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9  行政施策への協力等 
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9.1  粉じん障害防止対策の推進 
 
[1]  第 5 次粉じん障害防止総合対策推進 
 

労働省労働基準局長名で当協会会長宛に平成 10 年 3 月 31 日に「粉じん障害防止総合対策の実施につ

いて」－基発第 147 号の２―により、次の要綱により実施するよう要請があった。 
 
別添１ 

第 5 次粉じん障害防止総合対策推進要綱 

（要旨） 
第１ 目的 

粉じん障害防止総合対策推進要綱（以下「要綱」という。）は、第 5次粉じん障害防止総合対策

（以下「総合対策」という。）の効果的推進を図り、中期的な観点に立脚した粉じん作業に関する

適正な作業環境管理、作業管理及び健康管理を推進することによって、じん肺の発生及び進行を防

止することを目的とする。 

なお、じん肺新規有所見者の発生を一層減少させるため、じん肺新規有所見者の発生数が多いア

ーク溶接作業及び発生率が高いトンネル建設工事業における粉じん作業に対する対策の徹底を図

ることとする。 

第２ 計画の期間 

平成 10 年度から平成 14 年度までの５か年とする。 
第３ 総合対策の重点事項 

  総合対策の計画中に行うべき対策の重点事項は、以下のとおりとする。 
1 アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策の推進 
2 金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策の推進 
3 トンネル建設工事における粉じん障害防止対策の推進 
4 離職後の健康管理の推進 

第４ 具体的実施事項 

  総合対策を推進するに当たり、各重点事項ごとに以下の対策を実施するものとする。 
１ アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策の推進  

(1) 粉じん有害性の認識の徹底 

アーク溶接作業については、事業者、労働者の双方に粉じんの有害性に係る認識を深めるため、

安全衛生セミナーその他集団指導、関係団体の各種会議等の場において、粉じんの有害性につい

て一層の周知を徹底するとともに、アーク溶接作業に従事する労働者に対して特別教育に準じた

教育を実施するものとする。 
なお、労働安全衛生規則第 36 条第 3 号に規定する特別教育の機会をとらえ、粉じんの有害性、

呼吸保護具の使用方法等についての教育も併せて実施するものとする。 
(2) 粉じん作業場の明示等 

アーク溶接作業を行う作業場には、粉じん作業場であることの明示及び呼吸用保護具の適正な

着用方法等の必要な事項についての掲示等を行うものとする。 
(3) プッシュプル換気装置等の普及を通じた作業環境改善の推進 

(省略) 
(4) 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 

(省略) 
(5) 健康管理対策の一層の推進 

(省略) 
２ トンネル建設工事業における粉じん障害防止対策の徹底と健康管理の推進 

(省略) 
３ 特定粉じん作業に係る粉じん障害防止対策の推進 

(省略) 
４ 離職後の健康管理の推進 

(省略) 
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第５ 基本的手法 

(省略) 
 

別添２ 

粉じん障害防止総合対策推進運動実施要綱 

関係事業者団体及び事業場における粉じんの障害防止対策の一層の徹底を図ることにより、粉じん作

業に従事する労働者の健康障害を防止するため、下記により粉じん障害防止対策推進運動（以下「推進

運動」という。）を実施することとする。 
記 

Ⅰ 実施者 

  関係事業者団体及び事業場 
Ⅱ 実施期間 
  平成 10 年度から平成 14 年度まで 
Ⅲ 実施事項 
１ 主として事業団体が実施する事項 

(省略) 
２ 主として事業場が実施する事項 

(省略) 
 

別添３ 

自主点検表（例）（関係業界団体用） 

（省略） 

別添４ 

粉じん障害防止対策推進運動実施計画表 

（省略） 

 

第５次粉じん障害防止対策推進運動実施内容 

  

要請に基づき協会として、次のように計画・実施した。 

 

Ⅰ 粉じん障害防止対策推進運動実施計画 

厚生労働省の推進要綱に基づき実施計画書を作成するとともに、「溶接技術」（産報出版）1998(平

成 10 年)10 月号に「粉じん障害防止対策の推進について」（JWES 安全衛生委員会）（省略）の題で

掲載し、計画の推進を図った。 

 

Ⅱ 粉じん障害防止対策推進運動実施状況 

粉じん障害防止対策運動を推進するに先立って業界紙等を通じて次のＰＲ活動を行った。 

2.1 第５次粉じん障害防止対策の周知 

(1)要綱・実施計画の周知 

① 『溶接ニュース』紙での特別キャンペン 

   粉じん障害防止対策を推進しよう 

② 『溶接技術』 粉じん障害防止対策の推進について 

③ 『実務展望』 じん肺予防・溶接ヒュームからの保護 

(2)ポスターの製作及び配布 

溶接ヒュームからの防護策として換気、排気、防じんマスクの着用を呼びかけたポスタ

ーを作製（印刷部数 16,500 枚）し、快適職場を構築するため意識の高揚を図った。 

配布先次のとおり。 

① 支部 14,350 枚（支部団体会員の数） 

② 本部会員 750 枚（150 社に各５枚ずつ） 

③ 鉄工建設協同組合 330 枚 

④ 検定委員会 440 枚（北海道 20、東北 40、東部 100、北陸 20、中部 30、関西 90、中国

70、四国 20、九州 50） 

⑤ その他 58 
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2.2 安全衛生管理関連規格化及びマニュアルの出版 

