し作業に設けた開放式プッシュプ
ル型換気装置だが，作業台の面を吸込み側フード
の開口面とし，作業台の面から 250 mm程度の高
さの範囲内で発散した FA を一様性の高い吹出し

図 5　開放式プッシュプル型換気装置（水平流）

図 6　開放式プッシュプル型換気装置（下降流）

検体固定後，切り出し作業前に検体の洗浄を行うシンクに設
けた開放式プッシュプル型換気装置（水平流）

切り出し作業に設けた開放式プッシュプル型換気装置（下降
流），病理医と技師が対面になり切り出し作業を行うため周
囲が開放されていることが必要．
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気流により捕捉し，捕捉した FA を確実に吸込み
側フードで吸引する．
　FA を吸引排気するにあたり，局排の外付け式
フードでも問題ないが，作業台の面から 250 mm
の高さの範囲を対象とする場合の局排とプッシュ
プルの排風量を以下に示す．
外付け式下方吸引フードの排風量
　制御風速：Vc＝0.5 m/s　特化則ガス状の局排
制御風速を採用
　制御風速を与える位置までの距離：X＝250 mm
＝0.25 m
　作業台開口面：Ao＝1500×800 mm＝1.2 m2

　Q＝60×Vc×（10X 2＋Ao）
　　＝60×0.5（10×0.252＋1.2）＝54.75 m3/min

開放式プッシュプル型換気装置下降流の排風量
※計算式の説明は後述する．

捕捉面における風速：V（m/s）＝乱れ気流平均
速度＋0.2＝0.1＋0.2＝0.3 m/s
　捕捉面の面積A（m2）＝1500×800 mm＝1.2 m2

吹出し風量Q1（m3/min）＝60×V×A
＝60×0.3×1.2＝21.6 m3/min

吸込み風量Q2＝Q1×プッシュプル流量比K
＝21.6×1.2＝25.92 m3/min

　排風量が大きくなることで，①排風機の動力が
大きくなる．②排風量に見合う空調設備が必要と
なり，設備費，動力費共に大きくなる．③検査室
内の換気量が増えることで室内の空気の流れが 
速くなることで作業者の衛生管理の問題（0.5 m/s 
超える気流を受ける），乱れ気流が換気装置の吸
引状態に影響する．以上の問題を出来るだけ抑
え，作業環境改善を実施した事例である．

（3）作業環境改善効果
その改善効果，作業時の FA 濃度を測定した結

果は，表 2の通りである．
　測定は，切り出しする検体に沁み込んでいる
FA の量が平均的と思われる摘出した臓器の切り
出し作業（測定 1）と FA の量が多いと思われる

摘出した臓器の切り出し作業（測定 2）の二つに
分けて実施した．
　また，A 測定と合わせて，測定 2 を実施した日
の作業開始から終了までの個人ばく露濃度測定を
行った．
　個人ばく露濃度測定は，検体を標本化する一連
の作業を行う二名の技師とした．
　表 2 に示した通り，何れの測定も第 1 管理区分
ではあるが，技師のばく露濃度を見ると，管理濃
度の 10 分の 1 以下までにはなっていない．これ
は，ホルマリンの小分けから標本化までの一連の
作業において，濃度の変動はあるものの FA にば
く露している機
会があることに
よるものと考え
られる．同検査
室では，リスク
アセスメントの
観点から，更な
るばく露防止対
策として，簡易
的なホルムアル
デヒド用マスク
の着用（図7）を
検討している．

〈事例 2：製造施設〉発散源の広い紗張り作業に
おけるプッシュプル型換気装置設置事例

表 2　FA測定結果

図 7　簡易マスク着用の検討
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　（1）事例概要
　スクリーン印刷に用いるスクリーン（紗）を張
る製版作業を「紗張り」というが，その工程の中
で紗張り機にて張った紗をアルミ枠にトルエン含
有接着剤を塗布・接着する際にトルエン蒸気が発
散する．その発散防止を開放式プッシュプル型換
気装置の水平流にて行った事例．
　紗張りは，紗の幅 1 m前後，長さ 3～5 mの紗
張り機を用いて紗の周囲 4 辺から水平に外方向へ
引っ張り，その張った紗にアルミ枠を下から押し
当て，紗が枠に当たっている箇所に接着剤を塗布
する．紗を張る作業は紗張り機の四方から，その
後接着剤を塗布する作業は両側方から，作業者が
立って行うため，囲うことが出来ない．また，外
付け式フードで考えた場合は，非現実的な排風量
が必要となる．図 8に紗張り作業の様子を示す．

　以上のことから，吹出し気流を有効に使用する
開放式プッシュプル型換気装置を設置することと
なった．気流方向は，作業の流れと作業姿勢を考
えると下降流が望ましいが，吸込み風量・排風量
が大きくなり，それに伴い温湿度を管理するため
の空調設備の設備費，運転費が現実的な範囲を超
えてしまう．したがって，水平流を検討すること
となった．
　水平流の問題点は①吹出し側フードから吸込み
側フードまでの距離が長くなるため有機溶剤蒸気
の確実な搬送は可能か．②作業の流れから作業立
ち位置が発散源の下流側になる場合がある．③前
かがみになる等の作業姿勢によってはばく露する

おそれが考えられる．
　その内の①の問題点をクリアにするため，コン
ピューターシミュレーションおよび，実寸の模擬
試験を行った．図 9にその模擬試験の画像を示す．

　（2）開放式プッシュプル型換気装置（水平流）
　コンピューターシミュレーション及び模擬試験 
の結果から，水平流プッシュプルの実際の吹出
し側及び吸込み側フードの配置，吹出し風速・
送風量及び吸込み側フード排風量を決定して，ダ
クトワークを計画，その送風量及び排風量を満た
すファンを選定した．紗張り機に設置した開放式
プッシュプル型換気装置の各フードの画像を図
10 に示す．
　図 10 の通り，各フードを紗張り機の短辺直近
の（図 10 では左右）箇所に設置しなければ，送風

図 8　紗張り作業

図 9　実寸の模擬試験

   図 10　 紗張り機に設置した開放式プッシュプル型 
換気装置（水平流）全体像
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量・排風量共に大きくなるため，紗を張る時には，
フードが邪魔にならないよう図 11 のようにフー
ドを昇降式とした．

　（3）作業管理
　水平流の問題点②と③については，作業の方法
を工夫することで対応可能であり，水平流を有効
に使用するための作業手順も合わせて実施するこ
とを標準化した．

［有効に使用する方法（ばく露を防止する使用方法）］
②設置前の作業の流れを観察すると，作業立ち位
置が発散源の下流側になる場合がある→下流側か
ら作業をはじめ～上流側に移動する（図 12）．
③前かがみになる等の作業姿勢によりばく露が考
えられる→図 9 の模擬試験において，ウエスにト
ルエンを染み込ませて模擬した紗の上に敷き，気

流により誘因される有機溶剤の濃度を測定して，
接着剤を塗布している箇所から 300 mm以上呼吸
域を離せば，ほとんどばく露しないことを確認し
た．以上のことから，作業姿勢は前かがみになら
ないよう紗から 300 mm以上呼吸域を離すことを
作業手順に盛り込んだ（図 12　写真④）．

　（4）作業環境改善効果
　設置後の作業環境測定から第 1 管理区分が継続
している．設備の維持管理である定期自主検査の
継続，日頃の作業主任者の指揮指導，1 か月を超
えない期間ごとに行う点検，作業者の安全衛生教
育も良好な作業環境の継続に寄与している事例で
ある．

【プッシュプル型換気装置の設計上の留意点】

　プッシュプル型換気装置については，図 2 に示
した通り「密閉式」と「開放式」があり，各々気
流の向きが「下降流」，「水平流」，「斜降流」とな
るが，設計上の留意点については，開放式プッ
シュプル型換気装置に限り解説する．

〈開放式プッシュプル型換気装置の設計手順〉
　開放式プッシュプル型換気装置の設計手順は，
沼野雄志先生著：「やさしい局排設計教室 3）」に
記載されている設計手順を以下に示す．
　（1）作業場所等を考慮してプッシュプル気流の
向きとフードの設置位置を決める．
　（2）プッシュフードの大きさを決める．
　（3）開放式の吹出し開口は，有害物質の発散源
の周囲に 0.3 m 以上の余裕のある捕捉面を形成で
きる大きさが望ましい．これくらいの大きな気流
で発散源を包み込まないと有害物質が漏れる心配
がある．
　（4）プッシュプル換気は，いわば局排の捕捉気
流の周囲を捕捉気流と同じ向きのゆるやかなプッ
シュ気流で包んで乱れ気流を吸収する方法である
から，エアカーテンのように薄く速い気流でなく
低速で大きな断面の一様な気流で包むことが成功

※最も屈み込んだ作業姿勢

図 11　プッシュプルフードの昇降

図 12　紗張り作業の流れ
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の条件の 1つである．
　（5）プッシュ気流が速度を落とさずにプルフー
ドに到達するために，プッシュフードの大きさ

（四角形なら短辺，円形なら直径）はプッシュプ
ル距離の 1/5 以上とすることが望ましい．これは
プルフードの開口面をプッシュ気流のポテンシャ
ルコアの中に置くためである．
　（6）吹出し風量Q1 を決める．
吹出し風量Q1 （m3/min）＝60×捕捉面の面積A
（m2）×（乱れ気流平均速度Vd （m/s）＋0.2）
　乱れ気流の平均速度Vd は，あらかじめ微風速
計で測定しておく．Vd に 0.2 を加えてプッシュ
気流の設計速度とする理由は，乱れ気流の存在す
る状態で捕捉面の平均速度を 0.2 m/s にするため
である．ただし，設計速度は 0.5 m/s より大きく
してはいけない．その理由は，プッシュ気流が速
すぎるとかえって有害物質を飛散させたり，斜降
流型・水平流型では作業者の身体の風下に渦流が
発生して有害物質が呼吸域に逆流する危険があっ
たりするからです．
　乱れ気流が 0.3 m/s より大きい場合には衝立，
カーテン，バッフル板等を設けて，乱れ気流が当
たらないようにする．
　（7）プルフードの形と大きさを決める．
　プルフードの大きさは，プッシュフードと同じ
かそれ以上の大きさのフランジを付けるのが望ま
しい．フランジを付けることによって吸込み風量
を節約することができる．
　（8）吸込み風量Q2 を決める．
吸込み風量Q2 （m3/min）＝
吹出し風量Q1 （m3/min）×プッシュプル流量比K
　プッシュプル流量比K の値は，プッシュプル
距離が吹出しフードの短辺又は直径の 5 倍以下の
場合には 1.2～1.5 で十分である．プルフードの開
口面をプッシュ気流のポテンシャルコア内に設け
ることによって，余分な誘導気流を巻き込むこと
なくプッシュ気流をプルフードに捕捉することが
できる．
　（9）プッシュプル距離がプッシュフードの短辺

または直径の 5 倍より大きい場合には K を 2～5
とする必要がある．

　開放式プッシュプル型換気装置の設計手順は以
上となるが，設計手順の中で重要な事項を以下考
察する．※考察する重要な点を以下列挙

　● 気流の向きの選択
　● フードの設計
　● 捕捉面における風速の設定
　● 吹出し及び吸込み風量

〈気流の向きの選択〉
　プッシュプル型換気装置の種類のところで述べ
たように，気流の向きの選定は，「下降流」「水平
流」「斜降流」の内，ばく露防止の観点から考え
ると「下降流」が望ましい．理由は，立ち作業で
発散源が呼吸域より低い場合は換気区域内のどの
場所でも呼吸域が常に清浄な空気に包みこまれる
位置となるからである．
　また，作業性を損なうことなく，作業すること
も出来る．
　ただし，これも前述のとおり換気区域の断面と
なる捕捉面の面積が大きくなる傾向があり，それ
に伴い設備コスト並びに運転コストも大きくなる．
　水平流・斜降流を採用する場合，設置事例 2 で
説明した通り，確実にばく露を低減するために
は，水平流の特性を理解した上で一定の作業条件
（作業手順）のもと，作業する必要がある．
　換気装置を有効に使用するには，作業位置及び
姿勢が大いに影響する．一般的に水平流の気流の
中で作業する場合には渦流が生じて，呼吸域に有
害物質が逆流する場合があるので，作業姿勢は横
向きとなるように作業することが推奨 4）されてい
る（図 13）．
　また，下降流のプッシュプルであっても極端に
かがみ込む作業姿勢をとることによって，渦流に
よるばく露が起こることもある．第 19 回作業環
境測定研究発表会におけるプッシュプル型換気装
置に関する研究発表 5）では，発生源から呼吸域を
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300 mm 以上離すことで，ばく露を低減すること
が出来るとされている（図 14）．

〈フードの設計〉
　プッシュプルフードの大きさを決めるには，先
ずはワークなどの発散源が基準となり，その発散
源から発散する有害物質を捕捉するためのプッ
シュプル換気区域を設定し，その内部に捕捉面を
設ける．「やさしい局排設計教室」では，その捕
捉面の大きさは有害物質の発散源の周囲に 0.3 m
以上の余裕のある捕捉面を形成することとなって
いる．

図 14　発散源と呼吸域との距離の違いによるばく露濃度

図 15　換気区域内にワーク等が存在する場合のプッシュプル換気シミュレーション

図 13　水平流における作業姿勢による渦流の影響
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　フードの設計を行うにあたっては，様々な条件
を確認する必要があるが，その中で作業の規模に
合わせたフードの大きさを先ずは決めなければな
らない．
　フードの大きさを決めるにあたり，基準となる
のが有害物の発散源となるが，その形状等がプッ
シュプル流れを干渉しない場合は問題ないが，換
気区域内にワーク等がある場合，気流が拡散して，
有害物の吸引排気が十分できないことがある．換
気区域内にワークがあり，その周囲に 0.3 m の余
裕を持たせた捕捉面・換気区域を設定したプッ
シュプルフードの CFD 解析を行ったので，それ
を図 15 に示す．
　解析条件となる設計条件は，図 15 に示す通り
だが，その他発散源からの有害物発生速度，乱れ
気流，吹出し気流のバラつきは無いものとした．

〈捕捉面における風速の設定〉
　「やさしい局排設計教室」における捕捉面に
おける風速は，有害物質を捕捉する気流速度は 
0.2 m/s，それに乱れ気流の平均速度を加えて捕
捉面における風速とする．ただし，0.5 m/s を超
える風速にしないと記載されている．
　有害物質を捕捉する気流速度であるが，その設
計値は，いくつかの条件で変化すると考えられる．
　● 有害物質の発散速度

　● プッシュプルフード間距離
　● プッシュプル換気流の一様性　他
　「有害物の発散速度」が，例えば溶接ヒューム
のように，ある程度の初速が生じる場合は，それ
がプルフードから漏れ出さないような風速を設定
する必要がある．

　「プッシュプルフード間距離」プッシュフード
とプルフードまでの距離がプッシュフードの短辺
又は直径の 5 倍以下とすることが望ましく，その
場合は 0.2 m/s に乱れ気流を加えた捕捉面におけ
る風速となる．
　ただし，プッシュプルフード間距離がプッシュ
フードの短辺又は直径の 5 倍を超える場合は， 
プッシュ気流を 0.2 m/s 以上としなければならな
いと考える．
　これは，プッシュ気流が前方へどの程度到達す
るかの中で，短辺又は直径の 5 倍付近を分岐点と
して風速が減少することが考えられる．
　プッシュ気流の到達性能を，実際にプッシュ
フード開口面におけるバラつきが±10％以内の
プッシュフードで実験してみたところ，図 16 の
通り，フードの高さの 5 倍付近の距離でプッシュ
気流が減少する傾向が見られた．その中でプッ
シュフード開口面における風速 0.27 m/s では，5
倍の距離で開口面における風速から 60％となり，

