
• 酸素欠乏症等防止規則	 

　・酸素の消費する微生物、植物、物質の存在	 

　・酸素を消費する化学反応、燃焼	 

　・酸素以外の気体の存在	 

• 有害ガス業務（医療系）	 

　・病理学・解剖学：ホルムアルデヒド	 

　・病理学：キシレン、トルエン	 

　・動物実験：麻酔薬（エチルエーテルなど）	 

　・内視鏡：アルデヒド	 

　・滅菌：エチレンオキシド　　　	 

基本講座：有害業務（酸欠、有害ガス）	

2020年４月30日３限目　　健康開発科学研究室　大和　浩	 

労働衛生のしおり	 令和元年(p206,225)	 
VI章	 職業性疾病発生事例(p392~408)	 



酸素欠乏症等防止規則（しおり元年度,p206）	 

•  特殊な地層に接しまたは通ずる井戸等の内部	 

•  長期間使用されていない井戸等の内部	 

•  ケーブル等を収容するための暗きょの内部	 

•  相当期間密閉されていた鋼鉄製のボイラー等の内部	 

• 石炭等空気中の酸素を吸収する物質を入れてある貯蔵施設の内部	 

• 穀物の貯蔵、果菜の熟成等に使用しているサイロの内部	 

•  し尿、パルプ液など腐敗分解しやすい物質を入れてあるタンク等の内部	 

• ドライアイスを使用する冷蔵庫、冷凍庫、船倉等の内部	 

• 窒素等不活性の気体を入れてあり、または入れたことのある施設の内部	 



酸欠の可能性：植物、腐敗、錆、	 
韓国、産業医学研究所	 
酸素欠乏の原因となり得る状況の展示	 
三方活栓から内部の酸素濃度の測定が可能	 

大豆	 

漬物	 

腐敗した	 
バナナ	 

竹	 

し尿	 
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酸素欠乏の	 
事故例	 
	 
	 
	 
労働衛生のしおり	 	 
令和元年(p407)	 
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鋳物工場にある	 
地下ピット	 
・酸欠事故の恐れあり	 
　（錆による酸素不足）	 
	 



　ピット内作業：酸欠、硫化水素	

新鮮な空気を送りながら作業	

研究所東棟１階ピットのメンテ	産業医大前交番の交差点	



某工場の注意喚起	 



タンク内洗浄作業	 

自給式マスク	 
の常備	 危険場所の表示	 

毎回の作業前の酸素濃度の測定し、 
その記録を残す	 



半導体工場： 
自給式呼吸器と担架を廊下に常備	 



アルゴンガスを屋内で使用する作業場	 

↑作業場入口の注意貼り紙と	 
酸素濃度計（室内５箇所）→	 

Arは空気よりも重い	 
作業場内の床上の	 
酸素濃度検知器	 



酸欠の可能性は立体駐車場にも	 

二酸化炭素	 
消火設備	 



１）対象物質	
　 	-防じんマスク	
　 	-防毒マスク	

酸素濃度が も重要	
　 	-ろ過式（酸素18%以上）	
　 	-給気式（酸素18%以下）	

送気式マスク	

自給式マスク	

呼吸保護具の選択方法	



化学工場：自給式呼吸器を常備	 
直ちに装着できるよう	 
蓋は開放、	 
埃除けシートあり	 



自給式空気呼吸器	 

アルゴンガス使用の職場	 
管理良好	 



■ 作業範囲は無制限	 

■ 使用時間は30〜60分	 

■ 作業時間が短い	 

（作業が激しいほど 
　短時間で消費）	 

自給式呼吸器	 



自給式呼吸器	 

アルゴンガス使用の職場	 

	 
・呼吸器を常備の上、	 
　定期的な装着訓練 
　を行うことが重要	 
・その訓練記録を保存 
　⇒着実な訓練	 
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有機溶剤の化学構造 		