(1)  『アーク溶接の安全衛生管理』の規格化 

溶接作業の際に発生するヒューム、ガス、アーク光、スパッタ、スラグ、熱などによる

障害からの作業者の保護並びに感電、火災、爆発などの防止を目的とした指針をＷＥＳと

して規格化した。 

(2)  『粉じん対策教本』の出版 

アーク溶接作業者への特別教育に準じた“粉じん教育”の実施に際し、先に出版してい

た『新版アーク溶接技能教本』の姉妹書として『アーク溶接粉じん対策教本』を、労働省

労働基準局安全衛生部労働衛生課及び環境改善室の指導・監修のもと、平成 12 年１月刊

行した。 

(3)  『溶接安全衛生マニュアル』の出版 

溶接が多様化するとともに溶接が直接、間接的に起因して発生する災害も一層多岐に及

んでいる。安全衛生の防護策は、事業者の責任において対応しなければならないが、必ず

しも万全でないのが現状である。これまでにも、溶接作業者の教育用として多くの教本・

書籍が出版されているが、事業者及び管理者を対象としたものがなかった。そこで、本書

籍の編纂を計画し、平成 14 年４月に出版にこぎつけた。 

2.3 粉じん障害防止対策に関するアンケート調査 

アーク溶接を行っている事業所を対象に、粉じんに係わる健康障害対策の実態調査を目的にアン

ケート調査を実施した。 

アンケート依頼事業場数：202、アンケート回答数：144、回答率：71.3％ 

（アンケート結果 別記載） 

2.4 溶接ヒューム・ガスの挙動調査 

当協会と溶接棒部会技術委員会共研第４分科会とで適切な換気・排気を行うための指針を作成

するため「溶接用遮光保護面内外におけるヒューム・ガスの挙動に関する調査研究」を実施し

た。 

（調査研究結果 別記載） 

2.5 講習会の実施 

(1)  講師用資料の作成 

粉じん教育を実施するための講師用資料（OHP）を作成した（内容省略）。 

(2)  教育の実施 

(a) 講師への教育 

アーク溶接作業者への教育は、各支部単位で計画を立てて実施することになるが、そ

れに先立ってこれまで「アーク溶接特別教育」を実施してこられた講師の方々を対象に

全国５地域（北海道、東北、近畿、四国、九州）で実施した。 

なお、受講者には、『受講終了証』を授与した。 

次に実施日時、実施会場、受講者数及び講習項目を示す。 

 日  時 会  場 受講者数 

１ 平成 12 年６月 22 日 
(社)日本溶接協会関西地区溶接技

術検定委員会 会議室 
１５ 

２ 平成 12 年７月 19 日 福岡県工業技術センター ６４ 

３ 平成 12 年７月 24 日 札幌全日空ホテル ３３ 

４ 平成 13 年 2月 13 日 仙台市情報・産業プラザ ５０ 

５ 平成 13 年６月 26 日 徳島県立工業技術センター １８ 

 

講師：小笠原 仁夫 

講習項目概要： 

① 第５次粉じん障害防止総合対策推進要綱の主旨 

② アーク溶接作業者のじん肺有所見者数の現状 

③ アーク溶接作業への法規制 

④ アーク溶接における作業管理 

⑤ 呼吸用保護具の適正な使用方法 

 

(b) 事業主及び管理者教育［東京都鉄骨加工登録制度技術Ｃランク講習会］ 

全構連（建築鉄骨ファブリケータの団体）傘下の事業主及び管理者対象に粉じんの有害
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性及び防止対策に関する講習会を行った。 

 日時 会場 受講者数 
１ 平成 11 年 11 月 29 日 産労協同センター ８２ 

２ 平成 11 年 12 月５日 東京三共信用金庫 ８４ 

講師：小笠原 仁夫 

 

(c) 広報 

講習会の実施及び実施状況については、常時、『溶接ニュース』紙面等で紹介するとと

もに広く関心を深めさせるように心がけた。 
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[2]  第6次粉じん障害防止総合対策推進 
 

［基発第0529005］ 

この度、厚生労働省労働基準局長から各団体長宛に実施に当たっての具体的な実施要綱が示され、当

協会会長にも要綱に基づく計画及び推進の要請があった。 

行政は、粉じん障害の防止に関して、粉じん障害防止規則（昭和54年労働省令18号）が全面施行され

昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法（昭和35年法律30号）との一体的運用を図るため、これ

まで５次にわたって、粉じん障害防止総合対策をしてきている。その結果、総合対策を開始した昭和56

年当時に比べ、平成13年にはじん肺の新規有所見者の発生数は、大幅に減少してきた。しかし、依然と

して毎年200人を超える有所見者が新たに発生ており、その中で特にアーク溶接作業者の占める割合が

高いことから、アーク溶接作業を第６次粉じん障害防止対策を推進するに当たっての「重点対策」事項

と位置づけ次の具体的な要綱（要旨）が提示された。 

 

Ⅰ 総合対策要旨 

１. 計画の期間 

平成15年度から平成19年度までの５か年とする。 

２. 重点事項 

1  アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策 

2  金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策 

3  トンネル建設工事における粉じん障害防止対策 

4  離職後の健康管理 

３. 都道府県労働局、労働基準監督署等の実施事項 

(省略) 
 

Ⅱ 実施状況 

 実施状況内容を次に示す。 

１．粉じん障害防止の講習会開催アンケート 

講習会開催に関するアンケートを協会支部長宛に発行し、開催の必要の有無、開催時期、規模

等についての回答を得た。 

 

２．研修・講習会の開催 

(1) 名古屋地区での講演会 

(a) 日時：平成17年11月30日（水）13:30～16：35 

(b) 場所：名古屋市工業研究所第２会議室 

(c) 主催：名古屋市工業研究所、中部溶接振興会  共催：(社)日本溶接協会愛知県支部 

協賛：中部生産加工技術振興会 （財）名古屋市工業振興協会、中部歯車懇話会、中部金

型技術振興会、中部治工具懇話会、（社）日本非破壊検査協会中部支部 

(d) 内容  

① 13:30～13:35 「あいさつ」中部振興会 会長 吉田 亨 

② 13:35～15:05 「アーク溶接における安全衛生（法令も含む）」 

             副委員長 小笠原仁夫 

15:20～16:35 「粉じん障害の防止対策」 

  委員長 小林 実 

(e) 参加人員：49名  

(2) 岩手県支部（第２回実務者研修会） 

(a) 日時：平成17年２月３日（木）13:30～16::30 

(b) 場所：岩手県工業技術センター 

(c) 研修内容 

① 第６次粉じん障害防止総合対策要綱 

② アーク溶接作業関連法令 

③ アーク溶接作業者のじん肺有所見者数の実態 

④ 溶接ヒュームの有害性 
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⑤ 作業環境管理 

(d) 講師 副委員長 小笠原仁夫 

(e) 参加人員：18名 

(3) 車体整備事業におけるコンプライアンスセミナー 

(a) 会期：平成19年10月25日（木）10:30～15:45 

(b) 会場：（財）日本溶接技術センター ５Ｆホール 

(c) 講演内容：「溶接作業の危険性と有害性」～法規制と作業者の健康管理～ 

(d) 講演時間：14:40～15:30 

(e) 講師 副委員長 小笠原仁夫 

(f) 参加人員：100名 

 

３．学会等での報告・講演 

ISRP（国際呼吸保護学会）での記念講演 

(a) 日時：平成19年５月25日（金）15:00～15:50 

(b) 場所：東京医科歯科大学 ５号館４階講堂 

(c) 講演内容：「溶接ヒューム及びガスへの対応」 

(d) 講師：技術アドバイザー 小笠原仁夫 

(e) 参加人員：約100名 

 

