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第一部
溶接ヒュームにかかる規制

2

~改正特定化学物質障害予防規則の説明~



改正のあらまし

33 マンガン及びその化合物
（塩基性酸化マンガンを除く。）

特化則
（特定化学物質障害予防規則）

一定の有害物に係る製造・取扱い時における措置や
ばく露防止措置の実施について定めたもの

第一類物質

第二類物質

第三類物質

慢性・遅発性障害（がん等）を引き起こすおそれがある

大量漏えい等により急性中毒を引き起こすおそれがある

34の２ 溶接ヒューム

安衛令別表第３ 第二号 「第二類物質」

特化則への追加
＋特別規制の新設

特化則への追加
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改正内容に係るパンフレット

塩基性酸化マンガン

溶接ヒューム

（本省版パンフレット）

（屋内用：本省版パンフレット）

（岐阜労働局版パンフレット）

本日説明する内容

（屋外用：本省版パンフレット）
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溶接ヒュームに含まれる有害物質①

金属の加熱等の際に生じる鉱物性の粉じんのこと

ヒュームとは…？

溶接作業中に発生するもの
「 溶接ヒューム 」

溶接ヒュームに含まれる化学物質（例）

Fe2O3（75.5％） SiO2（10.5％） MnO（15.1％） TiO2（0.37％）
酸化鉄 シリカ 酸化マンガン 酸化チタン

塩基性酸化マンガンに該当

これ
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溶接ヒュームに含まれる有害物質②

マンガンの主な有害性

マンガンとは…？

・乾電池（マンガン、アルカリなど）等に
用いられる鉱物

・動植物にとっての必須元素
→体内に不足すると「欠乏症」になる

①中枢神経
⇒脳の一部機能障害を引き起こす

②呼吸器
⇒肺炎等の呼吸器系障害を引き起こす

（写真：Tomihahndorf / CC BY-SA 3.0）

マンガン

発がん性は明らかでない！

例）パーキンソン症候群…手足の震え、運動機能の全般的な衰退等
の行動異常
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主な改正の経緯

経緯

溶接ヒュームのばく露による有害性の報告

⇒マンガンによる神経機能障害
だけではなく…

⇒ 肺がんリスクの上昇

マンガン単体と溶接ヒュームとでは有害性が違う

⇒マンガンとは別に溶接ヒュームを規制の対象物質とすべき

⇒特化物「溶接ヒューム」の新設
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溶接作業に係る従来の法規制について

アークを用いた

溶接・溶断・ガウジング等の作業

じん肺法
粉じん則

安衛則 特化則

感電による
危険の防止

粉じんによる
健康障害の防止 今回の改正

により各種
措置が追加

・溶接棒等のホルダー
の絶縁効力、耐熱性

など…

・じん肺健診の実施
・防じんマスクの着用

など…
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アーク溶接の定義と種類

9

アーク溶接とは…？

電気溶接の一種。両電極間または電極
と工作部との間にアーク放電を行わせ，
その熱で金属を溶接する。

被膜アーク溶接（手溶接）

シールドガス溶接（半自動）

アーク溶接の種類

ティグ溶接，プラズマ溶接，被膜アーク溶接，
マグ溶接，ミグ溶接など。

〇 ガス溶接との違い

ガス溶接とは，可燃性のガスを燃焼させ，その熱で溶接・溶断等
を行うものであり，アーク溶接とは根本的に異なる。
ティグ溶接，マグ溶接，ミグ溶接などはシールドガスを用いるが，
溶接そのものはアークの熱で行うものであるから，ガス溶接には
分類されない。



改正内容の全体像

・どんな作業か
・どこで行う作業か
・作業が継続して行われるか

求められる措置の内容が
異なることに注意が必要！
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参考 「屋内作業場」の定義について

