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シックハウス症候群・化学物質過敏症の現況 ：医学の立場から

石川 哲（北里研究所病院臨床環境医学センター長）
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はじめに

欧州でシックビルディング症候群という概念、から始ま

ったビル・個別住宅等の室内空気環境の悪化，即ち居住

空間における有害化学物質の微量摂取による健康障害の

問題はここ 10年間に表面化し，社会問題化した。本邦

では「シックハウス症候群：SickHouse Syndrome:SHSJ 

として関心が集まり，その防止のための法制化も活発に

行なわれている。シックハウス症候群の名前はシックピ

ノレ症候群を模して使用される様になった和製造語である。

「詳細は厚生労働省作成：快適な生活と住まいをめざし

て」を参照されたい。一方「化学物質過敏症： Chemical

Sensitivity: CS」の診断基準については，旧厚生省アレル

ギー研究班が作成したパンフレットが作られている。こ

れらについては後述する。

新興環境病のーっと考えられるシックハウス症候群

（以下本症）は，新築・改築（リフォーム）など、を行っ

た直後から遅くとも数ヶ月以内に，居住者が不快な症状

を訴える事から始まる。眼の刺激感 ごろごろする，涙

がでる，涙が出ない，頭痛やめまい，時に吐き気，不快

感，咽頭痛，倦怠感，皮膚の乾燥感などのきわめて多彩

な自覚症状を訴える症候群でJ、わゆる化学物質過敏症，

または多種化学物質過敏症と類似の不定愁訴で，厳格に

区別はできなし、注 1), 2) '3）ι）。本症に関して行政の対応

も活発で，国土交通省，厚生労働省，環境省，文部科学

省など各省による研究が本格化している。

本症は，これまで健康に生活していた人が，新築・リ

フォームなどの居住空間における有害化学物質（例えば

ホルムアルデ‘ヒド， トルエン，キシレン，パラジクロロ

ベンゼン，有機リン，フタル酸エステル類，スチレン，

デカン，など）の微量曝露により，神経機能異常・免疫

系機能異常を首座とした多彩な臨床症状を訴える。さら

に，呼吸器症状例えば哨息の悪化，アトピー性皮膚炎の

悪化，内分泌系機能異常（例えば甲状腺機能異常，月経

周期異常）など，多臓器多発性の症状が認められる複雑

な症候群でその診断は簡単ではない。よって十分に時間

をかけて多彩な不定愁訴の発症経過と居住環境の変化，

室内気中濃度測定結果を参照しながら，一つ一つ線で、結

びつけていくことが重要である。詳細な問診。聞き取り

調査による多彩な症状の経過から，本症の可能性が示唆

されても，居住者の訴えが単なる「精神的な心の問題」

ではないことを証明する必要があり，客観的な証拠（検

査所見）を得ることがきわめて重要である。今日のよう

な情報化社会では，インターネットなどを通して本疾患

の症状を中心とする情報のみが先行し，いわゆる「思い

込み症例」も少なくはない。自覚症状のみの経過から本

疾患と居住者が思い込み，他の重大な疾患の発見が遅れ

るケースもあり得る。さらに，施工業者との聞の複雑な

感情的問題などが生じてから医療機関へ来院するケース

もある。つまり来院目的が，白身の健康を取り戻すとい

う本来の目的から外れ，施工業者を訴える手段として医

院を訪れるケースも認められるので診断する医師側も慎

重に患者に対して対応する必要がある。

本稿では，臨床環境医学的見地から 「シックハウス症

候群」の診断と治療ついて，現在北里研究所病院・臨床

環境医学センターでの現状を中心として紹介，解説する

こととする。

1. 主な原因物質

建築材料とその関連品 ・床下剤などから放散する有機

溶剤であるホルムアノレデヒド， トルエン，キシレン，パ

ラジクロロベンゼン，有機リン化合物などが中心的な原

因となることの多い汚染物質である。ホノレムアルデヒド

はベニア板，パーティクルボードなどに用いられている

接着剤の原料として頻用されているためあらゆる建材か

ら発生する可能性がある。また，これらの材料は建築材

料以外にも，例えば家具などにも使用されているので，

建材とその関連品だけに目を配るだけでなく，新築・リ

フォームに伴う新しい家具の購入 ・設置も建材と同様の

注意が必要である。即ち，健康障害の原因となりうる有

害化学物質は，居住内のあらゆるところから発生してい

ると考えてよい。建材として使用されている化学物質の

詳細については，その分野の専門家による他稿を参照さ
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れたい。

