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平成 20 年 7 月 12 日（土） 
 
第 44 回 神奈川産業保健交流研修会  
演題： 「作業環境測定と化学物質のリスクアセスメント、－作業環境測定と評価を健康

管理にどう活用するか－」 
講師： 労働安全・衛生コンサルタント 沼野雄志 先生 
 
輿先生（司会）： 
本日は労働衛生の分野で神奈川は勿論、日本で知らない方はいらっしゃらないという有

名な沼野先生のお話でございます。作業環境測定に関して日本で沼野先生よりお詳しい方は

いらっしゃらないという先生でございます。このお暑い中に沼野先生にお話をいただけると

いうことを本当にありがたく思いますとともに、暑さにも係らずお出で頂きました多くの皆

様に感謝申し上げる次第でございます。 
 
沼野先生のご略歴はいまさら申し上げるまでもなく皆様ご存知のことと存じますが、恒

例によりまして、簡単に御紹介させていただきます。 
先生は昭和 31 年に横浜国立大学の工学部をご卒業になり、昭和 35 年にはコロンビア、

パシフィック大学の大学院で PhD の学位を取得されています。その後労働安全衛生コンサ

ルタントとして各界でご活躍でございました。皆様ご存知のようについ先ごろまで日本労働

安全衛生コンサルタント会の会長をしていらっしゃいまして、現在は顧問と承っております。

また、当神奈川産業保健推進センターでは、平成 8 年の創立以来相談員、特別相談員をなさ

っていらっしゃいます。この他先生は労働大臣の功績賞を昭和 57 年に、昭和 59 年には中

央労働災害防止協会の緑十字賞を、平成 8 年には労働大臣功労賞を、平成 19 年には中央労

働災害防止協会の顕労賞を受賞されております。また、色々なご著書もおありになりますこ

とは皆様よくご存知だと思います。「やさしい局排設計教室」、「これからの衛生管理」、また

「産業医活動マニュアル」、「産業医の職務 Q&A」にもお書きいただいております。先生の

ご講義を伺えるというのは本当の私どもの喜びでございます。今日はどうぞ皆様、作業環境

管理につきまして十分お勉強なさいますとともに、先生には、ご講演を 1 時間半程度お願い

してございます。そして、皆様で、先生に色々お聞きしたいこともおありと思いますので、

30分コーヒーブレイクを取らしていただいて、後1時間討論という予定でございますので、

どうぞ今日は十分に勉強なさりお楽しみいただきたいと思います。 
では、先生宜しくお願いいたします。 

 
沼野先生： 
どうも有り難うございます。ただ今輿先生から大変ご丁寧な紹介をいただきました。私

は、これまで長い間作業環境管理の仕事に携わって参りましたので、今日は、医師の先生方
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に取りましてはどちらかというとなじみにくい部分があると思いますが、作業環境管理を健

康管理に役立てるという観点から、作業環境管理についてお話しします。 
現在日本の労働安全衛生法には作業環境管理に関して、作業環境測定と評価と、それと

はまた別に、化学物質等に係わるリスクアセスメントという、いくつかのことが決められて

おりますので、それらを如何に健康管理に結び付けていくかということをお話したいと思い

ます。 
 
作業環境測定と化学物質に係わるリスクアセスメント、私たち労働衛生コンサルタント

の仲間内でも、「安全のリスクアセスメントは理解できるが、化学物質に係わるリスクアセ

スメントはどうも分からない。」という意見が非常に多い。そういうこともありまして、こ

れから、健康管理に直接結びつく化学物質のリスクアセスメントについてもお話しします。 
 

初のスライド（スライド 2）をご覧下さい。これは米国の労働省の技官アリス・ハミル

トン（Alice Hamilton）が作業環境管理の重要性を示唆した有名な言葉です。 
 
日本でも作業環境管理、作業管理、健康管理の「労働衛生の 3 管理」ということがよく

言われております（スライド 3）。 
作業場の健康阻害因子は環境を媒体として作業者の身体に接触し取り込まれることが多

い。それでまず 初に作業環境管理で作業環境中の健康阻害因子のレベルをコントロールす

る。ただ、環境中の健康阻害因子のレベルを抑えることによって広く総体的には、体内取り

込み量、影響も抑えることができるのですが、後で写真を見ていただきますように、全体的

な環境が良いように見えても働き方によっては、個人的に濃度の高いところで作業する人が

いますので、第 2 に作業管理をやってばく露を抑える。第 3 に 後の歯止めとして、日本

の法令では健康管理、 後の歯止めと言いましたが本当は入り口と出口の両方で抑えさえて

いるのです。雇い入れのときの健康診断は入り口を抑えています。ばく露の影響は個人個人

によってかなりセンシティビティに差がありますから、一概に大丈夫だとは言いきれないわ

けです。そこで、非常にセンシティブな方の場合にはそういう有害物を取り扱う職業につか

ない方が本人の幸せなわけです。ということで雇い入れ時の健康診断というのは適正配置の

ための診断で、まず入り口で抑えるのが目的であるといえます。そうして雇い入れの時に問

題が無くてもその後長い間働いている間には、例えば加齢の影響でセンシティブになること

もあります。また、作業環境管理、作業管理に問題があると、過大なインテークが起きて健

康影響が出てくることもあります。それをなるべく早い段階で見つけるのが定期の特殊健康

診断です。そういう入り口と出口、両方を抑えるのが 3 管理の中の健康管理です。さらに下

に 2 つ書いてありますが、3 管理をきちんとやっていくためには、事業所の労働衛生管理体

制がしっかりしていないと駄目だし、労働衛生教育も必要です。特に 3 管理の中の作業管理

の部分は作業者自身の働き方に問題があることが多いものですから、教育をしっかりやらな
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いとうまく行きません。ということで「3 管理プラス管理体制と教育」これを合わせて、健

康影響を抑えこむわけです。 
 
まず、作業環境管理ですが、その目的は作業環境中の健康阻害因子のレベルを管理する

ことが 終目的ではない。健康阻害因子のレベルを管理することによって、ばく露を抑え、

身体取り込みを抑えて、健康影響を無くすことが目的です。時々あることですが、作業環境

測定を一生懸命やっていると作業環境測定が目的になってしまって、作業環境測定の本当の

目的を忘れてしまうことがあります。これはまずいですね。作業環境測定の目的は作業環境

を良くするだけではない。作業環境を良くすることによって、ばく露を抑え、健康影響を抑

えるのが目的だということを忘れないでいただきたいと思います。 
反面、作業環境管理が十分でないとどういうことが起きるか。分かりやすい話、部屋の

中で粉じん濃度が高い状態で作業管理をやろうとしてもうまく行きません。マスクをかけて

もマスクがすぐ目詰まりしてしまうし、ちょっと漏れがあれば吸ってしまいます。健康管理

も同じです。もうもうとほこりが立っているところで働かせておいて、健康管理といっても

あまり効果は上がりません。ですから作業環境管理というのは土台作りだと思って下さい。

作業管理、健康管理を効果的に行うための基礎作り。作業環境管理という基礎の上に立って

はじめて作業管理、健康管理の効果を上げることができるのです（スライド 4）。 
 
以前からよく言われていることですが、産業の現場でどれくらいの種類の化学物質が使

われているのか、というと、ざっと 5 万種類で、さらに毎年 500 ないし 600 種類の新規の

化学物質が加わっていると言われています。5 万というのは、要するに「ゴマン」とある、

たくさんあるという意味で、それくらい多種類の化学物質が使われているわけですが、その

うち日本の労働衛生関連の法令、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障

害予防規則、粉じん障害防止規則などいわゆる労働衛生 4 則で規制対象になっている物質は

本当に少ないのです。通知対象物質と呼ばれる、特別規則の規制対象ではないけれども

MSDS を出さなければならない物質を加えても、600 種あまりです。その中で粉じんと約

110 種類の化学物質を製造または取り扱う作業場所には、例えば発散源を密閉する設備、局

所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置を設置しなくてはならないという、主として設

備の面を規制しています。その中で作業環境測定と評価が義務付けられている物質というの

はさらに少なく、わずか 81 物質にしか過ぎません。また、設備の規制と作業環境測定・評

価がそれぞれ別に規制されていて、作業環境が良くても悪くても、規制対象の物質を使うと

ころでは一定の設備をしなければならないという不合理な面があります。 
 
一方外国ではどうか、アメリカ・イギリス・ドイツその他ヨーロッパ各国ではどういう

規制をやっているかというと、設備の規制ではなくばく露の規制をやっています。日本と違

って設備面はガイドラインを示すだけで、実行は事業者の判断に任せ、結果としてばく露が
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限度を超えたら法違反になります。例えばアメリカの場合ですが、ウイリアム・スタイガー

