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Ⅰ．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 22 年９月 3 日に開催された第１回委員会において、

会長から「環境問題に起因する健康影響と医師に対する生涯教育のあり方」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問題に起因する健康影響に関してどのよう

な情報および知識を獲得すれば良いのかについて提示することであるとし、併せて地

域固有に発生しうる環境関連の健康問題の対処に向けて直接担当する医師に対する

支援および情報提供のあり方を検討することとした。 
 なお、本諮問を審議している最中に、未曾有の東日本大震災とそれに続く最大級の

環境問題（大津波と東京電力福島第一原子力発電所事故）が発生し、多くの犠牲者が

出た。また、当日東京に出張していた人々や東京周辺に住む勤労者が帰宅困難者とな

った。この大震災で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、

これを教訓に変えることのできる環境保健の仕組みについても併せて議論を重ねた。 
 
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、日本医師会がとるべき方策として、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、定点観察の実施、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、
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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、定点観察、環境リスク発生時の

緊急対応等が提案された。 
 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、人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 18～19 年度（2006～2007 年度）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。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、合わ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

援のあり方について検討することを重点課題とした。この課題に対処するために、(ⅰ)
平成 18 年 2 月の「循環型社会形成に向けての医師の行動指針に続き、日本医師会の

「環境宣言」を発信すること、(ⅱ) 国民、地域住民への情報発信として、講演会の開

催、診療活動の場における情報提供を行うこと、(ⅲ) 医師への支援と情報発信につい

ては、医師の生涯教育、産業医研修、学校医研修、環境保健情報センターを活用する

こと、(ⅳ) 環境問題に対処する組織の強化と人材育成として、都道府県医師会に環境

保健委員会を設置し、その都道府県医師会と日本医師会との連携については年１回日

本医師会による環境保健担当理事連絡協議会を開催すること、(ⅴ) 行政への働きかけ

として、都道府県医師会は環境省、厚生労働省、内閣府食品安全委員会等の連携を保

ち、環境保健に関する調査や施策の企画・実施に積極的に協力すること、などの重要

性を述べた。 
平成 20～21 年度（2008～2009 年度）の委員会は、日本医師会の環境問題に対する

具体的な方針」ならびに「環境保健に関する情報システムの構築」について諮問を受

けた。前者に対しては、日本の医療界の環境問題への取り組みを推進する上で、日本
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医師会が学術団体として環境問題に取り組む姿勢を表明することが重要であるとの

認識に立ち、「環境に関する日本医師会宣言案」を取りまとめた。その成果を基に、

日本医師会は平成 21 年 4 月 21 日に「環境に関する日本医師会宣言」を公表した。後

者の環境保健に関する情報システムの構築については、日本医師会、都道府県医師会

および郡市区医師会を含む包括的なシステムの構築を目標とすべきであるが、特に都

道府県医師会に対し最優先の実施項目として、環境保健担当理事の選任、同じく環境

保健に関する事務担当者の選任、環境保健委員会の設置を要請することとした。シス

テム構築に向けては、(ⅰ) 上述の都道府県医師会における組織の整備の他、(ⅱ) 都
道府県医師会における情報収集と情報発信（ホームページの活用、連絡協議会への参

画、環境保健委員会の開催と郡市区医師会との間での検討、環境保健に関する講演会

の開催、診療活動の場における情報発信の検討）、(ⅲ) 日本医師会による支援（環境

保健担当理事連絡協議会の開催、都道府県医師会におけるモデル事業の実施、講演会

の開催、都道府県医師会担当者の育成）、を優先的に推進すべきであると結論した。 
 平成 22 年度（2010 年度）から始まった今期の委員会は「環境問題に起因する健康

影響と医師に対する生涯教育のあり方」について諮問を受け、わが国および世界で注

目を浴びている環境問題を列挙するとともに、わが国が近年直面した平成 23 年 1 月

27 日より始まった霧島新燃岳の爆発的噴火による降灰被害、平成 23 年 3 月 11 日東日

本大震災による地震・津波被害とそれによる福島第一原子力発電所（以下、原発）事

故に伴う放射能汚染、平成 23 年 9 月の台風 12 号による長期ゲリラ豪雨による河川氾

濫、山体崩落、土石流被害などを含む、わが国でも今後発生しうる地域固有の環境問

題に起因する健康影響に焦点を当て、これらに対処できる医師を養成すべくその支援

および情報提供としての生涯教育について、6 回の討議を重ね、本報告書をまとめた。 
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Ⅱ．環境問題に関する基本的な考え方 

 
１．国の方針および政策 

 近年の環境問題の特質の 1 つは、廃棄物処理、オゾン層破壊、酸性雨のように、健

康・生活環境の被害と自然環境の破壊をともにもたらす性質を有することである。ま

た、増え続ける廃棄物（地震・津波による家屋倒壊瓦礫や放射線被曝による汚染物質

なども含む）、自動車や小型燃焼機器の使用により発生する窒素酸化物、家庭の生活

排水、エネルギー消費の増大がもたらす地球温暖化のように、大規模特定発生源では

なく、主として国民の日常生活や企業の通常の経済活動から環境への負荷によって環

境問題がもたらされている点も特徴的である。特に、世界経済の 1 割近くを占め、一

人当たりのエネルギー消費が世界平均の 2 倍となっている日本は、地球環境に対して

様々な負荷をかけており、他方で公害対策を中心に環境保全面での貴重な経験や技術

を有していることから、地球環境保全のため国際的な地位に応じた積極的な役割を果

たすことが求められている。 
 このため、国は平成 5 年 11 月に環境基本法を成立させ、環境基本計画の策定、事

業についての環境影響評価、環境保全活動の推進、地球環境保全に関する国際協力の

推進を行っている。環境基本計画は、環境基本法の環境政策の理念を実現し、現在の

大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から持続可能な社会への転換を図るため、「循

環」（物質循環をできる限り確保することによって環境への負荷をできる限り少なく

した循環を基調とする経済社会システムの実現）、「共生」（健全な生態系を維持・回

復し、自然と人間との共生を確保）、「参加」（あらゆる主体が環境の負荷の低減や環

境の特性に応じた賢明な利用などに自主的積極的に取り組み、環境保全に関する行動

に主体的に参加する社会の実現）、「国際的取組」（国際的な取り組みの推進）を挙げ

ている。 
 環境基本法第 16 条に基づき、政府は大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音に係わ

る環境基準について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが

望ましい環境基準を設定することになっており、大気汚染では二酸化硫黄、一酸化炭

素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエチ

レン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類などの環境基準を、

また幾つかのその他の物質については指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康

リスクの低減を図るための指針となる数値）を設定している。特に光化学オキシダン

トについては、平成 23 年 8 月に「光化学オキシダント調査検討会」を設置し、今後

のオキシダント対策を見すえた調査研究のあり方について検討している。水質汚濁に

ついては、人の健康の保護のために公共用水域（河川、湖沼、海域）と地下水の環境

基準を設定し、生活環境の保全のために公共用水域の基準を定めている。また、水質

汚濁防止法に基づき、排出水の規制（排水基準）を行っている。騒音については、工

場・事業場騒音、建設作業騒音、近隣騒音、交通（自動車、航空機、鉄道など）騒音
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などがあり、騒音規制法による対策が講じられている。その他、振動については振動

規制法、また悪臭については悪臭防止法が定められている。 
平成 21 年 9 月に環境基準が設定された微小粒子状物質（PM2.5）については、PM2.5

による実際の健康被害は確認されていないものの、各種疫学調査において健康への影

響が指摘され、主要諸外国で既に環境基準が設定されていたものである。なお、「自

動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法の一部を改正する法律（自動車 NOx・PM 法）」が平成 19 年 5 月に

改正された際の衆参環境委員会の付帯決議では「PM2.5 については、健康影響が指摘

され、既に諸外国において環境基準が設定されていること等の状況を踏まえ、諸外国

における科学的知見や基準の設定状況も参考にしつつ、国内の健康影響に関する知見

をとりまとめ、早期に環境基準の設定を行うこと。」とされており、環境省は現在監

視測定体制の整備を地方公共団体とともに推進しているところであり、今後は PM2.5
の成分分析や発生源寄与解析など、対策の検討のための施策を進めている。 
 環境保健に関しては、公害健康被害の補償と予防、アスベスト（石綿）健康被害の

救済、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置、環境保健に関す

る調査研究、環境保護サーベイランス、化学物質安全対策等を行っている。また、地

球規模の環境問題である「地球温暖化」、「オゾン層破壊」、「酸性雨」、「黄砂」、「砂漠

化」と言った問題について取り組みを進め、森林や海洋環境の保全や生物多様性の保

全に努めている。 
 廃棄物については、昭和 45 年に成立した廃棄物処理法（廃棄物の処理および清掃

に関する法律）に基づき、処理が進められている。廃棄物処理法は、廃棄物を一般廃

棄物と産業廃棄物に区分し、市町村による一般廃棄物の処理責任、事業者による産業

廃棄物の処理責任を明確にし、各々の処理体系を確立するなど、現状に即した廃棄物

の処理体系を整備し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 
 環境中の有害物質あるいは環境リスクが我々の健康に与える影響を評価する試み

として、環境省では日本中で 10 万組の子どもとその両親が参加する大規模な疫学調

査「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を平成 22 年度より開始

している。この調査では「胎児期から小児期にかけての化学物質曝露をはじめとする

環境因子が、妊娠・生殖、先天奇形、精神神経発達、免疫・アレルギー、代謝・内分

泌系等に影響を与えているのではないか」という中心仮説を解明するために、化学物

質の曝露などの環境影響以外にも、遺伝要因、社会要因、生活習慣要因など、様々な

要因について調べられることになっている。エコチル調査の結果から、子どもの健康

や成長に影響を与える環境要因を明らかにし、子どもが健やかに成長できる環境、安

心して子育てができる環境の実現を目指している。 
 

２．日本医師会としての考え方 

 環境保健が人の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とするならば、医師

としての取り組みは重要である。日本医師会の定款には、「（目的）第４条 本会は、
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医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増

進することを目的とする」とあるが、プロフェッショナルな団体として、科学的立場

に立って地域の住民とその健康を守ることを述べたものと考えられる。健康を守るこ

とには、疾病に悩む人々の治療をすることは勿論であるが、予防医学的な立場から

人々の健康水準を見極め、もし何らかの問題があるのならその原因を究明することも

含まれる。 

 その際に考慮すべきは、医師会は学術団体としての科学的な立場に立脚点を置くべ

きことである。公害の時代にもそうであったが、環境と健康の問題に関して、ややも

すると加害者と被害者という対立的な構造が生じやすい。被害を受けた側の健康を守

ることは重要であるが、だからといって「加害者」を非難するだけでは解決に繋がら

ない。むしろ、医学的な判断に基づいて冷静に対処することは、対立的な構造によっ

てコミュニケーション不能に陥ってしまった両者の橋渡しをし、よい方向へ向かう契

機を与えると考えられる。そのためにも科学的かつ中立的な立場を維持すべきである。 

加えて、現在の問題はもっと複雑である。つまり被害者と加害者が同一の者、例えば

自動車を利用し、その利便性を享受している我々が、その傍らで大気汚染の影響を受

けているというような構図になることが多い。また、日常診療で処方する薬品等が人

から排泄されて自然界に流れ出ることにより、何か悪影響を及ぼすこともあり得る。

このような場合にも、医師会としては学術団体としての科学的な立場に立脚点を置く

べきであるとともに、自らが加害者の側に立たないような行動や意識が求められる。 

 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

をせざるを得ない。しかし、多面的な役割を担っている行政機関には、事業体として

行う開発事業も多い。その一方で、環境保全や地域の人々の健康を守るのも行政機関

である。医師会としては、行政機関と連携することは勿論であるが、その行政機関の

性格をよく見極めた上で緊張関係にある協力体制を目指す必要がある。また、「縦割

り行政」を纏める役割も医師会に期待される。さらに、行政機関と地域住民が対立す

ることも考えられる。そのような場合にも、医師会は科学的な立場で両者のコミュニ

ケーションを図る努力をする必要があろう。加えて、行政機関に対し情報の開示を求

めていくこと、その情報の正確さや信頼性、意味が地域の人々に伝わるように、医学

の専門家の立場から適切なコミュニケーションの援助を行う必要がある。 

 地域の人々に日頃接している一人ひとりの医師の存在を抜きに、医師会が環境保健

に関する役割を果たすことはできない。そのためにも、毎日第一線で診療し、プライ

マリ・ケア、学校保健や産業保健の場で地域住民の健康を観察している医師の環境保

健における役割を明確に示す必要がある。日本医師会は、これらの医師が役割を果た

せるような取り組み姿勢を「環境に関する日本医師会宣言」として平成 21 年 4 月 21
日に採択した。一方で、環境保健や環境保全の問題は、地球規模の問題であると同時

に、国または地域の問題でもある。まさに、“Think globally, act locally”が求められて

いる。このため、本委員会は平成 20～21 年度答申の中で都道府県医師会レベルにお

いて環境保健を担当する委員会を設置するよう答申した。 
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３．環境保健委員会としての考え方 

（１）環境因子による健康障害を診断することの困難性 

 これまでに多くの化学物質、物理的因子等の環境因子による健康障害が発生し、

医師によって発見・記載され、因果関係が明らかにされてきた。しかし、膨大な種

類の化学物質が労働や日常生活の場に導入されており、その多くについては有害性

の性質や程度が不明のままである。また、これらによる健康障害の内、人集団にお

いて観察された例はごく一部に過ぎない。特に、軽度の健康障害の大部分は見逃さ

れており、今後もその傾向は続く恐れが大きいと考えられる。これには、幾つかの

理由がある。環境因子による健康障害は、特異的な病像を示すとは限らず、むしろ

他の一般的な疾病と類似していることが多いことがまず挙げられる。また、一般的

に低濃度曝露であるために、例えその因子による健康影響に特有の症状があったと

しても、曝露を受ける集団が多様であり、それが明確に現れない場合も多く、した

がって健康障害の現れ方が多様になることもある。さらに、健康障害の出現に空間

的・時間的な広がりがあること、すなわち地域集積性があったとしても、その範囲

が広いと情報を十分に纏めきれないこともあり得るし、数十年後あるいは次世代に

出現する健康障害もあることなどの事情が診断を困難にしている。 

 これらの理由により、健康状態の観察のみによって、環境因子による健康障害を

診断できる例は限定されることになる。むしろ通常は、予め特定の環境因子への曝

露を想定し、存在量や曝露量のデータを得ることによって、その環境因子と健康影

響、健康障害の関係を明らかにしたり、その環境因子による健康障害と診断するこ

とが可能になると言える。すなわち、診断の困難性に対処するために、曝露につい

ての情報が重要となる点が環境保健の一つの特徴である。 

 

