
労働衛生（有害業務に係るもの）重要項目

１．作業環境測定

（1）Ａ測定　：　単位作業場所全体の有害物濃度の平均的な分布を知るために実施
（2）Ｂ　〃　 ：　有害物の発散源に近接した作業位置における最高濃度を知るために実施

　　間欠的に有害物の発散を伴う作業時の作業者の暴露はＢ測定で評価する

　単位作業場所：労働者の作業中の行動範囲と有害物質
　 　　　の濃度等の分布状態等を考慮して、

Ｂ測定 　　　作業環境測定が必要とされる範囲。
最高濃度
を調べる

　発散源

Ａ測定（平均濃度を調べる）

（3）管理濃度　：　作業管理の良否を判断する際の管理区分を決定する為の指標

（4）管理区分　：　
Ａ測定とＢ測定を併せて行う場合はＡ測定の測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値
及びＢ測定の測定値に基づき、単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分までのいずれか
に区分する。

第１管理区分：　現在の管理の継続的維持に努める
第２　〃　　：　作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努める
第３　〃　　：　作業環境を改善するため必要な措置を講ずる。保護具着用、必要に応じ健康診断実施
（いずれの場合も安衛法に定められた頻度で測定要）

（5）測定頻度　：　別シート「安衛法（有害業務）」の作業環境測定欄参照

２．有害物質による職業性疾病

　(1)金属

　①カドミウム　：　急性中毒で上気道炎、肺炎。慢性中毒で肺気腫
ハイキシュ

、腎障害
　②マンガン　：　慢性中毒では筋のこわばり、ふるえ、歩行困難

　③水銀（金属水銀中毒）　：　手指のふるえ、精神障害‥‥水俣病

　④ベリリウム　：　接触性皮膚炎、皮膚潰瘍
カイヨウ

、肺炎　慢性中毒で慢性ベリリウム肺

　⑤鉛　：　貧血、末梢
マッショウ

神経障害、腹部の疝痛
センツウ

、腎障害
ジンショウガイ

　⑥クロム　：　皮膚障害、鼻の障害（鼻中隔穿孔
ビチュウカクセンコウ

）、肺がん、上気道がん　←要暗記

　⑦砒素
ヒソ

　：　砒素
ヒソ

中毒
チュウドク

では角化症、黒皮症等の皮膚障害、鼻中隔穿孔
　　　 三酸化砒素：　肺がん、皮膚がん

作業測定結果の評価と管理区分 Ａ測定

第１評価値＜管理濃度第２評価値≦管理濃度≦第１評価値第２評価値＞管理濃度

Ｂ Ｂ測定値＜管理濃度 第１管理区分 第２管理区分 第３管理区分

測 管理濃度≦Ｂ測定値≦管理濃度の１．５倍 第２管理区分 第２管理区分 第３管理区分

定 Ｂ測定値＞管理濃度の１．５倍 第３管理区分 第３管理区分 第３管理区分

Ｂ測定が管理濃度の１．５倍超又はＡ測定の第２評価値が管理濃度超で第３管理区分）

「マンガン中毒で指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫など」
「 〃 甲状腺障害、門歯・犬歯の黄色環などの症状・障害」は共に誤り

←要暗記

よく出題される誤った表現

・Ｂ測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、Ａ測定の結果に関係なく第三管理区分に

区分される
⇒Ｂ測定の測定値が管理濃度の１.５倍を超えている場合はＡ測定の結果に関係なく第三管理区分となる



　(2)有機溶剤
　①有機溶剤全般：ａ中枢神経系（脳）の麻酔作用による頭痛、めまい、失神、

ｂ脂溶性による皮膚、粘膜の刺激作用や障害（皮膚からも吸収される）水溶性の
　ものあり皮膚の角化、結膜炎などがある
ｃ空気より重く、一般に揮発性と引火性がある（ハロゲン化炭化水素は難燃性）
ｄ主な尿中代謝物　：　キシレン：メチル馬尿酸　トルエン：馬尿酸
ｅ低濃度の繰り返しばく露による慢性中毒では、頭痛、めまい、記憶力減退、不眠など