法いわゆる職業安全衛生法（OSHA）に基づいて、労働長官が告示でばく露限界を決めてい

る物質が現在約 350 種類ぐらいあります。 
 
アメリカでは ACGIH（American Conference of Governmental Industrial Hygienists、

産業衛生専門家会議）という労働衛生の専門家の団体があります。その団体の中に、ばく露

限界（TLVs）の委員会というのがあり、ボランティアの委員が毎年世界中で出てくる新し

い文献を集めて、検討し、新しい提案をし、勧告をしていくわけです。2008 年度で 740 種

類の化学物質についてばく露限界を勧告しています。毎年 10 種類ぐらい新たに加わります

が、同時に調べ直しもやっています。中には良く調べてみると以前に勧告したときの根拠が

薄弱だという理由で削除されるものもあります。 
このほか ANSI（American National Standard Institute、米国規格協会）の勧告するば

く露限界のスタンダード（日本の JIS に相当する）があります。ACGIH の TLVs と ANSI
のばく露限界の中から労働長官が告示で法定のばく露限界を決める。この法定のばく露限界

をパーミッシブル・イクスポジュアー・リミット（許容ばく露限度、PEL）と呼び、ばく露

が PEL を超えたら法違反で告発されます。ばく露を PEL 以下に抑える対策は会社が自主

的に決めて実行することですから、設備面だけでなく呼吸保護具の使用も含めてあらゆる方

法で努力しますが、しかし、どんな方法をとっても PEL を超えたら法違反になります。 
 
それからもうひとつ日本と違うのは、アスベスト、ベンゼンなど 10 数種類の発がん性物

質を除いて、事業者にはばく露の測定を義務付けていないことです。管理しなさいと言って

おきながら、ばく露測定の義務は付けていない。では一体「ばく露限界を超えた」ことがど

うしてわかるのか。これは、労働基準監督官が現場に行って測定するからです。「法違反だ」

といって告発するからには、告発する方に立証責任があるわけです。ですから監督官がばく

露の測定をします。ばく露の測定・評価の方法は、日本の作業環境測定・評価と同じように

基準があり厳密に決められています。国立労働安全衛生研究所（National Institute of 
Occupational Safety and Health、NIOSH）というところで編集したサンプリングマニュ

アルという分厚いマニュアルがあって、ばく露測定の対象とする作業者の選び方から、PEL
の決められた物質全部についてサンプリングと分析の方法、測定結果の統計処理と評価の方

法が書いてあります。 
 
アメリカの監督の場合特徴的なのは、定期監督というのがあまりない。第一優先は、労

働組合（労働組合は全国的な職種別組合で、企業内組合はほとんど無い）がクレームをつけ

た会社です。第二優先は、同じような業種の複数の会社で同じような健康障害が出た、そう

いうことがあるとその業種の事業場全部。第三優先が事業場を回って調べる定期的な監督。

第一優先と第二優先がほとんどです。そういうことである事業場が監督の対象に決まると、
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まずそこではどんな化学物質を扱っているか、どういう設備があるか、どういう作業をして

いるか、どんな測定機器が必要かということを調べます。監督官がサンプリングマニュアル

を調べて、シカゴ近郊にある OSHA のロジスティックスセンターに e-mail なり FAX で、

「何月何日にこういう事業場の監督をするのでこういう道具を送ってほしい」と依頼する。

そうすると整備された道具が宅急便で監督署に届く。それを持って監督に行くわけですね。

そしてサンプルを採取したら、それを宅急便でシカゴのセンターに送る。すると一週間ぐら

いで分析結果が送り返されてくる。それを見て監督官が違反かどうかの判断をします。 
 
では測定に必要な人的資源はどうするか。ヨーロッパとかアメリカと日本のもうひとつ

の違いは公務員制度です。日本の場合公務員はずっと公務員で、しかも一つの専門をずっと

続けることは無いでしょう。ところが例えばアメリカの場合、ハーバードが一番有名ですけ

れども、公衆衛生大学院で産業衛生を勉強して卒業すると、3 分の 1 ぐらいは大学、研究機

関、3 分の 1 ぐらいは会社に入る。残りの 3 分の 1 ぐらいが公務員になる。その人たちが常

に人的交流しています。この間まで会社に勤めていたと思ったら、いつの間にか監督官にな

っている。かと思えばいつの間にか大学に戻って学者になっている。常にそのような人的交

流が行われている。私の友人で、ピッツバーグ大学の公衆衛生大学院の教授をやっていたモ

ルトン・コーン（Prof. Morton Corn, Industrial Hygiene）という有名な先生がいます。そ

の先生がある日突然 OSHA に移って副長官になった。OSHA の副長官を 2 期務めて、今度

はジョンズ・ホプキンス大学の教授で学界に戻り、 後は独立したコンサルタントになりま

した。他の例では、大学院を出てから OSHA の監督官を 3 年勤めて再び大学院に戻り、PhD
の学位をとってまた OSHA に戻って前より上のポジションに就いた。そういう人的交流に

よるレベルアップが常にある。ですからアメリカの技術系監督官は Certified Industrial 
Hygienist（認定されたインダストリアル・ハイジニスト、CIH）の資格を持っている方が

ほとんどです。この方々が、OSHA に入ってから 3 ヶ月くらい専門技術の研修を受ける。

日本の作業環境測定士と同じように相当厳しいトレーニングを受けて事業場の監督にたず

さわるわけです。 
 
では、ばく露測定の義務が無い会社の方は測定をしないかというと、自主的に測定し管

理しています。それは、監督の結果が公表されて違反を指摘されると会社の経営にも大打撃

になるからです。そこがまたアメリカのアメリカたるところですね。日本の場合は行政がや

っていることはあまり国民にオープンにしないでしょう？アメリカは民主主義の国ですか

ら、税金を払っている国民に対して、税金を使ってやる仕事の内容はすべてオープンにしな

ければならない納税者に対する義務があります。当然 OSHA の仕事も税金でやっているの

で、全部クリアーにオープンにしなければならないのです。 
 
今、化学物質の話をしましたが、クレームがついた事業場の監督に行く場合には、大体
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10 人ぐらいの監督官がチームで乗り込みます。総合監督です。労働時間の違反がないか、

賃金の支払いに違反がないかというようなことから有害物質のばく露まで、全部総合監督な

のです。ひとつの事業所に大体一週間かけて徹底的に調べます。そして監督の結果を数 10
頁から 100 頁ぐらいの Investigation Report、監督レポートというものにまとめます。これ

は国の刊行物の頒布所、日本でいえば官報の販売所に行くと無料で誰でも手に入れられる。

会社の名前から何から全部公開されてしまう。もし重大な違反があるというようなレポート

が出たら会社は大変です。株の値段がガターッと下がる、その上もし有罪ということになる

と日本では考えられない高額（これまでの 高例は 174,000 ドル日本円にして 1,830 万円）

な罰金が課される、それぐらい大きな影響があります。ですから義務は無くても、監督され

て違反だというのでは大変ですから、自主的に測定して自主的に管理をしています。ただし、

どういう方法を使ってばく露を PEL 以下に抑えるかは会社が判断して決めることです、但

しそれについて法令では「労働衛生の専門家がよいと認める方法で」と規定している。です

から CIH の認定を受けた産業医とかコンサルタントの意見が尊重されます。 
 
また、法令の規定はわかりにくい。リスクアセスメントは難しくて中小企業にとっては

実行が困難だという声に応えて、 近イギリスをはじめ各国で、コントロールバンディング

（control banding）と呼ばれる手法が一般的になりつつあります。これは簡単に言うと定

性的なリスクアセスメントのことで、フローチャートにしたがって質問の答えを選んでいく

と、とるべき対策が出るという方法で、小さい企業の場合はきわめて簡便に自分のところが

やらなくてはいけないことがわかる方法です。また、アメリカでもイギリスでも行政が、事

業場の規模別、業種別、作業別に対策を集めたマニュアルを作ってインターネット上に公開

しています。法令で細かいことを決めて強制するのではなく、情報を提供して自主的に管理

をさせるというのが日本と違う点です。 
 
余計な話をしましたが、わが国では労働安全衛生法でゴマンとある化学物質の中の 81 物

質について、定期的な作業環境測定と評価が事業者に義務づけられています。スライド 5
は、産医研の所長だった輿重治先生が作られた「有害物質に対する管理の対象と健康障害防

