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基労発第 0313009号

平成21年3月13日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長

( 公 印 省 略 )

石綿による疾病の認定基準等の周知等について

石綿による疾病については､発症までの期間が長く､労働者､医師双方にお

いて､石綿ぱく霧と発症した疾病との関連に意識がないまま､労災請求等に及

んでいない場合があることから､今般､石綿による疾病の認定基準の内容及び

認定事例等を示した､医師及び医療機関並びに労働者向けリーフレット並びに

石綿ぱく露作業による労災認定等事業場の一覧表､石綿ぱく露チェック蓑､石

綿ぱく露歴把握のための手引等の各種情報を登載したCD-ROMを作成した

ところである｡

本省においては､労災病院及び労災指定医療機関のほか､別紙 1及び2の団

体に対し､リーフレット及びCD-ROMを送付するとともに､本件の周知に

係る協力を依頼することとしている｡

労災請求等の促進に当たっては､医師による助言が効果的であることから各

局においては､都道府県医師会に対してリーフレット及びCD-ROMを持参

の上､本件の周知等に係る協力を依頼するとともに､別紙3及び4により送付

する本リーフレット及びCD-ROMを､各種会議､窓口での活用を図ること

により､石綿による疾病の一層の周知及び労災請求等の促進に努められたい｡

なお､CD-ROMについては､適宜CD-R等電子媒体にコピーすること

が可能であることを申し添えJるo

おって､リーフレット及びCD-ROMについては､本状と別に､それぞれ

送付される予定である｡



別紙 1

リーフレット･CD-ROMを送付 し､周知等を依捜した機関

1 日本医学会

2 日本医師会

3 学術団体

(1)社団法人 日本呼吸器学会

(2)社団法人 日本医学放射線学会

く3)特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会

(4)社団法人ノ日本病理学会

(5)日本癌学会

(6)社団法人 日本産業衛生学会

4 独立行政法人労働者健康福祉機構

(産業保健推進センターに対しても､CD-ROMを直接送付)

5 財団法人労災保険情報センター

6 事業者団体 (別紙2の事業者団体参照)

7 労働団体 (別紙2の労働団体参照)

8 都道府県 (CD-ROMのみ送付)

9 保健所 (CD-ROMのみ送付)



別紙 2

1 関係事業者団体一覧

(1)リーフレット配布先
1 45

2 46

3 47

4 48

5 (社)プレハブ建築協会会長 49 (社)日本DⅣ協会会長

6 (社)ボイラ.クレーン安全協会会長 50 (社)El本エレベータ協会会長

7 (戟)建設荷役車両安全技術協会会長 51

8 (社つ建築業協会会長 , 52 (社)日本建材産業協会会長

9 (社)産業安全技術協会会長 53 全Eg中小企業国体中央会会長

10 (社)全国建設業協会会長 ~ 54 (社)E3本建築学会会長

ll (戟)全国建設産業団体連合会会長 55 (社)日本建築材料協会会長

12 (社)全国建築コンクリートブロック工業会会長 56 (社)ー日本建築士会連合会会長

13 (社)全国中小建設業協会会長 57 日本商工会琵所会頭

14 (社)全国中小廷苧エ事業団体連合会会長 58 (戟)日本航空宇宙工業会会長
15 59

16 60

17 61

18 62

19 63

20 64

21 (社)日本化学物質安全.情報センター会長 65 (社)日本ビルヂング協会連合会会長

22 (社)日本機械工業連合会会長 66 (戟)不動産協会理事長
23 67

24 68

25 69

26 (社)日本作業環境測定協会会長 70

27 (社)日本産業枚械工業会会長 71

28 (社)日本自動車整備振興会連合会会長 72 全国石綿スレ｢ト協同租合連合会会長

29 (社)日本石綿協会会長 73
30 74

'3ー 75

32 76

33 (社)日本鉄道建設業協会会長 77

34 (社)日本竜也工業会会長 78

35 (社)日本電力建設業協会会長 79 石油連盟会長

36 (社)日本土木工業協会会長 80
37 81

38 82

39 83

40 (社)日本労働安全衛生コンサルタント余会長 84
41 85

42 86

43 建設業労働災害防止協会会長 87

44 鉱業労働災害防止協会会長 88

(2)CD-ROM配布先

1 労働政策本部安全衛生グループ長 6

2 日本商工会議所会頭 7 【港湾貨物運送事業労働災書防止協会会長

3 全国中小企業団体中央会会長 8



2 労働団体一覧

(1)リーフット酉己布先

(2)CD-ROM配布先

日本労働組合総連合会会長



別紙3

リーフレット ｢石綿による疾病の認定基準｣配布内訳
島名 部数

北海道 15.400
青森 5.400
岩手 6,400
宮城 4,600
秋田 5.400
山形 4.600
祷島 8.200
茨城 7】200
栃木 6.400
群馬 7.200
埼玉 7.200
千葉 7,200
東京 16,200