４．広報 

(1)  セフテイダイジェスト（2003.12 VOL.49 アーク溶接特集） 

① アーク溶接の粉じん障害防止対策 

著者：小笠原仁夫（副委員長）    

② アーク溶接に使用される呼吸用保護具 

著者：山田比路史（重松製作所） 

③ プッシュプル型換気装置の紹介 

著者：上福元清隆（興研）、岩崎 毅（労働衛生コンサルタント事務所） 

(2)  安全と健康（2006.5 特集 アーク溶接作業の安全衛生） 

① 総論 アーク溶接の安全衛生対策 

著者：小笠原仁夫（JWES技術アドバイザー） 

② 解説１ アーク溶接における健康障害 

著者：山口 裕（産業生態研究所） 

③ アーク溶接における作業環境管理・作業管理 

著者：興研（株）労働衛生コンサルタント事務所 

(3)  溶接技術（2003.1～4  vol.51）入門教室／Q&A溶接作業場の環境管理 

著者：小笠原仁夫（副委員長） 

① 快適な職場環境づくりのために（第1回） 

② 全体換気（第２回） 

③ 作業者の安全と事故対策（第３回） 

④  〃 （最終回） 

(4)  溶接技術（2003.7 vol.51）安全・環境を考える 

溶接および溶断の安全・衛生に係る法令 

著者：安全衛生・環境委員会（文責：小笠原仁夫（副委員長）） 

(5)  溶接ニュース（2003～2007） 

毎年5月、10月の安全、衛生週間を目途に溶接ヒュームの障害防止に関するキャンペーン

を実施した。（内容：別記） 

(6)  新版アーク溶接技能者教本（改訂）（産報） 

(7)  アーク溶接粉じん対策教本（3版、4版編集）（産報） 

(8)  新版ガス溶接技能者教本（改訂）（産報） 

 

５．ポスターの作成及び配布 （16,500枚） 
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６．規格及びマニュアルの作成 

(1)  WES 9007:1982  溶接作業環境管理基準 

（注）2007 年に WES 9009 と統合し WES 9009-1~6 を発行 

(2)  WES 9009:1998  アーク溶接の安全衛生管理 
（注）2007 年に WES 9007 と統合し WES 9009-1~6 を発行 

(3)  WES9009-1:2007  溶接，熱切断及び関連作業における安全衛生 
第1部：一般 

(4)  WES 9009-2:2007  溶接，熱切断及び関連作業における安全衛生 
第2部：ヒューム及びガス 

(5)  WES 9009-3:2007  溶接，熱切断及び関連作業における安全衛生 
第3部：有害光 

(6)  WES 9009-4:2007  溶接，熱切断及び関連作業における安全衛生 
第4部：電撃及び高周波ノイズ 

(7)  WES 9009-5:2007  溶接，熱切断及び関連作業における安全衛生 
第5部：火災及び爆発 

(8)  WES 9009-6:2007  溶接，熱切断及び関連作業における安全衛生 
第6部：熱，騒音及び振動 

(9)  WES 9010:2004  自動遮光形溶接用フィルタ 
 

(10)  JIS Z 3920:2011  溶接ヒュームの分析方法（改正） 

(11)  JIS Z 3930:2001  アーク溶接のヒューム発生量測定方法（改正） 

(12)  JIS Z 3940:2010  溶接ヒュームのデータシート 

(13)  JIS Z 3950:2005  溶接作業環境における浮遊粉じん濃度測定方法（改正） 

(14)  JIS Z 3952:2005  溶接作業環境におけるガス濃度測定方法（改正） 
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[3]  第7次粉じん障害防止対策推進実施計画 
 

厚生労働省労働基準局長通達「第7次粉じん障害防止総合対策の推進について」基発第0319007号に基

づき、(社) 日本溶接協会が平成20年7月～平成24年6月までに自主的に行う実施計画を次のように定め

た。 

 

記 

 

１．第7次粉じん障害防止対策総合対策の周知 

①  実施要綱及び情報の周知 

全国労働衛生週間までに「溶接ニュース」及び「溶接技術」に“特集号”を組み、協会会員及

び会員事業場に対して、粉じん障害に係る情報、対策要綱、優秀製品などの紹介によって周知徹

底を図る。 

②  ポスターの作成・配布 

平成20年9月の「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」までに溶接ヒュームの有害性ととも

に防じん保護具の正しい使い方をアピールするポスターを作成し、支部を通じて関係先及び各事

業場に配布、掲示によって意識の高揚及び啓蒙を図る。 

 

２．関連図書の改訂 

「アーク溶接技能者教本」、「アーク溶接粉じん対策教本」の法規改正に伴う改訂及び内容をより充

実させる。 

 

３．関連規格の見直し 

①  「溶接ヒュームデータシート」のJIS化の推進 

ISO 15011-4に基づき、日本の実状に則した溶接ヒュームの採取条件及びデータの様式を標準

化する。 

②  「溶接ヒュームの分析方法」の改正 

現在の分析方法は、制定（1978）・改正（1991年）後、かなりの年月が経過しており、内容が

実用に則していないので、改正作業を行う。 

 

４．アーク溶接作業場の実態調査 

代表的なアーク溶接事業場の作業環境及び作業者個人のばく露濃度測定を 

行い、作業場の粉じんばく露の実態を把握するとともにその対策マニュアルを作成する。また、溶接作

業に適した測定方法・機器の開発を行う。 

 

５．文献調査 

溶接の安全衛生に関する国内外の文献を調査する。 

 

６．教育、講習会 

第5次及び第6次に引続き、各支部と連携をとり内容、日程を調整の上実施する。 

 

７．機関誌等への投稿 

定期的に溶接技術、溶接学会誌等に溶接による粉じん障害に関する情報及び調査・研究内容を掲載す

る。 
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８．ポスターの作成と配布 

 

 
 

写真1 第7次粉じん障害防止総合対策のポスター 
 
９．国内外の委員会への参加 

国内外の委員会等に積極的に参加し、情報の収集、発表の機会を増やす。 
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第７次粉じん障害防止対策推進スケジュール 

第７次粉じん障害防止対策推進スケジュールを次のように作成した。 
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9.2  通達 
 
1991（平成3）年以降に厚生労働省から日本溶接協会会長宛ての行政通達を収録した。 

 

通達番号 
（通達年月日） 

通達題名 内 容 

基発第320号 
（平成4年6月1日） 

ガス溶接作業主任者能力

向上教育について 
 

基安化発第0921001号 
（平成16年9月21日） 

アーク溶接作業における

一酸化炭素中毒の防止に

ついて 

アーク溶接作業に伴い一酸化炭素中毒が発生

していることから、その防止のために十分な通

風、換気を行い作業場の一酸化炭素濃度を

50ppm以下に保つこと、換気が困難な場合は、

作業者に一酸化炭素用防じん機能付防毒マス

ク、酸素呼吸器、空気呼吸器又は送気マスクを

使用させることが通達された。 
基発第0331018号 
（平成17年3月31日） 

屋外作業場等における作

業環境管理に関するガイ

ドラインについて 

わが国で基本的に施行されてきた屋内の作業

環境管理に対して、屋外作業についての手法を

示したガイドライン。場の測定を基本に局所排

気装置等の対策を施す屋内作業環境管理に対

して、屋外においては作業者近傍の測定値を基

本に呼吸保護具等の対策の必要性を示してい

る。 
基発第0801011号 
（平成18年8月1日） 

製造業における元方事業

者による総合的な安全衛

生管理のための指針につ

て 

製造業において、近年、業務請負が増加してい

る。それを背景とした関係請負人の労働災害が

元方事業者に比べて高いことから、特に建設業

と造船業に対して元方事業者の総合的安全衛

生管理の徹底を促した通達 
基安化発第0810001
号・002号 
（平成18年8月10日） 

鉛フリーはんだ関連作業

に係る化学物質管理マニ

ュアル 

 