図 16　プッシュ気流到達性能
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吸込み気流の影響範囲を考えると 5 倍の距離が限
度と考えられる．

　これまで「プッシュプル換気流の一様性」につ
いて言及していないが，一様性の違いによって，
以下の点が変わると考える．
　●  吹出し気流の到達距離→プッシュプルフード

間距離が変わる．
　●  吹出し気流の拡散角度→プルフードの大き

さ，風量が変わる．
　● 発散源に衝突した気流の拡散度合い→同上
　一様性の基準となる要素は，①気流の方向②気
流速度のバラつきであり，①は，出来るだけ均一
であること．②は，プッシュプルの性能要件であ
る「捕捉面における風速」のバラつきの基準であ
る平均風速に対して，捕捉面における風速の最
小値が平均風速の 0.5 倍以上，最大値が平均風速
の 1.5 倍以内となるようにすることが法令上の要
件でもあるが，プッシュプルフード間距離が大き
い，発散源が大きい等の要因により，法令に定め
られている基準以上の一様性を高めないと「到達
しない」，「有害物をプルフードに搬送出来ず漏れ
出す」等の問題が生じる場合がある．

〈吹出し風量〉
　捕捉面における風速を決定し，吹出し風量を求
める．
　その捕捉面に対して形成する気流は，前述の
プッシュプル換気流の一様性，すなわちプッシュ
フードから吹出された気流の一様性により変わる．
　一様性の良い気流ほど到達距離が伸び拡散角度
も大きくならないので，プッシュフードの吹出し
気流の一様性が高い場合は，開口面の風速が捕捉
面における風速に近くなる．
　そのプッシュフードの一様性の重要な要素であ
る風速のバラつきは，性能要件のバラつきの規定
以内であり，前述した様々な条件によっては更に
一様性を向上させなければならない．
　以上のことを考慮して，「やさしい局排設計教

室」に記載の吹出し風量Q1（m3/min）＝60×捕捉
面の面積A（m2）×（乱れ気流平均速度Vd（m/s）＋
0.2）を使って計算を行う．

〈吸込み風量〉
　前述の「やさしい局排設計教室」の設計手順で
は，吸込み風量は吹出し風量にプッシュプル流量
比を乗じて算出するとなっている．
吸込み風量Q2（m3/min）＝吹出し風量Q1（m3/min） 
×プッシュプル流量比K
　K の値は，プッシュプル距離がプッシュフード
の短辺又は直径の 5 倍以下の場合には 1.2～1.5 で
十分．プッシュプル距離がプッシュフードの短辺
または直径の 5 倍より大きい場合にはK を 2～5
とする必要がある．
　プッシュプル流量比K の値は，有害物を搬送す 
るプッシュ気流が，プルフードに吸い込まれず，
漏れ出さない吸込み風量としなければならない．
　そのプッシュ気流の到達性能は，プッシュフー
ドの短辺または直径（以下，短辺等）の大きさに
より変わるが，その短辺等の 5 倍のプッシュプル
間距離を超えると，到達性能が低下するためプッ
シュ気流を大きくすることと合わせてK の値を
大きくする必要が生ずる．
　到達性能については，プッシュ気流の一様性も
重要であり，捕捉面における風速の規定以上の一
様性を持つプッシュ気流でプッシュプル換気する
ことが望ましい．
　設置後の吹出し風量に対する吸込み風量が適正
であるかどうかの確認方法として，第 42 回日本
労働衛生工学会の研究発表 6）にて公開されている
ので紹介する（図 17）．
　図示されているように，プルフードの端の箇所
でスモークテスター等により発煙した煙が，プル
フードの開口面に向かって流れる状態であれば，
吹出し風量に対して吸込み風量が適正であり，と
同時に流量比が適正であることが分かる．
　この確認方法は，設置後の完成検査の他，その
後の維持管理のための定期自主検査の際にも有
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効，実際に換気区域内にワークを置いて作業する
時にも行い，プッシュ気流がプルフードに吸引し
きれず，それに伴い有害物が漏れ出して作業環境
を悪化させない管理にも活用可能である．
　作業主任者の点検の中で，換気装置の効果の確
認方法としても有効活用して欲しい．

【おわりに】

　プッシュ気流を有効に使用することで，局所で
換気する効果が向上するプッシュプル型換気装
置，平成 9 年 3 月に有機則で局排と同等と認めら
れた新たなプッシュプル型換気装置には，密閉式
のもの以外に開放式が加わった．名のごとく密閉
式の様に衝立・壁等で隔離しないことから，作業
性の問題が生じにくいため，様々な作業に適用可
能である．
　その他，局排の外付け式フードと比較して，少
ない排風量で改善効果を得られることも，有効性
が高い理由である．排風量を少なくすることで，
速い気流を与えると製品の不良を発生させる作業，
例えば，溶接作業にも適用可能である．同時に 
空調設備含めた設備費・動力費が小さくできるこ
とも作業環境改善を実施するうえで重要な事項と
なる．
　ただし，開放空間において換気流を形成する換
気装置であるため，構造及び性能面において留意
し設計・設置する必要がある．

　法令・告示に規定されている構造・性能要件は
最低限の数値であり，条件によっては，風速・排
風量の加算のみならず，吹出し気流の一様性を高
め実施しなければならない．
　本諸説が有効な開放式プッシュプル型換気装置
を設計するための参考になれば幸いである．
　最後に，有効な換気装置を設置した後に所期の
性能の維持管理も重要である．法令で定められて
いる「はじめて使用する際の点検」「定期自主検
査」，その他「作業主任者による点検」等も作業
環境を良好な状態に維持継続するための作業環境
管理の重要な事項と踏まえ実施することを願って
終わりにしたい．
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図 17　プッシュプル風量の適正の確認方法
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はじめに

　令和 2 年 4 月に特定化学物質障害予防規則（以
下，特化則）等の改正があり，アーク溶接作業に
より発生する溶接ヒュームが特定化学物質に指定
された．全体的な概要は厚生労働省の WEB サイ
ト 1）等に掲載されており，解説記事 2）や説明会
の資料等 3）もすでにあるためここでは省くが，労
働衛生工学的観点から関心が高いと思われるの
は個人サンプリングによる溶接ヒュームの測定が
義務化されたことや呼吸用保護具の選定（フィッ
トテストの義務化を含む）であると思われる．溶
接ヒュームの測定対象は溶接ヒューム中のマンガ
ン濃度とされたが，溶接ヒューム量がほぼ均一で
あると見込まれる作業（均等ばく露作業）を判断
する上で，また分析に供する試料量を適切に確保
する意味でも溶接ヒューム自体の濃度について知
ることは重要である．溶接ヒューム発生量はさま
ざまな要素が絡み一概に述べることが難しい部分
もあるが，溶接の種類や溶接条件等ある程度溶接
ヒューム発生量に影響を与えると言われている要
素があるので，それについて紹介する．

特化則における溶接ヒュームの 
ばく露防止対策の考え方

　溶接ヒュームのばく露防止対策において特徴
的なところは「溶接不良を防ぐための風速制限
等から，従来の作業環境測定の実施及びその結果
に基づく管理区分の決定を義務付けない」とされ

た点である．全体換気装置による換気の実施また
はこれと同等以上の措置を講じることとはされて
いるが，後述する溶接不良を避ける観点からは必
ずしも現場において有効な手段とはならないこと
が想定される．そのため，必要な工学的対策を講
じた上で個人サンプリングによって測定された溶
接ヒューム中のマンガン濃度の結果に応じて，ば
く露防止に有効な性能を持った呼吸用保護具を使
用することとされている．有効な呼吸用保護具と
は，マンガン濃度から算定される要求防護係数を
上回る指定防護係数と有するものを指す．指定防
護係数は，トレーニングを受けた使用者が正常に
機能する呼吸用保護具を正しく着用した場合に得
られると期待される防護係数とされている．その
ため，1 年以内に 1 回，定期的に定量的フィット
テストを実施して確認することとされている．

溶接の種類

　溶接とは，「2 個以上の母材を，接合される母
材間に連続性があるように，熱，圧力又はその両
方によって一体にする操作」のことをいう 4）．溶
接は大きく圧接，融接およびろう接に分けられ，
融接とは「接合面が溶融状態で外力を加えずに行
う溶接」4）を指し，アーク溶接は融接に該当する．
融接には他にガス溶接やレーザー溶接等が含ま
れるが，これらは特定化学物質障害予防規則（以
下，特化則）の対象外である．なお，圧接の代表
的なものとしては抵抗溶接が，ろう接の代表的な
ものとしてははんだ付けがある．

アーク溶接の種類と溶接ヒュームの発生

中　村　憲　司
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
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　アーク溶接は，空気中のアーク放電現象を熱源
として利用して金属同士をつなぐ方法である．特
化則では「金属アーク溶接等作業」とされており，
溶接の他に溶断およびガウジングが含まれてい
る．溶断はアーク熱を利用して金属を溶融して切
断する方法（アーク切断），ガウジングはアーク
切断を応用して溝を形成する方法である．アーク
溶接の種類は，電極が溶融して母材に移行するか
どうか（消耗電極式および非消耗電極式）や，作
業がどの程度自動化できるかどうか（手溶接，半
自動溶接，自動溶接および全自動溶接）で分類さ
れることがある．以下に，主な溶接の種類につい
て紹介する．
　図 1 に，アーク溶接を中心に主な溶接の種類に
ついてまとめたものを示す．被覆アーク溶接は被
覆剤を施した金属製の心線からなる棒状の消耗電
極（溶接棒）を使用する溶接で，作業が自動化で
きずに全て手作業で行う必要があることから，手
溶接とも呼ばれる．これに対して，溶加材（ワ

イヤなど）を機械的に連続的に供給する方法が
半自動溶接で，マグ（Metal Active Gas，MAG）
溶接（炭酸ガスアーク溶接はマグ溶接に含まれ
る），ミグ（Metal Inert Gas，MIG）溶接，ティ
グ（Tungsten Inert Gas，TIG）溶接等がある．
マグ溶接はシールドガスとして活性なガス（炭酸
ガス）もしくは不活性なガスと活性なガスの混合
ガスを，ミグおよびティグ溶接はシールドガスと
して不活性なガス（ヘリウムやアルゴン）を用い
る方法である．ミグ溶接は消耗電極式，ティグ溶
接は電極としてタングステンを用いる非消耗電極
式である．これらは，まとめてガスシールドアー
ク溶接と呼ばれる．また，シールドガスを用いな
いセルフシールドアーク溶接という方法もある．
手溶接および半自動溶接は実際に溶接を行う作業
者がいるのに対して，自動溶接および全自動溶接
では作業者はいないがオペレーターが周囲にいる
場合がある．

図 1 主な溶接の種類 
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図 1　主な溶接の種類
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溶接ヒュームの発生量

　溶接ヒュームは，溶接や切断等の際に熱によっ
て蒸発した物質が冷却されて固体となった微粒子
である．実際の溶接作業においてはスパッタ等の
ヒューム以外の粒子も飛散するが，それらを分離
してヒュームのみを測定することは困難であり，
実際には混合したものを測定することになる．
　溶接ヒュームの発生量は様々な要因で変化する
が，溶接の種類もその 1 つである．当然ながらそ
の他の諸条件にもよるが，一般に被覆アーク溶接
やマグ溶接（特に炭酸ガスアーク溶接），セルフ
シールドアーク溶接のヒューム発生量は，ミグ
溶接やティグ溶接，サブマージアーク溶接よりも
多い傾向がある．特にティグ溶接は粉じん発生量
が少ない溶接方法と認識されており，アーク溶接
のヒューム発生量測定方法を規定した JIS Z 3920
の中でも「ティグ溶接用溶加棒及びソリッドワイ
ヤを用いるティグ溶接は，ヒューム発生量が少な
いため対象としない．」との記載がある 5）．JIS Z 
3930 において発生量の測定方法が規定されてお
り 5），それに基づいた測定事例も報告されている
ものがある 6）．こういった情報を事前に得ること
ができれば，実際の溶接作業現場において測定を
する際には重要な知見となる．それ以外にも溶
接条件や施工方法，溶接材料等の諸条件も溶接
ヒューム発生量に影響を与える要因と言われてい
る 6）ため，均等ばく露作業を判断する際にはこれ
らについては把握する必要がある．
　溶接ヒューム中のマンガン含有量は母材や溶接
材料によって左右されるため，溶接ヒューム濃度
を持ってマンガン濃度を推定することは難しい．
特に注意が必要なのは，母材や溶接材料の化学組
成と溶接ヒュームの化学組成は異なるという点で
ある．溶接ヒュームは一度蒸気となったものが冷
えて粒子化するため，蒸気圧の差が溶接ヒューム
の化学組成に反映される．母材や溶接材料のマン
ガン含有量が少ない場合も，溶接ヒューム中の含
有量はそれを上回るということもあり得る．

工学的対策と溶接不良

　溶接作業においては，局所排気装置等による粉
じん対策が困難である．その理由の 1 つとして，
溶接不良を起こす可能性が挙げられる．工学的対
策を考えるときに，特に注意が必要なのがブロー
ホールである．ブローホールとは溶接金属内部に 
生じた気泡のことで，溶接点近傍の空気の流れが
シールドガスを乱して外気を巻き込むことで生じ 
ることから，換気装置との相性が悪い．ブローホー 
ルを防ぐためには，溶接点での風速が 0.5 m/s 以
下となるように管理しなければならないとの報告
がある 7）．特化則における局所排気装置等の制御
風速は，粒子状物質については 1.0 m/s 以上（局
所排気装置）または 0.2 m/s 以上（プッシュプル
型換気装置）とされていることから，制御風速に
よる管理は溶接不良を防ぐという観点からはかな
り限定された手段である．とはいえ，ブローホー
ル等の溶接不良を生じない条件であれば局所排気
装置やプッシュプル型換気装置での対策も不可能
ではない．現場で可能な工学的対策を適切に実施
しながら，その状況に合わせた呼吸用保護具の選
択が求められる．

溶接作業現場における他の有害因子

　溶接作業現場においては，溶接ヒューム以外の
有害因子にも注意を払わなければならない．主な
有害因子としては有害光線，高電流（感電），一
酸化炭素やオゾン等の有害ガス等が挙げられる．
現場で測定を行う際には，測定者もこれらのこと
にも十分注意を払い，適切な保護具を着用する必
要がある．

最後に

　令和 3 年 4 月から溶接ヒュームの測定が義務化
されたことにより，現場で調査に携わる機会が増
え，また測定結果についての報告が増えていくと
予想される．今後もし溶接ヒューム測定結果につ
いて公表する機会があった場合には，可能な範囲
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で溶接方法に関する情報も併せて開示することが
溶接ヒューム濃度測定に対する重要な知見となる
ことを知っていただければ幸いである．
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はじめに

