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※　この追録版は、次の趣旨で作成しました。
１�　平成22年６月28日、じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成
22年厚生労働省令第82号）が公布され、同年７月１日に施行されました。
　�　じん肺法施行規則の改正は、同規則様式第３号「じん肺健康診断結果証明書」が改正され
たもので、改正部分は、①　胸部に関する臨床検査の一部、②　肺機能検査の一部、③　合
併症に関する検査のうちの肺結核以外の合併症に関する検査の一部です。
２�　平成22年６月28日、「じん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等について」（基発
0628第６号）が示されました。この通達の内容は、じん肺管理区分の決定に直接影響のある
重要なものです。
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第Ⅳ章　じん肺の予防と管理
　３　じん肺の健康管理－健康診断と事後措置のすすめ方－

本書 P77～78削除。通達が改正されたため、本追録の付録 P13「じん肺健康診断及びじん肺管
理区分の決定におけるDR（FPD）写真及びCR写真の取扱い等について」を参照。

⑸　胸部 X 線検査
　カ　じん肺診断における CR（Imaging Plate 方式）および DR（Flat Panel 方式）

本書 P86～95差替え。

⑻　肺機能検査とそのすすめ方

ア　肺機能検査の体系、対象労働者と流れ

　じん肺による肺機能障害は肺の線維化および気腫化がさまざまな程度で合併しており複雑な肺
機能障害を呈している。粉じんにより形成された肺の障害が実際の呼吸においてどのような障害
となっているかを客観的に評価する方法として肺機能検査は重要である。じん肺法においては、
じん肺、あるいはじん肺が疑われる者に対して、胸部臨床検査に基づき合併症に罹患していない
と診断された者を対象に肺機能検査を行うことが定められている（ただし、胸部X線写真像で一
側肺野の1/3を超える大陰影があると認められた者を除く）。合併症として活動性の肺結核、気胸
等がある場合肺機能検査は望ましくないためである。肺機能検査は一次検査と二次検査に分けら
れる。一次検査としてはスパイロメトリーおよびフローボリューム曲線が行われる。この検査か
ら肺活量（VC）、一秒量（FEV1）、一秒率（FEV1/FVC）を求めて判定に用いる。一次検査の結
果により「著しい肺機能障害がある」と判定された場合、二次検査は不要である。二次検査は　
① 一次検査の実施が困難であると判定された者、② 一次検査の結果が「二次検査を要すると判
定する限界値」に相当し、かつ呼吸困難度がⅢ度以上の者　③ ①、②には該当しないが呼吸困難
度がⅢ度以上に相当する者　④ 胸部X線写真が第３型または第４型（A、B）と診断された者　
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が対象となる。二次検査は動脈血ガス測定が行われ、動脈血酸素分圧（PaO2）、動脈血炭酸ガス
分圧（PaCO2）の結果から肺胞気―動脈血酸素分圧較差（AaDo2）を計算し判定に用いられる。

（図4-3）なお、平成22年にじん肺法施行規則に変更があり呼吸機能の判定項目の変更（％１秒量
の導入、V

4

25の削除）、判定基準値の変更が行われた。

 