•  基本構造	
– 芳香族	

– アルコール類	

– その他（二硫化炭素：CS2）	

•  有機溶剤中毒予防規則 
　　（労働衛生のしおり 令和元年度 p104, 191）	
– 第１種（赤）: 1・2-ジクロルエチレン、二硫化炭素	

– 第２種（黄）: アセトン、キシレン、トルエンなど	

– 第３種（青）: ガソリン、石油ナフサなど	

�- C - OH
H
H
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すべての有機溶剤は空気よりも重い

 ベンゼン
C6H6: M.W.78

空気の比重(N2; 80%, O2;20％= 分子量28.8)

Ｈ- C - OH
H

H
メチルアルコール

CH3OH: MW32
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有機溶剤が拡散するイメージ	 
←水にドライアイス入れて	 
　発生するミスト	 

地上を歩いていても	 
気付かないが、	 
近くに地下ピットがあると	 
有機溶剤中毒が発生。	 
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鋳物工場：�
離型剤塗布作業�
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地下ピットの�
塗装作業�

シクロヘプタン	 
分子量：100	 
空気より3.5倍重い	 
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１）有害物の使用中止、代替品の使用	 
２）生産工程・作業方法の変更	 
３）密閉化、自動化、遠隔操作	 
４）局所排気	 
５）全体換気	 
６）個人保護具	 
	 

もとから断つ	 

曝露低減の方法、優先順位	 
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発生源対策	

	 
	 
	 
	 

ディーゼル車から電気自動車へ	 

排気ガスの発生ゼロ、騒音対策としても有効	 
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代替化：シンナー塗料→水性塗料	
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石綿→人造鉱物繊維 
　　への代替化	

青石綿（クロシドライト）	 

茶石綿（アモサイト）	 
「せきめん読本」より転載	 

悪性胸膜中皮腫、石綿肺、肺癌	 
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代替化：石綿→セラミック繊維	

人造鉱物繊維の健康障害（発がん性）に関して	 
十分な評価は終わっていない→石綿に準じた扱いが必要	 

「ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針」（平成５年）	 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働衛生のしおり	 
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労働衛生のしおり	 令和元年度p392〜406	 
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補助具で密閉化	 
不適切な開け方	 

ラックと蛇口で密閉化	 

×空き缶の蓋が開けっ放し	 



有機溶剤の人体への曝露経路	

•  経気道	

•  経皮	

•  経口 	

• 高濃度: 急性中毒	
• 低濃度: 慢性中毒	
• 単一物質の中毒	
• 複合物質の中毒	

トルエン含有防錆剤	 
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有機溶剤の高濃度中毒：エーテル麻酔	

布製のマスクを鼻に	
かぶせ、エーテルを	
垂らす	
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イギリス、医学博物館	 

エチルエーテルの濃度（20℃）	
155(mmHg) = 0.203 =20.3％	
760(mmHg)　　　　　＝203,000ppm	
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ヘップサンダル	 

ローマの休日とわが国の 
産業保健のかかわり	
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特定化学物質障害予防規則：製造禁止物質 
　ベンゼンゴムのり（低濃度長期間曝露）⇒白血病、再生不良性貧血 
　	



34	 

有機溶剤含有糊	
経皮吸収	



35	 

アルコールの経口摂取による急性症状	
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代謝速度(半減期= 4 hr)の有機溶剤	
翌日に残らないので、作業終わりに採尿	



代謝速度(半減期= 16 hr)の有機溶剤	
翌日に残るので金曜日の作業終わりに採尿	



半減期が非常に長い（鉛など） 
いつ検体を採取しても良い	

T=infinite	 

T=24	 hrs	 

T=12	 hrs	 

T=1	 hr	 

蓄
積
量



産業医大の安全衛生活動	
中央安全衛生委員会（年２回）	

大学病院	
安全衛生委員会	

（毎月）	

大学等安全衛生委員会	
(医学部、産業保健学部、研究所）	

（毎月）	

委員長：学事部長	
産業医：友永、山本	

衛生管理者：大和、大森、樋上	

事務局本部等	
安全衛生委員会	

（毎月）	

●産業医巡視：毎月３つの研究室を巡視、	
　　　　約70の単位作業場所（研究室、講座、部署）を3年で1巡	
○衛生管理者巡視：週１回の巡視を3名で交代に担当	
●安全衛生委員会：2020年2月で第300回	

