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1.緒 言

近年農薬が大量 に使用 されるようになり,連 年の

大豊作の一因となつてい る事 は周知の通 りで ある.

しかしなが ら同時 に農薬中毒が頻 々とみられ るよ う

になつてお り,そ の予防,治 療対策は極めて重要な

事柄 となつてい る.そ の うち有機燐剤については,

その作用機序が コリンエステ ラーゼの活性を抑制す

ることにあるとい う事が明 らかとな り,根 本的治療

剤であるPAM療 法が殆んど完成 をみたと云 われて

いる.他 方 ドリン剤については尚作用機序は不明で,

治療 も対症療法の域 を出ず,重 症 中毒の場合 は殆ん

ど救助 し難い現状である.著 者は我が国に於 ける ド

リン剤中毒の現状 を明 らかにする為,各 都道府県へ

行われた報告129例 を集計 した の で こ こに 報告す

る.

II調 査 方 法

農薬中毒の発生状況は毎年厚生省よ り発表 されて

いる.そ の中でエン ドリン中毒 の発生 してい る各都

道府県へ調査表を配付 し,回 答 を求めた.中 毒発生

後診療 した医師から所轄 保健所 へ届け られた状況が

各都道府集へ集計 された結果 である.我 が国での ド

リン剤中毒は第1表 にみ られるように昭和33年 以来

36年迄にエン ドリン中毒 が163例,ア ル ドリン中毒

が1例 報告されてい る.デ イル ドリン中毒は全 く発

生していない.

III調 査 成 績

1.原 因

第1表　 ドリン剤生産量及び中毒患者数

(厚生省の統計による)

エン ドリン中毒163例 中140例(86%)は 自殺 を目

的とす る内服死亡例であ る.撒 布又は誤用によ る中

毒は11例 が報告 されているが,う ち7名 の死亡例は

何れも誤用例である.誤 用例の中には井戸に投入 さ

れた事を知 らずに井戸水を飲用 し,家 族7名 が頭痛,

はきけを来た したものや,ウ ィスキーの瓶に入れて

あつ たものを誤飲 したものが2例,誤 つて手の創 口

にエン ドリン乳剤を多量に塗布 し死亡 したものとか,

保管が悪い為幼児が誤用 した等の報告がみられる.

自殺の原 因としては睡眠薬その他の方法による自

殺 と同様であるが神経衰弱によ るものが最 も多 く,

家庭不和,結 婚問題,病 気,厭 世によ るもの等が報

告 されている.

他殺 として報告されているものは,母 親が 自殺の

際,子 供を道連れに した ものが大部分である.

2.服 用量及び症状発現迄の時間

内服死亡例の うち服用量の記載のあ るものは19.5

%エ ン ドリン乳剤3ccか ら300cc迄 で, 10ccの1

例 と80ccの1例 以外は全例死亡 して おり,服 用量

最低の3cc服 用例は14才 の女子 で約2時 間後死亡

し,　5cc服 用の18才 の女子及 び10cc服 用の3例 の
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うち, 15才 の男子及び56才 の女子の2例 も,何 れ も

死 亡 してい る.

内服後症状発現迄 の時間は記 載あるものが少いが

大体20分 から1時 間で非常に速やかで ある.死 亡迄

の時間は25分 から数時 間で死亡 しているが, 1時 間

から4時 間の間 に大部分が死亡 している.

3.発 生季節(第2表)

第2表　 月及び性別 エン ドリン中毒患者数

ドリン剤の使用 量が増加す る5月 か ら11月に多い

が7月 に最 も多 く発生 してい る.

4.性 及 び年令別 エン ドリン中毒患者数(第3表)

性別では女子に稍 々多 く,年 令別 では20～30才 に

最 も多 く, 41～45才 の男 には発生 していない.

5.臨 床症状

(A)軽 症 中毒例

第1例, 29才,女

33年7月6日 エン ドリン乳剤を素足,素 手にて調

合,撒 布 した所帰宅後頭痛,悪 心,嘔 吐,顔 面蒼 白,

発熱 があつた.対 症療法 を行い4日 後に恢復 した.

第2例26才,女

第4表　 エ ン ドリン 中毒 主 要症 状

第3表　 年令及び性別エ ン ドリン中毒患者数

35年5月23日19.5%エ ン ドリン乳剤 を約500倍 に

稀 釈 し下マ トに撒布 した.翌24日 昼 頃より食思不振,

はきけがあつた. 25日 は朝から頭重,倦 怠感,関 節

痛,筋 肉痛があり,終 日頭痛,不 眠があつた.対 症

療法にて軽快 した.

以上2例 とも他に原 因と考えられ るものな くエン

ドリン中毒 と報告 された.

(B)重 症中毒例

第4表 の如 き症状が報告 されており,全 身の激 し

い痙攣発作,意 識混濁,嘔 吐,チ アノーゼ,流 涎,

苦悶等が主要症状とみ られる.

6.治 療

胃洗浄,諸 種強心剤,強 肝解毒剤の投与,輸 液等

が行われ,対 症的に鎮静,鎮 痙剤が用い られてい る.

エン ドリン服用後救助 し得た例 は少いが,救 命例 は

何れ も早期に胃洗浄又は

嘔吐 によ り薬剤の大部分

を体外 に排除 し得た例に

限 られるよ うであ る.そ

の他人工呼吸,酸 素吸入

等が行われてい る.