イ　一次検査とそのすすめかた
　ア　スパイロメトリー
　 　肺内気量の変化を口から出入りするガス量で表し、ガス量を縦軸に、時間を横軸にとって表
現した曲線をスパイログラムとよぶ。これを計測する検査をスパイロメトリーという。スパイ
ロメトリーにより肺活量、１秒量、１秒率などが求められる。スパイロメトリーの装置類は直
接吸入あるいは呼出した容積を測定する装置（ベル型スパイロメーターやローリング型スパイ
ロメーター）が最も正確であるが、ニューモタコグラフなどの気流測定装置を用いて測定した
流量から間接的に容量を測定する方法が簡便で広く使われるようになっている。
　 　肺活量（VC）は通常では安静呼吸から最大呼気にて残気量まで達したあと最大吸気を行い測
定する（吸気肺活量）。また、最大吸気位のレベルから徐々に呼出し、しだいに努力を加えなが
ら残気量まで呼出して測定する方法（呼気肺活量）もある。いずれにしても、健常被検者では
吸気肺活量と呼気肺活量との間に規則性のある差異は認められない。一方、最大吸気位より最
大呼気位まで最大限の勢いで行った場合の肺活量を努力肺活量（FVC）という。気流制限があ
る場合、一般に吸気肺活量は呼気肺活量よりも大きな値となるが、努力肺活量はいわゆるAir 
trapping によりさらに小さくなる。Air trapping とは、呼出努力をする際に肺内の気道閉塞が
起こる結果、肺内の気体が残存して排出されない現象のことである。呼気努力が大きいほどこ
の現象はおこりやすい。肺活量の低下は拘束性障害といわれ、じん肺においては肺の線維化な
どに伴い生じてくる変化のひとつである。
　 　努力肺活量の測定の際に、はじめの１秒間に呼出される量を１秒量（FEV1）という。１秒量
を肺活量で割った値を１秒率（FEV1/FVC）という。１秒率は計算する際に肺活量を用いる場
合と努力肺活量を用いる場合があるが、じん肺の判定においては努力肺活量を用いて計算され
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る１秒量を用いる。

　　　　１秒率（FEV1/FVC）＝１秒量（FEV1）／努力肺活量（FVC）　×　100

　 　１秒率は肺の閉塞性障害の指標であり、じん肺においては気道病変や合併する気腫病変のた
め低下することが多い。また１秒量は気道の閉塞性病変の程度や実質病変の病的変化を総合的
に反映する指標であり、予測１秒量で除した対予測１秒量（％１秒量）は慢性閉塞性肺疾患
（COPD）においては疾患の重症度を規定し予後にも影響を与える。じん肺の臨床においても有
用な指標である。
　 　肺活量、１秒量の測定はすべて最大の努力によって定まる。このため得られた値にばらつき
が生じやすい。検査結果の再現性を確保するため、妥当な２回の測定結果が得られ、最大の肺
活量と２番目に多い肺活量の差が200ml 以内であれば再現性があると判断し、肺活量が最大値
を示したスパイログラムを採択する。
　 　このように求められたスパイロメトリーは反復性に優れ有用な情報を得ることができる。
（図4-4）

　イ　フローボリューム曲線
　 　努力肺活量を求める際に呼出量に対する気流速度を記録したのがフローボリューム曲線であ
る。フローボリューム曲線からは努力肺活量、１秒量の他にピークフロー、末梢気道の閉塞性
障害の指標としてV

4

25（25％肺活量での最大気流速度）が求められる。V
4

25の部分は被検者の努
力がある一定以上であると、それ以上の努力をしても増大が起こらないという意味で effort 
independent とされる。しかし、実際には肺活量、１秒量、１秒率に比べて検査のばらつきが
大きい欠点がある。じん肺の一次検査におけるパラメーターとしてはフローボリューム曲線を
得る検査にて努力肺活量（FVC）、１秒量（FEV1）に加えてV

4

25が得られる。しかし、他の指標

図4-5



�

に比べ信頼性に乏しいことから、新しい判定基準ではV
4

25 / 身長の値は判定に用いる項目から
削除されている。フローボリューム曲線は、疾患によって特徴的な形をとり、また検査が適切
に行われているかどうかを見る際にも参考になるので、スパイロメトリーの値が画像所見など
と解離していると思われるような場合にはその曲線の形状を確認すべきである。（図4-5）

　ウ　呼吸困難
　 　呼吸困難はじん肺患者における最も重要な症状であり、呼吸困難を適切に評価することは、
じん肺症における重症度の評価、治療効果を評価する上で重要である。呼吸困難はじん肺の肺
活量、１秒量の低下に伴い大きくなる傾向はあるが、その相関は強くはなく、呼吸困難は肺機
能だけでは評価できない多くの情報を含んでいる指標と考えられている。じん肺法における肺
機能障害の判定においても呼吸困難は大きな判断材料となっている。呼吸困難は主観的感覚的
表現であり、従ってその評価法は多様であるが、じん肺法で用いられている呼吸困難の判定を
表4-5に示す。これは広く用いられているFletcher-Hugh-Jonesの呼吸困難度とほぼ同様である
が、わずかに異なる部分もあり実際の判定にはその点において注意が必要である。