基発第0331024号 
（平成21年3月31日） 

特化則の改正に伴いニッ

ケル化合物の管理濃度が

制定された 

この改正特化則の適用を受けるニッケル化合

物は、粉状でニッケル化合物をその１重量％を

超えて含有する製剤、その他のものとしてい

る。施行通達では、粒子径0.1mm以下のニッケ

ル化合物が対象とされ、溶接・溶断材料のニッ

ケル含有量については特段の用件を定めてい

ない。しかし、この改正で、溶接、溶断、金属

研磨作業の清掃作業がその適用を受けること

になった。 
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9.3  法令改正 
 

[1] 粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について 
 

粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令（平成 19 年厚生労働省令第 143 号。以下「改正省令」

という。）が平成 19 年 12 月 4 日に公布され、平成 20 年 3 月 1 日から施行された。 
 
Ⅰ 粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令関係（溶接関連のみ抜粋掲載） 

第 1  改正の要点 

1  粉じん障害防止規則の一部改正関係 

(1)  粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するための措置を講ずる必要のある「粉じん作業」と

して、次に掲げる作業を規定したこと。（別表第１関係） 
・屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する作業 
参考：（旧条文）別表第１20 号 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を

溶断し、アーク溶接し、又は、アークを用いてガウジングする作業。ただし、屋内において自動

溶断し、又は自動溶接する作業を除く。 
2  じん肺法施行規則の一部改正関係 

従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる「粉じん作業」として、次に掲げる作業

を規定したこと。（別表関係） 
・屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する作業 
3  労働安全衛生規則の一部改正関係 

粉じん作業に係る業務に従事した者に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴を記入する欄を設けたこと。

（様式第 8 号(2)関係） 
 
第 2  細部事項 

１ 粉じん障害防止規則の一部改正関係 

別表第１関係 
イ 自動溶断・自動溶接関係 
（ア）屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する

作業については、従来、別表第１第２０号ただし書で粉じん作業から除外してきたところである

が、近年、粉じん発生量が多いガスシールドアーク溶接による作業が増加していることや、作業

実態をみるとこれら機器を操作するオペレーターが粉じん発生源の近くにいる場合も存すること

から、今般、当該ただし書を削り、粉じん作業に追加することとしたものであること。 
（イ）「金属を溶断し」とは、熱エネルギーにより金属を溶かしながら切断するものを言い、ガス溶断、

プラズマ溶断、レーザー溶断等があること。 
（ウ）第２０号には、自動溶断機による溶断中に、火口に近づき、粉じんにばく露するおそれのある作

業を含み、溶断機の火口から離れた操作盤の作業、溶断作業に付帯する材料の溶断定盤への搬入・

搬出作業、片付け作業等は含まれないこと。また、自動溶接機による溶接中に、トーチに近づき、

粉じんにばく露するおそれのある作業を含み、溶接機のトーチから離れた操作盤の作業、溶接作

業に付帯する材料の搬入・搬出作業、片付け作業等は含まれないこと。 
2  労働安全衛生規則の一部改正関係 

今回の改正は、じん肺の合併症を予防するため、禁煙等の日常生活の中での健康管理は重要であるこ

とを踏まえ、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるために、労働安全衛生規則上の健康管理手帳

の様式に喫煙の有無を記入する欄を新たに設けることとしたものであること。 
 
第 3 施行期日等 

1  施行期日 

改正省令は、平成 20 年 3 月 1 日から施行するものであること。 
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[2]  ニッケル化合物及びその化合物に係る労働者の健康障害防止措置 
 

１  改正の趣旨 

厚生労働省では、労働安全衛生法令上、製造工程等の管理について、未規制の化学物質であって、が

ん原性等労働者に重篤な健康障害を及ぼすおそれのあるものについて、労働者の当該物質へのばく露関

係情報等に基づきリスク評価を行った上で必要な規制を行うこととしている。 
「平成19年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会」において、ニッケル化

合物（ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。）について、労働安全衛生関係法令の整備を検討

すべきとされ、これを踏まえ、労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生規

則、作業環境測定法施行規則について必要な改正が行われた。 
 

2  改正の内容 

(1)  安衛令の一部改正 

① 労働安全衛生法第５７条の規定に基づく名称等を表示すべき有害物として、安衛令第18条に「ニ

ッケル化合物（ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。）」が追加された。 
② 安衛令別表第3の第2類物質に「ニッケル化合物」を追加された。 

ニッケル化合物及びその化合物が第２類物質とされたことに伴い、これを製造し、又は取り扱う

作業場については、作業主任者の選任、作業環境測定等を行わなければならないこととなる。 
③ 安衛令第22条を改正し、ニッケル化合物及びその化合物を新たに健康診断を行うべき有害な業務

に追加された。 
(2)  特化則の一部改正 

① 特化則第2条第５号に規定する管理第２類物質に、①ニッケル化合物及びニッケル化合物をその重

量の1 %を超えて含有する製剤その他の物（以下「ニッケル化合物等」という。） 
※ニッケル化合物及びその化合物が管理第２類物質とされることに伴い、これらのガス、蒸気又は

粉じんが発散する屋内作業場については、局所排気装置の設置等の発散抑制措置を講じなければ

ならないこととなる。 
② ニッケル化合物等に係る作業環境測定の記録及び作業環境測定の結果の評価の記録については、

30年間保存すること。 
③ 「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」において取りまとめられた内容を踏

まえ、特化則第39条に基づく特殊健康診断の項目を別紙のとおり定められた。 
特殊健康診断に係るニッケル化合物及びその化合物を含有する製剤その他の物の裾切値は、特化

則で規制されている他のがん原性物質の裾切値等を考慮し、1 %とすること。 
④ 特化則第38条の3に規定する特別管理物質に、ニッケル化合物等を追加し、特殊健康診断の結果の

記録及び作業の記録については、３０年間保存すること。 
(3)  安衛則の一部改正関係 

労働安全衛生法第57条に基づく名称等の表示をすべき有害物として、安衛則別表第2に①ニッケル化

合物をその重量の0.1 %以上含有する製剤その他の物を追加すること。 
(4)  作環則の一部改正関係 

ニッケル化合物等及び砒素等を「作業場の種類を定める」作環則別表の第4号の対象物質として追加

された。 
3  施行期日 

平成21年4月1日から施行。 
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[3]  特化則改正に伴う説明会開催 
 