Q. 屋内作業場とは…？

A. 以下のいずれかに該当する作業場のことをいいます。

①作業場建屋の側面の概ね半分以上にわたって壁等の遮へい物が設けられて
いる場所

②ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所

作業場
A

作業場
B

作業場
C

屋内 屋内屋外
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改正内容の詳細 対象となる物質・作業

溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業

対象物質

対象作業

対象作業（例示されているもの）

・金属をアーク溶接する作業

・アークを用いて金属を溶断する作業

・アークを用いて金属をガウジングする作業

・その他の作業

・床等に堆積したヒュームを掃除する作業
・集塵機に溜まったヒュームを廃棄する作業 など…

ヒュームそのもの、ヒュームが含まれたもの（重量１％未満の場合除く）

金属アーク溶接等作業という

周辺作業についても
対象となる可能性あり
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改正内容の詳細 既存の特化則の規定

施行期日 令和４年４月１日から（経過措置）

Ⅰ 特定化学物質作業主任者の選任

「特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習」

を修了した者のうちから、作業主任者を選任
しなければならない

Q1.資格者が事業場に在籍していません。
どうしたらよいですか？

Q2.どこで受講できますか？

施行期日までに講習を受講させ、作業主
任者として選任する必要があります。

登録教習機関でしか受講できません。
※岐阜県内では現時点で

「（公社）岐阜県労働基準協会連合会」のみ 作業主任者の氏名等の掲示

労働 太郎
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改正内容の詳細 既存の特化則の規定

Ⅱ 特定化学物質に係る特殊健康診断の実施

施行期日 令和３年４月１日から

じん肺健康診断

【従来から実施】

特化則に係る
特殊健康診断

【今後新たに実施】

所見の有無（管理区分）
等に応じて１～３年に
１回実施する

６か月以内ごとに１回
実施する

屋外の溶断・ガウジング作業や
周辺作業（掃除等）のみを行う者は対象外

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業

粉
じ
ん
作
業

周辺作業（掃除等）のみを行う者であって
も対象となる場合がある

Q.どちらか一方の健診だけ受ければ
よいですか？

従事する作業の内容によっては、
双方の健診を受けなければいけません。
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改正内容の詳細 既存の特化則の規定

Ⅲ その他

１ 安全衛生教育（安衛則第35条）
労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、

労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、
教育を行う。

２ ぼろ等の処理（特化則第12条の２）
対象物に汚染されたぼろ（ウエス等）、紙くず等を、ふた付きの不浸透性

容器に納めておく。

３ 不浸透性の床の設置（特化則第21条）
作業場所の床は、不浸透性のもの（コンクリート、鉄板等）とする。

４ 立入禁止措置（特化則第24条）
溶接等を行う作業場所を関係者以外立入禁止とし、その旨の表示を行う。

（次項へつづく）
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改正内容の詳細 既存の特化則の規定③

５ 運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第25条）
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の

場所にし、関係者以外を立入禁止にする。

６ 休憩室の設置（特化則第37条）
溶接等を行う作業に労働者を常時従事させるときは、作業場所以外の場所

に休憩室を設ける。

７ 洗浄設備の設置（特化則第38条）

洗眼、洗身またはうがいの設備、更衣設備、洗濯のための設備を設ける。

８ 喫煙または飲食の禁止（特化則第38条の２）
溶接等を行う作業場所での喫煙・飲食を禁止し、その旨の表示を行う。

９ 有効な呼吸用保護具の備え付け等（特化則第43条、第45条）
有効な呼吸用保護具を作業場に必要数備え付ける。

施行期日 令和３年４月１日から
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改正内容の詳細 改正により追加された規定

屋内・屋外を問わず

有効な呼吸用保護具 の使用が必須

検定品である旨の表示

国家検定（型式検定）を受けた防じん用マスク

Ⅰ 有効な呼吸用保護具の使用

施行期日 令和３年４月１日から

Ⅱ 全体換気装置による換気の実施等

屋内作業場では、飛散する溶接ヒューム等を減少
させるために、全体換気装置による換気の実施又は
これと同等以上の措置を講じる必要があります。

施行期日 令和３年４月１日から
【全体換気装置の例】

ただし、屋内で継続して行われる作業の場合には、別途選定基準あり（後述）

※行政通達「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき選定する
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改正内容の詳細

