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I緒 言

三塩化 「エチレン」は1864年 頃合成 された薬物で

あり,そ の中毒1) 2) 3)は1921年F. Cursehmannに

よつて初めて報告 された.当 時は,神 経痛4) 5)殊 に

三叉神経痛の医療に用いられ,そ の吸入6) 7)が 奏効

したと言われて いる.副 作用8) 9)と しては急性中毒

の場合,酩 酊状態10),眩 暈,頭 重11),嘔 気,流 涙12),

味覚障碍等が認め られ,慢 性 中 毒13)で は屡 々嗜癖

となり,時 に 筋 肉萎縮,視 神経萎縮14)を 来 すこと

等が記載されている.

又三塩化 「エチレン」 は洗滌及 び脱脂作用 に優れ,

且つ回収が容易であると云 う特性 から,近 時各種工

業15)特に 「ク リーニ ング」工業,自 動 車 工業等に

於て多 く用いられるよ うに なつ た.「 ドライク リー

ニング」工場に於ては,三 塩化 「エ チレン」の使用

量が多 く,従 業員 は相当濃厚な三塩化 「エチレン」

に曝露 されている現况で ある.昭 和30年4月 中旬以

降,岡 山市内の某 「ドライク リーニ ング」工場に於

て三塩化 「エチ レン」中毒と思われる患者が発生 し

た為に,作 業場空気中の三塩化 「エチ レン」濃度を

測定す ると共に環境調査及び従業員の精神医学的調

査 を行つたので その結果を報告す る.本 研究は岡山

大学医学部公衆衛生学教室及び神経精神医学教室 と

の共同研究 として行われた ものである.

II調 査 方 法

1.三 塩化 「エチレン」蒸気濃度の測定

作業場に於て41の空気を40mlの 無水「アルコール」

に吸収 させ た 後, Jacobs16)の 方法に従つて藤原 氏

の「ピ リヂン」苛 性曹達反応法 に従 い発色す る橙赤色

を分光光電 光度計によ り最大吸収帯420mμ に於て,

三塩化 「エチレン」標準液に対 し比色 測定を行つた.

調査は昭和30年6月28日 午前10時30分 より午前11

時30分 の間に作業場の被検空気 を吸収採集 して持ち

帰 り,教 室に於て含有量を測定 した.当 日の天 候

は快晴,気 圧 は755～756mm Hg, 気温 32.7°～

32.8℃,気 湿57.2～64.2%,風 速0.2～0.3m/秒
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であつた.

2.尿 及び血中三塩化醋酸の定量

R. Frant, J. Westendrop17)の 法に従つた.即 ち作

業直後の尿を強アルカ リ性に して「アセ トン」を加え

振盪 して三塩化醋酸抽出後,藤 原氏の「ピ リヂン」試

薬で発色 させ,分 光光電光度計に依 り三塩化醋酸標

準液に対 し比色定量を行つた(吸 収 槽の長 さ10mm.

波長540mμ).血 中三 塩 化 醋 酸 は作 業 後の血清を

「タングステン酸 ソーダ」試薬で除蛋 白し,血 清1cc

に「タ ングステン酸 ソーダ」(10%)1cc, 0.1N硫 酸

1cc,蒸 溜水7ccを 加えて30分 間遠沈 し,強 アル カ

リ性で 「アセ トン」抽 出後,尿 と同 じ操作を用いた.

III調 査 成 績

1.環 境調査

a.作 業場に於け る機械及び人員配置の概要は第

1図 に示す如 くである.作 業中に於け る気 中濃度の

測定個所は×印で示 している.