溶接、溶断作業において、ニッケル化合物を含む粉じんの清掃作業が規制の対象となっていることか

ら、安全衛生・環境委員会として、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課の島田和彦化学物

質評価室長を講師に招き、2009年４月16日、東京・千代田区の化学会館で、ガス溶断部会、特殊材料溶

接研究委員会、化学機械溶接研究委員会、日本溶接棒工業会の関係者に集まっていただき、特化則改正

に伴う説明会を開催した。 
質疑応答の内容は、次のとおりであった。 

 
Ｑ１溶接・溶断および金属研磨作業が特化則に該当することになった経緯は？ 
Ａ１ 
① 厚労省としては、昨年3月のリスク評価結果の公表後、金属ニッケルの溶接等作業において発生す

るヒュームの取扱いについて照会があり、当該作業にかかる規制の適用等について検討を行ったと

ころです。 
② その結果、溶接等の作業の際に非意図的にヒュームが発生する場合にあっては、当該作業を規制対

象とすることは過剰な規制となると考え、規制の対象から除外したところです。 
③ 一方、清掃業務については、ヒューム等を対象とする作業であって、当核業務を尊ら行う作業者も

いることから、当該作業に従事する労働者の健康障害防止の観点から、規制を適用する必要がある

と判断し、昨年11月の特化則改正に伴い発出した施行通達において、その旨明記することとしたと

ころです。 
 
 
Ｑ２特化則の適用を受けるニッケル化合物の定義は？ 
Ａ２ 
① 特化則の適用を受けるニッケル化合物の定義としては、粉状のものであって、ニッケル化合物をそ

の重量の1%を超えて含有する製剤その他のものとしている。また、粉状のものについては、施行通

達において、粒径が0.l m rn以下のものと示しているところです。 
② なお、溶接、溶断する材料のニッケル含有量については、特段の要件を定めてはいません。 
 
 
Ｑ３常時作業と臨時作業の定義は？ 
Ａ３ 
① 作業の常時性については、明確な定義を示すことが困難であり、原則、現場の実態に応じ判断する

こととしております。 
② なお、改修、点検等に伴う非定常作業等については、原則、臨時の作業に該当すると考えるが、実

態として作業が定期的に行われている場合にあっては、当該作業が毎日行われていなくても、また、

作業の時間が短い場合であっても、常時性があると判断する場合があります。 
 
 
Ｑ４清掃作業者が一人の場合であっても、作業主任者の選任が必要か？ 
Ａ４ 
当該作業を行う作業者を指揮するため、作業主任者の選任が必要です。 

 
 
Ｑ５溶接材料メーカーは、どのような場合に表示義務が発生するか？ 
Ａ５ 
① 安衛法第57条に基づく表示については、粉状のニッケル化合物を含む粉じん等を譲渡、提供する場

合に、当該物を入れた容器等にする必要があります。 
② なお、溶接材料等粉状のものでないものについては表示義務は無く、また、粉状のものであつても

廃棄物の場合は、表示義務はありません。 
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Ｑ６清掃作業は、不規則な移動を伴うため、局排等の設置が困難であるので、全体換気や呼吸用保護具

の着用で対処することとしてよいか？ 
Ａ６ 
① 当該作業については、常時性があつたとしても、局排等の設置が著しく困難な場合に該当すると思

われ、局排等の設置は義務付けられません。 
② なお、設置が著しく困難な場合には、全体換気装置を設けたり、当該物を湿潤な状態にする等、労

働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならないこととされていることから、ご

指摘の措置等により対処ください。 
 
 
Ｑ７作業環境測定により基準値を超えないことが立証された場合、規制対象から除外してよいか？ 
Ａ７ 
作業環境測定は、良好な作業環境が維持されていることについても確認する必要があり、仮に第1管

理区分と評価された場合であつても、その後の測定義務が免除されることはありません。 
 
 
Ｑ８作業環境測定を行なう際の測定方法・測定時期・基準値等は？ 
Ａ８ 

詳細については、本年3月31日付けで通知（基発第0331024号）を発出しており、当該通知をご確認願

います。 
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9.4  溶接関連災害統計 
 

9.4.1  溶接作業による感電死亡災害事例 
 

事  例 １ ２ ３ 

事故の概要 

鋼製スロープの製作中に溶
接棒が横腹に接触、感電し死
亡 

船体ブロックの中でア
ーク溶接中に感電 

コンクリートミキサー車のタ
ンク修理で感電 

原因の考察 

1 溶接棒が右横腹に触れた

こと 

2 自動電撃防止装置を使用

していなかったこと 

3 作業場所が非常に狭かっ

たこと 

4 蒸し暑い環境等であった

こと 

1 溶接棒ホルダー用ケ

ーブルに損傷箇所が

あったこと 

2 溶接機用自動電撃防

止装置が稼動してい

なかったこと 

3 感電危険についての

教育等が実施されて

いなかったこと 

1 溶接機の電源を切らずに

タンク内から出ようとし

たこと 

2 アーク溶接機用自動電撃

防止装置を接続していな

かったこと 

3 溶接棒ホルダーの絶縁部

が破損していたこと 

4 特別教育を実施していな

かったこと 

業 種 その他の金属製品製造業 造船業 自動車整備業 

事業場規模 5～15 人 5～15 人 5～15 人 

機械設備・有
害物質の種類 
(起因物) 

アーク溶接装置 アーク溶接装置 アーク溶接装置 

災害の種類 
(事故の型) 感電 感電 感電 

建設業のみ 
工事の種類    

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

死亡者数：1 人 
休業者数：0 人 

死亡者数：1 人 
休業者数：0 人 

被害者数 

不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

不休者数：0 人 
行方不明者数：0 人 

不休者数：0 人 
行方不明者数：0 人 

発生要因(物) 防護・安全装置がない   

発生要因(人) 危険感覚 
  

発生要因 
(管理) 