Ⅲ 床等の掃除

施行期日 令和３年４月１日から

屋内作業場では、以下の措置を講ずる必要があります。

（１）屋内作業場の床等を水洗等によって容易に掃除できる構造のものと
すること。

（２）屋内作業場の床等を水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日
１回以上掃除すること。

たい積粉じん

二次発じんによる
ばく露のおそれが…

水洗
HEPAフィルター
付き真空掃除機

掃除の方法（例）
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改正内容の詳細

Ⅳ 溶接ヒュームの濃度の測定

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場については、空気中

の溶接ヒューム等の濃度を測定する必要があります。

Q.どの程度の作業頻度・作業時間であれば、「継続して行う作業」に
該当しますか？

A.頻度や作業時間にかかわらず、屋内作業場における特定の場所で
繰り返し行われる（予定の）作業であれば、該当します。

該当する場合（例）

・特定の作業台において、年に２回、各10分程度行われるアーク溶接
の業務

該当しない場合（例）

・建設現場での建屋内部で行われるアーク溶接業務
・工場建屋内において手すりをアーク溶接で修繕する業務

※溶接ヒュームについて、作業環境測定の実施は不要です
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改正内容の詳細

ポンプ

サンプラー
（分粒装置つき）

＜測定の方法＞

作業に従事する労働者の身体に
サンプリング機器を装着させ、
測定を行う。

個人サンプリング測定

溶接ヒューム中に
含まれるマンガン

ばく露基準値 0.05mg/㎥

（※）作業環境測定基準第２条第２項の要件に該当する
分粒装置を用いるろ過捕集方法またはこれと同等
以上の性能を有する試料採取方法により実施

＜対象物質＞

作業環境測定士等十分な知識・経験を有する者に実施させることが望ましい

＜測定の実施者＞
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改正内容の詳細

＜測定の対象者＞
「ばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業」
ごとに２人以上の作業者に対して実施する

溶接方法が同一であり、溶接材料・母材・作業場所の違いが溶接
ヒュームの濃度に大きな影響を与えないことが見込まれる作業

＜測定時間＞
金属アーク溶接等作業に従事する全ての時間

・溶接の準備作業
・溶接作業
・作業の間に行われる研磨作業
・作業後の後片付けの時間（※）溶接等作業と関連しない「組立」や「塗装」などの作業は除く

＜分析の方法＞
・吸光光度分析方法
・原子吸光分析方法
・これらと同等以上の性能を有する分析方法により実施
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改正内容の詳細

＜測定の実施時期＞

・対象作業を有する全ての事業場において当該期間中に実施が必要

(１)令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間（経過措置）

(２)令和４年４月１日以降

・新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき
・金属アーク溶接等作業の方法を変更しようとするとき

現在、屋内で継続してアーク溶接を行っている事業場においては、
・（１）の期間中に測定を実施
・その後、（２）（３）に掲げる事由が発生した都度測定を実施

(３)上記の測定の実施後、測定結果に応じて換気風量の増加等の措置を
行ったとき、その効果を確認するために実施する必要がある
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改正内容の詳細

Ⅴ 濃度測定結果に応じた各種措置 － 換気装置の風量の増加等

測定した溶接ヒュームの濃度に応じて、以下の措置を講じる必要がある

・換気装置の風量の増加
・溶接方法、母材、溶接材料等の変更によるヒューム発生量の低減
・集じん装置の設置
・移動式送風機による送風の実施

施行期日 令和４年４月１日から（経過措置）

措置が不要なケース

・測定した溶接ヒュームの濃度がばく露基準値を下回っている場合

・同一事業場の類似の溶接作業場において、濃度測定の結果に応じて
十分に措置内容を検討し、当該対象作業場においてその措置をあら
かじめ実施している場合

各種措置の実施後には、その効果を確認するために
改めて濃度測定を行わなければならない
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改正内容の詳細

