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〔日農医誌 64巻 4号 671~679頁 2015. 11J 

研究報告:

花井栽培者の農薬曝露調査

一一大量曝露者との対話一一

永 美 大 志 * ・ 末永隆次郎2*・中崎美峰子3*

前島文夫*・西 垣 良 夫 * ・ 夏 川 周 介 *

花井は，外見が商品価値を大きく左右する作物であり，食用でないこともあって，栽培

のため農薬使用が多い作物と言われている。花井栽培部会の健康診査に合わせて109~112

名の受診者に尿の提供を受け，有機リン殺虫剤の代謝物である 4種のジアルキルリン酸を

測定した。

2009， 2010， 2011年 8月下旬の 3回の調査の中で，男性 2人からこの集団の中央値の

1， 000倍程度のジメチルリン酸を各 1回検出した。 2人はそれぞれに，高濃度を検出した

同日の血清コリンエステラーゼ活性値が，各人の前後4年の平均の，それぞれ64%，72% 

に低下していた。この低下は，米国カリフォルニア州の農作業者のコリンエステラーゼ活

性値モニタリングによる労働衛生管理の考え方では，農薬散布作業の見直しを行なうべき

レベルであった。

2人について対話を行なったところ， 1人はピレスロイド剤による咳きこみを相談され

たO 彼が呼吸器疾患があることも考慮し，我々が提案したいくつかの対策の中から，彼は

ピロスロイド系の使用を避けることを選択された。他の 1人は，初回の対話は受入れられ

なかったが，その後，粉剤用の農薬マスクを着用するようになっていただいた。

尿中の有機リン殺虫剤の代謝物の測定結果を背景にした，農薬曝露を低減できる作業改

善を求める対話が，有効である可能性が示唆された。対話は人材を必要とし，困難な面も

あるが，今後も継続してゆきたい。

①花井栽培者 ②尿 ③有機リン殺虫剤代謝物 ④血清コリンエステラーゼ活性値

⑤ピレスロイド殺虫剤

はじめに

農薬は，農業生産，衛生などの目的で使用さ

れる化合物群であり，農作業者の労働負担を軽

減し，生産性を高めるなどの利点がある。一方

で，本質的に生物毒性を持つものであり，開放
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的に大量に使用されることから，その人体影

響，環境影響を常に監視し，防止する必要があ

る。中でも，農作業者の農薬散布作業，散布後

の農作業による曝露は，農村医学の主たる課題

の一つである。

日本農村医学会では， 1990年代以降は，会員

である医療施設からの報告による臨床例調査が

主たる調査となっていた1叫)。しかし，農作業

による農薬中毒は，臨床例調査では，①農作業

者は自覚症状があっても来院しない，②来院し

ても医師が農薬中毒と診断できない，③外来受



は，ハウス内での作業時聞が長いほどジアルキ た。

ルリン酸濃度 (DAPs)が高い傾向であること

などを報告した。 OPs代謝物を測定する調査

は， 3年間継続され，中崎ら25)は，男性でジエ

チル型アルキルリン酸濃度について調査年の間

で正の相闘があることなどを報告した。

本報告では，この調査により，この集団の中

央値の1，000倍程度のジメチルリン酸 (DMP)

を干食出した 2人について，コリンエステラーゼ

活性値との関係，および，農薬曝露を低減でき

る作業改善を求める対話を行なった結果を中心
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診のみであった症例については把握することが

