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第Ⅰ章 はじめに 

 

１．会長からの諮問と今期委員会の課題 

 今期の環境保健委員会は平成 18 年９月に開催された第１回委員会において、

会長から、「地域における環境保健活動の展開」について諮問を受けた。 
 諮問内容について討議した結果、今期の環境保健委員会の主な課題は、日本

医師会、都道府県医師会および地域の医師が環境保健活動についてどのような

情報を、どのように国民および地域住民に発信するのかについて示し、併せて

地域の健康水準を保つ役割を直接担う医師に対して環境保健情報に関する支援

および情報提供の在り方を検討することであるとした。 
 
２．環境問題と日本医師会 

 日本医師会では、昭和 48 年（1973 年）以来、公害による疾病や医療の問題に

ついて委員会が設けられ検討が行われた。昭和 57 年（1982 年）には環境保健委

員会が設置され、環境保全を中心に検討が重ねられたが、その後公衆衛生委員

会に引き継がれた。しかし近年になって、内分泌かく乱化学物質問題や地球温

暖化対策に象徴されるように、これまでとは異なる環境保健問題が発生してい

ると認識され、平成９年（1997 年）に改めてプロジェクト委員会として環境保

健委員会が設置され、環境保健問題の整理が行われた。 
 平成 10～11 年度（1998～1999 年度）の委員会では、会長からの諮問「地域医

療における環境保健推進のための方策－特に環境倫理、医療と環境保全、有害

物質対策等」について検討された。その結果、日本医師会が採るべき方策とし

て、環境倫理への配慮、医療廃棄物対策への取り組み、病院の室内空気汚染、

特に受動喫煙対策、院内感染対策、投与薬品による環境負荷への配慮、事業場

が行うべき環境保全対策の国際規格である ISO14000 シリーズへの対応、医師会

員に対する情報提供と啓発運動、地域住民に対する啓発運動、定点観測の実施、

医師会内での情報交換等が挙げられた。 
 平成 12～13 年度（2000～2001 年度）の委員会では、諮問「生涯保健における

環境保健のあり方とその推進のための方策」について検討された。その結果、

医師会の基本的な立場と理念として、科学的な立場に立って地域の住民の健康

を守ること、行政との連携を重視すること、地域に近い都道府県医師会レベル

の環境保健活動を活性化すること、第一線の医師の環境保健における役割をガ

イドラインで明確に示すことと、そのための教育・研修の準備の必要性などが

提起された。そして具体的には、環境保健情報システムの構築、環境保健教育

への取り組み、定点観測、環境リスク発生時の緊急対応等が提案された。 
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 平成 14～15 年度（2002～2003 年度）の委員会は、諮問「産業保健と環境保健

ならびに地域保健との連携のあり方」について検討するために、産業保健委員

会との合同の委員会である産業・環境保健委員会として構成された。検討の結

果、連携に関する基本的な考え方として、地域のかかりつけ医の産業保健、環

境保健に果たす役割が重要であること、医師会員は、ヒトの生命や健康に密接

に関連する環境をより良いものとするために、国民の健康保持増進と地球に優

しい社会が両立する施策の推進に努めるべきであること、医師会員のために環

境保健に関わる行動指針と倫理綱領の策定が必要であることが指摘された。ま

た、環境保健への取り組みの方策として、環境リスク管理、定点モニタリング、

化学物質の毒性情報の収集と伝達、学校医としての生徒に対する環境保健教育、

医師の環境保健学習等が提案された。 
 平成 16～17 年度（2004～2005 年度）の委員会は、環境保健委員会として単独

で構成され、「環境問題による健康影響と医師の役割」について検討し、環境保

健における医師の役割を明らかにし、さらに医師がそれらの役割を果たす上で

日本医師会が採るべき施策の方向を提示することを目的に、それぞれの地域に

おける環境保健の課題についてのアンケート調査、および環境保健委員会、環

境保健担当者、環境保健に関するネットワークの有無等についてのアンケート

調査を別途実施し、その結果をまとめると同時に、循環型社会形成に向けての

医師の行動指針を策定した。 
 平成 18 年度（2006 年度）から始まった今期の委員会は、「地域における環境

保健活動の展開」について諮問を受けた。折しも、地球温暖化による健康影響

が日本のみならず世界各地でヒトの生死に直接関わりを持つ時期と重なり、環

境保健の重要性が人々に認識されるとともに、緊急を要する公衆衛生問題とし

て捉えられるようになった。そこで、環境保健、とりわけ「環境」の保全、環

境から受けるヒトへの健康影響およびその予防方策等に関する情報発信を日本

医師会および医師会員が地域においてどのように展開していくべきかについて、

６回の討議を重ね、本報告書をまとめた。 
 
３．環境宣言の必要性 

 平成９年（1997 年）に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議

（COP3）で、先進国の温室効果ガスの排出量の削減目標について法的拘束力の

ある数値目標が決定され、かつ先進国間の排出量取引、共同実施や途上国の自

主的対策にかかわるクリーン開発メカニズムなどの導入が合意された（京都議

定書）。これは、現在世界中で問題化している地球温暖化問題を国際社会におい

て対処するために、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ヒドロフルオロカー

ボン、パーフルオロカーボン、六フッ化イオウの６種類の対象ガスを定め、第
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１約束期間（平成 20～24 年）の５年間の温室効果ガスの二酸化炭素換算による

合計排出量が、平成２年の実績値の５倍量に京都議定書の付属書で各国ごとに

定める率（日本は 94％）を乗じた値を超えないように定めたものである。 
 この京都議定書には、上述したように、法的拘束力があり、各国の国益が絡

むことから、議定書の発効に①「55 カ国以上の国が締結」し、②「締結国の二

酸化炭素排出量が平成２年の実績値の 55％以上を占める」という条件が付され

ていたが、平成 17 年（2005 年）２月 16 日にこれらの要件が満たされ、京都議

定書が発効した。にもかかわらず、世界 大の二酸化炭素排出国のアメリカ合

衆国が国益を楯に締結せず、京都議定書の実効性が揺らいでいる。このような

状況下で、地球温暖化は一層進み、台風の異常多発（平成 17 年台風 14 号、ハ

リケーン「カトリーナ」、「ウィルマ」など）や局地的な大雨の発生のほか、北

極海や南極・グリーンランドの氷の融解など、目に見える地球上の変化が現れ

ている。 
 かかる危惧に対し、昭和 47 年６月５日に国連人間環境会議（ストックホルム

会議）は人間環境の保全と向上に関し、世界の人々を励まし、導くため共通の

見解と原則が必要であると考え、「人間環境宣言」を既に発表した。その後、わ

が国においても自治体や企業・学校なども続々と「環境宣言」を発表している。

このような状況において、平成 18 年２月に日本医師会も医療廃棄物などの発生

抑制・適正処理、再使用・再利用の推進を勧めるために「循環型社会形成に向

けての医師の行動指針」を発表している（環境保健委員会答申）。しかしながら、

地球環境の変化に伴う疾病構造の多様化などに目を向けると地球環境を無視し

得ない状況にあり、国民医療に携わる日本医師会の総意として環境に由来する

脅威に対しても具体的な方策（宣言）を発信する必要があるとの結論に達した。 
 

第Ⅱ章 地域における環境保健活動の展開 

 
 医療事故に関わるさまざまな報道が続き、国民の医療安全への関心は、より

高まりつつある。「医療機関が安全である」と思っている人は国民全体の 50.1％、

医療機関にかかっている患者の 61.6％であった（「グランドデザイン 2007―国民

が安心できる 善の医療を目指して―総論」、日本医師会、2007 年３月）。逆に

「安全でない」と考えている人も、国民全体では 43.1％、患者では 36.5％とな

っている。また、「日本の医療全般」について、「満足」、「やや満足」と回答し

た国民は 51.2％、患者は 64.2％であった。このように、医療機関が医療安全へ

の取り組みを強化すべきであることは言うまでもないが、医師や医療機関が十

分な説明責任を果たすことが、国民の安心感につながる。 
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 地域における環境保健活動を展開するに当たって、その手本として医師自ら

が日々の行動の中で示すべきである。かかる意味で、平成 18 年２月に日本医師

会は「循環型社会形成に向けての医師の行動指針」を示した。廃棄物の発生抑

制、再使用の促進、再生利用の促進、廃棄物の適正処理、環境への意識の向上

をこの中で謳っている。この行動指針は、必ずしも環境問題一般を意識したも

のではないが、環境問題を見据えた日々の診療活動および生活行動の 低限の

規範であり、まさに医師一人ひとりが模範的に行動することが、「地域における

環境保健活動」の実践に相当する。 
 
１．「循環型社会形成に向けての医師の行動指針」の掲示 
 日本医師会およびその会員は有言実行でなければならない。したがって、各

医師会員が診察室あるいは待合室などに「循環型社会形成に向けての医師の行

動指針」を掲示し、訪れる患者に見られるようにすることが第一歩であると考

えられる。 
 廃棄物に関わる３Ｒ、すなわち、発生抑制（reduce）、再使用（reuse）、再生利

用（recycle）は、近年、テレビ報道でもなされている。これに対して、「医師の

行動指針」では具体的な行動例（例えば、用紙の使用量抑制に取り組む、ゴミ

箱の設置は必要 低限とする、お茶やコーヒーなどは湯飲みやカップを用意し

て使い捨て容器の使用を減らす、事務用品やトイレットペーパーなどに再生品

を購入し使用を推進する、等々）が示されており、日常生活の中で具体的に何

をなすべきかを広く地域住民にも語りかけていることになる。同時に、医療用

廃棄物の処理問題も時折テレビや新聞で話題となり、そのような事例を耳にす

る度に心を痛める医師会員も多いと思われる。したがって、このような問題を

医師自らが重視している姿勢を示すことが「医師の信頼回復」あるいは「患者

の医療に対する満足感」につながると考えられる。 
 

循環型社会形成に向けての医師の行動指針（平成 18年２月） 

 