なお，1997年には，厚生省（現厚生労働省）から住宅

室内におけるホルムアルデヒドのガイドライン値が設定

された。その詳細は厚生労働省安全衛生部「職域におけ

る屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイ

ドラインについてJに詳しい。

2000年には， トルエン，キシレン，パラジクロロベン

ゼン，エチルベンゼン，スチレン，ク ロルピリフォス，

フタル酸ジ n ブ、チルについてもガイドライン値が設

定された。さらに 2001年に入ってテトラデカン，フタ

ル酸ジ－ 2ーエチルヘキシル，ダイアジノン，アセトア

ルデ、ヒド，フェノブカルブ，ノナナールが追加されてい

る。そして揮発性有機化合物総量（TVOC）の暫定目標値

が定められた。今後さらにガイドライン値を設定する物

質は拡大していくものと思われる。また，2002年 7月5

日には，シックハウス症候群予防のための初の法規制を

盛り込んだ改正建築基準法が衆議院本会議で可決・成立

し， 7月 12日に公布され 2003年 7月から実行に移され

る予定である。今回の改正建築基準法で規制されるのは，

ホルムアルデヒドとクロルピリフォスの 2物質だけであ

り，現実的には十分とは言えないが，指針値に実効性を

持たせたことは評価できるものである。参考のために，

表・1に，主な室内空気汚染物質の厚生労働省指針値を

あげた。

2. シックハウス症候群の症状

はじめに有害化学物質が関与しない他の急性あるいは

慢性疾患が除外されていることが大前提である。シック

ハウス症候群では，新築・リフォームを機にその直後か

ら数ヶ月以内に不定愁訴が出現し，その場を一時的に離

れることで軽快するのが一般的である。これは一般家庭

住宅のみでなく，職場の旧ビ、ルから新築ピルへの移転，

職場の広範囲のリフォームによるものも含まれる。

一般的に多く認められる症状として， 1 ）眼の不快感，

2）咽頭痛， 3）頭痛， 4）筋肉・関節痛， 5）疲労・

倦怠感， 6）鼻汁，鼻出血，呼吸困難，端息様発作， 7)

集中力低下・記憶力低下・思考力低下， 8）抑うつ，興

奮，睡眠障害， 9）めまい，吐き気， 10）便通異常， 11)

皮膚のかゆみ， 12）月経周期異常，月経前緊張症など，

きわめて多彩である。主として中枢神経・自律神経系の

機能障害に基づく訴え・粘膜皮膚の症状等も認められる。

上記の症状は， Ashford ら注2）によって化学物質過敏症

の症状として記載されているものと殆ど同様である。

本症では，上述のごとく精神神経学的，心図的な症状

を合わせ持つケースも多く認められ，抑うつ，不安，集

中力低下，記憶函難，睡眠障害などの不安障害に類似す

る状態が著明であり，化学物質の曝露に加えて心理社会

表－1 室内空気汚染物質の構成労働省指針値

揮発性有機化合物
室内濃度 主な発生源・使

指針値 用目的

ホルムアルデヒド 100μg/m3 建材・家具の接

(0.08ppm) 着剤・防腐剤な

ど

トルエン 260ぃg/m3 壁装材の可塑

(0,07ppm) 剤・塗料など

キシレン 870μg/m3 壁装材の可塑

(0.20ppm) 斉lj・防腐剤など

パラジクルロベンゼン 240”が『n3 家庭用防虫剤

(0.04ppm) 

エチルベンゼン 3800ドg／『n3 希釈剤など

(0.04ppm) 

スチレン 220いg/m3 合成樹脂・合成

(0.05ppm) ゴムなど

クロノレピリフオス 1 μg／『n3 殺虫剤（防アリ

(0.07ppb) 剤）・農薬など

但し，小児の

場合は，

0.1 μg/m3 

(0.007ppb) 

フタル酸ジ n ブ‘チル 220μg/m3 塩化ビニー

(0.02ppm) ル・顔料など

テトラデカン 330μg/m3 

(0.04ppm) 