　の不定愁訴
フテイシュウソ

がみられる
　②トルエン　：　急性：麻酔作用による中枢抑制　慢性：不定愁訴：頭痛、めまい、倦怠感
　③ベンゼン　：　造血器障害（再生不良性貧血）、白血病
　④ノルマルヘキサン　：　多発性神経炎 ←要暗記
　⑤二硫化炭素　：　神経障害（意識障害、精神異常）
　⑥酢酸メチル　：　視神経障害（視力低下、視野狭窄）
　⑦トリクロルエチレン　：　多発性神経炎
　⑧塩化炭化水素　：　肝障害、腎障害
　⑨メタノール　：　視神経障害
　⑩Ｎ、Ｎ-ジメチルホルムアミド　：　頭痛、消化不良、肝機能障害

　(3)特化物
　①シアン化水素：　体の細胞内の呼吸を障害し、咽頭痛、胸苦しさ、呼吸困難、意識消失、けいれん、

呼吸麻痺
　②一酸化炭素：・無臭、無色の気体、物が不完全燃焼した場合必ず発生する。

　　　　 ・体内各組織の酸素欠乏状態（血液内の赤血球中のヘモグロビンと強く結合するため
酸素が結合できない。酸素とヘモグロビンの親和性の約２００倍）

　　　　・息切れ、頭痛、虚脱、意識混濁。後遺症：物忘れなどの精神・神経症状や植物人間状態
　　　　・喫煙者のヘモグロビンは、非喫煙者と比べて一酸化炭素と結合しているものの割合

が高い

　③塩素：　次亜塩素酸塩は酸との反応により塩素ガスを発生させ、中毒災害を起こすので混触を
　　避ける。流涙、咽頭痛、咳等の粘膜刺激症状。高濃度で肺水腫。

　④石綿（アスベスト）：　石綿
セキメン

肺
ハイ

（胸膜
キョウマク

に肥
ヒ

厚
コウ

な石灰化）、肺がん、胸膜中皮種
キョウマクチュウヒシュ

　←要暗記
　⑤ベータ-ナフチルアミン　：　膀胱がん
　⑥塩化ビニル：　肝血管肉腫
　⑦コールタール：　皮膚がん、肺がん、膀胱がん、陰嚢がん

　⑧弗化水素：　肺炎、肺水腫
ハイスイシュ

、骨の硬化、斑状
ハンジョウ

歯、歯牙酸蝕症
シガサンショクショウ

　⑨アクリルニトリル：　皮膚接触で水泡。蒸気吸入でふるえ、頭痛、めまいなど中枢神経症状
　⑩二酸化硫黄（亜硫酸ガス）：　粘膜刺激症状、急性中毒で咳、目の痛み、呼吸困難、慢性中毒で歯牙酸

食症、慢性気管支炎
　⑪ベンジジン　：　膀胱がん
　⑫ビス（クロロメチル）エーテル　：　肺がん

　(4)その他
　　・二酸化窒素：　粘膜刺激、歯牙酸蝕症、慢性気管支炎、胃腸障害（大気汚染物質、窒素酸化物）

3．職業性疾病（一般）

　(1)金属熱、減圧症等
　①金属熱：　鉛や亜鉛のヒュームが空気中で酸化した酸化亜鉛等を吸入後数時間して発生する

　　発熱、悪寒、関節痛など。発汗と共に解熱。高温環境とは無関係
　②振動障害：　・局所振動障害：レイノー現象などの末梢循環障害、末梢神経障害、関節痛などの

　筋骨格系障害を起こす。機械的な振動に寒冷の暴露が重なると起こりやすい（冬季に
　発生しやすい）
・建設機械等の運転により、全身が低い周波数の振動に暴露され、不快感、腰痛や頸部痛
　などの脊柱障害を起こす。

　③減圧症：　潜水士などが潜水時に気圧増加等により空気が血液に溶け込み、浮上時に急激
　　に圧が正常に戻る時、窒素の気泡が血管を閉塞し、皮膚のかゆみ、関節痛、呼吸困難
　　等を起こす。

　(2)低温
　・凍傷：　０℃以下の寒冷による組織の凍結壊死
　・凍瘡：　しもやけ　０℃以下の寒冷と湿気による
　・低体温症：　体内温度が全体的に３５℃以下に冷やされ発生。意識消失、筋の硬直