１）廃棄物の発生抑制 

 ①用紙の使用量抑制に取り組む（両面コピーの励行、文書の共有、電子メールの活用等によるペーパーレス化など）。

 ②用品購入に当たっては、必要性を十分検討し、無駄な在庫を持たないようにする。  

 ③修繕や部品の交換・詰め替えが可能なものの使用を促進する。 

 ④ゴミ箱の設置は必要 低限とする。 

 ⑤ペーパータオル、紙コップなどの使い捨て用品の使用をできるだけ控える。 

 ⑥お茶やコーヒーなどは湯飲みやカップ（使い捨てでない物）を用意して、使い捨て容器の使用を減らす。 

 ⑦納入業者に対し、梱包剤や包装材の簡素化や引き取りを依頼する。 
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 ⑧石鹸などについて、ディスペンサー容器（必要量だけ出せる容器）を採用する。 

２）再使用の促進 

 ①不要となったコピー用紙は保管し、内部資料やメモ用紙などに再使用（裏面使用）する。 

 ②封筒、ファイル、フォルダーなどは、繰り返し使用する。 

 ③コピー機、パソコンプリンターなどのトナーカートリッジは、メーカー回収などにより再使用を図る。 

 ④物品の仕入れに使用する容器などを通い箱化する。 

３）再生利用の推進 

 ①ゴミ箱には適切な表示をし、分別し易いようにする。 

 ②事務用品やトイレットペーパーなどに再生品を購入し、使用を推進する。 

 ③再生可能な紙類は全て資源化するように努めるとともに、ＯＡ用紙、新聞紙、雑誌、段ボール、雑古紙などに分

別し、できる限り品質の高い古紙の資源化に努める。 

 ④機密文書はできるだけ溶解処理を講じるとともに、やむを得ず発生するシュレッダー屑も資源化に努める。 

 ⑤瓶、缶、ペットボトル、紙コップなどは分別し、納入業者により引き取ってもらうか、資源再生業者などに引き

渡す。 

４）廃棄物の適正処理 

 ①廃棄物は許可業者により適正な処理を行うとともに、これに必要な費用を適正に負担する。 

５）環境への意識の向上 

 ①経営方針にゴミ減量、リサイクルの事項を挙げるなど、行動計画を作成する。 

 ②ゴミ減量、リサイクルをはじめとした環境への取り組みを推進するための組織を整備し、定期的に点検し、改善

する。 

 ③ゴミ減量、リサイクルの意義などについて、スタッフに対し環境学習を推進する。 

 ④環境への取り組みについて情報提供に努める。 

 ⑤ゴミや資源化対象物の発生量や資源化量を把握する。 

 ⑥ゴミや資源化対象物の保管場所に十分なスペースを確保した上で、衛生的な状態に保つ。 

 
２．「循環型社会形成に向けての医師の行動指針」の実践 
 今日、地球温暖化の主要因である温室効果ガス（主に、二酸化炭素）排出量

の削減に向けた大企業の取り組みには目を見張るものがある。この削減目標の

達成はまさに日本企業の存亡を賭けた戦いであり、実際、これら大企業の努力

は傘下の下請中小企業にまで浸透させることによって達成しようとしている。

しかも、努力目標を掲げるだけでは容赦されない現実があり、目標達成が不可

能ならば下請と名乗れなくなる中小企業の悲哀もそこにある。日本医師会員も

このような厳しい現実を直視する必要があるし、楽観視できるほどの猶予もな

い。 
 「循環型社会形成に向けての医師の行動指針」を診療室あるいは待合室に掲

示し、自ら掲げた行動指針に従って医師が実践する姿は、国民、地域住民にと
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っての鏡となりうる。 
 地域における環境保健活動の展開は、日常の医療活動の合間に、このような

地道な行動指針を実行することで実を結ぶのではないだろうか。医師一人ひと

りのこれらの活動が評価されるようになって初めて、「医師からの情報発信（地

域住民への教育講演会など）も聞く価値がある」と国民から思われるのであり、

情報発信のみが先行すると、実効が直ちにあがらないおそれがある。 
 
３．私立病院における地球温暖化対策自主行動計画 
地球温暖化対策である温室効果ガスの削減に直接関連する節電・節水につい

ては「循環型社会形成に向けての医師の行動指針」で触れていない。化石燃料

や鉱物資源は有限であり、地球に無尽蔵に存在しない現実を再認識する必要が

ある。したがって、日本医師会員は医療活動における３Ｒに含まれない節電お

よび節水に対しても、医師自ら削減目標値を設定し、節約するよう努力するこ

とが不可欠である。 
京都議定書目標達成計画（平成 17 年４月 28 日閣議決定）に基づいて、産業・

エネルギー転換部門に限らず業務部門においても、業種毎に目標を設定した環

境自主行動計画を策定することが求められている。この自主行動計画の目標・

内容は事業者の自主性に委ねられてはいるものの、社会的要請に応え、その透

明性・信頼性・目標達成の蓋然性を向上していくことが謳われている。この中

で、「私立病院等の未策定業種においても、自主行動計画を策定し、特性に応じ

た有効な省 CO2 対策を講ずることが期待される」と示されており、このため開

設者が国・都道府県・市町村以外の民間病院を中心とした医療分野で、業界全

体の自主行動計画の策定と、その実施状況の把握が求められる。現在、計画策

定のためのエネルギー消費量の実態把握等が行われつつあり、これらを包括し

た「私立病院における地球温暖化対策自主行動計画」が日本医師会で作成され

つつある。この計画策定作業の対象となる病院は、省エネ法においてエネルギ

ーの使用状況の届出義務がある第一種エネルギー管理指定工場（エネルギー使

用量が二酸化炭素換算 3,000kl／年以上）と第二種エネルギー管理指定工場（エ

ネルギー使用量 1,500kl／年以上）に該当する私立病院である。この行動計画に

従って、例えば医療機器の幾つかには暖機運転が必要なものもあるが、使用し

ないときは電源を逐一切るような具体的な行動が求められよう。 
この他に、大排気量自動車を燃費効率の高いものに替える、あるいは自転車

や公共交通機関を可能な限り活用するなどの持続可能な社会を目指す行動を心

掛けることが、地球にやさしい取組みと言えるのではないだろうか。以上に鑑

み、次章で述べる「環境宣言」に、地球環境に配慮した行動指針を盛り込むこ

ととした。 
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第Ⅲ章 国民、地域住民への環境保健に関わる情報発信 

 
 ヒトは環境の創造物であるとともに、環境の形成者でもある。環境は人間の

生存を支えるだけでなく、知的、道徳的、社会的、精神的な成長の場を提供し

ている。かかる環境下における人々の健康事象を扱うのが環境保健であるなら

ば、これが担う領域は限りなく広大である。この環境の中で日本医師会が対処

すべきこととして、①医師自ら環境保健に関してより幅広い知識・技術を習得

し、②環境の危険因子による健康障害を見逃さず診断・治療し、③環境有害因

子そのものまたは曝露を減少させることにより、健康影響の改善・予防を図る

よう指導し、また④地域住民や職域労働者に環境保健教育を行い、かつ⑤持続

可能な社会の実現に向けて、医師自らが、環境に負荷を与えない行動をとるよ

う努力しなければならない。さらに「地域住民や職域労働者に環境保健教育を

行う」ことにより、環境保健を地域に根付かせる方策を考案する必要がある。

このための具体的な第一歩として、日本医師会は「環境」をどのように捉える

べきか明確に示し、そのための行動指針を国民に発信する。次に、地球環境下

で傷病等を直接・間接的に取り扱う医師会員は、正確かつ適切な環境問題に関

する情報を国民および地域住民に時節違わず伝達することである。すなわち、

単に地域住民が求める医療上のニーズに応えるだけでなく、積極的に地域住民

の環境問題を予防的に解決する方策等を伝えることが求められている。 
 

１．環境宣言 
環境問題は、前述したように、ヒトに関わる四囲の環境全てを内包するため、

単に自然環境における地球温暖化や酸性雨だけの問題に限らない。すなわち、

“ライフスタイル”を実践する生活環境もあれば、ストレス源にもなりうる人

間社会も一環境であり、ヒトの健康に良い意味でも悪い意味でも影響を及ぼし

ている。一方、我々を取り巻く環境の中で、地球温暖化を示すさまざまな変化

が世界で観測されており、国連環境会議をはじめとして、自治体、企業、教育

機関など多くの団体が、地球環境を守るための決意と行動原則を述べた環境宣

言を公表している。 
日本医師会は環境保健委員会答申（平成 18 年２月）の中で「循環型社会形成

に向けての医師の行動指針」を示したが、地球環境の変化に伴い、新しい健康

問題が発生することも強く危惧されている状況に鑑み、国民医療に携わる日本

医師会の総意として以下の「環境宣言」を発信するべきとの結論に達した。 
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２．発信すべき環境保健に関する情報 

 ヒトが生活していく上で支障を来す環境問題として、地球環境による健康問

題、大気や水・土壌・地盤に関わる環境問題、くらしの中の環境問題、廃棄物

に関わる環境問題、災害に起因する健康問題等がある。 
 

日本医師会 環境宣言 

 
基本理念 
 人類が、生命の星とも言われている地球で未来にわたって生存していくた

めには、人間の活動により生じる地球環境への負荷を軽減させ、地球環境と

共存しうる社会を構築することが必要です。 
 地球環境の変化に伴い新しい健康問題が発生することも強く危惧されてい

ます。日本医師会は、日常の医療・保健活動を通じて地球環境の向上と、そ

こに生きる人間の健康維持を目指し、ここに環境宣言を行います。 
 
宣言 
 私たちは人類と地球の健康を守ります。 
 
行動指針 
 １．環境を守る医療活動を実践します。 
    快適な療養環境を確保しつつ、温室効果ガスの排出削減に取り組み

ます。このために、エネルギー使用量や廃棄物の削減、リサイクル

の推進を積極的に行います。 
 ２．環境保健教育を推進します。 
    日常診療や学校医・産業医活動において環境保健教育に取り組み、

国民一人ひとりの理解と意識改革を促します。 
 ３．環境にやさしいライフスタイルを推進します。 
    生活習慣病予防や、健康増進につながります。 
 ４．環境に起因する病気の予防に努めます。 
    多様化する環境の有害因子から国民の健康を守るために、日常診療