確認しないで次の動作をする   
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事  例 ４ ５ ６ 

事故の概要 

鋼管棚足場の上で作業

中、溶接機から流れた

電流が保持した部材を

とおり作業者が感電 

交流アーク溶接機を用いて溶接

作業中に感電 

ボイラーの空気調整機

のパーツをアーク溶接

中に感電 

原因の考察 

1 アーク溶接機の帰

線側ケーブルを被

溶接材の溶接点の

近くに接続せず、鋼

製棚足場もアース

を設置していなか

ったこと 

2 災害が発生する前

の作業中に電動工

具の躯体に火花を

発したり、電撃を感

じた作業者がいた

にもかかわらず、原

因を確かめず作業

を続行したこと 

3 発汗により人体の

抵抗値が低下して

いたと見られるこ

と 

4 溶接機の溶接棒ホ

ルダーに溶接棒を

取り付けたまま、作

業床に放置してお

いたこと 

1 導電体上で作業を行っていた

ため、感電しやすい状態であ

ったこと 

2 ベース金具を取り付ける前

に横桟を取り付けたため横

桟の隙間から溶接棒ホルダ

ーを差し込むようにして行

う溶接作業が生じ、導電体で

ある横桟に腹這いになるよ

うな作業姿勢でこの作業を

行っていたこと 

3 腹這いの作業姿勢であった

ため、次の動作に移るときに

溶接棒の先端が身体の一部

に接触しやすい状態であっ

たこと 

4 災害が発生した日は真夏並

みに気温が上昇していたた

め、被災者は全身が汗ばんで

おり、人体の接触抵抗が低下

していたこと 

5 自動電撃防止装置が取り付

けられていなかったため、溶

接機の二次側無負荷電圧が

直接被災者にかかったこと 

6 作業開始前の安全な作業手順

の検討が不十分であったこと 

1 狭くて温度が高く、鋼

材に囲まれた場所で

作業中に、溶接棒が顎

に触れたこと 

2 導電体に囲まれた狭

隘な場所で行うアー

ク溶接作業であるに

もかかわらず、自動電

撃防止装置を使用し

ていなかったこと 

3 作業の管理体制がな

く、また、的確な作業

指示を行っていなか

ったこと 

4 電撃危険およびその

防止対策についての

安全教育が不十分で

あったこと 

業種 その他の建築工事業 その他の金属製品製造業 金属製品製造業 

事業場規模 5～15 人 1～4 人 100～299 人 

機械設備・有害 
物質の種類 
（起因物） 

アーク溶接装置 アーク溶接装置 アーク溶接装置 

災害の種類 
(事故の型) 感電 感電 感電 

建設業のみ工事
の種類 その他の建築工事   

死亡者数：1人 
休業者数：－ 

死亡者数：1人 
休業者数：－ 

死亡者数：1人 
休業者数：0人 

被害者数 
不休者数：1人 

行方不明者数：－ 
不休者数：－ 

行方不明者数：－ 
不休者数：0人 

行方不明者数：0 人 

発生要因(物) 接地なし、不十分 防護・安全装置がない 防護・安全装置がない 

発生要因(人)  危険感覚 危険感覚 

発生要因 
(管理) 

機械、装置、工具、用具

等の選択を誤る 

欠陥のある機械、装置、工具、用

具等を用いる 

欠陥のある機械、装置、

工具、用具等を用いる 
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事  例 ７ ８ ９ 

事故の概要 

アーク溶接作業中に、破損し
た溶接棒ホルダーに触れ感電 

交流アーク溶接機を使用し
て、金属破砕機のローター
を修理中に感電 

地下駐車場建設工事で、土
止め用鉄板をアーク溶接作
業中に感電 

原因の考察 

1 溶接棒ホルダーは、上部
の絶縁部が破損して充
電部が露出し、また、ホ
ルダーのハンドルが抜
けないようにハンドル
とレバーのスプリング
に針金が巻き付けられ
ていたこと 

2 溶接機に自動電撃防止
装置が取り付けられて
いなかったこと 

3 作業の指示が明確に行
われていなかったこと 

4 アーク溶接作業に従事
する者に対して特別教
育を実施していなかっ
たこと 

1 交流アーク溶接機用
自動電撃防止装置が
使用されていなかっ
たこと 

2 前日雨が降り、シュレ
ッダー周りも水が溜ま
っていたので、ほうき
で水を掃出しただけで
足元は湿った状態であ
ったこと。 

3 アーク溶接機がある
にもかかわらず、アー
ク溶接の特別教育を
受けていた者がいな
かったこと 

4 安全管理体制が整備
されていないこと 

1 自動電撃防止装置が作
動しない交流アーク
溶接機を使用してい
たこと 

2 交流アーク溶接棒ホル
ダーに溶接棒を挟ん
だまま昇降通路に放
置していたこと 

3 自動電撃防止装置が正
常に作動することを
確認していなかった
こと 

4 気温が高く、作業者が
発汗していたこと 

業種 非鉄金属精練・圧延業 その他の鉄鋼業 その他の土木工事業 

事業場規模 16～29 人 16～29 人 5～15 人 

機械設備・有害 
物質の種類 
(起因物) 

アーク溶接装置 アーク溶接装置 アーク溶接装置 

災害の種類 
(事故の型) 感電 感電 感電 

建設業のみ工事
の種類 

  その他の土木工事 

死亡者数：1 人 
休業者数：0 人 

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

死亡者数：1 人 
休業者数：0 人 

被害者数 

不休者数：0 人 
行方不明者数：0 人 

不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

不休者数：0 人 
行方不明者数：0 人 

発生要因(物) 故障未修理 整備不良 整備不良 

発生要因(人) 危険感覚 危険感覚 無意識行動 

発生要因 
(管理) 

欠陥のある機械、装置、工具、
用具等を用いる 

欠陥のある機械、装置、工
具、用具等を用いる 

安全装置の調整を誤る 
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事  例 １０ １１ １２ 

事故の概要 

交流アーク溶接作業中ホルダ
ーの充電部に接触して感電 

Ｈ型鋼に鋼板を交流アーク溶
接により仮付けする作業中に
感電 

造船所溶接工場内で、交
流アーク溶接機を用い
て溶接作業中に溶接棒
ボルダーに触れて感電 

原因の考察 

1 交流アーク溶接機を使用し
て作業中、身体を動かすと
き、バランスを失って、溶
接棒ホルダーの充電部に触
れたこと。 

2 エプロンコンベヤ下の作業
場所は、狭あいで、床面に
はエクスパンドメタルが乱
雑に仮置きされ、その上、
地下階で照明も不充分であ
ったので、アーク溶接作業
をするには、非常に条件の
悪い状態であったこと。 

3 導電し易い作業環境であっ
たこと。 

4 元請会社および下請会社の
安全管理が不十分であった
こと。 

5 作業者が単独でアーク溶接
作業を行っていたため、救
急措置が手遅れになったこ
と。 

1 自動電撃防止装置が、接続さ
れていなかったこと。 

2 災害発生当時の気温が 30.7
度と高かったことから、被災
者は発汗していたこと。 

3 溶接作業中、身体の一部(膝
部)が被溶接材に接触して行
われていたものと推定され、
溶接棒の先端が接触するこ
とにより感電しやすい状態
にあったこと 

4 溶接作業に必要な前掛けや
足カバーは着用していなか
ったこと。 

5 作業の安全を確保するため
の作業手順が作成されてい
なかったこと。 

6 事業主自らの陣頭指揮で作
業が行われていたが、事業主
の作業者に対する安全指示
が行われていなかったこと。 

1 絶縁カバーが破損す
るなど不適切な溶接
棒ホルダーを使用し
ていたこと。 

2 溶接棒ホルダーの使
用前点検および整備
体制が不十分であっ
たこと。 

3 アーク溶接の経験が
ほとんどない者に作
業をさせたこと。 

4 作業員の着用してい
た衣服が、発汗によ
り濡れていたこと。 

5 親企業の協力会社作
業員の技量チェック
が不十分であったこ
と。 

業種 機械器具設置工事業 その他 造船業 

事業場規模 5～15 人 1～4 人 5～15 人 

機械設備・有
害物質の種

類 
(起因物) 