IV総 括並びに考按

動物実験による毒性が

非常に強いに拘 らず,ド

ーリン剤中毒に関す る内外

の報告は非常に少いが,

貨車で輸送 中エン ドリン

が漏れ,次 に同 じ貨車で

運 んだ小麦粉がエン ドリ
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ンを吸収 した為,そ の粉で造つ たパ ンを食べ59人 が

中毒症状を起 したDavies12)等 の報告や, 23才 の男

子が25.6mg/kgア ル ドリンを服用 し,速 やかに胃

洗浄を行つたが中毒症状の発現 を防 ぐ事が出来ず,

 20分以内に痙攣が起 きたSpiotta13)の 報告が あり,

又工業会社の従業 員にみ られたNelson19)の デ イル

ドリン中毒例.があ る. Conley14)は マ ラリア,フ ィ

ラリア対策 として のデ イル ドリン撒布者の慢性デイ

ル ドリン職業中毒 の最初の調査報告を しており,同

時に家庭で起 つた9ケ 月の幼女の急性中毒死亡例を

報告 してい る. Patel20)等 はボ ンべイでマ ラ リア,

フィラ リア対策関係者 のデ イル ドリン中毒を発表 し,

デイル ドリンの慢性中毒 にはアレルギー現象が関与

しているの で はな い か と云 う仮説 を発表 した.

 Hayes15)はケニア,イ ン ドネシア等5ケ 国にみられ

た撒布者のデイル ドリン中毒を報告 し,皮 膚汚染の

程度が非常に重要であることを強調 してい る.一 方

我が国では福原氏5)等 の自殺によるエン ドリン中毒

2死亡例の報告をみるのみであ る.

我が国での ドリン剤中毒の86%は 自殺 によるもの

であり,撒 布中毒例は非常に少い,こ れは症状が軽

い為に報告を行 わない為かも知れず,又 我が国では

撒布規模 も小 さく,撒 布期間 も短いので中毒が起 り

難いという点も存す るであろう.ド リン剤は一般 に

中枢神経の亢奮状態を来 たす神経毒 であり,実 質毒

であると云われてい るがSpiotta13)やE. Nelson19)

等の中毒例 では蛋白尿や血尿を認めてお り,組 織的

に肝,腎 の変性壊死 が認め られてい る.

Blazquez32)等 は人 の デイル ドリン中毒を軽症,

中等症,重 症に分 ち,軽 症 として頭痛,弱 視,め ま

い,軽 い不髄意運動,発 汗,不 眠,悪 夢,悪 心,全

身違和感をあげ,中 等症 では上記症状の他更に全筋

肉群の強い痙攣が加わ り,激 しい例では瞬間的意識

喪失を伴 う,重 症ではてんかん様痙攣が特徴的で意

識喪失を伴 うが糞尿 の失禁はなかつ たと云つてい る.

Davies12)等 の報告はエ ン ド リンの 中,軽 症 中毒

例であつて中枢 神経不安を示 し,意 識喪失,て んか

ん様痙攣 を示 したもの もあり,大 部分は飲用後3時

間で発病 し,恢 復は速やかで痙攣を起 した例 も含め

て大部分は翌 日には全 くよ くなつた と感じたと述べ

てい る.

瞳孔 についてみ ると本統計 では,散 瞳を記載 して

い るものが17.7%,縮 瞳を記 載してい るものが9.7

%あ るが著者の動物実験の成績では縮瞳を示す もの

は全 くみ られなかつた.

服用量の少 い3ce内 服例及び5cc服 用例何 れ も

死亡 してお り略々14.2mg/kg～19.5mg/kgに 当 り,

人間 に対する経口毒性 も非常に強いものと推定 され

る.

V結 論

1.我 が国での ドリン剤 中毒は,ア ル ドリン中毒

1例 を除き,全 例 エン ドリン中毒で,デ イル ドリン

中毒は報告 されていない.

2.エ ン ドリン中毒の86%は 自殺の 目的によ る内

服死亡例であ り,撒 布 中毒は非常に少い.

3.季 節の関係では5月 から11月 に多 く, 20～30

才 に多い.男 女別では女に稍 々多い.

4.服 用量では3ccの1例 及 び5ccの1例10cc

服用の2例 は何れも死亡 し,人 に対す る,エ ン ドリ

ンの経 口毒性 も非常に強 く,略 々14.2～48.8mg/kg

と推定 され る.

5.主 要症状 は全身の痙攣,意 識混濁,嘔 吐,チ

アノーゼ,流 涎,苦 悶 等であ る.

6.治 療は胃洗浄が必要で,諸 種強心剤,強 肝解

毒剤の投与,輸 液等が行われ,対 症的に鎮静,鎮 痙

剤 が用い られてい る.

擱筆す るに当 り御指導 御校閲をいただいた恩 師平

木教授並びに武 田講師に深甚な る謝意を表す る.

本稿の要 旨は第17回 日本内科学会中国四国地方会

に於いて発表 した.
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Studies on Drin Intoxication

III. Statistical Observations of Drin Intoxication

Yoshiharu Niiya
Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

1. Endrin was responsible for all the cases of drin intoxication reported in Japan except 
one attributed to aldrin.

No dieldrin intoxication has been reported.
2. Endrin was ingested with the suicidal purpose in 86% of the cases, intoxication due 

to its spray was rare.
3. Many of the accidents occurred betweeu the month of May and Novenber, and many 

of the victims were between the age of 20 and 30.
More females were killed than males.
4. Oral intake of 3cc or 5cc of endrin was fatal in one case, respectively, and ingestion 

of its 10cc killed two persons.
In these cases the fatal doses were estimated at 14.2, 19.5 and 48.8mg/kg, respectively.
5. Cardinal symptoms included generalized seizure, loss of consciousness, vomiting, 

cyanosis, salivation, and agony.

6. Treatment consists of gastrolavage injection of cardiotonics and liver-protecting agents, 
and infnsion.

Symptomatically sedatives and spasmolytics are also beneficial.