や教育などの場で貢献します。 
５．地域社会との調和を図ります。 

    環境問題に対する医療機関としての社会的責任を自覚し、地域社会

との調和を図ります。 
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（１）地球環境による健康問題 

  太陽光線は地表の各物質によって熱エネルギーに変換され、また熱エネ

ルギーは一方で赤外線として宇宙に放射される。地球を取り囲む大気層に

ある気体（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンなど）は可視光線

を透過させるが、赤外線を吸収し、地表に再放射する性質を持つ。これら

気体を温室効果ガスといい、この存在により、地表付近の大気が暖められ

ることを温室効果と呼ぶ。地球上の温度を決定する要因として温室効果ガ

スの濃度が重要であり、特に化石燃料使用に代表される二酸化炭素濃度の

増加が現在の地球規模の温暖化問題を引き起こしていると考えられている。

この地球温暖化が進むと、地球全体の雨量・蒸発量の増加、局地的な大雨

の発生および砂漠化が起こり、また氷河が溶けて地球全体の海面水位の上

昇が予測されている。近年報告されている地球温暖化による例として、わ

が国における台風や米国のハリケーンの異常多発の他、局地的な大雨によ

る影響が世界各地で報じられており、南米アンデス山脈（特に、ペルー）

では氷河の急速な融解による土石流の発生が危惧されている。また、熱帯

雨林地域で多発していたマラリア、デング熱などの感染症が、現在温帯気

候に属する地域でも猛威を振るう可能性も指摘されている。ヨーロッパ、

オーストラリア、アメリカ合衆国カリフォルニア州では異常乾燥下で山火

事が発生しており、日本を含む世界の各地で熱波のため熱中症（特に、熱

射病）が多発し、「体育館内でバスケットボール部の高校生が練習中に急性

心不全で死亡した」、「炎天下に置かれた自動車内で乳幼児が死亡した」、「猛

暑日の続く中、冷房嫌いのお年寄りがアパートの中で死亡していた」等々

の報道を耳にする機会も増えている。 
  地上から 10～50km 上空の成層圏オゾン層は、地球に降り注ぐ太陽光のう

ち有害な紫外線の大部分を吸収して地球の生物を保護している。一方、冷

蔵庫冷媒、洗浄剤、発泡剤などに広く使用されてきたクロロフルオロカー

ボン（フロンの一種）などがこのオゾン層を破壊することが明らかにされ、

このため有害紫外線（特に、ＵＶ－Ｂ）が地上に降り注ぎ、皮膚癌や白内

障の増加、免疫抑制などの健康影響が起こることになる。 
（２）大気の環境問題 

   1960 年頃より四日市市の磯津、塩浜地域を中心に気管支喘息の異常な発

生が訴えられるようになったが、これは工場からの煤煙・排ガス（特に、

二酸化イオウ）が原因と考えられた。このような工場からの大気への煤煙・

排ガスは「四日市喘息」や慢性呼吸器疾患などの疾病を引き起こした。一

方、自動車などから排出されるガス（窒素酸化物、不飽和炭化水素など）

は光化学スモッグの原因物質として知られ、これらが太陽光線（紫外線）
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を受けて光化学反応により二次的汚染物質（光化学オキシダント）を生成