表4-5

第Ⅰ度： 息切れを感じない、または『息切れを感じないで同年齢の健康な人と同じように仕事をした
り、坂や階段をのぼれますか？』はできる。

第Ⅱ度： 『息切れを感じないで同年齢の健康な人と同じように仕事をしたり、坂や階段をのぼれます
か？』はできないが、『同年齢の健康な人と同じように息切れを感じないで平らなところを
歩くことができますか？』はできる。

第Ⅲ度： 『同年齢の健康な人と同じように息切れを感じないで平らなところを歩くことができます
か？』はできないが『息切れのために途中で休まないと平らな所を50m以上歩けませんか？』
はできる。

第Ⅳ度： 『息切れのために途中で休まないと平らな所を50m以上歩けませんか？』はできないが、『話
をしたり、着物を脱ぐのにも息切れがし、息切れのために外出することができませんか？』
はできる。

第Ⅴ度： 『話をしたり、着物を脱ぐのにも息切れがし、息切れのために外出することができませんか？』
は、できない。

 

ウ　二次検査及びその他の検査（労働局長の指示する検査、心電図）

　二次検査では動脈血採血を施行し、動脈血酸素分圧（PaO2）、動脈血炭酸ガス分圧（PaCO2）を
測定し、これらから肺胞気―動脈血酸素分圧較差（AaDo2）を求める。動脈血ガスの評価はAaDo2
で行われる。これにより換気量の変動に伴うPaO2、PaCO2の変動を考慮し、より客観的な肺の酸
素化の障害を評価することができる。酸素を使用していない条件では、AaDo2は以下の簡略式で
求められる。ただし、この計算式が成り立つためには、あくまでも呼吸が定常状態であるという
前提が必須である。

　　　　AaDo2＝149 - PaCO2/0.83 - PaO2
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　動脈血を採血する際には、安静時の安定している状態で、できるだけ臥位の状態で測定するこ
とが望ましい。また酸素吸入時にはその吸入量の記載も必要である。

　じん肺法ではじん肺管理区分の決定において地方じん肺診査医の意見により必要に応じて方法
を指定してのエックス線写真の撮影や労働省令で定める範囲内の検査を行うべき事を定めてい
る。これらの検査はいずれも専門的で検査機器もない施設が多い。簡単にその概要について述べ
る。
　肺気量：スパイロメトリーでは一回換気量、肺活量などが測定されるが、残気量を求めること
はできない。全肺気量、機能的残気量、残気量などの肺気量を求めるためには、He閉鎖回路法や
体プレチスモグラフィー法を必要とする。健常者では加齢に伴い残気量と機能的残気量は増加し
肺活量は減少するが全肺気量は変わらない。COPDでは残気量、機能的残気量の増加、肺線維症、
胸膜疾患などでは肺気量全体の低下が見られる。
　呼吸抵抗、気道抵抗：オッシレーション法により呼吸抵抗や体プレチスモグラフィー法により
気道抵抗を測定する。オッシレーション法は体外から気道内へ一定の周波数の波を加えることに
より測定する方法で、異なる周波数のオッシレーションを用いると全肺気道抵抗と肺および胸壁
の抵抗を測定することができる。
　肺コンプライアンス：肺の圧－量曲線を測定することにより肺の弾性を測定する。測定には、
圧モニターのために食道バルーンを飲み込むなどの操作が必要であり実際に測定されることは少
ない。老化と肺気腫により肺コンプライアンスは上昇し、肺線維症では減少する。
　一酸化炭素拡散能力（DLco）：肺胞から肺毛細管血中のヘモグロビンへ一酸化炭素（CO）が拡
散することを利用して、一定時間内の肺内におけるCO吸収量を測定する検査である。被検者へ
の負担も小さく一般の病院でも測定できることが多い。DLcoの低下は肺気腫、肺線維症、肺血管
疾患の診断にも有用である。
　クロージングボリューム：残気量まで呼気を行った後に100％酸素を吸入し、ゆっくり肺活量を
測定する方法で呼出量―呼気窒素ガス濃度を記録すると４段階に分かれる位相を見ることができ
る。第４相の始まりから呼気終末までの呼出量がクロージングボリュームと定義され、軽度の末
梢気道病変の検出に有効とされる。
　負荷試験：運動負荷テストは安静時の肺機能では得ることができない運動耐容能や労作時の酸
素化障害の程度を見る際に有用である。運動負荷試験の基準となる方法は示されてはいないが簡
便に広く行われる方法としては６分間歩行試験、シャトル歩行試験、またトレッドミルか自転車
を用いて呼気ガス分析を行い運動中の換気、代謝を調べる事も行われる。薬物負荷による肺機能
テストは、たとえば肺機能障害が気管支拡張剤吸入で変化するか否かを知ることによって気流制
限の可逆性の程度を判定することができる。