神奈川 10.800
新患 8.200
富山 3.600
石川 3.600
福井 3,600
山梨 3.600
長野 8.200

岐阜 6.400,
静岡 6,400一一
愛知 12,600
三重 .5,400
滋賀 2.800
京都 6.400
大阪 ll.800
兵庫 10.000
奈良 3.600
和歌山 4.600
鳥取 2.800､
島根 3.600
岡山 51400
広島 7,200
山口､ 7,200
徳島 3.600
香川 4,660
愛媛 ･4,600
高知 3.600
福岡 10.800
佐賀 3,600
長崎 p 5,400
熊本 5,400
大分 4.600

一宮崎 3.600
鹿児島 4.600
沖縄 4,600
小計 298.1200

学術団体 900
労働者健康福祉機構 10,000
労災保険情報センター 500

事業者団体 13.200
労働団体 1.400

合計 324.200



別紙4

CD-ROM ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業場一覧｣配布内訳
局名 枚数

北海道 56
青森 23
岩手 26
宮城 20
秋田 23
山形 .20
福島 32
茨城 29
栃木 26
群馬 29
埼玉 29
千葉 29
東京 59

神奈川 41
新潟 32
富山 17
石川 17
福井 17
山梨 17
長野 32
岐阜 ー26
静固 26
愛知 47
三重 . 23
滋賀 14
京都 26
大阪 ･44
兵庫 38-
奈良 17

和歌山 ◆20
鳥取 14
島根 17
岡山 23
広島 29
山口 29
徳島 17
香川 ~20
愛媛 20
高知 17
福岡 41
佐賀 17
長崎 23
熊本 23 .
大分 20
宮崎 17

鹿児島 20
沖縄 20
小計 1,222

学術団体 60
労働者健康福祉機構 10

労災病院 160
産業保健推進センター 235
労災保険情報センタ- 60

事業者団体 45
日本労働組合総連合会 5

都道府県 235
- 保健所 一.034



基労発第 0313010号

平成 21年3月13日

独立行政法人労働者健康福祉機構 理事長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部

石綿による疾病の認定基準等の周知等について (依頼)

日頃から､労働基準行政の推進に格段のご理解を賜 り､厚 く御礼申し上げま

す｡

さて､御承知のとおり､石綿による健康被害が大きな社会問題となる中､厚

生労働省としても､その対策に鋭意努めているところですが､その一環として､

石綿による疾病の認定基準の内容及び認定事例等を示した､医師及び医療機関

並びに労働者向けリ-フレットを作成 し､これを配布することにより､その周

知を図るほか､石綿ぱく露作業による労災認定等事業場の一覧表､石綿ぱく露

チェック表､石綿ぱく露歴把握のための手引等の各種情報を登載 したCD- R

OMを作成 し､医療機関等に配布することにより､石綿関連疾患の診断等に役

立てていただくこととしております｡

つきましては､下記のとおりリーフレット及びCD-ROMを送付しますの

で､労災病院及び都道府県産業保健推進センターにおいて積極的に活用いただ

くとともに､地方自治体の実施する健康診断等へ協力する際等における活用等､

各種機会を利用した周知につきまして､特段のご配慮をお願いいたします｡

記

1 リーフレット ｢石綿による疾病の認定基準｣ 10.000部

2 CD- ROM ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業場一覧｣ 10枚

注 1 労災病院には､別添1のとおりリーフレット及びCD-ROMを厚生労働省から

直接送付

注2 産業保健推進センターには､別添2のとおりCD-ROMを厚生労働省から直接

送付



別添 1

拝啓

労働基準行政の推進につきまして､平素から御協力を賜り､厚く御礼申し上

げます｡

さて､御承知のとおり､石綿による健康被害が大きな社会問題となってから､

厚生労働省では､労災補償及び石綿による健康被害の救済に関する法律に基づ

く特別遺族給付金について､あらゆる機会を捉えて周知 .広報に取り組んでお

ります｡

とりわけ､石綿による疾病については､発症までの期間が長く､石綿ぱく露

と発症した疾病との関連が意識されないことにより､労災請求に及んでいない

場合があると言われておりますが､石綿関連疾患 (中皮腫､肺がん等)に係る

労災請求については､医師等の助言によりなされることも多く見受けられ､労

炎保険制度の周知及び労災請求の促進に当たっては､医療機関の皆様のご理解

とご協力が必要不可欠となっております｡

このような状況に鑑み､今般､石綿による認定基準の内容等を示したリーフ

レット及び石綿ぱく露作業により労災認定した事業場一覧表 (検索機能付き)