第1図 作業場の容積 は約90m3,床 面積約30m2

で あり,窓 及び出入口を開放 した場合の有効換気面

積 は約9.7m2で あつて,床 面積の約1/3を占めてい

第1図　 工場内配置図

X印 は 被 検 空 気 採取 場

所 を 示 す

1.ダ スタ ー ホール

2.ナ サ ラ作 業 台

3.ワ ッシ ヤ ー

A.プ レ ジシ ヤー

フ ィノレター

4.遠 心 分離 器

5.ダ スタ ー ホー ル

6.フ ァ ン

7.予 備 タ ンク

8.冷 却 器

9.蒸 溜 タ ンク

10.蒸 溜 ボ イ ラー

るが,人 工換気装置はこれ を 欠 い てい る.屋根は

「コワ葺」,壁 は 「セメソ ト」である.

b.作 業場に於 る空気 中の三塩化 「エチレン」の

濃度 は(第1表)に 示 す如 くである.第1表 「ブレ

ッシヤーフイルター」 と 「ワッシヤー」との中間に

於て採取部位の低い資料 に三塩化 「エチレン」濃度

が大 であることは三塩化 「エチレン」の比重が大で

ある(1.469)こ とによると思 われ る.又 遠心分離

器附近 に於て三塩化 「エチレン」の高濃度を証明し

た ことはその機構上三塩化 「エチレン」の蒸発が容

第1表　 作業場 に於ける空気中三塩化 「エ

チ レン」濃度

易であ り,且 つ遠心分離器の蓋を開放 した時に三塩

化 「エ チレン」が多量に放 出されることによるもの

であ る.

2.尿 及び血中三塩化醋酸濃度

従業員の尿中及び血 中に於 ける三塩化醋酸の濃度

は(第2表)に 示す.即 ち作業直後の尿に於て300

～600mg/lの 排泄量を示すものが 多 く,特に600

mg/lを 示 す秋○は自覚症状(四 肢の疼痛,不 眠)

及び他覚症状(下 肢浮腫,肝 臓肥大)の 顕著な例で

あろ.又 血中三塩化醋酸量は殆 ん ど40～650mg/l

であ り,尿 中排泄量の多い秋○の含有量は最も多い.

第2表　 從業員の尿及び血中三塩化醋酸濃度

3.症 例

6名(内 女子1名)の 工員は17才から43才までの

青壮年で平均年 齢31才,就 労期間は4ケ 月乃至4年

6ケ 月 で平均2年1ケ 月である.(第3表 参照)
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第3表　 從業員の就労期間

1日 の就労時間は平均6時 間であ るが柁 しい時は

8乃 至10時間である.

作業過程は5つ に分れ,各 過程に 於 け る三 塩 化

「エチレン」の 濃度 に差はあるが,彼 等は交替制で

ある為平均すれば同程度の三塩化 「エチ レン」を吸

入することにな る.

最 も三塩化 「エチ レン」濃度の高い所では眼 もく

らむ位であると云 うが,そ の予防手段は何 等講ぜ ら

れず,一 時は 「マスク」が使用 されたが面倒な為廃

され,衣 服 も普通の着衣のまま作業す る為帰宅後 も

周囲の人から臭い と云われ る位に汚染 されてを り,

従つて三塩化 「エチレン」の吸入時間は就労時間を

超えると考え られ る.

第1例: 29才 男

家族歴,既 往歴に異常 な く就労期間4年6ケ 月,

自覚的には仕事を始めた頃,即 ち初期症状は一種の

酩酊状態で全身倦怠感,発揚気分,歩行蹣跚,注 意散

漫等でこれ等の症状は一夜の睡眠 により恢 復した.

就職後2ケ 月頃から即ち慢性症状は物を直視す る

と眼痛,羞 明を覚え,大 視症,小 視症,物 体の浮動

感を覚え,又 音に対 し過敏 とな り味覚の鈍麻 にも気

付いた.

その他酒に対する抵抗が弱まり,元 の 酒 量 の1/5

位で気分が悪 くな り,嘔 気を催 し以前の様に快感を

覚えず結局禁酒するに至つた.性 慾は梢々低下 した

が性感に異常な く,多 汗,下 痢傾向,歯 痛,時 に歯

肉出血にも気付き,多 量吸入時 は触覚,思 考,判 断

力の低下等にも気付いている.

然し患者の最 も苦痛 とす る症状は強度の肩凝 り,

背痛であつた.又 日曜 ・祝祭日等の連休で暫 く三塩

化 「エチ レン」を吸入 しな い 場合 三 塩 化 「エチ レ

ン」に対する嗜癖傾向を認めると同時に一種の禁断

現象を呈する.即 ち夜は熟睡感な く,多 夢,身 体浮

動感に悩まされ,昼 は呆然 として種 々の観念が湧 出

し,夢か現か不明で,う とうととす ると云 う.こ の症状

は第1日 が最 も強 く, 2～3日 後 に漸 く解放 され る.

