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Ⅰ．はじめに

では，抗がん剤を取り扱う医療従事者の職業性曝露に関

がんの治療のために用いられる抗がん剤は，通常は輸

する危険性について，1970 年後半から警告的内容の報

液の中に調製されて使用される．この準備，投与や廃棄

告がなされ，1980 年代から 1990 年にかけて安全な抗が

の際に，抗がん剤を取り扱う医療従事者は，抗がん剤の

ん剤の取扱いに関するガイドラインが制定されている．

曝露を受ける危険性がある．

ガイドラインによって，個人保護具や作業環境が改善さ

抗がん剤は，がん細胞に対しては制がん作用がある反

れてきている．また，職業性抗がん剤曝露の健康影響に

面，変異原性，催奇形性，そして発がん性が証明されて

関する調査・研究も盛んに行われている．日本において

いるものも多く，抗がん剤治療を受けた患者からの 2 次

は，1991 年に，日本病院薬剤師会がガイドラインを制

発がんの報告もある

定し，それ以降，抗がん剤の安全な取扱いに対する認識

療従事者のリスクは，取扱い薬剤の毒性の強さだけで決

が看護師を中心に関心が持たれるようになったが，医療

まるものではなく，取扱い作業中にエアロゾル化した薬

現場はあまり変化してきていない．産業衛生の分野に限

剤を吸入する，しぶきやはねによって薬剤が皮膚や目に

ってみると，抗がん剤の安全な取扱いに対する記事や研

付着する，薬剤に汚染された手指から食物などを介して

究は，ほとんど見あたらない．抗がん剤を取り扱う医療

薬剤を経口摂取する，といった経路を介して，取り扱っ

従事者の職業性曝露に関する危険性についてはいまだに

ている抗がん剤が医療従事者の体内にどれだけ摂取され

不明な点が多い．しかし，医療従事者における抗がん剤

3）
るかによって決定される ．

1，2）

．抗がん剤を取り扱っている医

曝露の低減は，産業衛生上の重要な課題である．日本に

治療目的で患者に使われる量に比べると，これを取り

おいては，抗がん剤の取扱いに適切な保護具や作業環境

扱う医療従事者の被曝による体内摂取量は，治療量の

を普及させ，抗がん剤の安全な取扱いに関して検討する

0.1 ％を越えることはないと推定されるが，抗がん剤を

必要がある．また，欧米同様に，国家レベルの実効性や

長期間扱う上での問題は，ごく微量の長期摂取による慢

強制力が付与された抗がん剤の安全な取扱い指針が策定

性影響が生じる可能性と，様々な危険因子の複合汚染に

されることが望まれる．

4）
よる危険度が知られていないことである ．

（産衛誌 2005; 47: 195–203）

海外では，いくつかの警告的内容の報告が相次いだた
め，安全な抗がん剤の取扱いに関するガイドラインが制
5）

とカナダ 6），

キ ー ワ ー ド ： Health risks, Occupational exposure,

定されている．1981 年にオーストラリア

Anticancer drugs, Antineoplastic drugs, Safe handling,

7）
8）
1983 年にイギリス ，1990 年にアメリカ の病院薬剤

Health care workers

師会がガイドラインを発表している．その他，ノルウェ
9）
10）
11）
から，また，1986
ー ，スウェーデン ，イギリス

年には OSHA（米国労働省安全衛生局）もガイドライ
ンを策定している 3）．当時は，個人保護具や安全キャビ
2005 年 4 月 7 日受付； 2005 年 5 月 25 日受理
連絡先：冨岡公子 〒 537–0025 大阪市東成区中道 1–3–69
大阪府立公衆衛生研究所生活衛生課
（e-mail ： tomioka@iph.pref.osaka.jp）

ネットなどは，ほとんど整備されていない状況であった
が，これらのガイドラインが制定されて以降，改善され
てきている．また，職業性抗がん剤曝露の健康影響に関
する調査・研究も行われるようになった．
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Table 1. Summary of monitoring approaches for occupational exposure to anticancer drugs
External exposure

や作業台の拭き取り液中の抗がん剤を測定する．②内部
曝露レベルを測定する．具体的には，体液（血液，尿等）

・Airborne drugs

中の抗がん剤あるいはその代謝物を測定する．③曝露に

・Drugs deposited on the
working table

よる健康影響を細胞レベルで調べる．具体的には，特定

Internal exposure

・Drugs or metabolites in
body fluid (blood, urine etc)

原性を検出したり，変異原性あるいは発がん性の物質に

Effect in cell level

・Urine mutagenicity
・Chromosome aberration
・Sister chromatid exchanges
・Micronuclei
・DNA strand breakage etc.