フタノレ酸ジ 2 エチル 120μg/m3 

ヘキシル 120いg／『n3

7.6ppb 

ダイアジノン 0.29μg/m3 

0.29ppb 
アセトアルテすヒド、 48ppb 

0.03ppb 
フェノフ、カノレブ、 33μg／『n3

308ppb 

ノナナール 41μg/m3 

7.0ppb 

揮発性有機化合物総量 400μg/m3 

(TVOC) 暫定目標値

的ストレスの大きいものが発症しやすい傾向もある川），

6 ), 7) 0 しかしながら特徴的なパーソナリティ ー傾向を持

つものが発症する傾向の有無については明確ではない技

7）。本邦においては，北里研究所病院臨床環境医学セン

ター長 石川 哲による厚生科学研究班（生活安全総合

研究事業） 「シックハウス症候群の病態解明，診断治療

法に関する研究」が平成 12年度から開始され平成 15年

に至っている。一方，疫学担当の厚生科学研究班，故飯

倉洋治教授（昭和医科大学小児科）によると「化学物質，

アレルゲン，微生物等の影響により家庭内環境の微妙な

変化で健康障害が起こった状態」と定義している。また

化学物質過敏症については，国立医薬品食品衛生研究所

安藤正典部長らが， 「化学物質過敏症等室内空気中化学

物質に係わる疾病と総化学物質の検討と要因解明に関す

る研究」テーマで現在進行中である。建築関係では，平

。。
1t一総品iJfイ!Jf究イI＇鍬No.30, 2003＇.ド版



成 11年から早稲田大学理工学部建築学科 田辺新一教

授による「住宅における生活環境の衛生問題の実態調査」

が行われ今日に至っている。以上が国でサポートされて

いる日本での主な研究である。

環境化学物質の個人に対する影響度を決定する要因と

して，化学物質過敏症を中心に分子生物学的，遺伝子分

析の手法による研究も進行中でこれにより従来不明とさ

れていた個体側要因も明らかにされつつある。これらの

研究結果から明らかにされたことは， 1）総身体負荷量，

2）遺伝的感受性， 3）胎生期負荷量が重要で、あり注8l, 

グ、ルタチオン S転移酵素の（GSTP1）や（GSTM1）に

機能的変異や，遺伝子欠損を認める例があり，遺伝的感

受性に関して第 1相あるいは第2相の薬物代謝酵素系の

遺伝子多型と環境化学物質の感受性がありうるという興

味ある知見が報告されている注9）。

3. シックハウス症候群の診断

3.1 問診・聞き取り調査

患者の訴える多彩な自覚症状をまず冷静に時間をかけ

て聴取する。原因として考えられる室内空気汚染を一つ

の線で結びつけるために，化学物質に対して知識と経験

を十分に有する医師による詳細な問診，看護師・コメデ

イカル等による詳細な開き取り調査が基本で最も重要で

ある。十分に時間をかけて行なう必要がある。詳細な問

診・聞き取り調査から得られた情報が，原因化学物質究

明の重要な鍵となることは言うまでもない。家の築年月

数，防蟻剤，防虫剤使用の有無，新しい家具購入の有無，

隣を含む家の周辺環境，ゴミ処理場，近くの農薬散布な

ども本症を考慮するために大切である。勤務先の築年，

月数，職業（職業的有害化学物質の使用歴も含む），既

往歴，家族（同居人）の様子，出生地，生活習慣（食生

活，飲料水，趣味，曙好品を含む），芳香剤，香水，コ

ロン等の使用の有無，能動・受動喫煙の有無など，石川

が翻訳したアンケー卜 QEESl(Quick Environmental 

Exposure Sensitivity Inventory）を用いて症状の発症経過

と有害化学物質との因果関係を明らかにしてし、く。参考

のため我々が日常診療で用いるアンケー卜を巻末に記し

た。これは Millerらの強い依頼で， 日米の症状比較を化

学物質過敏症患者で比較することを目的として翻訳され

たもので，部分的には日本人に適さぬ箇所もあることを

了承されたい。近日中に改定される予定する注叩），11）。

本症発症の最大の引き金が，新築住居やリフォームに

伴い発生した有害化学物質曝露であっても，我々は居住

空間およびそれ以外の場所でも意図的・非意図的を問わ

ず多くの有害化学物質に曝されており，これに関連する

生活全般について十分に情報を得る必要がある。 即ち，

a暴露されている有害化学物質の「総身体負荷量， total

body load」の把握が本症では極めて重要となる。居住者

が「シックハウス症候群Jの可能性があると判断した場

合医師の客観的診断の助けとなるように，出来る限り各

自が室内空気測定を予め行い，医療機関受診時にその結

果を出来る限り持参するのが望ましい。シックハウス症

候群に関連した室内空気測定（簡易測定）は，居住地域

を管轄している保健所が対応できる場合が多く出来ない

時には保健所等から第三者の立場で正確な結果を出して

くれる業者を紹介してもらうとよい。一部の情報は中央

労働災害防止協会ホームページを参照されたい。

(http://www.jisha.or.jp) 