止措置の関係」を示すフローチャートです。一番左の列で上に有害物質の使用量があります。

それを減らせば当然発散量が減り、発散量が減れば環境空気中の濃度が下がる。平均的な濃

度が下がれば、呼吸域の濃度も下がる。呼吸域の濃度が下がれば、ばく露濃度が下がり、ば

く露濃度が下がれば体内への取り込み量も減り、 終的には健康影響を抑えることができる。

肝心なことは健康影響を抑えるという 終目標を達成するために、この表の中のどの段階を

抑えるのがよいかということです。日本の労働安全衛生法は「環境気中濃度」を管理の対象

にしており、外国の法律は「ばく露」を管理の対象にしているという違いがありますが、い

ずれも目的は体内への取り込みを抑えて健康影響を抑えることです。どちらを管理の対象に

選んでも効果は得られます。問題はどちらがより効率的に目的を達成できるかです。私は作
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業環境測定の方が技術的に確立されているし、コスト的にも有利だと思います。ばく露測定

は現時点では技術的に確立されていない物質が多いし、きちんとやろうと思うとコスト的に

も大変です。ただ、屋外作業のように作業環境管理になじまないところではばく露管理を併

用することが必要です。 
 
私も JICA の専門家として発展途上国の技術指導に行きます。日本の厚生労働省は、発展

途上国に日本のやり方を教えてきてくれと言います。日本のやり方を教えると、言われるこ

とは決まっています。「うちの国の法律では管理の対象は作業環境ではない、ばく露だ」と。

それには理由がある。日本のやり方の 大の欠点は、先程触れたように、作業環境を測定評

価して、環境が良い状態であっても設備の規制というのは免れない。そうするとほとんどば

く露限界を超える危険性がない（健康リスクは許容範囲内である）のにすごいお金を掛けて

設備をしなければならない。それからまだあります。局所排気装置はものすごく電力を食う。

CO2 の排出量がどんどん増えます。日本の厚生労働省には、省エネとか CO2 の排出量削減

とか、国家レベルでそういうことを考える頭が無いですね。で、後進国の行政官は「一日

10 分か 15 分しか作業しない場所を、なぜ第一管理区分だなどといってばく露限界の 3 分の

1 以下の濃度にしなければいけないのか」と文句を言う。それで、私は言うことを決めまし

た。日本では「作業環境を測っているけれども、これは間接的なばく露の測定なのだ。」と。 
今日の話の主題は、日本の作業環境測定の方法でばく露が評価できるかということです

が、その方がはじめからばく露を測るよりも、よほど手軽に測れて手間がかからないし改善

につなげやすい。それを数字で説明すると向こうも納得してくれます。そういうことで日本

では環境を測り、外国ではばく露を測る。どちらかでなければならないということはありま

せん。 
 
ではスライド 6 を見て下さい。これは作業環境をよく管理することによって、有所見率

が下がるという一例です。図の左側の目盛りがじん肺健診結果の有所見率、棒グラフの黄色

い部分は管理 2 の割合、赤い部分は管理 3＋管理 4 の割合、棒全体が有所見率を示していま

す。有所見率が も高かったのが 1982 年で、17.4％に達しました。図の右側の目盛りと緑

色の折れ線が作業環境測定結果の評価で第 3 管理区分の出現割合です。作業環境測定は 1983
年に作業環境評価基準のもとになった通達が出て、結果を管理区分で表わす手法が一般的に

使われるようになりました。 
1981 年と 82 年のデータは通達が出てから 83 年のデータと一緒にして評価したもので、

その時の第 3 管理区分の割合は約 33％でした。第 3 管理区分というのは、後で説明します

が、環境気中濃度の平均が管理濃度以上の状態です。管理濃度は「学会等の示すばく露限界

及び各国のばく露規制の動向と作業環境管理技術の実用可能性をもとに行政的見地から設

定する」こととされていますが、実際の値は産衛の許容濃度かACGIHのTLVsと同じです。

したがって管理濃度イコールばく露限界と考えることが合理的です。第 3 管理区分の割合が
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約 33％ということは、日本の粉じん作業場所の 3 分の 1 は気中濃度の平均がばく露限界以

上であったということで、有所見率が増え続けていた理由がわかります。数字で良くない状

態をはっきりさせることは事業所に環境改善の必要性を認識させることにつながります。環

境改善が行われるようになった結果 1983 年以降第 3 管理区分の割合は急激に減少し、じん

肺健診の有所見率も下がり始めました。この傾向はその後も続き、平成 18 年度の実績では

第 3 管理区分の割合は 6.5％、有所見率は 2.6％まで下がりました。 
 
次に、リスクアセスメントの手順について説明します。リスクアセスメントはスライド 7、

8 にある 10 のステップにそって行います。 初のステップ 1 ではリスクアセスメントを実

施する担当部門と担当者を決め、次のステップ 2 ではプロセスフローチャートなどを参考に、

作業場所と作業工程をリスクアセスメントを実施する単位に区分し、ステップ 3 でそれぞれ

の単位内で取扱われる化学物質をリストアップし、ステップ 4 でリスクアセスメントの対象

とする労働者を特定します。定常作業に従事する者だけでなく、保守点検等の非定常作業者

も加え、同じ作業を行う作業者が複数いる場合には もばく露が大きいと思われる者を対象

にします。そして、ステップ 5 で MSDS などの情報を集めて取扱われる化学物質の有害性

を特定します。ステップ 6 は対象となる労働者について化学物質に対するばく露の程度と健

康影響の評価を行うステップです。これについては次に説明します。ステップ 7 はステップ

6 で行ったばく露の評価をばく露限界と比較してリスクの判定を行うステップです。その結

果、リスクが許容範囲内であると判定された場合には、結果を記録し、その後も定期的にリ

スクアセスメントを繰り返します。リスクが許容範囲を逸脱していると判定された場合には

ばく露を低減するために必要な措置を検討し実施します。 
 
では先程のスライドのステップ 6、ばく露の程度と健康影響の評価はどのように行われる

でしょうか。「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（平成 18 年 3
月 30 日付公示第 2 号）」いわゆる「化学物質のリスクアセスメント指針」の「9 リスクの見

積りの(2)」には、「ア 調査の対象とした化学物質等への労働者のばく露濃度等を測定し、

測定結果を当該化学物質のばく露限界（日本産業衛生学会の「許容濃度」等）と比較する方

法。その結果、ばく露濃度等がばく露限界を下回る場合には、当該リスクは、許容範囲内で

あるものとしてさしつかえないものであること。」という定量的な評価法（スライド 9）と、

「イ 調査の対象とした化学物質等による有害性及び労働者へのばく露の程度を相対的に

尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ有害性及びばく露の程度に応じてリスクが

割り付けられた表を利用してリスクを見積もる等の方法」という定性的な評価法（スライド

11）が示されており、できるだけアの定量的な方法を採ることが望ましいとされています。

定性的な評価法については、今日の主題とは直接的な関係がありませんので、手順をスライ

ド 12～スライド 18 に示すだけにしておきます。もし興味がおありでしたら 後に時間が許

す限り説明いたします。 
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さて、スライド 9 の定量的な評価法は「労働者のばく露濃度等を測定し、測定結果をば