　じん肺の病像をさらに把握するために重要なものとして下記のものがある
　心電図検査：じん肺の進展による肺病変、低酸素血症、肺循環系の異常により二次的に右室の
拡大が生じてくる。さらに進行すると右室拡張末期圧の上昇を来し右心不全をもたらすこともあ
る。右室肥大の診断における心電図の有用性は高いとはいえないが、心電図上の所見として右側
胸部誘導でのR波振幅の増高、左側胸部誘導での深いS波、右軸偏位がある。報告されている右
室肥大の心電図の診断基準と感度と特異度を表4-6に示す。
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表4-6

診断基準 感度（％） 特異度
V1での R波≧0.7mV ＜10 －
V1での QRパターン ＜10 －
V1での R波 ＞0.5mVかつ R/S 比 ＞１ ＜25 89
V5またはV6での R/S 比＜１ ＜10 －
V5またはV6での S波≧0.7mV ＜17 93
右軸偏位 ＜14 99
S1Q3パターン ＜11 93
S1S2S3パターン ＜10 －
肺性 P波 ＜11 97

（文献：Murphy ML , Thenabadu PN , de Soyza N , e t a l : Reeva lua t i on o f 
electrocardiographic criteria  for  left, right and combined cardiac ventricular 
hypertrophy. Am J Cardiol 53: 1140 - 1147, 1984）

 

エ　判定の進め方　（著しい肺機能障害の判定）

　じん肺の合併症による認定以外のじん肺管理区分の決定にあたっては、じん肺による肺機能障
害が著しいか否かを判定する必要がある。
　この際に判定に係わる正常予測値は2001年に日本呼吸器学会が提案した予測値を用いる。
　　肺活量
　　　　　男性：0.045×身長（cm）－0.023×年齢－2.258　（L）
　　　　　女性：0.032×身長（cm）－0.018×年齢－1.178　（L）
　　一秒量
　　　　　男性：0.036×身長（cm）－0.028×年齢－1.178　（L）
　　　　　女性：0.022×身長（cm）－0.022×年齢－0.005　（L）
　予測値に対する肺活量、１秒量をそれぞれ％肺活量、％１秒量として判定に用いる。

一次検査結果の判定
　A「著しい肺機能障害がある」と判定する基準
　　　下記のいずれかに該当する場合
　　ａ）％肺活量が60％未満
　　ｂ）１秒率が70％未満かつ％１秒量が50％未満
　B「二次検査を要する」と判定する基準
　　 　「著しい肺機能障害がある」と判定されない者で下記のいずれかに該当する場合二次検査を
行う。