Effect in individual level

のサルモネラ菌や大腸菌を用いたエームステストで変異
よって受けた遺伝的影響を，姉妹染色分体交換頻度法，
構造異常の出現頻度，染色体異常などとして検出する．
④曝露による健康影響を個体レベルで調べる．具体的には，
がん，出生異常，生殖毒性，自覚症状の調査を行う

27，
28）

．

職業的に抗がん剤を取り扱った人の健康影響に関する
報告では，1979 年に Falck らによるがん病棟に勤務す

・Cancer
・Birth defects
・Reproductive effects

る看護師の尿から変異原性物質が検出された，という報
告 29）が有名である．この報告は，抗がん剤を取り扱う

・Subjective symptoms

看護師，治療中の患者，および対照として精神科医と事
務職員について，尿中の変異原性物質をエームステスト

日本においては，1991 年に，日本病院薬剤師会がガ
2005 年 5 月

12）

で測定したものである．看護師の尿は対照群に対して有

，それ以降，1994 年 13），そして

意に高い変異原性を示した．1980 年に Norppa らは，抗

に改訂版が発行された．ガイドライン制

がん剤を取り扱う看護師の姉妹染色分体交換頻度が事務

イドラインを制定し
14）

30）

．こ

定以降，抗がん剤の安全な取扱いへの認識と現状に対し

職員と比較して増加していた，と報告している

て警鐘をならす記事が，看護系雑誌を中心に掲載されて

れらの報告は，抗がん剤取扱い者への薬剤の被曝の可能

きている．しかし，抗がん剤の安全な取扱いに対する関

性を示唆した．

心は一部の人に限られ，現状はあまり変化してきていな
い

15）

．産業衛生の分野に限ってみると，抗がん剤の安

また，1980 年に Ladik らは，薬剤師が抗がん剤を調
製した際に，頭のふらつき，めまい，頭痛，顔面の紅潮，
31）

．

全な取扱いに対する記事や調査・研究は，ほとんど見あ

悪心などの不快な影響が生じた，と報告している

たらない．

1981 年に Waksvik らは，抗がん剤を長時間取り扱う看

抗がん剤の継続的かつ低濃度の接触による人体への影

護師の染色体断裂や姉妹染色分体の交換頻度が，他の病

響についてはいまだに不明な点が多い．しかし，長期間，

棟や抗がん剤を短時間しか取り扱わない看護師，事務職

多くの種類の抗がん剤を多数取り扱う作業が健康リスク

員と比較して，有意に高かった，と報告している

32）

．

を伴うことは十分考えられることであり，医療従事者に

抗がん剤取扱い作業環境中の抗がん剤濃度を測定する

おける抗がん剤曝露の低減は，産業衛生上の重要な課題

研究も行われ，無菌操作目的の水平層流方式のクリーン

である．また，近年，医療従事者の労働実態や健康問題

ベンチを使用した混注作業中に抗がん剤が検出されたと

が注目されてきており

16–20）

，抗がん剤取扱いによる健

康リスクも，そのひとつと考えられる．

33）

や，複数の施設で実施した作業環境測定で最

も多く取り扱った抗がん剤が検出されたとの報告

Ⅱ．海外における，抗がん剤取扱いによる健康影響に関
する調査・研究

34）

が

ある．
その一方で，薬剤の調製作業を行っている薬剤師の尿
からは変異原性物質は検出されなかったという報告

35）

や，抗がん剤を取り扱っている看護師と取り扱っていな

1）ガイドライン制定まで
WHO の国際癌研究機関（IARC）によって，ヒトに
対する発がん性ありと認められた第 1 群やヒトに対する
発がん性ありの可能性の高い第 2 群に分類された抗がん
剤は数多くあり