　令和 2 年度に，石綿含有建材を使用している建
築物等の解体・改修に係るいくつかの法令の改正
等があり，それに合わせる形で指針やマニュアル
等も改訂された．解体等に係る石綿ばく露防止に
ついては，これまで厚生労働省（石綿障害予防規
則等）と環境省（大気汚染防止法等）が整合性を取
りながらそれぞれの所掌に基づき規制を進めてき
ているが，今回の改正に伴い建築物等の解体等に
おける石綿飛散防止対策に係るマニュアルを統一
する等，より連携が取られたものとなった．これ
らの法令改正等の詳細については厚生労働省およ
び環境省の Web サイト 1–5）や，解説記事等 6）を
参照していただきたい．本稿では，建築物等の解
体・改修工事等における飛散防止対策のうち，特
に今回マニュアル改正で具体的な内容が加筆され
た負圧隔離養生を解除する際の石綿粉じん濃度測
定について紹介する．

石綿障害予防規則および関連する法令等の改正

　今回の石綿障害予防規則改正は，厚生労働省に
より平成 30 年に設置された「建築物の解体・改
修等における石綿ばく露防止対策等検討会」にお
いて検討された事項を基に行われたものである．
ほぼ時期を同じくして環境省では中央環境審議会
において石綿飛散防止小委員会が開催され，その
答申を踏まえて大気汚染防止法の一部改正が行わ
れた．全体の大きな変更点としては表 1 に示す通

りであるが 7），届出や事前調査，記録の保存等工
事の開始から終了まで全般に渡っている．
　これまで，建築物等の解体・改修工事における
石綿漏えい・ばく露防止のための具体的な対策に
ついては，環境省が「建築物の解体等に係る石綿
飛散防止対策マニュアル 2014.6」8）を，厚生労働省
が「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等
にばく露するおそれがある建築物等における業務
での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指
針」および同指針に基づく石綿飛散漏洩防止対策
徹底マニュアル 9）を公表し，作業方法等の周知を
図ってきたところである．両者は元となる法令等
の目的こそ異なるが，記載されている内容には共
通している部分も多くあった．そこで今回の法令
改正を機に，使用者の利便性等を考慮して両マニュ
アルが 1 つに統合され，「建築物等の解体等に係る
石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底
マニュアル（令和 3 年 3 月）」として公表された．

負圧隔離養生解除の際に 
石綿粉じんを飛散させないための濃度測定方法

　負圧隔離養生された空間内に石綿繊維が浮遊し
たまま解除すれば，当然ながら外部へ石綿が飛散
することになる．そのため，石綿濃度が十分に低
下していることを解除前に確認にすることは非常
に重要である．改正前のマニュアルにおいては漏
えいの監視方法等については具体的な方法が記載
されていたが，隔離解除時の測定については位相 
差顕微鏡法（PCM 法）あるいは繊維状物質自動測

建築物等の解体・改修工事等における 
負圧隔離養生解除時の石綿粉じん濃度測定

中　村　憲　司
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
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定器により総繊維数濃度を測定することが明記さ
れているのみであった 9）．また，PCM 法について
は関係省庁等が示している複数の方法が列挙され
ていたが 9），隔離解除時にどの方法で測定するべ
きか，その判断基準がわかりにくいものであった．
　新たなマニュアルにおいては隔離解除時の測定
についても具体的な方法が示され，測定の迅速性
と精度の兼ね合いから，基本的にはアスベストモ
ニタリングマニュアル第 4.1 版に記載された方法
に準拠しながらも，総繊維数濃度を最低 1 本 /L
まで測定できる条件を設定することとされた 7）．
PCM 法による測定では，総繊維数濃度 FT は位相
差顕微鏡で計数された繊維の本数（Np）以外に，
使用したフィルターの有効面積（A）や計数視野
数（n），吸引空気量（V）によって式（1）から算
出される 10）．

FT= A×�NP-NB�
a×n×V

 式（1） 
 

式（1）

　　 ただし，NB はフィルターブランクの本数，a は
計数視野（アイピースグレイティクル）の面積

　新たなマニュアルでは，隔離解除前の測定では
検出下限が 1 本 /L 以下になるように測定条件を現 
場に合わせて設定することとされた 7）．実際には
アスベストモニタリングマニュアルに準拠すると 
フィルターサイズは直径 47 mm（有効直径 35 mm） 
あるいは直径 25 mm（有効直径 22 mm），それぞれ 
のフィルターで捕集する際の吸引流量が 10 L/min
もしくは吸引流量 5 L/min となるため 10），捕集
時間および計数視野数によって調整することが現
実的である．両者の関係を図示すると，図 1 のよ
うになる．図 1 に示される曲線よりも上になるよ
うに捕集時間及び計数視野数を選択すると検出下
限が 1 本 /L 以下となるので，測定条件を検討す
る上で参考にしていただければ幸いである．
　繊維状粒子自動測定器を使用する場合も，同様
に最低 1 本 /L まで測定できる条件を設定するこ
ととされている．機種によっても異なるが，マ
ニュアルではそれぞれ 30 分から 1 時間程度とさ
れている 7）．
　測定位置についても，隔離空間内の空気が集ま
る場所として集じん・排気装置の吸引口付近（1～ 

　 表 1　 令和 2 年度に改正された主な石綿関連法規等の概要（建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和 3 年 3 月）「表 2.1.1 石綿関係法規の変遷」2）より抜粋）

法規、通達名 概要

「大防法」の改正 すべての建材への規制拡大及び作業基準の適用、事前調査方法の法
定化・資格者による事前調査の実施、事前調査結果の記録の保存及
び都道府県への報告の義務付け、取り残し等の確認及び記録の保存
の義務化、直接罰の創設　等

「石綿則」の一部を改正する省令 事前調査及び分析調査を行う者の要件の新設、計画届の対象拡大、
事前調査結果の届出制度の新設、隔離（負圧不要）を要する作業に
係る措置の新設、 その他作業に係る措置の強化、作業計画に基づく
記録・保存の義務化、石綿の有無が不明な建材に対して石綿が使用
されているものとみなして工事を行うことにより分析調査を不要と
する規定を吹付け材にも適用　等

「建築物石綿含有建材調査者講
習登録規定」の一部改正（厚労
省・国交省・環境省 告示）

一戸建て等石綿含有建材調査者の講習規程を新設
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1.5 m 程度離れた位置）と具体的に示された．こ
れは外部空気の入ってくるセキュリティゾーン付
近等，代表性が低いと思われる位置に設置するこ
とがないようにするためである．工事によっては
集じん・排気装置を複数使用していることもある
が，基本的にはそれぞれの吸気口付近で測定する
こととされた．測定点数が増えるほど測定する側
の負担も大きくなるが，各装置の影響範囲を考慮
して測定数および測定位置を設定してもよいこと
になっているため，サーキュレーターによって養
生内の空気を撹拌して濃度の偏りを解消すること
や粉じん計等による養生内の濃度分布の確認等，
測定点数の省略化を図ることができるという根拠
を持った上で負担を軽減することも可能である．

負圧隔離養生解除前に 
総繊維数濃度測定を実施できない場合の措置

　本来であれば望ましいことではないが，現状で
はやむを得ない事情がある場合には測定を実施せ
ずに隔離を解除することがある．その点について
も，新たなマニュアルでは記述がより具体的かつ

限定的なものとなった．
　これまでのマニュアルでは，「やむを得ない事
情により隔離解除の前に総繊維数濃度測定を実施
できない場合であっても，上記の 1 時間半以上の
集じん・排気装置による石綿等の粉じん処理は必
要である」9）とされており，やむを得ない事情と
は，「発注条件に基づく工期等の事情」（ただし，

「発注者はこれら指針に基づく労働者の安全に配
慮した隔離解除前の測定等の措置が実施できるよ
う発注条件や費用の配慮が必要である」）9）とされ
ていた．
　新たなマニュアルでは，「やむを得ない事情に
より負圧隔離養生の解除の前に総繊維数濃度測定
を実施できない場合」という項目として記載が盛
り込まれ，負圧隔離養生の解除前に実施する措置
としては以下の①および②が示された 7）．

　①  集じん・排気装置を原則として 90 分以上連
続して稼働させる．除去対象の石綿がアモ
サイト・クロシドライト等の角閃石族石綿
の場合にはクリソタイルよりも沈降速度が

図 1 計数繊維数が 1 本と仮定して総繊維数濃度が１本/L となる条件 
ただし、それぞれのフィルターの有効直径は 35 mm および 22 mm、フィルターブランク

は 0 本、計数視野（アイピースグレイティクル）の直径は 0.3 mm、吸引流量はそれぞれ

10 L/min および 5 L/min として計算した 
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　　　　　　 図 1　 計数繊維数が 1 本と仮定して総繊維数濃度が１本 /L となる条件 
ただし、それぞれのフィルターの有効直径は 35 mm および 22 mm、フィルター 
ブランクは 0 本、計数視野（アイピースグレイティクル）の直径は 0.3 mm、 
吸引流量はそれぞれ 10 L/min および 5 L/min として計算した
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遅いため，集じん・排気装置の連続稼働時
間を長くする．

　②  粉じん飛散抑制剤を十分に空中噴霧する，
換気回数を多くする，サーキュレーターを
併用する等の措置を行い石綿粉じんの処理
の効率を高めるといった手法を実施する．

　この際の注意事項として，①で示した連続稼働
時間は一定の目安であり，全ての場合において石
綿繊維数濃度が十分に低下したことを担保するわ
けではないことを踏まえて，集じん・排気装置の
稼働時間の設定を可能な範囲でなるべく長時間確
保すること，除去対象として角閃石族石綿を含む
場合の稼働時間の目安を 180 分以上とすること，
繊維状粒子自動測定器によって総繊維数濃度がリ
アルタイムで確認することによって連続稼働時間
の目安することができる場合も想定されることが
挙げられている 7）．
　また，やむを得ない事情とは，「公共交通機関
に係る工事であることから作業時間が夜間に限ら
れる等，外部要因により制限された発注条件に基
づく工期等の事情が考えられる．」7）とされ，発注
者の都合のみでの適用は困難になったといえる．
なお，発注者は法令に基づいた作業基準の遵守及
び労働者の安全に配慮し，隔離解除前の測定等の
措置が実施できるよう発注条件や費用の配慮が必
要であることに十分留意すること，やむを得ない
事情がある場合はその事情を作業実施の届出に記
載する必要があることが付記されている 7）．
　ここからは筆者の個人的見解であるが，現段
階では特に実際の隔離解除時の環境において比
較的短時間で低濃度の繊維を測定する際の総繊維
数濃度自動測定器の精度を担保するようなデータ
は未だ少なく，隔離解除前の測定では可能な限り
PCM 法を用いるべきであると考えている．今後，
データが蓄積されるまでは，総繊維数濃度自動測
定器の使用は補助的であることが望ましい．他
方，やむを得ない事情により総繊維数濃度の測定
が実施できない場合でも，間接的にではあっても

上記①および②の措置で濃度が低下していること
を裏付けるデータもないままに隔離を解除するこ
とは望ましくない．総繊維数濃度自動測定器によ
るリアルタイム測定は時間的な制約が少ないため
繊維数濃度が低下していく推移を確認する一助と
なると考えている．この用途においてはデジタル
粉じん計等の機器の使用も可能であろう．これら
の機器の指示値が減衰していくことを確認するこ
とは，少なくとも上記の措置で実際に負圧隔離養
生内の空気を入れ替えることができていることの
傍証となるであろう．

最後に

　隔離解除前の濃度測定は，飛散防止のためには
欠かせないものである．現場においては時間的 
制約等で通常の測定よりも難しい局面があると思
われるが，今後知見を積み重ねていくことでより
適切な測定方法が確立されてくることを期待して
いる．
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１．はじめに

　職場における熱中症対策については，これまで
「熱中症の予防対策における WBGT の活用につい
て」（平成 17 年 7 月 29 日　基安発第 0729001号）1）

ならびに「職場における熱中症の予防について」
（平成 21 年 6 月 19 日　基発第 0619001 号）2）の両
通達に基づいて実施されてきたが，これらに代わ
るものとして，令和 3 年（2021 年）4 月 20 日に「職
場における熱中症予防基本対策要綱」（令和 3 年
4 月 20 日付け基発 0420 第 3 号）が発出された 3）．
これは，本年 3 月に改定された JIS Z8504: 2021

「熱環境の人間工学－ WBGT（湿球黒球温度）指
数を用いた熱ストレス評価」4）に対応するもので
ある．今回の通達における変更点を中心に解説 
する．

２．通達が改正されるに至った経緯

　WBGT について定めた国際規格は ISO 7243 で
あり，WBGT の概要，原理，測定方法，WBGT
の基準値等が規定されている．長らく 1989 年に
規定された第 2 版（ISO 7243: 1989）が用いられ
て来たが，2017 年に大幅な改定がなされ，第 3
版（ISO 7243: 2017）となっている 5）．一方，わ
が国では ISO7243: 1989 に対応した翻訳 JIS であ
る初版（JIS Z8504: 1999）が長年用いられてき
たが，ISO 7243 の改定を受けて改定作業が進め
られ，本年（2021 年）3 月に第 2 版（JIS Z8504: 
2021）が発行された 4）．今回，通達が改定された

のは，ISO 7243 ならびに JIS Z8504 が改定された
ことによる．

３．変更点（1）―WBGT の算出式の変更

　従来，WBGT の算出式は「屋内及び屋外で太
陽照射のない場合」と「屋外で太陽照射のある場
合」の 2 区分によって異なる算出式が規定されて
いた．これは改定前の JIS Z8504: 1999 によるも
のであったが，改定後の JIS Z8504: 2021 にて算
出式の区分が変更となったことから，「日射のな
い場合」と「日射のある場合」に変更となった．
すなわち，屋外・屋内という「測定場所による区
分」ではなく，「日射の有無」による区分となっ
ている（表１）．
　なお，市販 WBGT 測定器の多くは「屋内モー
ド」「屋外モード」の切替式となっているため，
実際の使用にあたってはそれぞれ「日射のない場
合」，「日射のある場合」と読み替えて使用する必
要がある．

４．変更点（2）―WBGT 基準値表の一部変更

　従来の通達では，高代謝率及び極高代謝率にお
いて「気流あり」「気流なし」の区分が設けられ
ていたが（表 2），これが削除され，従来の「気
流あり」の値に一本化された（表 3）．基準値自
体の数値は変更されていないが，高代謝率または
極高代謝率に相当する作業を行っている場合には
注意が必要である．

「職場における熱中症予防基本対策要綱」 
について
齊　藤　宏　之

独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所
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表 1　WBGT の算出式の区分の変更

表 2　改定前の通達における WBGT 基準値表 2）

表 3　改定後の通達における WBGT 基準値表 3）
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25 
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26 
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22 

気流を感じ
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23 
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５．変更点（3）―着衣補正値の変更

　着用している衣類によっては，熱のこもり方が
標準的な作業着とは異なるため，着衣による補正
値を WBGT 測定値に加えて評価する必要がある．
従来の通達における着衣補正値は，ACGIH TLV
を元にした 6 段階（表 4）であったが，これが
JIS Z8504:2021 を元にした 10 段階に変更された

