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1. は じ め に

倉敷 の周辺は古来極 めて良質のい草が成育 し,こ

の付近 をはじめ とし岡山県 南部一帯ではい草 の栽培

とそれを加工 して畳表,ご ざ,花莚な どに織 る産業が

盛んである.と ころが その一連の作業の うちには夥

しい粉 じんが発生す る場所があ り,そ の作業者 には

当然 じん肺発生 のおそれがあ る.昭 和39年 頃になっ

て藤井4)は 胸部X線 所見か ら倉敷地方の花莚織従業

者の中に じん肺所見の あることに気 づ き,そ の後花

莚,ご ざ織(以下織機 と呼称す)業 者が集 中 している

倉敷市西阿知 地区を中心に,そ の他 の市内各所の織

機業者 も併せて本 じん肺について検 査を行 ない,そ

の結果 を報告 している.筆 者 らも従来 か ら公衆衛生

の立場 で一連 のい草産業の過程におけ る粉 じん発生

とそれ によ る健康障害 につ いて決 して無関心 であっ

た訳で はなか ったが特 に本 じん肺 に目を向 けるよう

になったのは一般住民の結核有所者が漸 く減少 した

昭和40年 頃か らであ る.た またま昭和45年 ポ リプロ

ピレン花莚織従業者についての実 態調査9)を 行 なっ

た際,こ れ らの人々の多 くがかつてのい草花莚織業

か らの転業者であった ことなどか ら本 じん肺 につい

て若干の調査 を行 なったのでここに報告す る.

2. い草 とその染土の粉 じんの発生環境

い草 は毎年12月 上旬～下旬 の間 に数 本の小株 を湿

田に植 え翌年7月 中旬～下旬 に苅 り取 り,そ の品質

保持 と色調を良好 にす るために染土 を水に溶か した

懸濁液に浸 して土染め1)し て乾燥す るが,こ の段階

か ら以後 花莚,ご ざな どが出来上 るまでの全工程で

発 じん源 とな る.そ こでい草を取扱 う作業者が こ

染土粉 じんに暴露 され る状態 を次の4つ に大別 して

のべてみる.

(1) い草栽培農夫 の場合

染土 染め して乾燥す る作業 は普通苅 り取 ったあと

の田 または付近 の道 路,空 地 などに薄 く広 げて天 日

で2～3日 乾燥 さすが,こ れ らは総て手作 業で作業

者間を移動す るので,そ こに発生す る粉 じんの影響

は一見直接的の ようで あ り,ま た発 じん量 も非常 に

多いが総 て屋外作業で ある.ま た最近 は天気の悪 い

時な ど籾用乾燥機な どを利用 しているが,こ の場合

も農家 の庭先 などに天幕をは りその下で行な うので

殆 ど戸 外作業 に等 しい.農 夫 として最 も粉 じんに暴

露 され るのは乾燥 したい草 を取 り入 れて納屋な どに

貯蔵す るために積み重ね る作 業で,そ れ は屋内作業

で あ り,相 当量の粉 じんが発生す る.し か しこの作

業はい草の収穫全期間の約1週 間の うら毎 日1回 で

しか もその所要時間 は概ね1時 間前後で ある.

(2) 織機従業者の場合

農家 か らい草 を買集 めて数台 あ るいはそれ以上 の

織機 で花莚,ご ざを織 る作業従業者 は年間連続的 に

粉 じんに暴露 されることにな る.し か もこれ を家 内

労働で行 う場合 は次 にのべ るい草 の選別,元 抜 き(ハ

カマ取 り)をも含 めた一貫 した作業 をす ることが多

い.

(3) い草 の選別,元 抜 き作業者の場合

以前は農家 でい草 を3種 類位の長 さに選別 して い

たが,現 在 では機械で選別 と元抜 きを同時 に行 な う

ようにな り,そ の専業従事者がい る.こ の作業 はい

草の全工程 中で最 も発 じんの著 しい ところである.

しか し調査 によれば年間 を通 じてその作 業回数 は1

週間 に1日 程度 であ るとい う.

(4) その他

い草の仲買人,ご ざ,花 莚の とじ合せ,そ の他 の

加工作業,検 査 所や出荷に従事す る作業 もあ るが こ

れ らの場所では発 じんは もはや少 ない.

