
国際医療福祉大学大学院教授／順天堂大学医学部客員教授
横　山　和　仁

（聞き手　池脇克則）

　今度、ある会社の嘱託産業医となりました。その会社では有機溶剤としてス
チレンとアセトンを使用しています。そのためにチェックしなければならない
職場での注意や血液、尿検査等の事項についてご教示ください。
 ＜岡山県開業医＞

有機溶剤使用者に対する注意と検査

　池脇　公衆衛生、産業医としての質
問です。会社の嘱託産業医になりまし
たということですが、嘱託産業医を置
かなければいけない会社には条件があ
るのでしょうか。
　横山　50人以上の労働者を雇用して
いる事業所ということになっています。
1,000人以上、ただし業種によっては
500人以上の場合は専属（常勤）産業
医が必要です。
　池脇　そうすると、けっこう多くの
会社が嘱託で産業医をお願いして、開
業医が行っているのでしょうか。
　横山　かなり多いと思います。あと
は、大学等の医師でそういうことに関
心のある方とかですね。
　池脇　有機溶剤、今回はスチレンと
アセトンということですけれども、有

機溶剤は危険なものから、比較的そう
ではないものまで、いろいろと分類が
あるのでしょうか。
　横山　日本の職場では有機溶剤を使
うような作業に関しては、労働安全衛
生法という大本の法律がありまして、
それに従った厚生労働省令として有機
溶剤中毒予防規則というものがありま
す。そこに54種類の有機溶剤がリスト
されていまして、毒性の強さによって
強いものから弱いものということで、
第１種、２種、３種と分類されていま
す。
　池脇　今回のスチレンとアセトンは
どこに分類される有機溶剤なのでしょ
うか。
　横山　中間の第２種ということにな
っています。

　池脇　会社はスチレンとアセトンを
使っているということですが、一般的
に会社はたくさんの有機溶剤を使うの
か、あるいは限られたものを使うので
しょうか。
　横山　たくさんのいろいろな種類を
仕事の用途に応じて使うところが多い
と思います。
　池脇　嘱託あるいは常勤の産業医が
そのあたりに気をつけるのはたいへん
ですね。
　横山　そう思います。ですから、有
機溶剤中毒予防規則というものをまず
理解していただく。その解説版が厚生
労働省のWebサイトに「有機溶剤を正
しく使いましょう」というパンフレッ
トで掲載されています。まずそれをご
覧いただく。
　それからもう一つ注意しなくてはい
けないのは、有機溶剤の中に一部、発
がん性があるものがあるのです。それ
に関しては、発がん性あるいは大量に
曝露したときに非常に危険な化学物質
に対応する特定化学物質障害予防規則
という、いわゆる特化則の中で指定さ
れているものがあり、今回の例でいう
と、特定有機溶剤ということでスチレ
ンが入っています。スチレンはヒトに
対する発がんの可能性があるというこ
とで、国際がん研究機関（IARC）で
もそのように分類されていますので、
注意が必要です。
　池脇　発がんとおっしゃいましたけ

れども、数年前に大阪で、印刷会社で
したか、胆管がんが出たことがありま
した。そういった有機溶剤によるがん
ということでしょうか。
　横山　胆管がんというのは非常に珍
しい病気だと思うのですけれども、そ
れが多発したということで、印刷で使
われるジクロロプロパンというものが
原因として疑われています。そういう
こともありまして、特化則の改訂とか、
もう一つ厚生労働省でも、がんに関す
るがん原性指針、発がん性のある物質
に関する取り扱いの指針も出していま
す。そういうものの改訂が進んで、有
機溶剤の中で発がん性のあるものが組
み入れられたという経緯があります。
　池脇　発がん性のある有機溶剤を使
う職場の産業医としては役割は重要と
いうことですね。
　横山　結局は、まずそこで何が使わ
れているかということです。それを産
業医がよく理解するということだと思
うのです。それぞれがどんな危険、有
害性があるかということを確認してい
ただく。
　池脇　今回の質問の職場で注意しな
いといけないことは、職場でどういう
有機溶剤が使われていて、危険性がど
うなのかを理解、確認するということ
から始まるのですね。
　横山　そうですね。
　池脇　その後はどういうことを注意
していくのでしょうか。
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　横山　まず例えば発生源です。有機
溶剤は蒸発して蒸気になりますから、
その発生源対策をどうするか。それか
ら作業環境を定期的に測定することが
法令で義務づけられていますので、そ
れがきちんと行われているか。もう一
つは、そういう有機溶剤作業で、それ
を扱っている作業者、労働者を指導す
るような役割の作業主任者がきちんと
選ばれているか。あとは、医師が非常
にかかわるところですが、健康管理で
す。こういうものを扱う人は、雇い入
れ時、または配置替えのとき、あるい
は６カ月に１回、いわゆる特殊健康診
断を受けることになっています。
　池脇　通常の会社でも年に１回は健
康診断を受けますけれども、こういう
職場で作業をされている従業員に関し
ては年に２回なのですね。
　横山　そうですね。いわゆる法定の
定期健康診断とは別に特殊健康診断を
受ける必要があるということです。
　池脇　確かに作業環境を測定すると
いうのはなかなか医師では難しいので、
それはきちんとやっているかどうかを
確認する。医師が主体となって行うと
なると健康診断ですか。
　横山　そうですね。健康診断の結果
の判定や事後措置ということになりま
す。ただ、作業環境についても、会社
で測っているわけですから、データを
見せてもらって、きちんと管理されて
いるかをぜひチェックしてほしいと思