すると考えられ、1970 年７月 18 日には東京杉並区で体育授業を受けていた

高校生が突然目の痛みや頭痛を訴えて倒れた。わが国における大気汚染に

よる健康影響は、「大気汚染防止法」や「公害健康被害補償法」等の法律に

より概ね抑制されている。しかしながら、近年大気汚染影響が長崎県や近

隣県で発生しており、中国大陸からの汚染物質の越境が疑われている。 
（３）水・土壌・地盤に関わる環境問題 

  自然界から噴出するガスには水銀や硫化水素のように身体に有毒である

ものも少なくなく、これらは地殻の変化などで噴出する成分が異なってく

る可能性があり、温泉水などを飲用している地域住民においては注意を要

する。また、大気汚染とともに土壌および地下水汚染も産業構造の変化に

伴って現れている。工場や作業場からの廃液・排水や産業廃棄物の劣悪処

理などにより、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、ヒ素、トリクロロエチレン、

フェノール、ベンゼンなどの有害物質が地下水に混入することによって発

生する健康問題は全国各地で報告されている。同時に、地下水汚染に限ら

ず、土壌もダイオキシン類、毒ガス等で汚染されていることが指摘されて

いる。これらは、いずれも有害化学物質の低濃度長期曝露につながる危険

性があり、現状での自覚・他覚症状がないまま次世代に禍根を残す場合も

ある。 
  湖沼・河川・海洋汚染として、内分泌かく乱化学物質（有機スズを含む）、

メチル水銀、カドミウムなどが指摘されている。熊本県水俣湾沿岸地域や

新潟県阿賀野川流域で発生した「水俣病」のように、製造工程で使用され

た触媒（塩化第二水銀や硫酸水銀）自体とは異なるメチル水銀が河川や海

洋に排出され、魚介類の食物連鎖を介して、ヒトに中毒が起こった。この

ような大規模なメチル水銀中毒の勃発は、今後起こらないと考えられるが、

微量のメチル水銀や内分泌かく乱化学物質が脆弱な胎児や乳幼児に母親を

介して障害を残す可能性は皆無ではない。カドミウム汚染では、岐阜県神

岡町にある三井金属鉱業神岡鉱業所が亜鉛製錬の後に出るカドミウムを含

む排水を神通川に流したため、神通川流域の農作物や飲料水にカドミウム

が混入し、これらを長期間摂取していた地域住民がイタイイタイ病を発症

した。この他、農薬、有機塩素化合物を含む内分泌かく乱化学物質の胎児

期曝露による尿道下裂や原因不明の矮小陰茎（ミクロペニス）の頻度の上

昇や、精巣の下降の遅れなども疑われているが、確認はされていない。 
（４）くらしの中の環境問題 

  人々が生活していく中で発生ないし顕在化している環境問題であり、住

居、食品安全、受動喫煙、騒音、家庭での焼却、家庭内の殺虫剤・消毒剤



11 
 

の使用、職業活動に付随した曝露などが挙げられる。住居関連では、家庭

および職場における有機化学物質、ダニ、微生物（カビ、細菌、ウイルス）、

アスベスト（石綿）などの原因（および原因物質）が存在し、この結果シ

ック・ビル（ハウスまたはスクール）症候群、アレルギー性疾患、中皮腫・

肺癌などが発症しうる。食品安全面では、魚介類（メチル水銀、有機スズ、

ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）、農薬）、肉（狂牛病（ＢＳＥ）、トリイン

フルエンザ、抗生剤）、米（カドミウム他の有害金属）、野菜（農薬、病原

性大腸菌）、粉乳（ヒ素）などがこれまでに示されている。これらは通常問

題となることは極めて少ないが、有害物を含むおそれのある食品が市場に

出てヒトが摂取した場合、あるいは妊娠中や授乳中の女性が高濃度の有害

物を含む魚介類を大量摂取した場合に、健康影響が懸念される。喫煙は、

喫煙者だけでなく受動喫煙者においても肺癌の発症リスクを高め、妊娠中

の女性が喫煙すると低体重児の出産や流産・早産のリスクを高める。また、

工場、空港、線路、道路近くに居住する住民にとって、騒音は深刻な健康

問題となる。さらに、職場活動に由来する曝露問題として、アスベスト（石

綿）の住宅地への飛散による健康影響が顕在化している。確固たる科学的

証拠は示されていないが、将来顕在化するおそれのある問題として携帯電

話の高周波電磁場や送電線からの低周波電磁場による健康影響もありうる。 
（５）廃棄物に関わる環境問題 

  産業廃棄物、感染性医療廃棄物、核燃料等の廃棄物（ラジオアイソトー

プを含む）、ＰＣＢ処理施設の廃棄物などは、特に注意を払う必要のある環

境問題と言えよう。こられの廃棄物処理過程あるいは廃棄処理後に、重金

属、ダイオキシン類、ＰＣＢ、硫化水素、硫酸ピッチ、ジクロロメタン、

ジクロロエタン、ベンゼン、ホウ素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、放射性

物質などが地域の水系、土壌を汚染することにより、懸念される健康影響

が現れうる。 
（６）災害に起因する健康問題 

   地球温暖化に起因する自然災害の他に、地震（阪神・淡路大震災、新潟

中越地震、新潟中部地震、スマトラ沖地震・津波、パキスタン地震など）、

台風、火山噴火（雲仙普賢岳、桜島、三宅島、有珠山、浅間山）による災

害そのものによる健康問題もあるが、被災後の汚水汚物などによる生活環

境の破壊、細菌感染症の蔓延、心のケアを必要とするメンタルヘルス不調

などを指す。また、自然災害とは別に、テロなどによって起こる心の問題

としての東京地下鉄サリン事件やニューヨーク世界貿易センター爆破事件

後の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）なども一つの環境問題として考

慮する必要がある。 



12 
 

３．不顕性の環境保健問題とその取扱い 
不顕性の環境保健問題として、小児の環境リスクの問題がある。すなわち、

発達段階にある胎児期および乳幼児期のヒトの脳・神経はメチル水銀、鉛、砒

素、農薬等の環境中の有害因子に脆弱であり、しかも曝露当初は無症候性であ

るか、あっても一過性の急性症状で終わるため、小児科医においても見過ごさ

れがちである。これによる脳影響は学童期以後徐々に現れ始め、一生涯継続す

るものもある。これら有害因子の低濃度曝露による不顕性中毒としての脳・神

経への影響は次世代に禍根を残す問題であり、広く国民に周知する必要がある

と思われる。典型的な例として、メチル水銀と鉛がある。前者は水俣病として

あまりに有名であり、感覚障害（しびれ感、感覚鈍麻）、求心性視野狭窄、聴力

障害、小脳症候（言語障害、歩行障害、運動失調、平衡障害）があり、しかも

妊婦が大量のメチル水銀を摂取すると先天性水俣病の子どもが生まれうる。こ

れに対して、鉛については産業保健で鉛脳症、下垂手、鉛疝痛があることを学

ぶが、わが国では事例に遭遇する機会がほとんどなく、あまり知られていない。 
平成 19 年になって、米国では中国製玩具に鉛塗料が使用されていたことが大

問題として取り上げられ、不買運動すら起こった。一方、わが国に輸入された

同玩具に対する NHK 報道では「日本の輸入元業者は、現在この玩具を回収中で

すが、『少量なので子どもが舐めても健康問題は起こらない』と述べています」

と短く伝えた。では、報道における日米の違いは何によって生じたのであろう

か？ 
 

米国における鉛塗料付き中国製玩具に対する過剰反応は、単に中国製品の輸入過剰に

対する反発からではない。これは、鉛の健康影響に関する歴史的な研究成果に寄せる米

国民の信頼が厚いからである。一方、わが国における小児の典型的中毒症例やそれに関

連する研究報告が殆どなかったことから、厚生労働省はこの問題にこれまで対処してこ

なかった。 

1903 年にオーストラリア医学雑誌は「子どもが塗料に接触すると比較的低濃度の鉛で

すら危険である」と記していた。一方、20 世紀前半、米国鉛産業界は壁や家具の表面に

使用する鉛塗料を大量に生産、販売していた。そして、1923 年には、鉛が近代生活のた

めになくてはならない有益な物質であると新聞紙面などで宣伝し、子どもが使用したり、

そばに置いたり、触っても安全と謳った。しかし、1943 年 12 月に、米国 Time 誌が塗

料に含まれる鉛によって子どもが中毒になった問題を発表し、（1914 年頃より、鉛塗料

が乳児および小児の脳症の原因物質であることが米国学会で発表されていたが）鉛塗料

が初めて公衆の問題として取り上げられた。Byers and Lord 博士は American Journal of 

Disease of Children 誌で鉛塗料に関する親の認識の欠如が、家庭内の鉛塗料の使用を招き、

小児の鉛中毒を誘発していると指摘し、この中で「ボストンの小児病院を訪れた鉛中毒
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の子どものうち正常な知能指数（ＩＱ）を持った５名のうち、１人は学校を落第し、残

り４名は気まぐれであり、学習することが難しい」と述べた。1950 年代までに、米国鉛

産業界も鉛塗料が子どもにとって有害であることに同意したが、テトラエチル鉛は自動

車のアンチノッキング剤として 1996 年までガソリンに添加されていた。因みに、わが

国は 1975 年に有鉛ガソリンを全廃した。 

1957 年、米国フィラデルフィア小児病院で研修医をしていた Needleman 医師が鉛中毒

症例を発見した。３歳のラテンアメリカ系少女は急性中毒の典型的症状（蒼白、頭痛、

胃痛、放浪癖、貧血など）を示しており、キレート剤で治癒したが、この少女は家で壁

塗料を食べて鉛中毒に罹ったと結論した。Needleman 医師は 1960 年代半ばまでに精神

科の専門プログラムを終了し、地域の精神保健センターで働き、そこで学校落第、放浪

癖、精神遅滞を患う子どもに遭遇した。子どもに鉛中毒症状は見られなかったが、1943

年に Byers & Lord 博士によって書かれた論文と酷似する症状を示していた。その後調べ

た急性鉛中毒症状のない子ども 273 名（血中鉛濃度は 40 μg/dl 以下）で、血中鉛濃度が

高くなるにつれ、ＩＱと学校の成績が低下することを見出した。さらに、この 273 名を

10 年以上経た後再評価すると、高校卒業失敗が７倍以上であり、成績が低く、欠席数が

多く、読書能力障害者が多かった。 

近の鉛の疫学的研究によると、血中鉛濃度は 10 μg/dl 以下であっても、３～10 歳児

のＩＱ得点と負に関連する。これらの事実を踏まえ、国際労働衛生委員会（ICOH）の

神経毒性・心理生理学および金属毒性に関する合同科学委員会の「鉛、水銀およびマン

ガンの神経毒性に関する国際ワークショップ」で、小児の血中鉛濃度を 5 μg/dl 以下と

すべきとするブレシア宣言を採択した（2006 年６月）。このような経緯があり、米国は

鉛塗料に対し神経質になっているのである。一方、わが国でもかつて旅役者や歌舞伎役

者が用いていた鉛含有白粉の使用を禁止したが、これらの記憶は忘れ去られている。 

 

 砒素に関して、わが国では森永ヒ素ミルク中毒事件がある。この事件が発生

した当時の話は有名であるが、その後の経過や中毒患者であった人達の予後に

関する報告は少ない。平成 19 年になって、ひかり協会の依頼で解析した死因別

標準化死亡比（ＳＭＲ）が日本公衆衛生雑誌に田中英夫・大島明両氏によって

公表された。これによると、ミルク中毒被害者の全死亡率は一般人口の死亡率

と比べ男子で 1.2（95%信頼区間 1.03～1.43）倍、女子で 1.5（1.18～1.95）倍で

あり、特に神経系および感覚器疾患による死因別死亡率は男子 5.3（2.28～9.67）
倍、女子 5.6（1.13～14.71）倍とかなり高かった。 
 

昭和 30 年初夏に西日本一帯で発熱、皮膚の発疹や色素沈着、貧血および肝腫を伴う

流行病が乳児を中心に発生した。同年８月 24 日、当時噂のあった粉ミルクに砒素が含

まれている事実を岡山大学医学部小児科学講座浜本教授が突き止め、岡山県衛生部長の
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代理として森永粉ミルクによる砒素中毒であると発表した。これらの症状は、砒素混入

粉ミルクの飲用中止と解毒剤バルの投与により、急激に治癒した。その後、厚生省の依

頼を受けた大阪大学医学部小児科教授らの委員会が「砒素化合物を経口摂取した場合の

砒素中毒患者の診断基準」を発表し、これに基づく公式被害者数は全国で 12,131 名（う

ち死亡者 130 名）と昭和 31 年６月９日に厚生省は発表した。19 世紀後半から 20 世紀前

半にかけて、砒素混入飲料による成人の中毒者はフランス（ワイン、犠牲者数 500 名）、

英国（ビール、6,000 名）、米国（サイダー、28 名）で発生しているが、森永砒素ミルク

の被害者数は世界的に見て 大規模である。 

工場に集まる原乳の酸度が酸性に傾くと、乳蛋白が凝固して加工できなくなる。この

ため安定剤として第二燐酸ソーダが用いられていた。高純度の第二燐酸ソーダが使用さ

れているならば問題はなかった。森永乳業徳島工場では、ボーキサイトからアルミニウ

ムを製造する過程でできる廃棄物を脱色再結晶した物を使用していた。このため純度が

低く、砒素を多く含んでいた。当時の問題点は、徳島工場が第二燐酸ソーダの安全性を

検査せずに安易に使用したことと、その流通過程で毒物かどうかについてアルミニウム

製造工場のあった静岡県知事が照会していたにもかかわらず国が適切な措置をとらな

かったことである。 

昭和 49 年、国、「守る会」、森永乳業の三者会談確認書に基づいて「ひかり協会」が

設立され、現在も森永砒素ミルク中毒事件被害者のための救済事業を行っている。平成

14 年のひかり協会の報告によると、重症障害を持つ被害者 798 名のうち、発達遅延が

117 名、発達遅延の重複障害者が 219 名、肢体障害者 129 名、てんかん 33 名、精神障害

103 名と、神経系の障害が多い。 

  

 この他、農薬（殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤）についても 近の知見によると、

母親の妊娠中に農薬曝露を受けた子どもは収縮期血圧が対照群と比べ高く、ま

た農薬に曝露した子どもで神経行動学的検査や幾つかの神経心理検査の成績が

低下していると報告されている。このように、胎児期あるいは乳幼児期という

限られた時期に環境中の有害因子の曝露を受けると、脳・神経に不可逆的な影

響が現れ、被害者（患者）は上述のような障害を持ち続けることを、我々は機

会ある度に発信する必要があろう。何故なら、環境は、監視を怠ると、ヒトに

悪影響を与えることがあるからである。 
 
４．情報発信の方法 
 環境保健における明確な健康障害の発見は困難であり、むしろ起こりうるリ

スクとして対処する必要があることを考えると、リスクについての正確な情報

の共有が重要になる。これをリスクコミュニケーションと呼ぶ。この環境問題

に関わるリスクコミュニケーションを、国民あるいは地域住民とどのようにと
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るかが、まさに本委員会の 重要課題となる。一方で、環境保健に関する知識・

技術を社会へ発信する場合、勿論「医師の職業倫理指針」（日本医師会、平成 16
年２月）に従って正確に行う必要がある。すなわち、「高度に発達した情報社会

の中にあって報道機関の役割もますます重要となっており、医師はこうした分

野の人々と協力して、各メディアを通じて患者をはじめ社会一般の人たちに正

しい医療情報を提供することが大切である。医師が医学・医療の専門家として

テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどのメディアを通じて専門的な情報を

提供し、適切な発言をすることは、社会的責任という意味で重要な活動である。

医師が医学的知識を公衆に対し伝達し説明する際には、まず学問的に十分な根

拠をもった代表的意見を提供するよう努めるべきである。その発言は品位をも

って行わなければならないし、自己宣伝は慎まなければならない」。したがって、

地域住民とのリスクコミュニケーションをとる方法として、以下のような方策

を提案する。 
（１）環境保健に関する講演会の開催 

   日本医師会、都道府県医師会、郡市区医師会などが中心となり、各地で

地域住民を対象に、環境保健に関する講演会を開催することが推奨される。

この場合、厚生労働省・環境省・文部科学省、都道府県教育委員会、市町

村役場等の協力（共催、協賛）を必要とするが、広く地域住民に環境問題

の所在、その予防法および対処法に関する情報を発信する趣旨はこれらの

行政機関にも受け入れられよう。また、講演会会場は大規模施設のみを想

定するのではなく、利用可能な地域公民館や学校等の小規模施設でも行い

うる。さらに、番組化に対する地方テレビ局の支援が得られるならば、地

域住民が家庭において環境保健の重要性を理解することも可能になる。 
   講演会における環境保健に関するテーマは、原則として「環境宣言」の

基本理念および行動指針に沿った内容が選択されるべきであるが、地域固

有の環境問題を必ず盛り込み、併せて講演を聞きに来る対象者の年齢に配

慮した内容を選ぶ努力が求められよう。また国民ないし地域住民に環境リ

スクの基本的な考え方を伝えることも必要であろう。前述の「発信すべき

環境保健に関する情報」は本委員会（平成 16～17 年度）で整理された環境

問題であり、これらの問題の幾つかをどのように組み立てるかは個々の講

演者に委ねられる。いずれにしても講演者の選択・決定が重要な鍵となる。

かかる意味で環境保健に精通した医師とともに、環境行政担当者ないし実

務者を講演者ペアとする講演会の開催は、地域住民を対象とする場合、相

補的であり有望と考えられる。さらに動植物の生態学専門家の講演を含め

ることは“環境”の包括的理解を促す意味で一層効果的であると思われる。 
（２）診療活動の場における情報発信 
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   上述の講演会は常時行うことが難しいが、医師会員の診療室あるいは待

