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１．事業概要

１． 事業概要
１-１.事業の趣旨・目的等について
１-１-１．事業の趣旨・目的
環境由来の健康問題にはアレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症等があり、そ
のうちアレルギーに関しては二人に一人が罹患しているといわれる。またシックハウス症
候群や化学物質過敏症といった化学物質による健康被害も依然と存在する。
これら問題を解決するためには若い世代からその問題について知識や対応できる能力を
有する必要がある。そこで建築分野に関して、ただ単にハード面の住宅及び建築設計のみで
なく、アレルギーやシックハウスに罹患しにくい生活スタイルを含めたそこに住まう人の
住まい方といったソフト面を伝える必要性があると考える。これらの一部は建築専門学校
でも知識レベルで取り上げられるが、知識を現場対応という実践力に結びつけるには、それ
ぞれのテーマを掘り下げたアクティブラーニング等の主体的な学びを導入し、教育内容の
一層の充実化を図る必要がある。
そこで本事業では、これらの実践力の修得を目的とする教育プログラムを開発・実施し、
健康へ配慮した建物への対応力を備えた建築系人材の育成を通して地域への貢献をめざす。
１-１-２．学習ターゲット、目指すべき人材像
●学習ターゲット
建築業界で働く人材全般
●目指すべき人物像
アレルギーやシックハウス問題等の環境由来の健康問題に配慮した住宅を提案・設計
することのできる専門家
●想定する活躍の場
全工務店・建設会社に当然のように受け入れられる状況を想定する
１-２．事業背景
１-２-１．当該教育カリキュラム・プログラムが必要な背景

●室内空気環境と健康の関連性
環境由来の健康問題にはアレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症等があり、そ
のうちアレルギーに関しては２人に一人が罹患しているといわれる。
【図表１】に示したのは人体が一日に摂取する
全物質の摂取量を重量比別にグラフ化したもの
である。ここからもわかる通り、室内空気からの
物質摂取は全体の 5 割以上を占めるものとなっ
ている。
そもそも「室内」とは自宅のみならず、職場、
学校、病院や（介護養護）施設、そのほかの公共
あるいは民間の建物など多岐にわたる。WHO(世界
保健機関)でも室内空気質の汚染は主要な病因あ
るいは死因の一つであるとしており、汚染の原因
になるのは化学物質や微生物・真菌などの生物、
室内の湿気の上昇によるダンプネス（湿度環境の
悪化で結露やカビが生え住宅にダメージを与え

【図表 1】人体の全物質摂取量（重量比）
出典：厚生労働省（居住環境とアレルギー）

ている状態）など多様な原因があげられる。
●国や自治体における室内環境改善に関する試み
2002 年には厚生労働省による 13 種の室内化学物質濃度指針値が示され、2003 年には
建設省および引き継いだ国土交通省による建築基準法の改正、さらに 2009 年には文科省
による学校の環境基準の設定、また、住宅や学校新築時には濃度評価して引き渡すように法
制度改正がなされるなど、過去 20 年、我が国の各省庁が室内空気環境の改善に向けて様々
な対策を行ってきた。しかし、シックビルディング（ハウス）症候群や化学物質過敏症は、
それぞれその原因となる化学物質や環境濃度は個人によって大きな差異があることから、
非常に多くのリスク要因の除去を考えながら、健康障害の予防や対策を考えていくことが
今後の課題であると考えられる。

●建築業界における室内空気環境改善に関する試
み
建築業界においてもシックビルディング・ハ
ウス症候群等が世間で注目を集めるようになっ
て以降、大手企業や業界団体を中心に「建築業界
における室内空気環境改善に関する試み」（2003
年：一般社団法人日本建材産業協会他）といった
ような、室内空気環境汚染の原因物質を規制す
る動きはあるが、住宅建築業界とくに戸建て市