の報告

21，22）

，また，治療目的の抗がん剤使用
23–26）

い看護師間で，尿中の変異原性物質に差がみなれなかっ
たという報告

36）

が発表された．

1983 年に，Kolmodin-Hedman らは，安全キャビネッ
トがない，などの不適切な安全対策のもとで調製作業を

．しか

行った時のみ，尿中の変異原性が高く，保護具や設備を

し，職業上，抗がん剤を取り扱った人ががんに罹患した

改善したところ，尿中の変異原性物質は見られなくなっ

場合，原因が職業性曝露によるものかどうかの証明は容

た，と報告している

による発がんの事例は多数報告されている

37）

．

易ではない．このような抗がん剤の職業性曝露とその影

Falck の追試は各国で行われ，その報告が要約されて

響を調査・研究する方法について示す（表 1）．①外部

いる 1，2，38）．Stellman らは，抗がん剤を取り扱う看護

曝露レベルを測定する．具体的には，作業環境中の空気

師や薬剤師の尿からの変異原性物質検出に関する報告を
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検討し，これらの中に，サンプル数が小さい調査や，作

なモニタリングは 46 ％の作業場で実施されていた，と

業状況と尿中変異原性との関連を考察するのに十分な情

報告している 43）．

報がない報告があること，また，尿中変異原性が陰性で

また，職業性抗がん剤曝露の健康影響に関する調査・

あったとの報告は，感度の劣る検出方法を用いていたこ

研究も盛んに行われている．

1）
とを指摘している ．尿中変異原性物質の検出方法が適

2）–1．外部曝露レベルについて

39）

．最

作業場の空気中と作業台の拭き取り液中の抗がん剤汚

終的な結論は出ていないが，抗がん剤を取り扱う医療従

染を調べた研究では，抗がん剤を取り扱った所だけでな

事者の健康を危惧するに十分ないくつかの報告が続いた

く，それ以外の場所でも，抗がん剤が検出された，と報

ため，1980 年代から 1990 年にかけて，欧米では，行政，

告されている

あるいは権威ある団体が抗がん剤の安全な取扱い指針を

与を行う場所，それぞれの表面拭き取り液中の抗がん剤

切でなく，擬陽性の問題を指摘した報告もある

作成している

3，5–11）

．

抗がん剤の安全な取扱いの原則の要点を以下に列挙す

44）

．抗がん剤の準備作業を行う場所，投

を測定し，抗がん剤による汚染を調べた研究では，抗が
ん剤の準備作業を行う場所での汚染が高く，また，取扱
い薬剤数が最も多かった所ではより薬剤に汚染されてい

る．
1．抗がん剤が人体に侵入する経路は，気道，皮膚，

た，と報告されている 45）．開放系方式（これまでのポ

口腔があり，曝露と拡散を避けることによって，

ンプテクニック）と，新たな閉鎖系方式で，空気中に漏

抗がん剤の人体への侵入を防ぐ．

れ出たり，保護手袋や作業台カバーの表面にこぼれたり

2．取扱いの基本は防護であり，上の 3 つの経路から

漏出した抗がん剤を調べた研究では，新しい閉鎖系の方

の侵入をバリアによって阻止する．バリアプロテ

が汚染は低く，また表面のこぼれでは開放系と閉鎖系間

クションに必要な物品は，手袋，マスク，ガウン，

で有意差がみられた，と報告されている

ゴーグル，キャップである．作業用シートや廃棄

2）–2．内部曝露レベルについて

46）

．

物用容器も必要である．これらのバリアプロテク

尿中シクロフォスファミド濃度測定による生物学的モ

ションが必要な理由，バリアプロテクションに適

ニタリングを施行して看護師の生体に取り込まれる量を

切な素材や着用方法などについても記載されてい

評価した研究では，検出限界以下であったという報告

る

3，14，15，40–42）

．

47）

や，安全キャビネットを使用せず抗がん剤を取り扱って

3．安全キャビネット内での調製が不可欠である．安

いた看護師 25 名中 20 名から 0.02–9.14 µg/24 h 検出され

全キャビネットは，エアーバリアが空気の作業者

たという報告 48）がある．また，抗がん剤取扱い者 25

側への流出を遮断することで，作業者の安全性確

名中 8 名から尿中のシクロフォスファミドまたはイホス

保が保障されている．作業者への被曝，感染防止

ファミドが検出されたが，この内 6 名は，この 2 剤を直

と無菌操作が可能なクラスⅡの安全キャビネット

接取り扱っていなかった，という報告もある

で行うことが望ましい．