く露限界と比較する方法」とされていますが、「9 リスクの見積りの(3)」には、「労働者のば

く露濃度の評価を行うに際して、既存の作業環境中の濃度若しくはばく露濃度の測定結果又

は生物学的モニタリング結果を有する場合には、把握し、活用すること。」と定めており、

ばく露濃度の評価に作業環境測定結果を使うことを認めております（スライド 19）。 
 
スライド 20 は、リスクアセスメントの結果許容範囲を超えるリスクがあると判定された

場合にとるべきリスク低減措置の優先順位を定めたもので、有害性の高い原材料の使用中止

と有害性が低い物質への代替（原材料の転換、material substitution）が も効果が大きく、

次いで発じん工程の湿式化、粒径を大きくすることによる発じん防止など運転条件や工程の

変更（process substitution）が効果的であり、そのような措置ができない場合に発散源の

密閉化、局所排気等の工学的な対策（engineering measures）を行うという、作業環境管

理の原則と、作業環境管理を補完するための作業手順の整備、個人保護具の使用などの作業

管理が定められています。 
 
作業環境管理は、測定、評価、改善という作業環境のリスクアセスメントとリスクマネ

ジメントのくり返しによる PDCA（Plan，Do，Check，Action）サイクルを回す形で進め

られます（スライド 21）。この PDCA サイクルをうまく回すためには、測定と評価が改善

に結びつくものでなくてはなりません。労働安全衛生法は、作業環境測定を「作業環境の実

態を把握するために行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む）」と定義していま

す（スライド 22）。デザインというのは、いつ、どこで、どのような方法で測定するかとい

う計画を立てること、サンプリングはその計画に従って試料（例えば作業場の空気）を採取

すること、分析・解析は資料に含まれる健康阻害因子（例えば粉じん濃度）を数値化するこ

とを指します。これらはすべて評価の目的にそって行われなければなりません。 
 
では、次に作業環境測定とリスクアセスメント指針にいうばく露濃度測定の関係を見て

みましょう。スライド 23 は、有害化学物質を取扱う作業場の様子を模型化したものです。

このように一般的な作業場では限られた空間の中に、1 つ又は複数の発散源があって有害物

質を発散していますが、気中濃度はこの絵のような分布をしていることが一般的です。また、

作業には、発散源の近くで行われる作業もあれば、運搬作業のように発散源と特に関係のな

い場所で行われる作業もあります。さらに作業者について観察すると、就業時間の大半を特

定の発散源の近くで作業する者もおり、反対に就業時間の大半を発散源から離れた場所で作

業する者もいます。また中には発散源に近づいたり離れたり不規則に移動しながら働く作業

者もいます。このような理由で、同じ作業場の中で働いている作業者であっても、各個人に

ついてみれば、1 日の就業時間中に呼吸によって体内に取り込まれる有害物質の量や、呼吸
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する空気中の有害物質の濃度は、人によって大幅に異なります。 
 
作業時間中の平均ばく露濃度は、一般に個人サンプラーと呼ばれる器具を作業者の身体

に装着して作業してもらい、作業時間中顔の近く（呼吸域）の空気を連続的に採取して分析

し、捕集した有害物質の量を捕集した空気の体積で割り算することによって測定できます。

また、ばく露量は平均ばく露濃度に、作業時間中のタイムスタディの結果と労働強度から推

定される呼吸空気量を掛け算して推定することができますが、この方法で求めたばく露濃度

やばく露量は、同じ作業場で同じ作業をしている作業者でも、人により日によって数倍から

数十倍も違うことが知られています。 
 
空気中の有害物質濃度は場所により時刻により大きく変動することはよく知られていま

すが、作業者の個人ばく露も同じように大きく変動します。したがって、ある日ある作業者

について測定して得られたばく露が、一般的にその作業場で働くあるいはその種の作業に従

事する作業者のばく露を代表しているとは言えません。ばく露測定というとついこの図の作

業者 A のようなばく露の大きそうな作業者を選びがちですが、それではこの作業場で働く 3
人のばく露を代表する値は得られません。先程お話しした米国の職業安全衛生法では、事業

者にばく露の測定を義務づけているアスベスト、ベンゼンなど 10 数種類の発がん性物質に

ついては、すべての労働者のばく露を測定することを規定していますが、その外の物質につ

いては、NIOSH のサンプリングマニュアルにしたがって、全作業者の中から無作為に選ば

れた複数の作業者について、一定期間内に無作為に選ばれた複数の日に測定して、統計的な

手法で評価する方法が使われています。 
 
さて、3 人の作業者 A、B、C はそれぞれ異なった濃度にばく露されながら働いています

が、ばく露されている空気はいずれも作業場の環境空気の一部であり、ある時刻におけるば

く露濃度は、その時刻のその地点における環境気中濃度にほかなりません。したがって、作

業者 A または B の平均ばく露濃度は、実は作業点 A または B の、時間変動する環境気中濃

度の平均、ある時刻における作業者 A と B のばく露濃度の違いは、A、B 両地点の環境気

中濃度の空間変動によるものと考えることができます。また、移動しながら作業する作業者

C の場合には、作業場の全域をランダムにかつ平均的に移動するものとすれば、平均ばく露

濃度は環境気中濃度の平均、ばく露濃度の変動は環境気中濃度の時間的空間的変動に等しく

なるはずです。 
 
このように、ばく露濃度と環境気中濃度の間には密接な関係がありますが、作業環境測

定の結果をばく露濃度の評価に役立てるためには、スライド 22 の一番上にあった作業環境

測定のデザインに大変重要な意味があります。作業環境測定の方法を定めた「作業環境測定

基準」と評価の方法を定めた「作業環境評価基準」によると、測定と評価は対象作業場の区



 20

域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる「単位作

業場所」と呼ばれる区域ごとに行うこととされています。これは、労働者が有害物にばく露

される可能性のある区域について測定と評価を行うということで、このことを無視して作業

環境測定の対象区域を決めたのではばく露濃度の評価に役立つ結果は得られません。また、

「単位作業場所」の中では、平均的な環境状態（平均的な気中濃度分布）を調べるための「A
測定」と、高濃度ばく露の危険を調べるための「B 測定」という、2 つの測定を行うことが

定められています（スライド 24）。 
 
「A 測定」は、その「単位作業場所」の平均的な気中濃度分布を調べるのが目的ですから、

ごく平均的な作業の行われている日（できれば連続 2 作業日）のごく平均的な作業の行われ

ている時間帯（1 時間以上）に、ランダムに選ばれた 5 点以上の測定点でサンプリングを行

います。5 点以上の測定点をランダムに選ぶ方法には、これまでの経験に基づいて 6ｍ以下

の等間隔で選ぶ、いわゆる等間隔抽出が使われます。スライド 23の①～⑤がA測定点です。

測定方法の「1 セットの測定器具を使って全測定点を等間隔に順次測定する」というのは、

後で評価のところでお話ししますが、時間をずらして全測定点を 1 時間以上かけて測定する

ことによって空間変動と時間変動の両方を加味した結果を得るためです。 
 
スライド 23 の作業者 A、B のように有害物の発散源に近いところで作業する人がいると

当然高い濃度にばく露される危険があります。この危険も「A 測定」の結果から統計的に推

定することもできるのですが、時にはＡ測定点と作業位置の関係で、高い濃度がとらえられ

ない危険があります。そこで作業環境測定基準では、発散源に近接する場所において作業が

行われる場合には、Ａ測定のほか、濃度が も高くなると思われる時間に、その作業位置で

「B 測定」を行うことを定めています。「Ｂ測定」が必要な作業の例としては、①作業者が

発散源と一緒に移動しながら行う作業、たとえばスプレーガンを持って移動しながら広い壁

面を吹付け塗装する作業（移動作業）、②作業者が発散源のそばにいながら有害物の発散を

伴う原材料の投入や点検を間欠的に行う作業（間欠作業）、③一定の場所で有害物を発散さ

せる可能性のある作業、たとえば作業台の上で薬品を混合したり有機溶剤で物を洗浄する作

業（固定作業）、があります。「B 測定」では濃度が も高くなると思われる時間を含む 10
分間以上の平均濃度を測定します。B 測定の対象となる作業は A 測定を行っている間に行

われるとは限りません。A 測定とは別に、そのような作業が行われるときに実施すればよい

し、場合によっては B 測定のために特別にそのような作業をやってもらって測定してもか

まいません。また、万一よくない作業をしたらどんな状態になるかを調べ、そんな作業をさ

せないために、わざとよくない作業を「やらせ」て測定することもあります。 
 
では、小規模な鋳物工場を例に、作業環境測定のデザインの実際を見てみましょう。作

業場の中央で今型枠に模型（木型）を入れ、鋳物砂を充填する造形（型ごめ）作業が行われ
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ています（スライド 27）。 
スライド 28 は、でき上がった砂型の表面にメタノールなどの有機溶剤に溶かした砥の粉

を塗って表面を滑らかにする塗型という作業です。こうして型ができ上がるとしばらく乾燥

させ、次に溶解炉から溶けた金属（湯）をクレードル（壺）に取り出す出湯（スライド 29）、
クレードルを型のところに運んで湯をつぎ込む注湯（スライド 30）が行われます。 

注湯が終わった型は、冷えて金属が固まるまで放置した後、別の場所に移動して型から

鋳物を取り出し（型ばらし）、砂を払い落とす（砂落とし）作業が行われます（スライド 31）。
スライド 32 は、振動で砂を落とすシェークアウトマシンと呼ばれる機械を使って型ばらし