他覚的には顔面疲労様で梢々貧血性膏 顔で頬部潮

紅 を認 め,舌,眼 瞼に軽度の震顫を,咽 頭 ・口腔粘

膜 ・結膜に軽度 発赤及び眼脂を認めた.味 覚 試験 に

際 し辛味に鈍 くなり,又 苦味を辛味 と間違 える等の

味覚障害を認 めた.そ の他腱反射,血 圧,眼 科的諸

検査,神 経 筋 興 奮 性 に異状を認 めず,動 脈血 中炭

酸ガス含有量45.0V%,酸 素 含量14.9V%で 酸

素が稍 々少い.「 ヘマ トク リット」値38%で 梢 々貧

血,「ハ インツ」小体を認 めず.三 宅式知能検査では

記銘力,注 意力,判 断力,類 推力等 に軽度 の障害を

示 した.脳 波で は全誘 導に3～4サ イクルの徐波を

認 めた.

第2例: 34才 女

家族歴,既 往歴 に異状を認めず,就 労期間2年11

ケ月,自 覚的に一種の酩酊状態,軽 度の嗜癖禁断現

象,睡 眠障害,多 夢,背 痛,〓 痒感,嗜 好の変化,

多食,羞 明,眼 脂,音 響過敏,梢 々刺戟的気分変調,

記銘力障害等が あり,他 覚的には舌 ・手指の微細震

顫,手 指の微細協働運動障害,味 覚障害.知 能検査

に於ける判断,類 推,論 理撰択 の軽度低下,注 意力

の障害 を認め,神 経筋興奮性,脳 波,血 圧,動 脈血

炭酸ガス,酸 素 に異常 を認めず.「ヘマ トクリット」

値37%,「 ハ インツ」小体 は認めなかつた.

第3例: 43才 男

家族歴,既 往歴に異常を認めず,就 労期間1年11

ケ月,自 覚的に一種の酩酊状態,嗜 癖 禁断現象を覚

え,多 量吸入の際は視覚障害,眼 脂 ・流涙,下 痢傾

向,飲 酒不耐,強 度の背痛等があり,他 覚的に軽度

の貧血様膏顔,多 汗,手 指筋の萎縮,手 指の微細協

働運動障害,手 袋型,足 袋型の触痛覚鈍麻,鼻 ・口

腔粘膜知覚鈍麻,臭 ・味覚障害,神 経筋興奮性検査

の攣縮法則の一部逆転,知 能検査上注 意力 ・論理選

択 力の障害,失 見当識(時 に対 する),脳 波上1.5～

3「 サ イクル」の徐波を全誘導 に認めた.尚 血圧 血

液諸性状に異状を認めなかつた.

第4例: 24才 男

家族歴,既 往歴に異状を認めない,就 労期間1年

7ケ 月,自 覚的に一種の酩酊状態,嗜 癖 ・禁断現象

を覚え,記 憶力減退,刺 戟的気分変調,味 覚 ・食 慾

の変化,飲 酒不耐,書 字困難,肩 ・背痛等があ り,

他覚的には特有な顔貌,多 汗,舌 ・手指の震顫,口

腔粘膜の知覚鈍 麻,味 覚障害,閉 眼右片足起立梢々

不安定,知 能全般の低下を認め,脳 波,血 圧,血 液

ガ ス,「ヘマ トクリ ット」値等に異常 を認め な かつ

た.