3.2 臨床検査所見

専門家による詳細な問診・聞き取り調査の結果から本

症であるか否かの判断がかなり可能となる。しかしなが

ら，医師側からは心理社会的影響のみに依存している症

例もあるのでその影響を出来るだけ除外しなければなら

ない。そのために他覚的，客観的な医学検査の所見を得

ることが大切である。 本症が中枢神経系・自律神経系・

内分泌系の機能異常を主体とした症候群であることから，

神経機能検査は必須検査項目である。また，後述する免

疫・内分泌検査も有用な情報となることがある。そして

確認のためクリーンルーム内で考えられる化学物質を微

量負荷し生体の反応を観察する。この誘発試験（チャレ

ンジテスト・負荷テスト）により本症の診断がより確実

なものになる。以下，我々の施設で施行する諸検査を中

心に内外での研究現状を含めて解説する。

(1) 眼球運動検査

本症では，核下性麻療を訴え復視を示す例はなく眼位

の変化は起こりにくい。核下性の異常では両眼が共同で

動かず離反現象が見られ斜視を呈するので診断はやさし

い。しかし，高率に中枢性または核上性眼球運動障害を

認める。熟達すれば肉眼で眼球運動異常の判定も可能と

なり，診断の一助として極めて役に立つ方法である。眼

球運動には急速に動く衝撃性眼球運動（ saccadic 

movement) とゆっくり動く滑動性眼球追従運動

(smooth pursuit movement）がある。

化学物質過敏症の特に有機燐殺虫剤， トルエンなどと

関係する症例では，眼球運動異常を認め，それは核上性

変化が中心となる。両眼の黄斑部を時々刻々刺激するこ

とにより両眼が同時に追従を行いスムースに動くのが正

常者である。この際，異常があったとしても，首を水平

または垂直に動かして前庭神経の関与を行なって誘発さ

れる前庭動眼反射は，多くの場合正常で、ある。この系の

障害が高度になると注視麻療に至る。 我々の施設では，

スウェーデン製の Oberll装置を用い，光学的な眼球運動
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記録装置により判定する。刺激としてはCR T画面上に ことに注目し，瞳孔の対光反応を，赤外線電子瞳孔計を