若松病院	
安全衛生委員会	

（毎月）	



産業医大の労働安全衛生活動	
•  1995年：職場巡視（月１回）を開始	
•  2004年：OSHMSを導入	

職場巡視（腕章）	 ホルムアルデヒドの曝露を指摘	

作業環境測定にて	
第３管理区分	

作業環境改善	効果確認	

作業環境測定にて	
第１管理区分	

リスク等管理計画	
の作成	



大学等安全衛生委員会の活動内容	 
●各講座等の安全衛生推進者を任命、および	 
　　　　　　　　　　　安全衛生教育の実施（年１回）	 
●年間目標、年間計画の策定	 
●リスクアセスメントの実施（年１回）	 
●定期的な活動	 
　＊職場巡視：（月１回、３研究室）	 
　＊安全衛生委員会（月１回）	 
　＊労災事故の原因分析・予防（発生時）	 
　＊過重労働対策（残業時間を把握）	 
　＊復職面談（発生時）	 

　＊作業環境管理（有機則、特化則、事務所則）	 
　	 　巡視→指摘→測定→リスク等管理計画策定→改善→評価	 

●内部監査（毎年2月）	 事例呈示	 



産業医大：OSHMSに基づく職場巡視 
作業環境管理上の問題点と対策の状況	 
　　　　2004年当時の問題点は、2009年までに解決	 

•  有機溶剤（ホルムアルデヒド、キシレン）対策	 
–  解剖学実習室	 第３→第１管理区分に改善：事例呈示	 

–  解剖学処置室	 第３→第１管理区分に改善：事例呈示	 

–  病理学研究室	 第３→第１管理区分に改善：事例呈示	 

–  病理所見検討室 	 第３→第１管理区分に改善：事例呈示	 

–  病院病理部 	 	 	 　　	 	 　　　：事例呈示	 

–  法医学解剖室	 第３管理区分：第１管理区分に	 

–  ご遺体保管庫	 第３管理区分：対応不能⇒保護具義務づけ	 

•  その他	 
–  建物周囲の鳩対策	 

–  事務室：夏季に室温が28度を超える、冬季に湿度が40％以下に	 

–  教育職、医療職の過重労働　　　　　　　　　　	 
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密閉化前：ホルムアルデヒド注入室	

改善前：非密閉式容器で濃度調整、	 
柄杓ですくって、開放式の点滴瓶を使用	 
Ａ測定：2200ppb、Ｂ測定：2600ppb（管理濃度：250ppb）	 
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密閉化後：	

改善後	 
開放式→密閉式	 
2100ppb→60〜100ppb	 透析室で排気される廃品の	 

点滴バッグに高さを利用	 
してホルマリンを補給	 

改善前：開放式	 
改善後：密閉式	 
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局所排気と全体換気	 

外付け式フード	 

上方吸引	 

下方吸引	 
側方吸引	 

囲い式	 

主ダクト	 

排気口	 

排気
ダクト	 

空気清浄
装置	 

排風機	 

「やさしい局排設計教室」
沼野雄志著	 

掃除機と同じ	 
しくみ	 
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全体換気の焼き肉屋：効率悪い	 

上方吸引式	 
局所排気	 

下方吸引式	 
局所排気は	 
効率良好	 
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局所排気	 

有害物質（粉じん、ヒューム、���
ミスト、ガス、熱気、臭気）が���
作業環境に拡散する前に、発生源の
そばに吸い込み口を設けて、���
局所的かつ定常的な吸引気流を作り、���
その気流にのせて作業者が有害物質
に曝露されないように外へ出す方法	 
	 