　　ａ）％肺活量が60％以上で80％未満の場合
　　ｂ）１秒率が70％未満かつ％１秒量が50％以上で80％未満
　　ｃ）呼吸困難度第Ⅲ度以上
　　ｄ）胸部X線写真が第３型又は第４型（A、B）と診断された者
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二次検査の結果の判定
　動脈血ガス分析の結果による動脈血酸素分圧（PaO2）が60 Torr 以下であること、または、肺
胞気動脈血酸素分圧較差（AaDO2）が表4-7の限界値を超える場合は諸検査の結果と合わせて「著
しい肺機能障害がある」と判定する。

　肺機能検査は特に被検者の努力に依存する検査が多いため、その評価には検査が正しく行われ
ているか注意する必要がある。具体的には過去の肺機能のデーターとの比較、疑わしい場合はフ
ローボリューム曲線の形状の確認なども行いながらデーターの信頼性を確認すべきである。特に
高齢者の場合には、検査結果に影響を及ぼす病態、ばらつきの大きさに配慮が必要である。それ
によって得られたデーターは上記の基準に従い判定することになるが、最終的なじん肺における
肺機能障害の判定に際してはこれに、既往歴、過去の肺機能検査の結果、自覚症状、臨床所見等
を医師が総合的に判断し F（-）: じん肺による肺機能の障害がない、F（+）：じん肺による肺機能
の障害がある、F（+＋）: じん肺による著しい肺機能障害があると判定する。

※ 　肺機能検査の結果及び２次検査の実施の判定にあたっては、エックス
線写真像、過去の検査結果、他の所見等をふまえて医師の総合的評価に
よる判定を必ず行うこと。

図4-6



�

表4-7　著しい肺機能障害があると判定する限界値（AaDO2）
（男性、女性）

年齢（歳） 限界値（Torr） 年齢（歳） 限界値（Torr） 年齢（歳） 限界値（Torr）
21 28.21 41 32.41 61 36.61
22 28.42 42 32.62 62 36.82
23 28.63 43 32.83 63 37.03
24 28.84 44 33.04 64 37.24
25 29.05 45 33.25 65 37.45
26 29.26 46 33.46 66 37.66
27 29.47 47 33.67 67 37.87
28 29.68 48 33.88 68 38.08
29 29.89 49 34.09 69 38.29
30 30.10 50 34.30 70 38.50
31 30.31 51 34.51 71 38.71
32 30.52 52 34.72 72 38.92
33 30.73 53 34.93 73 39.13
34 30.94 54 35.14 74 39.34
35 31.15 55 35.35 75 39.55
36 31.36 56 35.56 76 39.76
37 31.57 57 35.77 77 39.97
38 31.78 58 35.98 78 40.18
39 31.99 59 36.19 79 40.39
40 32.20 60 36.40 80 40.60

文　献
１）労働省安全衛生部労働衛生課編．じん肺診査ハンドブック． 1970．
２）日本呼吸器学会肺生理専門委員会編．「呼吸機能検査ガイドライン II」2006．
３） じん肺法におけるじん肺健康診断等に関する検討会．じん肺法におけるじん肺健康診断等に
関する検討会　報告書． 2010．

  〔五十嵐 毅、西村 正治〕
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本書の P204以下。

付　録
２　主要関連法規と通達
　１　主要関連通達

P236　様式第３号　差替え

じん肺法施行規則の改正

　じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成22年厚生労働省令第82号）が平
成22年６月28日に公布され、同年７月１日に施行された。
　じん肺法施行規則の改正は、同規則様式第３号「じん肺健康診断結果証明書」が改正されたもので、
改正部分は、①　胸部に関する臨床検査の一部、②　肺機能検査の一部、③　合併症に関する検査のう
ちの肺結核以外の合併症に関する検査の一部である。
　新たな様式は、掲げたとおりである。

様式第３号（第13条、第20条、第22条関係）次ページ
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本書 P258～259削除。この通達は平成21年10月１日をもって廃止。

平成13年６月25日　基安労発第19号
じん肺管理区分決定の審査における CR 写真の取扱いについて

本書 P258～259差替え。

平成22年６月28日　基発0628第６号
じん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等について