3. 調査対象お よび調査方 法

調査時期:昭 和45年9月 よ り46年2月 までの間 に

行 なった.但 し西阿知 の選別作業場 の調査のみ は昭

和49年9月 で ある.

(1) 作業環境

織機の作業場の調 査対 象は岡山県都窪郡妹尾町乗

越,呑 海寺の各部 落2ヶ 所ずつ,お よび倉敷市西 阿
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知の1ヶ 所で,調 査方法は気湿 はアウグス ト型乾湿

計,照 度 は法定照度計,騒 音 はJISの 指示騒 音計,

粉 じんはデジ タル粉塵計およびハ イボ リウムサンプ

ラーを使用 した.

選別機の作 業場の調査は倉敷市西阿知 で行 ない,

デジタル粉塵計 による測定 とそこの染土粉 じんを採

取 し ミクロメー ター法 によ り粒径 を測定 した.

(2) い草作 業従業者

調査対象者は妹尾町 はい草 の栽培および織機従事

者,そ の他い製品の加工,取 り扱い などが10年 以上

の者男子59名,女 子104名,計163名 について胸部間

接撮影 を行ない,そ の うちの じん肺の疑いあ る要精

検者男子22名,女 子35名 中受診 した36名(男 子14名,

女子22名)で,早 島町は織機従業15年 以上の者で申出

を受 けた男子18名,女 子18名,計36名 中受 診 した23

名(男 子15名,女 子8名)で ある.

調査方法はX線 検診車によ り胸部X線 検査 を行 な

い,同 時に作業歴,既 往症,自 覚症状の問診を行 な

った.な お著明な じん肺例では別 に一般理学的所見,

バイテ ラーによ り肺機 能検査 および硫酸銅 法による

全血比重,血 色素量(ザ ー リー),ヘ マ トク リッ ト値

等の検査 を行 なった.

4. 成 績

(1) 環境調 査成績

a) 織機作 業場(表1)

作業場はNo. 5を 除 き他 はいずれ も農家 の納屋 で

木造,荒 壁で窓は引戸,床 はNo. 4の 一部 とNo. 5

のみがモル タルで他 は土間 であった.粉 じん測定 で

No. 1のAは 作業場の一角 で小型元抜機 を作動 中の

測定値であ る.な おデジタル粉 じん計は瞬間的 な値

であるのでハ イボ リウムサンプラー で測定 した とこ

ろ異な る値 を示 し, No. 1, 3, 4で は粉 じん量が

かな り多か った.

b) い草選 別作業場(表2,写 真1)

作業場は写 真1の 如 く倉庫 の庇で殆 ど屋外 に等 し

く,そ こに発 生す る粉 じんは風 など外界 の影響 を極

めて受 けやす い状態 であった.選 別機はそ ぐり機 で

あ るが,元 抜 きも同時に出来 るよ うにな っている.

粉 じん測定は表2の 如 くでA点 で は選別機作動 中は

勿論,停 止後 も屑 いの取 り除 き,い 草の挿入,取 り

出 し等では却 ってそれ以上 の著 しい粉 じんが発生 し

ていた.

表1.　 ござ,花 莚織の作業場の環境調査　 昭和46年2月4日

照明:い ず れ も蛍 光灯 が使用 され織機 の前面 の測 定値

粉 塵: (1) A, Bは 織機の前面 で デジタル粉塵計 に よる測定 値, Cは ほぼ 中

央 でハイボ リウムサ ンプラーの測定値

(2) 換気扇等 の装置 はいずれ も全 くない.

No. 1, 2, 3, 4は 妹尾地 区で家 内労働, No. 5は 西阿知地 区で企業形 態

この選別場か ら採取 して測定 した染土粉 じんの粒
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子の大 きさは表3の 如 くで, 5μ以下が48.7%を 占

めていた.更 に5μ 以下の粒度分布 は3μ 以下が82.5

%を 占めていた.