（表 5）．前述の WBGT 基準値表（表 3）にて評価
を行う際には，測定された値に着衣補正値を加算
した値にて評価を行う必要がある．

６．「STOP！熱中症 
クールワークキャンペーン」について

　厚生労働省では，平成 29 年（2017 年）より
「STOP！熱中症　クールワークキャンペーン」

を実施することにより，職場における熱中症防止
対策を呼びかけている 6）．これは，毎年 4 月を準
備期間，5 月～9 月を実施期間，7 月を重点取組
期間に指定しており，本稿で紹介した「職場にお
ける熱中症予防基本対策要綱」に基づいた内容と
なっている．実際に事業所にて熱中症対策を行う
場合には，この「クールワークキャンペーン」を
参考に行うことが適切である．

７．おわりに

　近年，熱中症による死傷者数は高止まり状態と
なっており，夏季における重要な労働災害の一つ
となっている．熱中症による労働災害を防止する
ために，ここで紹介した通達や「STOP！熱中症
　クールワークキャンペーン」に基づく対策を適
切に行うことが求められる．

表 4　従来の衣服による補正値 2）

表 5　今回の通達における衣服による補正値 3）

表４：従来の衣服による補正値 2) 

衣服の種類 WBGT値に加えるべき補正値（℃） 

作業服（長袖シャツとズボン） 0 

布（織物）製つなぎ服 0 

二層の布（織物）製つなぎ服 3 

SMSポリプロピレン製つなぎ服 0.5 

ポリオレフィン布製つなぎ服 1 

限定用途の蒸気不浸透性つなぎ服 11 

表５：今回の通達における衣服による補正値 3) 

組合せ  WBGT値に加えるべ
き着衣補正値 

（℃-WBGT） 

作業服 0 

つなぎ服 0 

単層の SMS不織布製のつなぎ服 0 

単層のポリオレフィン不織布製つなぎ服 2 

織物の衣服を二重に着用した場合 3 

つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透湿性エプロンを着用した場合 4 

フードなしの単層の不透湿つなぎ服 10 

フード付き単層の不透湿つなぎ服 11 

服の上に着たフードなし不透湿性のつなぎ服 12 

フード ＋1 

表４：従来の衣服による補正値 2) 

衣服の種類 WBGT値に加えるべき補正値（℃） 
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布（織物）製つなぎ服 0 

二層の布（織物）製つなぎ服 3 

SMSポリプロピレン製つなぎ服 0.5 

ポリオレフィン布製つなぎ服 1 

限定用途の蒸気不浸透性つなぎ服 11 

表５：今回の通達における衣服による補正値 3) 

組合せ  WBGT値に加えるべ
き着衣補正値 

（℃-WBGT） 

作業服 0 

つなぎ服 0 

単層の SMS不織布製のつなぎ服 0 

単層のポリオレフィン不織布製つなぎ服 2 

織物の衣服を二重に着用した場合 3 

つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透湿性エプロンを着用した場合 4 

フードなしの単層の不透湿つなぎ服 10 

フード付き単層の不透湿つなぎ服 11 

服の上に着たフードなし不透湿性のつなぎ服 12 

フード ＋1 
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 6） 厚生労働省労働基準局：令和 3 年「STOP！熱中症　クー
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回 年月 開催地 大会委員長 シンポジウムテーマ

日本労働衛生工学会　学会開催一覧

1 1962 年 1 月 東京 森　　芳郎 エアロゾル（粉体および煙霧体）に関するシンポジウム

2 1962 年 10 月 大阪 梶原　三郎 有害ガスに関するシンポジウム

3 1963 年 11 月 横浜 佐藤　　鑑 騒音と振動に関するシンポジウム

4 1964 年 10 月 東京 房村　信雄
特殊労働環境に関するシンポジウム
　－地下及び密閉環境における労働衛生工学

5 1965 年 10 月 川崎 山口　正義 事業場およびオフィスにおける環境温度シンポジウム

6 1966 年 12 月 大阪 新津　　靖 重金属中毒の予防について

7 1967 年 10 月 東京 外山　敏夫 環境中有害物の測定と評価

8 1968 年 10 月 札幌 射場本勘市郎 寒冷と労働

9 1969 年 11 月 神戸 小川　捨雄
労働環境改善の基本と応用
　－労働環境における気中有害物の処理技術について－

10 1970 年 10 月 東京 鈴木　武夫 実験のための粒子状物質並びにガス又は蒸気の発生装置

11 1971 年 12 月 川崎 坂部　弘之 労働環境における有害物質の微量定量法

12 1972 年 11 月 横浜 小林　義隆 地下人工環境について

13 1973 年 12 月 大阪 原田　　章
マイクロウェーブ、赤外線、レーザ光線、紫外線、電離
放射線、超音波、振動、騒音等の生体への影響とその防
御方法

14 1974 年 11 月 東京 多田　　治 気中有害物濃度測定のための捕集方法の検討

15 1975 年 11 月 東京 黒瀬　元雄
環境管理のための作業環境中有害物のサンプリングと環
境評価の方法

16 1976 年 11 月 瀬戸 長谷川　敏彦
医学、生物における量
　－反応の関係とそれにもとづく工学的対策

17 1977 年 11 月 東京 高田　　勗 作業環境測定においておこし易い誤りについて

18 1978 年 11 月 千葉 大八木　義彦 環境中有害物測定の原点的考察

19 1979 年 11 月 岐阜 館　　正知 呼吸器保護具の実際の研究の現状

20 1980 年 11 月 東京 外山　敏夫 作業環境内の気中有害物濃度の管理基準について
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回 年月 開催地 大会委員長 シンポジウムテーマ

21 1981 年 11 月 東京 谷沢　平八郎
アスベストおよび有機溶剤取扱い業務における労働衛生
工学

22 1982 年 11 月 名古屋 錫村　　満
労働衛生工学における振動の計測、評価および対策に関
する最近の動向

23 1983 年 11 月 東京 輿　　重治 曝露濃度測定技術の現状

24 1984 年 11 月 岡山 緒方　正名
作業管理に関連する生物学的モニタリングの意義とその
技術の現状

25 1985 年 11 月 大阪 堀口　俊一
有害光線の測定、障害および対策技術に関する労働衛生
工学的問題点

26 1986 年 11 月 東京 木村　菊二 作業環境管理における工学的対策の現状

27 1987 年 10 月 盛岡 角田　文男 OA作業場における作業環境管理

28 1988 年 11 月 東京 左右田　礼典
半導体製造作業における労働衛生管理の現状と工学的対
策について

29 1989 年 11 月 東京 小峰　弘久 21 世紀における４大有害要因への対応

30 1990 年 11 月 京都 池田　正之 時間荷重平均濃度測定法としての拡散型サンプラー

31 1991 年 11 月 北九州 馬場　快彦 人造鉱物繊維に係る諸問題

32 1992 年 11 月 横浜 今宮　俊一郎 職場騒音への対応をめぐる最近の動き

33 1993 年 11 月 大阪 内藤　勝巳 電器産業における労働衛生工学的対応

34 1994 年 11 月 東京 櫻井　治彦 労働衛生保護具

35 1995 年 11 月 広島 田中　昭文 作業負担の人間工学

36 1996 年 10 月 名古屋 小森　義隆 作業環境における空気浄化技術

37 1997 年 11 月 郡山 菅野　宗和 手持動力工具の振動に関わる労働衛生

38 1998 年 11 月 長野 入江　建久 環境のリアルタイム測定技術の現状

39 1999 年 11 月 東京 名古屋　俊士 作業環境測定の義務付けのない作業場における環境管理

40 2000 年 11 月 水戸 村上　正孝 職場におけるリスクアセスメントと作業環境管理

41 2001 年 10 月 神戸 住野　公孝 作業環境における曝露防止対策の動向

42 2002 年 11 月 大分 田中　勇武 溶接作業に係わる労働衛生問題と対策
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回 年月 開催地 大会委員長 シンポジウムテーマ

43 2003 年 10 月 札幌 窪田　英樹
リスクアセスメントに係わる曝露推定のための計測・評
価手法

44 2004 年 11 月 東京 本間　克典
化学物質等に係るリスクアセスメント・リスクマネージ
メント等を巡る内外の動向

45 2005 年 11 月 高松 中川　利一 石綿に関する最近の動向

46 2006 年 11 月 仙台 田中　勇武 リスクアセスメントの現状と今後の展望

47 2007 年 11 月 名古屋 加藤　隆康 労働衛生管理の過去・現在・未来

48 2008 年 11 月 京都 高田　志郎 計測・分析デ－タとその信頼性の確保について

49 2009 年 11 月 金沢 神山　宣彦
１．ナノ粒子と作業環境での測定・分析
２．�建材等バルク試料中の石綿測定法に関する最近の�
動向

50 2010 年 11 月 東京 田中　勇武
１．繊維状物質の有害性評価の現状と課題�
２．�「設立 50 周年記念講演会」：日本労働衛生工学会創

設期の経緯について、日本労働衛生工学会の今後

51 2011 年 11 月 宇都宮 菅野　誠一郎 インジウム・スズ酸化物等を取り巻く環境について

52 2012 年 11 月 福岡 田吹　光司郎
第１部　｢管理濃度改正の動向｣
第２部　｢受動喫煙対策について｣

53 2013 年 11 月 横浜 名古屋　俊士 個人ばく露濃度測定の導入をめぐって

54 2014 年 11 月 大阪 髙山　　正 発がん性が認められた有機溶剤の対応について

55 2015 年 10 月 函館 池田　和博 化学物質のリスクアセスメントの義務化に向けて

56 2016 年 11 月 下関 保利　　一
化学物質のリスクアセスメントについて
　－リスクアセスメントのツールについて

57 2017 年 11 月 静岡 土屋　眞知子 経皮ばく露への対応について

58 2018 年 11 月 富山 田村　三樹夫 労働環境における工学的対策の変遷と今後の展望

59 2019 年 11 月 郡山 森　　　洋 呼吸用保護具の現状と今後の展望

60 2021 年 11 月 高松 田口　豊郁
１．溶接作業の作業環境管理
２．�第 60 回記念講演：化学物質リスクマネジメントの

潮流

　（注）第 60 回大会は本号発行時点における予定
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労働衛生工学　総目次　（第 1号～60 号）

第 1号（昭和 37年 3月）

総説 日本の労働衛生の新たな発展のための労働衛生工学の意義 梶原三郎 1
報文 労働衛生の立場からの工場設計 佐藤　鑑 5

放射性エーロゾル発生装置施策に関する基礎的研究 阿部史朗　他 9
酸化触媒による Co の除毒 神戸隆三 14
有機水銀剤工場における衛生管理 矢嶋澄策　他 18

講座 職業病（その１） 久保田重孝 26
局所排気装置（排気フード，その１） 橋爪　稔 29

第 2号（昭和 38年 10月）

総説 労働衛生における工学の役割 坂部弘之 1
報文 換気扇風機の流動特性及びに風量について（第１報） 橋爪　稔 5

電気炉の集じん装置の一例について 柴田拓市　他 11
前置除じん器としてのルーバ除じん器の性能について 新津　靖 17
有機溶剤の局所排出装置 北村惣吉 24

講座 職業病（そのⅡ，鉛中毒について） 堀内一弥 30
局所排出装置（そのⅡ，排気フード） 橋爪　稔 33
測定機器（そのⅠ，カスケード・インパクター） 外山敏夫　他 42
測定装置（そのⅡ，デジタル粉じん計） 輿　重治 45

第 3号（昭和 39年 10月）

総説 許容濃度の意義 原島　進 1
報文 グラインダー室における粉塵分布の基礎研究（第一報） 菅野宗和 7

化学実験室における水銀保管について 小林義隆　他 15
テビロン不織布の Aerosol 濾過に関する研究 本間克典 19
シェークアウトマシンの集塵について 志賀竹磨　他 29

講座 職業病（そのⅢ　職業癌） 土屋健三郎 33
局所排気装置（そのⅢ　排気フード） 橋爪　稔 38
測定機器（グラスファイバーフィルター） 本間克典 44

第 4号（昭和 40年 6月）

特殊労働環境に関するシンポジウム ─地下および密閉環境における労働衛生工学─
地質条件が地下作業環境に及ぼす影響 矢嶋澄策 1
高温，高湿坑間の冷却 天野勲三 10
高島砿業所（二子坑）における高温対策 村島元博 16
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高温作業場における熱中症問題 幡谷功久 24
土木建築基礎工事における酸素欠乏について 山口　裕 31
鉱業における粉じん対策 田尻昭英 41
タンク内作業の工業中毒 山本秀夫 48
地下街および河底坑道の空気性状とその衛生学的問題点 渡辺　弘 53
鉄道トンネルの列車風による換気 福地合一 58
マンホールの空気条件について 黒江敏治 68

第 5号（昭和 41年 3月）

解説 環境濃度と個人暴露 木村菊二 1
坑内における有害物の測定要領 田尻昭英 7

講座 測定器機 - 試源試式粉じん計 田尻昭英 12
測定器機 - 振動の計測について 三輪俊輔 17
職業病 - 合成樹脂取扱作業における職業病 吉川　博 27

技術ノート いろいろなフードの型による排風量のきめ方 林　嘉男
中毒事例 最近の職業病発生状況 労働衛生課 33

第 6号（昭和 41年 11月）

事業場及びオフィスにおける環境温度シンポジウム
高温環境の生体に及ぼす影響 石川清文 1
急速な温度変化の生体に及ぼす影響 三浦豊彦 6
生物学的温度指標 鈴木武夫 14
事務所ビル空調の温度と負荷 高田倶之 22
ファンコイルユニットによる空気調和室内空気分布について 鈴木亮二 25
ホット・プロセスに対する工学的対策 後藤　滋 37
鉄鋼業における高温環境問題とその対策 小川捨雄 45
鉱業における高温対策 蒔田敏昭 49
耐熱服について 一倉伊作 58

報文 研磨粉塵の分布および集塵法について 渡辺善治郎　他 62

第 7号（昭和 42年 5月）

講座 局所排気装置　排気フード（其のⅣ） 橋爪　稔 1
報文 M.C.E System における Heat Transmission の諸問題 三平和雄 12
資料 短時間曝露許容濃度　Short-Term Limits 吉川　博 18
事例集 最近の職業病発生状況 労働衛生課 26
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第 8号（昭和 42年 9月）

シンポジウム：重金属中毒の予防について
生体の微量金属 堀内一弥 1
有機水銀化合物の毒性について 喜田村正次 8
重金属の物性と毒性 松下秀鶴 14
当社における鉛中毒予防対策 原田　章 20
水銀取扱作業の実態について 原　一郎 23
大気圏における異常成分としての重金属類の微量分析法 武者宗一郎　他 27
金属フューム 本間克典 34
粉じんガス排出フードの特性と設計 新津　靖　他 49
フィルタによる微細じんあいのろ過 新津　靖　他 58

第 9号（昭和 43年 6月）

シンポジウム：環気中有害物の測定と評価
許容濃度概念のための近代的展開 外山敏夫 2
環境評価のための環気中有害物のサンプリング 輿　重治 8
標準汚染空気作成方法 
ａ）混合気体標準試料の調整 左右田礼典　他 12
ｂ）エアロゾル 本間克典 21
環気中有害物捕集のための空気の吸引と流量測定 野崎亙右 31
環気中有害ガス及び蒸気の乾式測定法 沼野雄志 50
環気中有害物の湿式法による測定 
ａ）ガスおよび蒸気の測定 多田　治 54
ｂ）金属粒子の分析 原　　登 58
環気中有害物の器機測定とそのためのサンプリング
ａ）Ｘ線分析 林　久人 70
ｂ）ガスクロマトグラフィー 竹内次夫 80
ｃ）原子吸光分析法 長谷川敬彦　他 85
環気中粒子状物質の濃度，粒度測定 輿　重治 95
個人サンプラーによる粒状物吸入量の評価 木村菊二 113
大気汚染物質の連続測定について 森　正樹 117

