
酵素の安全な
取り扱いについて



はじめに

3

酵素は蛋白質です。他の多くの蛋白質がアレルギーの原因となるように、酵素を吸入するとア

レルゲンになることがあります。このマニュアルは、お客様が安全な作業環境を整えられるよ

うに、弊社からの提案をまとめたものです。安全な作業環境のためには、まず次の原則を念頭

においてください。酵素粉塵やエアロゾルの発生を避けることーこの原則と、本マニュアルの

手順を守っていただければ、酵素は安全に取り扱うことができます。

ノボザイムズは世界中のお客様に酵素を供給しています。弊社は酵素業界をリードするメーカ

ーとして、お客様に正しく酵素を取り扱っていただく必要性を認識しています。このため弊社

では、粉砕されにくい丈夫な顆粒状酵素を開発するなど、製品の改良を重ね、酵素粉塵の発生

を防ぐ努力をしております。

さらに、弊社が推奨する取り扱い方法や、作業手順に関する最新の情報を提供するために、こ

のマニュアルを作成いたしました。

化学薬品や生化学製品と同様に、酵素製品もまた不適切に取り扱えば健康と安全を脅かします。

ノボザイムズは長年の経験から、酵素への接触および健康に悪影響を及ぼすリスクの減少のた

め、実証的に効果のある作業手順を提案しています。

ご質問等ございましたら、お気軽にノボザイムズジャパン（株）にお問い合わせください。

Product Safety

酵素をご使用になるお客様へ
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はじめに
本マニュアルはマネージャー、管理者、健康・安全担当者、

健康安全管理責任者、および弊社の酵素製品を取り扱う際

の安全業務慣例に対する責任者を対象として作成いたしま

したのでご活用ください。

また、酵素を扱う作業員を対象に『酵素とあなた』という

小冊子を別に用意しておりますのでご利用ください。
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2. 健康への潜在的悪影響
業務で酵素を扱う際のリスクとしてま

ず挙げられるのは、酵素を継続的に吸

い込むことによって引き起こされるア

レルギーです。また酵素は皮膚や眼に

刺激を与えることもあります。高濃度

の酵素に対し曝露する機会の多い作業

者はアレルギーになる危険性が高いと

判断されます。

敏感体質の人は、酵素粉塵を吸入する

とアレルギーを発症することがありま

す。症状は、枯草熱、酵素への長期接

触による気管支攣縮を伴う重症の喘息

など様々です。

酵素のアレルギーが酵素を取り扱う作

業者にとって健康阻害リスクとなって

はいますが、一般消費者の酵素入り洗

剤の使用においては、アレルギー発症

の危険性のないことが長年の経験と数

多くの研究から判明しています。

酵素が皮膚接触により感作（アレルギ

ー性皮膚炎）を引き起こすという因果

関係は立証されていません。アレルギ

ー性皮膚炎は別種の感作によるアレル

ギーであり、低分子物質により引き起

こされます。

•

•

•

•

2. 1 刺激による症状
酵素（とくに蛋白分解酵素）の中には、

皮膚や眼、粘膜と接触するとそれらの部

位に刺激を与えるものがあります。

場合によっては酵素製品や製造工程に使

用されている補助化学薬品（助剤）が原

因で刺激性を生じることがあります。

皮膚

刺激を受けやすいのは、腋の下、鼠蹊部、

手足など汗をかきやすい部分、ならびに

マスクや襟などでこすられる部分の皮膚

です。刺激を受けると、多くの場合皮膚

は赤くなります。しかし、酵素にさらさ

れなくなると刺激はおさまります。

眼

眼への刺激は酵素製剤が直接粘膜に接触

したときに起こります。一般に、接触時

間が長いほど酵素の作用が増し、粘膜へ

の刺激が強くなります。したがって、酵

素が眼に入った場合は直ちに水ですすぎ、

粘膜の損傷を防ぐ必要があります。

酵素を大量に吸い込んだ場合

酵素粉塵を短期間に大量に吸い込むと、

呼吸器系の粘膜が刺激を受け、咳や充血

の原因となることがあります。

2. 2 アレルギー
蛋白質の多くがアレルギーを引き起こし

ます。花粉、ハウスダスト（ダニ）、ペッ

トの毛、小麦粉などが、よく知られてい

るアレルゲン（抗原）です。酵素も蛋白

質ですので、同じようにアレルゲンにな

る可能性があります。

アレルギーには、2つの段階があります。

1. 感作とは、アレルゲンに対し特定の抗

体が形成されることです。抗体は、吸い

込んだアレルゲンが気道の粘膜を通じて

血管に入ることによって作られることが

あります。

2. アレルギーとは、感作した人が再び同

じアレルゲンに触れると発症することで

す。

感作は疾患ではありませんが、感作した

人がアレルゲンに絶えずさらされている

と、アレルギー反応が現れることがあり

ます。

花粉などの一般的アレルゲンを原因とす

るアレルギー性の枯草熱やじんましん、

喘息、アトピー性皮膚炎にかかっている

人は、酵素に触れるとアレルギーを発症

する危険性がさらに高いと考えられます。

これを「アトピー体質」と呼びます。

1. 酸素
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1. 1 酵素とは何か
酵素は、あらゆる生物に存在しています。

人間、動物、植物といったすべての生きて

いる細胞は、生存し成長するために酵素

を生産し、それを必要としています。

しかし、酵素そのものは生物ではありま

せん。酵素は特殊な蛋白質であり、触媒

でもあります。ごく少量介在して化学反

応を促進する物質で、それ自体は化学反

応を通じて変化することはありません。

酵素には、さまざまな有機物（蛋白質、炭

水化物、脂肪）をより単純な物質に分解す

る機能があります。たとえば、人間の消

化器系に存在する酵素は、食物中の蛋白

質、炭水化物、脂肪をより単純な分子に分

解し、血液中に吸収できるようにします。

酸や塩基、金属、金属酸化物といった無機

触媒とは異なり、酵素は特異な性質をも

っています。酵素は他の物質に影響を与

えずに特定の化合物にのみ作用し、それ

を分解したり合成したりできるのです。

これまで、数多くの酵素が自然界から単

離されています。こうした酵素のもつ触

媒の力を研究者は活用できるのです。ノ

ボザイムズは、有用な酵素を選定し、発酵

タンクで大規模に製造し、さまざまな産

業分野に提供しています。

酵素は生分解性であり、既存の有害な化

学物質の代わりに大いに活用できます。
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3. 酵素への曝露に対する
予防措置

酵素を取り扱う際は、目標として次の点

を心がけてください。作業場に酵素粉塵

や飛沫の発生のリスクがないこと、周囲

に酵素がこぼれていないこと、また酵素

が皮膚に接触しないこと。

酵素への接触は、次のことを守れば回避

することができます。

固形酵素製剤は顆粒状酵素のみを使用

する

作業関係者全員に対する高い衛生基準   

を設定する

作業場を清潔に保つ

適切な混合・輸送装置を使用する

酵素粉塵やエアロゾルから防護するた

めの換気システムを導入する

•

•

•

•

•

生産施設の設計、設備、運転にはこれら

を考慮し、作業員が最小限の保護器具で

通常の作業を行えるようにしてください。

保護具（防塵マスクなど）の使用は、こ

ぼれた酵素を取り除く時やメンテナンス

の作業、酵素配合製品を直接扱う場合に

のみ必要です。

酵素を使用する生産工程は、できる限り

オートメーション化された密閉化装置を

使用してください。

酵素を取り扱う作業員の数は最小限にお

さえ、酵素の安全な取り扱いに関する研

修を行ってください。

酵素の添加をできるだけ最後の方の作業

工程とすることによって、作業場が汚染

されるリスクを低くすることができます。

3.1 安全衛生管理
事業所における安全衛生管理

酵素を取り扱う事業所において安全な業

務環境を確保するためには、酵素の安全

衛生プログラムを制定する必要がありま

す。このプログラムでは、作業やプロセ

スの手順、機械装置などの視点だけでは

なく、安全衛生管理組織や、責任・研修

といった組織および個々人の意識をも包

括する必要があります。

安全衛生プログラムにおいては、責任を

明確に定義し、既存の安全衛生管理組織

の通常業務に加えます。

安全衛生に関する手引書（酵素の安全衛

生統括部署、責任の所在、作業員の保護

装置、衛生基準、酵素の取り扱い基準、

事故の場合の処理）は系統立てた文書を

用意し、酵素取り扱い作業者、メンテナ

3. 酸素への曝露に対する予防措置2. 健康への潜在的悪影響
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アレルギー症状