表2.　 い草選別場の粉 じん測定値(西 阿知)

単 位: mg/m3

測定:昭 和49年9月30日 午前11°晴

A点:作 業者 がい草の束 を選別機 に

挿 入,取 り出す場所

B点:選 別機 の後方1.5mの 場所

C点:選 別 機の側方3.0mの 場所

写真1　 い草選別機(西 阿知)昭 和49年9月30日

表3.　 染土粉塵の粒度分布

(2) 従業者 の検診成績

a) 胸部X線 所見 について

妹尾町36名,早 島町23名 の計59名 の年令別は30才

代7名, 40才代11名, 50才代19名, 60才代17名, 70

才代5名 であった.胸 部X線 写 真を じん肺法 に従 っ

て じん肺な し(P0),じ ん肺の疑い(Pz),じ ん肺第1

型(P,),第2型(P2),第3型(P3),第4型(P4)に 区

分 したのが表4の 如 くでPz以 上の有 所 見 者 は妹 尾

町8名,早 島町7名,計15名 で あった.陰 影 は初期

の ものでは両 側中肺野 に粒 状陰影 をみ,殆 ど1.5mm

以下 の大 きさであ った.ま た右肺野の方 に所見のや

や多い例が ある.や や進行 した もので も線状陰影 を

み ることもあるが全体 として殆どが粒 状陰影 で,肺 門

は珪 肺症等 にみ る如 く淋巴節腫大,石 灰化その他著

明な変化 は殆 どみ られなか った.ま た,こ の うちで

P1型 で右 上肺野 に結核 を合併 する例 および左横隔膜

肋膜に軽度の癒着 をみる例 があ った.な お表中 には

西阿知地区,そ の他の倉敷市内で結 核住民検診 の結

果い草 に関す る作業 に従事 してい ると判 明 した もの

の うちの有所見例 を付記 した.

b) 胸部X線 所見 と作業歴,自 覚症 について
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表4.　 胸部X線 所見

表5.　 胸部X線 有所見者 と職歴

Pz以 上の有所見者の作業歴は表5の 如 くで作業年

数の最 も短いものはPzの19.5年 の例 でその他 はいず

れ もそれ以上で最長 は40.5年 で あった.作 業職種 と

の関係 では選別,元 抜 き作業専業者の1例 の他 はい

ずれ も織機従業者であ った.な おPo群44名 について

は表示 しなか ったが職種別 にみるとい草栽培 と織機

従業を兼 ねた もの39名 で,この うちには毎年平均100

アールのい草栽培を25年 間続 け,更 に この間に織機

も5年 間行 なってい る1例 もあった.そ の他 はい草

栽培のみが25年 と38年 の各1例,仲 買人,上 敷加工

作業,い 籠編みの各1例 であった.

c) 自覚症状

自覚 症状 として咳嗽,喀 痰,息 切 れ,胸 痛その他

胸部疾患 に関す る訴 えはP3に はな くp1で1名(14.3

%), P2で2名(16.7%)で あ り,表 示 していないが

Poで も8名(18.2%)あ った.

d) 症例

第1例　 鎌○美○子　 54才　 女 性

作業歴:い 草栽培28年,織 機25年 であ るが3年 前

よ りポ リプロ ピレン花莚織 に転業 してい る.

既往歴 に特記事項 はない.咳 嗽,喀 痰,息 切 れそ

の他 の自覚 症 は全 くない.身 長155.0cm,体 格栄養

中等度,顔 貌正常,可 視粘膜 に貧血 を認めず,胸 部

打聴 診上 異 常 は な い.血 圧98/60mmHg,全 血比重
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1052,ヘ マ トク リッ ト値38%,血 色 素 量(ザ ー リー)

76%,赤 血 球 数378万,白 血 球 数6400,尿,屎 共 に異

常 はな い.胸 部 所 見:両 肺野 の殆 ど全域 に亘 って密

な る粒 状 陰影(p)あ りP3と 判 定 され る(写 真2).肺

機能検査成績は肺活量1900cc,肺 活比75.1%, 1秒

率85.0%で 軽度 の拘束 性障害 を示 していた.な お本

例 は昭和42年9月 の妹尾町一般住民 の結核検診で発

見 され当時既 にP3の 所見 を呈 してお り,その後極 め

て僅かではあ るが進展 をみせて いる.