A (m2)�
�
�

局所排気装置のポイント	 
囲い式フードの方が外付け式よりも効率が良い	 
第１選択：囲い式　　　　　第２選択：外付け式	 

「やさしい局所排気設計」沼野雄志著�

Ｖc	 

Ｘ	 
Ａ	 



制御風速：作業者が曝露を受けないために必要な風速	 

制御風速 (m/秒)� 有機溶剤� 粉じん�
囲い式フード� 0.4� 0.7�

�
外付け式�

側方吸引� 0.5� 1.0�
下方吸引� 0.5� 1.0�
上方吸引� 1.0� 1.2�
回転物� ー� 5.0�

捕捉点＝制御風速を測定する位置�
�・囲い式フードは開口面�
�・外付け式は有害物と作業者の間�



囲い式フードの制御風速�
有機溶剤 0.4m/秒�

  粉じん 0.7m/秒�

A (m2)�
�
�

局所排気装置のポイント	 
囲い式フードの排気風量と制御風速	 

Q(m3/分)	 =	 60×A×V	 

「やさしい局所排気設計」沼野雄志著�

Ａ：開口面積（ｍ２）	 
Ｖ：風速（ｍ／秒）	 

Ｖ：風速	 



密閉化：囲い式フード(病理学) 

労働安全衛生総合研究所	 



有機溶剤対策＝排気確保＋囲い式フード	 



有機溶剤対策に必要な風速	 
　　　0.4ｍ／秒	 

ポイント：囲い式フードの開口面は小さくする	

粉じん対策に必要な風速	 
　　　0.7ｍ／秒	 

この線より下で使用する、というマーク	 気流チェック用ミラーリボン	 

囲い式フード：開口面積と風速は反比例	 



ドラフトの稼働・メンテナンス状況が 
一目で分かるミラーリボンを配布	 

有機溶剤を取り扱う場合の制御風速：0.4m/sec（左：約30度なびく）�
粉じんを取り扱う場合の制御風速：�0.7m/sec（右：約60度なびく）�
フードに貼付けておくことで、毎日チェックが可能。�

農業で雀除けに使われる、30メートルで100円程度�



外付け式フードで得られる風速
は距離の二乗に反比例	 

開口面の風速を	 
100％とすると	 
直径と同じ距離
離れた位置の	 
風速は約10％	 

ポイント２： 
外付け式フードは 
なるべく近づける	



外付け式フードの排風量Ｑ(m3/分)	

Ｑ	 =	 60×Ｖc×(10Ｘ2＋Ａ)	 
　　　　Ａ：開口面積(m2)	 
　　　　Ｘ：距離(m)	 

Ｑ=60×0.75×Ｖc×(10Ｘ2＋Ａ)	 

自由空間（フランジなし）	 

自由空間（フランジあり）	 

「やさしい局所排気設計」沼野雄志著	 

Ｖc	 

Ｘ	 
Ａ	 

Ｖc	 

Ｘ	 
Ａ	 

フランジがあると	 
風速が強くなる	 



フランジで吸引効率２割アップ	 

On/Off	 
スイッチ	 

On/Off	 
スイッチ	 

フランジ	 フランジ	 
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外付け式は直近で吸引 
フランジで吸引力アップ	

