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1.はじめに 

一般的に病気は、①遺伝的要因、②身体要因、③環境要

因の３つの輪が重なると発症し（図１）、現代社会におけ

る生活環境の変化が、生活習慣病、アレルギー疾患、シッ

クハウス症候群（SHS）等の慢性疾患急増の要因とされ

る。遺伝的要因は変えられないが、身体要因と共に環境要

因は、自覚することで変えることが可能である。すなわち、

健康の障害と推定される環境要因を取り除くことにより、

病気の治癒や発症予防が可能性となる。特に、一日の大半

を室内（自宅・職場・学校等）で過ごす現代人にとって、

住環境中の有害要因対策は健康保全に重要である。良い事

例が 1990 年代からなされてきた SHS 対策であり、建築

学会と臨床環境医学会が協力して研究を進め、SHS 発症

要因と推定される 13 の主要な室内空気汚染物質の規制と、

建築基準法の改正によって、SHS 発症は大幅に減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1 病気発症の３つの輪 

しかし、その後、規制値以下の低濃度物質や規制外の化

学物質にも過敏反応を示す化学物質過敏症（MCS）患者、

また、国際非電離放射線防御委員会（ICIRP）のガイドラ

インによる安全基準より遥かに低いレベルの電磁波（場）

に曝露されることにより体調不良を訴える電磁過敏症

（EHS）患者の増加が指摘され始めた 1,2)。 

 