います。
　池脇　おそらく会社も、こういうも
のを使っているから、それに必要な血
液、尿や環境の測定は多分きちんと把
握している。産業医はその結果をみて
対処するということになると思うので
すけれども、そういったところが健康
管理に関しての産業医の役割というこ
となのでしょうか。
　横山　先ほど言った有機溶剤中毒予
防規則で健康診断の項目等も決まって
いますので、基本的には原則として業
務歴や自他覚症状、既往歴等を見る。
それと尿蛋白、その辺は必ず基本的な
健康診断の項目として行う。
　もう一つは全部ではないのですけれ
ども、有機溶剤ごとに、いわゆる生物
学的モニタリングという、体の中にど
れぐらい吸収されているかを血液や尿
を採取して調べる。有機溶剤の場合は
ほとんど尿です。例えば質問にありま
すスチレンというのは、マンデル酸と
いう代謝産物を測定して、それがある
レベル以上高いと要注意で、曝露から
隔離するとか、そういう対応が必要に
なると思います。
　池脇　有機溶剤が蓄積して肝障害、
腎障害をきたす。ただ、肝機能、腎機
能を見るには遅すぎるので、血中の代
謝産物をモニターして早期発見につな
げるということでしょうか。
　横山　それがすべての有機溶剤でで
きるわけではなくて、代謝産物と有機

溶剤の関係が確立している、どれぐら
い曝露したらどれぐらい出るというの
が確立しているものについては有効で
す。ですから、例えばトルエンだと尿
中の馬尿酸という物質を測ったり、キ
シレンだとメチル馬尿酸とか、そうい
うものがありますけれども、基本的に
は有機溶剤の特殊健康診断の場合は業
務歴、自他覚症状等が先生方も関心が
あるところではないかと思うのです。
ただ、もっと関心を持っていただきた
いのは、作業をしている環境とか、あ
るいは作業の仕方がどうなっているか。
職場の巡視とか環境測定の結果の記録
をよく見て、きちんと曝露が管理され
ているかどうかということを行ってい
ただきたいのです。
　池脇　嘱託の産業医が定期的に職場
の巡視をされて、ある項目が高かった。
それがまたその職場で複数回、複数の
方が高いということになると、職場環
境を調べるということになるのでしょ
うか。
　横山　それが一番大事だと思うので

すが、もともと作業環境の測定という
のは定期的に行わなければいけないこ
とになっています。その結果を見て、
ご自分の管理されている職場で高い濃
度の有機溶剤が作業場にないかどうか、
そこをよくチェックしていただくとい
いと思います。
　池脇　環境でそういう異常値が出な
いようにするという職場の努力も必要
ですし、仮に引っかかった人に対して
は、産業医が職場環境を改善する。産
業医というのはたいへんな仕事ですね。
　横山　環境自体の改善は産業医では
なくて、もっといろいろな専門家の協
力を借りて行えばいいのではないかと
思います。例えば、職場の排気設備に
どういうものを入れたらいいかとか、
そういうものは専門の人しかわからな
いですから、よく相談する。会社側の
人と話し合って、産業医が「ここは曝
露が高いから下げたほうがいいよ」と
いうアドバイスを行っていただきたい
というところです。
　池脇　ありがとうございました。
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