フランジ	 
煉瓦に接触する部分	 

は折れ曲がる	 



吸引効率を高めるフランジ設置	 
（クリアファイルを利用）	 

第１管理区分	 

病理学のホルムアルデヒド対策	 
	 



実験動物用 
エーテル麻酔の改善	 
全体換気→局所排気を自作�
���������������（囲い式フード）�



動物実験：有機溶剤、臭い対策	 

作業場所が移動しても�
吸引口を左右にスライド�
できるようにレールを設置�



 風量:9.7 m3/分 
フランジを併用すれば 
机手前でも0.6m/秒	



外付け式局排： 
アクリル板を置いて囲い式に改善	 

吸引効率の改善	 

動物研究センターの事例	 



病院病理のホルムアルデヒド対策：改善前	 吸引口と�
作業位置が�

離れすぎ�

吸引口と�
作業位置が�

離れすぎ�
上方吸引式フード	 

パラフィンを	 
溶かすコンロ	 



作業台手前でも	 
気流確保	 



吸引口が	 
遠すぎ	 

プレパラート	 
枠（表面積大） 
も発生源	 

病院病理部（染色瓶）のキシレン対策の問題点	 



プレパラート枠：	 
表面積が大きい分、	 
大量のキシレン揮発	 

吸引口	 

病院病理部（染色瓶）のキシレン対策の問題点	



半囲い式に	 
改善するだけで	 
解決。	 
一番手前でも	 
吸引可能。	 
	 
スライドグラス	 
ホルダーも	 
排気口の前に移動	 
	 
	 

病院病理部（染色瓶）のキシレン対策	



代表的な効果のない対策：第２病理学研究室	

サクラ社製卓上型局所排気装置＝室内に拡散希釈 
　 	 	 	 	 	 	 　　しているだけ	 

吸い込んで、	 
室内に排気。	 
無意味な対策	 
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排気口に箱を設置し、ダクトで屋外へ。	 
　　　　　　　　　　　　　活性炭フィルターは抵抗になるので撤去	 



病理学研究室のホルムアルデヒド問題：改善前	

換気扇	 
吸引口	 

空気清浄機では	 
ガス状物質は	 
除去不可能、	 

かつ、	 
空気の流れを	 

乱す	 

作業位置が	 
換気扇から	 
遠すぎる！	 

窓の隙間	 
から排気	 

排気	 
ダクト	 



換気扇	 
にダクト	 

吸引口	 
の間近で	 
作業	 

空気清浄機	 
は撤去	 

板の穴	 
から排気	 

病理学のホルムアルデヒド対策：改善経過	 
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終形	 
天井裏にファン、ダクト
を通して屋外へ排気	 
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歯科口腔外科の	 
新規実験室でも	 
天井排気を	 
局排に改造	 

結び目にスポンジを	 
かませてテンションを掛け	 
箱を天井に密着	 
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共同利用研究施設	 
自動包埋器の開口部に	 
アクリルの箱を置き、	 
天井排気装置に接続＝局所排気化	 
	 



