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管理濃度が厳しい物質の管理について
－ベリリウムの場合－

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所

小嶋純奪

回はじめに

作業環境中の有害物質に対して定められる

管理濃度（作業環境測定基準別表）は　国内

外の学会・団体が勧告するぱく露限界値や諸

外国における規制基準などを参考に，技術的

な実現可能性と実用性も考慮して厚生労働省

が設定する指標である。従って，測定技術や

管理対策レベルの進展，あるいは有害性に関

して新たに得られた知見等によって随時強化

される（もしくは新規に追加される）性質の

ものと言える。現在，約70種の有害物質につ

いて管理濃度が定められているが，数次の見

直しを経てより低い濃度に変更され，一層の

管理対籍が必要になった物質もあり，既存の

設備や従来の手法では対応が困難になったも

のもある。

厳しい管理濃度が与えられている物質の一

つである「ベリリウム及びその化合物」Jま，

元々0．002mg／m3という低い値に設定されてい

たが，昨今の改定により更に強化され，現在

は0．001mg／m3になっている。海外でもベリ

リウムには厳しい管理が求められているが，

近年，労働者のベリリウム感作（ベリリウム
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が体内に進入した際に免疫細胞がその分子的

形状を認識する状態）の低減抑制に力点を置

いたぼく霧対策プログラムを策定し，効果を

上げた実例が報告されている。本報では，こ

の様なベリリウムの管理やばく露対策に関す

る，主に米国で発表された調査・研究の成果

等を紹介し，我が国におけるベリリウム管理

の参考に供したい。

四ベリリウムの用途と有害性（管理濃度）

ベリリウムは主に合金の硬化剤として利用

され，代表的なものに，加工，成形，機械製

造に適した物性を持つベリリウム銅合金があ

る。この合金は非磁性で，非常に強い抗折カ

と耐摩耗性．高い熱的安定性と熱伝導性およ

び電気伝導性，比較的低い密度などの物理的

特性を有するので，工具，楽器，精密測定機

器のほか，高速航空機，ミサイル，宇宙船，

通信衛星などの軍事産業や航空宇宙産業にお

ける構造部材としても有用である。まだ　金

属ベリリウムはX線に対する透過性が非常に

高いため，Ⅹ線源やビームライン，Ⅹ線望遠

鏡などの検出器の窓材に利用される。その他

やや特殊な用途として，ベリリウムとアルミ

ニウムとのケイ酸塩（Be3Al2Si6018）の結晶が

宝飾品として用いられる。

ベリリウムの毒性は極めて高く，吸入ぼく
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露をした場合，ベリリウム肺癌もしくは慢性

ベリリウム症として知られる深刻な慢性肺疾

患を引き起こす危険があり，発がん性や皮膚

腐食性・刺激性も指摘されている。そのため，
「ベリリウム及びその化合物」の管理濃度は，

2013年4月の作業環境測定／評価基準の改正

以降，「ベリリウムとして0．001mg／m3」と定

められ，局所排気装置のフードの外側におけ

る濃度（＝抑制濃度）も，同じく「ベリリウ

ムとして0．001mg／m3」と規定されている。

Eiベリリウムの管理／ぱく露防止対策に関
する研究

強い毒性を有することから，ベリリウムに

よる生体影響，毒性の機序，分析・サンプリ

ング手法，ぼく露評価，実態調査等に関する

研究論文は国内外に多く存在する。しかし，

吸入および経皮ぼく露の防止対策の観点から，

現場における実践的なベリリウム管理に関し

てまとめた報文は少なく，また国内の主要な

学会・学術誌においても対策手法や好事例を

報告した文献は殆ど見当たらない。そこで

以下ではベリリウムの管理やばく露対簾に関

して海外誌に掲載された比較的新しい（2000

年代以降）研究のうち，筆者の目に留まった

数例を紹介する。

2007年のDeubnerらの報告l）によると，

米国では1990年代後半から従来のベリリウム

の対策モデルー労働者のベリリウムぱく露波

度を2．0〟g／m3未満に抑え，且つ作業場外へ

のベリリウムの流出も防ぐことを目標とする

－を見直す機運が高まり，それを契機として

新しい対策モデルへの転換が進んだという。

この新しいモデルでは　工学的対策（換気に

よる作業環境の空気質の改善）だけでは部外

者の間接ぱく露（ベリリウム取扱現場の外に

おけるぱく露で，工場の周辺住民や家庭にお
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けるぼく露を含む。）が十分に防げない点等に