アーク溶接装置 溶接装置 ガス溶接装置 

災害の種類 
(事故の型) 

感電 感電 感電 

建設業のみ
工事の種類 

機械器具設置工事   

死亡者数：1 人 
休業者数：0 人 

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

被害者数 

不休者数：0 人 
行方不明者数：0 人 

不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

発生要因
(物) 

物の置き場所の不適切 防護・安全装置がない 故障未修理 

発生要因
(人) 

省略行為 忘却 周縁的動作 

発生要因 
(管理) 

工具、用具、材料、くず等を不
安全な場所に置く 

保護具を使用していない 
欠陥のある機械、装置、
工具、用具等を用いる 
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事  例 １３ １４ １５ 

事故の概要 

連壁土留め鋼製本坑に鋼製矢
板をアーク溶接する作業中に、
鋼製矢板を保持していた作業
員が感電 

アーク溶接作業中、溶接棒の
取替時にホルダー充電部に
接触して感電 

猛暑の中でのアーク
溶接作業中に感電死 

原因の考察 

1 鋼製矢板を保持していた被
災者の人体抵抗は、作業場
所の状況から 500Ω 近くに
なっていたものと推定され
る。この状態で、アークの
発生がないまま電撃防止装
置が作動して、鋼製矢板を
保持していた被災者に 70V
の最高無負荷電圧が印加さ
れて感電したものと思われ
る。 

2 被災者の人体抵抗、鋼製矢
板と本坑との接触抵抗がと
もに始動感度より大きかっ
たが、これらの抵抗が並列
回路を構成し、その合成抵
抗が始動感度以下となり、
電撃防止装置が作動して鋼
製矢板を保持していた被災
者に 70V の最高無負荷電圧
が印加されて感電したもの
と思われた。 

3 アーク溶接作業時に、被溶
接材が電圧上昇するという
危険認識が職長を含めて、
作業員になかったこと。 

1 被災者は、溶接棒を取替
える際、身体の一部が母
材側のＣ形綱又は溶接用
架台のＨ形綱に接した状
態で、溶接棒ホルダーの
充電部に誤って手を触れ
たか、溶接棒の装着完了
したホルダーを持ったと
き溶接棒先端が体に触れ
たため、電路が構成され
電撃を受けて倒れた。 

2 災害当日は 31℃を超える
暑い日であり、工場内は
窓を開けていない状態で
相当むし暑く、被災者は
水に浸した位に濡れてい
た。 

3 本溶接機を使用するに当
たり、自動電撃防止装置
が使用されていなかった
ため感電時に溶接機の二
次無負荷電圧が直接にか
かってしまった。 

1 アーク溶接機に、
自動電撃防止装置
を設置していなか
ったこと。 

2 作業服、軍手が汗
で濡れた状態で作
業を行っていたこ
と。 

3 保護手袋を使用し
て いな かっ たこ
と。 

4 アーク溶接作業時
の感電災害防止に
関する教育をして
いなかったこと。 

業種 地下鉄建設工事業 その他の金属製品製造業 
その他の金属製品製造

業 

事業場規模 5～15 人 5～15 人 － 

機械設備・有害 
物質の種類 
(起因物) 

アーク溶接装置 アーク溶接装置 アーク溶接装置 

災害の種類 
(事故の型) 感電 感電 感電 

建設業のみ工事
の種類 地下鉄建設工事   

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

死亡者数：1 人 
休業者数：0 人 

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

被害者数 
不休者数：－ 

行方不明者数：－ 
不休者数：0 人 

行方不明者数：0 人 
不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

発生要因(物) その他保護具を指定していない 防護・安全装置がない  

発生要因(人) 危険感覚 無意識行動  

発生要因(管理) 保護具を使用していない 保護具を使用していない  
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事  例 １６ １７ １８ 

事故の概要 

アーク溶接作業中に転倒し
感電 

交流アーク溶接機にて溶接
中の感電事故 

雨の中でアーク溶接作業
をしていて感電する 

原因の考察 

1 交流アーク溶接機用自
動電撃防止装置を交流
アーク溶接機に取り付
けていなかったこと。 

2 作業場所が整理整頓さ
れていなかったこと。 

3 溶接場所を移動する際
に、溶接棒を溶接棒ホル
ダーから取り外してい
なかったこと。 

1 溶接棒ホルダーの絶縁覆
いが破損し、充電部分が
露出していたこと。 

2 鉄筋のような導電体で囲
まれた狭あいな箇所で
使用する交流アーク溶
接機に自動電撃防止装
置を使用していなかっ
たこと。 

3 作業場所がたいへん蒸し
暑く、作業衣が汗でかな
りぬれていて電気が流
れやすい状態にあった
こと。 

1 災害発生時の被災者の
体の抵抗は水に濡れて
327Ω 以下となってい
たため、溶接棒に触れた
瞬間、出力電圧が 80V
となり、250mA 程度以上の
電流が体内を流れて死
に至ったものと考えら
れる。 

2 アーク溶接機を用いて
行う金属の溶接、溶断等
の業務を行う作業者に
は、事前に特別教育を行
わなければならないこ
とになっているが、被災
者はこれを受けていな
かった。 

業種 金属製品製造業 その他の建築工事業 その他の建築工事業 

事業場規模 － － － 

機械設備・有害 
物質の種類 
(起因物) 

アーク溶接装置 アーク溶接装置 アーク溶接装置 

災害の種類 
(事故の型) 感電 感電 感電 

建設業のみ 
工事の種類 

 鉄骨・鉄筋コンクリート造
家屋建築工事 

鉄骨・鉄筋コンクリート
造家屋建築工事 

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

死亡者数：1 人 
休業者数：－ 

被害者数 

不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

不休者数：－ 
行方不明者数：－ 

発生要因(物)    

発生要因(人)    

発生要因(管理)    

 

（安全衛生情報センター（web）より抜粋） 
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9.4.2  溶接作業による一酸化炭素中毒事例 
 
 