 
医療機関におけるホルムアルデヒド対策 

　解剖学実習室、病院病理、動物実験の対策	

•  産業医科大学　	

•  　産業生態科学研究所	

•  　　大和　浩、永渕祥大	

•  　　田中勇武	

•  　医学部第1解剖学　	

•  　　菊田彰夫	

•  　　中島民治	

•  　産業保健学部	

•  　　欅田尚樹	

1005	 日本産業衛生学会	 
　第9回医療従事者のための産業保健研究会　医療機関に必要な化学物質管理	 

産業医大解剖学実習室：実習中の学生の胸元で43〜62ppb	 



2004〜5年に作業環境改善を必要とした場所 
　　　　　　　　　　（2010年までに対策終了） 

	– 解剖学実習室:1380 ppb→ 40〜50 ppb	

– 解剖学処置室：密閉化と閉鎖回路の開発	

– 病理学、法医学研究室：全体換気を局所排気に転用	

– 実験動物棟：局所排気の新設	

– ご遺体保管庫：保護具で対応	

解剖学実習室のホルムアルデヒド対策は、	 
学生の曝露防止だけでなく、長年働く	 
教職員の作業環境管理という観点から重要	 



・F医科大学： 	 	1260 ppb 	

・OT大学医学部： 	1200 ppb	

・K大学医学部：	 	 752 ppb	

・OK大学医学部:	1800 ～ 3800 ppb	

・H大学医学部：  1200 ～ 3000 ppb	

・産業医科大学：	 	1380 ppb	

 2002〜2008年の評価基準は250 ppb	

2004年頃、各大学の解剖実習時のFA濃度測定結果	 



当初の解剖台	 

対策前	 

全体換気200m3/分で1010ppb	 

2002年の基準値	 
（250ppb）より	 

4倍高い濃度	 



排気口	 排気口	

排
気
口	

1
9
.5

 m
	

24m	

全体換気：排気口3カ所	

実習台：26台	

空気清浄機：11台 
FA除去率50% 

排気ダクトにより屋上から排気	

対策前の実習室	 



対策方針＝全体換気を局所排気に転用 
　（有害ガス対策に共通の考え方）	

全体換気の強化でFA濃度を1000ppbから、	 
４分の１（2002年,厚労省ガイドライン評価基準：250ppb）に
下げるには、換気能力を４倍にする必要あり。	 
しかし、それは物理的、金銭的に困難	 

　FA発生速度（m3/分）	 
　全体換気量（m3/分）	 

平均濃度(ppb)＝	 

ホルムアルデヒド発生速度、換気量と濃度の予測式	 
	 



完成写真：実習中の作業姿勢を配慮することが大切 
→下方吸引式を選択	

前屈みになっても学生が	
FA曝露を受けない	



86	

試作１号	 ：全体で200m3/分、1台8m3/分でできる対策を検討 
粉じんを模擬発生源としてフードのデザインを検討： 

粉じん濃度をリアルタイムモニタリングして機能チェック

解剖台内側

排気風量      8m3/min：吸引口３箇所　
　（頭部/体部/下腿部）

解剖台外側

模擬発生源　　　　
（スモークテスター）



87	

試作１号　リアルタイムモニタリング（粉じん）結果

段ボールでデザインの模索

8m3/分でも解剖台外への漏れはない

局所排気装置を用いた改善は有効
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—―解剖台内側　—―解剖台外側
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従来の解剖台

吸引口

試作２号：解剖台上面の 
四方向に吸引口を後付け	
（ブリキ製の試作品）

吸引口

主ダクト主ダクト
プリナム　
　チャンバー

枝ダクト

88	



かん	

プリナム　　 
チャンバー	

主ダクト	
枝ダクト	

完成した解剖台	

89	



４方向の	

吸引風速を確認	

上面四方向に 
吸引口	

90	



試作３号：吸引口の風速測定	

×
×

×

×× ×

×× ××
×

×

0.56	 0.57	

0.46	

0.47	

0.57	

0.58	 0.57	

0.60	0.60	

0.55	

0.58	

0.52	 Q：排気風量 
（8 m3/min）	

吸引口風速： 
 0.46～0.60 m/s	

★プレナムチャンバーを介すことで、 
　吸引口4方向から均一に排気することを確認	 91	



頭部も下腿部も良好
な下方気流	

完成品 
空気の流れを確認①	

92	



ホルムアルデヒドを用いて局排型解剖台の有効性を評価	

排気装置：8m3/分	

測定条件：	

局排稼働　1)フード外 
　　　　　2)フード内 
局排停止　3)フード外	

FA発生源（10％ホ
ルマリンに浸した
紙タオル）	

測定：呼吸領域	
FA測定器（ホルムテクタ
Ⅱ）の出力電圧をリアルタ
イムモニタリング、HPLC
法による定量で補正	
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局所排気 全体換気

局所排気稼働中はフード外への拡散はない	
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局所排気	 局排オフ	

フード外50 
ppb	

480ppb	

フード内　	

405 ppb	

局所排気オン	

屋外	

解剖室ベースライン：50 ppb	

Yamato et al. J Occup Health. 2005; 47: 450-453.A Novel Local Ventilation System to Reduce the Levels of Formaldehyde Exposure 
during a Gross Anatomy Dissection Course and its Evaluation Using Real-Time Monitoring.	