困難である，などにより，どの程度収集できて

いるかは不明である九

農作業による農薬曝露については労働衛生学

的アプローチが必要であり， 1970年代には，若

月俊一を主任研究者として国内各地で調査研

究が行なわれ，本雑誌1978年 4号に収載され

た6-ω。その後も， Matsushita et al.l5
) ，上回

ら1ペ 福 島 らベ時田ら1ペ 堀 内19)，百瀬ら2ペ

末永ら2口ペ大浦23)などの研究報告がある。

2005年に立ちあがった本学会の特別研究プロ

ジェクトの 4部会の一つである農薬中毒部会

は，その事業のーっとして， 2009年に施設栽培

者の農薬曝露調査を開始し継続している。

この調査の中で，中崎ら 24)は2009年に花井栽

培者の尿中の有機リン殺虫剤 (OPs)代謝物の

調査を行ない，男性においてジエチル型リン酸

が女性や，一般男性に較べ高いこと，女性で

に報告する。

方 法

調査した花井栽培部会は，九州北部に位置し

電照菊の周年栽培を行なっているO 調査は部会

の健康診査と合わせて2009，2010， 2011年の 8

月下旬に 3回行なった。

対象者は電照菊部会の主催する健康診査に参

加した109~112名(男性67~73人，女性37~42

人)で，調査への同意を得てスポット尿を採取

するとともに，近日使用した農薬の製剤名，ハ

ウス内での作業時間，農薬散布後の立入までの

時間，農薬による自覚症状の有無，などを面談

調査した。

使用農薬としては， 2009年は JAの販売農薬

リストを例示し， 2010， 2011年は，前年調査に

より上位を占めた農薬と販売リストにある有機

リン農薬も例示し，近日使用したものを複数回

答していただいた。

尿中のアルキルリン酸類 (DAPs)濃度の測

定は，中崎μ)の報告のとおりであり，その概要

は，ベンジル化処理後のガスクロマトグラ

フイー・炎光光度検出による定量である。対象

物質は，ジメチルリン酸 (DMP)，ジメチルチ

オリン酸 (DMTP)，ジエチルリン酸 (DEP)， 

ジエチルチオリン酸 (DETP)の4種であり，

検出下限値は， DMPがo.7μg札，その他は0.5

μg/Lであった。

本研究は，文部科学省・厚生労働省お)の疫学

研究に関する倫理指針に従って計画され，日本

農村医学会・倫理委員会の承認を受けて行なっ

結 果

1.健康診査参加者

3回の調査における健康診査参加者の平均年

齢は， 45. 2~46. 8歳で，農林水産省27)による

2010年の日本の基幹的農業従事者平均年齢

66.1歳より， 20歳程度若かった。本部会へは，

20歳代の後継者が次々と参入している。

農薬散布は，殆ど全て男性が行なっていた。

1日あたりのハウス内作業時間の平均は，男女

ともに， 5~ 6時間であった。女性の中でハウ

ス内作業をしない方が， 7 ~8 人いた。多くが

子育て中の若い女性で、あった。

2.農薬の使用状況

健康診査前の近日に使用された有機リン殺虫

剤の報告回数は， 2009~2011年 8 月下旬の 3 回

の調査の合計で，イソキサチオン28回， DDVP 

19回，マラチオン13回， EPN 12回，アセフェー

ト8固などであった。

また，農薬全般の年間の使用回数について末

永の2010年のアンケートによれば，春:13.8::!:: 

7.5回，夏:16.5::!:: 8. 9回，秋:16.1::!::7.8回，
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を示した。ここに DAPsを検出しなかった場

合は，検出下限値を12で、除した値で示した。

図2も同様に示した。

中崎ら25)が報告しているように， 2009~2011 

年 8月下旬の 3回の調査で，集団としての， 4 

種の DAPs濃度に有意な変動は認められず，

冬:12.1:!:: 6.7固と，夏秋がやや多いものの，

周年的に使用されており，年間58.6:!:29.0回で

あった。

3. ジアルキルリン酸類の検出状況

図1に， 2009年の 4種の DAPsの検出状況

ジメチルチオリン酸(DMTP)
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図 1. 2009年調査による花井栽培者の尿中ジアルキルリン酸類濃度 (μgIL)

注)検出しなかった場合は，検出下限値を12で、除した値で示した。
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職業的曝露のない集団と比較すると， DMP， 

DEP， DETPが高かった。

4. DMP高濃度検出と血清コリンエステラー

ゼ活性値

図2には， 2009， 2010， 2011年8月下旬の 3

回の調査における男性の DMPの検出状況を示

した。

2009年， 2010年各 1人から，この集団の中央

値の1， 090倍， 1，055倍の DMPを検出した。

図3，図4に両者の DMPの濃度とともに，

前後4年の血清コリンエステラーゼ活性値

(ChE)を示した。両者ともに DMP濃度は，

他の 2回は，集団の中にあった。

2名はそれぞれに， ChEが，各人の近 4年

の平均の，それぞれ64%，72%まで低下してい

た。この低下は，米国カリフォルニア州の農作

業者の労働衛生管理の考え方28)では，農薬散布

作業の見直しを行なうべきレベルであった。

5. DMP高濃度検出者との対話

DMP高濃度検出者 2名について，農薬曝露

を低減できる作業改善を求めて対話を行なっ

た。

A氏は30歳代の男性で，有機リン剤による自

10000 . 

1000 

ー」 • 

覚症状はないが，ピレスロイド剤による咳きこ

み，呼吸困難になることについて相談をしてき

た。彼は呼吸器疾患があり，ピレスロイド系殺

虫剤が気道系への刺激性があることから， ①合

成ピレスロイド剤の使用をなるべく避ける， ②

自動散布装置の活用する(手撒が必要かと感じ

ても，もう 一考する)，③せめて， N95マスク

を着用して，粉体を吸わないようにする， ④散

布が終われば，手，顔を洗い，うがいする，シャ

ワー/風呂を使い，新しい服に着替える， ⑤禁

煙，を提案した。A氏は，ピロスロイド系の使

用を避けることを選択された。

B氏は60歳代の男性で， DMP大量検出の前

日に DDVPを使用していた。対話を行なうべ

く自宅に伺ったが，全く聞き入れていただけな

かった。粉剤用の農薬用マスク 29)を置いて失礼

した。翌年対面すると，奥さんの勧めもあった

のか，使用してみると，案外に良かったと仰っ

ていただいた。

考 察

1.有機リン殺虫剤とジアルキルリン酸類

有機リン殺虫剤は，ゲルハルト・シュラー

ダーがナチス政権下のドイツで，毒ガスのサリ

ンに続いてパラチオンを開発したことを起源と

. 
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図2.花井栽培者男性の尿中ジメチルリン酸 (DMP)濃度