第 10号（昭和 44年 7月）

シンポジウム：寒冷と労働
北海道の雪と寒さ 孫野長治 1
地域暖房について 斉藤　武 4
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建物の断熱と暖房設備の経済性 堀江悟郎 9
人工寒冷環境の生体負担 三浦豊彦 12
温感線図の用法 谷沢平八郎 19
温感機構の工学的解析 射場本勘市郎 25
工場暖房の環境設計 岡垣　理 33
寒冷適応性について 伊藤真次 40
寒冷の労働に及ぼす影響─主として performance の面から─ 渡辺真也 46

第 11号（昭和 45年 7月）

シンポジウム：労働環境改善の基本と応用　労働環境中における気中有害物の処理事実について
局所排気および全体換気の考え方 林　太郎 1
ダクト系の設計および保守管理 森山有恒 17
湿式集じんの前提条件 吉田哲夫 21
繊維充てん層の濾過効率について 江見　準 25
フィルタによるミストの除去 吉川　暲　他 31
乾式バックフィルタについて 菊池　正夫 37
湿式濾布集塵機について 鈴木昭明　他 41

第 12号（昭和 46年 9月）

シンポジウム：実験のための粒子状物質並びにガス又は蒸気の発生装置
均一系単分散エーロゾル発生装置について 本間克典 1
ナトリウムエアロゾルについて 木谷　進 6
エアロゾルとしての Airborne Bacteria について 早川一也　他 10
拡散セルを利用した低濃度ガス発生装置について 有藤平八郎　他 14
放射性エアロゾルを用いる小動物吸入実験装置 渡辺征紀 20
エアロゾル吸入実験装置 木村菊二 24
暴露実験用ガス濃度自動調節装置の試作 安藤　剛　他 31
吸入実験のためのエアロゾル濃度自動調節について 野崎亙右 35

第 13号（昭和 48年 10月）

シンポジウム：労働環境における有害物の微量定量法
粒子状物質のサンプリング 本間克典 1
検知管法による労働環境の有害ガス測定 小林義隆 9
気中有害ガスの捕集について 多田　治 17
蛍光分析法 松下秀鶴 21
ガスクロマトグラフィーによる有害物の測定法 関　幸雄　他 28
ポーロラグラフ分析法 原　　登 34
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原子吸光分析法─その試料調整と測定上の諸問題─ 長谷川敬彦　他 38

第 14号（昭和 49年 3月）

シンポジウム：地下人工環境について
地下街労働に関する実態調査等の実施結果について 中西吉造 1
地下街の換気・空調について 中村　猛 9
地下環境における照明上の問題 藤井克人 15
マンホールの環境衛生の問題点 黒江敏治 21

第 15号（昭和 50年 3月）

シンポジウム： マイクロウェーブ，赤外線，レーザ光線，紫外線，超音波，振動，騒音などの 
生体への影響とその防御方法

マイクロウェーブ，赤外線，可視線による眼障害とその防御法 飯沼　巌 1
レーザ光線（物理） 中門　孝 10
レーザ光線の生体への影響，とくに眼に対する障害と傷防御法 野寄喜美春 16
紫外線の生物学的作用と測定 輿　重治 19
超音波の生体への影響とその防御方法 輿　貴美子 27
公害振動の計測と評価法 三輪俊輔 33
騒音の影響とその対策 坂本　弘 38

第 16号（昭和 51年 3月）

シンポジウム：気中有害物濃度測定のための捕集方法の検討
ハイボリュームサンプラーとローボリュームサンプラーによる 
浮遊粉じん濃度評価上での問題点について 本間克典 1
粒子状物質の捕集について 木村菊二 13
昇華性物質音捕集条件の検討 松下秀鶴 17
水銀の捕集について 原　　登 21
アンモニヤの捕集について 関　幸雄 24
二硫化炭素の捕集について 関　幸雄 26
二硫化炭素の捕集について 多田　治 28
塩素の捕集について 多田　治 30
オルトトルイジンによる塩素の定量 小林義隆　他 33
ベンゼンの捕集について 小林義隆　他 36
ベンゼンの捕集について 長谷川敬彦 40
水銀の捕集について 長谷川敬彦 42
アンモニヤの捕集について 原　　登 45
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第 17号（昭和 53年 4月）

シンポジウム： 医学，生物学における量 - 反応（dose-response）の関係とそれにもとづく工学的対応
について

重金属の生体影響における量・反応関係の評価基準 土屋健三郎 1
職業がんにおける Dose Response と Threshold 坂部弘之 8
変異性物質 小泉　明 17
安全性と偶然性 竹内　啓 20
ポリ塩化ビニル製造プロセスにおける塩化ビニルモノマー対策 佐伯康治 27

第 18号（昭和 54年 9月）

シンポジウム１─作業環境測定においておこし易い誤りについて
相対濃度計による鉱物性粉じん濃度の測定
　─質量濃度変換係数を求めるに当たっての留意点について─ 本間克典 1
メンブランフィルター法による石綿粉じん測定上の留意点 木村菊二 11
Ｘ線回析法による粉じん定量の問題点 林　久人 14
検知管法による有害物質測定の問題点 沼野雄志 20
有害物測定の問題点について 多田　治 27
けい光分析法の問題点 松下秀鶴 29
原子吸光分析一般についての誤り易い点 大八木義彦 34
原子吸光分析でのあやまり易い点
　─その具体的な事例について─ 長谷川敬彦 38
紫外・可視吸収スペクトル測定に関する注意 久保山　昭 50
吸光光度分析法の実際 佐藤　弦 55
ガスクロマトグラフ使用上おかし易い誤り 関　幸雄 58
ガスクロマトグラフによる物質の同定（Identification） 滝　　幸 62

シンポジウム２─環気中有害物測定の原点的考察
環気中有害物測定の目的とサンプリング 輿　重治 68
測定におけるバックグラウンドの考え方 大八木義彦 83
標準ガスとトレーサビリティ 荒木　峻 89

第 19号（昭和 55年 7月）

シンポジウム：呼吸保護具の実際と研究の現状
呼吸保護具の性能検査について 野崎亙右 1
防毒マスク吸収缶の防毒特性 松村芳美 25
海外における呼吸保護具の最近の動向 沼野雄志 36
放射性物質等に対する呼吸保護具の問題点 井上武一郎 44
呼吸保護具の管理と使用上の問題点 二木久之 58
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第 20号（昭和 56年 7月）

シンポジウム：作業環境内の気中有害物濃度の管理基準について
作業環境管理基準をめぐる今後の仮題 輿　重治 1
作業環境測定結果にもとづく環境改善事例 沼野雄志 9
Ｂ測定の必要性と具体的内容 多田　治 18
乾式ガス捕集法の実用性 松村芳美 23

第 21号（昭和 57年 7月）

シンポジウム：アスベストおよび有機溶剤取扱業務における労働衛生工学
天然の繊維「石綿」 小栗山善彦 1
アスベストの測定法の検討 神山宣彦 6
アスベスト作業場の環境対策 古賀国昭 20
有機溶剤の使用の状態 竹本恒次 29
有機溶剤作業場の環境 多田　治 36
有機溶剤作業場の環境対策　事例と問題点 沼野雄志 42

第 22号（昭和 58年 7月）

シンポジウム：労働衛生工学における振動の計測，評価および対策に関する最近の動向
振動の計測法 三輪俊輔 1
振動の評価 山崎和秀 12
防振の一般理論と手持振動工具の防振技術 兼田喜代志 20
大型トラックの防振対策と評価 稲生　武　他 26
低振動，低騒音チェーンソーの研究開発 稲賀　恒 36

第 23号（昭和 59年 7月）

シンポジウム：曝露濃度測定技術の現状
粉塵用個人サンプラーの概要とその特性 木村菊二 1
粉塵用個人サンプラーに関する周辺技術 本間克典 7
粉塵用個人サンプラー使用上の問題点 小西淑人 12
アスベスト用個人サンプラーについて 古賀国昭 19
活性炭管の概要と特性 松村芳美 27
パッシブサンプラーの構造と特性 池田正之　他 33
活性炭管等の使用に際しての問題点 山室喜生 36
パッシブサンプラー等の使用に際しての問題点 内藤勝巳 46
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第 24号（昭和 60年 7月）

シンポジウム：作業環境管理に関連する生物学的モニタリングの意義とその技術の現状
生物学的（曝露）モニタリングの意義
　─有機溶剤曝露者の尿中代謝産物として 緒方正名 1
変異原性物質─細胞遺伝学的方法を中心として 輿　貴美子 14
PCB など蓄積性の強い物質の生物学的モニタリング 原　一郎 22
鉛・カドミウムの生物学的モニタリング
　─特に血中，尿中の鉛・カドミウム量を中心に 原田　章 29
金属水銀蒸気曝露者の血液，尿，呼気中水銀について 山村行夫 46

第 25号（昭和 61年 6月）

シンポジウム：有害光線の測定，障害および対策技術に関する労働衛生工学的問題点
有害光線の測定について 奥野　勉 1
溶接アークによる眼障害に関する調査結果 沼野雄志 9
溶接作業に伴う眼障害 八上享司 21
紫外線による眼障害 堀口俊一 36
しゃ光保護具の規格と実態 辻　末久 41

第 26号（昭和 62年 6月）

シンポジウム：作業環境管理における工学的対策の現状
作業環境管理における工学的対策の歴史と展望 沼野雄志 1
局所排気装置の点検からみた問題点とその対策 岡村勝郎 8
塗料製造における作業環境管理 角田哲夫 11
自動車産業における作業環境管理 阿部　健 20
鋳物産業における作業環境管理 名古屋俊士 27
各種作業場における工学的対策の効果 小西淑人 35

第 27号（昭和 63年 7月）

シンポジウム：OA 作業場における作業環境管理
OA 作業場における健康問題 渡部真也 1
機器の安全性と標準化の考え方 渡辺　瞭 9
わが国における VDT 作業環境の現状 石井哲也 14
VDT 作業の物理環境について 富永洋志夫 21
OA 化事務室の音環境 平松幸三 29
VDT 作業場の光環境 高橋　誠 33
VDT ワークステーションの問題点と対策 中迫　勝 41
OA に対応した建築空間の現状と将来 宇治川正人 17
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OA 化に伴う労働衛生学的な問題 小峯弘久 55

第 28号（平成元年 6月）

シンポジウム：半導体製造作業における労働衛生管理の現状と工学的対策について
IC 製造工程と化学物質 中西　巍 1
半導体クリーンルームの構造と空気の流れ 鈴木道夫 9
半導体製造に関連する化学物質の毒性 桜井治彦 15
作業環境管理のための化学物質の分析法 松村芳美 19
半導体製造工場の実態と環境調査結果について 滝沢顕彦 33

第 29号（平成 2年 6月）

シンポジウム：21 世紀における４大有害要因への対応
物理的な有害要因─物理環境対策と自動車の快適性について─ 布施隆一 1
化学的な有害要因─産業サイドとしての見方から 毛利哲夫 12
バイオ関係有害要因への対策─バイオハザード対策の現状─ 山内一也 24
人間社会活動におけるストレス 野田一雄 31

第 30号（平成 3年 6月）

シンポジウム：時間加重平均濃度測定法としての拡散型サンプラー
拡散型曝露サンプラーについて 平野耕一郎 1
拡散型サンプラーによるガスおよび有機溶剤蒸気の定量法 保利　一 10
拡散型サンプラーの作業現場への適用 鵜飼博彦 20
水溶性溶剤に対する拡散型サンプラー 河合俊夫 27

第 31号（平成 4年 6月）

シンポジウム：人造鉱物繊維に係る諸問題
人造鉱物繊維に係る諸問題─課題と展望─ 本間克典 1
人造鉱物繊維の製造と利用 富田雅行 8
石綿代替品の測定法 名古屋俊士 14
人造鉱物繊維に係る諸問題
　─ロックウール吹付け作業に係る環境気中濃度の実情と対策─ 小西淑人 21
人造鉱物繊維に係る諸問題─生体影響 東　敏昭 27

第 32号（平成 5年 6月）

シンポジウム：職場騒音への対応をめぐる最近の動き
騒音の測定方法について 米川善晴 1
職場騒音への対応をめぐる最近の動き
　─作業場における騒音の実態と各国における許容限度 小西淑人 6
職場騒音への対応 近藤充輔 16

（42）

労働衛生工学 60 号



職場騒音対策のための遮音・吸音技術 徳山久雄 23
防音保護具の現状─耳栓・耳覆いについて 冨永洋志夫 29

第 33号（平均 6年 6月）

シンポジウム：電器産業における労働衛生光学的対応
テレビ製造工程の現状と取り組み 髙山　正 1
ビデオ製造工程の現状と取組み 中西和二 6
エアコン製造工程の現状と取組み 富田次郎 12
冷蔵庫製造工程の現状と取組み 樫本盛行 20

第 34号（平成 7年 7月）

シンポジウム：労働衛生保護具
防護衣について 城島栄一郎 1
防寒衣服─特に冷蔵倉庫対応について 田中正敏 8
耐熱服の冷却について 枡谷　徹 15
遮光保護具 奥野　勉 21
防音保護具 山下光康 33
呼吸保護具 松村芳美 36

第 35号（平成 8年 6月）

シンポジウム：作業負担の人間工学
生産工程のエルゴノミクス 長町三生 4
筋作業負担における人間工学応用 前原直樹 10
職場における筋骨格系障害の実態とその予防 鎗田圭一郎 17
企業における作業負担の評価と対策 小出勲夫 23
視覚疲労と快適性の人間工学 斉藤　進 32

第 36号（平成 9年 7月）

シンポジウム：作業環境における空気浄化技術
作業場内の空気管理の諸方式 岩崎　毅 6
作業上における空気管理の現状と問題点 太田裕一　他 17
局所排気装置の設計と保守管理の実際 堀江成治 28
有害ガスの除去法 泉　　順 34
粉じんの除去方法 岡村勝郎 40

第 37号（平成 10年 7月）

シンポジウム：手動動力工具の振動に関わる労働衛生
手動動力工具について 大津新喜 4
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手腕振動の人体影響 榊原久孝 10
手腕振動の測定・評価の国際動向 前田節雄 15
手持動力工具の光学的対策 米川善晴 20
現場における手持動力工具の振動 池田和博 24
製造業事業所の産業保健問題 福島匡昭 33

第 38号（平成 11年 7月）

シンポジウム：環境のリアルタイム測定技術の現状
ガス，蒸気状物質のリアルタイム測定技術とその応用 保利　一 1
各種ガスセンサの特性と応用 岩崎　禎 7
検知管とセンサーをめぐって 庄野京一 12
粉じんのリアルタイム計測法─総論 明星敏彦 20
粉じんのリアルタイム計測機器の実例 佐藤行成 24
リアルタイム連続モニターの現状及びその利用例 山口　孝 30

