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化学物質過敏症とは、化学物質に体が反応 して体調の悪化をもたらす病気である。芳

香剤、柔軟斉」、化粧品、農薬、塗料、建材など広範囲な製品に使われている化学物質が

原因になる。将来的に患者数が花粉症なみに増えるのではないかともいわれている。
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芳香剤や建材等の化学物質過敏症、急増で社会問題化

か…日常生活に支障で退職の輌1も
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米国化学会 (AfS)の情報部門であるケミカリレ。アプス トラク ト・サービス (CA

S)が登録する化学物質の数は、 1億件を超えている。そんなおびただしい種類の化学

物質のなかでも、化学物質過敏症の因子として特に注視されているのが、ウレタン原料

のイソシアネートである。その危険
j性に警鐘を鳴らしている内田義之医師 (東京都練馬

区 。さんくりにっく)に、化学物質過敏症について伺つた。

一一化学物質過敏症の診断基準を教えてください。

内田義之医師 (以下、内田) 日本と欧米では、診断基準に大きな差があります。たと

えば米国では、慢性疾患で微量の化学物質への曝露にも反応するなど、具体的な 6項目

(別表参照)を基準に診断しており、アレルギー疾患としてとらえられています。とこ

ろが日本の基準は1愛昧で、たとえば「倦怠感や疲労感が持続すること」が主症状として

定義されていますが、こうした症状は誰にでもありがちなものです。また、「持続する

頭痛」も主症状として定義されていますが、化学物質過敏症なのにまつたく頭痛がない

方もたくさんおられます。

日本の診断基準は、あまりにも心理面を強調し過ぎ、化学物質過敏症という病気を正

確にとらえられていないと思います。とはいえ、化学物質過敏症を疑つて受診される患

者さんのなかには、実はノイローゼや思いこみである人も少なくありません。

私は、日本も米国の診断基準を採用すべきだと考えています。グローバルにデータを

比較するという意味でも、日本の診断基準は問題があります。これでは化学物質過敏症

の実態を、ほかの国と比較することはできません。ですから専門家が議論 して、新たに

診断基準を決めるべきで しよう。これは国の役割であると考えます。

―一化学物質過敏症の大きな因子になつている化学物質、イソシアネー トはどのような

製品に使われていますか。

内田 極めて広範囲に使われています。ウレタン材料として知られていますが、身近な

ところでは、芳香斉」、柔軟斉」、化粧品、農薬、塗料などです。イソシアネー トは種類も

多く、しかも増え続けています。

曖昧な日本の診断基準
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この化学物質は1960年代から、アレルギーを起こす物質として知られていまし

た。昔は動物の皮膚に塗って、その動物をアレリレギー状態にする際に使われてきまし

た。ですからアレルギーを引き起こす化学物質であることは、かなり前から知られてい

たのですが、工業利用が優先されてきました。欧米では厳しい規制基準がありますが、

日本ではほぼ野放しになつているのが実情です。

―一化学物質過敏症の具体的な症例を教えてください。

内田 典型的な実例としては、自宅でのウレタンコーテイングの剥離作業が原因で、重

度の化学物質過敏症を発症 した銀行員の女性のケースがあります。剥離されたウレタン

コーテイングから分解 し、気化 したイソシアネー トを多量に吸い込んだのが原因です。

この女性は、作業が行われた日に、たまたま体調を崩 して自宅で療養 していました。そ

のために被曝したのです。最初は、頭痛、めまい、下痢、目の充血などが見られまし

た。イソシアネー トだけではなく、他の化学物質にも反応するようにな り、化学物質が

入つた食品を制限せざるを得なくなりました。柔軟斉Jや香水にも体が反応 して、銀行窓

口での接客業務ができなくなり退職されました。

他の例としては、 41歳の男性のケースがあります。自動車のペンキ塗装がこの人の

仕事でした。はじめてこの仕事に就いて 1週間後に、咳、息切れ、鼻水、変声などの症

状が現れました。皮膚にも異常が出て、熱も出ました。塗装作業をはじめるとすぐに症

状が現れるのではなく、帰宅後、夜の 10時か 11時ぐらいから症状が出ます。そして

朝になると症状が消えます。その繰 り返 しでした。日曜日は仕事が休みなので、 1週間

のうちで月曜日の朝だけは元気でした。レン トゲンを撮ると景多がありました。イソシア

ネー トによる過敏 1生月市炎という所見でした。入院して治療 した結果、症状はかなり改善

しました。その後、塗装の仕事を辞めて、今は元気になられました。

集団で化学物質過敏症を発症 した例もあります。浜松市の天竜川の支流の集落でのこ

とです。発泡ウレタン (トンネルのコンクリー トと上の間を埋める材料で、イソシアネ

ー トが使われている)を入れる工事をしていたところ、その集落に住む住民らが、次々

退職を余儀なくされる例も
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と皮膚炎や鼻水などの症状を訴えたのです。大半の人は工事が終わると症状も消えまし