2012 

注)検出しなかった場合は，検出下限値を12で、除した値で示した。
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。
図4.

殺虫剤群の共通の主たる代謝物であり，尿に排

植されることから，侵襲を伴わないモニタリン

グ法として活用されてきた。

2. ジアルキルリン酸類の検出状況

中崎らの 2つの報告24，25)に詳しいが， 2009， 

2010， 2011年 8月下旬の 3回の調査で，集団と

しては， 4種の DAPsは，変動は認められず，

他の集団と比較すると， DMP， DEP， DETP 

が高かった。さらに，集団内の男性の DEP，

DETPについて， 3回の濃度間に正の相闘が

する。第二次大戦後，類縁化合物が次々と開発

され，殺虫剤の中で最も使用量の多い化合物群

である。2010年の日本の消費量は， 2，891トン

である3010

有機リン殺虫剤は，リン酸トリエステルを基

本骨格とし，コリンエステラーゼ活性を阻害し

て神経毒性を呈する。急性期症状としては縮

瞳，気道分泌過多が特徴的である。後遺症とし

て遅発神経障害が，慢性影響として精神行動異

常31)，眼毒性32)などが知られている。

ジアルキルリン酸類 (DAPs) は，有機リン
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見られたとした。

中崎ら24)はまた， 2009年調査における女性の

ハウス内労働時間 DAPsの関係を検討し，

DMP， DEP， DETPについて，有意な正の相

関を認めている。このことは，農薬散布後の施

設内で農作業を行なうことにより，残存してい

る農薬に曝露することを示唆している。

調査対象者の男性から，アルバイト女性が心

配であるとの相談があった。キクのアレルゲン

性16.18.19)も含めて，手荒れなどをきたす女性に

ついては，他のアルバイト先を探すことを助言

されることを提案した。

3. DMP高濃度検出と血清コリンエステラー

ゼ活性値

血清コリンエステラーゼ活性値 (ChE) は

その正常範囲33)は， 214~489IU江J と広いが，

各個人のレベルは，標準偏差で 5~15%程度に

安定している34)。この性質を利用して，米国カ

リフォルニア州では， ChEモニタリングによ

る農作業者の労働衛生管理を1974年から行なっ

ている 28)。すなわち，個人の ChEベースライ

ンを把握し，その80%以下に低下すれば散布作

業の見直しを行ない， 60%以下に低下すれば散

布作業から除外し， 80%以上に回復するまで散

布作業に復帰させないというシステムである。

この管理の考え方から言えば，本調査により

DMP高濃度を検出した 2人は，散布作業の見

直しを行なうべきレベルであったと言える。

同様の DMPの高濃度検出事例として，

U eyama et al. 35)の報告がある。 147人のリンゴ

栽培者の尿中の DAPsの測定を行ない，夏の

測定における DMPの最高の濃度として，その

集団の中央値の375倍を検出していた。

本調査の 2人の事例より顕著に ChEが低下

が認められた， Gotoh et al. 36)の報告がある。

職業的シロアリ防除作業者が有機リン殺虫剤ク

ロルピリホスを昔文布していたもので， ChEの

低下が著しい 6人の中には，神経伝達速度の低

下，眼の調節弛緩時間の遅延，網膜電図におけ

る振動電位の消失が見られていた。近年は，床

下に入らずにすむ工法が普及し，曝露量の大幅

な低減ができている。

4. DMP高濃度検出者との対話

DMP高濃度検出者2人について対話を試み

たところ， A氏はピレスロイド剤による強度の

咳きこみを相談してきた。

この剤の化学物質安全性データシート 37)の有

害性情報には， r吸入した時，刺激がしばしば

認められる。既往症として呼吸器系の疾患(端

息，アレルギー)がある場合，いかなる被曝も

避けること。』という記述がある。

ピレスロイド剤については，呼吸器系の症例

報告が複数ある。例えば，内藤31)が33歳男性が

フルパリネート t農煙剤を農業用ハウスで使用

し，喉頭浮腫または中枢作用により死亡した例

を紹介した。秋月らお)は， 78歳男性が，ピレス

ロイド噴霧剤を小屋の中で使用し，呼吸困難を

来たし，ファイパー検査により咽喉頭浮腫が観

察された症例を報告した。田口ら39)も，家庭用

ピレスロイド・メトキシジアゾン手支虫剤により

呼吸困難をきたした 3症例を報告した。

A氏が呼吸器疾患を有することから，結果に

も述べたように 5項目を提案した。 A氏は，ピ

ロスロイド系の使用を避けることを選択され

た。

B氏については，初回は厳しい対話となって

しまった。しかし，試供品として提供した粉剤

用のマスクを試していただき，好印象を持って

いただいたのは幸いである。

松川ら40)は，農業法人の増加に着目し，企業

としての労働安全衛生の中で，農薬問題に関す

るアンケート調査を行なった。上記のような対

話を，農業法人の労働者に適用してゆくことを

検討してゆきたい。

5.他の大量曝露者が存在する危険性

2009， 2010， 2011年8月下旬の 3回の調査で

は， 2人の DMP高濃度検出者が発見された

が，他に大量曝露者は存在しないのであろう

か。まず，有機リン殺虫剤の人体内動態および

代謝物の尿中排准状況の報告を見てみたい。

小山41)は，自殺企図で MEP(スミチオン)



を服毒した 2例について，血液中の MEP濃度

を追跡し，血液中濃度は 2つの半減期に従い，

α相半減期は5.3，6.7時間， s相半減期は35，

52時間であったとした。

中崎ら42)は，実験的にヒノパイジッド剤(有

効成分:MPP， EDDP) を曝露した 2人の男