（２）予防的な取り組みの意義 

 上記の理由により、二次予防である健康障害の早期発見に努めることの他に、一

次予防を目指し、曝露の情報を得て、必要に応じ曝露の減少を図ることが環境保健

の基本的な在り方となる。すなわち、人の健康を守る予防的な取り組みにおいては、

原因と結果の関係が科学的に完全には証明されていなくても、ある程度の確かさで

因果関係が推定されれば、予防のための対策を講ずるべきとの考え方が基本にある。 

 近年、予防原則（Precautionary Principle）や予防的取り組み方法（Precautionary 
Approach）という言葉がよく使われている。公衆衛生の立場からは、必ずしも完全

な証拠がなくとも、因果関係の疑いが強ければ、必要な予防的対策を実施するべき

との考え方は昔からあったものであり、感染症予防などで広く実践されてきた。し

かし、同じ内容の概念に予防原則などという名称が与えられ、使用されるようにな

ったのは、直接人の健康に悪影響があることの証明がなくても、環境に悪影響を及

ぼす人為的活動に対しては、できるだけ早期に予防的対策をとるべきであるとの考

え方が強くなってきたことに関連している。 
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 予防原則という言葉が国際的な条約などで用いられるようになったのは、欧州諸

国で 1990 年頃からである。欧州委員会は「白書－今後の化学物質政策のための戦

略」（2001 年）という文書の中で予防原則について「ある物質が人の健康や環境に

有害な影響を及ぼすであろうことを示す信頼できる科学的根拠が得られている場

合には、その潜在的な被害の正確な性質や規模についての知見に科学的な不確実性

があっても、人の健康および環境が被害を蒙らないように、予防に基づいて意思決

定を行わなければならない」と述べている。また、予防的取り組み方法という言葉

は、1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミット（環境と開

発に関する国連会議）で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」で使用された。

すなわち、「深刻あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的

確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理

由として使われてはならない」と述べており、予防原則と類似の意味である。 
 これらの考え方には、因果関係についての科学的根拠がどの程度まで確実である

べきか、不確実性の程度をどの程度許容した上で予防対策の実施に踏み切るか、費

用対効果を考慮するか、考慮するとすればどの程度までか、責任を負うものは誰か、

など様々な論争点がある。根拠の程度についてだけみても、下記のような立場の差

がある。 
 －リスクがある可能性があれば予防措置を執る 
 －リスクがあることの若干の証拠があれば予防措置を執る 
 －リスクがあることのかなり確実な証拠があれば予防措置を執る 
 －リスクがあることの確実な証拠があって初めて予防措置を執る 
これらのうち、一番目は過剰な反応であり、四番目は遅すぎる対応で被害を防ぎ得

ないので不適切であり、二番目または三番目が選択されることになるが、求められ

る証拠の程度について、合意に達するのは容易でない。しかしながら、米国の地球

温暖化に対する京都議定書への参加は、ニューヨーク・マンハッタン島が海水で沈

みそうになる、ないしワシントン DC がハリケーンに直撃される、のいずれかの可

能性が高くならない限り実現しないであろう。 
この問題について長い論争の経験を持つヨーロッパでは，欧州委員会が「予防原

則適用のガイドライン」（2000 年）において、以下のような考え方を示している。

（ⅰ）釣合いがとれていること（ゼロリスクを求めないこと、対策が保護のレベル

と不釣合いでないこと）。（ⅱ）非差別的であること（同様な状況は同様に取り扱わ

れること）。（ⅲ）整合性がとれていること（科学的根拠がある領域で取られている

対策と整合性がとれていること）。（ⅳ）対策を実施した場合と、しない場合の費用

と便益を調べること。（ⅴ）科学の進歩を調べること（対策は暫定的なものであり、

より完全なデータを得るために科学的研究が継続されるべきこと）。科学の進歩に

よって対策の見直しを行うことを躊躇すべきではなく、予防的取り組みの中に、取

り敢えずの対策をとった後に科学的な研究が行われるべきであるとの考え方が組

み込まれていることを理解すべきである。 
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 環境保健の領域では、曝露の程度が労働環境に比べると低く、因果関係の証明は

より困難である。しかし、曝露人口はより多く、性・年齢や健康状態等も多彩であ

り、現実に健康被害が発生すると、問題が拡大する傾向が大きい。したがって、環

境曝露を抑制する予防的な取り組みを基本とする考え方が重要になってくる。 
 

（３）リスク評価の重要性と方法の概要 

 環境の有害因子による健康障害の発生や生態系への悪影響の未然防止を目的と

して環境曝露を制御しょうとするとき、その環境因子による人の健康や環境へのリ

スクの程度を評価しなければならない。ゼロリスクを求めても多くの場合実現不可

能なので、実際にはリスクの程度に応じて、リスクを削減するか、曝露のモニタリ

ングを定期的に行うことによりリスクを監視する、などの選択肢の中から一つを選

ぶことが対策の基本的なあり方となる。 
 このような対策の根幹であるリスクの程度の評価をリスク評価（risk assessment）
と称している。特定の化学物質による人の健康へのリスクは、その化学物質に固有

の有害性と、その化学物質の人への曝露の程度、の二つの因子によって決まる。従

って、リスク評価は、（ⅰ）化学物質の有害性評価、（ⅱ）量－反応関係の評価、（ⅲ）

化学物質への曝露評価、（ⅳ）以上を考え合わせたリスクの判定、の４段階で行わ

れる。 
 有害性評価は、その化学物質が持っている有害性を明らかにすることであり、世

界の文献情報等から調べることが出来る。定性的には、発がん性、生殖毒性、神経

毒性、感作性、刺激性など、各種タイプの有害性の有無を知り、定量的には、どの

程度の曝露で、どのような毒性が発現するかを知ることを目標とする。また、「閾

値」すなわち影響が現れない最大の曝露がどの程度であるかを知ることも重要であ

る。さらに、閾値を基に設定された環境基準値、環境指針値、許容濃度などの曝露

限界値があれば非常に都合が良い。化学物質等安全データシート（MSDS）は有用

な情報源である。その化学物質の有害性が未知の場合には、新たに有害性を明らか

にする動物実験等が必要となろう。 
曝露評価は、リスク評価を行おうとする特定の状況における曝露の程度を評価す

ることであり、曝露が起こっている場所での空気中濃度あるいはその他の環境媒体

中濃度の測定、あるいはこれから起こるであろう曝露濃度の推定等が必要になる。 
 リスク評価は、有害性の種類、程度と曝露の程度を考え合わせて行うが、判断基

準として、最も有用な情報は曝露限界値である。すなわちこれらの判断基準値と比

較して、それを超えているかどうか、超過の程度はどのくらいか、超えていなくて

も、判断基準値よりどの程度低い値かなどが有力な判断根拠となり、その結果、曝

露削減の必要性を判断できることになる。また、既存の判断基準値が得られない場

合には、独自に暫定基準値を設定して何らかのリスク評価を行うことも必要となる。 
 以上述べたように、曝露限界値の有用性は非常に大きいので、可能であればその

値を用いるべきである。なお、曝露限界値が既に設定されている化学物質はそれほ
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ど多くないので、これを用いないでリスク評価を行う方法の開発も進められている。

しかしその場合は精度に問題があるので、リスクを大きめに見積もる安全サイドへ

のリスク評価を行う必要がある。また、リスク評価の結果、環境因子に曝露してい

る個人や集団のリスクが無視できない状況にあることがわかった場合には、健康障

害が起こっている可能性もあると考えて、健康障害の発見に努めるとともに、予防

の立場からリスクの削減を実施することが求められる。 

 

（４）環境問題におけるリスクコミュニケーションのあり方 

 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。これがリスクコミュニケーションと呼ばれる。 

リスクコミュニケーションを行う対象者あるいは集団は、その分野に関する知識

が十分でないことが多いため、リスクについての適切な理解を求めることが困難で

ある場合がある。しかし、説明内容をあまりに簡略化しすぎることなく、科学的に

正しい考え方を繰り返し説明する態度が望まれる。リスク評価やリスク管理につい

て、評価の基礎となる科学的事実、評価結果、リスク管理の必要性と方法、内包す

る不確実性などをできるだけ正確に、隠し立てすることなく社会の構成員に伝える

ことが必須である。この場合、上述のリスク評価の基本的なプロセスを分かりやす

く説明することも重要と考えられる。リスク評価はどうしても不確実性を内包して

おり、その過程で幾つかの安全側への評価，すなわちリスクを大き目に見積もる作

業が行われていることを理解してもらうことも必要である。リスク評価やリスク管

理の内容が主に科学の言葉で語られるので、それをどのように理解してもらうのか

も非常に重要である。そのためには、直接リスク評価やリスク管理に拘わらず、科

学特に健康に関する科学に知識と経験があり、中立の立場にある医師会員の介在は

有益である。その際、科学の言葉をわかりやすく解説して内容を伝えるだけでなく、

実際に住民等の持つ不安や不満についても理解を示して、それをできる限り根拠を

持った科学的な表現でリスク評価機関や管理機関に伝達することが求められる場

合もある。 

 



 11

Ⅲ．環境問題に起因する健康影響 

 
 環境には自然環境とともに社会環境があり、いずれも人の重要な生活空間を形成す

る。その環境中には鉛のように有害物質として古くから認知されてきたものもあるが、

環境と人間との相互作用の中から派生する齟齬も人の健康を脅かす有害因子に変身

しうる。昨今問題視されている地球温暖化において、温熱曝露に最も脆弱な集団は自

律神経機能の未発達な子どもや加齢に伴う調節機能低下をきたした高齢者であり、そ

れによって生命危機に晒されることも稀ではない。事実、「炎天下に置かれた自動車

内で乳幼児が死亡した」、「体育館内でバスケットボール部の高校生が練習中に熱中症

となり急性心不全で死亡した」、「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」等々の報道を我々はしばしば耳にしてきた。したがって、このよ

うな生活環境中に存在する、あるいは環境に由来する有害因子が子どもや高齢者に及

ぼす健康影響を我々は軽視すべきではない。 
 
１．化学的因子による健康影響 

 胎児や乳幼児期の神経系障害は生涯にわたって後遺症を残す可能性がある。たとえ

ば、昭和 30 年 8 月 24 日に岡山大学医学部小児科学講座浜本英次教授によって報告さ

れた「森永ヒ素ミルク中毒事件」においては、森永乳業徳島工場で製造されたヒ素混

入粉乳を飲用した乳児たちのうち皮膚色素沈着、肝腫、貧血等の症状を呈した場合に

中毒患者と認定された（昭和 31 年 6 月 9 日までの公式患者数 12,131 名、死亡者 130
名）。厚生省の本事件に対応する専門家組織は同年 12 月 15 日に「本件の中毒症には、

概ね、ほとんど後遺症は心配する必要はないと言って良かろう。今なお引き続き治療

を受けているものは、後遺症ではなくして原病の継続である」と公式報告書に記した

が、その後の追跡調査を辿ると、知的発達障害の他、肢体障害、精神障害、てんかん

などの重複神経系障害を抱える被害者が今日なお生存している。また、茨城県神栖町

の井戸水にヒ素化合物が混入していることが明らかにされたが、これらを生活水とし

て使用していた地域住民の子どもに将来神経障害が顕在化するかどうか長期間観察

する必要があろう。 
同様の例として、昭和 31 年 5 月 1 日に公式文書に載った「水俣病」（メチル水銀中

毒）がある。水俣湾で獲れた魚介類を多食した妊婦から「胎児性水俣病」患者が生ま

れ、患者は知能障害、発育障害、言語障害、歩行障害、姿勢変形などの脳性麻痺様の

症状を有していた。これらは過去の問題として片付けられない現実もある。最近の調

査によると、メチル水銀を多く含有する大型魚（マグロ、カジキ、クジラ、イルカ、

サメなど）を多食する母親から生まれた子供は知能の低下などを潜在的に持ちうる。 
米国では子どもにおける鉛影響―たとえば、鉛脳症や神経行動機能の障害―に関心

が集まっている。最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 歳児の知能指数（IQ）得点と負に関連することが報告されている。子ど
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もは指を舐めたり、食物以外の物を口に入れる習性があるので、鉛の吸収や貯留は成

人に比べて多い。欧州では平成 19 年より工業製品に鉛を含む製品は一部を除いて輸

入が禁止されたが、同じ年に鉛を含む塗料を使用した玩具が中国から米国に輸入され、

国際問題となった。平成 18 年 6 月 17～18 日にイタリア・ブレシアで開催された国際

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は、子ども

の血中鉛レベルを 5 μg/dl まで下げるべきとする宣言を採択した。わが国では鉛の健

康影響はあまり問題視されていないが、鉛製錬工場付近では鉛が比較的高濃度で大気

中に飛散している可能性がある。また、自動車や橋梁の錆止め顔料として鉛丹、亜鉛

化鉛、クロム酸鉛などが使用されており、廃車寸前の車塗料が剥がれ、鉛が大気中に

埃として飛散することもありうる。 
 このほか、昭和 43 年に西日本一帯でポリ塩化ビフェニール（PCBs）やダイオキシ

ン類のポリ塩化ジベンゾフラン（PCDFs）などが混入した食用油（米糠油）を摂取し

た人々に障害が発生した「カネミ油症事件」がある。この事件では、当初座瘡様皮疹、

皮膚・粘膜の色素沈着などが摂取した人々に認められ、またこの油を妊娠中に摂取し

た母親から生まれた子どもに皮膚の色素沈着が認められた。その後、昭和 54 年に台

湾で同様の米糠油事件が発生したが、その追跡調査によると、PCBs や PCDFs を胎児

期に曝露した子どもに認知機能影響があることが明らかにされている。さらに、農薬

（殺虫剤）を多量に使用する地域（エクアドル）に住む子どもにおいて、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たことが近年

報告されている。 
喫煙者だけでなく受動喫煙者も肺癌に罹患するリスクが高くなることは知られて

いるが、この受動喫煙による危険リスクが小児期から既に始まっていることはあまり

知られていない。欧州で喫煙歴のない 60,182 名が追跡され、そのうち 42 名が肺癌に

罹患した。小児期に環境中のタバコ煙に全く曝露されなかった集団（29,164 名中の肺

癌患者は 15 名）に比べ、小児期に毎日何時間もタバコ煙を曝露した集団（2,219 名中

の肺癌患者は４名）は肺癌に罹患するリスクが 3.63 倍（95％信頼区間、1.19～11.11）
であった。生活環境内において小児期の有害因子曝露が長期間を経て健康影響として