写真2

症例1

昭和45年9月8日

第2例　柘 ○幸○　 54才　 女性

作業歴:い 草栽培および織機従業共に29年

既往歴 に特記事項はない.咳 嗽,喀 痰,そ の他 自

覚 症状 は全 くない.身 長148cmで 体 格小,栄 養 中等

度,顔 貌正常,可 視粘膜 に貧血 を認めない.胸 部打

聴診上 異常 な く,尿,屎 に も異常はない.血 圧108/

60mmHg,全 血 比重1055,ヘ マ トク リッ ト値43%,血

清蛋 白7.0(蛋 白計),血 色素量(ザ ー リー)80%,胸 部

X線 所見 は両肺野の殆 ど全域 に亘 りやや大 きい粒状

陰 影(n)の 密 な る分 布 をみ, P3と 判 定 され る(写 真

3).肺 機 能 検 査 成 績 は肺 活 量1800cc,肺 活 比74.5%,

 1秒 率73.5%で 軽 度 の拘 束 性 障害 を み た.

5. 考 察

写真3

症例2

昭和45年9月8日

岡山におけ る本 じん肺が昭和45年 藤井4)に よって

報告 されて以来,広 島7),九州5)6)などで もその存在 が

相次いで発表 されてい る.い 草の染土は岡山県南部

では明石土 が専 ら用 い られて いるが,米 田2)に よれ

ばこの他 に淡路土(洪 績層),広 島土(古 生層,一部 花

崗岩),九 州土(火 山性土),岡 山土(第3期 層,花 崗

岩,古 生層)な どが あ り,そ の使用 はい草栽培地に よ

り区区の ようであ る.ま た これ らの染土 はその性状

組成 に若干の差があ るが,い ず れの染土 も遊離珪 酸

20%前 後で,従 って染土粉 じん吸入 による本 じん肺

は低濃度珪 酸分でお こる非典型珪肺 であ り,そ れ は

また粘土肺で もあるとされてい る4)7).そこで じん肺発

生 でまず問題 にな るの は粉 じんの粒子径 であるので

西 阿知の選別作業場か ら採取 した粉 じんについて調
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べてみ ると,粒 径5μ 以 下 の ものが48 .7%で 測定法

は異な るが緒方3)らの45%前 後 とい う成績 と略一致

していた.し かし5μ 以下の ものの粒 度分 布 は緒方

らの成績 と異なり, 1μ以下 が30%余 り, 1～2μ, 2

～3μ が共 に25%前 後
,次 いで3～4μ, 4～5μ の

順であった.

染土粉 じんの発生 とじん肺惹起 の関係 につ いて上

田5)は い草収穫の際の乾燥,貯 蔵作 業が最 も発 じん

量が多 く,農 夫の場合急性高濃度暴 露であ り,次 い

で粉 じん発生の多いのはそ ぐり,元抜 き,製織 の順で,

これ らは慢性低濃度暴露 であるとい う.こ れ に対 し

て藤井4),佐々木7)ら は発 じん量の最 も多いのはそ ぐ

り,元 抜 き部門で ここがじん肺発生率 の最 も高い と

ころであるという.本 調査では じん肺発生 は発 じん

量は高 くて もその殆 どが屋外作業 であるい草 を栽培

する農夫 にな く,ま た粉 じん量の少 ないところで働

く仲買人,上 敷加工者 その他 に もな く,屋 内作業で

ある織機従業者に主 としてみ られた.

ところで畳表,ござの製造 はかな り古くか ら行なわ

れて いるが,そ れに伴 う本 じん肺 が諸家 に注 目され

たの も,そ してまた じん肺法に取 り上 げ られたの も

つい最近の ことである.そ の理 由 として藤井4),佐々

木7)ら のい う如 く本 じん肺は発現,進 行が一般に緩

徐 であ り,未 だ致死的な進行例がないこ と,更 に藤

井3)の い うX線 装置 の改良で従来見落 されていた も

のが発見 され るよ うになった ことも真実で あろう.

しか しこの他 に最 も大 きな理由 として次の ものをあ

げたい.即 ち昭和 の初 め頃 までは畳表,ご ざの製造

は主 として家庭の主婦 が内職 的に手織機 によって行

なって来 たが,そ の後殊に戦後 は織機の動力化が進

んで,大 きな織機業者 は企 業化 して織機専業者,そ

ぐり,元 抜 き専業者 などに分業化 した反面,家 内労

働 の場合 は依然 として明確な職種分担 はな く,し か

もその作業場は環境調査の結果 が示す如 く狭隘で換

気不良 な環境条件 の もとで動 力織機 による生 産の向

上,そ れ に付随 してそ ぐり,元 抜 きなども機械化し,

粉 じんの発生 はむ しろ増加 し4),その作業場の屋内濃

度 も上昇す るよ うになった ことが最 も大 きな原因で

はなか ろうか.