と砂落としをしているところです。 
スライド 33 は、さらに鋳物の表面にこびりついている砂をチゼル（圧縮空気で動くたが

ね）を使って取除く仕上げ作業、スライド 34 は、注湯作業の際にできる湯口という余分な

出っぱりをアークエアガウジングという方法で切断しているところです。 
 
一般的な鋳造作業場では、このようないろいろの作業が土場と呼ばれる一つの場所のあ

ちこちで行われており（スライド 35）、ちょうど先程のスライド 23（36）のような状態に

なります。すなわち、複数の作業者が土場のあちこちで作業し、鋳物砂の粉じんも土場全体

に拡散すると考えられるので、単位作業場所は、黄色い波線で示すように土場全体になりま

す（スライド 37）。 
 
デザインにしたがって、試料を捕集するサンプリング、対象の有害物質濃度を求める分

析・解析の方法も作業環境測定基準に定められています（スライド 38）。 
 
次に、作業環境測定の結果を評価する方法について考えてみましょう。A 測定の評価は、

測定値を統計的な方法で処理して平均的な作業環境状態（平均的な濃度の分布）を調べ、B
測定の評価は、測定値をばく露限界から導かれた管理濃度と比較して高濃度ばく露の危険の

有無を判定します。そして管理濃度を超える危険の程度を表わす管理区分を求めます（スラ

イド 39）。 
 
スライド 41 は、鋳造作業場で得られた濃度の空間的な変動、スライド 42 は時間的な変

動です。先程Ａ測定では 5 点以上の測定点を 1 時間以上かけて順次測定することにより、

空間変動と時間変動の両方を加味した結果が得られると申し上げましたが、スライド 42 を

見ていただくとどの 1 時間をとってもその間には必ず低い濃度と高い濃度が出現すること

がわかります。 
 
有害物質の環境気中濃度は変動が大きいので、A 測定の結果から環境の状態を評価するに

は、平均濃度だけでなく濃度の変動も考える必要があり、そのために統計的な手法を使いま
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す。 
よくなぜ作業環境の評価では濃度を対数にするのかという質問を受けます。一般に変動

のある状態を統計的に評価する方法として、平均値と標準偏差から母数団の特性を推定する

いわゆる正規分布の確率論という方法が使われます。ところがこれまでの多くの知見から有

害物質の環境気中濃度は正規分布ではなく、対数正規型に近い分布をすることがわかってい

ます。そこで A 測定の結果を評価する際にはいったん測定値を対数変換して分布を正規型

に直しておくと、平均濃度の比較やある値を超える確率などを測定値から計算するときにも

数表などがよく整備されている正規分布の確率論が利用できて好都合であるからです（スラ

イド 43）。濃度を対数変換して求めた平均値を「幾何平均値」、標準偏差を「幾何標準偏差」

と呼びます（スライド 40）。 
 
作業環境評価基準によると、A 測定結果を評価するために「幾何平均値」と「幾何標準偏

差」を使って「第 1 評価値 EA1」と「第 2 評価値 EA2」を計算することを定めています（ス

ライド 44）。 
 
「第 1 評価値 EA1」とは、単位作業場所の中で考えられるすべての測定点の濃度のうち、

も高い濃度から 5％に相当する濃度（5 パーセンタイル）の推定値、「第 2 評価値 EA2」は

「幾何平均値」と「幾何標準偏差」から計算した平均濃度の推定値です。 
したがって、「第 1 評価値 EA1」が管理濃度に等しければ、その単位作業場所の中に考え

られるすべての測定点の濃度のうち 95％が管理濃度未満、いいかえれば考えられるすべて

の測定点の濃度のうち管理濃度以上となる確率は５％となります。また、「第 2 評価値 EA2」

が管理濃度に等しければ、その単位作業場所の中に考えられるすべての測定点の濃度の平均

値が管理濃度と等しくなります（スライド 45）。 
 
このようにして求めた A 測定の第 1 評価値 EA1、第 2 評価値 EA2、B 測定結果の CBを管

理濃度比較し、スライド 47 の表を使って管理区分を決定します。これがリスクアセスメン

トで言えば先程の 10 ステップのリスクアセスメント（スライド 8）のステップ 7「リスク

の判定」に当たります。 
第 1 管理区分は、単位作業場所内のほとんど（95％以上）の場所で気中有害物質の濃度

が管理濃度未満で、かつ、発散源に近い高濃度の場所でも管理濃度未満の状態であるといえ

ます。スライド 48 は管理区分に応じて講じる措置です。これがリスクアセスメントでいえ

ば 10 ステップの 8「ばく露を防止し、又は低減するための措置」に当たります。 
 
作業環境測定結果をリスクアセスメントに応用するためには、作業環境測定結果からば

く露が推定できることが必要です。そこでスライド 23（スライド 36）の 3 人の作業者 A、

B、C についてもう一度考えてみましょう。 



 23

作業環境の評価が第 1 管理区分であるということは、A 測定で得られる環境気中濃度が

管理濃度以上になる確立が 5％未満、B 測定で得られる発散源に近い場所の濃度も管理濃度

未満の状態です。 
前に説明したように、管理濃度イコールばく露限界と考えてもさしつかえないので、第 1

管理区分であるということは、有害物質の環境気中濃度がばく露限界以上になること、すな

わち作業場の全域を移動しながら作業する作業者 C のばく露がばく露限界以上になること

はほとんどないということです。また、B 測定の結果から発散源の近くで働く作業者 A、B
のばく露がばく露限界以上になることもないといえます。 
 
リスクアセスメント指針の施行通達（平成 18 年 3 月 30 日付基発第 0330004 号別添 4－

2）によれば、「ばく露濃度等がばく露限界を下回る場合は、リスクは許容範囲内であるもの

として差し支えないものであること。」とされています（スライド 49）。作業環境測定の評

価が第 1 管理区分の状態がこれに該当すると考えられます。これに対して、第 2 管理区分、

第 3 管理区分の状態では、ばく露限界を超えることがあり得るので、リスクは許容範囲を超

えていると考えなければなりません。 
 
これまでお話ししたことをまとめると、 

① 作業環境測定結果の評価に使われる管理濃度と、許容濃度、TLVs 等のばく露限界はイ

コールと考えることが合理的である。 
環境気中濃度と作業者のばく露濃度はパラレルの関係にある。 

③ したがって作業環境測定結果から作業者のばく露を推定できる。 
④ 作業環境測定と個人ばく露測定をくらべると、作業環境測定の方が技術的に確立され

ているし、コスト的にも有利である。 
ということです（スライド 50）。ただ、作業環境測定をばく露の推定に応用するためには、

測定のデザインが適切でなければなりません。 
 
作業環境測定の結果は衛生委員会の付議事項と定められています。測定は作業環境測定

士の仕事ですが、評価は作業環境測定士でなくても誰がやってもいいことになっていますの

で、たとえば産業医の先生、衛生管理者などが話し合って評価をやっていただいてもいい。

私はコンサルタントですからいろいろな会社の委員会に出席させていただきますが、作業環

境測定のデータが委員会に出てこない会社が多い。「測定しているでしょう」というと「や

っています、「記録があるでしょう」というと「あります」と言うので「それを委員会に出

しなさいよ」と言うまで出さない。これでは何のための測定かわかりません。ぜひ委員会に

提出してもらって検討するように指導してください。 
また、法定の作業環境測定の結果には保存義務があります。 
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データの信頼性を維持するために検討して統一した報告書の書式を「モデル様式」と呼

び、（社）日本作業環境測定協会（日測協）というところで頒布しています。現在では全国

ほとんどすべての測定機関がモデル様式を使った報告書を発行しています。 
モデル様式は 5 枚つづりになっていますが 1 枚目は、「法定の測定を定期的に実施してお

ります」という証明書、報告書兼証明書になっています。このページには過去 4 回の評価結

果を記載する欄があり、それを見ると過去の環境状態の推移がわかります。また、この頁の

一番下には測定結果をご覧になった産業医にコメントを書いて頂く欄があります。 
 

2 枚目から後は 4 枚続けて、測定データを記載する頁です。3 枚目には測定した単位作業

場所の地図、図面になります。2 枚目の下半分にデザインに関する記載欄があり、「単位作

業場所の範囲を決定した理由」、「B 測定の測定点と測定時刻を決定した理由」を文章で書く

欄があります。そこを読んで頂くと、果たして形式的にやっているのか、良く現場を見てや

っているのかというのが分かります。以前からやっているからそのまま続けているというの

が多いですが、その時々で作業も、ばく露状態も変わりますから、毎回よく観察してデザイ

ンし直すことが必要です。 
 

4 枚目は、測定データを記載するページですが、下の方にサンプリング実施時の状況の記

載欄があり、その 後に「各測定点に関する特記事項」を書く欄があります。測定士は 1
測定点について 10 分以上サンプリングを続ける間、周囲の作業、発散状況、気流などを観