現れた事例である。 
 同様の問題はアスベストでも起こりうる。アスベストは断熱・防音剤として学校や

建築物に、また自動車のブレーキパッドやクラッチ板などに古くより使用されてきた。

また、現在でもニューヨーク市マンハッタン島の地下暖房配管の周辺に大量のアスベ

ストが使用されており、これらの設備補修・解体時には大量のアスベストが排出され

ると言われている。アスベスト曝露による健康影響として中皮腫や肺癌があり、アス

ベスト工場近くに住んでいる乳幼児を含む住民においては、長期曝露の結果として、

この疾患に将来罹患する可能性がある。アスベスト含有製品の製造は既に禁止されて

いるが、アスベストの主要排出源である民間建築物の解体は今後も続き、その件数は、
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平成 40 年頃にピークを迎えると推定されている。飛散防止対策が徹底されないと、

新たなアスベスト被害の発生が懸念される。今後とも、アスベストの飛散・曝露防止

対策の徹底が重要となってくる。 
 富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病の原因はカドミウムであるが、亜鉛の

製錬過程で取り除かれたカドミウムが鉱煙、鉱滓、廃水を通して周辺の河川や水田土

壌を汚染し、その汚染された川水や米を長年摂取していた農家の人々が発症した。そ

の後、高カドミウム汚染地域などでは土壌復元事業が実施されたが、いまだに旧鉱

山・製錬所があった地域の一部では比較的高いカドミウム米が存在し、腎尿細管障害

（高β2-ミクログロブリン尿症）を呈している人がいる。似たような事例として、中

国貴州省では小規模の水銀鉱山が幾つかあり、手堀り水銀採掘に伴う水銀汚染により、

水銀鉱山周辺で収穫された米のメチル水銀濃度が高いことが報告されている。 
 
２．物理的因子による健康影響 

 物理的因子とは、姿・形は見えないけれど、それ自身が持つエネルギーのために健

康障害を引き起こすものを指す。子どもに影響する有害物理的因子として、温熱や電

離放射線が挙げられる。冒頭で述べたように、地球温暖化および室内冷房装置の使用

による外気温の相乗的上昇は、自律神経機能が未発達な子どもにおいて体温調節機能

の異常を起こしやすく、熱中症になって死亡することも稀ではない。また、昭和 20
年に広島・長崎に投下された原爆による放射線被爆例として、原爆胎内被爆した子ど

もに精神遅滞や小頭症がある。このような原爆による放射線被曝は今後滅多に起こら

ないとは考えられるが、昭和 61 年に当時ソビエト連邦のチェルノブイリで起こった

原発事故と同様の人災事故は今後もありうるし、大規模な直下型地震により原発崩壊

なども可能性として考慮に値する。チェルノブイリ原発の場合、放射性物質が大気中

に大量に放出され、これらが東欧を含む欧州や日本にも飛散し汚染され、周辺住民の

子どもの甲状腺癌の発生が高くなったとされる。 
 騒音や振動による健康影響は、チェーンソーや削岩機などの振動工具を操る労働者

に多い疾病と考えられてきたが、近年問題視されているのは風力発電所が住宅地に隣

接する場合である。これは風車から出る音あるいは低周波空気振動が原因と言われて

いるが、未解明の環境問題であり、近隣の住民が頭痛、眩暈、不眠などの体調不良を

訴えている。 
 
３．生物学的因子による健康影響 

 各種ウィルス、クラミジア、リケッチア、細菌、スピロヘータ－、真菌、寄生虫、

昆虫、ネズミ、スズメバチなど、また植物（花粉を含む）、木材が生物学的因子を構

成する。例えば、横川吸虫は、アユやシラウオなどの淡水魚を中間宿主とし、アユ漁

の盛んな島根県高津川流域やシラウオ漁の盛んな茨城県霞ヶ浦周辺の住民の小腸に

寄生する。しかしながら、症状が下痢や腹痛など比較的軽いことから、真剣な感染予

防の措置がとられていないのが現状である。 
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肝吸虫はヒトを含む幅広い哺乳類を終宿主とし、古くは肝ジストマと呼ばれてきた。

以前の流行地として、岡山県南部、琵琶湖沿岸、八郎潟、利根川流域、吉野川流域が

知られている。肝吸虫は成虫が胆管枝に塞栓してしまい、慢性炎症をきたし、肝組織

の間質の増殖、肝細胞の変性、萎縮、壊死が進行すると肝硬変になる。同様に肝硬変

を起こす日本住血吸虫症は、淡水に棲息する小型の巻貝（ミヤイリガイ）を中間宿主

とする日本住血吸虫が原因であり、ヒトに寄生することによって発症する。わが国で

は、古くから山梨県の甲府盆地底部、福岡・佐賀県の筑後川流域、広島県深安郡片山

地区（現、福山市）の風土病として言われている。 
恙虫はダニ目ツツガムシ科のダニの総称であるが、一部の個体が経卵感染によって

ツツガムシリケッチアを保菌しており、これに吸着されるとツツガムシ病に感染する。

ツツガムシ病は秋田県の雄物川、山形県の最上川、新潟県の信濃川流域の河川敷で古

くから知られている風土病であり、恙虫に刺されると 2 日目頃から体幹部を中心とし

た全身に 2～5 mm 大の紅斑・丘疹状の発疹が出現し、5 日目頃に消退し、5～14 日の

潜伏期を経て、39℃以上の高熱とともに発症する。刺し口付近の所属リンパ節あるい

は全身のリンパ節腫脹も多く見られ、重症例では、播種性血管内凝固症候群や多臓器

不全で死亡することもある。特に雄物川流域でのツツガムシ病の場合、大曲（現、大

仙市）で毎年８月末に開催される全国花火競技大会を鑑賞に来る他県観光客が、戻っ

た後で発症し、ツツガムシ病と診断されないまま死亡した例も過去にあったと言われ

ている。 
 
４．社会環境因子による健康影響 

 近年の男女雇用機会均等法の浸透や経済情勢の変化により、共稼ぎ夫婦が増加して

いる。このように社会が変化する中で、子どもの生活基盤が保護者の生活時間に影響

され、このため睡眠時間の減少が子どもの健康に及ぼす影響が危惧されている。最近

の研究によると、16～18 時間睡眠している 0 歳児も、12 歳児になると 8～10 時間に

睡眠が加齢とともに短縮する。また、就学前から中学生になる頃の就寝時刻は時代と

ともに遅くなっている。この理由として、有名幼稚園、小学校、中学校などへの受験

勉強や塾通いが嘗て挙げられていたが、近年は大人が子ども本来の生活時間を攪乱し

ていることや、テレビ・ゲームや携帯メールの長時間使用が指摘されている。 
このような社会環境におかれた就学前児童において、夜間睡眠時間や総睡眠時間の

短縮が子どもの心臓性自律神経機能の低下や収縮期血圧の低下をもたらすことが横

断研究の結果として示されている。保育園・幼稚園で午前中ぐったりとしている園児

を見かけることがあるが、これらの多くは睡眠不足で低血圧状態にあるためと考えら

れる。このような就学前児童における睡眠時間の短縮が小学生～中学生と継続される

結果として、情緒障害などが起こりうるかどうかについて今後さらに検討する必要が

あろう。 
子どもだけでなく成人でも残業などによって睡眠時間が短縮する場合もありうる。

平均睡眠が７時間の成人対照群と比べて、５時間以下の睡眠群の冠動脈性心疾患死亡
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リスクは 1.57 倍 (95％信頼区間、1.32～1.88) 高く、また 9 時間以上の睡眠群でも 1.79
倍 (同 1.48～2.17) 高かったと報じられている。同様に、閉経後の米国女性を対象に

した睡眠研究でも似通ったリスク比が報告されている。すなわち、成人においても睡

眠不足や寝過ぎが冠動脈性心疾患発症のリスクを高めるということになる。 
 
５．東日本大震災による健康影響 

 平成 23 年 3 月 11 日のマグニチュード 9.0（最大震度 7）の東日本大震災は、平成 7
年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災のマグニチュード 7.3 を遥か凌ぐ大規模な地

震であり、都市部での液状化現象、造成宅地の地盤沈下（付随する建造物倒壊）、ラ

イフラインの破壊等をもたらした。しかしながら、健康被害の元凶は大規模な地殻変

動による地震で発生した“平成の大津波”であった。この大津波によって、東北～関

東に跨がる太平洋沿岸部では木造家屋だけでなく鉄筋コンクリート建造物も破壊さ

れ、同時に地域住民の生命や生活の糧が奪い去られた。すなわち、自然災害による環

境破壊が住環境とともに、人々の働く労働環境をも奪い去った。その後、平成 23 年 6
月 24 日に公布・施行された東日本大震災復興対策基本法に基づいて、東日本大震災

復興対策本部が内閣府に設置された。 

 この東日本大震災直後の人への健康影響は生命そのものであった（平成 23 年末時

点での死亡確認は 15,844 名、行方不明者 3,451 名）。災害関連死は、被災後の数こそ

減少しているが、平成 23 年 5 月 13 日現在で 500 名を超え、その死因の多くは循環器

疾患であり、7 割強は 60 歳以上の者であった。しかし、復旧期間の避難場所や仮設住

宅へ移り住む過程において、震災後の心的外傷後ストレス障害（PTSD）や被災した

農漁村地域のコミュニティー構成員と異なる人々が仮設住宅に入居することで孤独

に陥りやすくなり、高齢者および幼児・学童の間で所謂“こころの病気”などとして

顕在化する恐れがある。既に高齢者の自殺が出ている。また、新たな問題として、被

災地元で働いていた地方公務員の過重労働による虚血性心疾患や脳卒中が今後多く

現れないように健康管理面に注意を払う必要もあろう。いずれにしても、被災地にお

ける地域医療は徐々に復旧しつつあるものの完全なる地域復興に至っておらず、地域

中核病院や郡市医師会会員の医療活動も仮設状態で行っているところもある。このよ

うに被災地に住む人々の健康を保持・増進することの困難性に対処することが喫緊の

課題の一つである。 
 アスベストについては、大きな被害を受けた建築物の解体、解体物の運搬・処理及

び発生した災害廃棄物の処理に伴う飛散が懸念されている。環境省が実施した東日本

大震災の被災地におけるアスベスト大気濃度調査の結果によると、周辺への影響は見

られなかったものの、建築物の解体・改修中の現場からアスベストの飛散事例が報告

されている。国においては、関係省庁が連携し、アスベスト飛散防止対策および曝露

防止対策を進めるとともに、アスベスト大気濃度調査結果の対策へのフィードバック

を行っているが、さらなる対策の推進が望まれる。 

一方、福島原発事故がもたらした放射線被曝による福島県および隣接する地域住民
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における健康被害は計り知れないものがある。この中には放射性物質汚染による外部

被曝の問題だけに留まらず、食品安全（内部被曝）の問題も含まれる。しかも急性放

射線影響と異なる、今後長期間にわたって観察される中で見えてくる放射線被曝によ

る晩発影響の問題である。福島県は県内に事故当時在住していた 18 歳以下の全員に

あたる約 36 万人を対象に、生涯にわたる甲状腺の検査を始めており、特に今後の 5
年間の甲状腺癌発症率などの動向が注視される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター「放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分」より） 

さらなる深刻な環境問題は、倒壊家屋から出た瓦礫と放射性物質汚染廃棄物（放射

性物質の付着した草木・土壌・焼却灰など）の処理である。平成 23 年 12 月 27 日の

環境省発表の「沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況」によると、岩手、宮城、福

1

放射性物質を含む廃棄物等の問題の構造

放射性物質放出
（Cs134・137）

移流・拡散

土壌等への沈着

降雨

Cs付着・吸収

浄水汚泥

下水汚泥

最終処分場

焼却・溶融施設

一般ごみ

焼却主灰・飛灰

Cs等沈着土壌粒子流出・濃集

草木類

焼却減量に伴う濃集（主灰）、揮
発・凝集による濃集（飛灰）

除染活動

除染廃棄物

1

災害廃棄物
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島 3 県の瓦礫推計総量は 22,473,000 トン（うち家屋等解体による瓦礫推計量は

9,884,000 トン）であり、これらの仮置場への搬入済量は 15,264,000 トン（68％）とな

っている。また仮置場では火災が発生しているところもあることから、今後どのよう

に処理していくのか注視する必要がある。さらに、他県の焼却処理の支援が得られる

のかが問題となる。 
放射性物質汚染は、福島県内だけでなく、県外の広範囲に進んでいることが文部科

学省の行った航空機モニタリング結果で明らかとなっている。関東圏域でも、千葉県

の北西部や栃木県、群馬県の山麓部などに高線量地域が分布している。また、高線量

地域では、放射性セシウムを含む草木類が一般廃棄物の焼却施設に混入し、高濃度の

焼却灰が発生しているし、下水汚泥も放射性物質により汚染されているものもある。

これらは、現時点では 8,000 Bq/kg 以下の焼却灰であれば埋立において安全確保され

る旨が環境省より示され、それ以上の高濃度の廃棄物については別途埋立方法が提示

されている。 
 
６．地球規模の環境由来の健康影響 

 平成 23 年 8 月 25 日にマリアナ諸島付近で発生した台風 12 号は、9 月 3 日に高知県

に上陸、その後岡山県南部に再上陸して岡山・鳥取県を縦断して日本海へ抜けたのち

温帯低気圧となった。しかし、台風が大型でかつ動きが非情に遅かったため長時間に

わたり台風周辺に湿った空気が流れ込み、紀伊半島にゲリラ豪雨をもたらした。この

ため奈良県上北山村では 72 時間雨量が 1,653 mm、総降水量も 1,806 mm に達し、各

地に甚大な水害を引き起こした。この被害による死者は 73 名、行方不明者 19 名であ

った。また、平成 23 年 10 月から 11 月末までタイのチャオプラヤ川が洪水になり、

バンコク東部のバンチャン工業団地で浸水が起こり、多くの日系企業が生産停止や減

産に追い込まれた。熱帯モンスーン気候のタイではもともと雨期に大量の雨が降るが、

平成 23 年は過去５年間の 1.5 倍の雨量であった。これらの全ての原因が地球温暖化の

せいとは考えられないが、地球上の気候変動の異常に大気中の二酸化炭素、メタンな

どの温室効果ガスの増加が影響している可能性はある。 
国連気候変動枠組条約第 17 回締約国会議（COP17）はポスト京都議定書問題を議

題として平成 23 年 11 月末から 12 月上旬にかけて開催されたが、先進国の温室効果

ガス削減義務は頓挫状態に陥った。特に、京都議定書が無効となる 2013 年以降は欧

州連合（EU）やノルウェーなど一部の国の削減義務は継続されるものの、日本、カ

ナダ、ロシアが離脱した。これが示唆することは、今後世界の温室効果ガスの 50％近

く排出する米国と中国が積極的な削減対策をとらない限り、ますます地球上で増加し

続け、異常気象は益々増加する可能性が高くなるということである。この健康影響は

上述したように水害あるいは熱波によるものであり、科学的な因果関係が必ずしも強

固でないために過小評価されている。 
気候変動とは離れるが、地球規模の健康問題として無視できないのが、有害物質の

越境汚染である。古くより知られているのは、中国大陸（主に、タクラマカン砂漠、
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ゴビ砂漠、黄土高原）より西日本の日本海側に飛来する黄砂である。黄砂の主成分は