水平方向あるいは垂直方向へ指標を振子のように動かし， 用いて評価している。周知のごとく，散瞳は交感神経支

目標物の動きを追し、かける両眼の滑動性追従運動を眼球 配，縮瞳は副交感神経支配であり，両者のバランスから

電位図（EOG）を用いて，記録し評価する。 EOGを記 瞳孔の対光反応は維持・調節されているが，自律神経機

録する設備のない施設では，検者の指を上下左右に振り 能異常を主体とする本症では，他の化学物質でも何らか

動かし，その動きへの滑動性追従運動の様子を肉眼的に の瞳孔対光反応の異常・不安定性が認められる場合が多

観察することでも熟練すれば判定が十分可能である。大 く，受診患者の 80%近い患者が程度に差はあるが，対

脳基底核，黒質， Cahal核， rostral-interstitialMLF （内 光反応，瞳孔運動，ダイナミクス因子の詳細なる分析に

側縦束）などに障害があると異常になりやすい。ただし， よりシックハウス症候群患者で、は自律神経機能障害を有

pseud positiveの所見が他疾患で出る事があるので，高 することが明らかとなっている注 12),13),14),15）。

齢者，激しい頭部外傷の有無，多発性硬化症，パーキン

ソン病の有無は必ず除外する必要がある。 (4) 免疫機能検査

化学物質過敏症例も含めた最近の調査では，水平・垂 神経機能検査と比して，免疫機能検査では本症に特徴

直方向とも異常（階段状波形の出現）が認められる例が 的な共通所見を示す報告は少ないが，最近の我々の調査

約 85%，その中で垂直方向の滑動性追従運動の異常の認 桟 16）では，総リンパ球数，リンパ球分画の相対比，リン

められる例が約 10%，正常が約 15%であり， 85%以上 ノf球のサブセット（亜型）解析等において異常所見を認

という非常に高率に異常が検出されている注12),13）。 めることが多く，免疫学的なプロファイリングの有用性

を示唆した。また米国テキサス州のダラス環境医学セン

ター（EHC Dallas）の Griffithsは，末梢リン

パ球のDN Aヒストグラム（ F C M DNA）解析で，

比較的高い頻度で異常所見が認められることを見出し，

通常の臨床検査項目の中に組み入れられている。有効な

空気汚染対策，治療等による症状回復後， FCM  DN  

(2）視覚空間周波数特性検査

一般に視力として外来で用いられているものは，中心

視力であってシックハウス症候群や化学物質過敏症では

異常が出にくく低下例はむしろ少ない。そこで以下述べ

る検査法を行し、異常の有無を判定する。視覚機能を正し

く評価するためには，鋭敏な視覚検査法（高位視覚中枢

機能評価法）の一つである視覚空間周波数特性検査を施

行する。これは正弦波形になっている白黒の濃淡差を視

覚領における識別感度（コントラスト感度と呼ぶ）を利

用して他覚的に視力を評価する鋭敏な検査法である。

我々はミシガン大学視覚生理学教室で開発された方法を

採用している。 CR T画面上に低～高周波数の濃淡正弦

波の縞模様を示し，左右それぞれの空間周波数毎の感度

測定を行い評価する。本症では高位視覚中枢の何らかの

障害を示す例が半数以上を占め，正常を示すものは40%

に満たなし伴12,,3 0つまり視空間周波数の感度の低下を認

める。最近吉田らは黄斑部機能の詳細な研究法をシック

ハウス症候群患者に応用しレーザードップラ一方式を利

用して興味ある研究を行なった。本症では，黄斑部支配

の脈絡膜血流が患者で正常者よりも明らかに低下してい

ることを認めている。本症患者では中心の物が見えにく

いと訴える患者がかなり存在する。黄斑部機能に低下が

あれば当然のことながら視空間周波数は低下する。

(3) 自律神経機能検査・瞳孔反応

自律神経系による種々の調節機能障害が認められるこ

とが本症の特徴で，本症に認められる多彩な自覚症状は，

自律神経機能障害によるところが多い。 そこで我々は，

瞳孔が自律神経系の制御を豊富に受けている器官である

Aは正常に復帰すると報告している往17）。

(5) 内分泌検査

本症が中枢神経・自律神経系の機能異常を主体とする

疾患であることから，神経内分泌学的因子，つまりホル

モン分泌機能等に異常を認めるケースも少なくはない

神経機能障害に基づく中枢性無月経，月経周期異常をた

びたび経験する。さらに，慢性疲労・易疲労性を強く訴

える例では，その約 30%に活性型甲状腺ホルモン（遊離

トリヨードサイロニン，遊離T3の低下，いわゆる低T

3症候群が見出されることがありエネルギーの消耗，即

ち基礎代謝を抑えようとする防御的反応が認められる。

遊離T3値は，大半の症例で症状の改善，神経学的検査

所見の改善とともに正常域に復帰することが多し，if16）。

(6) 脳血流量検査

本症では，中枢神経系の機能障害が認められるが，そ

の要因の一つに中枢神経系（脳）における微小循環障害，

さらには，自律神経機能異常に基づく，血管運動反射障

害があげられる。よって中枢神経系の循環動態を画像に

て描出することができる SPECT(Single Photon 

Emission Computed Tomography）は，本症における大脳

皮質の循環動態の評価に威力を発揮する。 Simon注18),19)

は， SPECT上，大脳皮質の器質的変化は認められない
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が，微小循環系の血管炎および血管周囲の局所浮腫に伴

う血流量の低下・虚血性の変化 ・酸素拡散障害を本症で

は認めるとし，本検査の有用性を示している。 また

functional MRI （磁気共鳴画像）は，脳の活動に伴う脳血

流変化を信号，強度の変化として画像処理することが可

能となりシックハウス症候群の分析にも応用が開始され

た。最近糸山，武田らはトルエン負荷（チャレンジ）に

よる化学物質過敏症患者に著明な変化が認められその病

巣部位は大脳頭頂葉，小脳，前庭神経核等に変化を認め

たことを報告した。

ポジトロン CT(PET）も脳血流，酸素代謝，ぶどう糖，

アミノ酸代謝を明瞭に示し研究されつつある。本法によ

れば受容体機能も測定可能で、あり大いに臨床に使われる

ようになりつつある。我々の研究班の石川，坂部，宮田

らは，誘発試験の項で述べるが，近赤外線酸素モニタリ

ング装置（NIRO）を用いた患者の脳血流量末梢血流

量の状態をオキシヘモグロビンを利用して患者では，血

流低下ごく例外的に血流上昇を化学物質過敏症患者で計

測し，ブース内で負荷試験を行ない異常の有無を判定し

ている。この方法による診断及び患者の重症度の評価も

極めて有益な情報を与えてくれる注12）。

(7) チャレンジテスト

確定診断のーっとして，推定原因物質の患者に対する

負荷試験，即ち誘発試験（チャレンジテスト）は必須で

ある。これには，現在の科学技術水準で可能な限り化学

物質を低減化したクリーンルーム（Environmental

Control Unit, ECU : Environmental Medical Unit, EMU: 