4084 大 田原 ・緒方 ・井 上 ・菅 原 ・吉 本 ・人見:高 坂 ・更 井 ・熊 代 ・上 永

第5例: 40才 男

家族歴に異常 な く,既 往歴に29才 の時肺結核の 為

約1ケ 年静養 している以外著患を知 らない.就 労期

間1年1ケ 月,自 覚的 には一種 の酩酊状態,嗜 癖禁

断現象,音 響に対する過敏,流 涙,視 覚障害,嗜 好

の変化,食 慾減退,削 痩,全 身倦怠,下 肢 しびれ感,

肩 ・背痛 等を覚え,他 覚的には前述の本症特有の顔

貌,多 汗,舌 ・手指の震顫,言 語渋滞,結 膜充血,

腹壁反射鈍麻,前 膊 ・手筋及 び足背筋の萎縮,手 筋

粗大 力の低下,知能全般の低 下,眼底像 に両側乳頭不

鮮明で視神経萎縮の疑 あ り,血 圧104/64mmHg.

動脈血炭酸 ガス ・酸素,脳 波に異常を 認 め ず,「 ヘ

マ トク リット」値38%,血 中 「ハ インツ」小体を認

めなかつ た.

第6例: 17才 男

家族歴 に異常 な く,既 往歴 に幼時流行性疾患の他

著患な し.就 労期間4ケ 月,自 覚的 に一種の酩酊感

あ り,嗜 癖 ・禁断現象な く,記 憶力減退,書 字 困難,

頭痛,憂 欝感,嗜 好の変化,食 慾の亢進或は減退,

全 身倦怠感,肩 ・背痛等を覚え,他 覚的には特有な

顔貌,多 汗,口 腔 粘 膜の軽度発赤,「 ロンベル グ」

現象軽度 陽性,味 覚障害,知 能全般の低下,脳 波上

4「 サ イクル」徐波の 出現等を認 めた.

IV考 按

1.気 中三塩化 「エチ レン」濃度に対す る考察

 現在認 められている作 業場の空気中に於け る三塩

化 「エ チレン」恕限量は100～200ppmで あるが,

今 回の測定 に当つて比 較的高濃度 に曝露 され ると思

われ る際の価 は420～990ppmで あるか ら作業者は

恕限量を遙 かに超え る高濃度中で作業に従事 してい

ると思われ る.然 しなが ら,空 気 中の三塩化 「エチ

レン」量は時 と処 によ り夫 々異な るので労働者の接

す る平均三 塩化 「エチレン」濃度を見積 ることは困

難である.且 つ三塩化 「エチレン」濃度 は高 さによ

つて非常な差を生ず ることが認め られ た ことは有意

義であり,作 業者の三塩化 「エチレン」吸入量の推

定 にも必要な事項 と思われる.

現在まで,日 本 に 於 け る作業場の空気中三塩化

「エチ レン」蒸気濃度の測定 は,山 賀氏18)が 作業者

に中毒症状を認めた自動車及び製薬工場 に於て作 業

中高濃度の場合 として5.0～8.1mg/1に 達 す る場

合が あると述べて居 り,且 つ藤井,今 村,岡 本氏19)

が 自 動 車 工 場 に 於 て5.3～9.02ppmの 価 を 認

めてい る.我 々の測定 した 「ドライク リーニ ング」

工場での髄 と これ等の結果を比 較して今回測定の作

業場では相 当高濃度中で作業を行つていることを示

してい る.