「一酸化炭素による中毒では、ヘモグロビン合成の障害による貧血や溶血など」は誤り

「酸素の気泡が血管を閉塞」は誤り

「凍結壊死を伴うしもやけ」は誤り



　(3)高温：　熱中症（高温条件による障害）
　・熱虚脱：　皮膚に血液がたまり、循環血液が減少し循環不全を呈する。頭痛、めまい、

　　耳鳴り、血圧低下、失神

　・熱痙攣
ケイレン

：　発汗により塩分が喪失したところに水だけを飲むと血中塩分が低下し発生す
　　る筋肉けいれん

　・熱射病：　熱調節中枢の機能の変調により発汗が停止し体温が４０℃以上となり、意識
　　障害やうわごとを言う、肝障害や異常出血も

　・熱疲労：　高温下の作業を何日も続けた場合、だるさ、食欲不振により体重が次第に
　　減少する熱衰弱とも言う

　(4)非電離放射線

　　・紫外線（波長短い）：　電光性眼炎（アーク溶接の光で目が痛くなる病気）、皮膚がん
　　・レーザー光線（単一波長）：　網膜火傷、皮膚火傷、熱凝固

レーザー機器の出力パワーなどに基づくクラス分けに
応じた対策を行う

　　・赤外線（波長長い、熱線）：　白内障
　　・マイクロ波（波長長い）：　白内障、組織壊死

　　　　 皮膚、脂肪層を通過し、筋肉に吸収されて体温上昇作用を生じる
　　　　（電子レンジで使用されている）

　(5)電離放射線（エックス線、ガンマ線等）：　造血系障害、発ガン（白血病など）、白内障、
遺伝的影響

・電離放射線を放出する元素には、ウラン、ラジウムなど天然に存在するものと、コバルト６０、
　イリジウム１９２など人工的に作られたものがある。
・エックス線は、通常、エックス線装置を用いて発生させる人工の電離放射線であるが、放射
　性物質から放出されるガンマ線と同様に電磁波である。
・電離放射線の被ばくによる発がんと遺伝的影響は確率的影響に分類され、発生する確率が
　被ばく線量の増加に応じて増加する。

　(6)粉じん（金属粉、炭素含有粉、その他の粉じん）：　じん肺（肺結核、続発性気管支炎、続発性気胸、
原発性肺がんなどを合併することがある）‥粉じん（種類に関係なく）の吸入により起こる

じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病

①けい肺：　遊離けい酸（鉱業・隧道建設等の坑内作業、鉱物業の砂型作業、石材加工、
　ガラス工業などで発生）の吸入により発症。線維性の結節が形成される。

②溶接工肺：　溶接に際して発生する酸化鉄ヒュームのばく露によって発症するじん肺
③米杉、ラワン：　喘息
④石綿肺{2.(3)特化物④石綿の項参照}もじん肺の一種

放射線照射

身体的影響 早期障害
（数週間以内）

造血系障害

消化管障害

中枢神経系障害
皮膚障害

晩発障害

（数ヶ月～
数十年）

発ガン

白内障

寿命短縮
胎児障害遺伝的影響

「複雑な波長を有す」

「連続スペクトル」は誤り

・「けい肺は、鉄、アルミニウムなどの金属粉じんによる肺の線維増殖性変化を主体とする

疾病」は誤り

・遊離けい酸は石灰化に伴う胸膜肥厚、胸膜中皮種は誤り。石灰化に伴う胸膜肥厚、胸膜中皮

種は石綿肺

波長短い

波長長い

可視光線

「金属熱は、高温により体温調節機能が障害を受けたことにより発生」は誤り

（熱中症ではない）



　(7)高温対策
　・ＷＢＧＴ：　気温に湿度、放射熱を加味した暑さの総合的指標。高温環境の評価に用いる

　(8)騒音
　①騒音性難聴：・一定レベル以上の騒音に長期間さらされた場合に起こる。内耳の有毛細胞の

　　　　　変性と脱落による。４０００Hzの聴力低下かから始まる

　　　　・初期には気付かない（通常の会話音より高い音から始まるため）
　　　　　直りが悪く静かな職場にかわっても回復しない

　②騒音によるストレス反応（激しい精神疲労による自律神経系や内分泌系にも影響を与える）
　　騒音ばく露により、交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある。

　③等価騒音レベル：　単位時間あたりの騒音レベルをエネルギー的に平均化した評価値で、変動する
騒音に対する人間の生理・心理的反応とよく対応する

　④Ｃ
５ 

dip（Ｃ
５
 ディップ）：　騒音性難聴の初期に認められる４０００Ｈz付近から始まる特徴的
　　　な聴力低下の型

　⑤Ｈz：　音の周波数を表す単位　　dＢ：　騒音レベルを表す単位

　(9)酸欠
　　　酸素濃度％ 症　　状
　　16～12 脈拍・呼吸数増加、集中力低下、頭痛、吐き気、耳鳴り
　　14～9 判断力低下、酩酊状態、記憶消失、体温上昇、全身脱力、ﾁｱﾉｰｾﾞ
　　10～6 意識不明、中枢神経障害、痙攣、不規則な呼吸、ﾁｱﾉｰｾﾞ
10～6持続、それ以下 昏睡、呼吸停止、数分後心臓停止