第 39号（平成 12年 7月）

シンポジウム：作業環境測定の義務付けのない作業場の健康管理
溶接作業場の環境管理 小堀　衛 1
ずい道建設工事における作業環境管理 三上辰雄 5
建設工事に係る環境管理 小西淑人 13
ごみ焼却施設の環境管理 田村三樹夫 17
個人ばく露濃度測定の技術的手法 田吹光司郎 21

第 40号（平成 13年 6月）

第 40 回記念特別講演：日本労働衛生工学会の足跡と未来
発足からこれまでの活動 輿　重治 1
働きやすさの追求 小出勲夫 9

シンポジウム：職場におけるリスクアセスメントと作業環境管理
リスクアセスメントとは 櫻井治彦 16
職場における化学物質のリスク評価に必要な情報 古谷義夫 28
職場での取り組み（１）化学物質の自主管理活動について
　─屋外作業環境の評価を中心として─ 吉良一樹 41
職場での取り組み（２）リスクアセスメントと作業環境管理
　─粉じんを中心として─ 富田雅行 46
職場での取り組み（３）労働安全衛生マネジメントシステム

（OSHIMS）への取り組み─リスクアセスメントについて─ 二宮良延 53
職場での取り組み（４）
　─松下電器グループにおけるリスクアセスメント─ 島村紘二 63
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記念寄稿 明治以降の日本における粉じん計と粉塵測定に関する問題の推移 名古屋俊士 87
資料 日本労働衛生工学会 40 年のあゆみ 96

第 41号（平成 14年 6月）

シンポジウム：作業環境における曝露防止対策の動向
局所換気と全体換気 辻　克彦 3
プッシュプル（一様流）換気 岩崎　毅 11
現場における工学的制御（有機溶剤を中心として） 田村三樹夫 22
呼吸用保護具による個人ばく露の低減 松村芳美 29
化学防護手袋 田中　茂 42
米国における使い切り化学防護服の現状 ジェームス・

P. ジグラー
46

第 42号（平成 15年 6月）

シンポジウム：溶接作業に係わる労働衛生問題と対策
第一部：溶接作業の基礎知識

溶接作業の基礎知識 中村春雄 3
溶接作業に伴う健康障害 八上享司 9
溶接ヒュームについて 本間克典 23
溶接作業に伴って発生するガスについて 薮田十司 31

第二部：溶接作業の現状と問題点
溶接作業における環境改善に関する光学的手法 早川義久 42
溶接ヒュームとガスに有効な呼吸用保護具 山田比路史 57
溶接作業場の作業環境測定結果と環境改善事例 田口信康 66
国際溶接会議（IIW）の安全衛生委員会に出席して 神山宣彦 77

第 43号（平成 16年 7月）

シンポジウム：リスクアセスメントに係わるばく露量推定のための計測・評価手法
取り扱い物質の消費量を利用したばく露量の推定と評価 髙山　正 3
個人サンプラーを利用したばく露濃度測定による曝露量の 
推定と評価 保利　一 9
生物学的モニタリングを利用したばく露量の推定と評価 神田秀人 20
リスクアセスメントのための作業環境測定 相澤和幸 34
個人サンプラーを利用した作業環境の濃度測定による 
ばく露量の推定と評価 富田雅行 43
個人サンプラーを用いた作業環境の評価手法 名古屋俊士 51
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第 44号・第 45号合併号（平成 18年 11月）

技術解説 労働衛生保護具・保護服（保護衣）の選択と使用について 明星敏彦 9
アスベストの測定法の測定に関する現状と課題 神山宣彦 18
労働環境中の高感度水銀分析法 鷹屋光俊　他 26

合同シンポジウム：作業環境管理のための測定と評価（第 44 回学会）
作業環境測定の位置付け 小西淑人 34
作業環境管理に対応した作業環境測定システム 田中勇武 40
管理濃度・許容濃度・TLV を判断基準とした測定と評価 名古屋俊士 43

合同シンポジウム：石綿に関する最近の動向（第 45 回学会）
石綿障害防止規則の経緯と今後の対応について 永野和則 68
石綿の健康影響 森永謙二 72
事前調査とアスベスト診断士 富田雅行 80
浮遊粉じん中の石綿濃度測定と建材等の石綿含有率測定 小西淑人 86

第 46号（平成 19年 7月）

総説 吸着を利用した労働衛生管理用機器の特性と課題 保利　一 3
解説 管理濃度の改正の経緯と基準濃度について 名古屋俊士 21

原著 Ｘ線回折法による石綿含有建材中のクリソタイル定量
　─残渣率低減化と基底標準吸収補正法の補正可能領域の検証─ 野坂千恵　他 33

ケース 
レポート 吹き付け石綿除去作業における有機溶剤ばく露事例について 東久保一朗　他 41

合同シンポジウム：リスクアセスメントの現状と今後の展望
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 
等について 永田和博 53
リスクアセスメント等に関連した（社）日本作業環境測定 
協会及び IOHA におけるオキュペイショナルハイジニスト 

（仮称）等の認証計画について 唐沢正義 57
化学物質のリスクアセスメントの実際 橋本晴男 69
繊維状物質と結晶質シリカのリスクアセスメント 富田雅行 77

第 47号（平成 20年 7月）

総説 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS） 城内　博 3
職業性の化学物質曝露評価に関連した最近の動き─とくに EU
の新規化学物質管理規制・REACH に代表される「曝露シナリ
オ」に基づく職業性曝露評価 原　邦夫 11

解説 ナノ粒子のリスクアセスメントについて 明星敏彦 23
学会報告 第 7 回国際労働衛生工学会（IOHA2008 台北）に参加して 鷹屋光俊 29
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共同シンポジウム：労働衛生管理の過去・現在・未来
健康管理の歴史的変遷 高田　勗 37
作業環境管理の歴史的変遷 輿　重治 57
企業から観た作業環境の変遷 田村浩一 65
作業環境測定期間から観た作業環境の変遷 岡本浩作 73

第 48号（平成 21年 7月）

解説 結晶質シリカの労働衛生問題と測定法 神山宣彦　他 1
労働安全衛生保護具における最近の動向について 田中　茂 19

原著 浮遊微生物濃度の測定法とろ過捕集による濃度測定 石松維世　他 31
共同シンポジウム：計測・分析データとその信頼性の確保について

鉄鋼業における製造プロセスデータの測定の重要性と信頼性 
向上について 本田知己 43
アスベスト分析データの信頼性
　～建材製品中の石綿分析の精度向上のために～ 岡田孝之 49

作業環境測定データの信頼性の確保 森　　洋 53
環境計測のための工学的対策手法とデータの信頼性 岩崎　毅 63

第 49号（平成 22年 7月）

解説 改正管理濃度について 名古屋俊士 3
第 49 回日本労働衛生工学会

ナノ粒子と作業環境での測定・分析 鷹屋光俊 13
建材等バルク試料中の石綿測定法に関する最近の動向 神山宣彦 21

第 50号（平成 23年 7月）

総説 化学物質の管理とリスクアセスメント　～測定をキーワード 
として～ 山田憲一 3

特集：日本労働衛生工学会 50 周年に寄せて 15
「労働衛生工学」50 年の歩み 31

設立 50 周年記念講演会
日本労働衛生工学会設立当時の情勢 輿　重治 35
日本労働衛生工学会の今後─成熟期の労働衛生工学研究─ 神山宣彦 39

第 51号（平成 24年 7月）

解説 カーボンナノチューブの作業環境測定とその課題 小野真理子 1
共同シンポジウム：インジウム・スズ酸化物等を取り巻く環境について

インジウム・スズ酸化物等の取り扱いの現状について 寺島友子 13
インジウム・スズ酸化物等による健康影響について 中野真規子 21
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インジウム・スズ酸化物等の測定及び分析方法について 棗田衆一郎 31
インジウム・スズ酸化物等の取扱作業場で使用可能な呼吸用 
保護具について 田中　茂 37

日本労働衛生工学会・繊維状物質研究協議会共同セミナー
アジア諸国におけるアスベスト及び繊維状物質の使用等の現状
について

（1）環境省アジア諸国における石綿対策技術支援検討会報告から 後藤大介 59
（2）中国のアスベスト製品製造工場の調査結果から 矢野栄二 69
中国のアスベスト計測に係る米国 ASTM ジョイントカンファ
レンス報告 神山宣彦 73

日本労働衛生工学会基礎講座
現場報告１：ホルムアルデヒドに係る作業環境管理の現状と課題 田村三樹夫 83
現場報告２： アスベスト除去作業等に使用されている集じん・

排気装置の点検・管理と適正な使用 島田啓三 95

第 52号（平成 25年 7月）

解説 ナノマテリアルの有害性評価 明星敏彦 3
特別共同シンポジウム
第一部：管理濃度改正の動向

管理濃度改正の背景 亀澤典子 11
1,1- ジメチルヒドラジンの測定および分析方法の留意点 山内恒幸 19
管理濃度の改正に伴う管理区分の変化について 田口信康 23

第二部：受動喫煙対策について
職場での受動喫煙対策に関わる労働安全衛生法の改正の動き 
と職場での喫煙対策の取り組み 大和　浩 31
飲食店等のサービス産業における受動喫煙対策の問題点 本多　融 37

日本労働衛生工学会基礎講座
局所排気装置等以外の発散防止抑制措置の導入について 名古屋俊士 59
放射性物質により汚染された土壌等除染作業時における内部 
被ばく防止のための粉じん測定 鷹屋光俊 69

日本労働衛生工学会現場報告
化学実験室等の震災対策 佐藤吉洋 75
東日本大震災被災地での建築物の解体や瓦礫処理にかかわる 
アスベストの現状について 本山幸嘉 79

第 53号（平成 26年 7月）

解説 委託事業「職場における化学物質のリスク評価推進事業 
（ばく露実態調査）」について 東久保一朗 3
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共同シンポジウム：個人ばく露濃度測定の導入をめぐって
過去に実施された個人ばく露濃度測定状況について
　─屋外作業における環境測定等の検討委員会報告─ 鈴木治彦 11

「作業環境における個人ばく露濃度測定に関する実証的検証 
事業」委員会の報告 名古屋俊士 15

日本労働衛生工学会現場報告
オフセット印刷事業場の作業環境改善状況 石井健三 49

日本労働衛生工学会基礎講座
最近の化学物質管理について（エチルベンゼンの規制の考え方等） 樋口政純 55

行事報告 日本労働衛生工学会 50 周年記念式典・記念講演会 63

第 54号（平成 27年 6月）

共同シンポジウム：発がん性が認められた有機溶剤の対応について
行政から：特定化学物質障害予防規則等関係法令の改正に 
ついて　─クロロホルム等 9 物質を中心に─ 濱本和孝 5
事業場の立場から 池田泰幸 11
測定機関の立場から（１） 田吹光司郎 15
測定機関の立場から（２） 小島将則 23

日本労働衛生工学会現場報告
屋外の PM2.5 が作業環境気中の粉じん濃度に与える影響に 
ついて 田口信康 27

日本労働衛生工学会基礎講座
局所排気装置設計の基礎知識 岩崎　毅 35

作業環境測定研究発表会　特別講演
リフラクトリーセラミックファイバーの化学物質のリスク 
評価検討会報告 名古屋俊士 67

共同シンポジウム（第 53 回学会）：個人ばく露濃度測定の導入をめぐって
個人ばく露測定の実施状況及びばく露測定定着のための課題 
について 田吹光司郎 77

行事報告 第 21 回アジア産業保健学会（ACOH2014）でのシンポジウム 
"Future of Occupational Hygiene in Asia" 85

第 55号（平成 28年 7月）

解説 国立大学法人におけるリスクアセスメントの取り組み
　～京都大学における安全衛生管理の紹介 松井康人 3

共同シンポジウム：化学物質のリスクアセスメントの義務化に向けて
行政の立場から 濱本和孝 11
事業場（日本化学工業協会）の立場から 山口広美 18
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測定機関の立場から 長澤康浩 21
専門家の立場から 橋本晴男 24

日本労働衛生工学会基礎講座
化学物質の個人ばく露測定ガイドラインについて 橋本晴男 43
SDS 対象物の有害性および危険性の見方 荒木明宏 49

日本労働衛生工学会現場報告
テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニングの環境 
管理状況 小野雅啓 61

第 56号（平成 29年 7月）

共同シンポジウム：化学物質のリスクアセスメントについて─リスクアセスメントのツールについて
実施支援システム 寺島友子 3
ECETOC TRA 石井聡子 5
化学物質の爆発・火災リスクアセスメントツール 島田行恭 9

日本労働衛生工学会基礎講座
RCF の作業環境測定に係る分析方法 小西淑人 13

日本労働衛生工学会　現場報告１
リフラクトリーセラミックファイバー製品取扱い作業場の 
ばく露防止対策事例 戸塚優子 23

日本労働衛生工学会　現場報告２
作業環境測定分野における ISO 規格の最新動向 鷹屋光俊 25
ISO 規格について 今中努志 27
ISO TC146/SC2（Workplace atmosphere）の現状 竹内靖人 29
ISO 17621:2015（検知管）規格制定までの経緯について 海福雄一郎 31

第 57号（平成 30年 7月）

共同シンポジウム：経皮ばく露への対応について
福井県の化学工場で発生した膀胱がんに関する災害調査 甲田茂樹 3
経皮吸収のおそれのある化学物質の健康障害防止対策 穴井達也 6
経皮ばく露防止のための保護具（化学防護手袋） 田中　茂 12

日本労働衛生工学会　基礎講座
検知管を用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブックの 
解説 橋本晴男 31

日本労働衛生工学会　現場報告
多様な発散防止抑制装置の設置事例等について 名古屋俊士 45

作業環境測定研究発表会　特別講演
化学物質管理，作業環境測定を巡る労働衛生行政の動向 木口昌子 49
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第 58号（令和元年 7月）

共同シンポジウム：労働環境における工学的対策の変遷と今後の展望について
行政の立場から 西田和史 3
専門家の立場から 保利　一 10
労働衛生コンサルタントの立場から 岩崎　毅 19

日本労働衛生工学会　基礎講座１
結晶質シリカの生体影響について 李　順姫　他 39

日本労働衛生工学会　基礎講座２
作業環境マネジメント入門
　─マーケティングからコンサルティングまで 田吹光司郎 45

日本労働衛生工学会　現場報告
SDS が作業環境管理に果たす役割 土屋眞知子 53

作業環境測定研究発表会　特別講演
化学物質管理，作業環境測定を巡る労働衛生行政の動向 西田和史 57

第 59号（令和 2年 6月）

共同シンポジウム：呼吸用保護具の現場と今後の展望
労働現場で使用される高級要保護具に係る法規制 米倉隆弘 3
呼吸用保護具の適切な使用方法 篠宮真樹 11
呼吸用保護具に係る国際動向 松村芳美 17
工学的対策と呼吸用保護具の考え方 岩崎　毅 29