ケイ素、カルシウムなどであるが、黄砂が舞う大気中には通常量を超える高濃度のヒ

素、マンガン、クロムなども検出されている。黄砂により、窓、洗濯物、農作物等へ

の被害はあるものの、わが国での健康影響は必ずしも明らかでない。韓国や台湾で行

われた疫学調査によると、黄砂の飛来時に短期的に呼吸器疾患および循環器疾患によ

る死亡や受診・入院患者数増加が報告されている。ただ、黄砂の曝露指標として、粒

径 10 μm 以下の粒子状物質（PM10）が多く用いられてはいるものの、PM10は黄砂由

来の粒子の他に当該地域の大気汚染物質由来の粒子も含んでおり、どの曝露指標を選

択するかが今後の課題である。 
もう 1 つの問題は光化学オキシダントの越境汚染である。光化学オキシダントは、

火力発電所・工場・自動車による化石燃料の燃焼等によって窒素酸化物（NOx）、硫

黄酸化物（SOx）、揮発性有機化合物（VOC）等の汚染物質が大気中に大量に放出さ

れ、それに日射（紫外線）が当たり光化学反応を起こすことによって生成する酸化性

物質の総称（大部分はオゾン）である（この濃度が 120 ppb を継続して超えると光化

学スモッグ注意報が発令される）。この健康影響として、眼症状（目のチカチカ、流

涙）、呼吸器症状（咽・喉頭痛、咳、息苦しさ）、さらに重症では吐き気や頭痛などの

急性症状が現れる。中国の太平洋岸には巨大都市や大規模な石炭火力発電所・工場な

ど多数の汚染発生源が存在し、NOx や VOC を大量に放出している。これが偏西風に

乗って九州から西日本を中心とする広い範囲に運ばれ、大きな社会問題となりつつあ

る。事実、わが国では光化学オキシダントの環境基準が昭和 48 年 5 月に初めて設定

され、原因物質である NOx や VOC の削減はこれ以降現在に至るまで大きく進んでい

るにも拘わらず、環境濃度の改善が見られず、環境基準の達成率もきわめて低い状況

にある。光化学オキシダントと PM2.5 については環境基準の設定時期こそ異なるもの

の、二次生成も含めた生成機構や環境中の挙動の解明が不十分であること、国外から

の寄与が無視できない点などが共通しており、健康影響の予防対策の観点から今後の

動きが注目される。 
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Ⅳ．環境リスクへの対応 

 

１．環境保健における予防対策 
 有害環境因子の人への曝露経路は、主に（ⅰ）経気道吸収する（多くの有害化学的

因子）、（ⅱ）経口摂取する（多くの有害化学的因子）、（ⅲ）直接曝露される（多くの

有害物理的因子）、（ⅳ）自らの生活をコントロールすることができない乳幼児が十分

に保護されないために生じる（不慮の事故、睡眠時間短縮、家庭内受動喫煙）、等で

あろう。その上、乳幼児では、体重当たりの摂取量および呼吸量が多く、また身長が

低く地面に近いので、輻射熱の曝露を受けやすい。したがって、予防に当たってはこ

れらの曝露経路を絶つことが最重要となる。 
 経口摂取によって人の健康が脅かされる要因の除去は、（ⅰ）有害毒性物質が製造

工程のいずれにも存在しないこと、同時に混入しないよう製造者が細心の注意を払う

こと、（ⅱ）食品の安全性を国や地方の検査機関が絶えずチェックする体制を構築し、

かつ実行することに尽きる。 
昨今、食の安全性については国民的関心が集まっている。また、内閣府食品安全委

員会も機能し始め、様々な食品について検討されている。しかしながら、運用に当た

って生産者や消費者を過剰に刺激しないように配慮し過ぎることにより、胎児を含め

た子どもが有害環境因子の危険に晒される可能性も一部にある。一例として、内閣府

食品安全委員会はメチル水銀の健康影響を評価・審議し、「魚介類に含まれるメチル

水銀に関わる摂食に関してハイリスクグループを胎児、また耐容週間摂取量としてメ

チル水銀 2.0 μg/kg 体重/週（Hg として）とする」旨の答申を平成 17 年 8 月 4 日に厚

生労働大臣に届けた。この答申を受けて、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛

生分科会乳肉水産食品・毒性合同委員会は「妊婦への魚介類の摂取と水銀に関する注

意事項」（平成 17 年 11 月 2 日）を国民に発表した。この落とし穴は、注意事項に特

定の魚（例えば、クジラ、キンメダイ、クロマグロなど）を示したことにある。確か

に、厚生労働省はその他の魚介類についても水銀含有量をインターネット上に提供し

ている。しかし、多くの国民は妊娠中に特定の魚のみ食べなければ良いと誤解するか

もしれない。例えば、注意事項に含まれないカツオ（水銀含有量 0.154 μg/g）を妊娠

期間中に多食すれば毛髪水銀濃度は前述の 2.0 μg/kg 体重/週を超えてしまう。わが国

の場合、地域や季節により食材は異なることが多いので、このように魚を特定化する

ことは理解しやすい反面、誤った摂食を推奨することになってしまう危険性が残る。 
一方、魚介類に限らず、野菜、穀類、食肉においても農薬、土壌・水質汚染、家畜

飼料等の問題が残り、有害性を 100％除外できているという確証はない。したがって、

保護者や学校栄養士は子どもに「多種類の食品を、偏ることなく日々品を変え、少量

ずつ、バランス良く摂取」させるように努めることが危険回避として重要となる。 
 放射線被曝からの予防は、まさに原発の安全基準および安全対策に取り組む国家の

威信に関わる問題である。すなわち、地震などの自然災害時、あるいは原発で働く人々
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のヒューマンエラーが発生した時にどれ程の安全性が保証されるのかが問われる。チ

ェルノブイリ原発事故の経験を共有している世界に向けて、万一「いままでに経験し

たことのない強い地震であったので、放射性物質が大気中に放出した」という弁解が

発せられるとするならば、恥の上塗り以外の何物でもない。しかしながら、平成 23
年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は“想定外”という言訳を付して福島第一原発

を破壊し、チェルノブイリ原発事故と並ぶ大惨事をもたらした。 
 子どもの最適睡眠時間の確保は、基本的に保護者や教育者の責務である。この睡眠

影響に対しては科学的証拠をさらに積み重ねる必要があるが、生後から小学 1～2 年

生になるまでの子どもに対して最適睡眠時間を母子手帳に示すなどして、保護者の勝

手な思い込みや勝手な都合を押しつけることにより子どもが睡眠不足に陥らないよ

うに配慮しなければならない。特に、夕食時間と就寝時間を子ども本来の生活時間に

戻すことが基本と考えられる。同様に、子どもの熱中症予防も保護者や教育者（保育

士、教諭）の責務であり、気象条件を把握し、子どもに熱中症対策を施さなければな

らない。 
 乳幼児に自らを律するように教えることは難しい。したがって、子どもの健康を保

持するための情報・知識および方策を保護者に提供することによって環境因子からの

健康障害を回避するしかない。このために、妊娠後の母親学級時に妊娠期間中の食事

摂取の仕方を、1.5 歳児や 3 歳児検診時に最適睡眠時間や熱中症予防法などを教育す

る、また上述したように母子手帳に、月齢身長・体重の他に、最適睡眠時間等の情報

を記載する等も今後検討されるべきであろう。いずれにしても、子どもを持つ保護者

や子どもと日常的に接する学校教師などへの教育を行うことが先決である。 
次に、これまでに述べてきた環境問題は、子どもを取り巻く自然環境や社会環境の

中のごく限られた事例を挙げているに過ぎない。我々に託された課題は、今回触れて

いない新たな有害環境因子による人への健康影響を、疫学的手法を用いて、科学的に

解明するとともに、その予防策を構築していくことである。 
 

２．都道府県医師会の環境保健への対応 

 平成 20～21 年度の日本医師会環境保健委員会の答申において、(ⅰ)環境問題に起

因する健康影響に対応できる都道府県医師会の組織を整備することが要請された。こ

こでの最優先事項は、①環境保健に関する担当理事の選任、②環境保健に関する担当

事務方の選任、③環境保健委員会の設置であった。次に、(ⅱ)日本医師会が開催する

環境保健担当理事連絡協議会への参画、また(ⅲ)環境保健に関する講演会を日本医師

会だけでなく、都道府県独自に開催することも推奨された。 

今期の環境保健委員会では、平成 23 年 11 月に、改めて都道府県医師会を対象に環

境保健関連委員会および担当理事の設置状況等に係るアンケート調査を実施した。平

成 22～23 年度の現況は参考資料-１に付したように、徐々に取り組まれている。その

中で、特に積極的に環境保健への取り組みを行っている宮城県、愛知県、徳島県の事

例を参考資料-２～４に紹介した。 
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３．東日本大震災後の対応 
 展望のない社会に人は自らを奮い起こす勇気を持つことすら諦めてしまう。阪神・

淡路大震災のときには、内閣の危機意識こそ低かったが、神戸の復興を願う多くの若

中年者の気鋭が復元を果たした。被災した人々の生活圏近くに働く場が多く残ってい

たことがその原動力であった。一方の東日本大震災では、最新鋭の緊急時迅速放射能

影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）が存在していたにも拘わらず活用されず、

結果として原発付近に住む住民の放射線被曝が回避できなかった。また、上述したよ

うに大津波の猛撃により労働環境は根こそぎ消失した。岩手、宮城、福島の太平洋沿

岸地域には高齢者が多く住み、家を再興する余力も少ない。このため、復興のための

仮設住宅の多くはそのまま地域住民の長屋と化す可能性もある。このような地域での

健康問題を解消するのが日本政府の役目であろう。すなわち、東日本大震災復興対策

基本法の下で、明確で強力な復興指針を提示し、被災した地方行政庁を牽引していか

ねばならない。 

（定点観測からみた東日本大震災後の気仙沼市内の復旧状況） 

 平成 23 年 6 月 1 日には、日本医師会による初の試みとして、都道府県医師会環境

保健担当理事連絡協議会が開催された（詳細は参考資料-５）。都道府県医師会役員、

日医役員、環境保健委員会委員、事務局より、総勢 96 名が参加し、わが国における

環境保健問題に関する意識の共有が図られた。「環境中の放射線・放射能と健康に関

する基本的知識」と題した特別講演の他、今日的な環境保健問題について講演が行わ

れた。 
また、日本医師会は、環境保健委員会とは別に、平成 23 年 7 月 6 日に文部科学省

で開催された「福島県内で一定の放射線量が計測された学校等に通う児童生徒の日常
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生活等に関する専門家からのヒアリング（第 3 回）」において、「日本医師会が考える

重要施策」と題した提言を掲げた（参考資料-６(1)）。その提言を受けて、平成 23 年

10 月には、文部科学省が学校医、学校歯科医、学校薬剤師を対象とする「放射線に関

する研修会」を主催するに至った。日本医師会は共催として参画した（参考資料-６
(2)）。これに学校医が参加することにより、教職員、保護者および児童生徒等に対し

放射線による健康影響等を含む基礎的事項について説明できよう。 
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Ⅴ．医師に対する生涯教育のあり方 

 
 医師は、医を生業とし、自らの技を磨き、一人ひとりの患者がもつ不都合を取り除

くとともに、公衆衛生の向上および増進に寄与する必要がある。個人およびその集合

体であるコミュニティーを取り巻く環境に由来する健康問題に取り組む学術が環境

保健であるとするならば、我々は本業とともにこの環境問題に立ち向かう姿勢を示す

べきである。斯くして、環境保健委員会は、「循環型社会形成に向けての医師の行動

指針」（平成 18～19 年度）に続き「環境に関する日本医師会宣言案」（平成 20～21 年

度）を作成し、これを基に日本医師会は平成 21 年 4 月 21 日に「環境に関する日本医

師会宣言」を公表した。今期は、この環境保健活動の役割を担う「社会的機能を有す

る医師」を育成するための具体的方策として、医師会員のための講演会と生涯教育シ

リーズ冊子の発行を詳細に検討した。 
 
１．講演会および生涯教育研修 
 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。 
 このためには、都道府県医師会における環境保健に関する委員会や担当理事の設置

等の組織化と、生涯教育研修の開催が重要になってくる。これらは、地域特有の環境

保健問題に限らず公衆衛生にも広く資することから、強く求められるべきものである。

かかる意味で、日本医師会が、普遍的な環境保健問題を遍く全国の会員に伝えるとと
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もに、都道府県医師会を積極的に支援すべきである。また、日本医師会の生涯教育カ

リキュラムにおいて環境保健に係わるコンテンツを拡充させることは、上記の都道府

県医師会における組織化とともに社会的機能を有する医師の育成のために極めて重

要となる。 
 

２．生涯教育カリキュラムにおける環境保健の充実と生涯教育シリーズ冊子の刊行 
 平成 20～21 年度の環境保健委員会（櫻井治彦委員長）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

るよう検討することが重要であると提案した。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。 
 本委員会はこの提案を受けて、日本医師会「生涯教育カリキュラム」に「環境保健」