Ⅵ 濃度測定結果に応じた各種措置 － 有効な呼吸用保護具の使用

屋内・屋外を問わず

有効な呼吸用保護具 の使用が必須（既に説明済）

屋内で継続して行われる作業の場合には、

濃度測定の結果に応じて保護具の選定を行わなければならない

さらに…

Step1

Step2

Step3

＜選定の手順＞
濃度測定結果（マンガン濃度の最大値）の確認

保護具に求められる防護性能（要求防護係数）を算定

①要求防護係数を上回る指定防護係数の保護具
②「防じんマスクの選択、使用等について」で定める性能を上回る保護具

施行期日 令和４年４月１日から（経過措置）

以下①②のうち、防護性能の高い方の保護具を選定する
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改正内容の詳細

Q. 要求防護係数とは…？
測定によって得られたマンガン濃度の最大値

0.05（マンガンのばく露基準値）
要求防護係数 ＝

Q. 指定防護係数とは…？
A.訓練された着用者が、正常に機能する呼吸用保護具を正しく着用した場合

に、少なくとも得られるであろうと期待される防護係数のことです。
（次項参照）

Q.「防じんマスクの選択、使用等について」で定める性能を有する保護具とは？

作業の種類 オイルミストの有無 保護具の区分

金属のヒューム
を発散する場所
における作業

有 RL2 , RL3 , DL2 , DL3

無 RS2 , RS3 , DS2 , DS3 , RL2 , RL3 , DL2 , DL3

上記以外の
粉じん作業

有 RL1 , RL2 , RL3 , DL1 , DL2 , DL3

無 RS1 , RS2 , RS3 , DS1 , DS2 , DS3 ,
RL1 , RL2 , RL3 , RL1 , DL2 , DL3

（関係する箇所のみを抜粋したもの）
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改正内容の詳細

呼吸用保護具の種類 指定防護係数

防
じ
ん
マ
ス
ク

取替え式 全面形面体 ＲＳ３又はＲＬ３ ５０

ＲＳ２又はＲＬ２ １４

ＲＳ１又はＲＬ１ ４

半面形面体 ＲＳ３又はＲＬ３ １０

ＲＳ２又はＲＬ２ １０

ＲＳ１又はＲＬ１ ４

使い捨て式 ＤＳ３又はＤＬ３ １０

ＤＳ２又はＤＬ２ １０

ＤＳ１又はＤＬ１ ４

種類等によって、
あらかじめ定め
られている

指定防護係数※一覧（抜粋）

※呼吸用保護具
の製造者の証明
により、これと
は異なる指定防
護係数を採用す
ることができる
場合があります
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改正内容の詳細

Ⅶ 濃度測定結果に応じた各種措置 － フィットテストの実施

濃度測定の結果に応じて選定した呼吸用保護具（面体を有するものに限
る）を使用させるときは、１年以内ごとに１回、定期に、当該呼吸用保護具

が適切に装着されていることを確認し、その結果を記録すると

ともに３年間保存する必要があります

＜確認等の手順＞
Step1

Step2

Step3

フィットテストの実施

結果の良否の判定

実施結果等の記録、保存

フードタイプ フェイスシールドタイプ

面体を有しないもの
（ルーズフィット型の電動ファン付きマスク）

JIS T8150（改訂中）に定める方法
又はこれと同等の方法により実施

保護具の面体 要求フィットファクタ※

全面形 500

半面形 100

※保護具の内外における粉じん等の比
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改正内容の詳細

Ⅸ 濃度測定結果に応じた各種措置 － 濃度測定結果の記録、保存

溶接ヒュームの濃度測定を行ったときは、その都度、以下の事項を記録
し、これを当該測定に係る金属アーク溶接等作業の方法を用いなくなった日か

ら起算して３年を経過する日まで保存しなければならない

・測定日時
・測定方法
・測定箇所
・測定条件
・測定結果
・測定を実施した者の氏名
・測定結果に応じて改善措置を講じたときは、

当該措置の概要
・測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させた

ときは、当該呼吸用保護具の概要

施行期日 令和４年４月１日から

例）R4.10.31に溶接業務を廃止

R7.10.30まで保存義務あり
R7.10.31には廃棄が可能

溶接業務を今後も長年続けていく
のであれば、測定の記録もずっと
保管し続けなければなりません
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各種措置義務の施行時期（まとめ）