鑑み，より厳しい吸入ぱく霧対策と並行して，

各区域（発生源近傍，作業エリアおよび工場

の敷地）ごとの域外流出防止の徹底，ベリリ

ウム感作の一因とみられる経皮吸収の抑制，

作業場の入念な清掃と整理整頓，積極的な労

働者への教育・啓蒙活動等の措置を同時進行

的に行うよう求めている。特に，作業者の入

退室に伴い衣服や手に付渚したベリリウムが

隣室・隣接エリアに運び込まれ二次汚染源と

なって他の作業者や部外者に副次的なぱく露

を引き起こす可能性のあることから，「教育・

啓蒙活動」によって発生源近傍の「入念な清

掃」を組織的に励行し，併せて保護手袋の着

用を徹底し小まめに作業服を洗濯する事も重

要であるとしている。米国内では　この新モ

デルの普及が奏功しベリリウム感作の発生が

顕著に低下したという。

同じく2007年にOccupEnvironMed誌に

掲載されたCummingsらの報告2）では，

BrushWellman社（ベリリウムの採掘から最

終製品までの製造・販売を行なっている世界

唯一のベリリウム関連材料メーカー；本社は

米国オハイオ州）傘下の酸化ペソリムセラミ

ック工場が1999年に強化・更新した社内ベリ

リウム対策プログラムと，その成果を紹介し

ている。この工場が更新以前に採用していた

対策プログラムは，当時のOSHAベリリウム

基準値（＝2．Oljg／m3）の遵守のみを目標とし

ていたが，1998年に従業員を対象とした実態

調査（ベリリウムリンパ球増殖試験）を行っ

たところ，その10％にベリリウム感作が認め

られたという。この工場ではベリリウムの気

中濃度管理だけで感作の根絶を図るのは困難

と判断し，従来の対策プログラムに「ベリリ

ウムの社内移動の制御」（作業場⇒事務室

⇔休憩所⇔会議室などの拡散移動の抑制）

と「経皮吸収の防止徹底」を加えた新たな対
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策プログラムを策定した。この新プログラム

の基本的な考え方は上記のDeubnerらが報告

する内容と概ね同じで　作業場における環境

濃度の低減よりも，二次汚染と経皮ぼく露の

防止を重視している。プログラムが明記する

具体的措置の一例としてば　各室の出入り口

におけるエアーシャワーの設置があり，これ

により作業者の衣服・身体に付着した粒子状

ベリリウムを払い落してベリリウムの社内移

動と作業者自身の経皮吸収を同時に防ぐと云

うものである。新プログラム実施後に行った

再調査の結果と1998年時の結果とを比較した

ところ，雇用期間が1993－1998年の従業員

の感作有病率は　2000～2004年の従業員の

8．4倍になっていた事が確認されたという。対

策プログラムの更新前後で，工場内の気中ベ

リリウム濃度に大きな改善が見られなかった

にも関わらず，感作の顕著な減少を実現した

事実は興味深い。

米国疾病予防管理センター（CDC）のDay

らによる2007年の報告3）－ベリリウム銅合金

の製鋼所における作業者のぼく露経路検証報

告－の中でも，ベリリウム感作と慢性ベリリ

ウム症の予防には，保護衣や手袋の着用を徹

底し，ベリリウム粒子との接触を極力避ける

ことが重要としている。まだ　この製鋼所で

は，ベリリウムによる作業場床面の汚染と気

中濃度および手袋の汚れには強い相関性があ

ったと述べており，作業場の入念な清掃が感

作の防止・抑制に有効であることを示唆して

いる。

2009年にJ．Occup．Environ．Hyg．誌に掲載

されたDufresneらの報告4）は，ケベック州

（カナダ東部）内のマグネシウム鋳造工場とア

ルミニウム精錬工場において，各種エアロゾ

ル用サンプラーによるベリリウムの環境およ

びぼく露濃度の測定を行った結果を伝えてい

る。そこでは，ケベック州の許容ぼく露基準
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（PEL；0．15LLg／m3）やACGIHの間借