性の尿中代謝物を測定し， 1日目から尿中に代

謝物 DMP，DMTPが検出され，減少していく

ものの 6日目でも検出可能であったとした。報

告の図 1から尿中の半減期は， 1 ~2 日程度と

推察される。

以上のような報告から，有機リン殺虫剤およ

び代謝物の人体内半減期について， 1 ~ 2日を

想定すると，今回の 2人は，タイムリーなサン

プリングであったのであろう。本調査のような

測定を頻回に行なえば，他の男性でも同様の結

果が出てくる可能性は否定できない。

6.マスク，防護具の使用の励行を

中崎ら却は， I国家検定マスク」群が， Iマス

クなしまたは簡易マスク」群に比較してジメチ

ル型アルキルリン酸濃度が低い傾向を示した

が， I国家検定マスクJの使用者は半数程度に

止まっていたとした。さらに，手袋の着用も半

数以下に止まっていたとした。

B氏との対話にあるように，粉剤用であって

も，農薬用マスクを一度経験していただくこと

により，マスクの着用が普及してゆくことが望

まれる。

まとめ

花井を周年栽培している農業者集団の健康診

査に合わせて，尿中の有機リン殺虫剤の代謝物

の測定，それを背景とした高濃度曝露者との対

話を行なった。全般的な検出レベルなどは，中

崎らの 2つの報告を見られたい。

高濃度を検出した男性2人は，同日の血清コ

リンエステラーゼ活性値が低下しており，この

低下は，カリフォルニア州の労働衛生管理の考

え方では，農薬散布作業の見直しを行なうべき

レベルであった。

尿中の有機リン殺虫剤の代謝物の測定を背景
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にした，農薬曝露を低減できる作業改善を求め

る対話が，有効である可能性が示唆された。対

話は人材を必要とし，困難な面もあるが，粘り

強く継続してゆきたい。
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Sales of cut flowers depend much on outside appearance. They are not supposed to be， so 

pesticide is used more liberally for cut flower growing than for other agricultural products. 

When the annual group health checkups for cut-flower farmers were held in late-August in 

2009， 2010， 2011， we sampled spot urines and measured four dialkylphosphates， the metabo-

lites ofthe organo-phosphorous pesticide. 

At one time， concentrations of dimethylphosphate in 2 males were around 1，000・foldas 

much as the median of this group. Their serum cholinesterase activity levels at that time de-

clined to 64% and 72% of their average measurements in the other years. These五伊lreswere 

comparable to the level that the pesticide spraying procedure should be revised， as suggested by 

the agricultural worker health system in California， United States which monitored 

cholinesterase activity levels in farmers. 

We had interviews with the two Japanese cut flower growers. One of them complained of 

unbearable cough with pyrethroid insecticide spraying. We advised him some measures in con-

sideration of his history of respiratory disease. He decided not to use pyrethroid insecticides. 

Another man refused to talk about the pesticide exposure risk at first. But later on， we heard 

that he had decided to wear dust protective mask. 

The risk communication using the measurement of the index of pesticide exposure seemed 

to be a effective way to decrease pesticide exposure and its adverse effect. Although this proce-

dure needs some trained interviewers and is sometimes refused by farmer， we are going to con-

tinue this type of dialogue from now on. 
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