三塩化 「エチ レン」に曝露 された人 尿中に三塩

化醋酸の排 泄 され る こ とはBarret, Cunnigham

 Johnston20)に よつて認められた事実 である.三塩

化 「エ チレン」作業者の尿中三塩化 醋酸濃度に

て はFrant, Westendrop17)は その 濃度と患者の

主 訴 との 平 行 関係には多少の例外が存すると述べ

て いるが, Ahlmark, Forssman21)は 尿中三塩化醋

酸濃度 と三塩化 「エチレン」 による臨床症状との間

に相関のあ る こ とを 認め,又 常 に尿中に100mg/l

以 上 排 泄 さ れ る場合は三塩化 「エチレン」の人体

に対する影響 があると述べている.現 在尿中三塩

化醋酸の 恕 限 量 は75mg/lで あ ると一般に考え

られているが,今 回 測 定 した三塩化醋酸量は以上

何れの場合を も超えている,作 業者の一部に中毒症

状を呈 した事実 も以上の事実 と対照するものである

と思われ る,一 般に三塩化 「エチレン」の平均気中

濃度が100ppmの 場 合には尿中三塩化醋酸の濃度

は200mg/lで あ ると云われているが今回の測定で

は平均気中濃度が明かでない為に尿中濃度との相関

については明 かに し得なかつた.又 三塩化醋酸の血

中濃度 に付ては採集が困難である為に現在までに測

定例は非常に少い,血 中に存在する三塩化 「エチV

ン」 についてはFrant, Weatendrop17)は 彼等の方

法で測定 した際 には測定操作 中三塩化 「エチレン」

の全部 は蒸発 すると述べているので,我 々の測定値

は殆 んど三塩化醋酸 によるもの と思われる,又血中

三塩化醋酸量と尿中三塩化醋酸量との間に相関の存

す ることも予想 され るが正確な研究は今後行つてみ

るつ もりであ る.

以上 を要約すると,本 作業場空気中に於ける三塩

化 「エ チレン」含有濃度及び作業者の尿中三塩化醋

酸 濃度 は,一 般 に認め られている恕限量を超え,工

員 に慢性の中毒を発生 させ得る充分なる三塩化 「エ

チレン」濃度 中で作業が行われている事が認められ

るが,我 国に於 ける 「ドライクリーニング」工場に

於 て密閉式装 置を用いずに三塩化 「エチレン」を用

い る工場 も相当ある ことが予想 されるので,これ等

の工場に於ては中毒に対する監視の必要が充分ある

と思われ る.

2.中 毒症例に対する考察

臨床的検査を行 つた従業員の症状を要約すれば自

覚症状 と して酩酊感,協 働運動障害,嗜 癖,禁 断現
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象,睡 眠障害,肩 ・背痛,歯 痛,視 覚異常,流 涙,

食慾嗜好の変化,知 能減退,気 分変調,飲 酒不耐が

挙げられ(第4表 参照),他 覚症状 として特 有 の顔

貌,手 指の微細協働運動障害,手 足筋萎縮,味 覚障

害,多 汗,知 能低下,脳 波上徐波の 出現,軽 度貧血

等が注目される.(第5表 参照)

第4表　 自 覚 症 状

酒精不堪,食 思 異 変,嗜 癖,多 夢

第5表　 他 覚 的 症 状

賦滑顔貌,異 常脳波(徐波),嗜 癖,動 脈 血酸素

含量少,炭 酸ガス含量少,血 球Heinz小 体な し

以上の症状の中特有の ものにつき以下検討を加え

れば,先 づ酪酊 ・嗜癖 ・禁断現象であ るが本症の酩

酊 は酒と同様に始め多弁 ・多動 ・気分爽 快 となるが

漸次協働運動障害,注 意力散漫,頭 重感更には嘔気

を来 す等の症状 を呈す る.然 しなが ら症状 には個人

差が ある.飲 酒の場合 と異 る点 は気分は酒精程快適

とな らず不快な臭が鼻 につ くと云つてい る事 であ る.

禁断現象 は程度の差はあるが第一 に不眠 とな り睡眠

深度が浅 く夢が多い.昼 は全身倦怠 あり,夢 か,現

か,判 らず呆然 とす る,然 し妄想 はない.気 分 は刺

戟的 とな り,激 し くなると器物の破壊衝動を覚 える.

この禁断現象の為に嗜癖を生ず ることは一般の中毒

性精神病 と岡 様 で あ る.禁 断現象 は5～6日 三塩

化 「エチレン」 より離 れることにより恢 復する,次

に約半数に見 られた脳波上徐波 の出現であるが,こ

れは中枢神経系の活動低下を示すもの として重要視

すべ きであ り,そ の出現 と知能 の障害を比 較すれば

両者 は必ず しも一致せず,又 就労期間 とも相関はな

い.最 後に筋萎縮 と視 神経乳頭の変化は出現頻 度は

低 いが重篤な症状 として注 目すべきもの と考え られ

る.然 しこの障害 は就 労期間 との相関はな く,又 脳

波上の変化 との相関 もない,こ れ等 の こ とは 三塩

化 「エチ レン」 に対す る被影響性に可成 りの個人差

があることを物語 るよ うであ る.尚 治療及び処置に

ついて附言すれば,禁 断症状が 消退す る1週 間程の

間を他の麻薬中毒等に準 じ,全 身栄養状態をよ くす

るよう努 め,対 症的に行えばよい と思 われ る.尚 第

5例 は肝臓庇護が有効であつた.