を加えること、また医師の生涯教育シリーズの冊子の刊行を提言することとした。し

かしながら、「Ⅲ．環境問題に起因する健康影響」の中で述べたように、環境保健に

関わる問題は枚挙に暇がない。例えば、福島原発事故で放射線被曝による健康影響は

平成 23 年度の憂慮すべき話題となったが、専門領域は放射線医学、甲状腺外科学、

血液内科学、小児科学、産婦人科学、精神神経科学、加齢医学、免疫学、疫学、産業

医学、環境衛生学、栄養学など広範囲に跨がり、このテーマだけで一冊の生涯教育シ

リーズ冊子ができあがる。それにも拘わらず、科学的事実に照らして何が確かで、何

が不確かであるのかを見極めると“医療”からアプローチできることには自ずと限界

がある。そこで今回は、主に第一線で活躍する医師が備えておくべき国内外の環境問

題の事実と最新情報を冊子として提供し、医師としての生涯教育の基礎固めに狙いを

定めることとした。環境問題における時系列的事実や予防医学的な考え方は、その限

界性にも拘わらず、最前線で働く医師の日常診療の中で知り得た知識・情報と重ね合

わせることによって、将来発生するかもしれない新たな環境問題に起因する健康影響

にも対処できる能力を獲得する礎になると信ずる。 
 以下の本委員会が考える生涯教育シリーズの (1)構想案 および (2)章立て案 は、

上述の都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会の際に、参加者を対象に環境問題

に起因する健康影響に関するトピックについてアンケート調査を実施し、その結果を

参考にしている（集計結果は、参考資料-７）。 
 
（１）本委員会が考える生涯教育シリーズ冊子の構想案 
タイトル A 案－環境による健康リスクのすべて 

B 案－医師が読む環境問題の A to Z 
ねらい 第一線で活躍する医療・医学の専門家が備えておくべき国内外の「環境問題」の事実と

最新情報を提供することによって、医師としての生涯教育の基礎固めを狙う。 
読者層 1) 日本医師会会員 

2) 期待できる読者層として・・・この種のよい教科書（読み物）がない 
衛生・公衆衛生関係者（保健所医師・保健師・衛生行政関係者） 
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医学部学生・大学院生 

基本方針 分かりやすく（何が確かで、何が不確か） 
読みやすく（ビジュアルで） 
具体的に（リスクの大きさを示す） 

 

内容 

1) 含まれるべき内容：健康障害・健康影響・健康問題、リスク評価 
2) 含まれても良い内容：行政対応・法律・基準・汚染の実態報告 
3) 含まれない内容：診断/治療/病態・ヒト以外への影響・シミュレーションだけの課題・

リスクアセスメントだけの話 
 

専門性 

1) 本文は「中程度」の専門性（医療・医学に従事する者や異分野の科学者が理解でき

ること）・・・further reading としての英語・日本語の文献（図書）を各 2 つ紹介する

2) 「初歩」、「高度」はコラムなどで対応 
 

分量総論 

総論：全体の総論が 4~6 頁 
個別各論の総論 5 つ程度×2 頁=10 

各論：40 課題×4 頁ないし 6 頁=160~240 
その他 馴染みの乏しい専門用語が少なからずあるため、索引を充実させる 

 
（２）生涯教育シリーズ冊子の章立て案 

A. はじめに 
１．企画の意図 
２．医学における環境問題 
３．環境弱者 

 
B. 環境汚染にともなう健康リスク 
１．大規模災害にともなう環境汚染による健康リスク 

 1) 放射能汚染による健康リスク 
(1) 福島原発－人の被曝の現状と健康調査計画 
(2) 福島原発－環境汚染の広がり 
(3) チェルノブイリ原発事故 
(4) スリーマイル島（TMI）原発事故 
(5) Hiroshima-Nagasaki cohort 

  2) 火山性ガスと火山灰による健康リスク 
  3) 大震災による二次健康リスク 

(1) PTSD などメンタルヘルス不調 
(2) 循環器疾患リスクの上昇 

  4) 洪水・ゲリラ豪雨による二次健康リスク 
２．地球環境変化による健康リスク 
  1) オゾンホールと紫外線 

2) 地球温暖化 
(1) 生物媒介感染症 
(2) 水・食料媒介感染症 
(3) 熱中症 

  3) 越境汚染物質 
(1) 光化学オキシダント 
(2) 黄砂 

３．流通後製品の残留・廃棄物による健康リスク 
  1) 水銀 

2) 鉛 
3) 内分泌かく乱化学物質 
4) 残留性有機汚染物質（POPs: Persistent Organic Pollutants） 
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(1) ダイオキシン 
(2) PCBs 
(3) その他の POPs 

  5) 農薬 
  6) 廃棄物処理 
４．公共的活動と環境と健康リスク 
  1) 電磁波 

2) 騒音 
3) 低周波音 
4) 花粉症 
5) 火力発電 

５．企業活動と環境と健康リスク 
  1) アスベスト 

2) ベンゼンなどによる大気汚染 
3) トリククロエチレンなどによる地下水汚染 
4) ヒ素による飲料水汚染 

６．個人活動と環境と健康リスク 
  1) シックビルディング（またはシックハウス）症候群 
  2) 室内汚染としての受動喫煙 

3) 窒素酸化物 
4) 微小粒子 
5) 愛玩動物による人畜共通感染症 

７．医療機関の化学物質管理と廃棄物処理 
 

C. 環境汚染による健康障害の事実と教訓 
１．水俣病 
２．イタイイタイ病 
３．土呂久鉱毒事件 
４．ボパール事件 
５．セベソ事件 
６．四日市ぜんそく 
７．公害時に現場の医師はどのように対処したか 

 
D. 資料編 
１．環境に関する日本医師会宣言 
２．関連法規等行政指針 
  1) 環境基本法 
    2) 廃棄物処理法 
  3) その他 
３．関連ホームページの URL リスト 

 
（３）生涯教育シリーズ冊子のコラム 

1) 原子炉の構造 
2) 放射能の単位 
3) 東海村臨界事故 
4) ヒートアイランド 
5) indoor air pollution 
6) sick car 
7) ストックホルム条約 
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8) COP17 
9) エコチル調査 

10) 医療機関の地球温暖化自主行動計画 
11) ポジティブリストとネガティブリスト 
12) モントリオールプロトコール 
13) グルタールアルデヒドの毒性 
14) 逆転層 
15) 原油汚染：ナホトカ号事件 
16) リスクアセスメント／リスクコミュニケーション 
17) 予防原則 
18) 酸性雨 
19) 携帯電話の電磁波影響 
20) 環境倫理 
21) ISO14000 シリーズ 
22) 水銀条約 
23) PRTR 
24) MSDS 
25) 石綿健康被害救済法 
26) 野焼き 
27) 感染性廃棄物 
 

（順不同・余白を利用・本文と調整が必要） 
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Ⅵ．提言－まとめにかえて－ 

 
 今期の環境保健委員会は、平成 22 年 9 月 3 日に開催された第 1 回委員会において、

会長から「環境問題に起因する健康影響と医師に対する生涯教育のあり方」について

の諮問を受けた。これに答えるために、環境問題に起因する健康影響とその環境リス

クへの対応を考え、それを支援する医師に対する生涯教育のあり方を検討した。 
 この結果、下記の２点を提案する。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．講演会および生涯教育研修 

   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の開催を推奨する。講演会におけるテーマ

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とするが、

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、講演者の選択・決定が重要な鍵となる。その

際には、日本医師会からの強力な支援が求められる。 

２．生涯教育シリーズ冊子の刊行 

   本委員会は、生涯教育カリキュラムに「環境保健」を加えると共に、「生涯教

育シリーズ」として環境保健をテーマとする冊子の刊行を提言する。環境保健に

関わる問題は枚挙に暇がないが、本委員会は、主に第一線で活躍している医師が

備えておくべき知識としての国内外の環境問題の事実と最新情報を提供するこ

とが医師としての生涯教育の基礎固めに必須であると結論した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

なお、この答申内容の検討とともに、主として都道府県医師会の体制作りの一環

として、「都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会」を今期に開催した。その

内容は参考資料-５に示した。これを契機に、これまで環境保健委員会がなかったり、

担当理事がいなかった幾つかの都道府県医師会に委員会や担当理事が設置されたが、

この「都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会」は今後も定期的な開催が必要

である。 

 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従来と異なる環境保健

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て以来、平成10年度から2年ごとに7期にわたる委員

会が、環境保健に関わる問題を整理してきたことは、「I. はじめに」に示した通り

である。今期の答申は、これまでの答申を総括し、医師会員の生涯教育に向けて一

歩を踏み出すものとなった。しかし、情報提供や共有のあり方や生涯保健や産業保

健・学校保健との関連のあり方等については、実施に向けてまだ検討が必要であろ

う。また、環境保健の問題は時代とともに変化していくので、生涯教育においても

常に見直しが必要となることは言うまでもない。 
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 本答申により、日本医師会における環境保健への取り組みが、これまで以上に少

しでも前進することを期待する。 



巻 末 
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参考資料-１．都道府県医師会における環境保健活動に係るアンケート調査結果 

 
 ＜環境保健委員会の設置状況等に関するアンケート調査の概要＞ 
 本委員会は、今回の答申に当たって、現在、各都道府県医師会が、環境保健問題にどのように取

り組んでいるかを把握するため、47 都道府県にアンケート調査を実施した。 
 そして、環境保健委員会を設置しているのが 12（計画中 2 を含めると 14）医師会、環境保健担

当理事を設置しているのが 24 医師会、環境保健に関する都道府県行政や関係団体等と連携した協

議会などに参画している医師会が 26 医師会あることが明らかとなった。 
 以下、調査票、各回答の集計を収録する。 

① 調査目的 
 日本医師会環境保健委員会では、｢環境問題に起因する健康影響と医師に対する生涯教育の

あり方｣について、鋭意検討を行ってきた。 
 平成 23 年 3 月 11 日には東日本大震災が発生し、多くの環境保健問題を惹起した。そのよう

な状況下、平成 23 年 6 月 1 日には、日本医師会初の試みとして都道府県医師会環境保健担当

理事連絡協議会を開催し、多くの都道府県医師会から参加いただいた。 
 環境保健分野は、今後、我が国において益々その重要性を増すものであり、本会は、各都道

府県医師会と協力しながら、一層の取り組みをしていかなければならない。 
 そこで、向後の環境保健委員会務運営の一助とすることを目的として、各都道府県医師会に

おける環境保健への取り組み状況についてアンケート調査を実施した。 
② 調査対象    都道府県医師会 
③ 調査時期    平成 23 年 11 月 
④ 調査票提出期日 平成 23 年 12 月 9 日（日本医師会必着） 
⑤ 調査票提出先  日本医師会地域医療第２課 
⑥ 調査系統 

送付 

日本医師会  
回収 

都道府県医師会 

⑦ 調査回収結果   
A) 調査対象数  47 都道府県 
B) 回答数    47 都道府県 
C) 回収率     100 ％ 

⑧ アンケート集計結果 
 
問１．  
 貴医師会において、環境保健について審議している委員会（例：環境保健委員会、公衆衛生委員会など）

はありますか？ ある場合には、その委員会の名称を教えて下さい。 
     
 平成 23 年 12 月 10 日現在、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 12 医師会

で、以下の通りである。 
都道府県 委員会名 

北 海 道 学校保健推進委員会 
宮 城 環境保健委員会 
東 京 医療廃棄物適正処理推進協議会 
神 奈 川 公衆衛生委員会、環境対策委員会 
富 山 環境保健委員会 
愛 知 環境衛生委員会 
京 都 環境保全対策特別委員会 
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大 阪 環境保健委員会 
兵 庫 公衆衛生委員会 
徳 島 環境保健委員会 
宮 崎 公衆衛生感染症委員会 
鹿 児 島 環境保健委員会 

 上記の他、環境保健関連の委員会の設置を計画している岩手県医師会と岡山県医師会を合わせる

と、合計 14 医師会で委員会が設置されていることとなる。全都道府県医師会のうち、約 30％の医

師会が、会内に環境保健に係る委員会を設置していることとなる。33 県医師会が｢設置無し｣と回

答した。 
 上記の内、平成 21 年 10 月に実施した環境保健委員会の設置状況に係るアンケート時に委員会を

設置していたのは、神奈川県、富山県、愛知県、大阪府、徳島県の合計 5 医師会であり、以来 2 年

間に、7 医師会で環境保健関連の委員会が新設された。 
 また、都道府県医師会の環境保健委員会に、郡市区医師会が参画している医師会は、神奈川県、

富山県、愛知県、宮崎県の４医師会で、岩手県と岡山県の２医師会が、郡市区医師会の参画を計画

している。 
 

問２．  
貴医師会において、環境保健分野を専ら担当される役員はいらっしゃいますか？いらっしゃる場合

（兼務可）には、その役員のお名前を教えて下さい。 

 
 平成 23 年 12 月 10 日現在、都道府県医師会に環境保健担当役員を設置している医師会は 24 医師

会で、以下の通りである。 
北海道、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、富山県、

愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県 、
愛媛県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 上記の他、環境保健担当役員の設置を計画している岩手県と岡山県医師会を合わせると、合計

26 医師会で担当役員が設置されていることとなる。このうち、複数の担当役員を設置しているの

が、２医師会（茨城県、東京都）あった。21 県医師会が｢設置無し｣と回答した。 
 上記の内、平成21年のアンケート時に担当役員を設置していたのは、北海道、山形県、茨城県、

栃木県、神奈川県、富山県、愛知県、京都府、大阪府、和歌山県、大分県の11道府県医師会であっ

た。埼玉県、千葉県、長野県に関しては、平成21年のアンケート時には担当役員を設置していると

の回答だったが、今回の調査では設置無しとの回答であったが、今回の調査での担当役員設置済み

26医師会から、前回調査での設置済み15医師会を差し引いた11医師会で、環境保健担当理事が純増

している。 
  問１と合わせると、環境保健委員会と担当役員のいずれも設置している医師会が 12 医師会（岩

手県医師会と岡山県医師会の計画中を合わせると 14 医師会）、担当役員の設置のみが 14 医師会と

なっている。このことから、全都道府県医師会のうち、26 医師会、約 55％の医師会が、委員会や

担当役員を設置し、組織的に環境保健問題に対応していることが分かる。 
 
問３．  
 貴医師会は、環境保健に関する行政や関係団体等と連携した協議会などに参画していらっしゃいます

か？参画している場合は、その名称と構成員の内訳や審議内容も教えて下さい。 
 
 平成 23 年 12 月 10 日現在、環境保健に関する行政や関係団体等と連携した協議会などに参画し

ている医師会は 26 医師会、全体の約 55％の医師会がいずれかの形で行政の環境保健問題に参画し

ている。参画していないと回答した医師会は 21、全体の約 45％であった。計画中は 0 であった。 
 多くは、都道府県庁に設置された｢環境審議会｣、若しくは公害審査会に医師会として参画してい

るケースが多いが、地域特性・事情に応じて、行政の環境保健問題に取り組んでいるケースもある。
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例えば、原子力関連施設のある青森県と新潟県では、各々、青森県原子力施設環境放射線等監視評