局排型解剖台の 終形	 PET樹脂製の壁	
特許第4482669号	 



可撓式の壁
で囲い式フード 

として機能 
 

（特許第4482669号 
   　　　　2010年）	

・実習の妨げとならないフラン　	
　ジの取り付け：⇒囲い式フード	
・フランジ材質：⇒PET樹脂製	

　作業姿勢への影響は小さい	





8階屋上から排気	

柱	 柱	 柱	

柱に沿わせた排気ダクト3本	

黒板の裏側に排気ダクト2本	

局排型解剖台導入後、実習室平面図	 



垂直ダクトは柱に沿わせて、水平ダクトの上に 
机を配置して教科書も置けるように工夫	

施設課と	
メーカーの	
連携	

ダ
ク
ト

ダ
ク
ト	

ダ
ク
ト	



FAの発生は、開口面積に比例	 
→開口面は小さい方が有利	 

組織片を入れる容器にも配慮	 
・開口面積が小さい⇒発散量が小さい	 
・蓋つきで密閉ができる	 



有機溶剤の蓋の工夫と共通：開口面を小さく	 



2010年	 
FAが特化物 第2類 
　管理濃度が 
   250→100ppbに強化 
されても第１管理区分	

２日連続作業日で測定	 

Ａ測定：1日目33ppm,2日目36ppm、総合34ppm	 
Ｂ測定：44ppm　　　第1管理区分（適切）	 



欅田ら	

産医大独自の測定	



その他の事例：解剖学処置室：対策前�
(ご遺体保存液注入作業)�

• 作業環境測定：ホルムアルデヒド第３管理区分	 

密閉の出来ない瓶から10％ホル
マリンを点滴していた	 
＝ホルムアルデヒド発生	 

37％ホルマリンを10％に希釈し
て保存。右側の密閉式でないバ
ケツを使用していた	 



解剖学処置室、 (2006年）ガイドライン評価基準：250ppb(当時) 
6
.
4
m
	 

5.7m	 

1900 ppb�

2100 ppb�

1900 ppb�

1900 �
ppb�

3700 ppb�

B測定：2600 ppb�



解剖学処置室：改善の内容	 
• 発生源（ホルマリン保存容器）の密閉化	 

蛇口つきの密閉式タンク	 

非密閉式	 



解剖学処置室：改善の内容	 
• 発生源(ホルマリン点滴容器)の密閉化	 

人工透析で使用・廃棄される点滴パッ
ク（ 大４リットルの液体が入る）に
変更＝密閉式の点滴システム	 

改善前：	 
非密閉式	 



全体換気を局所排気として利用	 
• ホルマリン原液の希釈作業に対する局所排気	 

天井排気装置	 

発生部位に外付け式局所排気	 

プリナムチャンバー	 



ホルマリン取扱の完全密閉化	 

囲い式フード	 
ジョイント式コネクター	 
透析液バッグを改造	 



6
.
4
m
	 

5.7m	 

B測定： 
2600	 ppb→	 8	 ppb	 

対策後の 
作業環境測定結果	 
(2010.3.2.)	 

1900→7ppb	 

1900→	 6ppb	 1900→5ppb	 3700→	 6ppb	 

2100→	 6ppb	 

ガイドライン評価基準：250ppb	 
　　↓	 
特化物第２類：	 
管理濃度100ppbに強化	 
(2008年03月）　	 



病理学所見検討室：対策前	
•  作業環境測定：ホルムアルデヒド第３管理区分	

廊下から見えないように	
ドアを閉めて作業を行う	
→メイクアップ・エアなし	
（新鮮空気の供給がないと排気されない）	

廊	
下	

検討室の	
天井排気	
17m3/分	

保管庫の	
天井排気	
12m3/分	

奥の	
保管庫	



病理所見検討室	

保管庫	

廊下	

4
.5

m
	

5.4m	

740 ppb�

1500 ppb�

900 ppb�

650 ppb�

2600 ppb�

B測定：3300 ppb�

部屋の真ん中で	
ホルマリンの希釈	

臓器の水洗	

当時のガイドライン評価基準（250ppb）から	 
2008年、特化則第２類、管理濃度（100ppb）に	 



病理所見検討室：改善の内容	
•  天井排気（全体換気）を局所排気に改善 

　作業場所：水洗作業、作業台	

天井排気：17m3/分を分配　→　流し　：3.4m3/分	
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 作業台：3.8m3/分	