合室に、環境保健に関するポスターを掲示し、あるいはパンフレットを置

いておくことは容易であろう。環境保健に関する情報を一人ひとりの地域

住民～若年層から高年層まで～に理解してもらうことが重要であり、健康

問題を抱えてくる患者には特に関心を引く可能性が高い。また、情報機器

（液晶画面、コンピュータ装置など）の小型軽量化および機器の廉価が進

む中で、講演ビデオやテレビ番組化されたビデオ等を待合室で放映するこ

とも今後検討すべきであろう。 
   さらに、診察室を訪れた患者一人ひとりに、医師自ら「口コミ」情報を

発信することも大切である。個々の患者の疾患原因や病態が環境問題やラ

イフスタイルと必ずしも直結しない場合であっても、地域環境におけるリ

スクコミュニケーションを行うことは、医師としての尊厳を高めるだけで

なく、逆に医師自身が知らない環境問題の存在を患者から学ぶ機会にも通

ずる。併せて、双方向のコミュニケーションは医師－患者間の相互理解を

深め、当該疾患における効果的治療に結びつく可能性もある。 
（３）その他の方法による情報発信 

   その他の手段として、新聞、雑誌、インターネットを用いる方法がある。

しかしながら、新聞や雑誌の場合、発行者の意図等により変わりうるので、

医師側は前述の「医師の職業倫理指針」に照らしてこれらに対処すべきで

ある。また、インターネット情報は、責任の所在を明らかにした国・地方

公共団体や大学のものから、企業や個人的趣味領域の内容に至るまで、科

学的根拠もさまざまであり、これらの溢れる情報は、国民ないし地域住民

にとって、良否の判断を妨げるものとなる危険すらあるように思われる。

サイト検索がインターネット使用者に委ねられている以上、我々医師会員

が責任もって編集制作しても、誤解される可能性は高いと考えられる。し

たがって、各地で行う上述の講演会等の実績を積み上げた後に、かかるネ

ットサイトを立ち上げるようにすることが望まれる。 
 

第Ⅳ章 医師への支援と情報提供 

 
 環境保健に関する医師への支援および学習の機会を確保するために、日本医

師会は生涯教育、産業医研修、学校医研修において、環境保健に関するカリキ

ュラムを準備し包含させるなどの方策をとる必要がある。また、環境保健の問

題に対する様々な問い合わせに即応できるデータベースや図書類の整備、コン

サルティングのできる人材に関する情報の確保などの支援が必要となる。 
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 環境問題は学際的であるが、正確な理解や判断が難しく、例えば地球温暖化

については今後の国際的取組の如何により大きく変わりうる。また、環境保健

に関しては医学的知見（事例）が乏しいこともあるので、科学的な立場に立っ

て行動するには、「○○の因果関係が明らかでない」等を含め、正確な情報を蓄

積し、それを医師会員に伝える必要もでてくる。一方、会員からの問い合わせ

に対しては、具体的に回答する必要がある。このための仕組みを都道府県医師

会が整備することが望まれる。都道府県医師会は環境保健や環境保全に関する

出版物や資料等を整備するとともに、特にその地域に関連する環境保健・保全

の情報や地方自治体の報告書等も収集・整備しておく必要がある。 
 
１．医師の生涯教育 
 近年の医学・医療の進歩には目覚ましいものがあり、それだけに専門化・細

分化が一層顕著になっている。多くの医師が専門医としてのトレーニングを受

ける傾向があり、自分の専門以外の疾患については必ずしも明るくない医師が

その結果生まれている。このような時流の中で、日本医師会では会員の生涯教

育に資するために、「日本医師会雑誌」に加えて、昭和 58 年９月より「生涯教

育シリーズ」を刊行している。患者の立場からすれば、専門医にすら珍しい疾

患を発見して欲しいのではなく、日常よく見られる疾患や、生活や生命に関わ

る重要な疾患を見逃さないことを強く望んでおり、このような専門外の医師に

も相応しい内容（資料）を「生涯教育シリーズ」の冊子（著書）として発行し

ている。 
 望むべくは、これまでに科学的根拠の得られた環境保健に関する知識、ある

いは環境保健に関連する史実を「生涯教育シリーズ」の一冊子としてまとめて

刊行し、日本医師会雑誌の購読者に提供されるべきである。これは日本医師会

の生涯教育の理念にもかない、利用の仕方次第では真に医師への支援と情報提

供の一翼を担いうる。一方、日進月歩で変わる 新知識や情報に関しては、そ

の後の改訂までの期間、以下に述べる産業医研修や学校医研修の中で補うよう

にすると、これら研修における環境保健のための教育時間を減らすことにもつ

ながる。 
 
２．産業医研修 
 日本医師会認定産業医である医師会員の多くは、地域で診療にあたる傍ら、

産業医として企業で働く人々の健康を守っている。環境保全や持続可能な社会

の形成を目指す動きを考える時、このような立場にある医師が環境（保健）教

育に携わることは大事なことである。企業の経済活動が環境にインパクトを与

えることは企業に働く人々にとって理解されているが、産業医としては企業の
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経済活動が環境への影響を通して地域住民や地球規模で人類に健康面で影響を

与えうることを教示することが重要である。また、その影響を受けるかもしれ

ない地域住民が、その労働者でありその家族であることを指摘できるのは、企

業で働く人々の健康を守っている産業医である。また、産業医は労働現場の作

業環境リスクについての知識・技量（検討能力）を研鑽していることから、こ

れらを一般環境リスクに拡大するための研修は、比較的短時間で済むと考えら

れる。 
これまで都道府県医師会が開催している認定産業医研修会では、環境保健は

あたかも産業医学の一関連領域（例えば、「職場の物理的有害因子」など）とし

て取り扱われるに留まっていた。今後、地球温暖化に関する科学的情報、オゾ

ンホールと紫外線の関係、大気汚染、受動喫煙、室内環境汚染、ディーゼル排

気ガス、ダイオキシン類、内分泌かく乱化学物質、アスベスト、花粉症などの

環境保健に関連する内容を、下表の試案のように、産業医研修会の作業環境管

理、作業管理、健康管理、有害業務管理の中に入れ、くらしの中の環境問題を

その他の講義の中に導入することが望まれる。この点について日本医師会の産

業保健委員会において、産業医学研修カリキュラムへの導入に向けて検討され

ている。 
 

環境保健問題を産業医学研修カリキュラムに導入するための試案 

作業環境管理 大気汚染、ディーゼル排気ガス、ダイオキシン類、内分泌かく乱

化学物質 

作業管理 地球温暖化に関する科学的情報（熱中症予防の講義に含める） 

健康管理 受動喫煙、花粉症などのくらしの中の環境問題 

有害業務管理 アスベストの環境問題、オゾンホールと紫外線、室内環境汚染 

その他の講義 水・土壌・地盤に関わる環境問題、廃棄物に関わる環境問題 

 
３．学校医研修 
 医師会員の多くが学校医として、学校保健に貢献している。この立場を活用

し、教育委員会の協力を得て児童生徒に対して環境保健教育を行うことが可能

である。すなわち、学校での健康診査や学校保健委員会への出席だけでなく、

総合学習などの授業において、直接児童生徒に語りかける機会を積極的に作る

ことが望まれる。環境問題の解決には、生徒の行動変容や価値観の転換が求め

られている。この意味で、若年者の環境観を育む教育が重要であり、学校保健

の場の活用を図るべきである。 
 この目的のため、学校医研修会において、室内環境、学校環境を含む一般環

境におけるリスクについて、学校医が総合的な理解を深めることが重要となる。
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このテーマとして、地球温暖化に関する科学的情報、オゾンホールと紫外線障