2）–3．曝露による細胞レベルの健康影響について

4．抗がん剤の危険性および取扱い方法についての十
分な教育や指導が必要である．

44）

．

遺伝子や染色体への影響に関する研究は盛んであ
る

48–54）

．姉妹染色分体交換，小核，構造異常などの出

アメリカ病院薬剤師会（ASHP）は，生体に有害な作

現頻度を調べることで，職業性抗がん剤曝露による遺伝

用を及ぼす薬剤を取り扱う際のガイドラインとして，妊

子や染色体への影響をみている．遺伝子への損傷レベル

婦や授乳中の職員については，安全性が立証されるまで

を定量的に検出できるコメットアッセイを用いた報告も

は，これらの薬剤の取扱いや接触を避けること，などを

ある．概要を表 2 に示す．Roth らの研究では，適切な

8）

示している ．

保護具と作業環境下で作業をしている薬剤師と抗がん剤
を取り扱っていない病院職員との間で，1 年間，2 度に

2）ガイドライン制定以降
ガイドラインが制定されて以降，抗がん剤の安全な取

わたってリンパ球の染色体異常，姉妹染色分体交換や小
核の出現頻度を比較し，抗がん剤取扱いの有無による有
49）

．Kasuba ら

扱いへの認識が高まり，個人保護具や安全キャビネット

意差はみなれなかった，と報告している

などが整備されてきた．2003 年のアメリカにおける無

の研究では，抗がん剤を取り扱っている看護師とコント

作為抽出された外来や診療所のがん専門看護師（oncol-

ロール群との間で，小核や姉妹染色分体交換の出現頻度

ogy nurse）500 名に対して行われた質問紙調査（有効

を比較し，小核の出現頻度は有意に高く，姉妹染色分体

回答率 53 ％）によると，手袋を常用している者は 94 ％

交換の出現頻度には有意差が認められなかった．また，

以上，ガウンを着用している者は 55 ％，顔面や呼吸器

被曝年数が長い群では，小核の出現頻度がより高く，被

の保護具を使用している者は 6 ％以下であり，安全キャ

曝年数が短い群では，コントロール群との間に有意差は

ビネットは 99 ％の作業場で設置され，何らかの医学的

認められなかった，と報告している

50）

．この Kasuba ら
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Table 2. Summary of the studies for genetic and chromosomal damages
Control subjects

Sample

Outcome
measured

Results

6 pharmacists

6 hospital workers matched for age and sex

PBLs

CA
SCE
MN

−
−
−

Kasuba et al. (46)

20 nurses

16 controls

PBLs

MN
SCE

＋
−

Burgaz et al. (44)

26 nurses

14 controls matched for age and sex

PBLs
BCs

MN
MN

＋
−

Lanza et al.

(47)

23 nurses

17 controls matched for age

MCs

SCE

−

Kopjar et al.

(48)

50 exposed personnel

20 healthy students and office employees

PBLs

COMET

＋

Jakab et al.

(49)

4 groups of 95 nurses

74 historical and 34 industrial controls

PBLs

SCE etc

＋

20 nurses

18 controls matched for age and sex

PBLs

CA

＋

Author (reference)

Roth et al.

(45)

Burgaz et al. (50)

Exposed subjects

PBLs, peripheral blood lymphocytes; MCs, mononuclear cells; BCs, buccal epithelial cells;
CA, chromosome aberration; SCE, sister chromatid exchanges; MN, micronuclei; COMET, DNA strand breakage;
＋, significantly; −, not significantly