【図表 B

戸建て住宅シェア（2016 年度）】（住宅産業研究所）

場においては、いわゆる大手と呼ばれるハウス
メーカー10 社を合わせても全体の 30％ほどであ
り、全国に 10 万軒ある地場工務店が 70％以上の
圧倒的多数を占めるという現状があることか
ら、業界内で働くすべての人材にそのような意識あるいは知識が十分にあるとは言い難い。
【図表 1】人体の全物質摂取量（重量比）
出典：厚生労働省（居住環境とアレルギー）
【図表 B 戸建て住宅シェア（2016 年度）
】（住宅産業研究所）
●建築業界の現状
2020 年の東京オリンピック開催を控え、建設需要の高まりから、業界全体としては好景
気といえる。一方で建築業界における技能者（建築士等）の約 3 割が 55 歳以上の高齢者
となっており、他産業と比べて高齢化が進行している。業界が引き続き重要な役割を果たし
ていくためには、将来を支える担い手の確保が急務となっている。特にすでに業界で活躍し
ている若者への教育や定着の促進などに重点を置き、中長期的に人材確保・育成を進めてい
くことが重要である。
●建築業界におけるニーズの多様化
近年は、高齢者や障がいのある人でも暮らしやすい「バリアフリー設計」や、地球環境に
配慮した「エコハウス」
、
「ソーラーシステム」など、施主が建築に求めるものが多様化して
いく傾向にある。さらにいわゆる健康住宅と呼ばれる分野において、建材や高気密と換気シ
ステムの調和などハード面のみでなく、そこに住まう人の住まい方などのソフト面を伝え
る人材が必要になる。これに伴って、それぞれの建築業界で働く人材に対しても、これまで

にない知識やアイディア、感性が問われる環境になっており、どれだけ自身の専門性を高め
られるかがより重要になってきている。
以上のような背景から、健康問題に関する専門性を有した、建築業界人材の育成は建築系
専門学校において、今後の展望を担う重要な教育コンテンツの一つであると考えられる

１-３．事業実施
１-３-１．実施体制
本事業では、以下のような構成機関からの参画者により実施委員会及び開発部会を組織し、
事業を推進した。
構成機関の名称

役割等

都道府県名

事業統括

東京都

１

合同会社ＬＰエデュケーション

２

中央工学校

評価・実証

東京都

３

日本工学院専門学校

評価・実証

東京都

４

東京デザインテクノロジーセンター専門学校

評価・実証

東京都

５

幸手看護専門学校

開発・評価・実証

埼玉県

６

東武医学技術専門学校

開発・評価・実

埼玉県

７

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

８

一般社団法人シックハウス診断士協会

調査・開発・評価

東京都

９

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

調査・開発・評価

群馬県

開発・評価

東京都

調査・開発・評価

東京都

調査・評価

埼玉県

評価

東京都

１０

一般社団法人地域防災支援協会

１１

NPO 法人先端医療福祉開発研究会

１２

〜ＣＳ憩いの仲間〜
化学物質過敏症とその家族の情報交換会

１３

環境アレルゲン info and care 株式会社

１４

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

１５

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

事業の実施体制（イメージ）
本事業では実施体制として
「実施委員会」
「開発部会」
「実証部会」の 3 組織を設置する。
各組織の概要は以下の通りである。

なお、当社は各組織の会議主催者として座長を務めると共に、事務連絡・経費管理・請負
業者手配等の各種事務作業を担当する。

〇 実施委員会
構成員：本事業構成機関（教育機関、学識者、業界企業・団体）
役割 ：事業計画・事業活動方針の策定、部会への作業指示、活動内容の承認・評価、活動
成果の評価
〇 開発部会
構成員：業界企業・団体、教育機関
役割 ：カリキュラム設計、教材設計、開発教材評価・修正、開発報告書作成
〇 実証部会
構成員：業界企業・団体、教育機関
役割 ：実証講座企画・設計、実施結果分析、実証講座実施報告書作成

事業実施体制のイメージを下図に示す。

実施委員会
計画提示

活動報告

活動指示

成果提出

部会
調査
開発・実証

主催

事務局

管理

（LP エデュケーション）

１-３-２．実施内容
本事業は、平成元年に実施したアンケート調査を経て、今年度は以下の取り組みを実施した。
・実施委員会
・開発部会
・開発
① 「公衆衛生」についての講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツの開発
② 「顧客要求分析・提案」についての講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツの開発
③ 「実践 PBL」についての講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツの開発