　じん肺法に基づくじん肺健康診断については、昭和53年４月28日付け基発第250号「改正じん肺法の施
行について」（以下「250号通達」という。）において、「じん肺診査ハンドブック」（昭和54年改訂）に記
載された内容を基本として行うこととしている。
　今般、じん肺法におけるじん肺健康診断のあり方について、最新の医学的知見を基に検討を行い、じ
ん肺健康診断における肺機能検査及び検査結果の判定等に関し、下記のとおりとすることとしたので、
貴職におかれては、このことについて周知に努めるとともに、適切な対応が図られるよう指導されたい。
　なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

記

第１　肺機能検査及び検査結果の判定等について
　１　肺機能検査及び検査結果の判定について
　　　肺機能検査及び検査結果の判定については、以下の内容を基本として行うこと。
　　⑴　肺機能検査の項目について
　　　　じん肺の肺機能検査において、以下の項目及び正常予測値を用いることとする。
　　　ア 　拘束性換気障害の指標として％肺活量を用いるとともに、肺活量の正常予測値として、2001

年に日本呼吸器学会が提案した予測式を用いること。
　　　　 　2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式とは、以下のとおりであること。
　　　　　　男性：0.045×身長（cm）－0.023×年齢－2.258（L）
　　　　　　女性：0.032×身長（cm）－0.018×年齢－1.178（L）
　　　イ 　閉塞性換気障害の指標として、１秒率及び％１秒量を用いるとともに、１秒量の正常予測値

として、2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式を用いること。
　　　　　2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式とは、以下のとおりであること。
　　　　　　男性：0.036×身長（cm）－0.028×年齢－1.178（L）
　　　　　　女性：0.022×身長（cm）－0.022×年齢－0.005（L）
　　⑵　肺機能検査の結果の判定について
　　　 　じん肺の肺機能検査の結果において、著しい肺機能障害と判定する基準については、以下のと

おりとする。なお、肺機能検査のフローチャートについては、別紙（編注：略）のとおりとする。
　　　ア　肺機能検査の結果、以下の場合、著しい肺機能障害と判定すること。
　　　　・　％肺活量が60％未満の場合
　　　　・　１秒率が70％未満であり、かつ、％１秒量が50％未満である場合
　　　　・ 　％肺活量が60％以上80％未満である場合、１秒率が70％未満であり、かつ、％１秒量が50

％以上80％未満である場合、または、呼吸困難度が Fletcher-Hugh-Jones の分類（じん肺診
査ハンドブックにおける「Hugh-Jones の分類」）に基づき第 III 度以上である場合であって、
動脈血酸素分圧（PaO2）が60Torr 以下であること、または、肺胞気動脈血酸素分圧較差
（AaDO2）が別表（編注：略。本追録 P8 表4-7。）の限界値を超えること。
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　　　イ 　フローボリューム曲線の検査から求められる最大呼出位から努力肺活量の25％の肺気量にお
ける最大呼出速度（V

4

25）については、肺機能検査の結果の判定に用いないこと。
　　　ウ 　動脈血ガスの測定に先立って耳朶血の酸素分圧の測定を要しないこと。耳朶血の酸素分圧の

測定を行った場合であっても、その結果により動脈血採血を省略し、「著しい肺機能障害がな
い」と判定しないこと。

　　　エ 　呼吸困難度や胸部エックス線写真像については、検査結果の判定にかかる総合的な判断に際
して活用すること。

　　　オ 　その他の検査として、６分間歩行試験による動脈血酸素飽和度測定を含め、医師が必要と判
断して行われた場合や検査結果が提出された場合は、その検査結果を含め、総合的な判断を行
うこと。

　　　カ 　肺機能検査の結果及び２次検査の実施の判定に当たっては、肺機能検査によって得られた数
値をアにおいて示した判定基準に機械的にあてはめて判定することなく、粉じん作業の職歴、
エックス線写真像、既往歴及び過去の健康診断の結果、自覚症状及び臨床所見、その他の検査
等を含めて総合的に判断すること。