たが、2年が過ぎても治らない人が私のクリニックヘ来ました。

浜松市も最初は、ウレタンによる中毒症状だろうと判断したようですが、 1年もしぃ

いうちに大半の人から、症状が消えたので特に大きな問題にはなりませんでした。とこ

ろがそれから2年が過ぎて、 トンネルの発泡ウレタン補充作業が実施されたのですが、

その際、再び同じことが起こりました。そして補充工事が終わり、しばらくするとまた

住民たちの症状は消えました。こうした状況からウレタンのイソシアネートによる影響

だつた可能性が高いのです。

以上の 3ケースは、イソシアネートが引き金となった化学物質過敏症の典型的な実例

です。

――化学物質過敏症と花粉症との関係を教えてください。

内田 花粉症は近年急激に増えています。おそらく人口の 40ノ く―セントから50パー

セントぐらいを占めるでしよう。こうした状態になると病気というよりも、人間の特徴

という様相を帯びてきます。 2月 、 3月 になると鼻水が出て、アレルギー性鼻炎になる

のが、日本人の特徴ということになります。日本人は、杉花粉のなかで生きてきました

が、戦前は花粉症などはまずありませんでした。杉の香りはすごくいい香りだつたわけ

です。杉でもって癒やされることはたくさんあつたはずです。その杉が病気を引き起こ

している背景には、何か因子があるはずです。私は化学物質がその引き金になつている

可能性が多分にあるのではないかと考えています。

一一患者数の推移はどうですか ?

内田 米国の診断基準で診断すると、 10年前を 100%とすれば、今は200%を優

に超えていると思います。健康そうに見える人の中にも、検査するとイソシアネートに

反応する人がいます。重度になつた患者さんのなかには、家から出られない人もおられ

ます。空気が汚染されているからです。

アレルギー疾患が急激に増えてきたのは、第 2次世界大戦後です。気管支喘息は、戦

前は人口の 1%以下で、それほど多い病気ではありませんでした。ところが 1980年

花粉症は化学物質が原因



代、 90年代はWHO(世 界保健機関)のデータで、日本でも 5～ 10%ぐ らい、米国

で約 10数%、 オセアニアで約 30%に なつています。

一一対策はあるのでしようか ?

内田 対策を考える場合、私はアスベス トの教訓を思い出します。アスベス トの場合、

実は1920年代から人体に有害であることがわかっていました。私はアスベス トを扱

うある企業で産業医をしていたことがあるのですが、社員のレントゲン写真にアスベス

トの影響が認められるものをイ可例も経験しました。これらの社員が数十年後に、悪性中

皮腫や肺ガンになるかもしれないことはわかつていましたが、こうした認識は一般的に

はなかつたのです。その後、アスベス トは少しずつ規制されるようになり、2000年

ぐらいに使用を完全に禁止する方向性が生まれたのです。そして2006年 に使用禁止

になりました。

本来であれば危険性が明らかになつた時点で使用をゼロにしなくてはなりませんが、

企業サイドからすれば、それは大きなダメージになります。経済産業省 0厚生労働省

も、このあたりを配慮して、なかなかアスベス ト対策を取らなかつたのだと思います。

代替品が登場して、はじめて全面禁止にしたのです。

イソシアネートについても、おそらく同じことがいえると思います。代替品ができる

までは、厚生労働省は本気で対策を取らないでしよう。ですから早く代替品を開発しな

ければなりません。

私たちの身の回りから芳香斉Jをなくすことぐらいはできるかもしれませんが、イソシ

アネートは、極めて用途が多岐におよんでいるので、対策が極めて難しいのが実情で

す。

一―田舎への引つ越しは対策になりますか ?

内田 化学物質過敏症になつて田舎へ引つ越す方もいますが、ほとんど効果はありませ

ん。引つ越しても症状はよくなりません。なぜかといえば、化学物質過敏症になると、

最初の原因はイソシアネートであつても、複数の化学物質に反応するようになるからで

す。患者さんのほとんどが多数の化学物質に反応します。スギ、ヒノキ、イネ科オ直物、

食べ物、果物、カビ、それにゴ
｀
キブリなどの昆虫にも反応します。つまり、者F会から田

舎に行つても同じです。化学物質は、都会にも田舎にも同じようにあるのです。

(文 =黒薮哲哉/「メディア黒書」主宰者)

【表 1】 アメリカの専門医・研究者など34名が合意した「コンセンサス 1999」 。

以下 6つの条件に合致すれば化学物質過敏症 (米国では、多種化学物質過敏状態)の可

能1生が高い。



。 (化学物質の曝露により)再現性を持って現れる症状を有する。

・1曼性疾患であるよ

。微量な物質への曝露に反応を示す。

・原因物質の除去で改善又は治癒する

。関連性のない多種類の化学物質に反応を示す

。症状が多くの器官 。臓器にわたっている。

(出典 :公害等調整委員会 )
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