酵素アレルギーは以下のような症状とし

て現れます。

皮膚や粘膜のかゆみ、発赤

涙目／鼻水

くしゃみ

鼻づまり

花粉症に似た症状（枯草熱）

声の掠れや息切れ

咳

胸部の圧迫感

喘息

もし上記の症状が何日か続けて現れた場

合は、医師の診断を受けてください。症

状は作業中あるいは作業終了後に起きる

場合があります（例：喘息症状が当日の

夕方から夜にわたって起こる）。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

通常の風邪やインフルエンザも明らかに

酵素アレルギーに似た症状を示します。

しかし、悪寒、咳、または息切れなどの

症状が普段よりも平日に多く現れ、週末

や休日にはほとんど、あるいはまったく

それが現れないという場合には医師に相

談する必要があります。

皮膚

酵素によっては、皮膚に刺激を与えるも

のもありますが（第 2.1 項参照）、皮膚

アレルギー（アレルギー性皮膚炎）を起

こすことはありません。
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3.2 酵素の粉塵とエアロゾル
 を防ぐために

酵素は粉塵やエアロゾルとして吸入され

たときにのみ感作を引き起こし、アレル

ギーを発症させることがあります。すな

わち粉塵やエアロゾルの量が多いほどリ

スクが大になり、注意や防御策が必要と

なります。

酵素粉塵やエアロゾルに曝露するリスク

は、取り扱う酵素の量、ならびに頻度に

比例します。ワイン製造などでは、年一

回の収穫時期にブドウのマッシュに液体

酵素を加えるだけなので、酵素への曝露

のリスクは非常に少ないと言えます。

酵素の形状は大まかに分けて液状と固形

（粉末と顆粒）があります。

固形

粉末酵素は一般的に粉塵を多く発生する

ので、絶対に使用されるべきではありま

せん。ノボザイムズの供給する固形酵素

は粉塵の発生が最小になるように設計さ

れています。酵素を粒子の表面に吸着さ

せたり、顆粒化したり、カプセル化する

といった工夫をしています。詳しくは添

付資料1をご覧下さい。

顆粒はある程度の機械的な力に耐えるこ

とができますが、顆粒が装置の中に残っ

たり、工程中につぶれたりして、空気中

に粉塵が拡散しないようにする必要があ

ります。

作業場における酵素粉塵の発生や、顆粒

の損傷は下記のような場合が想定されま

す。

酵素顆粒をもとの容器から工程に移す

場合

酵素製品や酵素配合の製品が床にこぼ

れ、足やフォークリフトで踏み潰され

た場合

機械装置の可動部分や過度の搬送速度

により酵素に機械的な力が加わる場合

酵素顆粒の分解や溶解が起きる工程要

素がある場合

液体

液体酵素を取り扱う場合には飛沫の発生

を防ぎ、飛沫の乾燥による粉塵を発生さ

せないことが重要です。液体酵素の移動・

添加は密閉化して行う必要があります。

また、機械装置は漏れが起きた場合でも

曝露が最小になるように設計される必要

があります。

•

•

•

•

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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ンス担当者の研修プログラムの一環とし

ます。

酵素の安全衛生や取り扱いに関する研修

や、研修後のフォローアップなどを、酵

素の取り扱い担当者や酵素に接触する可

能性のある従業員の為に実施してくださ

い。

酵素の安全衛生に係わる事項や酵素に関

連した事故は、安全衛生の担当部署に書

面で報告し、責任者が評価し、是正措置

（フィードバック）がとれる体制を整えて

ください。これは、酵素安全プログラム

を継続的に改善していく為です。

事業所の責任者、管理者は特に安全衛生

プログラムに積極的に関与してください。

責任者が規則に従い関心を示すことによ

って一般の従業員にもあまねく注意が喚

起されることになるのです。

酵素を取り扱う作業員の研修

酵素の取り扱い作業員と保守担当者のた

めの継続的な研修はとりわけ重要なもの

です。作業員は、酵素をこぼしたり、酵

素に直接触れたりすることが大きな問題

になることを理解しておく必要がありま

す。床に落ちた何粒かの酵素顆粒が、踏

み潰されたり、フォークリフトで粉砕さ

れたりして空気中に漂うことによって危

機的なレベルにまで達することもあるの

です。

酵素の安全研修プログラムには下記の事

項が含まれます。

酵素への曝露による健康への影響。酵

素粉塵又はエアロゾルの吸引を防ぐ重

要性

酵素製品のMSDS（Material Safety 

Data Sheet:　製品安全データシー

ト）

作業者の防護装備・装置と衛生管理

酵素に曝露した場合の応急処置  

機械装置の制御（機械装置の密閉化、

排気・換気の重要性）

清掃の手順

酵素をこぼした場合の緊急処置

酵素の取り扱い手順に関する研修も実施

し、作業員に対し責任の所在を明確にし

ます。一般に下記の事項が含まれます。

酵素容器の保管と運送

酵素容器の取り扱いと酵素の移し替え

酵素製剤および酵素配合洗剤を取り扱

う装置の使用手順

酵素製剤を取り扱う装置の始動および

停止作業手順

ノボザイムズでは安全衛生研修のための

DVD、パンフレットなどをご用意してお

ります。また研修も実施します。

研修は参加者がその意味をよく理解して

いることにより、安全衛生の手順がよく

遵守されるという効果があります。研修

を実施し、個人の意識を高めることによ

って、酵素の安全性に対する認識が高ま

ります。リスクを防ぐ最も有用な方法は、

作業者と事業場の衛生状況をより高いレ

ベルへと向上させることに他なりません。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ラベル

ノボザイムズ社の酵素製品は国際的規則

に従って記載しております。警告は酵素

の取り扱いのみに関連するものであり、

ノボザイムズの食品用酵素を使用するお

客様は、食品用途には安全であることを

ご承知おき下さい。

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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3.3 排気
酵素粉塵や飛沫への曝露のリスクは、作