メイクアップ・エアを利用したプッシュプル	
廊下から入った空気は部屋の中央
を通り、奥の保管庫へ流れ込む	

保管庫入口にスクリーン
で漏斗型の吸引口を作
り効率アップ	
ワンタッチで設置可能	

廊下側の出入口に目
隠しとなり、かつ、メイ
クアップ・エアが確保	
可能なカーテンを設置	

　0.5m/s	
（廊下から保管庫へ）	



メイクアップ・エアを 
利用したプッシュプル	

床上作業は、保管庫入口に限定	
	 風速: 0.5〜0.6 m/s	

ここにムービーを	
いれたい	



第３管理区分から 
第１管理区分に改善	

保管庫	

廊下	

5
.0

m
	

5.4m	

650→ 29 ppb�

740→ <25 ppb�

1500→ 26 ppb�

2600→ <25 ppb�

B測定：3300 ppb�
→ 25 ppb以下�

ガイドライン評価基準：
250ppbから特化物、	
管理濃度100ppbに変更	
(2008年03月）　	

900→25 ppb�

廊
下

か
ら

の
空

気
の

流
れ

	



流し部分：外付け式→囲い式フードにさらに改善	

•  銀マット（レジャーシート）と 
ゴミ袋でデザインを検討	



デザイン決定後、 
囲い式フードを発注 
＋排気装置も増設	

排気ファン　34万	 
排気フード　27万	 
ダクト関係　61万	 
電気工事等　	 7万	 
その他　　　41万	 
合計　　　170万円	 



病理所見室：シンク対策 終形は囲い式フードに改善	

170万円	 

臓器保管バケツ	 
をシンク内で	 
ずらすことが	 
できる切れ込み	 
とドア	 



•  粉じん	
•  熱、寒、湿	
•  騒音	
•  坑内作業	
•  鉛	
•  酸素欠乏	

作業環境測定を行うべき10の作業場（施行令第21条）	

	下線：産業医大で対象となる有害業務（しおり220頁）	

• 放射線（治療、研究部門）	
• 特定化学物質 
　　（ホルムアルデヒド：解剖、病理）	
• 有機溶剤 
　　（キシレン：病理部の脱パラ作業）	
• 事務所	

産業医大、年間実績例：	
　　放射線業務常時従事者健診24名、RI健診713名、 
　　ホルムアルデヒド健診31名、有機溶剤取扱者健診30名	 141	 



産業医大、有害業務に関わる作業環境測定と特殊健診実施の方針	

１，業務として行っている解剖学、病理学、法医学、病理部は実施 

　（ホルムアルデヒド健診31名、有機溶剤健診30名）	

２，研究業務に関しては、少量取扱いであり、原則、実施しない 
（ただし、「作業環境測定必要物質報告書」を提出し、 
物質名、量、作業頻度、作業内容、作業場所（ドラフト内）等の
情報を聴取。産業医、衛生管理者の意見を踏まえ、安全衛生
委員会で審議）	

研究室における少量取扱の有機溶剤
への対応は、ドラフトチャンバーの風
速をスモークテスターで確認し、作業
はチャンバー内に限定させる。 
申告漏れ防止として購入物品履歴も
チェックし、法令の趣旨に則った管理	

142	 



有機溶剤健康診断の項目	
① 業務歴の調査 
② 有機溶剤による健康障害の既往歴 

自覚症状、他覚症状の既往歴 
尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査 
　（病院病理部：脱パラフィンにキシレン→尿中メチル馬尿酸） 
貧血検査 
肝機能検査 
腎機能検査 
神経内科学的検査（膝蓋腱反射、アキレス腱反射） 

③ 自覚症状、他覚症状（皮膚の角化）の検査 
④ 尿中の蛋白の有無の検査	

143	 



平成20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報告書（厚生労働省） 
「医療現場におけるホルムアルデヒドについて」	

144	 



http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1211-16c04.pdf	 145	 