害、大気汚染、水・土壌・地盤に関わる環境問題、受動喫煙、室内環境汚染、

廃棄物に関わる環境問題などが考えられるが、いずれにしても児童生徒に理解

してもらいたい項目は何かを検討する必要がある。  
 
４．環境保健情報センター 
 本章の冒頭で述べたように、環境保健や環境保全に関する出版物や資料を都

道府県医師会に整備するだけでなく、日本医師会には環境保健情報センターと

も言えるようなセンターを設置することが望まれる。このセンターでは、都道

府県医師会レベルよりさらに多岐にわたる環境保健や環境保全に関する出版物

や資料を揃え、都道府県医師会で回答が難しかった問い合わせなどにも回答で

きる役割を持つ。このために、単に出版物だけでなく、環境省や経済産業省な

どから国内外の環境情報が入手できるような体制の構築も求められる。さらに、

環境保健・保全の専門家リストを作成・整備し、環境問題に対する相談業務を

行い、都道府県医師会に紹介できる機能を保持すべきである。 
 このように、都道府県医師会と日本医師会のセンター間では、問い合わせの

仲介だけでなく、常に情報交換をする双方向性コミュニケーションが重要とな

る。ある事態に対する医師会の見解やコメントなどが、地区医師会レベル、あ

るいは個々の医師会員まで速やかに伝えられる必要がある。このためには、情

報のデータベース化とインターネットから容易に接続を可能とするシステムを

備える必要があろう。この情報の流れ（フロー）は、日本医師会で既に設置が

進みつつある「医師会総合情報ネットワーク」と連動できる機能とすることが

求められる。なお、環境保健情報センターの提供する情報の質は、科学的に正

確でなければならないが、一方で中立的な立場で情報が提供されるように図ら

れる必要がある。なお、この情報センター構想の詳細検討は次年度以降の課題

である。 
 

第Ⅴ章 環境問題に対応する組織の強化と人材育成 

                                     
 現在、都道府県医師会に「環境保健委員会」を設置している医師会はそれほ

ど多くない。公衆衛生委員会や産業保健委員会がそれを兼ねていたり、あるい

は環境保健に関する組織を持たない医師会もある。したがって、都道府県医師

会の中に環境保健委員会を設置し、個々の環境問題に対応できる体制を整備す

る必要がある。また、日本医師会においては、これまでに述べてきた環境問題

に対応する組織の人材育成を図るため認定制度を含む諸体制の構築を今後検討
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し、都道府県の環境保健委員会に環境保健情報システムを通じて様々な情報を

流すとともに、委員会からの問い合わせに答える必要があろう。 
 
１．都道府県医師会における環境保健委員会の在り方 
 上述のように、公衆衛生委員会や産業保健委員会の中で環境問題を多少とも

議論しているように思われるが、都道府県医師会に専門的に取り扱う部署がな

いことが多い。しかしながら、環境の持つ広汎性とともに健康に及ぼす重要性

を考えると、また今後のわが国の予防医学の推進を目指す上で、独立して検討

すべき一領域と考えられる。したがって、都道府県医師会は環境保健委員会を

新たに立ち上げ、各医師会内での環境問題に対して議論するとともに、地域住

民に対する環境問題の健康への影響について啓発活動を実施する必要がある。 
 環境保健委員会を立ち上げるに当たっては、その委員会の構成として都道府

県医師会の公衆衛生委員会、産業保健委員会、学校保健委員会の委員を 低限

１名以上含むことが望まれる。これは医師会員への環境保健に関する情報提供

の場である産業医研修や学校医研修との連携を考慮したものである。同時に、

地域の公衆衛生問題に関わる情報を委員会が把握しておく必要もある。これら

の構成員の他に、都道府県にある大学医学部（ないし医科大学）の環境保健の

専門家を加え、医師会内の研修とともに、地域住民への情報発信である講演会

等の実施を検討する。 
 この環境保健委員会立ち上げ当初の課題は、各県の環境問題の把握であろう。

昨今の異常気象による大雨、土石流、台風等による衛生上の問題、健康上の問

題点を整理すること、およびこれらを数値で捉えられるように都道府県庁の関

連部署・研究所より資料を集めること、また過去・現在にいたる歴史的環境問

題（例えば、水俣病、イタイイタイ病、カネミ油症、四日市喘息、土呂久鉱山

砒素中毒、足尾鉱毒事件、人形峠ウラン鉱山と労働者の被爆、雲仙普賢岳・有

珠山・桜島・三宅島噴火、八甲田山中での自衛隊員死亡等々）に関する資料等

を県庁、郷土資料館、地方新聞社などから収集することが環境保健の理解を高

めるのに重要であると思われる。一方、地域における環境保健活動として、都

道府県医師会が①どのようなテーマで、②どの時期に、③どのような機会を通

じて講演会活動等ができるのか検討し、実践していくべきである。さらに、地

球温暖化による異常気象のほか、地震・津波、大規模火災等の緊急事態時にお

ける対応と組織編成、およびこれらの事態後の心のケア（ＰＴＳＤ対策）につ

いても日頃より検討することが必要となる。 
 
 
２．都道府県医師会と日本医師会との連携の在り方 
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 都道府県医師会と日本医師会の環境保健委員会は密接に連携をとり、年度ご

とに調査研究テーマや活動方針などを情報交換することが必要となる。このた

めに、年一回日本医師会による環境保健担当理事連絡協議会の開催が望まれる。

例えば、都道府県で問題となっていた事例（例えば、インフルエンザやスギヒ

ラタケ中毒）が、実は、近県一帯で発生していたということはありうるので、

都道府県医師会が調べた詳細な地域の環境問題を日本医師会開催の環境保健担

当理事連絡協議会で集約し、日本医師会はこれらを逐一列挙し、それらの情報

を総合分析する。これによって、環境問題の時間的経過とともに、空間的広が

りが明らかにされることが期待されよう。また、これらの分析結果を都道府県

医師会に戻すことにより、未知の健康問題の所在や解決の糸口も見つけられる

可能性が出てくる。また、これらの情報は前章で述べた環境保健情報センター

に集積されることになり、医師会総合情報ネットワークを通して個々の医師会

員に配信することも可能となる。このように、環境起因性疾患や健康問題を日

本全体の健康問題として組織的に明らかにしていくことが、日本医師会の発展

にもつながる。 
 なお、都道府県医師会の環境保健委員会および担当役員、日本医師会の環境

保健委員会、環境保健情報センターとの具体的な連携のあり方については次年

度以降の検討課題である。 
 
３．環境問題に対応する人材育成 
 広範な環境問題に対応できる専門医師（人材）を育成することも日本医師会

に課された課題の１つである。この解決の糸口として、日本医師会の「生涯教

育」を活用し、環境保健の各テーマについて医師会員が生涯学習することが望

まれる。具体的な制度のあり方は今後の検討課題であるが、当面は都道府県医

師会が開催している産業医研修や学校医研修の中で環境保健に関連する各論的

な講演を聴き、さらにより総論的な講演を北海道・東北、関東、東海北陸、近

畿、中国・四国、九州地方などで日本医師会が主催する講演会を聴くなどして、

多面的に幅広く学習する機会が得られる制度を考案すべきであろう。 
 一方で、日本医師会は医師の生涯教育のための「生涯教育シリーズ」に環境

保健に関連する史実を一冊子としてまとめて刊行できるように日本医師会の環

境保健委員会で検討することが重要である。医師会員のために書かれた、この

ような冊子が、環境問題および対処マニュアルとして、診察室の机の上に置い

てあると、専門外の医師にあっても自ずと関心を持つようになり、結果として

人材育成につながる可能性もありうる。 
 

第Ⅵ章 行政への働きかけと連携 
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 多彩な問題をはらむ環境保健や環境保全の課題の解決には、行政機関の役割

に期待するところが極めて大きい。医師会は関連する地域の行政機関に対して

適切に働きかけ、あるいは連携を保ちつつ、環境保健に関して行政が行う調査

や施策の企画・実施に医師会として積極的に協力し、また医師がそのような役

割を果たす際の支援を提供すべきである。なぜなら、医師会の役員・会員は、

地域医療活動、地域保健、学校保健、産業保健等、また種々の社会活動を通じ

て、大きな人的資源のネットワークを持っている上に、今後さらに医師会とし

て組織的にデータベースや情報ネットワークを構築し、そのような目的に備え

ることが期待されるからである。 
 行政機関は住民の健康を守る役割を持つと同時に、事業体として開発事業を

行うなど環境に負荷を与える立場に立つこともあるので、医師会としては行政

機関の性格に応じて緊張関係にある協力体制を目指す必要があろう。行政機関

がややもすると短期的な視点に偏りがちなこと、あるいは縦割りの組織である

ことなどにより起こりうる問題点に留意し、また地域住民と行政が対立するよ

うな場合も、医師会は科学的な立場で情報の開示を求めたり、監視、調整、あ

るいは円滑なコミュニケーションの達成などを図る努力をする必要があろう。 
 
１．日本医師会と環境省・厚生労働省・内閣府食品安全委員会との連携 
 環境省は、環境保全とともに環境破壊による健康影響の予防の一環として、

これまでにも「熱中症保健指導マニュアル」、「紫外線保健指導マニュアル」「花

粉症保健指導マニュアル」などの冊子を作成し、関連する機関に配布している。

このため、本環境保健委員会においても環境省の専門家に環境行政あるいは施

策・予防対策等について説明していただいている。また、環境保健担当理事が

中央環境審議会の委員として任命され、環境保健部会に所属して環境保健行政

に意見を具申している。このように、日本医師会と環境省との連携を密にして、

相互に情報を交換することにより、必要な情報を広く医師会員に伝えられるよ

うにすることが望まれる。 
 環境省以外にも、厚生労働省や内閣府食品安全委員会との連携を考えておく

べきである。例えば、平成 15 年６月に厚生労働省から、胎児の過剰なメチル水

銀曝露を避けるために妊婦に対する魚介類摂取量に関する注意勧告が出された。

この時の勧告の出し方が唐突であり、またマスコミの取り扱い方もセンセーシ

ョナルであった。国民の勧告の受け取り方も、水俣病を想起しながらのもので

あったようで、妊婦に対する勧告であったにもかかわらず、中高年の男性まで

もが魚を食べない方が良いと言うメッセージとして受け取ってしまった。その

ために、妊娠中は摂食制限すべきと名前の挙がった魚は市場で売れなくなって
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しまい、風評被害の声も上がったほどである。 
 このような時に、医師会員が自分の診ている患者に科学的に正しい説明をし