日本労働衛生工学会　基礎講座
作業環境評価法と個人曝露評価法の理論的基礎 熊谷信二 51

日本労働衛生工学会　現場報告
アクリル酸系水溶性ポリマー取扱い事業場の災害調査報告 小野真理子 59

作業環境測定研究発表会　特別講演
化学物質管理，作業環境測定を巡る労働衛生行政の動向 安井省侍郎 63

第 60号（令和 3年 7月）

総説 プッシュプル型換気装置の設置事例と設計の留意点 上福元清隆 3
解説 アーク溶接の種類と溶接ヒュームの発生 中村憲司 17

建築物等の解体・改修工事等における負圧隔離養生解除時の 
石綿粉じん濃度測定 中村憲司 21

「職場における熱中症予防基本対策要綱」について 齊藤宏之 27
資料 日本労働衛生工学会　学会開催一覧 31

労働衛生工学　総目次 34
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第１回
日時：令和 2 年 10 月 21 日（水）　 14：00～
場所：新型コロナウィルス感染拡大につき，オンライン開催
　以下の議事について審議した．
　 1．総会資料（案）について
　 2．第 60 回日本労働衛生工学会の開催について
　 3．その他

第２回
日時：令和 3 年 4 月 27 日（火）　 14：00～
場所：新型コロナウィルス感染拡大につき，オンライン開催
　以下の議事について審議した．
　 1．令和 2 年度中間決算について
　 2．第 60 回日本労働衛生工学会について
　 3．その他

令和 2年度日本労働衛生工学会理事会　議事概要
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会　長　　保利　　一
副会長　　宮内　博幸　　総務委員長
副会長　　村田　　克　　企画委員長
副会長　　鷹屋　光俊　　編集副委員長
理　事　　石田尾　徹　　総務副委員長
理　事　　石松　維世　　総務委員
理　事　　森　　　洋　　企画副委員長
理　事　　久保田裕仁　　企画委員
理　事　　齊藤　宏之　　編集委員長
理　事　　中村　憲司　　編集委員

監　事　　田村三樹夫
監　事　　上福元清隆

日本労働衛生工学会　理事会名簿
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� （昭和 39 年 10 月 31 日改正）
� （平成 5年 11 月 10 日改正）
� （平成 17 年 11 月 10 日改正）
� （平成 25 年 11 月 14 日改正）
� （平成 26 年 11 月 13 日改正）
� （平成 27 年 10 月 22 日改正）
� （平成 30 年 11 月 15 日改正）

第 1章　総　　　則

第 1条　本会は，日本労働衛生工学会　（Japan�Occupational�Hygiene�Association）　と称する．
第 2条　�本会は，労働衛生工学およびこれに関連ある研究者・技術者・研究組織の学術研究と技術の進

歩，並びに研究交流と情報交換の促進を図ることを目的とする．
第 3条　本会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う．
　　　　1．学会，講演会等集会の開催
　　　　2．会誌その他の印刷物の発行
　　　　3．国内外の関連協会との連携と提携
　　　　4．調査，研究その他本会の目的達成のために必要な事業
第 4条　事業を行うにあたって必要な細則は別に定める．
第 5条　�本会に事務所を置く．事務所の場所は，福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘 1─1　産業医科大学

産業保健学部内に置く．

第 2章　会　　　員

第 6条　�本会の会員は，本会の目的に賛同して入会した正会員，維持会員，学生会員及び名誉会員とす
る．

　　　　1．正会員　　　個人で入会した会員
　　　　2．維持会員　　団体で入会した会員
　　　　3．学生会員　　高等専門学校，大学学部または大学院に在学中の学生
　　　　4．名誉会員　　本会に功績があり，理事会で推薦され総会で承認された個人
第 7条　会員は本会の全活動に関して便宜が与えられる．
第 8条　本会に入会するには所定の申込書を提出し，理事会の承認を得なければならない．
第 9条　�会員は，会費を毎年９月 30 日までに前納しなければならない．ただし，名誉会員は会費の納

入を必要としない．
第10条　1年以上会費を滞納した会員は，理事会の議決を経て退会させることができる．

日本労働衛生工学会規約
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第 3章　役　　　員

第11条　本会に次の役員を置く．
　　　　1．理事　会長，副会長および各委員会正副委員長を含め，12 名以下とする．
　　　　2．監事　 2名
　　　　3．顧問　若干名
第12条　�理事及び監事は，正会員より選出する．選出は別に定める手続きを経て，総会において承認す

る．
第13条　役員の任期は 3年とする．ただし再選を妨げない．
第14条　会長は本会を代表し，会務を統括する．
第15条　副会長は会長を補佐し会務の処理にあたる．
第16条　理事は，本会の運営・執行および会務の処理にあたる．
第17条　監事は，本会の運営と会計の監査にあたる．
第18条　�顧問は，理事会で承認された正会員で，本会運営について理事会の諮問に答え，また意見を述

べることができる．

第 4章　総会，理事会および委員会

第19条　本会に次の機関を置く．
　　　　1．総会
　　　　2．理事会
　　　　3．委員会
第20条　�総会は，年１回以上開催し，事業報告，決算，事業計画，予算，その他の必要事項を承認する．
　　　�2�　�総会は正会員で組織し，本会運営の最高議決機関であり，正会員の 10 分の 1 の参加で成立

し，議決は出席者の過半数の賛成による．
　　　�3�　定例総会は本会の学会期間中に開催する．
第21条　理事会は，理事で構成し，本会に関する重要事項を協議し決定し，運営にあたる．
　　　�2�　理事会は，理事の 2/3 の出席で成立し，議決は出席者の過半数の賛成による．
　　　�3�　理事会は，毎年 2回以上開催し，その議長は会長が務める．
　　　�4�　監事は，理事会に出席し監査にあたる．　
第22条　�委員会としては，総務委員会，編集委員会，企画委員会を置く．各委員会の委員は，委員長が

正会員から指名する．
　　　�2�　各委員会は，正副委員長と５名以内の委員で構成する．
　　　�3�　�総務委員会は，経理，会計管理，理事会運営，総会開催，その他本会運営に必要な業務を司

る．
　　　�4�　編集委員会は，会誌の発行，その他印刷物の発刊等，本会事業達成に必要な業務を司る．
　　　�5�　�企画委員会は，事業の計画と遂行（学会の開催，講演会・講習会・セミナー等の開催），国

内外の学協会との連携と協力，その他本会の事業達成に必要な業務を司る．
　　　�6�　会長は必要に応じて理事会の議決を経て臨時委員会を設置できる．

（56）

労働衛生工学 60 号



第23条　�監事は，本会の運営および会計管理について年１回以上監査を行い，結果を理事会および総会
において報告する．

第 5章　学　　　会

第24条　学会は毎年 1回以上開催する．
　　　�2�　学会実行委員長は，学会実行委員会を組織し，学会を主催する．
　　　�3�　学会実行委員長は，理事会で決定し会長が委嘱する．
　　　�4�　学会実行委員長の任期は，委嘱から１年とする．
　　　�5�　会長は学会実行委員長を理事会に出席させることができる．

第 6章　会　　　計

第25条　本会の経費は会費，事業収入，その他の収入をもってあてる．
第26条　会費は細則で定め，総会において承認を得る．
第27条　本会の会計年度は，毎年 10 月 1 日に始まり，翌年 9月 30 日をもって終わる．

第 7章　附　　　則

第28条　�前各条に定めるほか，本会の役員の選任，本会の運営，会誌の編集など，この規約を実施する
に必要な事項については，理事会の定める細則による.

第29条　�本規約改正に伴う最初の役員は，第 12 条にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし，その任期
は平成 17 年度の総会において選任された者が就任するまでとする．

第30条　本規約の変更は，総会の議決による．
第31条　�平成 26 年度の総会の議決により，会計年度の開始及び終了日が変更された移行措置として平

成 26 会計年度に限り 18ヶ月とし，平成 26 年４月１日に始まり平成 27 年 9 月 30 日に終了す
るものとする．ただし，平成 26 年度の会費は 12ヶ月分の金額より変更しないものとする．

第32条　本規約は，平成 30 年 11 月 16 日より適用する．
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1.　 投稿原稿の種類は次のとおりとする．
　総説：労働衛生に関連する現在までの研究論文の総括，評価，解説など．
　原著： 研究結果，研究方法，研究材料，自他の研究結果の解釈等において新知見が含まれているもの，

およびこれに準ずるもの．
　解説：労働衛生に関する最新の情報．
　調査報告：労働衛生に関する実態調査などの報告でデータ自体が利用価値を有しているもの．
　編集者への手紙：掲載論文に対する意見など．
　話題：労働衛生工学に関する最近の話題，その他会員の自由な意見．
2.　 投稿原稿の採否は編集委員会で決定する．
3.　 本誌に掲載された論文等の著作権は日本労働衛生工学会に帰属する．
4.　 原稿の様式は次のとおりとする．
　（ 1 ）　原稿は和文または英文とし，原稿本文，図表，写真の電子ファイルを添えて提出する．
　（ 2 ） 　和文原稿は原則として Microsoft Word を用い，A4 用紙におよそ 25 字×30 行（750 字）横書

きとする．総説，原著および調査報告には英文抄録（400 語以内）およびその和訳文をつける．
　（ 3 ） 　英文原稿の総説，原著，調査報告には英文抄録（250 語以内）および和文要旨（本文 800 字以

内）をつける．海外からの投稿の場合，和文抄録は不要．
　（ 4 ） 　原稿の表紙には表題，40 文字以内のランニングタイトル，著者名，所属機関名，代表著者の

連絡先（以上和英両文），原稿の種類，表および図の数を書く．
　（ 5 ）　英文はすべて A4 用紙にダブルスペースでタイプする．
　（ 6 ）　キーワード（英語で 10 語以内）は，総説，原著，調査報告では英文抄録のあとにつける．
　（ 7 ） 　原図は縮小製版できるよう鮮明なものとする．図表はそれぞれの表・図ごとに別の A4 用紙を

用い，挿入する箇所を本文の欄外に明確に指定する．
　（ 8 ）　単位記号は原則として SI 単位を用いる．最新の JIS Z 8203 参照．
　（ 9 ） 　文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の記載例の形式で記す．本文中にも，報告さ 

れている 2），または，… 3, 4）　 のように上付き数字で文献番号をつける．著者が 7 名以上の場合 
は最初の 3 名を記し，あとは「ほか」（英文では et al.）とする．

［記載例］
＜学術雑誌＞著者名．表題．雑誌名，発行年（西暦）；巻：頁−頁．
　1） 　佐藤章夫，遠藤和志，金子誉，米原郁美．有機溶剤の生物学的暴露モニタリングに影響を与えて

いる環境および生理的要因．産業医学，1991; 33: 3-16．
　2） 　Norihiko Kohyama. Length-reduction method for man-made mineral fibers for biological experi-

ments. Ind. Health, 1997; 35: 515-528.
＜単行本＞著者名．表題．編者名．書名．発行所所在地：発行所，発行年（西暦）：引用頁─頁．
　1）　森永健二編著．アスベスト汚染と健康被害．東京：日本評論社，2005: 182-196.
　2） 　Rosenberg J. Effects of medications on biological levels of industrial chemicals. In : Fiserova-Berg-

erova V. Ogata M, eds. Biological monitoring of exposure to industrial chemicals. Cincinnati: ACGIH, 
1990：159-162.

　上記記載例は Uniform Requirements of Manuscripts Submitted to Biomedica1 Journals（1991）に準

労働衛生工学　投稿規定
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じた．雑誌名略記は Index Medicus を参照．
5.　 人を対象とする研究報告はヘルシンキ宣言の精神に則ったものでなくてはならない．各施設の倫理

審査により承認されたものであること．実験動物を用いた研究報告は各施設の動物実験指針に則って
行われたものでなくてはならない．

6.　 掲載料は刷り上がり 6 頁までは学会負担，超過分（1 頁当たり 10,000 円）は著者負担とする．
7.　 別刷は 30 部まで無料．超過分は著者負担とする（総説，原著，総説，調査報告は 50 部まで 5,000

円，50 部増すごとに 5,000 円増．表紙付は部数にかかわらず 5,000 円増とする）．希望部数は校正の際
に明記する．

8.　 著者校正は 1 回とする．
9.　 原稿の電子ファイルは下記あてに送付する．

　　　〒214–8585
　　　川崎市多摩区長尾 6–21–1
　　　独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
　　　環境計測研究グループ
　　　　齊藤　宏之
　　　Tel：044–865–6111  内線 8202　 Fax：044–865–6124
　　　E-mail：saitoh@h.jniosh.johas.go.jp
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　本誌「労働衛生工学」及び学会の抄録集のバックナンバーには若干の残部があります．ご希望の方に
はお分けしておりますのでメールで学会宛にお申し込み下さい．メールのタイトルを「バックナンバー
希望」とし，本文にご希望の種類，号（または回），冊数と送付先を明記の上，下記まで送信してくだ
さい．なお，在庫のないものは「労働衛生工学」第 1 号，4 号，9 号，11 号，14～16 号，23 号，34 号，

「抄録集」第 1～16 回，25 回，26 回，33 回，40 回，43 回，44 回となっております．
　詳細につきましては，学会事務局までお問い合わせ下さい．
　また，「労働衛生工学」に収載された記事については，学会 Web ページのデータベースより検索・閲
覧できますので，併せてご利用下さい．

　　　　　　　　　日本労働衛生工学会
　　　　　　　　　〒807–8555 　北九州市八幡西区医生ケ丘1–1
　　　　　　　　　産業医科大学　産業保健学部内
　　　　　　　　　TEL：070–3101–6017　E-Mail：info@joha-org.jp
　　　　　　　　　学会Webページ：http://joha-org.jp/

　　　　　　　　　　　　「労働衛生工学」編集委員会
　　　　　　　　　　　　　齊藤　宏之◎
　　　　　　　　　　　　　鷹屋　光俊○
　　　　　　　　　　　　　中村　憲司
　　　　　　　　　　　　  （◎編集委員長，○編集副委員長）

労働衛生工学会より「バックナンバー」についてのお知らせ

令和 3 年 7 月 1 日　発行 発　行　所

労働衛生工学　第 60 号 編集発行者　　　  会員配布 印　刷　所

日 本 労 働 衛 生 工 学 会
北九州市八幡西区医生ケ丘1-1
産業医科大学産業保健学部内
保 利 　 一
株 式 会 社 　 芳 文 社
TEL 042–792–3100







IOHA認証『日測協認定オキュペイショナル 

ハイジニスト』は高度な専門家の証です！ 

職場のリスクマネジメントの専門家として 

あなたもハイジニストの資格を取りましょう 

                                   

Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ Ｈｙｇｉｅｎｉｓｔ 
 

■身の回りのさまざまなリスクに対して、近年「リスクアセスメント・リスクマネジメント」の考え方が

重要となっています。職場においても化学物質、物理因子等に起因する種々のリスクが存在しま

すが、これらに対処するため米国等の諸外国では、「オキュペイショナル（インダストリアル）ハイ

ジニスト」の資格をもった人材が活躍しています。 

 
■公益社団法人日本作業環境測定協会（日測協）の「日測協認定オキュペイショナルハイジニス

ト」の資格が、国際機関（IOHA）から 2014年 2月 20日付けで認証（2020年 7月再認証）されまし

た。 

これは、当資格が、有名な英国のオキュペイショナルハイジニスト、米国のインダストリアルハ

イジニストと同格の、この分野で国内最高の資格として認められたことを意味します。 

 