2. 環境過敏症とは？ 

環境過敏症とは、身の回りの生物的要因（カビ・ダニ・

花粉等）、化学的要因（タバコ煙・殺虫剤・芳香剤等）、物

理的要因（光・音・電磁場）により、多臓器に多彩な症状

が出る健康障害の総称であり、代表例は、アレルギー疾患、

SHS、MCS、EHS である。４者は密接な関係があると考

えられている。すなわち、①アレルギー疾患のある人は、

新築・リフォーム後に SHS を発症しやすい。②SHS 段階

で適切な住環境改善ができれば症状は緩和するが、放置す

ると MCS に移行する。③欧米では MCS 患者の 70％以上

が EHS を合併すると言われている 1,2)。 

日本人の３人に１人は何らかのアレルギー疾患を有す

ると言われ、アレルギー疾患の病態、診断法、治療法は確

立しつつある。一方、アレルギー疾患以外の環境過敏症に

関しては、SHS が 2004 年に、MCS が 2009 年に保険収

載病名となったものの、それらの病態は必ずしも十分に解

明されているとは言えない。EHS に至っては疾患そのも

のに否定的な意見もあり、科学的解明が遅れている。2005

年の WHO“ファクトシート 296”は、“EHS には明確な

診断規準がなく、EHS の症状を電磁場曝露と結びつける

科学的根拠ない。”としながらも、“EHS の一般的症状と

して、皮膚症状（発赤、チクチク感、灼熱感）、神経衰弱、

自律神経系症状（倦怠感、疲労感、集中困難、めまい、吐

き気、動悸、消化不良）を挙げ、これらの症状は既知の症

候群の一部とは言えず、今後の調査が必要である”と明記

している 4)。携帯電話や超低周波に関しては、米、英、仏、

カナダ、スイス、スウェーデン等が、子どもの電磁場曝露

に対する脆弱性を考慮して、予防原則的な行政的措置を講

じて始めている 1,2)。 

筆者は、日本でも予防原則的対策を検討すべきではない

かと考え、早稲田大学応用脳科学研究所の招聘研究員とな

り「生活環境と健康研究会」を発足させた。これは医師・

看護師、基礎医学・建築学・工学・理学・社会科学等の研

究者 52 名からなる研究ネットワークで、情報交換しなが

ら問題解決を目指している。 
 

3. 疫学調査背景とその概要 

筆者は、1998 年から厚労省の“シックハウス症候群病

態解明検討委員会”の一員として、MCS 用問診票として

13 カ国で使用されている QEESI 問診票（Quick 

Environmental Exposure Sensitivity Inventory）を用い

た疫学研究に従事してきた 2,3)。その中で、日本でも SHS

や MCS 患者は、パソコン、携帯電話、無線 LAN などの

電磁場にも過敏反応を示すことを知り、これを評価できる

問診票を探していた。そんな時に出会ったのが英国の

Eltiti らが開発した問診票であった。彼女らはこの問診票

を用いて無作為抽出した一般人 2 万人を対象とした大規

模疫学調査を行い、英国では人口の約 4％が EHS 症状を

示すと報告している 3)。そこで、筆者らは Eltiti 博士の許

可を得て、日本人の生活スタイルに合わせて改定した”日

本語訳版 Eltiti 問診票(EHS 問診票)を作成し、以下のよう

な QEESI と EHS 問診票を併用した環境過敏症の疫学調

査を行っている。 
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3.1調査の目的 

日本における環境過敏症の実態解明、アレルギー疾患・

SHS・MCS・EHS との相互関係の検討、MCS/EHS 患者

の臨床所見の特徴を解析し、環境過敏症を予防できる生活

スタイルを提案する。 

3.2調査方法 

（１）調査対象：一般人群（1306 名）、自己申告 EHS

患者群（127 名）、医師診断 MCS 患者群（115 名）、喘息

患者群（100 名）。（２）使用問診票： QEESI 及び EHS

問診票日本語訳版。（３）臨床所見記録表：主治医による

診断、治療方針、症状経過、合併症、血清 IgE、末梢血好

酸球数、病型（アトピー／非アトピー型）、家族歴等の記

載。（４）統計解析：4 群間の問診票得点比較及び臨床所

見と問診票得点の相関関係。（５）倫理的配慮：（独）国立

病院機構・相模原病院と盛岡病院の倫理委員会の承認を得

て実施。 

3.3調査結果および考察 

①主成分分析で、日本の EHS 患者の症状も英国と同様

に 8 主成分で評価できることを確認。自己申告 EHS 患者

は一般人群と比べ有意な高得点を示したが、“自己申告

EHS 患者群 vs MCS 患者群”および“一般人群 vs 喘息患

者群”の間には有意差がなかった(図２)。 

②Eltiti 博士らと同様に日本人の EHS スクリーニング

基準を設定したところ、日本の一般人の 3～6％が基準値

を超過した（EHS の可能性あり）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③自己申告 EHS患者が自らの症状発現要因と推定する

電磁場発生源を図３左に示した。家電製品、パソコン、携

帯電話、携帯基地局など、日本と英国の自己申告 EHS 患

者が反応する電磁場発生源は類似していた。家電製品の内

訳を図 3 右に示した。 

④自己申告 EHS 患者群は一般人群と比べ、自律神経失

調症、食物アレルギーで治療中の人、また、気管支喘息、

アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、じんましん、花

粉症、食物アレルギーの既往歴の持つ人が有意（p<0.001）

に多かった。EHS 患者にアレルギー既往歴を持つ人が多

いという点は英国と同じだった。 

⑤自己申告 EHS 患者の 81.9％は MCS 症状も有すると

回答。症状経過は多い順に、SHS→MCS→EHS（32.41%)、

MCS→EHS（21.30％）、EHS→MCS（14.81％）、不明

（12.96％）であった。 

⑥現在、MCS 患者群及び喘息患者群の問診票得点と臨

床所見との関係を解析中である。これらの解析が進めば、

日本の環境過敏症の実態がより明らかになり、その診断・

治療・予防法の開発に役立つと考えている。 

 

4．おわりに 

羽根邦夫博士（工学）は多くの EHS/MCS 患者住宅の

電磁場対策を行い、早期に対策を講ずれば、低コストで有

効な対策が可能だと報告している 1)。既に化学物質濃度低

減やカビ・ダニ対策による SHS 対策が功を奏した日本で

も、住環境中の電磁場対策を検討すべき時期が来ているの

ではないだろうか？ 
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図2 4群の8主成分別症状の比較 

図 3 自己申告 EHS患者が自分の症状発現要因と推定している電磁場発生源（複数回答） 