価会議、新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議で、原子力施設の環境や放射線の監視に係る委

員会の運営に参画している例や、岡山県では、県アスベスト対策協議会に医師会が参画している例

などである。  

 問１と問２の回答を合わせてみると、行政に参画している 26 医師会のうち、環境保健委員会及

び担当役員の設置状況と行政機関への参画状況は、以下の通りである。 
 環境保健委員会も担当役員も設置せずに、行政機関に参画していると回答した医師会は以下の通

りであるが、｢専ら｣環境保健に関わる委員会や担当役員が設置されていなくとも、県の環境保健行

政に参画している事実は、今後の医師会における環境保健への取り組みの発展性も鑑みれば、極め

て重要な事実であるといえる。 
青森県  （青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議） 
岩手県  （岩手県公害審査会） 
新潟県  （新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議） 
石川県  （石川県環境審議会） 
福井県  （福井県環境審議会） 
岡山県  （岡山県アスベスト対策協議会） 
香川県  （香川県環境審議会） 
長崎県  （長崎県環境審議会） 

 
【都道府県医師会における行政との連携の概況】 

都道府県 都道府県の行政機関 審議内容 構 成 員 
北 海 道 北海道学校保健審議会 ※環境の問題は、テーマに応じて

他の委員会で扱うこともあるが、

新たに問題が出てきた場合には、

学校保健委員会で検討すること

が多い。 

北海道医師会長ほか 

青 森 青森県原子力施設環境

放射線等監視評価会議 
原子力施設に係る環境放射線等

のモニタリングに関する事、安全

性に関する事等、他 

学識経験者（専門家・有識者）、

関係市町村・組織等の長、青森

県職員 
岩手県公害審査会 公害紛争解決処理 医師、薬剤師、建築士、弁護士岩 手 
岩手県環境審議会 地球温暖化問題、災害廃棄物問

題、環境基本計画 他 
医師、行政、 （大学・高校）

教授、（農協・漁協）組合、県

市長会、町村会、森林・林業会、

自然保護団体協議会、旅館ホテ

ル生活衛生同業組合、銃友会、

農水省、経産省、国交省ほか 

宮 城 宮城県環境審議会 国の環境基本法に基づき、県内の

環境の保全に関する基本的事項

の調査審議 

審議会委員25名、水質専門委員

8名、地盤沈下専門委員6名 

茨 城 茨城県環境審議会 地球温暖化対策、廃棄物処理計画

策定、水質環境基準類型指定、公

共用水域及び地下水の水質測定

計画 

県医師会代表、県議員、県民代

表、学識経験者、市長村長、行

政、団体代表ほか 

 環境保健委員会

の設置 
担当理事 
の設置 数 医師会 

１ 
○ ○ 9 北海道、宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、京都

府、大阪府、兵庫県、鹿児島県 
２ 

× ○ 9 茨城県、栃木県、三重県、滋賀県、和歌山県、鳥取

県、佐賀県、大分県、沖縄県 
３ 

× × 8 青森県、岩手県、新潟県、石川県、福井県、 
岡山県、香川県、長崎県 
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栃 木 栃木県環境審議会 環境保全全般 行政、県議会議員、農林関係団

体、商工関係団体、環境関係団

体、学識経験者 
病院における地球温暖

化対策推進協議会 
（日医主催） 

地球温暖化対策自主行動計画 日医，東京都医師会、日本病院

会，全日本病院協会，日本精神

科病院協会，日本医療法人協会

東 京 

東京都産廃対策推進協

議会（東京都主催） 
産業廃棄物の適正処理の推進 排出事業者団体、処理業者団

体、行政の3者 
神 奈 川 かながわ地球環境保全

推進会議 
地球温暖化問題 県民部会52団体、企業部会19

団体、行政部会36団体ほか 
新 潟 新潟県原子力発電所周

辺環境監視評価会議 
柏崎刈羽原発周辺の大気中、海

中、河川等の調査結果の評価ほか

関係自治体首長、学識経験者、

新潟県・東京電力関係者ほか 

石 川 石川県環境審議会 石川県環境統合計画について 33名 
福 井 福井県環境審議会 生活環境、自然環境、野生生物、

温泉 
医療団体、学識経験者（大学教

授）、環境保護団体、農林漁業

団体 
愛 知 愛知県環境審議会 環境保全施策、悪臭、水質汚濁、

公害、廃棄物、騒音等 
学識経験者、県議会議員、関係

行政機関の職員、国の地方行政

機関の長又は職員、専門委員、

専門調査員ほか 
三 重 三重県環境審議会 水質総量削減計画及び線量規制

基準、環境基本計画 
学識経験者、県議員、行政等 

滋 賀 滋賀県環境審議会 環境企画、温暖化対策、水・土壌・

大気、廃棄物、自然環境、温泉、

琵琶湖総合保全 

医師会、学識経験者、行政、各

団体代表ほか 

京都府環境審議会環境

管理部会 
水質汚濁防止法に基づく線量削

減計画及び線量規制基準の策定

等について 

関係行政機関、学識経験者、住

民団体代表、各種団体代表、市

民公募委員 

京 都 

京都市環境審議会 「京の環境共生推進計画」、 関係行政機関、学識経験者、住

民団体代表、各種団体代表、市

民公募委員 
大阪市公害健康被害認

定審査会 
公害健康被害の補償等に関する

法律に基づく公害認定患者の認

定更新、障害の程度及び起因死亡

並びに不服申し立て等の審査 

府医師会理事５名含む17名 

大阪市公害診療報酬審

査委員会 
公害健康被害の補償等に関する

法律第23条第1項に規定する、診

療報酬の審査 

府医師会副会長１名、理事２名

を含む医師９名（市特別区医師

会理事等） 
大阪府環境審議会 温暖化対策、大気汚染、水質汚濁

防止 等 
43人で構成 

大 阪 

大阪市環境審議会 温暖化対策、生物多様性地域戦略

のあり方 
20人で構成 

兵 庫 兵庫県環境審議会 環境の保全及び創造に関する事

項（総合、大気環境、水環境、廃

棄物、産廃紛争予防・調整、自然

環境、鳥獣、温泉） 

学識経験者、関係行政機関の職

員等 

和 歌 山 和歌山県環境審議会、 
大気・騒音・振動部会、 

大気、悪臭、騒音及び振動に係る

環境の保全に関する事項 
医師会、地方気象台、自動車会

議所、弁護士、社会経済研究所、

警察本部、河川国道事務所、和

歌山大学等 
鳥 取 鳥取県環境管理事業セ

ンター 
産業廃棄物最終処分場建設に係

る検討 
※県医師会が参与として参画 

岡 山 岡山県アスベスト対策

協議会 
石綿健康被害救済制度の改正、再

生砕石への石綿含有産業廃棄物

環境省中国四国地方環境事務

所、岡山労働局、岡山市、倉敷
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の混入防止について 市ほか 

香 川 香川県環境審議会 環境基本計画の策定、香川県みど

りの基本計画の策定 他 
商工会議所女性会、町村会、

NPOｸﾞﾘｰﾝｺﾝｼｭｰﾏｰ、香川大学ほ

か 
佐 賀 佐賀県環境審議会 環境保全に関する基本的事項の

調査審議 
医師会、学識経験者、関係行政

機関の職員ほか 

長 崎 長崎県環境審議会 知事の諮問に応じ、環境の保全に

関する基本的事項及び重要事項

を調査審議する 

県医師会常任理事を含む42名 

大分県環境審議会 大分県の環境の保全に関する基

本的事項等 
県医師会常任理事を含む45名 大 分 

大分県地域保健協議会

環境衛生産業保健小委

員会 

環境衛生問題、廃棄物処理問題、

大気汚染問題、産業保健推進セン

ター支援、産業保健活動推進 他

県医師会常任理事４名、県医療

政策課含む県庁５課、歯科医師

会、薬剤師会、労働局、商工会

議所等 
鹿児島県環境審議会 環境に関するあらゆる内容を審

議・審査 
県医師会副会長を含む42名 鹿 児 島 

鹿児島県公害審査会 公害紛争の迅速，適正な解決 18名 

沖縄県環境審議会 環境基本計画を策定する場合の

基本方針等の調査・審議等 
学識経験者、公益代表者、産業

界代表者、行政関係者等 
沖 縄 

沖縄県公害審査会 公害紛争の迅速，適正な解決 医師、学識経験者、弁護士、看

護師、薬剤師 
 
問４．  
 ６月１日の都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会後、例えば、宮城県医師会では、欅田先生や

環境省の役職者を招聘し、地域の会員の先生方約 300 名を対象に環境保健研修会を開催され、また、徳

島県医師会でも平成 24 年に同様の研修会を企画されておられます。 
 貴医師会において同様の研修会を開催された、または計画されていることがございましたら、教えて

下さい。 

                    
 平成 23 年 12 月 10 日現在、環境保健に関する研修会を実施した医師会は、4 医師会、計画中は 6
医師会、計画無しが 35 医師会、未回答が 2 医師会であった。研修会を実施または計画しているケ

ースでは、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災と、それに起因する東京電力福島第一原子

力発電所の放射線漏出事故後に関連したテーマを設ける医師会が多い。  
 実施済 計画中 内     容 

岩 手  未定  
宮 城 平成23年 8月 6日  宮城県医師会環境保健研修会 

｢東日本大震災後における環境と影響｣ 
東 京  平成24年3月 医療機関対象「平成23年度医療廃棄物適正処理研修

会」（東京都医師会・東京環境局・東京都産業廃棄

物協会共催） 
愛 知  未定  
大 阪 平成23年 6月29日  熱中症対策、放射線被ばくの基礎知識 
兵 庫  未定  
広 島 平成23年 7月 8日  県民公開講座熱中症講演会 
徳 島 平成23年12月11日  環境中の放射線・放射能と健康に関する基本的知識

福 岡  平成24年8月 第56回九州ブロック学校保健・学校医大会におい

て、「放射線から子どもを守るために」をテーマに、

長崎大学大学院の高村教授に講演いただく予定。 

鹿 児 島  未定  
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参考資料-２．宮城県医師会での環境保健の取り組み事例 

 
①委員会設置の必要性 
 平成 22 年 4 月、佐々木悦子常任理事が、日本医師会環境保健委員会の委員に任命された。同

年 9 月に日本医師会で開催された第 1 回環境保健委員会で、原中会長より「環境問題に起因する

健康影響と医師に対する生涯教育のあり方」が諮問され、前委員会の答申も踏まえ、各都道府県

に環境保健委員会・担当理事の設置を推し進めることが行動目標として議論された。 
 当時、宮城県医師会に環境保健担当理事や委員会はなく、環境保健に関する問題は主に産業医

の研修カリキュラムに組み込まれる形で、会員への情報伝達がなされていた。環境保健は、職場

環境という問題だけでなく、学校保健や患者の生活環境・食品、さらには生活する地球環境全体

という視点から広く取り組む必要があるにも関わらず、それまで、環境保健上の重要案件でさえ、

他の委員会で主要議題に準じる形でしか扱ってこなかった。 
  そこで、日本医師会環境保健委員会の行動目標と、環境保健委員会を立ち上げることの意義と

重要性を踏まえ、環境保健委員会の設置に向けた取り組みが推進されることとなった。 
 
②環境保健委員会の設置の経緯 
  過去、県医師会において年度途中に委員会が設置された前例はなかったが、日本医師会環境保

健委員会での行動目標と、委員会設置の意義と重要性を踏まえ、以下の過程を経て、平成 23 年

2 月に、環境保健委員会を設置するに至った。 
ｱ） 県医師会員の意識喚起を旨として、宮城県医師会報の「視座」に｢地球環境と医療｣と題し、

環境保健の重要性と、日本医師会の環境保健への取り組みを紹介する記事を寄稿した。 
ｲ） 委員会設置について、会長および、担当副会長に趣旨説明をした後、三役会で環境保健委

員会に係る以下の設置事由を述べた。 
i 熱中症をはじめとする地球温暖化等、環境保健は医師としての喫緊の課題となっている。 
ii 宮城県が全国に先駆けて環境税の導入に取り組んでいることから、リスクコミュニケー

ションのパートナーとしての医師の役割の重要性が増している。 
iii 年度途中で今発足させなければ、（日本医師会環境保健）委員会の中で立てた方針を次期

の事業計画に盛り込むことが出来ず、医師会員への研修会の実現等の実際的活動がさら

にその翌年度になってしまう。 
ｳ） 三役会の了解を得、理事会了承を経て、2 月 1 日に、｢宮城県医師会 環境保健委員会｣が

設置されるに至った。 
ｴ） 委員会の委員には、佐々木悦子常任理事の他に、以下の方々に就任いただいた。 

i  国立環境研究所  佐藤 洋 理事（日本医師会環境保健委員会委員長） 
ii  県医師会担当副会長 
iii  県医師会産業保健担当理事 
iv  東北大学大学院医学系研究科発達環境医学分野 仲井 邦彦 教授 
   （環境遺伝医学の基礎的研究者） 
v  アレルギーを専門とする小児科医 （宮城県立こども病院小児科医師） 
vi  仙台市医師会理事 

   
③環境保健委員会設置後すぐの東日本大震災 

   2 月 28 日 (月) に第一回宮城県医師会環境保健委員会を開催し、環境保健委員会の在り方・役

割、宮城県における環境保健上の問題点・課題、今後の行動目標について討議を行った。 
   その 11 日後の 3 月 11 日、東日本大震災が発生し多数の死傷者が出た。そして、県全域での電

気、ガス、水道、鉄道、通信等のインフラの被害に加え、沿岸部の甚大な津波被害、東京電力福

島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散1など、深刻且つ複合的な災害に見舞われた。

                                                        
1
 平成 23 年 12 月 19 日、環境省は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電
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生活環境の破壊や放射能汚染の問題等、人類がかつて経験したことのない複合的な環境問題が発

生した。 
   突如、眼前に突きつけられた自然災害とそれに起因する環境問題を前に、設置後間もない環境

保健委員会が重要な使命・役割を負うこととなった。環境保健委員会を設置していたことで、大

震災後の環境保健問題に即応でき、県行政においても重要な役割を果たしたことが、結果として、

環境保健委員会と担当理事の設置の意義を物語ることとなった。 
   眼前の深刻な現実を前に、一刻の猶予も許されない状況であったため、委員会の運営は、「巧

遅拙速」を避けることを旨とした。 
   
④宮城県医師会環境保健研修会の開催 

   平成 23 年 6 月 1 日に、日本医師会において、第１回都道府県医師会環境保健担当理事連絡協

議会が開催され、宮城県医師会より佐々木悦子常任理事が参加した。当連絡協議会では、昨今の

環境保健問題に関する議題に加え、特別講演として、東日本大震災に係る放射線問題も組み込ま

れていた。 
  宮城県では、被災地沿岸部における、がれき処理に伴う粉じん2と放射線被曝の問題が深刻な

状況であったことから、その２つをテーマに研修会を開催することとした。 
   日本医師会の事務局にも協力を得るなどして、平成 23 年 8 月 6 日 (土)、仙台国際センター