以下、取り組みの概略について報告する。

■ 実施委員会ならびに開発部会
事業を実施する上で設置する会議 ※複数の会議を設置する場合には、欄を適宜追加して記
載すること。
会議名
目的・役割

実施委員会
事業計画・事業活動方針の策定、部会への作業指示、活動内容の承
認・評価、活動成果の評価

検討の具体的内容

・事業全体のスケジュールや開発及び実証の仕様の承認、調査結果
や開発成果の評価、成果物の承認などに関する討議

委員数

16 名

開催頻度

6回

実施委員会の構成員（委員）
構成機関の名称

役割等

都道府県名

事業統括

東京都

１

合同会社ＬＰエデュケーション

２

中央工学校

評価・実証

東京都

３

日本工学院専門学校

評価・実証

東京都

４

東京デザインテクノロジーセンター専門学校

評価・実証

東京都

５

幸手看護専門学校

開発・評価・実証

埼玉県

６

東武医学技術専門学校

開発・評価・実

埼玉県

７

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

８

一般社団法人シックハウス診断士協会

調査・開発・評価

東京都

９

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

調査・開発・評価

群馬県

開発・評価

東京都

調査・開発・評価

東京都

調査・評価

埼玉県

評価

東京都

１０

一般社団法人地域防災支援協会

１１

NPO 法人先端医療福祉開発研究会

１２

〜ＣＳ憩いの仲間〜
化学物質過敏症とその家族の情報交換会

１３

環境アレルゲン info and care 株式会社

１４

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

１５

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

１６

株式会社エム・ケー企画

開発・評価

神奈川県

開発部会の構成員
会議名
目的・役割

開発部会
2021 年度「公衆衛生」、
「顧客要求分析・提案」、
「実践 PBL」の講義・
演習教材及び e ラーニングコンテンツ開発

検討の具体的内容

「公衆衛生」
、
「顧客要求分析・提案」、
「実践 PBL」の講義・演習教材
及び e ラーニングコンテンツ開発に向けた調査及び制作

委員数

9名
構成機関の名称

開催頻度

2回
役割等

都道府県名

１

合同会社ＬＰエデュケーション

事業統括

東京都

２

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

３

一般社団法人シックハウス診断士協会

調査・開発・評価

東京都

４

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

調査・開発・評価

群馬県

５

一般社団法人地域防災支援協会

開発・評価

東京都

６

NPO 法人先端医療福祉開発研究会

調査・開発・評価

東京都

７

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

８

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

９

株式会社エム・ケー企画

調査・開発・評価

神奈川県

実証部会の構成員
会議名
目的・役割

実証部会
2021 年度「公衆衛生」
、
「顧客要求分析・提案」、
「実践 PBL」のモデ
ル講義の実施講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツ開発

検討の具体的内容

「公衆衛生」
、
「顧客要求分析・提案」、
「実践 PBL」の（全 31 時間）
のうち、20 時間程度を抽出し、協力機関専門学校の協力のもと建築
系専門学生及び建築系専門学校既卒者を対象として実施する。
実証講座では実施前後においてアンケートを実施し、講座内で簡易
的な成績評価も行う。講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツ
開発に向けた調査及び制作

委員数

9名

構成機関の名称

開催頻度

1回

役割等

都道府県名

事業統括

東京都

評価・実証

東京都

１

合同会社ＬＰエデュケーション

２

中央工学校

３

幸手看護専門学校

開発・評価・実証

埼玉県

４

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

５

一般社団法人シックハウス診断士協会

調査・開発・評価

東京都

６

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

調査・開発・評価

群馬県

７

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

８

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

９

株式会社エム・ケー企画

開発・評価

神奈川県

本事業では実施委員会を６回、開発部会を２回、実証部会を１回開催した。

２．開発報告

２-１．開発概要
本事業で開発する教育プログラムは、建築業界で働くすべての人材が対象である。住環境
における室内環境の改善は業界全体として取り組まなければならない喫緊の課題であり、
本事業の終了後、教育プログラムの普及展開については全国規模で構想していくことを基
本方針とする。
なお本年度は「公衆衛生」
、
「顧客要求分析・提案」、
「実践 PBL」の講義・演習教材及び e
ラーニングコンテンツ開発に向けた調査及び制作を行い、併せて実証も行った。
講座の全体構成は以下の通りである。
●講師の選定
講義内容にふさわしい講師を以下の通り選定した。
科目
公衆衛生

講師名

所属名

塩田忠則

一般社団法人寝室環境衛生管理協会、一般社団法人シッ
クハウス
診断士協会

顧客要求分析

栗原位之

株式会社エム・ケー企画

実践 PBL

栗原位之

株式会社エム・ケー企画

２-２．コマシラバス
《公衆衛生》
学習時間

14 時間

学習テーマ

公衆衛生

学習目標

公衆衛生に関する全般的な知識や関連法規、建築といかに関わるかを学
び、専門的知識・スキルを身につける。

学習内容

E ラーニング

1-1

公衆衛生概論

1-2

公衆衛生 意義と歴史

1-3

感染症とその予防

1-4

経口感染

1-5-1 建築物環境衛生・行政論
1-5-2 建築物環境衛生・建築物の環境衛生
1-5-3 建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
1-5-4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
【抜粋】
1-6