３．特殊健康診断

（1）目的と意義、特徴
　・労働衛生上健康に有害な業務に従事する労働者を業務上疾病から予防するための健康診断
　・類似のほかの疾患との判別と業務起因性についての判断が一般健康診断よりも一層強く求められる
　・配置換え時の特殊健康診断は、業務適正の判断と、その後の業務の影響を調べるための基礎資料
　を得る目的で実施する
　・業務歴と既往歴の調査は一般健康診断より更にしっかり聴取する必要がある。生活条件の変化について
　も忘れないようにすること
　・現在の作業内容及び有害条件への暴露状態を把握する必要がある
　・健康障害が表面に出現する前の早期に生体反応の程度を把握する
　　（有害物質等の健康障害は他覚的所見が自覚症状より先行する。初期には自覚がない）

（2）生物学的暴露モニタリング　：　鉛の血中鉛量、有機溶剤の尿中の代謝物量　等の健診
特殊健康診断における有害物の体内摂取量を把握する検査として、代表的なものが生物学的モニタ
リングである。有機溶剤の場合は生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における
有機溶剤代謝物の量の検査においては、採尿 の時刻を厳重にチェックする必要がある。
注）生物学的半減期の長い鉛は随時採血

　　・生物学的影響モニタリング　：　鉛健診の尿中デルタアミノレブリン酸
（3）自覚症状の問診　：　重量物取扱、ＶＤＴ、振動工具作業等は他覚的所見より自覚症状が先行する

４．作業環境改善

（1）排気装置
　①性能　：　局所排気装置＞全体換気
　・プッシュプル型換気装置　：　自動車などの塗装工程で使用
　・局排のダクトは太すぎると搬送速度が不足し、細すぎると圧力損失が増大することに注意

「騒音性難聴は内耳の前庭、半規管の障害」は誤り

・等価騒音レベル

・「変動する騒音のある時間範囲について、２５０、５００、１０００、２０００
、４０００及び８０００Ｈzの音圧レベルの平均値として表した量」は誤り
・「単位時間（１時間）について１０分間ごとのピーク値の騒音レベルを平均化した評価値」は誤り

「鉛は生物学的半減期が短い」は誤り



　・ダクトは極力短く、曲がりを少なくする（長い、曲がりが多いと圧力損失が増える）
　・排気量に見合った吸気経路を確保する（吸気用換気扇、ガラリ設置等）
　・フードの種類と性能：　有害物を囲う囲い式が外付け型より優れる　

囲い式（カバー型・グローブボックス型　＞　ドラフトチェンバー型　＞　建築ブース型）

開口部の無いカバー型、グローブボックス型が性能的に優れる

＞ 外付け型（側方・下方吸引　＞　上方吸引型）

側方・下方吸引が上方吸引型より優れる
注）上方吸引型（レシーバー式キャノピー型）は上昇気流がある場合有効な場合あり

ドラフトチェンバー型
：作業面を除き、
　周りが覆われ
 ている
建築ブースも同様

・外付けの場合フランジ取り付けにより排風量の節約化

レシーバー式（グラインダー型） 　グリッド：格子

外付け式ルーバー型（ルーバー：羽板（図では整流板）と呼ばれる細長い板を、
枠組みに隙間をあけて平行に組んだもの）

図　安全衛生技術試験協会　公表試験問題より

　②空気清浄装置：　粉じんを除去；除じん装置、ガス・蒸気を除去；排ガス処理装置
　空気清浄装置は排気ファンの前に取り付ける

　　取付け順：　フード→吸引ダクト（枝ダクト→主ダクト）→空気清浄装置→ファン（排風器）
→排気ダクト→排気口

（2）その他
　・有害物を無害なもの（害の少ないもの）に替える（有機溶剤塗料を水溶性に替える）
　・粉じんの湿式化（粉じんの飛散防止）
　・有害物の自動化、密閉化（完全に密閉化できない場合は内部をわずかに負圧にする)
　・騒音防止：　防音壁設置　遮音材（コンクリートパネル等）、吸音材（グラスウール及び穴あき
　・放射線ばく露を低減　：　鉛製遮蔽材設置 ボード）