業員が作業場の空気の入れ替えを頻繁に

行い、粉塵や飛沫が発生しやすい工程部

分を選んで局所的な集塵・排除を実施す

ることにより最小化されます。

また、生産現場において酵素粉塵又は飛

沫が発生しやすい場所を分割・密閉化す

ることにより、酵素粉塵を含む空気を比

較的小さな領域に封じこめることができ

ます。また各領域毎、適切な容積換気率

に設定することにより効率的に排気する

ことも可能です。

酵素を含む製品の混合、充填を行う機械

装置は閉鎖系で陰圧にすることにより粉

塵の放出・拡散を防ぐことができます。

具体的提案：

エアロゾルを生じる可能性のある液体

混合・投入装置を使用しないでくださ

い

酵素使用機器を陰圧の場所に設置して

ください（すなわち、空気は移動でき

る開口部分を通じて外部から内部に流

れて酵素製品の外部への拡散を妨げ

る）

酵素の添加や充填をする場所は閉鎖系

にし、部分的に排気ユニットを設置し

て発生した粉塵やエアロゾルを集塵・

排除できるようにしてください

•

•

•

酵素または酵素を含む製品をこぼした

場合の応急処置の手順を定めてくださ

い

機械装置の設計には、開閉可能な窓や

扉による換気への影響を考慮してくだ

さい

空調の専門家の意見を取り入れて、換

気システム保守のためのプログラムを

作成してください

中央空気清浄システム

中央空気清浄システムのご使用をお勧め

します。排気は使用する国や地域の法規

制に合致するよう集塵機やフィルターな

どにより清浄化する必要があります。ま

た、排気は大気中に拡散させ、排出され

•

•

•

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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機械装置の設計

顆粒状酵素に関する酵素の安全性で最も

重要な視点は、使用する機械装置が操業

中、酵素を磨耗・損傷・破壊しないもの

であることです。

酵素を扱う機械装置や運搬具は、工程か

ら最終製品の充填に至るまで、それらに

よる酵素の磨耗や損傷の可能性を考慮す

る必要があります。一般的に可動部分に

微小の顆粒酵素が留まり、機械の動きに

より圧迫されて顆粒が壊れる可能性があ

ります。

酵素を扱う装置に漏れがある場合、ある

いは開放系をなしている部分があれば、

密閉するか覆いをかけてください。

ノボザイムズ社は機械装置の設計や品質

についてのさらに踏み込んだ助言を致し

ております。
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3.4 酵素の保管と取扱い
使用前に、酵素指定の保管場所を定めて

ください。酵素を容器から取り出すとき

も同様に所定の場所で行ってください。

酵素の保管

酵素は使い切る直前まで他の容器に移し

替えずに、元の容器のままで保管してく

ださい。また、極端な高温多湿での保管

を避けてください。

酵素の取出し

酵素を容器から他に移す過程では濃縮さ

れた酵素を扱うことになります。下記の

点に十分留意して作業に当たってくださ

い。

通気性のよい場所、作業場の他の部分

から仕切られた特定の区域で行ってく

ださい

作業区域に立ち入る必要のある人には

必ず酵素の取り扱いの研修を行ってく

•

•

ださい

酵素の容器の開封時、および酵素の添

加工程を含む作業時には、必ず適切な

防護具を着用してください

作業時、製品がこぼれたり外部へ漏れ

たりしないように、用いる機械装置お

よび酵素の取出し手順には十分に注意

してください

ビッグバッグからの酵素の取出し用装

置についての技術的情報を別途用意し

ております。お問い合わせください

•

•

•

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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た空気がそのまま再流入しないようにす

る必要があります。

作業場内に直接排気するような、再循環

式あるいは室内用・自己内蔵排気設備は

避けてください。これらの排気設備をや

むを得ず使用する場合には、HEPAフィ

ルター［微粒子（微生物）濾過フィルター］

を必ず装着してください。

局所的排気

酵素粉塵や飛沫発生のリスクがある場所

には、空気を許容範囲の清浄さに保つた

めに局所的換気システムを設置する必要

があります。

メンテナンスプログラムと工程の変更

効果的な排気機能を維持するためにはメ

ンテナンス（保守）が重要です。それぞ

れのメンテナンスを担当する責任者を雇

用者の中から一人任命します。

具体的なメンテナンス計画を作成し、必

要に応じて空気流入と空気圧を含めたメ

ンテナンスチェックの記録を取ってくだ

さい。

排気システムや製造工程は時により変更

が必要になりますが、酵素への曝露のリ

スクが増大しないよう留意してください。

いかなる変更をする場合でも、事前に空

調専門家の意見を採り入れてください。

局所的排気システム場所設定およ

び 設 計 の 手 引 き と し て“Industrial 

V e n t i l a t i o n”：A  Man u a l  o f 

Recommended Practices, 24th 

edition, 2001を参照して下さい。

要約すると、酵素への曝露リスクを低減

するためには酵素を密閉化されたシステ

ム（閉鎖系）の中に置くことです。工場

によってそれぞれ条件が違いますので、

技術的な問題や解決法も異なってきます。

空調の専門家の意見を求めてください。
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酵素をこぼした場合

酵素を含む物質をこぼした場合には、粉

塵や飛沫の発生を防ぐため直ちに取り除

いて下さい。

一般に、大量の酵素顆粒が床にこぼれ空

気中にエアロゾルとなって拡散した疑い

のある場合には、次の方法をお勧めしま

す。

その場所を離れる（漏れが大量で、粉

塵が放出された場合には、工場全域か

ら避難する）

管理者に連絡する

個人用防護具、安全対策機器および清

掃用具を用意する

•

•

•

こぼれた酵素を一箇所に集める

こぼれた酵素を清掃する

清掃作業に使用した装置、道具、服を

処分または洗浄する

酵素の漏れが小規模の場合には、HEPA

フィルターを装着した掃除機で取り除い

た後、ホースを用い、低圧水流で静かに

洗い流してください。大量にこぼれた場

合で、清掃に適した掃除機がない場合に

は、プラスチック製の容器などにすくい

取り、密閉し、適切に廃棄処分をしてく

ださい。残ったものは、上記の要領で掃

除機で吸い取り、水で洗い流してくださ

い。

•

•

•

こぼれた酵素は、訓練を受けた作業員が

HEPAフィルター装備の掃除機か水（高

圧のものは不可）で直ちに取り除いて下

さい。適切な防護具や防護服を身に着け

て作業にあたってください。

洗浄などに用いた酵素を含んだ排水は、

管轄地域の法規に準拠して処理してくだ

さい。

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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容量の小さな容器からの取出しには、