アレルギー害虫

1-7

洗浄と殺菌

《顧客要求分析》
学習時間

7 時間

学習テーマ

顧客要求分析

学習目標

顧客要求分析を理解し、について、専門的知識・スキルを身につける。

学習内容

E ラーニング
１． マズラー欲求から顧客要求を考える［ｅラーニン
グ］
1.1 欲しいの段階
1.1.1 「売る方法」を考える時代の終焉
1.1.2 マズローの欲求５段階説
1.2 お客様のことを知る
1.2.1 心の豊かさ
1.2.2 コト売り
1.2.3 欲求レベルと消費金額
1.3 生理的欲求から見る顧客
1.3.1 生理的欲求
1.3.2 生理的欲求のあるお客様

1.3.3 具体的アプローチ
1.4 安全の欲求から見る顧客
1.4.1 安全の欲求
1.4.2 安全の欲求のあるお客様
1.4.3 具体的アプローチ
1.4.4 生理的欲求と安全の欲求
1.5 所属と愛の要求から見る顧客
1.5.1 所属と愛の欲求
1.5.2 所属と愛の欲求のあるお客様
1.5.3 具体的アプローチ
1.6 承認欲求から見る顧客
1.6.1 承認欲求
1.6.2 承認欲求のあるお客様
1.6.3 具体的アプローチ
1.7 自己実現の欲求から見る顧客
《実践 PBL》
学習時間

10 時間

学習テーマ

実践 PBL

学習目標

実践 PBL を理解し、専門的知識・スキルを身につける。

学習内容

E ラーニング
1.

ヒアリングの準備・実施

1.1 授業計画
1.1.1 授業内容の概要
1.1.2 学習目標
1.1.3 進行計画例
1.2 講義資料
1.2.1 演題課題
1.2.2 案件概略
1.2.3 ヒアリング実施記録フォーマット
2.

クライアントの要望分析

2.1 授業計画
2.1.1 授業内容の概要
2.1.2 学習目標
2.1.3 進行計画例

2.2 講義資料
2.2.1 演習課題
2.2.2 「住宅における健康被害まとめ」シート
3.

室内空気測定提案書の作成

3.1 授業計画
3.1.1 授業内容の概要
3.1.2 学習目標
3.1.3 進行計画例
3.2 講義資料
3.2.1 演習課題

実証講座
以下は、
「シックハウス」
「アレルギー」
「防災」「公衆衛生」
「顧客要求分析」「実践 PBL」
の受講者アンケートであり、評価・分析コメントを付記した。
・シックハウス

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

シックハウス
岡

正弘

建設業

年

齢

２６

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:正直、シックハウスに関してはあまり興味がなく、どのようなものか見当もつきません
でした。もちろんそういった法律があるのは知っていましたが、とりあえず「ある」くら
いの認識でした。そういった面では、学ばせていただきよかったと感じています。
課題としては、なんともいえませんが、まだまだ奥が深いのかなという面で、そのあたり
も探れればなと感じました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：求められることは、これがどのように通常の授業の中で盛り込まれ継続しながら学べ
るのか、それとも単発なのかわかりませんが、うまく取り込んでもらえればいいかなと思
いました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

シックハウス
上堀和成
学生

年

齢

１９

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A：楽しく学べました。最初はどんなものかと思っていましたが、徐々に面白くなりまし
た。シックハウスについて学ぶ場所が少ないのでよかったです。
実証講座と聞いていたが、本格的な講座でよかったと思いました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A ：対面式だともっと面白かったかなと思いました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

シックハウス
水落聡
建設業

年

齢

２７

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A：ありがとうございました。
改めてシックハウスについて学べ感謝しています。講座は普通に進んだと思いますが、や
はり質問もしたかったです。とはいえ最低限以上のことはしっかりと学べたと思ってい
ます。
化学物質のところなどは特に面白かったと持っています。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：一方通行の授業だと最低限のことは教えてもらえるが、それ以上になるとどうなのか
と思いました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

シックハウス
長坂健太
学生

年

齢

２０

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:学校ではこんなに詳しく習っていないので、面白かったです。当然数字的な部分などは
記憶できていませんが、概略が理解できたのはよかったです。特に法律の面は勉強になり
ました。シックハウスにかかわる法律がこんなにあるのかと知り、それらがまたつながっ
ていることも知りました。
自分が不勉強なところもあり、理解できない部分もありましたが、全体的には楽しく学べ
ました。
今後は質問もできる体制であればいいかなと思いました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：DVD 受講の欠点だと思うのですが、やはり質問をしてみたいなというのはありました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