の研究は，抗がん剤取扱い年数との関連をみたものであ

曝を防ぐために安全装置の設置やその適切な使用，そし

り，抗がん剤取扱い作業の状況は不明である．Burgaz

て訓練の重要性を示唆している

らの研究では，最小限の保護具使用下で抗がん剤を取り

キャビネットを使用せず抗がん剤を取り扱っている看護

扱っている看護師とコントロール群との間で，末梢血リ

師とコントロール群との間で，末梢血リンパ球の小核の

ンパ球や頬上皮剥離細胞の小核の出現頻度を比較し，末

出 現 頻 度 を 比 較 し ，有 意 差 を 認 め て い る

48）

53）

．Burgaz らは，安全

54）

．こ の

．Lanza

Burgaz らの研究では，各看護師の抗がん剤曝露年数や

らは，抗がん剤を取り扱っている看護師，健常者，患者

取扱い頻度，そして最小限の保護具（手袋とマスク）の

の 3 群で，姉妹染色分体交換頻度と T 細胞抗原受容体の

使用状況と抗がん剤取扱い作業内容などが調査されてお

突然変異を比較し，看護師と健常者間には姉妹染色分体

り，抗がん剤取扱い頻度や保護具の使用状況との間には

交換頻度に差がなく，T 細胞抗原受容体の突然変異にお

関連がみられなかったが，抗がん剤曝露年数においては

いては，看護師の方が多かったが，有意差は認められな

有意差が認められている．

梢血リンパ球においては有意差を認めている

かった，と報告している

51）

．Kopjar らは，抗がん剤取

2）–4．曝露による個体レベルの健康影響について

扱い者とコントロール群との間で，コメットアッセイ法

質問紙調査に関しては，最近のものでは，2003 年に，

を用いて比較し，DNA 損傷の程度は抗がん剤取扱い者

8 つの病院に勤務する看護師 263 名（有効回答率 90.1 ％）

で有意に高く，また，抗がん剤取扱い者を保護具や安全

を対象に，抗がん剤の取扱いの有無で比較した研究があ

キャビネットの使用状況で 4 群に分け解析したところ，

る．抜け毛，皮疹，立ちくらみ，週末には症状消失など，

より多くの保護具や適切な安全キャビネットを使用して

ほぼすべての症状にて抗がん剤取扱い群でオッズ比が有

いた者では，遺伝子損傷の程度が低かった，と報告して

意に上昇していた，と報告している 55）．

いる 52）．Jakab らは，4 病院の血液病棟の看護師とコン

妊娠への影響に関する研究では，抗がん剤治療を受け

トロール群との間で，末梢血リンパ球の遺伝毒性を比較

た患者における妊娠への悪影響を報告したものは多い．

し，安全キャビネットが設置されていなかったり，不適

職 業 性 抗 が ん 剤 曝 露 の 影 響 に 関 し て は ，1985 年 に ，

切な装置であった病院では，姉妹染色分体交換頻度など

Hemminki らは，フィンランドの病院における看護師が

が有意に高く，不適切な装置を設置していた病院でその

妊娠した際の自然流産や先天性奇形に関する調査を報告

後，適切な安全キャビネットに改善しても，染色体異常

している

のみが有意差を認めていた．適切な安全キャビネットが

剤などについても調査されているが，抗がん剤に関して

装置されていた 2 病院では，調査当初は適切な安全キャ

は，先天性奇形との関連が認められ，また，使用頻度が

ビネットが設置されていない 2 病院より結果が良く，問

多いほど，オッズ比が高くなっていた．また，Hoffman

題なかったが，追跡調査により，その後，姉妹染色分体

は，抗がん剤治療を受けた患者のデータ，職業性抗がん

交換頻度や染色体異常が高くなっていた，と報告し，被

剤曝露の報告やガイドラインに基づき，職業性抗がん剤

56）

．この調査では，抗がん剤以外にも，麻酔
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14）

曝露を出来る限り最小限にしてリスクを低減すること，

して 2005 年 5 月

また妊娠している女性においては，妊娠第 1 期の間は，

の指針を病院が守るような強制力は付与されておらず，

抗がん剤の取扱いを避けるべきであるとしている

57）

．

1995 年に，Shortridge らは，2 つの国立機関に所属する

に改訂版が発行された．しかし，そ

指針で示された内容が十分医療現場に普及しているとは
いえない状況である．

看護師を対象に行った抗がん剤に関する質問紙調査（有

日本においては，1991 年以降，抗がん剤の安全な取

効回答者 1,458 名）の報告を発表している 58）．この報告

扱いへの認識と現状に対して警鐘をならす記事が，看護