　　　キ 　アにおいて示した判定基準を満たさない場合であっても、医師が総合的な評価に基づいて、
著しい肺機能障害の有無の判定を行った場合、その医学的事由をできるだけ詳細に「じん肺健
康診断結果証明書」の「医師意見」の欄に記入すること。

　　　ク 　スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査結果の妥当性と再現性を確保するた
め、検査は最低３回実施し、このうち最も良好な結果を採用すること。なお、検査の実施が困
難な場合は、この限りではない。

　　　ケ 　１次検査により拘束性障害や閉塞性障害が認められないが呼吸困難を呈する場合は、心疾患
等の可能性も考慮した上で適切な判断を行うこと。

　２　エックス線写真検査について
　　 　エックス線写真検査については、「じん肺診査ハンドブック」に記載された内容に加えて、石綿肺

の場合、胸部単純エックス線写真において大陰影のみが認められることはないことを踏まえ、石綿
肺が疑われ、胸部単純エックス線写真において大陰影のみが認められる場合には、石綿作業を含め
た粉じん作業の内容と画像所見を総合的に評価し、じん肺による所見の有無を判定することに留意
すること。

　３　地方じん肺診査医による診断又は審査における留意事項
　　 　じん肺法第13条第２項（第15条第３項、第16条第２項及び第16条の２第２項において準用する場

合を含む。以下同じ。）に規定する地方じん肺診査医の診断又は審査において、じん肺による著しい
肺機能障害の可能性がある場合には、肺機能検査の結果をより的確に評価するため、スパイロメト
リー及びフローボリューム曲線の結果や血液ガス測定の結果が記録された検査報告書を確認するこ
とに留意すること。

第２　関係通達の整備
　１　250号通達の一部改正
　　 　上記第１のとおり取り扱うこととすることに伴い、250号通達の一部を次のように改正する。
　　 　第１の２の（３）中「じん肺診査ハンドブック」の下に「（II の５の（１）及び（４）を除く。）」

を加え、「記載された内容」の下に「並びに平成22年６月28日付け基発0628第６号「じん肺法におけ
る肺機能検査及び検査結果の判定等について」記中第１の１及び２」を加える。

　２　昭和53年10月13日付け基発第567号通達の廃止
　　 　昭和53年10月13日付け基発第567号通達「じん肺法に基づく肺機能検査の方法及び判定について」

は、平成22年６月30日をもって廃止する。
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第３　適用日等
　１　適用日
　　 　この通達は、平成22年７月１日より適用するものであること。
　２　経過措置
　　 　この通達の施行前に行ったじん肺法第13条第２項の規定によるじん肺管理区分の決定は、第１の

１の内容を基本として行う肺機能検査及び検査結果の判定によるじん肺管理区分の決定とみなすこ
と。

平成22年６月24日　基安労発0624第１号
改正：平成22年12月16日　基安労発1216第１号

じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR（FPD）写真及び
CR 写真の取扱い等について

　じん肺法（昭和35年法律第30号、以下「法」という。）に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分
の決定（以下「じん肺健康診断等」という。）においては、エックス線写真を用いることとされている。
　エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写
真」（以下「DR（FPD）写真」という。）については、平成19年11月16日付け基安労発第111601号「じん
肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR（FPD）写真の取扱い等について」において、
Computed Radiography による写真（以下「CR写真」という。）については、平成21年10月１日付け基
安労発第1001第１号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分決定における CR写真の取扱い等について」
において、その留意事項等を示しているところである。
　今般、専門家による検討により、従来示してきた撮像表示条件に加え、肺がん等の検出に適したダイ
ナミックレンジ圧縮処理を加えた条件においても、DR（FPD）写真及びCR写真をじん肺健康診断等に
おいて適正に使用することができるとの結果が得られたことから、じん肺健康診断等に用いるレントゲ
ン写真がDR（FPD）写真及び CR写真である場合の留意事項等を下記のとおり示したので、その実施
及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。
　なお、平成19年11月16日付け基安労発第111601号及び平成21年10月１日付け基安労発第1001第１号は、
平成22年６月23日をもって廃止することとする。