において環境保健研修会を開催するに至った。当日は、県内医師会員 300 余名の参加を得て、立

ち見も出るほど盛況であったが、それだけ、東日本大震災後の宮城県における環境保健問題が深

刻で、会員の医師にとっても喫緊の課題であったともいえる。研修会の概要は以下の通りである。 
   なお、研修会は、日本医師会認定産業医制度における研修会の単位対象となっている。 

１．司会：宮城県医師会常任理事                        佐々木悦子 
２．挨拶：宮城県医師会会長                         伊東  潤造 
        宮城県環境生活部長                      小泉   保 
３．講演： 
    座長：東北大学大学院医学系研究科発達環境医学分野教授 
                               仲井 邦彦氏 
     テーマ「東日本大震災後における環境と健康」 
     （１）「東日本大震災における大気環境行政の対応 
                 －大気環境行政の最近の話題も交えて―」   
              環境省水・大気環境局大気環境課長         山本  光昭氏 
     （２）「環境中の放射線・放射能と健康に関する基礎知識」  
                国立保健医療科学院生活環境研究部部長    欅田 尚樹氏 
４．質疑応答 
５．閉会:宮城県医師会副会長                            嘉数  研二 

 
⑤宮城県環境審議会への協力と政策への関与 

   宮城県は、国の環境基本法に基づき、県内の環境の保全に関する基本的事項を調査審議する目

的で環境審議会を設置しており、宮城県医師会より佐々木常任理事が委員として参加している。

委員は、審議会委員 25 名、水質専門委員 8 名、地盤沈下専門委員 6 名で構成されている。 
   東日本大震災後の 6 月に開催された平成 23 年度第１回宮城県環境審議会では、議題として、

宮城県地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定、みやぎ環境税を活用した「みやぎグリーン

                                                                                                                                                                               
所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（放射性物質汚染対処特措

法）」に基づき、宮城県については、石巻市、白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町及び山元町の

全域を、汚染状況重点調査地域に指定した。  
2
東日本大震災で発生した災害廃棄物、瓦れき類は最大で 1,800 万トン（宮城県の年間ごみ処理量の凡そ 23 年分）

と推計されている（宮城県環境政策課）。３年間で全てを処理する計画。 



 <8>

戦略プラン」、宮城県における夏の節電への対応、災害廃棄物処理の基本方針、福島第一原子力

発電所事故による放射能の問題等、震災によって生じた様々な問題もあわせて議論した。 
   県医師会の環境保健担当常任理事の立場として、特に、節電・省エネ対策の推進に関する提言、

がれき処理に伴うアスベスト飛散への注意喚起、女川原子力発電所の放射能の測定結果の開示に

関する申し入れを行う等、県行政の軌道をただす役割を果たしたことの意義は大きい。 
   平成 23 年 6 月 3 日には、審議会より、村井嘉浩宮城県知事に対して、東京電力福島第一原子

力発電所事故による放射能拡散に留意した上で、平成 23 年度公共用水域水質及び地下水質測定

計画の策定について答申を提出した。 
   斯様に、県の環境行政、就中、環境保健に係る各種施策について、日本医師会環境保健委員会

における審議内容と同期をとった県医師会の考えや主張を反映させることが、県民の健康に資す

る上で極めて重要であると思慮するところである。 
 
⑥今後の展望 

   宮城県では、平成 23 年より、全国初の環境税の導入が採択された。CO2 排出削減に向けての

さまざまな取り組みが議論され，“宮城県循環型社会形成推進計画”が進められようとしている。

ここで最も必要とされているのは、社会を構成する一人ひとりの生活のしかたの変革であり、意

識の変革である。まさに荒廃しつつある地球環境は、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』（1962）
の警鐘以来、はじめは目に見えないところで私たちの健康や生命を蝕んできたが、すでに眼前の

脅威となりつつある。こうなってくると、加速度をつけ、雪崩のように急速に平穏な地球環境を

覆いつくすだろう。 
   変化する環境に、迅速に適応する医療・健康管理が求められている。ひとびとの健康に関わる

『リスクについての正確な情報の共有（リスクコミュニケーション）』が一層重要となる。その

担い手としての医師は、いまや、『提言する医師』から『行動する医師』への変容を迫られてい

る。 
   宮城県医師会として、これからも折に触れ、様々な情報を発信していきたいと考えている。 
 
 
 

参考資料-３．愛知県医師会での環境保健の取り組み事例 

 
①愛知県医師会における環境保健活動の特徴 

   愛知県医師会は、昭和 57 年に環境衛生委員会を設置して以来、これまで、環境対策や感染

症対策など幅広く、時代に応じた課題の検討を行ってきた。愛知県医師会の環境保健委員会で

の取り組みにおいて、行政との密な連携をもとにした事業を行ってきたことは、特筆できるこ

とである。 
  愛知県環境審議会には、愛知県医師会副会長が出席し、県の環境行政における健康問題の取

り組みに重要な役割を果たしてきた。環境審議会の他にも、愛知県アスベスト対策協議会、愛

知県公害健康被害認定審査会（愛知県公害診療報酬審査会議）にも県医師会から委員として参

画している。 
   愛知県アスベスト対策協議会は、平成 17 年 9 月に設置された協議会で、公的機関として、

厚生労働省愛知労働局、国土交通省中部運輸局、環境省中部地方環境事務所を始め、愛知県市

長会、町村会、名古屋市等の自治体及びその連合体が参画している。公益法人として、愛知県

医師会を始め、愛知県病院協会、愛知県商工会連合会など 25 団体が参画している。これまで、

「アスベスト対策推進のための活動指針」の合意を経て、アスベストに係る情報の共有･相互

提供、飛散防止対策の推進、合同立ち入り検査、パンフレットの策定等の事業に取り組んでき

た。 
   また、愛知県では、健康被害予防事業として、昭和 63 年度より、大気汚染による健康影響に

係る医療水準の向上及び知識の普及啓発を図るため、愛知県医師会が行う環境保健事業の実施に
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要する経費に対して補助を行う目的で、環境保健事業費補助金の交付事業を実施している。愛知

県の事務事業評価調書では、当該事業を、｢公害健康被害者の健康の確保を図るうえで、医療機

関の協力は不可欠であり、今後も現行水準の事業規模を維持する必要がある。｣と評価しており、

環境に起因する県民の健康被害の予防・啓発に貢献している。 
   このような形で、愛知県医師会は、長い間にわたって行政との密な連携をとって、地域医療

における環境保健問題に取り組み、県民の健康増進に貢献してきた。 
 
②環境衛生委員会 

   愛知県医師会では、河村昭徳理事を担当理事として、環境衛生委員会を設置している。構成は、

愛知県内医療圏代表医師会 11 名、学識経験者 2 名の合計 13 名で、広く県内の環境保健問題に係

る情報収集と意見交換を実施している。毎年、6 月、9 月、12 月、3 月に開催しており、議題は、 
Ⅰ． 環境保健対策・・環境対策、花粉症対策、医療廃棄物対策、アスベスト対策 等 
Ⅱ． 感染症対策・・・インフルエンザ対策、予防接種対策、肝炎対策、結核対策、エイズ対

策、献血対策 等 
  について、愛知県当局から直近の話題・問題について説明を受け、各委員間で検討を行っている。 
  平成 23 年度の環境衛生委員会での議題は、以下の通りである。 

日時：平成 23 年 6 月 7 日 (火) 午後 2 時 
報告・協議 

1．行政からの報告 
2．平成 24 年度予防接種要望額（案）について 
3．結核対策特別促進事業について 
4．日本医師会環境保健委員会（5 月 18 日 (水)）について 
5．都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会（6 月 1 日 (水)）について 
6．その他 

  
日時：平成 23 年 9 月 6 日 (火) 午後 2 時 

報告・協議 
1．インフルエンザワクチンの安定供給対策について 
2．行政からの報告 
3．平成 23 年度 感染症講演会（10 月 8 日 (土)）について 
4．その他 

  
日時：平成 23 年 12 月 6 日 (火) 午後 2 時 

報告・協議 
1．行政からの報告 
2．結核対策特別促進事業について 
3．平成 23 年度 環境保健及び結核講演会（2 月 21 日 (火)）について 
4．天然痘シナリオ演習会（9 月 9 日 (金)）について 
5．日本医師会環境保健委員会（9 月 28 日 (水)）について 
6．第 41 回公害指定地域医師会東海ブロック連絡会（10 月 1 日 (土)）について 
7．平成 23 年度 感染症講演会（10 月 8 日 (土)）について 
8．厚生労働省「新型インフルエンザの診療に関する研修」（11 月 6 日 (日)） 
   について 
9．その他 

  
③環境保健講演会の開催 

  愛知県医師会が行う環境保健事業の実施に要する経費に対し、愛知県の予算の範囲内において、

愛知県環境保健事業費補助金が交付されており、この補助金をもとに環境保健講演会を開催して

いる。補助対象は、愛知県医師会が実施する環境保健に係る講演会等普及啓発事業又は環境保健

に係る情報の収集・研究事業に要する講師等謝礼、会場借上料、資料印刷費、通信費等の経費で、

基準額は 440,000 円（補助率：1／2）である。 
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【環境保健講演会の開催状況】 
講    師 

(平成) 演    題 
所属・役職 氏名 

「行動の段階に入った地球環境問題」 環境庁企画調整局計画調査室長  小島 敏郎

「経済発展と地球環境問題」 参議院議員   宮崎 秀樹

２年度 

「地球環境～オゾンホールについて～」 名古屋大学太陽地球環境研究所教授 岩坂 泰信

「地球温暖化問題の現状と対策」 京都工芸繊維大学助教授   泉  邦彦 
「地球保全の時代」 富山大学教授   小島  覚 

３年度 

「地球環境と私たちの暮し」 名古屋大学水圏科学研究所所長  武田 喬男

「地球の危機とその将来」 朝日新聞東京本社編集委員   石  弘之 
「地球環境とこれからの企業社会」 立正大学経済学部長   福岡 克也

４年度 

「地球時代の新しい価値観と社会像」 国立環境研究所地域環境研究グルー

プ総括研究官   
内藤 正明

「地球環境問題と微量有害物質による環境

汚染」 
横浜国立大学工学部教授   浦野 紘平

「化学物質による環境汚染」 名古屋大学医学部衛生学教授  武内 康浩

５年度 

「水質研究との出会いからこれまで」 名古屋経済大学教授   日比野雅俊

「地球規模に拡がる酸性雨」 三重大学生物資源学部教授   谷山 鉄郎

「地球温暖化とエネルギー」 成蹊大学工学部教授   小島 紀徳

６年度 

「地球環境問題」 （株）三菱総合研究所社会技術シス

テム社会技術政策室主任研究員室長 

諸住  哲 

「地面の環境問題」 名古屋大学理学部教授   田中  剛 
「都市温暖化とその防止技術」 東北大学工学部教授   齋藤 武雄

７年度 

「オゾン層の破壊と有害紫外線」  高崎経済大学教授   石井  史 
「温室効果気体の増加とオゾン層の現状」 気象大学校教授   土器屋由紀

子 
「地球温暖化の影響と今後の予測」 広島大学総合科学部教授   福岡 義隆

８年度 

「環境問題としてのアレルギー」 静岡大学保健管理センター所長  鈴木 修二

「環境変化と医師たち」 国立環境研究所副所長   大井  玄 ９年度 
「地球環境はいま？」 名古屋市科学館学芸員   佐伯 平二

「環境ホルモンの問題」 横浜市立大学理学部教授   井口 泰泉10年度 
「環境問題としてのエイズ-エイズを通じ

て人間を考える-」 
国立環境研究所所長   大井  玄 

11年度 「ダイオキシン問題の最近の話題」 摂南大学薬学部教授   宮田 秀明

12年度 「ディーゼル排ガス粉塵の有害物質につい

て」 
金沢大学薬学部教授   早川 和一

13年度 「人の活動による環境変化とその対応-公
害防止から環境保全へー」 

愛知工業大学教授京都大学名誉教授 佐田 榮三

14年度 「最近話題になった環境化学物資（ダイオ

キシン、PCB、環境ホルモン）について」

日本医学会副会長   小泉  明 

「産業廃棄物の適正処理について」 愛知県環境部廃棄物対策課主幹  山崎 達夫15年度 
「循環型社会形成に向けて-名古屋からの

発信-」 
名古屋大学大学院環境学研究科教授 柳下 正治

16年度 「医薬品を含めた身のまわりの発がん性物

資」 
名古屋市立大学大学院医学研究科教

授   
白井 智之

17年度 冊子「公害健康被害の補償等に関する法律の手引書」作成 
「石綿健康被害救済制度の概要と判定様

式」 
環境省中部地方環境事務所環境対策

課長   
梅田 欽也18年度 

「石綿による健康障害」 名城大学薬学部臨床医学講座教授  吉田  勉 
19年度 「医学気象予報の実現に向けて」 中部大学応用生物学部環境生物科学

科教授   
須藤 千春

20年度 「わが国における熱中症発生の実態」 京都女子大学家政学部教授   中井 誠一

21年度 「炭酸ガスは本当に悪玉か：地球温暖化と 名古屋市立大学大学院医学研究科新 戸苅  創 
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胎児新生児の脳」 生児・小児医学教授   
22年度 「環境省『子どもの健康と環境に関する全

国調査（エコチル調査）』について-今、必

要とされていること-」 

名古屋市立大学大学院医学研究科環

境保健学分野（衛生学）教授 兼エ

コチル調査愛知ユニットセンター長 

上島 通浩

23年度 「室内空気汚染物質による健康影響」 
   
 

名古屋市立大学大学院医学研究科環

境保健学分野（衛生学）教授 兼エコ

チル調査愛知ユニットセンター長  

上島 通浩

 
参 考 
平成 23 年度感染症講演会 

23年度 「日本の予防接種政策の現状と今後」 日本医師会常任理事、日本医師会感

染症危機管理対策室長  
保坂シゲリ

 
平成 23 年度結核講演会 

23年度 「結核医療の進化－結核感染診断の進歩

－」 
愛知医科大学メディカルクリニック 

クリニック長・教授 
森下 宗彦 

                       
④今後の展望 

  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地域に合った形での環境保健に取り組むため

に「環境保健委員会」を設置し、各医師会内での環境保健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。 
  また、日本医師会におかれては、平成 23 年度に初めて、都道府県医師会環境保健担当理事連

絡協議会が開催された。今後も、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、年度ごとに活動方針などを情報交換することが必要となることから継続的な開催が望まれ

る。 
 
 

 