Environmentally Care Unit, ECU）が患者の隠蔽又はマス

キング除去に必要である。現在，我々の施設に加え，本

症を専門的に扱う同様の施設が，東京都，神奈川県，大

阪府，岡山県，福岡県，岩手県にオープンあるいは準備

中である。 Ec Uが必要な理由は，患者を清浄空間に滞

在させることで体内に原因物質を取り込んでしまったこ

とによるマスキング（馴化）の除去を行う必要がある注

20）。さらには，室内空気汚染物質の厚生労働省ガイドラ

イン値をかなり下回るような，例えばホルムアルデ、ヒド

の微量負荷（40ppb）を患者に施行したいような場合，

通常の室内環境下では，すでにホルムアルデヒドの気中

濃度が患者に負荷したい量を上まわっているケースも現

実的には数多く存在し，検査そのものが施行出来ないこ

とになる。したがって厳密な微量負荷を行う場合はEc 
Uの存在が不可欠となる。北里研究所臨床環境センター

EC  Uでは，推定原因物質に対する生体の反応性を評価

するために， Ec U内にブース検査室と呼ばれる密閉し

た部屋を用意し，負荷量を任意に設定できるコンビュー

ター負荷装置を用いて，ブース検査室内の化学物質濃度

を制御し，化学物質の患者の化学物質負荷前・中・後の

症状，負荷前後の作業能力検査成績，負荷前後の呼吸機

能，負荷前後の自律神経機能，および負荷前・中・後の

NIR Oを用いた脳血流量の変動を中心にその評価を行

なっている注12),21),22）。誘発試験にはこの他にも，化学物

質溶解液の舌下投与後における全身への誘発症状，皮内

投与後に生じる誘発症状および問診による評価法などが

行われている注23).24）。

4. シックハウス症候群の治療手順

4.1 原因物質からの隔離

本症の原因は居住空間における室内空気汚染である

ので，その原因となっている有害化学物質の存在してい

る場所から離れる，生活する時間を短くすることが，も

っとも重要であり，治療の第一歩でもある。しかし社会

生活を営んで‘いる以上，また経済的にもそれが可能なケ

ースはむしろ稀で困難な場合が多く，原因に対応する対

策を講じることになる。即ち，有害化学物質の発生量の

抑制と換気が重要因子である。有害化学物質の発生は，

その発生源を絶つことが最も効果の高い方法であり，

f何がどう悪いのかJを明確に し（空気汚染発生源の確

認），出来る限り安全な材料と交換することである（発

生源対策による発生総量の減少） 。また，発生した有害

化学物質を希釈するために十分な換気システムを設け，

それを正しく使用することが重要である（換気効率の向

上） 桂25）。そして対策後は，室内空気汚染が改善された

かどうかを確認するために有害化学物質の気中測定及び

一定期間のモニターが必要である（空気汚染の改善確

認）これらは重要であるので最近の発表を含めて文献を

記した文 1),2),3）バ），5）β）。

4.2 有害化学物質の排出と身体汚染状況の改善

本症では，中根・末梢の自律神経機能障害が高い頻度

で認められるため，生活のリズムが乱れやすい。食生活

の乱れ，睡眠不足，生理不順などで患者の日常生活の問

題点、を指摘し適切な指導・助言を要する。その上で，周

囲の有害化学物質の発生源対策を徹底して行い，日常的

に患者が意図的に使用している有害化学物質（例えば殺

虫剤・防虫剤など）も含め必要でない化学物質からなる

べく遠ざかる生活を徹底させる（総身体負荷量の減少） 。

また，極端な疲労が残らない程度の運動，入浴，サウナ

などによって発汗を促進させ，自浄作用を上げることは，

体内に取り込まれた有害化学物質は，主として水溶性の

代謝産物として体外に排准されるため症状の改善に有効

である。加えて栄養補助，フリーラジカルの除去，代謝

（解毒）促進等を目的とする。例えば有機燐，カルバメ

ート剤等による中毒が疑われる症例では，穣極的に副交
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感神経抑制剤であるアトロピン，スコポラミン製剤，解