下降気流の小部屋での作業が適してい

ます。

酵素が拡散する可能性のある作業区域

には、局所的な換気システムを設置す

る必要があります。

空容器の処分

空容器は、弊社、ノボザイムズによる回

収が可能です。容器の種類により、法令

に従って、焼却、回収などの適切な処理

を行ってください。

空容器に酵素が残存していると、酵素が

空中に飛散し、重大な空気汚染の原因と

なります。酵素が残っている容器は、処

分するまで安全な場所に保管して下さい。

ノボザイムズにより回収を予定される容

器は掃除機で満遍なく吸引の後、内外両

面を洗浄してください。

空容器（廃棄物）を扱う際には防護マス

クを使用し、十分換気を行って下さい。

容器の損傷

酵素剤および酵素を含む製品の容器が損

傷していると、漏れによる汚染が発生す

ることがあります。移動・輸送時に容器

が損傷しないよう注意してください。

容器から漏れがあった場合には、緊急時

の手順に従って、小さめの閉鎖された場

所に容器を移し汚染の拡散を防いでくだ

さい。こぼれた酵素は直ちに静かに水で

流したり濡れたモップ等で拭き取る（湿

式）か掃除機で吸い取って下さい。高圧

の水で洗い流すことは避けてください。

•

•

3.5 製品への酵素の添加
添加作業を行う区域は陰圧の状態に保っ

てください。酵素粉塵が工場の他の箇所

に拡散する恐れがある場合には、局所的

に排気を行ってください。

工程中に生成された蓄積物質を正常に除

去するには、集塵機に接続された吸引シ

ステムを使用してください。

酵素の混合・輸送・注入には、酵素粒を

破壊したり飛沫を発生させたりすること

のない機械装置を用いてください。高速

の圧縮空気輸送機やドラッグコンベアー、

ある種のスクリューコンベアーなどは使

用しないでください。

酵素を混合調整する際には、固形酵素顆

粒が破壊され粉塵の生成源になることの

ない攪拌機を使用してください。また、

際立った高速攪拌は系の温度を上昇させ、

酵素の活性の消失を招く恐れがあります。

ノボザイムズは装置に関する情報をご提

供いたします。

3.6 製品の充填
今までの経験上、最終製品の充填は製造

工程の中でも最も注意を要する作業の一

つに挙げられます。

最終製品の充填装置に酵素顆粒が残ると、

顆粒が破壊されて酵素粉塵発生の原因と

なる恐れがあります。酵素顆粒が残らな

いような設計にしてください。液状製品

の充填の場合にはエアロゾルを生じる可

能性があります。また、充填作業時は、

製品が大量にこぼれる恐れもあります。

したがって製品の充填装置のある区域は

完全に密閉し、局所的な排気システムを

設置する必要があります。また、こぼれ

た酵素を適切に処理できるようなシステ

ムの構築をお勧めします。

3.7 清掃
作業場を清潔に保つことが、酵素による

汚染の拡散を防ぐ最良の方法です。こぼ

れた酵素を即座に発見でき、作業環境の

整備と作業員のモラル向上にもつながり

ます。

定期の清掃

作業用機器の清掃は比較的簡単です。清

掃作業時に製品や原料を頻繁に移動しな

ければならない手順になっていると、移

動のときにこぼれたり漏れたりする可能

性がありますので注意が必要です。粉塵

や飛沫が発生しないように、清掃はホー

スを使い水で静かに洗い流すか掃除機で

行ってください。

床や機械装置の清掃は、洗い流す、濡れ

たモップで拭く（湿式）あるいは掃除機

で行ってください。掃除機にはHEPAフ

ィルターを装着してください。

高圧水、ブラシや箒の使用、空気で吹き

飛ばすなどの行為はおやめください。

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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3.9 個人衛生管理
衣服や体に付着した酵素の残留物が工場

内に拡散しないよう注意してください。

食事や喫煙、トイレの前には必ず常温水

と刺激性の少ない石鹸を用いて手を洗っ

てください。工場 /プラント内では全身

を覆う作業着を支給し、工場の外では着

用しないようにしてください。

全身を覆う作業着は酵素を直接扱う作業

員、また事故により酵素に曝露する恐れ

のある作業員に支給してください。もし

酵素に曝露した場合には、まず指定の場

所で作業服を脱ぎ、シャワーを浴びて下

さい。酵素にさらされた作業着等をクリ

ーニングにまわすときは、水溶性プラス

チック袋に封入して出せばより安全です。

作業中に酵素にさらされた道具等は使用

後水で洗ってから所定の場所に片付けて

下さい。

作業着と下着は頻繁に取り替えてくださ

い。更衣は別の離れた場所で行い、他の

作業員の体や衣服に酵素粉塵が飛び移ら

ないようにしてください。

一日の作業が終わったら、シャワーを浴

びて下さい。

皮膚への刺激を防ぐために

酵素、とくに蛋白質分解酵素による皮膚

や粘膜の炎症を防ぐには、身体を清潔に

保つことが何よりも大切です。手に触れ

た場合にはすぐに洗い、十分に乾かして

ください。

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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3.8 身体保護装置
呼吸器官の保護具の使用

通気性の優れた場所では、通常は防護マ

スクを着用する必要はありません。

しかし空気中に酵素粉塵やエアロゾルが

発生している疑いがある場合には防塵マ

スクを準備してください。

防塵マスクの選定にあたっては、専門の

安全衛生担当者に相談してください。通

常、防塵マスクの業者であれば、酵素粉

塵やエアロゾルからの身体保護器具の紹

介といった技術サポートの提供があるは

ずです。

防塵マスクの種類

防塵マスクは下記の3種類があります。

濾過式フルマスク

送気式フルマスク

ハーフマスク

ハーフマスクで濾過式のものは簡単に使

え、安価で、酵素がこぼれたり事故によ

り酵素粉塵が発生したりする危険性のあ

•

•

•

る場所での作業には手軽で便利な選択肢

になっています。しかし顔をすべて覆う

ことのできるものではなく、作業員の顔

にきちんとフィットするかどうかの保証

はありません。したがって、長期に亘っ

て防塵マスクを使用する場合には送気式

フルマスクの方がよいでしょう。どのタ

イプでも、フィルター部分はエアロゾル

や酵素微粒子を遮断できるものでなけれ

ばなりません。HEPAフィルターはその

点でお勧めできます。

ただ、使い捨ての紙マスクはHEPA定格

となっている場合でも酵素粉塵保護具と

してはお勧めできません。なぜなら、紙

マスクは顔にフィットせず、完全な防護

にはならないからです。

呼吸器官の保護具が必要な状況

下記のような場合は防塵マスクが必須に

なります。

濃縮された酵素あるいは酵素配合製品

がこぼれた場合

稼動状態にあった酵素取り扱い装置を

清掃する場合

•

•

酵素取り扱い装置を緊急修理する場合

空気中の酵素粉塵が許容限度を越えた

場合

目と皮膚の保護

酵素が目や皮膚に接触するのは避けなけ

ればなりません。その危険性がある場合

には目を保護するメガネや防護服を着用

する必要があります。

酵素はその基質となる物質（活性物質）

により類別されます。蛋白質分解酵素は

蛋白質を分解するので、皮膚や目への刺

激物質となります。蛋白質分解酵素を取

り扱う作業員は、適宜保護メガネや防護

服を着用してこぼれた酵素の清掃や機械

の修理・メンテナンスなどを行ってくだ

さい。

•

•

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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4. アレルギー・モニタリング・
プログラム