発生
年月 

業種 
被災
状況 

原因 
物質 

発生状況 発生原因 

平
成
17
年
度 

５
月 

輸送用機械等
製造業 

中毒 
１名 

一酸化
炭素 

被災者は、建造中のコンテナ船の機関室内にお
いて、計器の取付け作業を行っていたが、同室
内で行っていた炭酸ガスアーク溶接作業により
発生した一酸化炭素を吸入して被災したもの。
当該作業時にスポットクーラー1 台による換気
は行われていたが、被災者は呼吸用保護具を着
用していなかった。 

・換気不十分 
・危険有害性の認
識不足 

12
月 

機械装置の組
立て又は据付
け事業(3601) 

中毒 
３名 

一酸化
炭素 

冷温水発生機等熱源機械の交換工事において、
ホテルの熱源機械室が停電のため、内燃機関を
有する発電機を電源に鋼管の溶断及びアーク溶
接作業を行っていたところ、作業開始から 2 時
間 30 分程度経過した段階で、一酸化炭素中毒に
なった。 

・自然換気が不十分

な場所での内燃機関

の使用 

・換気不十分 

・一酸化炭素濃度測

定せず 

・呼吸用保護具なし 

・警報装置なし 

その他の建築
事業 

(3506) 

中毒 
２名 

一酸化
炭素 

ビニールハウス建築工事において、溶接機（発
電機兼用）と溶接ホルダーをつなぐコードが短
く、ビニールハウスの奥での作業に支障が生じ
たため、ビニールハウス内に溶接機を入れて作
業を行ったところ、溶接機から発生した排ガス
に含まれる一酸化炭素を吸入したもの。 

・作業計画不十分
（コードの長さ） 
・屋内での内燃機
関の使用換気不十
分 
・一酸化炭素濃度
測定せず 
・呼吸用保護具不
使用 
・警報装置なし 

1
月 

一般産業用機
械装置製造業 

(5607) 

中毒 
１名 

一酸化
炭素 

エレベーター設置作業のシャフト内において、
ゴンドラに乗ってアーク溶接作業を行っていた
ところ、ガソリンエンジンの溶接機から発生し
た一酸化炭素を吸入し、中毒となった。 

・屋内での内燃機
関の使用 
・換気不十分 
・一酸化炭素濃度未

測定 

平
成 
18
年
度 

2
月 

原動機製造業 
（5601） 

中毒 
１名 

一酸化
炭素 

造船所の建造船の船体ブロック内部において、
炭酸ガスアーク溶接機で溶接作業を行ったとこ
ろ、溶接作業で使用した炭酸ガスがアークの高
温により解離し、一酸化炭素ガスが発生し、作
業員は防じんマスクの着用のみで防毒マスクは
着用していなかったため、一酸化炭素ガスを吸
入し、中毒となった。 

・一酸化炭素濃度
測定未実施 
・換気不十分 
・呼吸用保護具の
不適切な使用 
・安全衛生教育不
十分 
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4
月 

鉄骨造り、鉄骨
鉄筋、鉄筋コン
クリート造り
の家屋の建設

工事業 
（3501） 

中毒 
３名 

一酸化
炭素 

エレベーター設置箇所において、エレベーター
ピットの床補強鉄骨取り付け作業のため、ピッ
ト手前にある前室に発電機付溶接機を置き、前
室の扉を閉めた状態で、溶接作業を行ったとこ
ろ、一酸化炭素中毒となった。 

・換気不十分 

・安全衛生教育不
十分 

平
成
19
年
度 

6
月 

既設建築物の
内部において
行われるその
他の設備工事
業（3801） 

中毒 
１名 

一酸化
炭素 

機械式立体駐車場内において、ケージレールの
クラックの補修及びボルトの交換作業におい
て、クラックの補習をアーク溶接で行うため、
エンジンウェルダー（発電機付き溶接機）を使
い溶接作業を行っていたところ、エンジンウェ
ルダーの排気ガスを吸入し、一酸化炭素中毒と
なった。 

・換気不十分 
・一酸化炭素濃度
測定未実施 
・作業標準の不徹
底 
・危険有害性の認
識不足 

平
成
21
年
度 

4
月 

各種機械装置
の組立て又は
すえ付けの事
業（3601） 

中毒 
２名 

一酸化
炭素 

ガス化炉設備の熱交換器内において、二次加熱
器上部のエレメント用プロテクタのアーク溶接
（TIG 溶接）で火災が発生したため、水で消火
を行ったところ、火災で発生した一酸化炭素ガ
スを吸入し、一酸化炭素中毒となった。 

・危険有害性の認
識不足 
・換気不十分 
・呼吸用保護具の
未着用 

 
厚生労働省ホームページ労働基準情報より CO 中毒事例のみを抜粋 
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9.4.3  じん肺健康診断実施結果の推移 
 

じん肺管理区分件数 
年 度 

計 管理１ 管理２ 管理３ 管理４ 
有所見者数 

新規 

有所見者数 

昭和 55 年 45,410 3,023 34,133 8,132 122 42,387 6,842 

56 47,442 2,635 36,872 7,787 148 44,807 6,018 

57 50,007 3,772 38,099 8,010 126 46,235 4,266 

58 49,024 4,584 37,183 7,120 137 44,440 3,092 

59 45,812 4,542 34,958 6,231 81 41,270 2,909 

60 43,542 4,166 33,391 5,905 80 39,376 3,324 

61 43,991 4,070 34,232 5,614 75 39,921 2,528 

62 37,381 3,532 29,111 4,645 93 33,849 2,098 

63 34,705 3,268 27,164 4,209 64 31,437 1,838 

平成元年 32,326 3,032 25,364 3,864 66 29,294 1,441 

2 27,914 2,099 22,184 3,557 74 25,815 1,247 

3 28,594 2,270 22,799 3,475 50 26,324 1,228 

4 25,938 3,855 18,782 3,249 52 22,083 826 

5 24,721 1,659 19,888 3,138 36 23,062 871 

6 23,495 1,376 19,107 2,969 43 22,119 752 

7 20,470 1,295 16,304 2,761 110 19,175 653 

8 19,684 1,164 15,958 2,520 42 18,520 638 

9 18,007 1,264 14,626 2,087 30 16,743 654 

10 16,684 1,154 13,514 1,993 23 15,530 520 

11 15,857 1,025 13,143 1,677 12 14,832 414 

12 12,934 881 10,610 1,421 22 12,053 367 

13 12,098 822 9,880 1,375 21 11,276 248 

14 10,070 760 8,170 1,120 20 9,310 254 

15 7,884 580 6,380 912 12 7,304 242 

16 7,894 781 6,279 827 7 7,113 242 

17 6,537 565 5,245 713 14 5,972 253 

18 6,591 683 5,167 729 12 5,908 252 

19 5,675 411 4,637 620 7 5,264 264 

20 5,200   448 4,146 592 14 4,752 244 

21 4,761 306 3,951 494 10 4,455 233 

厚生労働省：第 11 回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会資料より抜粋 

 