等の情報を登載 したCD-ROMを作成し､送付することとしましたので､貴

院におかれては､これら労災補償等における石綿関連疾患の情報を活用してい

ただくとともに (CD-ROMに登載されている内容や活用方法については､

裏面をご覧ください｡)､当該疾患を発症し､それが石綿ぱく露作業に従事 して

いたことが原因と疑われる場合には､受診される患者やその遺族の方々に対し

て､最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署への相談を勧めていただきま

すようお願いいたします｡

敬具

平成21年3月

労災病院

労災指定医療機関

厚 生 労 働 省

都道府県労働局

労働基準監督署



(裏面)

cD一兎oMに登載されている内容

> 石綿 ぱく露作業による労災認 定等事 業場一覧 (検 索機能付き)

平成 19年度までの間に､全国の労働基準監督署において石綿による肺がん又は中皮腫

の労災認定を受けた労働者が所属 していた事業場に関する一覧表で､約 3,300事業場の

名称や所在地等を簡易に検索することができます (※1)｡

これ らの情報は､患者 さんが業務により石綿にさらされた可能性があるかどうかの手

がか りとな り､問診等の際に有用です｡

(※1)検索方法等については､CD-ROMのトップページをご覧ください.

> 石綿 ぱく露歴等チェック表

石綿による肺がん又は中皮腫の疑いのある患者さんを担当される医師の方が､当該患

者 さんの職業歴や石綿ぱく露作業に従事 していた可能性の有無を確認する際に､本チェ

ック表を活用することができます｡

> 石綿 による疾病 の認 定基準

石綿関連疾患に係る労災帯定基準や労災認定事例等を示 した リーフレットです｡

> ｢『特別遺族給 付金』に関する､大切 なお知らせですO｣

石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され(平成 20年 12月 1日より施行)､

当該改正による変更点を示 したリーフレットです｡

> 石綿健康 管理 手帳の交付対象 業務 の拡大について

石綿健康管理手帳制度 (※2)の内容を示 したリーフレットです｡

(※2)石綿業務に従事していた方については､将来､肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそ

れがあります｡これらの疾病については､石綿にさらされてから発症までの期間が長く､離

職後に発症することが多いため､健康管理手帳制度を設けて､離職後の健康管理を行ってお

ります｡

> 石綿 ぱく露歴把握 のための手 引

石綿ぱく霧作業の具体的内容が､写真入 りで解説されてお り､労働者の方が従事した

とされる作業が､石綿ぱく露作業か どうかを確認するために有用です｡

> 労炎 保険給付 の概要

労災保険給付の種類､内容､請求手続等を示したリーフレットです



(配布内訳)

配布先 リーフレット CD-ROM

労災病院 12部 1枚



別添2

基労発第 0313012号

平成 21年3月13日

各産業保健推進センター 所長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部

CD-ROM ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業場一覧｣の

送付等について (依頼)

日頃から､労働基準行政の推進に格段のご理解を賜り､厚く御礼申し上げま

す｡

さて､石綿による健康被害が大きな社会問題となる中､厚生労働省としても､

その対策に鋭意努めているところですが､その一環として､石綿ぱく震作業に

よる労災認定等事業場の一覧表 (検索機能付き)､石綿ぱく露チェック表､石綿

ぱく露歴把握のための手引 (石綿ぱく露作業の具体的な内容を写真入りで解説)

等の各種情報を登載したCD-ROMを作成し､医療機関等に配布することに

より､石綿関連疾患の診断等に役立てていただくこととしております0

つきましては､下記のとおり､当該CD-ROMを送付いた しますので､貴

センターにおかれましても､そのご活用等につきまして､特段のご配慮を賜り

ますよう､お願い申し上げます｡

記

CD-ROM ｢石綿ぱく露作業による労炎認定等事業場一覧j 5枚



基労発第 0313018号

平成21年3月13日

独立行政法人環境再生保全機構

石綿健康被害救済部長 殿

石綿による疾病の認定基準等の周知等について (依頼)

日頃から､労働基準行政の推進に格段のご理解を賜り､厚く御礼申し上げま

す｡

さて､御承知のとおり､石綿による健康被害が大きな社会問題となる中､厚

生労働省としても､その対策に鋭意努めているところですが､その一環として､

石綿による疾病の認定基準の内容及び認定事例等を示した､医師及び医療機関

並びに労働者向けリーフレッ トを作成し､これを配布することにより､その周

知を図るほか､石綿ぱく露作業による労災認定等事業場の一覧表､石綿ぱく露

チェック表､石綿ぱく露歴把握のための手引等の各種情報を登載したCD●-R

oMを作成し､医療機関等に配布することにより､石綿関連疾患の診断等に役

立てていただくこととしております｡

つきましては､下記のとおりリーフレット及びCD-ROMを送付しますの

で､貴殿におかれましても､本取組についてのご理解とご配慮を賜 り､本 リー

フレット及びCD-ROMをご活用いただくよう､お敵い申し上げます｡

記

1 リーフレット ｢石綿による疾病の認定基準｣ 1000部

2 CD-ROM ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業場一覧表等｣ 20枚