（3）対策の優先順位
　有害物質の使用中止、有害性の低い物質への転換＞（密閉・自動化＞局排・プッシュプル排気設置
　＞全体換気設置）＞（マニュアルの整備等の管理的対策＞個人用保護具の使用）

５．有害物質の状態

ガス 塩素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、臭化メチル、アンモニア、塩化水素、
二酸化硫黄

蒸気 アセトン、ニッケルカルボニル、硫酸ジメチル、トリクロルエチレン
ミスト 硫酸ジメチル、硝酸、硫酸
粉じん 石綿、無水クロム酸、ジクロルベンジジン
ヒューム 溶融亜鉛の表面から 発生する 酸化亜鉛、酸化鉛
①ヒューム：気体（金属の蒸気等）が空気中で凝固、化学変化し、固体の微粒子となって空気

スロッ
ト型

ダクト

フランシﾞ

外付け
グリッド型

キャノピー：天蓋（てんがい、仏像等の
上に付く屋根のようなもの）

硫酸ジメチル：粉じんは誤り。ミスト又は蒸気

よく出題される誤った表現

・空気清浄装置を付設する局所排気装置では、排風機はフードに接続した吸引ダクトと空気清浄装置の
間に設ける ⇒排風機（ファン）は空気清浄装置（フィルター）の後に設置する



　　　　中に浮遊しているもの（粒径0.1～1μｍ程度）

②ガス：　気体物質のうち、常温、常圧の状態で気体であるものをガスという。
③蒸気：　常温、常圧で液体又は固体である物質が、蒸気圧に応じて揮発又は昇華して気体となって

いるものを蒸気という。
④粉じん：　固体に研磨、切削、粉砕等の機械的な作用を加えて発生した固体微粒子で空気中に

浮遊しているものを粉じん(ダスト)という。
⑤ミスト：　液体の微細な粒子で空気中に浮遊しているものをミストという。

６．労働衛生保護具

（1）防毒マスク（厚生労働大臣の定める型式検定合格要）
　①吸収缶：　抵抗は大きい、対象ガスのみ有効

・有機ガス用　：　黒
・一酸化炭素用　：　赤
・亜硫酸ガス用：黄

　②使用条件：・酸素濃度１８％未満では使用不可（送気マスク等使用）
　 　 　・高濃度の場合使用不可（短時間で吸収缶が能力を失う。送気マスク等使用）

      ・破過時間：吸収缶が能力を失うまでの時間。吸収缶の有効時間は破過曲線図により推定
　　  ・面体と顔面の間にタオル、接顔メリヤス等を入れて着用しない（隙間から漏れる）
     ・防毒マスクは、顔面と面体の密着性を保つため、しめひもを適切に締めるとともに、
　　　耳にかけることなく、後頭部において固定する。
　　　・ガス又は蒸気状の有害物質が粉じんと混在している作業環境中では、防じん機能を有する
　　　 防毒マスクを選択する。

（2）防じんマスク（厚生労働大臣の定める型式検定合格要）
　①使用条件　： ・酸素濃度１８％未満では使用不可（送気マスク等使用）

　　　 ・有毒ガスの存在する場所では使用不可（　〃　又は防毒マスク使用）
　　 　・面体と顔面の間にタオルを入れて着用しない（隙間から漏れる）

　②型式検定合格品であればヒュームに対しても有効

　③廃棄：　著しい型くずれを生じた場合には廃棄する
　④手入れ：　ろ過材に付着した粉じん等を圧縮空気で吹き飛ばしたり、ろ過材を強く叩かない

（粉じんが舞うような方法は×）
　⑤捕集効率、排気弁：　高濃度の粉じんのばく露のおそれがあるときは、できるだけ粉じんの捕集効率が

　　高く、かつ、排気弁の動的漏れ率が低いものを選ぶ（排気弁にはフィルターが無いた
　　め漏れが多いと粉じんを吸引してしまう）

　⑥電動ファン付き呼吸用保護具：　粉じんなどをフィルターでろ過し、その空気を電動ファンで
　　面体内へ送り込むもの（防じんマスク、石綿取り扱い等で使用）

（3）その他
　①防音保護具：　耳栓と耳覆い（イヤーマフ）がある。耳栓、耳覆いのどちらを選ぶかは作業の性質や

　　　　　騒音の性状で決まる（非常に大きな騒音には併用も有効）
　②保護クリーム：　有害物の皮膚への付着防止。作業に就く前に塗布し作業終了と共に洗い落とす。
　③防熱衣：　アルミナイズドクロス製が現在使われている
　④遮光保護具：　溶接作業等の作業の種類に応じて適切な遮光度番号のものを使用する。