前節では、酵素を取り扱う作業が健康に

与える潜在的リスクと、酵素の吸入を防

止する対策について説明しました。この

章では、作業員がすでに酵素アレルギー

になっているか、さらに今後酵素アレル

ギーになる可能性があるかを判断するモ

ニタリング・プログラムをご紹介いたし

ます。

また、雇用内定者に対して、その採用決

定前に酵素アレルギー素因の有無を検査

する方法についても説明します。

以下に、担当医師や作業員および管理者

の方のご参考となるように、ノボザイム

ズからのご提案をガイドラインとしてま

とめてみました。詳細はノボザイムズ

ジャパン（株）Safety & Regulatory 

Affairs （薬事安全規制課）にお問い合わ

せ下さい。

目的

酵素に起因するアレルギーのリスクを最

小限におさえるために、モニタリング・

プログラムの実施をお勧めします。

モニタリング・プログラムの目的は、以

下の通りです：

従業員に対してアレルギーのリスクに

関する一般的な情報を提供する

中でもとくにアレルギーになりやすい

（アトピー体質）と思われる従業員に

対して、アレルギーのリスクについて

具体的に説明する

酵素に起因するアレルギーの早期診断

また、アレルギー・モニタリング・プロ

•

•

•

グラムでは次の検査を行います：

雇用前検診

定期検診

4.1 雇用前検診
雇用内定者に慢性呼吸器疾患の症状が見

受けられるか、あるいは、その人がアト

ピー体質であるかどうかを知るために、

是非、雇用前検査を行うことをお勧めし

ます。

アトピー体質の定義

「アトピー体質」とは、一般的な環境アレ

ルゲンにさらされるとアレルギー感作［ア

レルゲンの増感（アレルギー症状を示す

こと）］を引き起こしやすい人のことです。

これは、皮膚や血清の検査を通じて、抗

体の中でも特定のもの、すなわち免疫グ

ロブリン IgE が存在するかどうかを調べ

•

•
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就業前：刺激性の少ない石鹸を使用し、

十分に乾かしてください。

タルカムパウダー（滑石粉：2%の酒石

酸粉末を加えて弱酸性にすると更によい）

で手の皮膚を乾燥させておくとよいでし

ょう。

就業後：刺激性の少ないハンドローショ

ンやモイスチャークリームを塗って皮膚

表面に油脂分を保ってください。

3.10 応急処置
一般に、酵素製品中の活性物質は水溶性

ですので、酵素に直接触れた場合は必ず

水を使って酵素を完全に除去してくださ

い。酵素を含む化学物質に対する曝露事

故が起こる可能性がある全ての場所には、

安全シャワーと眼洗い場を設置してくだ

さい（法令で義務付けられている国もあ

ります）。

酵素曝露への対応については次の指針を

順守してください。

飲み込んだ場合：口と喉を水道水で十

分にすすいでください

目に入った場合：少なくとも10分間

はていねいに水で洗浄してください

皮膚に接触した場合：多量の水でよく

•

•

•

洗ってください

吸い込んだ場合：作業員を曝露発生区

域から移してください

息切れやはげしい咳などの症状が現れた

場合には、医師の診断を受けてください。

•

3. 酸素への曝露に対する予防措置
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4.2 定期検診（適正検査）
酵素配合製品を取り扱う作業員に対して

は、感作の発生を効果的にモニターする

ために定期検診の実施をお勧めします。

アレルギー症状、とくに喘息は作業時間

中に症状が現れるのが一般的ですが、数

時間遅れて発現することもあるのでご注

意ください。このような遅発性がある場

合は、発症が作業内容とはあたかも無関

係であったように誤って診断されること

があります。

手順／方法

前回の検査以降の病歴

肺機能の再検査

特定酵素への曝露に対するアレルギー

反応を、専門機関が実施する皮膚プリ

ック・テストで測定、または、

上記アレルギー反応を、RAST 法に

よるテストで測定；アレルゲン標準品

が入手できない場合の検査方法につ

いては、ノボザイムズジャパン（株）

Safety & Regulatory Affairs にお

問い合わせください。

•

•

•

•

評価

検査結果が陰性と出た方は、次回の検査

までの期間、作業を継続しても問題あり

ません。

酵素剤を用いた皮膚プリック・テストま

たはRAST法によるテストの結果が6～

12か月以内に陽性に転じた個人につい

ては、発症の有無にかかわらず酵素への

接触を避ける－あるいは、その後の経過

を注意深く観察して下さい。陽転時期が

早いほど、発症のリスクが高いとされて

います。

長期間接触後に陽転した場合でさらにそ

れ以外に悪化を示す所見のない方の場合、

作業の継続は可能ですが、その後の経過

を慎重に観察して下さい。また、アレル

ギー症状が顕著になったときには酵素を

扱わない部署への異動をお勧めします。

肺機能低下の兆候が見られる場合は（皮

膚プリック・テストまたはRAST法によ

るテストの結果にかかわらず）、一ヶ月以

内ないしは担当医の判断により適宜再検

査を行ってください。（臨床的にあるいは

肺機能検査の結果から診て）肺機能が引

き続き低下傾向を示している方は、再検

査を実施すると同時に酵素を扱わない部

署への配置転換を検討してください。

酵素剤を用いた皮膚プリック・テストま

たはRAST法によるテストの結果が陽性

で、かつ酵素が原因とみられる呼吸器系

の症状（喘息、顕著な枯草熱、気管支痙

攣など）がある方は、以後酵素を扱う作

業には従事しないでください。

病気欠勤の調査

酵素の安全な取り扱い上、アレルギーの

兆候を正しく認識することは大変重要な

保安研修の捉え方です。作業員が酵素へ

の曝露の影響で健康を害したと思われる

場合には、担当医師の検診を受けるよう

勧めてください。
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ることで判定できます。研究結果による

と、人口の 30～ 40％がアトピー体質

であり、たとえまだアレルギー症状が現

れていない人でも一般的なアレルゲンに

反応しやすい体質であることが示されて

います。

アトピー体質の識別

アトピー体質かどうかは次の方法で識別

できます。

一種類以上の一般的なアレルゲンを用

いた皮膚プリック・テスト［腕の皮膚

を針などで刺しその跡にアレルゲンを

押し付けてその反応をみるテスト］

枯草熱、アレルギー性喘息、じんまし

んの病歴の有無

•

•

アトピー性皮膚炎の病歴の有無

検査手順

次のような手順で雇用内定者を対象に検

査を行います。

アレルギーの素因（アトピー体質）に

関連する病歴、アレルギー反応、前職

での酵素との接触の有無をチェック

健康に関するアンケート（添付資料Ⅱ

を参照）を実施

肺活量計を用いて肺機能の検査を行

い、FEV1 と FVC推定値の算出（添付

資料Ⅲを参照）

一般的なアレルゲンを用いた皮膚プリ

ック・テスト（添付資料Ⅳを参照）

他の関連アレルゲン（例：パン製造業

•

•

•

•

•

•

にかかわる場合、酵素以外にも小麦粉

アレルゲン）を用いた皮膚プリック・

テスト

皮膚プリック・テストの代わりとして、

血液サンプルによるアレルギー検査

（添付資料Ⅴを参照）

検査結果の評価

検査結果を評価するにあたっては、それ

ぞれの職務における潜在的な酵素の曝露

量も考慮する必要があります。つまり、

その人が酵素に関わる仕事に適性がある

かどうかは、上記検査の結果と粉塵モニ

タリンクで測定した潜在的な酵素の曝露

量の双方を考慮して判断します。

•

注意：慢性的胸部疾患、肺機能低下、

重度のアレルギー症状などの所見

がある人を、著しく酵素に接触する

可能性のある職場に配置すること

は避けて下さい。
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5.2 酵素粉塵モニタリング・　
 プロトコル