参考資料-４．徳島県医師会での環境保健の取り組み事例 

 
①徳島県医師会での環境保健活動の特徴 

   徳島県医師会では、1998 年 4 月 1 日に環境保健委員会を設置して以降、積極的に環境保健問

題に取り組んできた。大きく３つのテーマを掲げ、各々のテーマに沿って課題解決のために取り

組んできた。 
  特に、禁煙推進に関しては、2003 年 5 月に施行された健康増進法、並びに 2005 年 2 月に発効

した「たばこ規制枠組み条約」（Framework Convention on Tobacco Control: FCTC）を環境保健にお

ける重要なマイルストーンとし、全国の都道府県医師会の魁として活動を展開してきた。その取

り組みは、確実に県民の健康増進に資するものであったといえる。 
【徳島県医師会 環境保健委員会が取り組んできたテーマと課題】 

テーマ 課題 

環境変化による健康被害 

・人体に影響を及ぼす環境因子についての学習 
・ダイオキシン発生源のゴミ減量、分別化 
・シックスクール症候群等の健康被害対策 
・アルミ缶、プルトップ、古切手回収 
・グリーン購入 
・講演会、研修会開催 
・緑のカーテン 

医療廃棄物対策 ・感染性廃棄物、産業廃棄物の適正処理 
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・医療廃棄物実態調査アンケート 
・医療廃棄物の分別、減量化対策問題に関する 
          適正処理マニュアル作成 
・廃棄物処理業者視察 
・処理業者調査、料金適正化 
・講演会、研修会開催 

禁煙推進 

・会館の全館禁煙、敷地内禁煙 
・禁煙メーリングリスト立ち上げ 
・受動喫煙、禁煙推進につき知事に要望書 
・県内イベント等禁煙推進キャンペーン、 
         グッズ、ポスター等作成 
・県内小中高防煙教室、企業禁煙推進 
・タクシー禁煙化 
・研修会、禁煙支援者講習会の開催 
・禁煙ポスター募集、展示 

 
②禁煙推進活動 

   2001 年に、医療制度改革大綱が策定され、それを基盤として、2003 年 5 月に健康増進法が施

行された。同法の第 25 条では、受動喫煙について必要な措置を講じることとして、「学校、体育

館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数

の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために

必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定している。 
   以降、徳島県医師会は禁煙推進キャンペーンを積極的に推進してきた。特筆すべきこととして、

当時の担当常任理事が、2006 年 5 月 29 日の日本禁煙科学会3の設立に奔走し、その後、徳島県医

師会環境保健委員会との有機的な連携のもと、県民の禁煙活動を推進してきたことである。徳島

県医師会環境保健委員会との連携の推進力は大変力強く、平成 23 年 4 月から徳島県庁が全館禁

煙を採用したのも、徳島県医師会環境保健委員会が、県民の健康のための環境保健の課題として

禁煙をテーマ設定し、長年確実に取り組んできた成果である。 
【徳島県医師会が製作した禁煙推進のポスター、ステッカー】 

 

   

 

 
  2011 年 10 月 16 日には、徳島県医師会館において、禁煙支援者（認定産業医単位取得）講習会

並びに第 102 回全国禁煙アドバイザー育成講習会を開催したが、これは、日本医師会認定産業医

基礎後期、生涯専門それぞれ 2 単位の認定を受けることができるものである。 
 
③2011 年度環境保健委員会・産業保健委員会合同研修会 

   今年は、3 月 11 日に東日本大震災が発生し、甚大な被害とともにがれき処理に伴う粉じん問題

や放射線による水質や大気、土壌汚染など、様々な環境保健に係る問題を惹起した。 
   そこで、6 月に開催された日本医師会の都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会や、8 月

に開催された宮城県医師会環境保健委員会による研修会を参考にして、12 月 11 日（日曜日）に

研修会を開催した。年末の多忙な時期にも関わらず、県内の会員 100 余名が参加した。 
                                                        
3
日本禁煙科学会は、2005 年 2 月に「たばこ規制枠組み条約」（Framework Convention on Tobacco Control: FCTC）が

発効したものの、若年世代の喫煙や飲食店などでの受動喫煙をはじめ、家庭や学校、職場、地域などで解決すべき

課題が山積している状況に鑑み、「禁煙支援」と「喫煙防止」に関する科学的研究を深め、さらに多くの社会的責

任を果たすことを目的として設立された。 
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   講師には、国立保健医療科学院・生活環境研究部部長の欅田尚樹先生を招聘し、｢環境中の放

射線・放射能と健康に関する基本的知識｣と題して、講演を頂いた。 
   従前より、環境保健と産業保健は重なる部分が多いこともあり、今次の研修会は、環境保健委

員会と産業保健委員会の合同研修会とした。 
 
④徳島県環境審議会での協力と政策への関与 

   徳島県環境審議会は、徳島県環境審議会設置条例第１条、及び環境基本法第 43 条第１項及び

自然環境保全法第 51 条第１項の規定に基づく審議会その他合議制の機関として平成 6 年 8 月 1
日に設置された。委員会は、環境の保全に関し学識経験のある者 38 名と、市町村長又はその指

名する職員 2 名の合計 40 名で構成されている。今期は県医師会副会長が委員として参加してい

る。 
   今期は、平成 21 年 12 月 9 日に、｢徳島県の地球温暖化対策推進計画について｣の諮問を受け、

多角度からの検討を経て、平成 23 年 7 月 26 日に答申した。地球温暖化は、異常気象、生態系の

異変、海面上昇、水不足や水害の増加などの自然現象として現れ、その結果、熱帯性伝染病や熱

中症など様々な健康影響を引き起こす。特に、数年来の夏の酷暑による熱中症患者の激増は深刻

であり、その予防策の提言等、県医師会の環境保健委員会は重い責任を負っている。 
  徳島県医師会環境保健委員会としても、今後も、県の環境行政に積極的に参画し、県民の健康

を守っていきたいと考えている。 
 
 
 
参考資料-５．都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会 

 
 平成23年6月1日 (水)、13:30から16:00の間、日本医師会３階小講堂において、日本医師会初の試

みとして、都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会を開催した。本協議会は、環境問題に起因

する健康影響に対する医師あるいは医師会の取り組みのあり方について理解を深めることを趣旨

として、本会環境保健委員会にて企画されたものである。都道府県医師会役員、日医役員、環境保

健委員会委員、事務局より、総勢96名が参加した。 
 内容は、特別講演と議事の2部構成とし、特別講演として、国立保健医療科学院生活環境研究部

部長欅田尚樹氏より、「環境中の放射線・放射能と健康に関する基本的知識」と題して講演いただ

いた。 
 また、議事では、以下の議題について講演と質疑応答を行った。 

 

 
 

（1）日本医師会･都道府県医師会の環境に対する取り組み 
                 今村 聡 (日本医師会常任理事) 
（2）環境省の取り組み 
   ①東日本大震災におけるアスベスト対策および光化学オキシダント対策について 
                        栗林 英明 (環境省水・大気環境局大気環境課課長補佐) 
   ②水銀条約の制定に向けた対応および熱中症対策について 
                      早水 輝好 (環境省環境保健部環境安全課課長) 
（3）子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)への対応について 
                  川本 俊弘 (産業医科大学医学部教授) 
（4）石綿の健康被害と医療について 
                  岸本 卓巳 (岡山労災病院副院長) 
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参考資料-６．学校医等を対象とした放射線に関する研修会 

 

（１）提言 
 平成 23 年 7 月 6 日に、文部科学省で開催された、｢福島県内で一定の放射線量が計測された学校

等に通う児童生徒の日常生活等に関する専門家からのヒアリング（第 3 回）｣において、日本医師会

より、以下の重要施策を提言した。4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 本提言の資料は、文部科学省の以下のサイトにも掲載されている。 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/011/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/07/08/1308087_2.pdf 

日本医師会が考える重要施策

 １．子どもを放射線被ばくから守る（次世代の命を守る施策） 
・福島県内外のホットスポットへの対応（定期的なモニタリングと諸施策）も重要。 
・ 低線量の長期被ばくが及ぼすリスクに関する研究への早期の取り組み（研究データの適宜開示）。 
・ 空間放射線量による外部被ばくのみを基準とするのではなく、飲食物など内部被ばくによる放射線量

も算入した積算基準（校庭・園庭に限らない生活全般を通しての被ばく線量基準）の設定が不可欠。 

 ２．検診（学齢期以降も含む）と補償（安心の醸成のための施策） 
・上記の適用範囲の児童生徒につき、学齢期は当然のことながら、成人後も継続的な検診を行うべき

（学齢期は学校健診に甲状腺や内分泌疾患の検査を加えることも検討し、以降は悪性新生物等の検

査項目も含める）。 
・ 検診項目は、現状行われている検診プラスαではなく、｢原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律｣に規定される広島・長崎の原爆被ばく者検診等を参考に、今般の福島第一原発事故の特殊性に

基づく検査項目を新たに設定すべき。    
・医療補償に係る必要な施策（立法措置等）を急ぐべき。 

３．健康教育の実施（子どもの健やかな成長のための施策） 
・「子どもを守る地域専門家総合連携事業｣のフレームワークを活用し、放射線と健康影響のテーマを
語れる医師（放射線専門医等）を全国の学校に派遣し、放射線と健康影響について正確な教育を施
す。 

・ 放射線と健康影響に関する学校医等への研修の充実を図り、学校医等による健康教育を推進す  
る。 

 → 意図せず被ばくした児童・生徒の不安を払拭し、健全で自立的な発育を促す（精神科医等も）。 
 → 意図せず被ばくした児童・生徒に対する『被ばく差別』をなくす（喫緊の課題）。   

４．復興構想会議による｢復興への提言｣との有機的な連携と実践 
・上記の施策は単独でなされるべきものではなく、政府の施策の中で体系的に位置付けられ実践され

るべき。 
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（２）放射線に関する研修会 

１ 趣 旨 
  東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所から放出された環境中の放射性物質により 
 福島県をはじめ、全国的に子どもの健康に対する不安が生じている。 
   このため、学校医、学校歯科医、学校薬剤師等が学校において教職員、保護者及び児 
 童・生徒等に対し放射線による健康影響等を含む基礎的事項について講演や、健康相談 
 及び保健指導を行う際の一助となるよう、放射線に関する研修会を実施する。 
 
２ 日 時 平成 23 年 10 月 28 日（金） 16:00～18:30 
３ 会 場 静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」会議ホール・風 
４ 主 催 文部科学省 
５ 共 催 社団法人日本医師会、社団法人日本学校歯科医会、社団法人日本薬剤師会 
      日本学校薬剤師会、財団法人日本学校保健会、静岡県教育委員会 
                       
６ 対 象 
（１）学校医、学校歯科医、学校薬剤師 
（２）都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会の保健担当者 等 
７ 内 容 
   研修 ① 「放射線と健康への影響」    
         独立行政法人放射線医学総合研究所 理事       明石 真言 
   研修 ② 「学校で放射線を教えるためには」 
             独立行政法人放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 
             規制科学研究プログラムリーダー           米原 英典 
８ 参加人数  500 名 

 

 

 

参考資料-７．都道府県医師会｢環境問題に起因する健康影響に関するトピック｣につい

てのアンケート調査 

 

 平成 23 年 6 月 1 日に開催された都道府県医師会環境保健担当理事連絡協議会の終了後、アンケ

ート調査を実施した。これは、諮問「環境問題に起因する健康影響と医師に対する生涯教育のあり

方」に対する答申として、日常診療の現場の医師に、環境保健に対する認識を高めてもらう趣旨の

読みやすいブックレットを企画する検討が進んでいたことから、委員会の審議での参考にする目的

で、環境問題に起因する健康影響に関するトピックのなかで関心のあるトピックを 5 つ選択しても

らったものである。回答者数は 65 名であった。 
 

【連絡協議会におけるアンケート調査結果概要】 
順

位 
環境問題に起因する健康影響に関する 

トピック 
回答数 

(A) 
回答者数 

(B) 
回答者全員に占

める割合 (A)/(B)

1 放射線・放射能に関する基礎知識  38 65 58.5 % 
2 感染症と温暖化  31 65 47.7 % 
3 小児に対する化学物質ばく露影響  27 65 41.5 % 
4 電磁波  24 65 36.9 % 
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5 受動喫煙  23 65 35.4 % 
6 自然災害と医療  21 65 32.3 % 
7 熱中症  20 65 30.8 % 
8 食品の安全性とリスクアセスメント／リスク 

             コミュニケーション 
19 65 29.2 % 

9 生態系・水質汚染と医療  18 65 27.7 % 
10 紫外線  16 65 24.6 % 
11 公害の時に現場の医師はどのように対処したか 15 65 23.1 % 
12 内分泌かく乱物質  14 65 21.5 % 
13 花粉症  13 65 20.0 % 
14 石綿・アスベスト  10 65 15.4 % 
15 大気汚染とPM2.5  8 65 12.3 % 
16 騒音問題と睡眠障害 8 65 12.3 % 
17 医療機関の化学物質管理 

（ホルマリン、エチレンオキサイド、抗がん剤等）

7 65 10.8 % 

18 水銀条約をめぐる動向  2 65  3.1 %  
19 その他（妊婦の受動喫煙と発達障害についても) 1 65  1.5 % 

 
【連絡協議会におけるアンケート調査用紙】 

アンケートにご協力下さい 

日本医師会環境保健委員会

 環境保健委員会では、諮問である「環境問題に起因する健康影響と医師に対する生涯教育のあり方」
に対する答申として、日常診療の現場の医師に、環境保健に対する認識を高めてもらう趣旨の読みや
すいブックレットを企画する方向で検討が進んでおります。 
 そこで、委員会の審議の参考にさせていただきたいと思いますので、以下、環境問題に起因する健
康影響に関するトピックのなかで関心のあるトピック５つの左欄に“レ”を付けて下さい。お帰りの
際に受付にご提出願います。 
 
□ 感染症と温暖化  
□ 熱中症  
□ 受動喫煙  
□ 大気汚染と PM2.5 
□ 生態系・水質汚染と医療  
□ 食品の安全性とリスクアセスメント／リスクコミュニケーション  
□ 紫外線  
□ 自然災害と医療  
□ 石綿・アスベスト  
□ 小児に対する化学物質ばく露影響  
□ 水銀条約をめぐる動向  
□ 医療機関の化学物質管理（ホルマリン、エチレンオキサイド、抗がん剤など） 
□ 放射線・放射能に関する基礎知識  
□ 公害の時に現場の医師はどのように対処したか  
□ 内分泌かく乱物質  
□ 電磁波  
□ 花粉症  
□ 騒音問題と睡眠障害 
□ その他（ご記入下さい：                        ） 
 

ご協力ありがとうございました。

 