規制の内容

2021(令和3)年 2022(令和4)年 2023(令和5)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月
10
月

1月 4月 7月 10月

溶接ヒュームの濃度の測定

濃度測定結果に応じた
各種措置

特定化学物質作業主任者
の選任

既存の特化則の規定
・特殊健康診断の実施含む
・作業主任者の選任除く

有効な呼吸用保護具の使用

全体換気装置による換気
等の実施

床等の掃除

溶接ヒュームの濃度の測定(4/1～)

換気装置の風量の増加等(4/1～)

改善措置の効果確認のための濃度再測定(4/1～)

測定結果に応じた呼吸用保護具の使用(4/1～)

フィットテストの
実施(4/1～)

選任義務(4/1～)

現に、継続して金属アーク溶接等
作業を行っている屋内作業場は、
令和４年３月31日までに溶
接ヒュームの濃度の測定を行う必
要があります

既存の特化則の規定(4/1～)
※作業主任者の選任除く

有効な呼吸用保護具の使用(4/1～)

全体換気装置による換気等の実施 (4/1～)

床等の掃除(4/1～)
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参考①

◎職場のあんぜんサイト

URL http://anzeninfo.mhlw.go.jp/

ウェブサイト上にて、
・労働災害統計
・災害事例
・リスクアセスメント

実施支援システム
・用語解説

などの情報提供を行って
います。

二次元バーコード
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参考②

◎岐阜労働局ホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/roudoukyoku/         
gyoumu_naiyou/roudou_kijyun/kenko_anzen.html

URL 二次元バーコード

以下の情報等を掲載しています
（随時更新中）

・岐阜県における労働災害統計

・法令改正等について

・健康安全課からのお知らせ

・各労働基準監督署からの

お知らせ
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二次元バーコード
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第二部
その他の健康障害防止措置について
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長時間労働者に対する健康確保措置

34

(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保

（勤務間インターバル）
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

１箇月の残業時間が４５時間を超える労働者

健康福祉確保措置が必要
健
康
福
祉
措
置
と
し
て
望
ま
し
い
も
の



健康診断事後措置について

35

健診により異常所見が認められる労働者

産業医からの意見聴取が必要

「要精密検査」「要経過観察」と診断された場合

３箇月以内に労働者の健康を保持するために
必要な措置について意見を聴き，その結果を
健康診断の個人票に記載する。
記載内容は・・・

「通常勤務」「就労制限」「要休業」

※労働者５０名未満の小規模企業については，

岐阜産業保健総合支援センターにて，

健康診断結果に基づく医師からの意見聴取などが無料で受けられる。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikoqn-rOrUAhUKO7wKHd6MDpwQjRwIBw&url=http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E5%8C%BB%E8%80%85-%E5%8C%BB%E5%B8%AB-%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC&psig=AFQjCNHIVfaJSw7iij2Jyn7yoDOKJMfX5A&ust=1499076419085167


二次健康診断給付

36

一般の健康診断の結果，脳・心臓疾患
の危険がある労働者は，労災給付として，
二次健康診断（脳と心臓の精密検査）が

無料で受けられる。

具体的には，
①血圧，②血中脂質，③血糖検査，
④腹囲またはBMI（肥満度）

の検査項目すべてに異常所見があると
診断された場合に対象となる。



メンタルヘルス対策（ラインケア）

37

いつもと違う部下の様子
➢ 遅刻，早退，欠勤が増えたり，無断欠勤がある

➢ 仕事の能率が悪くなり，時間外・休日労働が増える

➢ 業務の成果がなかなかでてこない

➢ 報告や相談，職場での会話がない（あるいはその逆）

➢ 表情に活気がなく，動作も元気がない（あるいはその逆）

➢ 不自然な言動あるいはミスや事故が目立つ

➢ 服装が乱れたり衣服が不潔だったりする

いち早くその変化に気づける体制が重要！

気づいたら・・・①休暇を与える②本人や家族から話を聞く③必

要に応じて専門家に相談した上で，心療内科への受診を促すなど
の対応が必要。