［改正通達の抜粋］
　今般、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条
件が新たに追加されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR（FPD）写真及びCR
写真である場合の留意事項等を下記のとおり改めたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知
につき遺憾なきを期せられたい。

記

第１　DR（FPD）写真及び CR 写真の各種条件について
　じん肺健康診断等において、DR（FPD）写真及びCR写真を用いて検査を行う場合の当該写真の各種
条件については、別紙１「DR（FPD）撮像表示条件確認表」、別紙２「CR撮像表示条件確認表」に定
めるところによること。DR（FPD）写真については、別添「じん肺健康診断等のためのDR（FPD）撮
像表示条件」の内容も踏まえること。
［編注：改正通達］別紙１、別紙２、別添が改められた。
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第２　DR（FPD）写真及び CR 写真によるじん肺管理区分決定の審査について
　地方じん肺診査医は、じん肺管理区分の決定の申請にDR（FPD）写真及び CR写真が添付されてい
た場合には、以下に定めるところにより審査を行うこと。
１ 　審査を行う前に、提出されたDR（FPD）写真及びCR写真について、次の事項を確認すること。ま
た、第１に示したDR（FPD）写真及びCR写真の各種条件を満たしていること。
　⑴　全肺野の細部まで十分に読影が可能であること。
　⑵　適正な濃度とコントラストであること。
　⑶　陰影が強調されすぎていないこと。
２ 　１の確認に際し、必要がある場合には、法第40条第１項の規定に基づき、提出されたDR（FPD）写
真及び CR写真の撮影を行った医療機関又は医師に対し、当該写真の撮影条件又は画像処理条件等に
ついて質問を行うこと。
３ 　DR（FPD）写真及びCR写真によるじん肺のエックス線写真の像の区分の判定は、従来どおり「じ
ん肺標準エックス線フィルム」（昭和53年）を用いて行うこと。
４ 　じん肺管理区分の決定の審査を行う際のDR（FPD）写真及びCR写真の適正な条件については、別
紙「DR（FPD）撮像表示条件確認表」及び別紙「CR撮像表示条件確認表」に定める条件とし、これ
以外の条件によるDR（FPD）写真及びCR写真の審査は適正ではないこと。
５ 　別紙「DR（FPD）撮像表示条件確認表」及び別紙「CR撮像表示条件確認表」に定める条件によら
ないDR（FPD）写真及び CR写真が提出された場合であって、当概写真では審査が困難である場合
には、法第13条第３項の規定に基づき、検査実施命令又は物件提出命令を行い、適正な条件によるエ
ックス線写真により管理区分の決定の審査を行うこと。

［編注：改正通達］改正通達の記の２及び３として次の記述が追加された。
２ 　「じん肺健康診断等のためのDR（FPD）撮像表示条件」及び「DR（FPD）撮像表示条件確認表」に
ついては、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件として、キヤノン
［３］、ケアストリームヘルス、マイテックを追加した。その他、従来示してきた撮像表示条件につい
ては変更がないことから、これらの条件で撮影されたDR（FPD）写真については、従前の確認表を
用いても差し支えないこととする。
３ 　「CR撮像表示条件確認表」の変更点は、メーカーの記載順等、書式に関するもののみであり、従来
示してきた撮像表示条件には変更がないことから、これらの条件で撮影された CR写真については、
従前の確認表を用いても差し支えないこととする。

第３　その他
１ 　今後、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件を作成する場合については、「じん肺健
康診断等へのDR（FPD）の使用に関する検討会報告書（中央労働災害防止協会 平成19年10月）」を
参考とすることとしているので留意すること。
　 （今後、別紙に掲げるメーカー以外の者等からDR（FPD）写真及びCR写真等の撮像表示条件につい
ての問い合わせがあった場合には、本省に問い合わせるよう指導されたい。）
２ 　じん肺管理区分決定に係る不服審査請求の審査に必要な書類については、平成５年12月９日付け労
働衛生課長事務連絡のチェックリストで示しているところであるが、当該事務連絡で示した書類等の
他、別紙も添付すること。
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