では，30 〜 45 歳の者において，月経機能障害と現在抗

系雑誌を中心に掲載されている

がん剤を取り扱っていることに有意な相関が認められて

年には，白戸が，362 の文献を引用した系統的かつ詳細

いる．McElgunn は，父親や妊娠前や妊娠中の母親らが

な総合論文を発表している 65）．

4，15，40–42，61–64）

．1992

毒物に曝露されることは，受胎能，妊娠の経過，胎児の

日本における，抗がん剤を取り扱う医療従事者の問題

成長に影響があるが，がんを引き起こすかどうかで健康

に関する調査では，2004 年に，全国 310 病院に郵送法

影響を評価している現在のやり方では，ずっと低い曝露

による質問紙調査（回答率 53.5 ％）を行ったものがあ

レベルで起こりうる生殖や発達上の毒性といった重要な

る 66，67）．ここでは，約 8 割の医療機関が抗がん剤を取

健康指標を評価しきれていない，と指摘している 59）．

り扱っているにも関わらず，作業環境に考慮している施

Valanis らは，妊娠前，もしくは妊娠期間中に，母親，

設は 4 割未満であったこと，約 8 割はガイドラインもな

もしくは父親が抗がん剤を取り扱っていた曝露群と，抗

いまま実施していること，抗がん剤の準備はほとんど看

がん剤を取り扱っていない非曝露群の，自然流産と死産

護師が行っているが，抗がん剤を取り扱う看護師への防

の出現率を比較して，職業性抗がん剤曝露による妊娠へ

護対策に対して組織的に教育を行っている施設は約 2 割

の影響を調査している．妊娠期間中の抗がん剤曝露に関

であり，教育の必要性は全施設で必要ありと回答してい

しては，自然流産のリスクは 1.5 倍，自然流産と死産の

た．保護具に関しては，最も多く使用されているのは手

複合リスクは 1.4 倍で有意であったが，死産のリスクは

袋で 80.6 ％，次いでマスクが 59.4 ％であったが，18.2 ％

有意差がみられなかった．また，父親が職業性抗がん剤

の施設では保護具は全く使用されていなかった，と報告

曝露を受けたことによる妻の妊娠への影響に関しては，

している．

有意差はみられなかったが，増加傾向は認められた，と
報告している

60）

．

Ⅲ．日本の取り組みと現状

また，病院に勤務する看護師を対象に，抗がん剤の取
扱いの有無によって，作業環境中や尿中の変異原性を比
較検討した研究

68，69）

では，気中や尿中の変異原性には

有意差はみられなかった．しかし，コメットアッセイに

日本における，抗がん剤を取り扱う際の医療従事者の

よって DNA 損傷レベルを比較したところ，抗がん剤を

作業環境や健康影響に関する取り組みや研究は，欧米と

取り扱う看護師において有意に高かったと報告してい

比べ著しく遅れている．

る

不適切な防護のもとで抗がん剤を取り扱うことが，医

70）

．

2005 年に行われた日本がん看護学会学術集会の中で，

療従事者の健康を害する可能性があることを示唆する事

がん化学療法看護認定看護師の取り組みとして，抗がん

実やデータを，欧米ではリスク要因があることは確実と

剤取り扱いにおける適切なマスクやガウンの検討 71，72），

みなした．そして，1980 年代に，医療従事者の健康を

抗がん剤のこぼれ，調製方法，搬送方法に関するガイド

守るために，抗がん剤の安全な取扱い指針が作成され，

ライン案

73–75）

が報告されている．

その指針を病院が守るような強制力を指針に付与してい

広義の抗がん剤の安全な取扱いには，投与ミス防止を

る．これに対して，日本の行政は，国としての動きはな

範疇とする安全な管理（safe administration）と安全な

く，国レベルでの対策をとらなかった．日本の医療全体

取扱い（safe handling）が含まれる．日本における抗が

としても，がん化学療法に関する教育や専門家が極めて

ん剤の安全な取扱いは，過剰投与や誤投与によって患者

少なかったことや，抗がん剤の安全な取扱いに関する基

が医療事故に巻き込まれない内容，すなわち安全な管理

本的な知識や認識を欠いてきた事も影響したと思われ

（safe administration）が主体であり，医療従事者の作

る 15）．
1980 年後半になると，日本でも，抗がん剤の危険と
その安全な取扱いについて関心が高まり，1991 年から
1992 年にかけて，アメリカの抗がん剤取扱いの取り組
みや指針が紹介されている 61–64）．そして，1991 年に日
本病院薬剤師会による「抗悪性腫瘍剤の院内取扱い指
12）