モニタリングの回数

酵素粉塵モニタリングの実施頻度を決定

する際は、各作業場での粉塵レベルや過

去のアレルギー発現件数を考慮に入れて

ください。

以下の場合は、定期検査に加え臨時にサ

ンプル採集を行う必要があります。

工場で初めて酵素を取り扱うとき

広範囲の修理作業の後

新しい装置を設置した後

新しい生産工程を導入した後

浮遊酵素粉塵のモニタリングを開始する

前に、換気装置が正常に動作しているこ

とを確認してください。サンプル採取地

点は、作業者や作業場の位置関係を考慮

して、酵素粉塵が発生しそうな場所に設

定してください。サンプル採取時間は、

一作業または一シフトの単位の長さに合

わせます。各地点でのサンプリングの回

数は三回以上とし、それらの値の平均を

取ります。

•

•

•

•

サンプリングの場所

定期的なモニタリングには、酵素粉塵の

発生により、潜在的に最大の曝露発生の

恐れのある場所を特定し、定点検査を行

ってください。

サンプリングを行う場所として次の箇所

が選ばれることがあります：

原料や半製品を搬送・保管する場所

酵素が工程に加えられる場所

酵素の混合を行う場所

充填を行う場所

製品を回収する場所

生産現場における潜在的な酵素粉塵発生

の状況を適切に評価するための酵素粉塵

モニタリング・プロトコルには、定期モ

ニタリングと臨時モニタリングの二種類

があります。酵素粉塵モニタリングによ

り、生産現場における酵素粉塵発生の状

況を適切に評価することができます。

定期モニタリング

浮遊酵素粉塵レベルを測定するには、生

産工程のすべての段階（酵素製品の工場

への搬入から添加、最終製品の包装まで）

での定期的モニタリングの実施を推奨し

ます。

•

•

•

•

•

酵素粉塵源の調査

酵素粉塵モニタリングは酵素粉塵やエア

ロゾルの発生源の特定にも利用できます。

モニタリングは工程稼働中に発生源と見

られる場所から作業距離をおいて行い、

記録されている以前の測定データと比較

評価してください。

酵素粉塵レベル・データの記録

定期モニタリング、および故障や修理な

どの際に行う臨時モニタリング時に得ら

れた酵素粉塵レベル・データの記録は、

すべて保管してください。故障や修理の

後には時に、酵素粉塵レベルが上昇して

いる可能性があります。

少なくとも一年に一度は記録をまとめ、

前年と比較してモニタリング結果に何ら

かの変化・異常がないかを判定します。

この記録は、酵素粉塵レベル曝露量と従

業員の病歴に何らかの関連性があるか、

また明らかな相関が現れているどうかを

調査するデータソースにもなります。
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5. 酵素粉塵モニタリング・
プログラム

この節および添付資料Ⅵでは、空気中の

酵素粉塵への曝露量をモニターする方法

について一般的な指針ならびに、より詳

細な方法をご紹介いたします。添付資料

Ⅵでは大容量集塵機を用いた空気サンプ

ルの採取法について詳しくご説明いたし

ます。

空気モニタリング実施の目的は以下の通

りです。

作業場の浮遊酵素粉塵に対する曝露レ

ベルを測定する

エンジニアリング制御が有効かどうか

を判定する

•

•

異常に高い曝露レベルの原因となって

いる箇所を特定し、その除去のため対

処する

適当な呼吸器保護具が必要かどうかを

判断する

5.1 サンプリング装置
サンプリング装置と分析

酵素粉塵をモニターするには、通常空気

回収量が 300-600ℓ/ 分程度の大容量

集塵機を使用します。

2-3ℓ/分の個人用小型サンプラーの使用

も可能ですが、その場合は精度の高い分

析法を採用する必要があります。

また、フィルターは通常Whatman GF/

C などのガラスフィルターを使用します。

•

•

特殊な条件の下ではテフロンのフィルタ

ーを使用することもあります。

フィルターに集められた酵素の濃度は、

活性に基づいて測定する方法と免疫化学

的に測定する方法があります。活性によ

るものは測定が容易ですが、一方、免疫

化学的法はより精密で、データ検出範囲

も広がります。

ノボザイムズ社は集塵機やフィルター、

また分析方法に関するさらに詳細な情報

を提供いたします。
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5.3 酵素粉塵モニタリングの
      評価
TLVとは Threshold Limit Value の略

で、許容濃度／閾値限界値を意味します。

つまり、作業環境において許容できる最

大酵素粉塵レベルを示します。多くの国

では、酵素のTLVは蛋白質分解酵素のサ

ブチリシン ★）を基準とし、純粋な結晶

サブチリシンの浮遊量0.00006mg/m3

とされています。

ほんの少量の酵素、あるいは僅かな量の

T顆粒が破壊された場合でも、TLVを超

える濃度になり得ることを説明するため

に以下に一例を挙げます。顆粒中のすべ

ての酵素が空気中に放出され、部屋中に

満遍なく拡散していると仮定する最悪の

シナリオの例です。

T顆粒は平均10μ g（マイクログラム）

の酵素蛋白を含んでいるので、部屋全体

の顆粒の数は、

建 物 の 容 積（m3） × 0.00000006 

TLV（g/m3）/0.00001g （T 顆粒毎

に含まれる酵素蛋白）

となります。

例：幅 20メートル×奥行き 100 メー

トル×高さ 8 メートル（16,000m3）

程の比較的大きな建物の中でも、わずか

100粒の T顆粒が破壊されただけで、空

気汚染レベルが許容濃度の限界に達する

計算になります。

TLVは達成すべき目標値では決してあり

ません。あらゆる合理的措置をとり、浮

遊粉塵量曝露レベルがTLVをできる限り

下回るようにすべきです。この点におい

て洗剤業界は先進的です。1960年代後

半に初めて酵素アレルギーという職業病

が問題視されるようになったのを受けて、

カプセル化された酵素を使用するように

なっただけでなく、工場の衛生面での改

善や作業手順の改善も行われ、浮遊酵素

粉塵のレベルを大幅に引き下げることに

成功したのです。

是正措置が必要な場合

酵素粉塵モニタリングの結果が TLV（ま

たは社内許容レベル）を連続して上回っ

ている場合は、徹底的な調査と是正措置

を行い、TLV（または社内許容レベル）

を下回るまで酵素粉塵レベルを抑制して

下さい。適正なレベルに達するまでは、

防塵マスクを使用して下さい。

★）米国政府工業衛生官会議（American 
Conference of Governmental 
Industrial Hygienists）, 許容濃度／
閾値限界値資料集（Documentation 
of Threshold Limit Values）第 5
版　540-541ページ（1986年）
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ノボザイムズの酵素製剤
L- 液体

液体の利点は、取り扱い中に酵素粉塵が

全くたたないことです。ただしエアロゾ

ルが発生しないように注意して取り扱っ

てください。エアロゾルが生じるとそれ

を吸い込む可能性があります。また、エ

アロゾルが乾燥すると酵素粉塵が発生す

ることもあります。

G- 顆粒

液体に代わる製品が顆粒状酵素です。ノ

ボザイムズ製品には、BG、MG、T、CT

などの顆粒製品があり、それぞれ業界毎、

ニーズに合わせて製造されています。

BG- 製パン用顆粒

製パン業界では、小麦粉に混ぜる酵素は

その粒子の大きさが非常に重要です。そ

のため、製パン業界のお客様には、伝統

的に粉末状の酵素が好まれてきました。

しかし、製パン用の小麦粉が原因となる

アレルギーへの意識が高まり、アレルギ

ーのリスクを徒に増やさないよう、ノボ

ザイムズは粉末状酵素に代わるより安全

性の高い製品を開発しました。BG（製パ

ン用顆粒）は、弊社の従来の粉末状製パ

ン用酵素に代わる主流製品です。BGの

粒子は小麦粉との良好な混合物をつくる

ためには十分に細かく、一方、粉塵の発

生を低レベルに抑えるのに適した粗さに

なっています。通常の粉末状製品は、50

ミクロン以下の粒子が 60％前後を占め

ますが、BGではわずか 0.5％に納まっ

ています。

MG- マイクロ顆粒

製パン以外の食品や非食品用途では、マ

イクロ顆粒（MG）が適しています。粒

子が大きく、酵素粉塵の低減という点で

はBGより優れています。

T-“tough”= 頑丈な顆粒

T 顆粒は1981年にノボザイムズが開発

した製品で、日常的に大量の酵素を扱う

洗剤業界からの厳しい要求を満たすため

に開発・製造されました。T顆粒は、カ

プセル化と弾力性という二点で他の顆粒

と異なります。酵素を包含している T顆

粒の核は不活性物質でコーティングされ

ています。また、その核自体がセルロー

ス繊維で補強されている点も他の顆粒と

異なる重要なポイントです。そのため、

力学的には弾性応力に優れ、粉砕による

酵素粉塵も発生しにくくなっているので

す。T顆粒は、例えるならテニスボール

のようなものです。圧力をかけても T顆

粒は壊れずに変形するだけです。たとえ

壊れた場合でも、酵素は核の中に閉じ込

められているため、酵素粉塵の飛散は最

小限に抑えられます。

CT- 耐熱性被膜顆粒

CT（耐熱性被膜）顆粒は、ワックスでコ

ーティングされた特殊な飼料用酵素です。

ワックスの膜が、ペレット化の工程で使

用する蒸気から酵素を保護します。また、

ワックスは酵素粉塵の飛散防止にも大変

効果的です。

.
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ノボザイムズの酵素製剤

医療に関するアンケート 

心肺機能検査 

皮膚のプリック・テスト 

血液検査 

酵素粉塵量の測定と曝露評価
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Reference:  