毒剤として PAM(PralidOxime Methiode）を静脈内に点

滴投与する。有機燐中毒の場合は，更に抗酸素療法を追

加すると効力が出てくるのでビタミンC，ビタミン E,

コエンザイムー010（後述）を追加投与する。ホルムアル

デヒド， トルエン，スチレン，フタル酸エステルに対し

ては，現在の所特効薬は存在しないので対症療法となら

ざるを得ない。症例によっては局所の浮腫・血管炎等に

起因する微小循環系の酸素拡散障害（組織低酸素状態）

を認めるケースも多く， Ec U内における，マグネシウ

ムの点滴静注（血管拡張作用）と組み合わせた高用量酸

素吸入療法も有効な治療法の一つで，施行後組織低酸素

状態とそれに基づく自覚症状の改善を認める場合が多い。

重症例では，出来ればクリーンな病室に入院してもら

い，更にEc U内でのマルチビタミン・マルチミネラル・

還元型グ、ルタチオン ・抗コリン剤等の点滴静注を行い自

覚症状はもとより，全身状態の改善を認めている注 26）。

一般的に軽症及び中等度の患者では以下のごとくサプリ

メン卜としてマルチビタ ミン剤（特にビタ ミンC ・ビタ

ミンB群・ビタミンE）とくに Eは，細胞内の GSH合

成を促進することが研究されている。 GSHはグ、ルタミン

酸，システインとグリシンからなり，生体内で合成され

る。Gs Hは，グルタチオンベルオキシダーゼ， Sトラ

ンスフエラーゼ，の基質として活性酸素消去に関与する。

マルチミネラル剤（特にE鉛・セレニウム・マグネシウ

ム・カルシウム），還元型クールタチオン製剤，アミノエ

チルスルホン酸（タウリン）製剤，グリチルリチン製剤

（ミノファーゲン），コエンザイムー010これはミトコン

ドリアの電子伝達系に不可欠な補酵素であり ，ユビキノ

ンー10ともよばれている。活性酸素消去剤として働きビ

タミン Eのリサイクリングにより，生体内活性酸素消去

システムを強力にサポートしている。 即ち，身体から

の有害化学物質の積極的排除が治療のポイン卜となる。

一般的にはこのような治療に加えて患者には住居環境へ

の指導・助言を行なうことで 3ヶ月から 6ヶ月以内に半

数以上の患者に何らかの症状の改善が認められている。

これを他覚的に判定する一つの方法は患者の発病前の表

情と発病後の表情を比較することが大切で，患者の同意

を得て初診時，再診時に写真の比較を行なうとその効果

が明らかとなる。従来化学物質過敏症は不治の病とされ

た時期があったが，我々の過去 10年間の成績では改善

に向かう患者が多かった。この点は明るいニュースと考

えられる。

おわりに

トンックハウス症候群j はきわめて重要な新興環境病

の一つで、あるにもかかわらず，本邦ではごく最近までー

般医家にはあまり認識されておらず，懐疑的に捉える医

学の専門家も存在した。 しかし，国土交通省，厚生労働

省，文部科学省，環境省研究班の地道な努力と研究成果

が本邦では実を上げてきた。平成 15年 1月8日から 11

日まで日，米，欧州のシックハウス症候群の専門家が東

京に集まり世界の科学者逮が非常に高いレベルで国際的

見地から討議がなされた。特記すべきは，米国の

NIEHS(National Institute of Environmental Health and 

Sciences）が本会議の米国側スポンサーとなり主に日本

の建築及び医学の代表者の発表が行われたことである。

最終的には，国民は健康で安全な室内及び室外の空気を

吸う基本的権利があることを世界にアピールし学会を終

了した。各国の日本に対する評価は極めて高く，行政と

の密接な関係を保ちつつ研究が進行していることを米国

NIEHSのShonwalder所長も絶賛してくれた。

化学物質過敏症，シックハウス・シックピル症候群は，

マスコミ等にもしばしば取り上げられるようになった。

今後，医学及び建築，部材製造，化学関係者はそれぞれ

の専門的立場からの対処方法を十分に理解し家を建てる

必要があろ う。

今回はシックハウス症候群・化学物質過敏症に関して，

我々のEc Uでの実状を，臨床環境医学的立場から総説

的に解説した。

本症は主として新築・リフォームに伴う微量有害化学

物質の発生により生じた中枢神経・自律神経・免疫系の

機能障害を中心とする多彩な自覚症状を呈する複雑な症

候群である。患者が持参する室内空気汚染の分析資料・

チャレンジテストの結果などから，ホルムアルデヒド，

トルエン，キシレン，有機リン化合物，スチレンなどの

有機溶剤が検出頻度が高くこれらが発症の大きな因子と

なっている。我々の施設における最近の調査では，化学

物質過敏症の診断基準を満たす患者の約 60%が室内空

気汚染が原因で発症しており， 60%の内約4害ljが自宅，

約 1割強が職場における空気汚染，残り 1害｜｜は両者の複

合要因で発症している。さらに最近では，学校における

有害化学物質の発生（校舎・体育館の新築・リフォーム・

メインテナンスに伴い発生する有害化学物質，授業中に

使用する有害化学物質などによる学童の健康障害も報告

されており，シックスクール問題として，文部科学省も

本格的な調査に乗りだした。学校関係者は今後の研究動

向に注目する必要がある。

シックハウス症候群 SickHouse Syndrome: SHSは，

しばしば化学物質過敏症 ChemicalSensitivity : CSある

いは多種類化学物質過敏症： Multiple Chemical 

Sensitivity : MCSと混同されて述べられているが，本症

は新築・リフォームにともなう建材・家具などから発生

する有害化学物質によって引き起こされ，かっ原因物質
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から遠ざかる（原因となる居住空聞から離れる）ことに

より多数例が軽快する。これに対して CS, MCSは室内

空気汚染のみではなく，職業的に有害化学物質に継続的

曝露を受けていた者，最初はシックハウス症候群として

発症し，不幸にも回復することなく慢性化し，身の周り

のあらゆる化学物質にも過敏性を獲得した例，これを

Spreading症状とも言うが，さらには，強い精神神経症

状を伴ってしまった例なども含まれ，臨床上決して同ー

ではない。しかし，実際の臨床現場において，この人は

「シックハウス症候群」，こちらは「化学物質過敏症J

というように明確に分類することは典型例を除いては実

際には困難である。他覚的所見を得るための臨床検査法

の駆使，クリーンルーム利用によるチャレンジテストが

両者を区別する方法である。

最後に，人体に対する環境化学物質の影響度を決定す

る因子として以下のことがあげられるが，これらはシッ

クハウス症候群の存在を論じるときに個体側に必ず考慮、

しなければならない項目である。 1）総身体負荷量， 2)