てあげることができれば、混乱は避けられたであろう。むしろ前述のようなケ

ースでは、産科の医師から説明された方が、妊婦は冷静に受け止めるし、国民

全体の混乱も無かったと考えられる。 
 この出来事の後に食品に関するリスク評価は、新たに作られた内閣府食品安

全委員会において行われることになった。平成 17 年 6 月には、食品安全委員会

からメチル水銀の耐容摂取量が提案され、その後厚生労働省から摂食制限の注

意勧告が発せられたが、この時は落ち着いて受け取られた。これは、科学的根

拠を明確にして耐容摂取量が提案されたことに加えて、実際のリスク管理が別

の機会に発表されたことも関連するだろう。 
 食品安全委員会は、メチル水銀のような環境汚染物質であり食品に混入して

いるものに関するリスク評価はじめ、ＢＳＥや食品添加物、さらに特定保健用

食品などのリスク評価も行っている。したがって、必ずしも環境汚染物質では

ないが、食品の安全性に関して重要な役割を持っている組織である。食の安全

が国民的な関心であるとすれば、食品安全委員会の発する情報を科学的な立場

から説明することは重要であり、健康のプロフェッショナルである医師会員に

その役割が求められるとすれば、食品安全委員会との連携も視野に入れておく

必要があろう。 

 
２．都道府県医師会の環境保健委員会と地方行政との連携 
 各都道府県には、環境審議会（ないしはそれに相当する審議会）があり、都

道府県医師会からも委員が任命されていることが多いと考えられる。一般に審

議の内容は、自然環境や大気、水環境の測定結果などを含む環境全般の報告が

多く、健康関連の話題が出ることは少ない。そのために医師会から任命されて

いる委員の興味をひくことも少なく、出席を渋りがちになることもある。しか

し、都道府県の環境審議会に所属する健康の専門家は医師会から任命されてい

る委員以外にはほとんどおらず、その意味では出席する意義は大きい。また、

環境保健に関連する発言や質問等をする中から、環境審議会の領域を拡大させ

る必要もある。また、各都道府県には環境保健センターや衛生研究所等の施設

があり、環境保健も含んで幅広く環境に関する情報収集や調査結果等を毎年報

告している。したがって、これらの報告書を都道府県医師会が収集するととも

に、都道府県の環境保健委員会はこれらの地方行政機関の専門家を交えて委員

会を開催し、各地域固有の環境問題の所在を検討することが望まれる。 

第Ⅶ章 緊急事態、災害への対応と組織編成 
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 近年、交通事故や自然災害のみならず環境保健や保全に関わる大きな事故の

発生（阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、新潟中部大震災など）がしばし

ば見られる。今後はあらゆる災害から国民の生命と健康を守るために、医療・

保健領域における災害医療のすき間のない危機管理体制の確立が急務である。

かかる事態に備えて、医師会においても対応について検討しておくことが重要

である。もちろん、医師会に対する行政からの協力依頼等もあろうが、それら

に対応するだけでなく自主的な取り組みも考慮されるべきであろう。 
 まず、大事故が起きたときの医師会内部の情報伝達のシステムの構築、対応

する組織作り、情報収集方法と収集した情報の分析について、あらかじめ検討

しておき、マニュアルを作成・公表しておくことが求められる。 
 また、生起した事態への初期の直接的対応は重要であるが、そればかりでな

く間接的あるいは中長期的な対応も考慮すべきである。例えば、数年前の原油

流出事故においては、大規模な環境汚染の修復を行っていたボランティアの人

の死亡が発生したが、そのような事態を防ぐために、事態に対応して活動して

いる人々の健康管理に目を向ける活動等は医師会ならではの活動と考えられる。

また環境汚染の長期にわたる人々への影響を調査する等、人々の健康に関する

事項を長い目で考慮することが必要であろう。 
 
１．緊急時指揮命令系統の導入 
 災害発生直後の問題として、「資源の不足」よりも「適切な協調不足」あるい

は「指揮命令系統の混乱」が指摘されている。例えば、1970 年代の米国カリフ

ォルニア州で起こった山火事の際、消防、警察、救急、行政、メディア、地域

住民の間の適切な協調が不足していたため、効率的な消火活動ができず、多く

の家屋と生命が奪われた。この失敗の原因として、①関係機関との調整不十分、

②指示命令系統における責任者の不明瞭、③複数機関が関与するという前提が

計画段階で未検討、④複数機関を横断的に管理する組織体系の未確立、⑤統一

された用語の欠如、などが指摘された。この教訓を経て、「緊急時指示命令系統

（Incident Command System, ICS）」が開発され、全米の災害・危機管理対応部局

で採用されている（この基本的な同意内容は、大災害時に行われなければなら

ないことと、各々の組織と部門の任務と責任者を明確にすることである）。危機

管理の一環として、わが国でもＩＣＳの導入を検討することが必要となろう。 
 
 
２．災害医療の流れ 
 災害発生時の対応は、(１)時間軸に沿った災害医療の流れ（すなわち、①災害
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発生直後、②災害急性期（～72 時間）、③急性期経過後、④災害収束後）と、(２)
ロジスティック（輸送、補給）で構成される。前者では、特に災害急性期（遅

くとも被災 72 時間以内）に重症救急症例を早急に診断して必要な医療に引き継

ぐことが重要となる。また、時間の経過とともに、避難所等での健康管理の必

要性が高まるので、介護、福祉の面での相談と支援、透析医療や生活習慣病の

治療の継続、集団生活の長期化に伴う感染症予防活動や被災者の心的外傷後ス

トレス障害を含むメンタルケアを行う必要がある。なお、ロジスティックにお

いては、高度な技術を持つ専門家チームの活動が中心となるので、関係行政機

関（衛生当局、消防、警察、自衛隊、海上保安庁など）や関係団体（日赤、医

療関係団体、ライフライン関係など）の協力・連携が重要である。 
 
３．災害対応のための組織編成 
 災害の際には、高齢者や社会的弱者が犠牲になりやすい。したがって、平時

より高齢者等の状況を把握し、被災時に起こりうる問題を想定した予防と準備

が求められる。高齢者の多くが複数の慢性疾患を持ち、日常的に医薬品を服用

しているので、災害時にはこれらの医療情報が的確に伝達され、必要な医療が

提供できるよう、要医療者、要介護者の医療・介護情報を救護所などで供覧で

きるシステムを構築する必要があろう。 
 現在のわが国の災害医療計画は、災害拠点病院を核にした集中型モデルを想

定している地域が多い。しかし、災害発生直後は被災者でもある診療所や中小

病院が院内や避難所・救護所などで主たる役割を担うことが多い。実際、阪神・

淡路大震災では地震発生直後の医療活動は診療所や中小病院が中心であった。

これは、①被災者にとってアクセスが良かったこと、②地域に密着していたこ

と、③管理者のトップダウンで指示命令系統がはっきりしていたこと等が理由

として挙げられている。このように、地域の医療提供者を取りまとめる立場に

ある医師会を中心として、災害拠点病院と診療所、中小病院などの関係機関と

の連携を基本とするネットワークシステムが構築されるべきである。  
 これまで、地域医師会相互あるいは行政との間で、医療救護に関する協定が

締結され、災害医療救護計画の策定が推進されてきた。しかしながら、郡市区

医師会と市町村との間は所轄区域が異なることもあり、協定の締結が進みにく

いこともある。都道府県医師会と都道府県が管下をまとめあげて一括して協定

を締結する機会を設けるか、都道府県単位の協定において域内を包括すること

も求められよう。なお、避難所や避難経路の多くは学区毎の整備も有効である

と思われる。これは、①子供たちの安全をいち早く確保する必要がある、②地

域で認知されている通学路という安全なルートが存在する、③多くの被災者を

収容できる施設（学校）が存在する、等々の理由からである。このように、地
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域の医師会においては、学校医活動と災害医療との連携、医師会と学校など教

育機関との連携も視野に入れておく必要がある。 
 

第Ⅷ章 定点観測 

 
 「定点観測」とは、医師会の会員の中で、環境保健の問題、特にヒトの健康

への影響について関心の高い会員の協力を得て、その医療機関を定点として、

疾病の受診状況等を観測することである。特定の疾病の受診状況に関する時系

列の推移や、他地域における同様の記録との比較により、環境に起因する疾病

の発生を検知するなど有用な情報を得ることができる。そのために進化型オン

ラインレセプトコンピュータシステム（ＯＲＣＡ）の情報を利用する可能性も

考えられよう。 
 
１．疾病の受診状況の把握 
上述したように、医師会員の診療機関を定点として、疾病の受診状況を把握

することの意義は深い。この場合、観測対象とする疾病として既存の知見から

環境との関係が懸念される疾病を選択することが考えられるが、そのような懸

念と無関係に、多発する疾病あるいは逆に比較的稀な疾病などの基準により選

択した疾病について観測することも有用と思われる。特に、地球温暖化による

健康影響に関心が高いことから、将来増加する可能性の高い感染症（マラリア

など）の観察は重要であろう。 
 このような観測の重要性は明らかであるが、有効性を担保するためには、診

断基準等の統御が不可欠である。得られた情報は、ほとんど即時的であり全国

をくまなくカバーしているので、インパクトも強いであろう。それだけに実現

にあたっては、質も含めて情報の収集や処理、社会に向けての発信方法等慎重

に検討する必要がある。今後の課題として、どの医療機関が定点となるか、診

断基準をどのように統一するか、またこれら医療機関からの情報をどの程度の

頻度で中央に収集・報告するかについて、実行可能性を含めて検討する余地が

ある。 
 
２．環境有害因子の生物学的モニタリング 
  1950 年前後に水俣湾付近に住んでいた人々から収集した臍帯組織（いわゆ

る「臍の緒」）を用い、メチル水銀やセレン濃度を測定し、当時の曝露状況を研

究した報告が Nature 誌（1975 年）に掲載されている。臍帯血は近年骨髄バンク

に集められ、骨髄移植用の造血幹細胞として利用されるようになっているが、
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このような臍帯組織は長期間保存することによって、わが国の環境情報を提供