Association Internationale  

de la Savonnerie, de la 

Détergence et des Produits 

d’Entretien, 2000 

医療機密文書
（楷書してください）
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呼吸器官の健康状態に関するアンケート調査（雇用前検診用）
氏　　名：

生年月日：

採用予定部署／役職： 

あなたの過去の健康状態を把握することは大変重要です。このアンケートは機密資料として

取り扱いますので、正確に回答してください。全部回答の後、労働衛生課に直接返送ください。

1． 胸がしめつけられる感じがしたり、呼吸が困難になったことがありますか。

はい／いいえ

2． 胸がゼーゼーしたり、ヒューヒュー音がなるような発作にかかったことがありますか。

はい／いいえ

3． 重労働をしたわけでもないのに、日中息切れを感じたことがありますか。 はい／いいえ

4． 体を動かして、急に息切れがしたことがありますか。　はい／いいえ

5． 夜、就寝中に息が苦しくなったり咳がひどくて目を覚ましたりしたことがありますか。

はい／いいえ

6． 朝起きてすぐ、胸がしめつけられるような感じがしたことがありますか。 はい／いいえ

7． 呼吸に関し、次の項目の中で一番近い状態はどれですか。

a. 特に問題はない。

b. ときどき調子が悪くなるが、完治する。

c. いつも調子が悪い。

8． 医者に喘息があると指摘されたことがありますか。　　はい／いいえ

9． 喘息の発作にかかったことがありますか。　　　　　はい／いいえ

10．過去12ヶ月の間に喘息の発作にかかったことがありますか。 はい／いいえ

11．現在、喘息用の薬を服用、あるいは吸入器を使用していますか。 はい／いいえ

12．風邪のとき以外に、次のような症状を経験したことがありますか。

a. くしゃみ、鼻水、鼻づまり  はい／いいえ 

b. 目のかゆみ、涙目  はい／いいえ 

c. 上のような症状のために、現在薬を服用している はい／いいえ

13．過去12ヶ月の間に、上記12のような症状にかかったことがありますか。 

はい／いいえ

14．a. 過去に喫煙をしたことがありますか。 はい／いいえ

「はい」と答えた方

1日に何本程度でしたか。　　　本

何年間ぐらいでしたか。　　　　年

b. 現在喫煙をしていますか。　はい／いいえ

「はい」と答えた方

1日に何本吸いますか。　　　　本

私は、上記のアンケートに対する回答が正確であることを宣言します。

日　　付： 署　　名：
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前回の調査以降、

1． 胸がしめつけらる感じがしたり、呼吸が困難になったことがありますか。 はい／いいえ

2． 胸がゼーゼーしたり、ヒューヒュー音がなるような発作にかかったことがありますか。 はい／いいえ

3． 重労働をしたわけでもないのに、日中息切れを感じたことがありますか。 はい／いいえ

4． 体を動かして、急に息切れがしたことがありますか。  はい／いいえ

5． 夜、就寝中に息が苦しくなったり咳がひどくて目を覚ましたりしたことがありますか。 はい／いいえ

6． 朝起きてすぐ、胸がしめつけられるような感じがしたことがありますか。 はい／いいえ

7． 呼吸に関し、次の項目の中で一番近い状態はどれですか。

a. 全く、あるいは殆んど問題はない。

b. ときどき調子が悪くなるが、完治する。

c. いつも調子が悪い。

8． 医者に喘息があると指摘されたことがありますか。 はい／いいえ

9． 喘息の発作にかかったことがありますか。 はい／いいえ

10．現在、喘息用の薬を服用、あるいは吸入器を使用していますか。 はい／いいえ

11．風邪のとき以外に、次のような症状を経験したことがありますか。

a. くしゃみ、鼻水、鼻づまり はい／いいえ　

b. 目のかゆみ、涙目 はい／いいえ

c. 上のような症状のために、現在薬を服用している。 はい／いいえ

12．過去12ヶ月の間に、上記11のような症状にかかったことがありますか。　はい／いいえ

13．喫煙をしましたか。　　　　　はい／いいえ

a. 「はい」と答えた方

1日に何本程度でしたか。　　　本

b. 現在喫煙をしていますか。　はい／いいえ

「はい」と答えた方

1日に何本吸いますか。　　　　本

日　　　付： 署　　　名：

労働衛生課看護人（署名）：

労働衛生課看護人氏名（楷書）：

呼吸器官の健康状態に関するアンケート調査（定期健診用）

氏　　　名：

従業員番号：

部　　　署：

役　　　職：

生年月日： 

あなたの健康状態を定期的に把握することは大変重要です。このアンケートは機密資料として

取り扱いますので、正確に回答してください。全部回答の後、労働衛生課に直接返送ください。

Ⅱ 医療に関するアンケート 
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医療機密文書
（楷書してください）

Ⅱ 医療に関するアンケート
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皮膚プリック・テスト
皮膚プリック・テストに使用する一般的