察し、特に高い濃度が出た測定点について考えられる理由をコメントとして記載しますので、

産業医のコメントを書く際の参考にして下さい。 
こういうことがきちんと記載されていない測定結果は、リスクの見積りに役立たないし、

そういう測定機関のデータはあまり信用できないと思います。 
 

後に、作業環境測定が義務づけられていない物質のリスク評価について考えてみまし

ょう。管理濃度が定められていない化学物質についても、たとえば NIOSH のサンプリング

マニュアルのような測定の方法があり、許容濃度、TLV-TWA のようなばく露限界が決めら

れているなら、作業環境測定結果の評価と同じ方法で評価できます。 
許容濃度も TLV-TWA も決められていないけれども天井値か TLV-C が決められている物

質の場合には、これはたとえ短時間でも超えてはならない限度ですから、第 1 評価値、第 2
評価値と比較しても意味がありません。A 測定の第 1 評価値の代わりに確率論的に考えられ

る 高濃度、スライド 44 の第１評価値の計算式で、幾何平均の対数足すことの、1.645 掛

ける幾何標準偏差の対数ですね。これを、1.645 ではなく、3 にして下さい。そうすると、

統計的に考えられる 大の値が出ます。それと B 測定の結果がともに天井値または TLV-C
未満であればリスクは許容範囲内と考えればよいでしょう。 
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許容濃度も TLVs も設定されていない化学物質に関しても、何らかの方法でばく露限界を

合理的に推定できればリスク評価は可能です。たとえば、無毒性量（no adverse effect level, 
NOAEL）、 大無作用量（no observed effect level, NOEL）、一日許容摂取量（acceptable 
daily intake）などのデータがあれば、平均的な 1 日の呼吸量をもとにばく露限度を推定で

きます。 
スライド 51 は、昨年の労働衛生コンサルタント試験に出題された、NOAEL からばく露

限界を推定する計算問題です。化学物質の MSDS には、LD50、LC50などの急性毒性に関す

るデータが含まれていることが多いのですが、急性毒性データからばく露限界を推定する場

合には、安全係数をどれ位にとるかが今後の検討課題でしょう。 
 
いろいろお話しいたしましたが、作業環境管理の目的は、作業環境をよくすることによ

ってばく露を抑え、健康を守ることであるということをご理解いただいて、作業環境測定の

結果を健康管理に役立てていただきたいと思います。 
  
輿先生： 
先生の本当に長いご経験から作業環境管理について基本から教えて頂いて大変ありがた

いことだと思います。こういう御講義はなかなか伺えるものではございませんので、本日は

参加予定を頂いておりました方よりも沢山の方にお出で頂いております。ご用意した茶菓が

足りないかも知れませんが、どうぞご立派な先生に色々とお伺いするのにはこんなによいチ

ャンスはございませんので、30 分を有効に使ってお話し合いをして頂きまして、その後質

疑応答とさせていただきます。個人的にはコーヒーブレイクの間に先生にいろいろとお聞き

いただければと思っておりますので、宜しくお願いいたします。 
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質疑応答 
 
高屋先生（司会）： 
日立製作所の産業医をやっています高屋と言います。沼野先生に作業環境とリスクマネー

ジメントということで本当に基本のところから実際の現場のことを見せていただきまして、

広範なお話をいただきました。皆様いろんなお話があると思いますが、どなたかご質問等

ございましたらどうぞ。 
 
Ａ先生： 
産業医でパトロールをしていますと、「におうね」とか、「けぶってるね」と指摘をしても

「作業環境測定上は OK です」と、大体パトロールをするとその繰り返しで、今日のお話

で「B 測定は“やらせ”をさせなければ駄目だ」という、非常にありがたいお話しでした。

書類の見方はそれなりできていると思っていますが、B 測定は本当に B 測定なのか疑問を

持っていましたので、“やらせ”をするのかと、それはそうだと納得しました。皆さんご経

験があると思いますが、普段動かしている装置が測定時には動いてなかったりします。ま

た換気装置が 3 台あるところで寒いと 2 台しか動いていないのもあります。B 測定という

のは最悪の場合を見つけるのが目的ですから、場合によってわざと 1 台止めさせて測定し

てみるのも良いのかなと思いました。さらに補足いただければ。 
 
沼野先生： 

B 測定の話ですが、一番悪いのはめったにその作業場に行かない測定士が、行った時にた

またまその作業をやっていないと、B 測定をやらないで帰ってきしまう。本当は測定を依頼

する方の会社が「こういう作業をやることがありますから B 測定の必要があるのではない

ですか」と言ってくれればいいのですが、会社の方にもそういう知識があまりない。「だま

って帰ったからいいや」という話しになってしまう。私は作業主任者の技能講習の中で、「作

業主任者は測定はやらないけれど、作業主任者が十分な情報を測定士に提供しないと、正

しい測定・評価はできない」ということを常に教えております。提供していただきたい情

報の中には、その単位作業場の中の「何処の場所ではどんな作業をどれぐらいの時間やっ

て、そのときどんなにおいがします。例えばホコリっぽく感じます」とか、とにかく洗い

ざらい言って頂きたい。作業環境測定士はそれを参考にしてデザインします。「発散源の近

くで作業することがある」ことがわかれば、場合によりますと、さっき“やらせ”と言い

ましたが、その時にその作業をやっていなくても「ちょっとやってみてくれませんか。」と

言って、B 測定の条件を作って測定します。B 測定は要するに一番リスクの大きい作業で高

いばく露の危険を見つける測定ですから、本当に“やらせ”でかまわない。場合によって

は、普段はそういう作業はしないけれど、もしそんな作業をしたらどんなリスクが生じる

か。それを確認するために測定することもあります。ですから“やらせ”でかまいません。 
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測定結果報告書モデル様式の 2 ページ目のデザインの欄、単位作業場所の下のところには、

「B 測定を行う場所、並びに B 測定を行う時間を決めた理由」を文章で書くようになって

います。で、これが書いてない報告書が結構多いのです。測定士に対しては「B 測定をやる

必要がない」と判定した場合は、「やる必要がないと判断した理由」を書け、と指導してい

ます。ですからここに何にも書いていない測定報告書はちょっと信頼性に欠けると思って

いただいて結構です。モデル様式には測定士の名前、デザイン担当の測定士、サンプリン

グ担当の測定士、それから分析担当の測定士と、測定士の名前を 3 つ書くようになってい

ますから、場合によっては測定機関に電話して、デザイン担当の測定士を呼び出して、「B
測定の欄に書いてないけれども、どうですか B 測定は本当に必要がないのですか。」と聞い

て頂きたいですね。 
それから B 測定が行われていても、先ほど先生が言われたように、本当の B 測定になっ

てないことも多いです。もし、B 測定の位置とかタイミングがおかしいと感じたらもう一回

確認しなおすことが必要です。 
産業医の職場巡視でも同じようなことが起きます。作業者自身も作業のやり方が良くない

と感じながら、それでも能率が落ちるとかやりにくいとか言って良くない作業を続けてい

るもので、「産業医の先生が巡視に来ます」というと、普段やっているくせにやらないので

す。ですから、衛生管理者にはあらかじめ「ここはいつも臭いがしている」とか「今日は

ちょっと変だ」というようなことがあったら、「そこに行く手前のちょっと離れたところで、

教えてよ。」と頼んでおく、そして離れたところから作業の仕方をじっと観察するわけです

ね。すると作業行動に関係する良くないものを見つけることができます。そばに行っては

だめです。問題の作業者から見えないところでしばらく、できたら 5 分ぐらいは観察して

いた方がいいですね。向こうも気がつかなければ普段通りのやり方でやりますし、たとえ

気がついてあんなところに産業医が来ていると思っても、5 分以上は仕事の手を休めません

からね、職場巡視の際にはそういう風にしていただけばと思います。B 測定の場合も同じこ

とが言えます。 
 
高屋先生（司会）： 
詳しい追加説明を頂きましたが、ほかにどなたか。今日は研修医の先生がいらしておりま

すが、是非この際にお聞きになりたいということはないでしょうか。 
 
A 先生： 
労働衛生コンサルタント試験：ばく露量の推定の記述試験問題、難しいですね！医師はい

いなあ、ペーパーテストがなくて。あれをやらされたら絶対に受からないなあと思いまし

た。労働衛生コンサルタント、いい時に受かりました。最近（石綿のこと以来）本来は作

業者が対象のはずの特殊健康診断を、対象外のエリアで作業している人まで、いわゆる周

辺作業者ということで受けに来ます。やっぱりそのばく露量がわかるとよりはっきりする
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と認識しました。作業者はしょうがないと思うんですけれども、また作業者を決める定義