■2016年 6月 1日に施行された改正安衛法による 640（現在は 673）の化学物質のリスクアセス

メント義務化は、更にハイジニストの活躍の場を広げるものです。 

第１種作業環境測定士、第 1 種衛生管理者および産業医等の資格を有する等の一定の要件

に該当し、「オキュペイショナルハイジニスト養成講座」を修了し評価試験に合格した場合に、「日

測協認定オキュペイショナルハイジニスト」として認定されます。 

■「認定ハイジニスト」および「オキュペイショナルハイジニスト養成講座」等に関する詳細は、下

記まで。 

先ずは電話でお問い合わせください。 

０３－３４５６－１６０１ 
 
（公社）日本作業環境測定協会 東京都港区芝４－４－５ 三田労働基準協会ビル６階 

電話：０３－３４５６－１６０１  Ｆａｘ：０３－３４５６－５８５４ 

詳細は、当協会ウェブサイト（https：//www.jawe.or.jp）に掲載されています。 





西日本営業所 〒 京都市南区東九条中御霊町
東京本社 〒 東京都新宿区内藤町 内藤町ビルディング

（代表）
（作業・大気環境） http://www.t-dylec.net/   e-mail：info@tokyo-dylec.co.jp

フ ッ 素 樹 脂 バ イ ン ダ ー ガ ラ ス 繊 維 フ ィ ル タ

TX40HI20-WW

詳しくは↑こちらから
ご覧ください

◆一般のグラスファイバーフィルタに比べ吸吸湿湿性性がが低低いい

※※φφ4477 mmmmのの吸吸湿湿量量（（動動的的試試験験）） 00..0033 mmgg

（T60A20 φ47 mm吸湿量 0.04 mg）

秤量時の湿度影響による重量増減が低く

安心して精度の高い秤量を行うことが出来ます

スライドとペトリデッシュを合体

アアナナリリススラライイドドペペトトリリデデッッシシュュ

ペペトトリリデデッッシシュュににササンンププルルメメンンブブレレンンをを入入れれてて顕顕微微鏡鏡
検検査査ががででききるるたためめ汚汚染染さされれるる心心配配ががあありりまませせんん。。
フフィィルルタタをを保保護護ししななががらら、、移移動動やや保保管管ががででききまますす。。

特特長長
●●長長方方形形ののベベーーススはは、、ほほととんんどどのの顕顕微微鏡鏡のの試試料料台台にに

適適合合（（ササイイズズ直直径径4477㎜㎜ののフフィィルルタタがが入入りりまますす））
●●ベベーースス上上ののすすりりガガララスス状状部部分分にに、、鉛鉛筆筆ややママーーカカーーペペ

ンンをを使使っっててササンンププルルのの識識別別をを行行ううここととがが可可能能

作業環境測定の粉塵測定（フィルタ
捕集法）や自動車排ガス測定法等に
ご利用頂いております

作作業業現現場場ののVVOOCCをを高高精精度度にに分分析析可可能能
Nutech社製
携帯型VOC分析装置

・THC（全炭化水素）及びNMHC（非メタン炭化水素）を
単一ユニットで同時に分析

・触媒酸化+二重FID設計で迅速な分析が可能

・最軽量な携帯型VOC分析装置

・H2、ゼロガス（空気）供給が内蔵

・高精度EPCで流量制御
※EPC=Electronic Pressure Control

・幅広い濃度環境での計測が可能

・サンプル配管を最大180℃まで加熱可能

・バッテリーもしくはAC電源で駆動可能

TT6600AA2200 後後継継フフィィルルタタののごご案案内内





　　ー　作業者の安全確保を考える　ー
有害物質へのばく露調査ソリューション

トランステック株式会社 〒141-0022　東京都品川区東五反田　1-11-15　電波ビル 3F
Tel:03-5475-5656　　

マスクフィットテスター　PORTACOUNT

デジタル粉塵計　DUST TRAKⅡ/DRX

作業者が溶接ヒュームをはじめとした有害物質
から身を守る為には呼吸用保護具の着用と
フィットチェック（マスクの漏れ確認）が欠か
せません。

TSI 社製 PORTACOUNT は
①豊富な種類のマスクへのフィットテストが可能
②手順はアニメーションでわかりやすく
③漏れ率 0.01%以下の微小漏れも測定
とフィットテストに最適な定量性テスターです。

当社WEBサイトでは、最新情報・製品詳細がいつでも、どこでも御覧いただけます

PC/ スマホ /タブレットから！　https://www.transtech.co.jp/

粉塵計を使用し、作業環境への影響を把握する
事は安全性の確保に繋がります。

TSI 社製粉塵計DUST TRAK は
オイルミストや最大 400mg/ ㎥までの高濃度
エアロゾルが測定可能で、一部モデルは光学的
に分級可能・多粒径の重量濃度を同時に測定
する事ができます。





携帯式VOCガス検知器

環境安全機器部
〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6-3　
ＴＥＬ: 06-6358-2657 ＦＡＸ: 06-6358-2351
E-mail：rae@shinohara-elec.co.jp

超高感度VOCモニター
ppbRAE3000＋
主
な
仕
様

測定範囲 ：1ppb～ 10000ppm
分 解 能
寸　　法 ： 25.5cm（高さ）×7.6cm（幅）×6.4cm（奥行き）
重　　量 ：738g（バッテリー含まず）

：1ppb

現状市場で最も高機能な携帯式揮発性有機化合物 (VOC) モニター
です。測定範囲が1ppb～ 10000ppmと広範囲で労働衛生から
室内空気質や軍事に至るまで様々な用途に使用可能です。

ポケットサイズVOCモニター
ToxiRAE Pro PID スタンダードモデル

ポケットサイズでデータログ機能を搭載可能にした光イオン化検知器
（PID）です。この小型サイズで揮発性有機化合物（VOC) の最大 12
時間の連続および瞬時モニタリングが可能になります。

主
な
仕
様

測定範囲 ：0～ 2000ppm
分 解 能
寸　　法 ：11.8cm（高さ）×6.0cm（幅）×3.0cm（奥行き）
重　　量 ：235g（バッテリー含まず）

：0.05ppm





〒130-0026 東京都墨田区両国 4-38-3 

第 8高畠ﾋﾞﾙ 3F 

TEL:03-5625-4294 FAX:03-5625-4295 

http://www.ihdc.co.jp 

パーソナルサンプリングポンプ     米国 SKC Inc.製 

ＰＣ又はスマートフォンなどの端末を使用して Bluetooth ワイヤレス接続し、設定、監視、制御可能 

ＰＣ用ソフトウエア“ DataTrac Pro ”及び 

Android 又は iPhone用アプリ“ SKC Smart Wave“は無料ダウンロード 

＊ＰＣ接続の際は Bluetooth アダプター要 

操作とキャリブレイション（校正）は直観的で簡単なタタッッチチススククリリーーンン  

・定流量 流量範囲：2200--550000  mL/min

・充電池による長時間作動 約 20 時間

・軽量 235グラム

・広範囲な流用範囲 55--55000000  mL/min

＊5-500 mL/min は低流量アダプター要

・定流量 1-5 L/min 高負荷圧補正

・充電池による長時間作動 約 40時間

◎◎レレンンタタルル＆＆リリーーススのの取取扱扱いいににつついいてて

弊社では、作業環境測定用レンタル機器も取扱っております。

粉じん計、サンプラー、ポンプ及び関連機器等についてお気軽にご相談ください。

（下記のホームページにて内容を確認することもできます）



一一 般般財財 団団法法 人人   西西日日本本産産業業衛衛生生会会   環環境境測測定定セセンンタターー

西西日日本本産産業業衛衛生生会会はは、、環環境境測測定定等等をを通通じじてて職職場場のの快快適適環環境境づづくくりりををおお手手伝伝いい！！ 

環環境境測測定定セセンンタターー((北北九九州州・・大大分分事事業業部部)) では 

職場環境の実態を最新機器と技術で測定・分析 

して、適正な環境づくりが行えるように基礎資料 

を提出します。また必要に応じ 

労働衛生コンサルタントが 

資料に基づき環境改善の 

工事も行っています。 

主な業務を以下に示します。 

項項  目目  内内  容容  

作作業業環環境境測測定定  第第 11,,22,,33,,44,,55 号号登登録録作作業業場場並並びびににばばくく露露濃濃度度測測定定（（溶溶接接ヒヒュューームム等等））  

アアススベベスストト、、ＲＲＣＣＦＦ分分析析 診診断断・・調調査査、、建建材材分分析析、、気気中中濃濃度度測測定定  

室室内内化化学学物物質質のの濃濃度度測測定定  シシッッククハハウウスス（（ﾎﾎﾙﾙﾑﾑｱｱﾙﾙﾃﾃﾞ゙ﾋﾋﾄﾄﾞ゙、、ﾄﾄﾙﾙｴｴﾝﾝ等等））測測定定等等

大大気気関関係係（（排排ガガスス・・悪悪臭臭等等））のの測測定定  ばばいい煙煙測測定定、、揮揮発発性性有有機機化化合合物物測測定定等等  

水水質質関関係係（（排排水水・・そそのの他他））のの測測定定  工工場場、、事事業業場場かからら排排出出さされれるる排排水水のの分分析析等等  

土土壌壌･･底底質質・・産産業業廃廃棄棄物物のの測測定定  ｱｱｽｽﾍﾍﾞ゙ｽｽﾄﾄややﾀﾀﾞ゙ｲｲｵｵｷｷｼｼｲｲﾝﾝ類類、、PPCCBB等等のの産産業業廃廃棄棄物物のの調調査査等等

騒騒音音・・振振動動のの測測定定  屋屋内内、、敷敷地地境境界界のの測測定定、、周周波波数数分分析析  

局局所所排排気気装装置置のの定定期期自自主主検検査査等等  設設置置届届、、定定期期自自主主検検査査  

労労働働衛衛生生ココンンササルルタタンントト業業務務  作作業業環環境境改改善善工工事事並並びびにに作作業業改改善善  

リリススククアアセセススメメンントト支支援援業業務務 講講習習会会、、代代行行及及びび教教育育、、対対象象物物質質のの測測定定・・分分析析  

◎◎講講習習会会事事業業もも実実施施ししてておおりりまますす。。

・作業環境測定士登録講習

第二種作業環境測定士、第一種作業環境測定士（１，３，４，５号）

・作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（令和３年度より）

・作業環境測定士受験準備講習

第二種作業環境測定士、第一種作業環境測定士

・衛生管理者試験受験準備講習 ・安全・衛生管理者能力向上講習

第一種衛生管理者、第二種衛生管理者 ・安全管理者選任時研修

・環境計量士免除講習 ・安全衛生推進者養成講習

北北九九州州事事業業部部  〒805-0071北九州市八幡東区東田 1-4-8

TEL093-671-3575 FAX093-671-3576 
大大分分事事業業部部 〒870-0155大分市高城南町 11-7 

TEL097-552-8366 FAX097-504-3588 
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カタログ・パンフレット等のご請求は（株）ニコンソリューションズ　バイオサイエンス営業本部へ
140-0015　東京都品川区西大井1-6-3（ニコン大井ウエストビル3F）  電話（03）3773-8138      （フリーダイヤル） 0120-586-617

■ ニコン顕微鏡ソリューションサイト　https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/

アスベストの判別・同定に活用できる本格的偏光顕微鏡に、
位相差観察装置を搭載。

各種アスベストはいずれも、偏光顕微鏡で複屈折性の有無、伸長の正負などが測定可能です。
ニコンでは、優れた光学性能を備えた偏光顕微鏡に、位相差観察装置を搭載したLV100-UDM-POL/PHをご用意。
新開発の一軸十字動装置により片手で標本移動ができるので、効率的に計数のカウントが行えます。

位相差／偏光顕微鏡
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再度溶接ヒューム
濃度の測定

呼吸用
保護具の選択

溶接ヒューム
濃度の測定

環境改善

溶接ヒュームが
特定化学物質として
規制の対象となります
（公布：令和2年4月　施行：令和3年4月）

昭和電機では、溶接ヒューム濃度の測定から
必要な換気・集塵設備の選定・施行まで

トータルでサポート致します

昭和電機

ちょこっとエンジニアリング 用途に合わせて最適な環境改善を提案いたします！ お気軽にご相談ください！

溶接
作業

必要な措置の流れ



個人ばく露濃度計 XV-389個人ばく露濃度計 XV-389

VOCリアルタイムモニタ XP-3120-V

個人ばく露状態を
リアルタイムに確認可能
個人ばく露状態を
リアルタイムに確認可能

気中化学物質の検知・測定には…気中化学物質の検知・測定には…

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2－ 5－ 4 TEL（06）6308－2111本 社 ■ 〒532-0036

URL www.new-cosmos.co.jp

日本産業衛生学会 制定の
「化学物質の個人ばく露測定の

ガイドライン」
に沿った測定が可能です

●デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすく表示
●本質安全防爆構造（Ex ib d IIB T3）※センサ部は耐圧防爆構造
●データロガー機能付き

●化学物質の気中濃度が警報レベル（TWA、STEL）
に達するとブザーやランプでお知らせ

●気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値（時間加重平
均値）、STEL値（短時間ばく露限界値）をリアルタ
イムに確認可能

●ロギング機能搭載

※突起部、電池の重さを除く

小型・軽量
H40×
W94×
D20mm
約62g※

ログデータ収集セット（オプション）を使って、個人ばく露濃度の推移と警報
のタイミングが一目でわかるグラフを生成できます。NFC内蔵でデータ
の取り込みも簡単。

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より
ダウンロード可能

当社webサイトより
ダウンロード可能

◇混合有機溶剤蒸気の成分濃度推定シート（IVaCE）
混合有機溶剤蒸気測定値から成分濃度を推定するシートです
（トルエン・キシレン・アセトン等代表的な17物質が対象）。

◇リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック
混合蒸気測定における評価に「IVaCE」の理論・方法を用いた
『支援シート』で、リスク評価（見積り）までを行うことができます。

ご
活
用
く
だ
さ
い



PM4個人サンプラーセット

》バッテリー込みで、重さたったの2.3kg

》有機ELディスプレイ搭載で表示が見やすい

》リチウムイオンバッテリーはお客様にて交換可能
》一時停止機能付き

》各種サンプリング条件を5件記憶可能

LVS-30型は、AC/DC（交流・直流）両電源に対応した小型軽
量の吸引ポンプです。ローボリウムエアサンプラーとして作業
環境や大気環境中の粒子状物質の測定などをはじめ、さまざま
なサンプリング用の吸引ポンプとして使用できます。
電源は従来通りACコンセントに接続して使用するだけでなく、
バッテリーでの駆動もできるので、屋外などのコンセントのない
場所でも使用することができます。

■特徴

■使用例

LVS-30型

オープンフェース型を使用した
ろ過捕集

粉じん計との併行測定

LVS-30型

慣性衝突式
分粒装置
NW-354型

粉じん計

A型ホルダー

ローボリウムポンプ LVS-30型

PM4個人サンプラーセット
ろ過捕集

使用例
※個人サンプリングに便利な
ソフトケース付属

URL https://www.sibata.co.j csc@sibata.co.jp

構成

個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型
ミニポンプMP-W5P型（CEマーキング品）
グリスセット（ヘラ、ミクロスパーテル付）
中間クリップ
PTFEバインダーフィルター TF98R型 φ25mm
トアロンチューブ
MP-W5P用ソフトケース

×1コ
×1コ
×1式
×1コ

×100枚
×1本
×1コ

●作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人
サンプラーです。
●定流量機能、積算流量機能付吸引ポンプMP-W5P型を
使用しています。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4（4μm50％
カット）の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大
粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型は（公社）
日本作業測定協会型式認定製品です。
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