７．ＭＳＤＳ

①ＭＳＤＳ：　化学物質の性状、取り扱いに際しての留意事項等、当該化学物質を適切に管理するた
　めに必要な情報を記載したもの

②記載内容　：　1.名称　2.成分、含有量　3.物理的・化学的性質　4.人体に及ぼす作用　
　　 5.貯蔵・取扱い上の注意　6.流出等の事故が発生した場合の措置
　　 7.通知を行う者の氏名、住所　　等

③ＭＳＤＳ掲示：　提供されたＭＳＤＳは職場に掲示する等により作業者が利用できるよう
にする。

④教育：　化学物質の特性が理解され正しく取り扱われるようＭＳＤＳを活用して教育する。
⑤容器の表示：　化学物質等を提供する事業者は、容器等に上記1.2.4.5.7.及び危険

「粉じんがさらに微細な固体の粒子となり、半ば融解した状態で空気中に浮遊しているものをヒュー
ムという」は誤り

色が逆の問題あり

「ヒュームに対しては無効」は誤り

よく出題される誤った表現

・二種類以上の有害ガスが混在している場合には、そのうち最も毒性の強いガス用の防毒マスク
を使用する ⇒防毒マスクは対象ガスのみ有効。二種類以上の有毒ガスがある場合は使用禁止



　　　有害性の種類を表示する。

８．化学物質の体内への吸収

（１）作業環境中の化学物質が体内に吸収される経路としては、吸入による経路を最も重要視する必要が
　　ある。
（２）ある種の有機溶剤では、皮膚からの吸収は、無視できない程度に達することがある。
（３）体内に吸収された化学物質の多くは、肝臓などで分解、抱合など多様な化学変化を受け、代謝物とな
　　って排泄される。
（４）化学物質の体内への吸収が長期間に及ぶと、ある時点で、吸収量と排泄量が等しくなり、それ以上吸
　　収し続けても体内の濃度は上昇しなくなる平衡状態になる。
（５）化学物質の体内への吸収が止まり、体外へ排泄されていくとき、体内濃度が最初の１/２に減少する
　　までに要する時間を生物学的半減期という（鉛：長い、有機溶剤：短い）。

９．作業管理

(1)作業管理の進め方としては、適切な作業を行うための手順や方法を定め、それを、訓練等を通じて
　現場の労働者に徹底させることが必要である。
(2)作業管理を進める手順としては、労働負荷の程度、作業手順、作業姿勢など作業そのものの分析から始
　める。

①正しい作業を定義する（決める）
②正しい作業を実施できるよう労働者へ教育する
③正しい作業を実施する

(3)作業管理の例
　①有害業務に従事する時間を適切に管理する
　②労働衛生保護具を使用させる
　③作業基準、作業標準を定め、それにより作業を行う
　④放射線障害防止の為、ガラス線量計等により被爆管理を行う
　⑤腰痛防止の為、人力で行う重量物の重量に制限を設ける
　⑥作業方法改善により有害物、有害エネルギーによる暴露の抑制、作業負荷の軽減を図る

10.化学物質リスクアセスメント

 (1)リスクアセスメントとは、労働者の就業に係る危険性又は有害性（ハザード）を特定し、それに対し
　リスク低減措置を検討する一連の流れをいう。
 (2)リスクとは労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性（重篤度）の組合せ。
 (3)ＳＤＳ（安全データシート）の入手　
　　新たに化学物質等の譲渡又は提供を受ける場合には、その化学物質を譲渡し、又は提供する者から、
　　その化学物質等のＳＤＳを入手する。
 (4)手順
　①化学物質等による危険・有害性を特定
　②特定された危険有害性によるリスクの見積もり
　③リスクの見積もりに基づくリスク低減措置の内容の検討
　④リスク低減措置の実施
　⑤リスクアセスメント結果の労働者への周知
 (5)対策の優先順位
　①法令に定められた事項の確実な実施
　②危険有害性のより低い物質への代替等
　③工学的対策、衛生工学的対策（密閉化、局排設置等）
　④管理的対策（作業手順改善、立入禁止措置等）
　⑤化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

「閲覧できるものを
限定する」は誤り