針」

がガイドラインとして発表され，1994 年 13），そ

業環境や健康影響に関する安全な取扱い（safe handling）
への関心は高いとは言えない．
Ⅳ．今後の課題に関して
1）現場の医療機関で行うべきこと
長期間にわたって無防備な状態で抗がん剤を取り扱っ
た場合，がんに罹患するリスクが高まる可能性があるが，

産衛誌 47 巻，2005
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手袋，マスク，ガウン，ゴーグル，キャップを着用し，
安全キャビネットの設置など作業設備の改善を行えば，
職業性抗がん剤曝露が低減化できることを，日本におい
ては広く認識させ，抗がん剤の取扱いに適切な保護具や
作業環境を普及させなければならない．
また，医療従事者は抗がん剤だけでなく，放射線や病
原性微生物など，様々なリスクが職場に存在している．
また，医療従事者は，夜勤不規則勤務や長時間労働を行
っている者も多い．しかし，正しい知識に基づいた適切
な対応や安全な取扱いによって，リスクを回避したり，
リスクレベルを可能な限り抑え，人体に影響がないよう
にする事もできる．そのために，管理者は，医療従事者
が職業上の障害や危険から防護され，安全に業務が行え
るように配慮する責任がある．抗がん剤の取扱いに関し
ては，管理者は，適切な保護具や設備を導入すること，
安全教育を実施・徹底すること，健康管理を行うことな
どが必要である．
2）研究者が行うべきこと
抗がん剤取扱い者における長期にわたる曝露が及ぼす
影響については，いまだに不明な点も多いが，今後，適
切な評価方法を確立し，これらを明らかにしていく必要
がある．また，日本の抗がん剤取り扱い者における抗が
ん剤曝露の健康影響に関する調査・研究を，さらに進め
ていく必要がある．
3）国が整備すべきこと
日本においては，これまでのような病院薬剤師会の指
針や個々の問題意識を持った看護師達の取り組みに終わ
らせることなく，国レベルで，抗がん剤の安全な取扱い
に関して取り組み，検討する必要がある．また，欧米同
様に，国家レベルの実効性や強制力が付与された抗がん
剤の安全な取扱い指針が策定されることが望まれる．
謝辞：文献の収集にあたり，多大なご協力を頂いた，木
原修氏に，深謝致します．
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Health Risks for Occupational Exposure to Anticancer (Antineoplastic) Drugs in Health
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Abstract: In Europe and America, many health care
workers have concerns about the risks to their health of
handling anticancer drugs. The findings of the risks were
reported in the late 1970’s, and guidelines for the safe
handling of anticancer drugs were established in the
1980’s. The conditions of wearing personal protective
equipment and of the working environment have
improved dramatically as a result of introduction of the
guidelines. Furthermore, researches and studies into the
health effects of occupational exposure to anticancer
drugs have been pursued actively. In Japan, the society
of hospital pharmacists established guidelines for the safe
handling of anticancer drugs in 1991. Since then, mainly
nurses have been concerned about the safe handling of
anticancer drugs, but in the medical setting, the present
situation surrounding the safe handling of anticancer

drugs has hardly changed. In the industrial hygiene field,
the safe handling and the occupational exposure to anticancer drugs have been seldom reported and researched.
The actual potential hazards to occupational exposure of
anticancer drugs have not yet been determined.
Nevertheless, the reduction of occupational exposure to
anticancer drugs in health care workers has been an
important challenge for the industrial hygiene field. In
Japan, we need to promote action to spread the use of the
appropriate personal protective equipment and the appropriate working environment. We also have to rethink the
safe handling of anticancer drugs. We hope that the
Japanese government will establish an effective authorized guideline as has been done in Europe and America.
(San Ei Shi 2005; 47: 195–203)