アレルゲン（雇用前検査）

アレルゲンは、お住まいの地域で一般的

にアレルギーの原因とされているものの

中から選んでください。

ノボザイムズ本社のあるデンマークにお

ける代表的アレルゲンは以下の通りで

す。

動　　物：馬

猫

犬

花　　粉：カバノキ

オオアワガエリ

ヨモギ

塵　　粉：イエダニ（ハウスダストマイト）

ヤケヒョウダニとコナヒョウダニ

カ ビ：クラドスポリウム属

アルテナリア属

さらに、陽性対照（ヒスタミン溶液：

10mg/㎖）と陰性対照（グリセロー

ル／塩化ナトリウム溶液： 50/50）が

あります。

皮膚プリック・テスト用の酵素アレルゲン

ノボザイムズ本社では、皮膚プリック・

テスト用抗体の調製に適した酵素濃縮液

をご用意しております（現地法令上問題

がなければ提供いたします）。

酵素濃縮液にはバッチ番号、活性、蛋

白質含有量が明記されています。皮膚

プリック・テストには1㎖のグリセロー

ル／0.9%塩化ナトリウム:50/50に、

100μgの酵素蛋白質を加えた溶液を用

いることをお勧めします。

手順

テスト前の一週間は、抗ヒスタミン剤を

摂取してはいけません（ヒスマナール/ア

ステミゾール６週間）。さらに、ステロ

イド剤もテスト結果に影響を与える可能

性があります。

まず、腕の内側を脱脂します。

検査溶液をそれぞれ一滴、事前に印をつ

けた場所に垂らします。陰性の対照と陽

性の対照を用います。

Ⅳ 皮膚プリック・テスト
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心肺機能検査
方法

肺機能はさまざまな機器での測定が可能

ですが、医務スタッフが豊かな経験を有

し、使用する機器と肺機能検査の技術に

習熟している必要があります。

FEV1（1秒間努力呼気容量）と FVC（強

制肺活量）を測定することにより、呼吸

機能の低下が閉塞性原因、拘束性原因、

あるいはその両方を併せ持った原因によ

るものなのかがわかります。

測定値は、正常値と比較照合します。正

常値は性別、年齢、身長により異なります。

さらに、民族グループによっても異なり

ます。詳細に関しては、下記のURLをご

参照ください。★）

肺活量検査結果の見方

測定値は正常値（あるいは参照データ）

と比較します。

測定値（M）が次式に該当する場合は、

値が低いとみなされます。

　　　M < FVCあるいは FEV1
　　　の参照データの75%

同一人物の測定を繰り返しおこなったと

きに差異が15%以上ある場合、その差

は有意とみなされます。

追跡調査

一年間に FEV1 が 200 ㎖以上低下した

場合は、一ヶ月以内に、または医務責任

者の判断で適宜再検査を行ってください。

引き続き低下傾向を示している場合は、

さらに精密な検査をして原因の究明に努

めてください。検査の結果酵素を扱う作

業との関連性が明らかになった場合は、

その作業員を担当から外してください。

肺機能検査についてのさらに詳しい情報

は下記のURL★ ) にアメリカ胸部学会が

数々の文献を準備しています。

★ ) The American Thoracic Society

http://thoracic.org

Ⅲ 心肺機能検査
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酵素粉塵量測定と曝露評価
集塵機

空気中の酵素粉塵量を測定するには、通

常300－ 600ℓ / 分ほどの大容量の集

塵機を使用します。

集塵機の吸入口は、通常の作業時の呼吸

とほぼ同等の吸引速度、つまり1.25m/

秒ほどの空気流速度に設定することを推

奨します。

フィルターについて

一般的には、グラスファイバーフィルタ

ー（GF/C フィルター）を使用します。

しかし、酵素によっては、コストは高く

なりますがテフロン製フィルター（例：

ミリポア社製フッ素膜フィルター：タイ

プ FA1mm）を使用したほうが回収率の

高くなるものもあります。

サンプリング

測定時間は15分～ 4時間など、モニタ

ーする対象や作業工程の内容によっても

異なります。また、測定時間の決定には、

後で実施する分析方法の感度についても

考慮する必要があります。

集塵機の吸入口は、必ず人間の頭の高さ

ほどになるように設定します。一貫性の

あるモニタリングを期待し、いつも同じ

サンプリング地点が選べるように、床に

目印をつけておくとよいでしょう。

設置場所に適した場所には、次のような

ところが挙げられます。

酵素の入ったコンテナが開封される場

所

酵素が添加されるエリアの添加装置の

ある場所

製品を混合、ふるいにかける、あるい

は調合する場所

酵素の保管場所

製品の保管場所／搬送される場所

充填をする機械の製品出力部分

再加工処理をする場所

集塵機の吸入端は、実際に作業をする人

が呼吸をする空間位置に設置します。酵

素のある場所と集塵機の距離は、必要に

応じて決定します。

•

•

•

•

•

•

•

手順

ノボザイムズが提案する装置の設定と運

転の手順は以下のとおりです。

準備

酵素粉塵回収装置（サンプリング・ト

ローリー）を空気サンプル採取地点に

設置します。

フィルター・ホルダーを取り外します

アルコールあるいは水でフィルター・

ホルダーを洗い、十分に乾かします

きれいなピンセットを使用して、新し

いフィルターをフィルター・ホルダ

ーにセットします。（このとき、フィ

ルターが損傷しないようにご注意くだ

さい。フィルターが損傷した場合は廃

棄し、新しいものと取り替えてくださ

い。）

ステッカーを用意し、場所、日付、製

品名、測定担当者のイニシャル、「酵

素粉塵測定」と記入し、プラスチック

カップに貼付してください。

フィルター・ホルダーを洗浄したり、

新しいフィルターをフィルター・ホル

ダーにセットしたりするときは、研究

室など酵素の影響のない場所のクリー

ンベンチで作業をしてください。

•

•

•

•

•

•
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血液検査
特定の酵素に対する抗体を量るには、血

液サンプルを放射性アレルゲン吸着法（R

AST=Radioallergosorbent test）や

酵素免疫測定法（ELISA=Enzyme-linked 

immunosorbent assay）などにより分

析することができます。

ノボザイムズは、コペンハーゲン大学

病院（Un i ve rs i t y  Hosp i t a l  o f

Copenhagen）との共同研究により、弊

社の酵素製品に適したテスト法を特別に

開発しました。

その原理は、まず特定の酵素を固相（セ

ルロースのマトリックス）に結合させ、

つぎにマトリックスを血清サンプルにつ

けると、血液の中に酵素の抗体があれば、

抗体が固相に結合するので、観測が可能

になるというものです。

テストの手順

標準血液サンプル（約10㎖）を採取し、

血清を分離してください。血清サンプル

は、短期間なら冷蔵保管しておきますが、

長期にわたる場合は冷凍保存をします。

血清サンプルの輸送に関する詳細につい

てはノボザイムズジャパン（株）営業担

当者までお問い合わせください。

20番の皮下注射針かランセットの先を直

角に皮膚に刺します。注射針またはラン

セットは検査液ごとに新しいものと取り

替えます。

2～3分後にティッシュペーパーで検査液

を吸い取ります。そのとき、検査液が他

の検査部位に移らないようにします。

検査部位を15分間観察し、反応を読み取

って、腫れの直径を記録します。

プリック･テスト結果の見方

陽性反応の同定：腫れの直径が平均

3mm以上で且つ、最低限反応が陰性対

照の2倍、あるいはヒスタミン陽性対照

の1/2であること。

陰性の対照に対して陽性反応が現れたと

いうことは、皮膚のアレルギー反応がな

いということですから、他の読み取り値

から差し引かれます。

Ⅴ 血液検査
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粉塵回収操作

フィルター・ホルダーを酵素粉塵回収

装置に設置します。

フランジ・レンチで組み立てに必要な

部分を締め上げ、装置の準備を完了し

ます。サンプル採取地点、日付、製品

名、作業条件や 測定当日の環境パラメ

ータの読みをデータシートに記録しま

す。操作を開始し、開始時間とカウン

ターの値を記録します。

操作中は、なるべく詳しくメモを取っ

ておきます。

操作終了時間とカウンターの値を記録

します。

フィルター・ホルダーを取り外し（ホ

•

•

•

•

•

ルダーを移動する際は、向きを測定中

と同様に縦にしておきます）、クリー

ンベンチに置きます。

ふたを外します。

清潔なピンセットを使用し、慎重にフ

ィルターを折り曲げ、プラスチックカ

ップに入れます。

操作が終了したら、直ちにフィルター

の入ったプラスチックカップを冷凍庫

に入れます。

フィルターを遠方の研究所に搬送する

場合、冷却剤を入れた冷蔵ボックスを

使用してください。

未使用のフィルターは、密閉のできる

プラスチックカップに入れ、酵素に触

•

•

•

•

•

れないようなところで保管してくださ

い。

分析

フィルターは PBS 緩衝剤で溶出し、そ

の溶出液は酵素の ELISA 法あるいは活性

分析法にかけます。ELISA 法は活性分析

法よりも特異性をより詳しく調べること

ができ、データ検出範囲も広がります。

活性分析法は、より簡単で測定結果が早

く出るという特長があります。