（TLV；0．05Llg／m3）を超える作業が散見さ

れたそうである。まだ
・採取したヒューム中のベリリウム含有率は

精錬母材中のペソリム含有率を反映する。
・インハラブル用サンプラーから得られた測

定値は，環境濃度とぼく露濃度の両者にお

いて，総粉じん用および吸入性粉じん用サ

ンプラーで得た値より高くなる。

などの知見は，他のベリリウム現場において

濃度のモニタリングを行う際にも参考となり

そうである。

同じく2009年のKnudsonらの報告5）では，

前述のBrush Wellman社と米国NIOSHが

約10年にわたり協同で開発・推進してきた慢

性ベリリウム症の予防モデルについて詳解し

ている。このモデルは，労働者の潜在的なベ

リリウムぱく露の原因と経路を全て洗い出し

た上で，可能な限り職場におけるベリリウム

との接触を断つことに主眼を置いている。具

体的には　以下の8項目

（1）吸入ぼく露の防止

（2）作業場の清掃と整理整頓（→乱雑な作業

場は，有害物ぼく霧対策の足かせにな

る。）

（3）経皮吸収の防止

（4）常時清潔な作業着

（5）発生源対策

（6）ベリリウムの作業エリア外への流出の抑

制

（7）ベリリウムの工場敷地外への流出の抑制

（8）労働者の安全衛生教育

を遵守・達成すべき重点事項として構成され

ている。同モデルの実施によって200l年以降

BrushWellman社に雇用された労働者のベリ

リウム感作が大幅に減少し，慢性ベリリウム

症発症リスクを低減させたことが　後に米

NIOSHが行った調査によって確認されたとい
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う。なお同モデルのパソコン対話型実践支援

ツールも実用化されており，そのCD収録版

が2008年にBrushWellman社の顧客へ提供

され，翌年にはオンライン版がWeb上で公

開された。現在，アップデートで洗練された

同支援ツールは以下のURLで閲覧できる。

http：／／www．berylliumsafety．com．

2014年のArmstrongらの報告6）では　金

属ベリリウム，酸化ベリリウム粉およびベリ

リウム合金の製造・加工を行う4事業所にお

けるベリリウムの所内移動とぼく露経路を検

証している。まだ　調査の結果，ベリリウム

の「個人ぼく露渡度」と「作業者の手袋への

付着量」と「作業場所の汚染度（＝作業者が

頻繁に触れるコンテナ，制御盤，作業台，什

器類，事務用品，携帯器具，工具，各種設備，

通信機器などに付着したベリリウムの量）」の

三者間には強い相関関係のある事が確認され

たという。これは作業場の入念な清掃や作業

服の小まめな洗濯が作業者のベリリウム感作

の抑制に有効であるというDeubner，

Cummings，Dayらの報告1‾3）と整合する結

果と言えよう。

Firemanらの報告7）では83人の歯科技工

士と原子力関連産業の作業員を被験者とした

調査結果を踏まえ，ベリリウムぼく露の実態

把握やモニタリングには，従来式の作業環境

測定よりも生物学的調査（誘発嗜癖の検査）

の方が優れていると述べている。これは，ベ

リリウムの経度吸収が人体への主要な侵入経

路であることを裏付ける知見の一つと理解で

きる。まだ　ベリリウム取扱事業所に勤務す

る264人のベリリウム感作を調べたAbbas

Virjiら8）は吸入以外のぼく露経路（特に経

皮吸収）に関する情報の社内周知が重要と述

べており，安全衛生教育を重視するBrush

Wellman社の予防モデル5）にも沿った見解と

言える。
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田おわりに

2013年の作業環境測定基準の改正によって，

ベリリウムの管理濃度は「ベリリウムとして

0．001mg／m3」に変更された。また，ベリリウ

ム合金の溶解や溶接などの作業においでは

ベリリウムが飛散して高濃度ぼく露を来す恐

れがあるため，労働者に電動フアン付き呼吸

用保護具（PAPR）の装着と，皮膚の露出を

防ぐ保護衣や手袋等を着用させることも求め

られている。

なお，労働者の慢性ベリリウム症の予防に

は，その前段階のベリリウム感作状態にある

労働者を早期に発見することが重要である。

ベリリウム感作は臨床的に無症状なので，感

作判定を行うには定期的な免疫学的検査（ベ

リリウムリンパ球幼君化試験；BeLPT）が必

要だが，現行のBeLPTは精度と信頼性に難

点のあることが知られ，さらに放射性同元素

を使用するため一部の施設でしか実施できな

い等の問題もある。現在，（独）労働安全衛生

総合研究所では，この様な問題を解決する新

たな感作判定法の確立を目指した研究9）が進

行しているので　この場を借りて紹介したい。
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