V結 論

1.作 業 中高 濃 度 に曝露 された際の気中三塩化

「エチ レン」濃度 は420～990ppmで あ り,一 般に

認め られ た恕 限 量 は200ppmで ある事 と考え合せ

て,作 業員に慢性 中毒を発生せ しめ得 るに充分な濃

度 を有す ると考え られ る.

2.作 業員の尿中に於 ける三塩化醋酸量は作業直

後300～600mg/lの 者 が 多 く,一 般に認められて

いる恕限量75mg/lを こえてい る.

3.症 状の比 較的重篤 と思われる1例 に於ては尿

中三塩化醋酸濃度及び血中三塩化醋酸濃度が大な る

傾向が 認められた.

4.三 塩化醋酸作業場 の実態調査 には気中三塩化

「エチレン」 濃度のみな らず,尿 中 三 塩化醋酸濃度

並 に面 中三塩化醋酸濃度の測定が有効な手段であ る

と思われ る,特 に作業時間内の三塩化 「エチレン」

濃度の平均値を求め ることは実際上困難であるから,
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尿中三塩化醋酸濃度の測定 は極めて有意義であ ると

思われ る.

5.中 毒症状 を示 した作 業員(5名)の 自覚 的並

に他覚的症状を要約すれば,自 覚的には酩酊感,協

働運動障害,嗜 癖,禁 断現象,睡 眠障害,肩 ・背痛,

歯 痛,視 覚異常,流 涙,食 慾 ・嗜好 の変化,知 能減

退,気 分変調,飲 酒不耐 等が挙げ られ,他 覚的 には

特有な顔貌,手 指の微細協働運動障害,手 足筋萎縮,

味覚障害,多 汗・知能低下,脳 波上徐波の出現 軽

度貧血等が注 目され た.

本論文の要旨は昭和30年11月18日 第65回岡山医学

会 総会に於て発 表した.
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Studies on Trichloroethylene Poisoning in a Dry-cleaning Factory
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Since the middle of April 1955 there have occured in a certain dry-cleaning establishment 
in Okayama City cases believed to be trichloroethylene (C2HCl3) poisoning so that we measured 
the concentration of trichloroethylene in the air of the factory and at the same time exa
mined the workers of the said factory from the standpoints of environments and psychiatry. 
The outline of results are as follows:

1. The trichloroethylene corcentration in the air highly exposed to the workers during 
working hours was found to be 420-990ppm; and considering the generally-accepted maxi
mum allowable concentration of 200ppm, the air in the factory seems to have contained 
trichloroethylene in a sufficiently high concentration as to cause chronic poisoning in workers.

2. The trichloroacetic acid content in the urine of the majority of workers immediately 
after the work was 300-600mg/l, obviously surpassing the maximum permissible content 
of 75mg/l.

3. In one case thought to be showing relatively advanced symptoms, the trichloroacetic 
acid content in the urine and the same in the blood tended to be higher.

4. On the factual examinations in the factory where trichloroethylene is used, it seems 
the determination of the trichloroethylene concentration in the air and of the trichloroacetic 
acid in the urine and the blood of workers is an effective measure to be taken.

In view of the fact that actually it is very difficult to evaluate the average concent
ration of trichloroethylene in the air during working hours, the determination of trichloro
acetic acid in the urine of workers seems to be extremely significant.

5. As generalizing subjective and objective symptoms in the workers (5 persons) showing 
the poisoning symptoms, there are intoxication, disturbances in synergic movements, addiction, 
abstinent phenomena, insomnia, shoulder and back aches, tooth ache, disturbance in eye-sight, 
epiphora, changes in appetite and taste , decline in intelligence, bad humor, and intolerances 
for alcohol, for subjective symptoms; peculiar fat face, disturbance in minute synergic 
movement of fingers, atrophy of limb muscles, hypogeusia, ageusia, profuse sweating, decline 
in intelligence, slow-wave on E. E. G., and slight anemia may be pointed out as objective 
symptoms.
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