しうる。また、血液・母乳・食事バンクとして、一部の研究者によって過去に

わが国でそれら生体試料が収集・保存されているが、厚生労働省の継続的資金

が中断されたことにより、その後の生体試料の収集は行われていない。 
 これらをヒントとして、単に疾病の受診状況に限らず、医師会員の協力を得

て、医師会員自身の血液や尿などの生体試料を定期的に採取し、主として環境

からの化学物質の曝露の生物学的モニタリングを行うことも、わが国にとって

重要な情報をもたらすと考えられる。医師会員の多くが自らの診療所を持ち、

同じ土地で長期間生活していることは、このようなコホートを形成するにあた

って有利な条件である。 
 情報の収集と処理に当たっては、個人情報の保護を徹底的に行い、また得ら

れた情報を開示・利用する際には、無用の誤解を生じないよう 大限の注意を

払うことが求められる。しかし、関心ある医師が直接関わることによって得ら

れるこの種の情報の価値は極めて高く、医師会でしかできない事業とも評価で

きるので、今後優先的に取り組むべき課題と言えよう。 
 

第Ⅸ章 まとめ 

１．会長からの諮問と今期委員会の課題 
今期の環境保健委員会は、会長から「地域における環境保健活動の展開」に

ついて諮問を受けた。 
 諮問内容について討議した結果、今期委員会の主な課題は、前期の環境保健

委員会がまとめた環境保健における医師の役割、及び医師がそれらの役割を果

たす上で日本医師会が採るべき施策の方向について討議を深め、地域における

環境保健活動を展開するための、より具体的な活動のあり方を示すことである

とした。 

 特に、日本医師会、都道府県医師会および地域の医師が環境保健についてど

のような情報を、どのように国民および地域住民に発信するのかについて示し、

併せて地域の健康水準を保つ役割を直接担う医師に対する情報提供等の支援の

在り方について検討することを重点課題とした。 
 
２．環境宣言 
地球温暖化を示すさまざまな変化が世界で観測されており、国連環境会議を

はじめとして、自治体、企業、教育機関など多くの団体が、地球環境を守るた

めの決意と行動原則を述べた環境宣言を公表している。 
日本医師会は環境保健委員会答申（平成 18 年 2 月）の中で｢循環型社会形成
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に向けての医師の行動指針｣を示したが、地球環境の変化に伴い、新しい健康問

題が発生することも強く危惧されている状況に鑑み、国民医療に携わる日本医

師会の総意として下記の「環境宣言」を発信するべきとの結論に達した。 
 

 
 
 

３．地域における環境保健活動の展開 
―「循環型社会形成に向けての医師の行動指針」の掲示と実践 ― 

日本医師会 環境宣言 

基本理念 

 人類が、生命の星とも言われている地球で未来にわたって生存していくためには、人間の

活動により生じる地球環境への負荷を軽減させ、地球環境と共存しうる社会を構築すること

が必要です。 

 地球環境の変化に伴い新しい健康問題が発生することも強く危惧されています。日本医師

会は、日常の医療・保健活動を通じて地球環境の向上と、そこに生きる人間の健康維持を目

指し、ここに環境宣言を行います。 

 

宣言 

 私たちは人類と地球の健康を守ります。 

 

行動指針 

 １．環境を守る医療活動を実践します。 

    快適な療養環境を確保しつつ、温室効果ガスの排出削減に取り組みます。このため

に、エネルギー使用量や廃棄物の削減、リサイクルの推進を積極的に行います。 

 ２．環境保健教育を推進します。 

    日常診療や学校医・産業医活動において環境保健教育に取り組み、国民一人ひとり

の理解と意識改革を促します。 

 ３．環境にやさしいライフスタイルを推進します。 

    生活習慣病予防や、健康増進につながります。 

 ４．環境に起因する病気の予防に努めます。 

    多様化する環境の有害因子から国民の健康を守るために、日常診療や教育などの場

で貢献します。 

５．地域社会との調和を図ります。 

    環境問題に対する医療機関としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り

ます。 
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前期の環境保健委員会は、持続可能な社会の実現に向けて、医師自らが環境

に負荷を与えない行動をとるための指針として、廃棄物に関わる３Ｒ、すなわ

ち、発生抑制（reduce）、再使用（reuse）、再生利用（recycle）について具体的な

行動例をまとめた「循環型社会形成に向けての医師の行動指針」を示した。 今

期委員会はこの「行動指針」（本文中に提示）を診療室あるいは待合室に掲示し

実践することが、地域における環境保健活動として重要であると考え、その実

現を図るべきであると結論した。 

 
４．国民、地域住民へのその他の情報発信 
 国民、地域住民に対し環境問題について講演会や診療活動の場で情報発信を

行うことが重要であるとし、発信すべき具体的な内容と方法を提案した。 
（１）講演会の開催 

日本医師会、都道府県医師会、郡市区医師会などが中心となり、各地で地域

住民を対象に、環境保健に関する講演会を開催することとし、講演のテーマや

講演者の選択について述べた。 
（２）診療活動の場における情報発信 

診療室あるいは待合室に、環境保健に関するポスターを掲示すること、パン

フレットを置くこと、あるいは講演ビデオやテレビ番組化されたビデオ等を待

合室で放映することなどは、効果的な情報発信であることから、今後具体化を

検討すべきであると結論した。また、個々の患者に対して医師自らが環境保健

教育を行うことは重要な環境保健活動であると指摘した。 
 

５．医師への支援と情報提供 
 環境保健に関する学習の機会を確保するために、日本医師会は生涯教育、産

業医研修、学校医研修において、環境保健に関するカリキュラムを準備し包含

させる必要があると結論した。 
また、環境保健の問題に対する様々な問い合わせに即応できる仕組みを整備

するために、都道府県医師会は環境保健や環境保全に関する出版物や資料等を

整備すること、特にその地域に関連する環境保健・保全の情報や地方自治体の

報告書等も収集・整備すること、回答作成を担いうる人材を準備することなど

の必要性を指摘した。 
（１）医師の生涯教育 

 日本医師会は会員の生涯教育のテーマとして環境保健を取り上げるべきであ

り、当面の手段として、環境保健に関する科学的知見、あるいは環境保健に関

連する史実を「生涯教育シリーズ」の冊子として刊行することが適当であると

結論した。 
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（２）産業医研修 

 これまで都道府県医師会が開催している認定産業医研修会では、環境保健は

産業医学の一関連領域として取り扱われるに留まっていたが、より広域の環境

保健に関するテーマをカリキュラムの内容に取り入れるべきであると指摘し、

作業環境管理、作業管理、健康管理、有害業務管理などの中に組み込む場合の

素案を本文中に示した。 
 （３）学校医研修 

 環境問題の解決には行動変容や価値観の転換が求められており、この意味で、

若年者に対する教育の重要性は明らかであることから、学校医は教育委員会の

協力を得て児童・生徒に対して環境保健教育を行うことが望ましいと述べた。 
 この目的のため、学校医研修会におけるテーマとして、環境保健に関する課

題を取り上げるべきと述べ、具体的な進め方については今後早期に検討すべき

課題とした。 
（４）環境保健情報センター 

 日本医師会内に都道府県医師会レベルよりさらに多岐にわたる環境保健や環

境保全に関する出版物や資料を揃えた環境保健情報センターを設置すること、

また環境保健・保全の専門家リストを作成・整備し、環境問題に対する相談業

務を行い、あるいは都道府県医師会に紹介できる機能を保持すべきことを指摘

した。 
 都道府県医師会と日本医師会のセンター間の連携を確保するためのシステム

を含めた環境保健情報センター構想の検討は次年度以降の課題とした。 
 
６．環境問題に対応する組織の強化と人材育成 
 環境保健の諸問題に対応する医師会内の組織を強化するために、都道府県医

師会に環境保健委員会が設置されるべきであると結論した。 
また、日本医師会においては、環境問題に対応する人材を計画的に準備する

必要があるとした。 
（１）都道府県医師会における環境保健委員会のあり方 

 都道府県医師会は環境保健委員会を設置し、地域の環境問題について討議す

るとともに、地域住民に対して環境要因による健康への影響について啓発活動

を行う必要があるとし、委員会の構成員としては、都道府県医師会の公衆衛生

委員会、産業保健委員会、学校保健委員会の委員を各１名以上含むこと、都道

府県にある大学医学部（ないし医科大学）の環境保健の専門家を加えることが

望ましいと述べた。当面の検討課題としては各県の環境問題の把握、医師会内

の研修、地域住民への情報発信、特に講演会の実施の検討などを挙げた。 
（２）都道府県医師会と日本医師会との連携のあり方 
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 都道府県医師会と日本医師会の環境保健委員会は、年度ごとの活動計画、実

施状況、地域の環境問題の事例などについて密接に情報交換する必要があると

述べ、具体的な連携のあり方については次年度以降の検討課題とした。 
（３）環境問題に対応する人材育成 

 広範な環境問題に対応できる専門医師を育成することも日本医師会に求めら

れる課題であることから、その解決の糸口として、日本医師会の生涯教育制度

研修、都道府県医師会が開催する産業医および学校医研修などの活用方法につ

いて検討すべきと述べた。 
 
７．行政への働きかけと連携 
 医師会が関連する地域の行政機関に対して適切に働きかけ、あるいは連携を

保ちつつ、環境保健に関して行政が行う調査や施策の企画・実施に積極的に協

力することの重要性を指摘し、日本医師会と環境省、厚生労働省、内閣府食品

安全委員会との連携、および都道府県医師会と地方行政との連携のあり方につ

いて述べた。 
 都道府県の環境保健委員会委員は、都道府県の環境審議会ないしはそれに相

当する審議会等に積極的に参画し、各都道府県の環境保健センターや衛生研究

所等の施設から環境保健情報を収集するとともに、これらの地方行政機関の専

門家を交えて委員会を開催し、各地域に固有の環境問題の特定や解決の方策に

ついての検討を行うべきと述べた。 
 
８．緊急事態、災害への対応と組織編成 
多様な災害から国民の生命と健康を守るために、医療・保健領域における危

機管理体制の確立が急務となっており、医師会においても行政からの協力依頼

への対応や自主的な取り組みについてあらかじめ検討すべきであると指摘した。 
 医師会内部の情報伝達のシステムの構築、対応する組織作り、情報収集方法

と収集した情報の分析、生起した事態への初期の直接的対応、間接的あるいは

中長期的な影響への対応のあり方等についても述べた。 
  
９．定点観測 

医師会員の自主的協力を得て、医療機関を定点とする疾病の受診状況等を観

測すること、環境有害因子の生物学的モニタリングを行うことなどの、環境保

健における意義を指摘し、実施の方法については今後の検討課題とした。 
 