遺伝的・生化学的個人差， 3）栄養状態， 4）基礎疾患

の有無， 5）性別・年齢，の五項目が特に重要である。

即ち，ある個人が生活上（居住環境，食品，職業上，趣

味など）で曝露を受けている有害化学物質の総量は多い

のか少ないのか，遺伝的に解毒酵素の活性が高し、か低い

か，酒に強い人と弱し、人が遺伝的に決められているのと

同じ，栄養状態は良いか悪いか，栄養学的にバランスの

よい食生活をしている人と栄養状態の悪い人では化学物

質による影響の受け方が違う。普段から何らかの病気で

病院に通い長期に薬を連用する必要があるかないか，男

性か女性か，子供か老人か（性別や年齢は重要な要素で

ある）など，シックハウス症候群には個体側要因の影響

が極めて大きい。それが，本症の医学的・社会的理解を

より複雑にしているといえよう。
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＜添付資料＞：問診票（ミラーQEESI 日本語版）

問診及び質問表

患者番号

日口円、uT
I
 

口
H
e

－－
月
所

名

年

住

L

氏
生
現
叩

記載年月日：

性別女，男
年 月 日

月日

歳

－

E
 齢

業
年
職

FAX. 

受診理由（紹介 ） 

発症以前からの動機（症状と関係する場合は、出生前後
からの病歴、例えば、じんましん、湿疹なども記入して
下さい。

過去にアレルギー疾患歴などがあれば記入して下さい。
（皮膚、眼、鼻、のど、呼吸器、その他）

主な症状を書いて下さい（ 5つ迄にしてくださし、）

2. 

3. 

4. 

5. 

環境曝露および過敏性の質問票

この質問票は日本，米国マサチューセッツ工科大学，テ
キサス大学，アリゾナ大学医学部他で使用されています。

先ず普通の鉛筆で現在の状態に丸を付けて下さい。必ずど
こかに丸を付けて下さし、。空欄を残すのは厳禁です。化学

物質で過敏性反応を示す方々の環境要因を調査，整理する
目的で行なわれるものです。内容は4つの質問 1～4.と

その他の質問 5. が 1つあります。
合計点数のっけ方は次の通りです。

0：なし 50：中等度あり 100: 重症

1.症状の程度（例 0～100)

2.化学物質に対する不耐性（例 0～100)

3.化学物質以外の物質に対する不耐性（例 0～100)

4.暮らしとの関係（例 0～100)

5.症状の隠れ，偽装（マスキング）

が環境化学物質暴露に対する 1つの適応（例 0～10)

これらの質問票は化学物質過敏症患者の診断，治療に役

立つのみでなく皆さまの，症状の国際的比較の為にも使わ

れ患者さんの治療法の進歩に役立ちます。
各頁右下の空白に合計点を入れて下さい。尚，各個人の

秘密は厳守されます。

参考文献
Chemical exposures: low levels and high stakes. 

Nicholas Ashford and Claudia Miller, John Wiley & 

Sons 1998. 

石川哲，富田幹夫化学物質過敏症 ー診断基準・診断に
必要な検査法ーアレルギー・免疫 6・34-42,1999 

1 .症状の程度

あなたの症状についての質問です。要領は前と同じです。

O＝まったくなL 5＝中等度の症状 1 0 ＝動けな

くなるほどのひどい症状
1. 筋肉，関節の痛み，けいれん，こわばり，

力が抜ける（筋肉・骨）
( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

2. 眼の刺激，やける感じ，しみる感じ。息切れ，咳の

ような気管や呼吸症状。たん，鼻汁がのどの奥の方
に流れる感じ。風邪にかかりやすい（気管粘膜）

( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

3. どうき，脈のけったい，胸の不安感などの心臓や胸
の症状（心・循環）

( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. お腹の痛み，胃けし、れん，膨満感，吐き気，下痢，

便秘のような消化器症状（胃腸）
( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

5. 集中力，記憶力，決断力低下，無気力などを含めた

思考力低下（認識）
( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

6. 緊張し過ぎ，上がりやすい，刺激されやすい， うつ，

泣きたくなったり激情的になったりする。以前興味が
あったものに興味が持てないなどの気分の変化（情緒）

( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

7. めまい，立ちくらみなど平衡感覚の不調，手足の協調
運動の不調，手足のしびれ，手足のチクチク感，目の

ピントが合わない。 （神経・末梢神経）
( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

8. 頭痛， E買の圧迫感，一杯に詰まった感じなどの頭部

症状（頭部）
( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

9. 発疹，じんま疹，アトピー，皮膚の乾燥感 （皮膚）
( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

10.外陰部のかゆみ，または痛み， トイレが近い，尿失禁，
排尿困難などの泌尿・生殖器症状（泌尿・生殖器）

（女性の場合には ・生理時の不快感，苦痛，などの症状）
( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) 

合計（0100) 口

量
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A
T
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