一方,作 業年数 とじん肺発生 との間 には必 ず しも

直線的な関係 はないようで,症 例1は 昭和42年 す な

わち作業年数22年 で既 にP3に 達 してお り,この例の

よ うに人体側 の濾塵能,呼 吸の容態 などの諸 要因の

関与が大 きい と考 えねばな らない もの もあ る.し か

し一般には本 じん肺は発現 までにかな りの年数 を要

す るよ うで,藤 井4)は 織機従 業者 でじん肺所見の あ

る ものの平均作業年数 は17年 で あった といい,ま た

本調査で も作業年数の最短の有所見者 はPzの19.5年

の例で あり,ま たP1群 で も作 業年数30年 以上の も

のが多か った.

胸部X線 所見 は一般の珪 肺 と若干趣 を異 に し,藤

井4),佐々木7)ら は主 として1.5mm以 下の微細な粒 状

陰影の散布 の ことが 多 く,そ れ よ り若干大 きい粒状

陰影の場合 はあって も大陰影例はな く肺門 の変化が

少ないな どをあげて いるが,本 調査例 で も全 く同様

であった.ま た結核 の合併,肋 膜 の変化 は少な いと

いわれるが本調査 ではP1群 に結核 合併例 および肋膜

の変化のある例 を各1例 づつみている.

自覚症状 について は無所見者よ り有所見者が訴率

が高い といわれるが,本 調査では症例1, 2の 如 く

かな り進行 した例 に全 く自覚症状はな ぐ,ま た全体

か らみて有所見者の 自覚症状は無 所見者 と比較 して

多 くなかった.

肺機 能検査 でじん肺の進 行 した例 では機能障害が

みられ るが,症 例1, 2で は軽度 の拘束性障害がみ

られた.し か し本 じん肺 についての拡散能 をはじめ

詳 しい諸肺機能検査の報告は殆 どないよ うで今後の

課題 と考 える.

6. 結 語

備 南地区の妹尾町,早 島町におけるい草染土 じん

肺の調査 を行 ない次の結果 を得 た.

1) 染土粉 じんの粒径 は5μ 以下 が48.7%で あっ

た.

2) 本 じん肺の発症,進 行は比較 的長年月 を要す

るものが多 く,有 所見者の殆 どは作 業年数20年 以上

であ った.

3) 本 じん肺 は屋 内作業であ るい草織機従業者 に

主 としてみ られ,そ の背景 として換気不良 の作業場

内で元抜 き,そ ぐり等 によ り発生 す る多量 の粉 じん

暴露があるこ とを強調す る.

4) 従 って織機の作業場の環境改善 こそ本 じん肺

対策 の最大の課題で あると考 える.

(昭和50年9月 脱稿)

本論文 は筆者が倉敷東保健所在職中に行 な った調

査成績 をここにま とめた もので ある.
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Pneumoconiosis caused by "sendo" dust 

and its environmental factor

Tadashi OKAMOTO

Department of Public Health, Kawasaki Medical College, Okayama, Japan

A survey of pneumoconiosis caused by "send" dust was performed on the rush-mat workers 

in Seno-cho and Hayashima-cho of Binan district, Okayama Prefecture. The results obtained w

ere as follows:

1) Out of 199 rush-mat workers in Binan district (of whom, 163 subjects with working c

areer of over 10 years in Seno-cho and 36 subjects with career of over 15 years in Hayashim

a-cho), 2 cases of P3, 7 cases of P1 and 6 cases of Pz were found.

2) Pneumoconiosis due to "sendo" is clay pneumoconiosis and atypical silicosis caused by 

inhalation of the dust with free silica in low percentage (about 20%). And this disease shows 

its gradual development. As is evidenced by these, most of the cases of pneumoconiosis due to 
"

sendo" were found in the workers with working career of over 20 years.

3) It was examined that 48.7% of "sendo" dust contained particles of under 5μ in diame

ter. And a higher incidence of pneumoconiosis due to "sendo" of fancy-mat workers among rus

h-mat workers was considered to be caused by indoor labor at the ill-ventilated workshop filled

 with a great deal of "sendo" dust.

4) Accordingly, as preventive measures against "sendo" dust, there needs the improveme

nt of the environment in the workshop to install a ventilation and so on.