が“常時作業する者”とありますが、監督署によりますと、その常時というのは例えば「年

に 1 回 15 分しかやらなくても毎年やるものは常時とカウントする。」という返事を頂いて

しまいまして、「繰り返すんだったら、どんなに短時間でもそれは常時だ。」と言われてし

まいました。そうなると本人の自覚、管理者の認識、有害業務に従事しているということ

に対してのインフォームドコンセントを取れないという状況がかなりあります。有害業務

の健診、まあ会社のお金で健康診断をやって、異常なしという結果が出ているうちは誰も

何も言ってこないのですが、年齢の影響というものがダブって、「有所見」になった時に、

精密検査をお勧めすると、「俺はそんな作業をしていない。」ということが多々あります。

先ほどの時間ばく露量の推定ができると、その周辺作業者であっても、「ばく露量の基準を

超えていないからあなたは大丈夫なんだ。」と言ってあげることもできるので、そのお話は

すごくありがたいなと思って伺いました。 
 
沼野先生： 
ある有名な先生など、すごく過激なことおっしゃるわけですよ。「作業環境がばく露限界

以上になることは絶対に無いという技術的な理由と、測定の裏付けがある。たとえば測定

結果の濃度は毎回検知限度（管理濃度の 1／10）以下で第一管理区分が続いている。そうい

う職場で、何のために作業環境測定とか特殊健康診断を続ける必要があるのか。」と、確か

そう思いますね、 
アメリカをはじめ欧米諸国の法令にはそういう場合の特例があります。さっき言ったパー

ミッシブル・エクスポジャー・リミット（permissible exposure limit, PEL）というばく露

限界の規制の他にアクション・レベル（action level）という規定があって、このアクショ

ン・レベルというのは大体、PEL の 2 分の 1 の値、例えば、PEL が 10PPM だとしたら、

アクション・レベルはその半分の 5PPM ですが、この値を超える危険が無いということを

事業者が宣言をしますと、以後は法令の規定が適用されなくなるという特例があるんです。

事業者の宣言だけですから、非常に危なっかしいと思いますが、ただそこは先ほど言った

ように、事業者の宣言だけでは危ないと思った場合には監督官が乗り込んで行って測定し、

もし PEL を超えるばく露がみつかれば、法違反ということで告発する。PEL を超えていな

くてもアクション・レベルを超えるばく露が見つかれば、法令の特例を取り消すわけです

ね。 
先ほどお見せした粉じん作業場所の作業環境管理区分の分布の推移（スライド No.6）を

思い出して下さい。あのグラフは日本作業環境測定協会が全国の作業環境測定機関から集

めた測定データを、コンピューターにインプットして分析した結果ですが、最近では第 3
管理区分の作業場所の割合はずいぶん低い状態が続いている。で、その中で最近特に目立

っているのが、全測定点で、濃度がすべて検知限度以下というデータの多さです。作業環

境測定は管理濃度の 10 分の 1 を正確に定量できる測定器を使って行うことが定められてい
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ますので、全測定点で検知限度以下ということはすべて管理濃度の 10 分の 1 以下の濃度だ

ということです。当然そのような作業場所でばく露限度を超えるばく露が起きることは考

えられません。しかし日本の場合にはアクション・レベルのような特例がありませんから、

測定、特殊健診、設備など法令に定められていることはすべて行わなければ法違反になっ

てしまうということですね。 
 
高屋先生（司会）： 
どうぞ。 

 
Ｂ先生： 
今日は、発言しないつもりだったんですけど、実は行政機関のものです。今お話があった

んで、まあ敢えて発言させて頂きますが、何年か前にある有機溶剤を扱っている工場へ行

きまして、かなり臭う、私の長年の経験で行くと、絶対これは、管理区分が 1 のはずがな

いと思っていたのが、作業環境測定結果を見るとですね、管理区分 1 なんです。聞いてみ

たら、「いや、あの測定に来る日は全部窓開けるんです」と言うんですよ。で、それが一部

上場企業。こっちは大変驚きましてですね、そこの、その取締工場長に「お宅は金をどぶ

に捨てていますよ、作業管理測定は何のためにやってるんですか」ってまあ言っちゃいま

したけど、そういうところもある。 
 
沼野先生： 
今の日本の法令にも良い点が一つあります。それは、法定の作業環境測定と評価をやらな

ければ法違反ですが、測定した結果高い濃度が出たからといってそれだけでは処罰されな

いという点です。もし「濃度が高かったら処罰する」と言ったら、もっといい加減な測定

になってしまうでしょうね。改善の必要性をしらべるための作業環境測定という意味を理

解していない会社が多いですね。以前こういうことがありました。ある測定機関がメッキ

工場の測定していたのですが、毎回さっき言った検知限度以下なんです。確かにメッキの

工場でクロム酸濃度を測定すると、検知限度以下のことが多いです。そしたらそこの会社

の社長が怒ったっていうんですよ。「お前のとこはいつ測定に来ても何にも出ないじゃない

か、それでも測定料金を取るのか」と怒ったって言うんです。要するに、測定しても何も

出ないことが一番良いことで、もし出たら大変なんだということが理解されていない。だ

からといってデータをねつ造しては困ります。 
それからこれも言います。「作業環境測定というのは、ごく当たり前の作業をしてる時の

環境状態を調べるのが目的なんだから、測定中はごく当たり前の作業の仕方をしてくれな

ければ駄目です。普段窓を開けて作業しているのなら窓を開けて測定しなさい。普段窓を

閉めて作業しているのなら測定中窓を閉めておきなさい。それで高い濃度が出たら原因を

調べて直せばよいことで、高い濃度が出たからといって監督署に叱られるとか処罰される
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ことは絶対ありません。」と。今のお話しの「測定に来る日は全部窓を開ける」というのは、

高い濃度が出たら叱られるんじゃないかっていう勘繰りがあるからで、その点は監督署の

方ももう少し啓蒙してもらわないと困ると思いますね。 
 
沼野先生： 
それから先程評価の話の中で、A 測定の第 1 評価値が上の 5 パーセンタイルだと申し上

げましたが、上の 5 パーセンタイルというのは、5％はこの濃度以上になる危険があるとい

うことで、短時間でも超えてはならない許容濃度の天井値や TLV-C と比較してはいけない。

天井値や TLV-C と比較する値は、スライド 45 のカーブの右端の値、確率論でいう M＋3
σに相当する値です。 
 
高屋先生（司会）： 
ほかに、どなたか。 

 
Ａ先生： 
臨床の先生が多いと思いますのですが、私、実は臨床検査医です。この数字って皆さんな

じみがないみたいですが、感覚的には GPT（ALT）等肝機能検査だとだと思っていただけ

れば。 
 
沼野先生： 
そうですね。 

 
Ａ先生： 
皆さんが肝機能データを見るときに知らないうちに対数換算をしているはずなのです。沼

野先生はパーセンタイルという言い方をしてくださいましたので、そうすると統計処理を

しなくて、列に並ばせて、でっかい順から何人目という、ことですみます。並ばせて、一

番でっかいやつということ、とんでもなくでっかいよという感覚を持っていただければ多

分いいと思います。 
 
沼野先生： 
さっき、作業場所の絵を漫画で見せましたね。あの中で左側の発散源のすぐそばで働いて

いる作業者がいたでしょう。あの作業者は多分いま申し上げた最高濃度のところで働いて

いると思います。それから真ん中で、台車を押している作業者がいましたね。あの人は高

い濃度のところと、低い濃度のところを行ったり来たりして働いているので、ばく露はこ

のあたり（第 2 評価値）だと思います。そういう見方をすると、作業環境測定では本当は

一人一人のばく露を測っているわけではないのですが、この人のばく露はこのあたりの濃
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度だということが推定できます。 
 
Ａ先生： 
今日化学物質のことを教えていただいたのですが、リスクアセスメントというと、皆さん

の会社では当然 OSHMS をやっていらっしゃる、ということは、リスクアセスメントもや

っていらっしゃると思います。私は本体の会社と住所が同じ子会社の産業医をやっている

のですけれども。子会社でリスクアセスメントの盛んにやっています。（表ができています）

（OSHMS はとりあえずできることから始めればよい、ということなんです。だから最初

からリスクアセスメントまで完全にできなくてもいいのかもしれませんが）。一方で「KY
（危険予知）」「ひやり、はっと」という活動をやっている。現場の人たちが「ひやり、は

っと」、「KY」で出してくれたものが本当は全部リスクアセスメントであって、それはいわ

ゆる管理者側からすると、どこに危険があった、だから気づいてくれてよかったけれども、

それはすでに対策ができているというフィードバックが回ってく、「KY」とか「ひやり、は

っと」で出てきた危険がそのままそこに記載されていなければ、そのままリスクアセスメ

ントの中に入っていく、という認識をしていますがそれでよろしいんですか、というお話

をさきほど沼野先生にさせていただいて一応よろしいと言っていただいたのでほっとして

おります。リスクアセスメントという理解が、正直申し上げて、労働衛生コンサルタント

の勉強会に行って作業をさせていただいたり、何回かやってみて、なんとなくおぼろげに

はわかっているのですが、いざ自分の会社に戻って、業務として行うとなると、よくわか

らないところがあるので、その辺を教えていただけたらと思います。 
 
沼野先生： 
危険予知活動の最初の出発点は、安全衛生とか健康管理にまったく関心のない一般の作業

者に、関心を持っていただこうということから出発したんです。その方法として一番やり

やすかったものが、作業の一場面を描いた絵を使って、「さあ、どんな危険が潜んでいます

か」という問いかけだったんですね。説明抜きで直感的に思いつくまま、「イヤーそんなこ

とをしたら、高いところから落っこちて頭を打って死んでしまうぞ」そういうかなり乱暴

な言い方で、危険を摘出したわけです。そういうやり方で安全衛生に素人の作業者に、安

全衛生に関心を持っていただくという効果を挙げてきた。ただ、KYT ではひとつの場面に

ついてしかやりませんので、それ以外にいくらでもあるほかの作業場面についてはわから

ない。そこで会社によりましては、絵を使う危険予知活動をやめて、毎朝ツールボックス

ミーティング（tool box meeting）の中で、「さあ今日の作業の中にはどんな危険が潜んで

いるか」というやり方に進んできたんですね。 
それに対してリスクアセスメントでは、たとえば工程表とかプロセスフローチャート

（process flow chart）とか、化学物質の場合にはプロセスフローチャートを使うことが多

いのですが、原料の出発点から最後の製品になって容器に詰められて出荷されるまでの、
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一連の流れの中をひとつずつ丹念にチェックするわけです。このプロセスにはどういう危

険があるか。それが終わって次のプロセスに移ったとき、そのプロセスにはどんな危険が

あるか。絵でやるわけには行きませんから、一般作業者ではなく、多少そういうことに知

識のある、現場の生産技術者にも入ってもらうし、作業主任者クラスの人にも入ってもら

う。もちろん衛生管理者に入ってもらってもいい。そういうようなチームを組んで、プロ

セスフローチャートを見ながら、最初から最後までの工程について、現場を回って「KY」

と同じ方法で危険を見つけて行きます。ですからリスクアセスメントの第 1 段階「危険有

害性（ハザード）の特定」は、KY と同じです。次に KY ではたくさん出てきた潜在危険の

中から、どれが一番重大な災害に結びつくかという、もっとも大きな危険をわいわい言い

ながら決めますが、リスクアセスメントでは「危険の重大さ（けが、障害の重篤度）」と「起

きる可能性」をそれぞれ定量的に評価し、その評価を組み合わせてリスクを判定し、是正

措置の優先度を決めて実行に移します。したがって KY 活動で摘出されるような潜在危険は

当然ハザードの特定の中に入ってくるという見方をします。 
話だけだと抽象的ですが、社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が厚生労働省の委

託を受けて作った「リスクアセスメントの進め方」のわかりやすい DVD が、ここの産保セ

ンターに常時置いてありますので、これからリスクアセスメントを進めていこうという会

社がありましたら、ぜひその DVD を借りて見てみていただきたい。この DVD は、運輸業

（荷役作業）、流通・小売業（スーパーマーケット）、金属製品製造業（機械加工作業）、木

材加工業、印刷製本業、の 5 つの作業について、化学物質ではありません、いわゆる安全

の方のリスクアセスメントですが、進め方が非常にわかりやすく解説されておりますので

ぜひ一度ご覧になってください。もしご希望があれば、今からここで映してもいいと思い

ます。時間は 20 分ぐらいです。 
 
沼野先生： 
国で費用を出して作りましたので、大いにダビングして会社で使っていただきたいという

希望です。産保センターからお借りになったら、会社のパソコンでどんどんコピーを作っ

てください。そして職場に配ってください。 
 
ではこれから一番ポピュラーな金属製品製造業（旋盤作業）のリスクアセスメントの進め

方を上映します。 
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―――――DVD 鑑賞――――― 
 
これで終わりですが、DVD とまったく同じ内容のテキストもあります。実際にお使いに

なるときは、先ほど出てきた○×△を書く用紙もテキストの中に入っていますのでコピー

をとって使っていただくといいと思います。それもセットでお貸しできます。 
 
高屋先生（司会）： 
今のビデオを見た感じとかも含めて、最後に皆さん言い残していたこととかがありました

ら、どうぞ。特になければ、石渡先生、お願いします。 
 
石渡所長先生： 
今日は大変お忙しい中、沼野先生においでいただきました。大いにご活用いただきたいと

思います。ただ、安全衛生委員会でもなかなか測定結果を議論するところまでいきません

ので、むしろこれは産業医の先生方に誘導していただき安全衛生委員会の議題としていく

方針をぜひお願いしたい。結構、作業環境測定では、測定結果だけでよしとして、健康障

害のところまでなかなか経営者が気づかず、途中で話を切ってしまうという傾向があるよ

うですが、その辺はやはり産業医の先生が少し中へ踏み込まれるような誘導をこれから考

えるというのが、安全衛生委員会の活性化のひとつではなかろうかと思います。ぜひ、そ

ういう意味で沼野先生の今日のお話を活用していただければ幸いです。沼野先生今日はど

うもありがとうございました。 
 
沼野先生： 
どうもありがとうございました。ばく露限界ですが、日本のばく露限界は産衛学会が毎年

許容濃度の勧告を発表しています。また、アメリカの ACGIH の TLVs も、化学物質だけで

なく騒音、振動、温熱、エルゴノミクスなどの物理環境も含むものが毎年出るのですが、

社団法人日本作業環境測定協会（日測協）で完全な訳を発行しておりますので、もし必要

なら日測協（電話 03-3456-0445）に申し込んでいただいたら手に入ります。今一番新しい

のは 2007 年度版です。今年の秋までにはまた 2008 年度版が出ます。以上です。 
 
高屋先生： 
では、次回のご案内ということで、 

 
森田先生： 
次回は 9 月 6 日（土）に開催いたします。横浜自殺予防センターの河西千秋先生に来て

いただきまして、「自殺予防の取り組み」ということで今本県内でモデル事業などが行われ

ていることを含め、海外のことなどさまざまなことをお話いただく予定です。皆様のご参
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加をお待ちしております。 
 
高屋先生： 
では最後に関東労災病院の星野先生から、ちょっとご案内ということで、どうぞ。 

 
星野先生： 
私は、関東労災病院の産婦人科医の星野と申します。当院で、「女性医師による働く女性

のための専門外来」というのをやっておりまして、同じような外来を労災病院の中でも全

国 5 箇所で開設しています。そこが中心になって「女性の医療フォーラム」というのを年

に 1～2 回開催しているのですが、これまでの 5 回分をまとめましたのが、先ほどご案内い

ただいたパンフレットなんです。ごらんいただきたいと思います。 
この度、11 月 8 日に第 6 回女性医療フォーラムを予定しているのですが、その中でパネ

ルディスカッションのパネラーとして輿先生にもおいでいただく予定にしております。皆

さんもぜひご都合をつけておいでいただきたいと思います。今日は化学物質の話がありま

したけれども、女性医療フォーラムでは、今後日本の社会を支える女性のための医療とか、

あるいは産業医の先生方の取り組みとか、話し合いに参加していただき、ご参考にしてい

ただければと考えておりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。当日のプログラム

の紙も後ろのほうにまだございますので、どうぞお持ち帰りいただければと思います。す

みません貴重なお時間をいただきました。 
 
高屋先生（司会）： 
今日は、貴重なお話をいろいろ聞かせていただいて、また次回は皆さんご関心のある「自

殺予防の取り組み」と言うことですので、また次回もぜひ今日ようにたくさんの方に参加

していただいて、知識を深め、ディスカッションができればいいなと思っております。 
今日は皆様ありがとうございました。 