シックハウス
長迫美紀子
学生

年

齢

１９

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:講座、ありがとうございました。初めてのシックハウス研修で知らないことばかりでし
たが勉強になりました。
本来は建築の業務を目指す者として知っておかないといけないことなのですが、授業の
コマ数の関係でほとんど時間が取れないとのことです。しかし、大事なことなのでしっか
り学ぶ必要があることがわかりました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：双方向で学べたら楽しいかなと思いました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

シックハウス
濱田淳
建設業

年

齢

２５

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A： 過去には建築について学んだときはほとんどシックハウスについて触れられること
もなかったので、改めて知ることができました。ほとんど初めてのことばかりだったので
内容的には面白かったと思います。

あとダニやカビについて深く検証されていたのはよかったです。どうしても作り手は作
ってしまえば最後で、後の生活スタイルまで言及しないのでその点もよかったです。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：一方的に教えられる形でなく、双方的であればなおよかったです。

評価・分析

授業の内容については大半が良いという評価であったと思える。特にこの
分野に関しては教えているところがまだまだ少ない（授業時間が取れない
問題）ため、その点は評価してもらえていると思う。
ただ意見の中で多かったのが、今回はネット配信での録画受講だったこと
もあり、
「質問したかった」
「双方向での意見のやり取りがしたかった」な
どが挙がりました。その点については、録画スタイルではなく生配信もし
くは対面授業式の方がよかったと思う。

・アレルギー

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

アレルギー
戸部健太
学生

年

齢

２１

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:アレルギーについて全般的に学べたのはよかったです。特に環境と密接に関連してい
ることがわかり面白かったです。
授業テンポはゆっくりで、よかった部分と少し時間がかかってるなという部分ありまし
たが、全体的にはよかったです。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：多分知識もなく、わからない人にはこのテンポでもよかったのかと思いますが、なか
なか全員に合わせるのは難しいですね。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

アレルギー
秋山聡
学生

年

齢

２０

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:アレルギーというと自分自身、花粉症くらいしか正直思い浮かばなかったのですが、よ
く考えるとあれもアレルギーかあというのが実感でした。さらにアレルギーを細かく分
析して、それぞれの特徴や細かな部分までしれてよかったです。
なかなかアレルギーを教えてくれるとこがないので、その点もよかったかなと思います。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A： やはり対面だとよかったなあと思う部分があります。質問したいこともありましたが
やはり質問できないのは少し残念でした。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

アレルギー
浅野由香
学生

年

齢

１９

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A: 私自身アレルギー体質で、毎年花粉の時期には困っています。また小さい頃は喘息も
あったのでこの講座には関心がありました。もちろん学んだからと言ってアレルギー体
質が治るわけもないのですが、改善点やこうやって暮らしたらいいよという部分でため
になりました。また私自身がそのアレルギーではないのですが、そのアレルギーによって
苦しんでいる方がいることや寄り添わないといけないことも勉強になりました。
これがいかに今学んでいることとリンクさせていくのかはまだはっきりわかりません
が、いいヒントになったと思っています。
課題はやはり他にも聞いてみたいことがあったのですが、DVD 上難しいのかなと思いまし
た。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：やはり先ほども書きましたが、質問できるようになればいいと思いました。多分、今
回は DVD での学びでしたが、オンラインでされることもあると思うので（ただそれが収
録済みのオンラインでは DVD と一緒ですが）
、期待しています。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

アレルギー
大久保由美
学生

年

齢

２０

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:講習、ありがとうございました。
アレルギーについて、医学的な部分より、やはり生活環境に密接に関連しているところに
興味がわきました。どうしてもアレルギーというと病気といった観点でしか学びません
が、それがそうではないという点がわかっただけでも面白かったです。
こうした機会がもっと増えればいいなと感じました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A： 今後、いろんな場面でこうした機会が増えればいいなと思いました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

アレルギー
北野彩
インテリアコーディネー

年

齢

３５

ター

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:楽しかったという一言です。知らないことだらけで自分自身の不勉強さに後悔してい
ます。
まず建築関係とアレルギーの関わりという部分で、普段見た目のコーディネートばかり
に目が行きがちなのが、そういう切り口もあるのかと勉強になりました。多くの方にこの
講座を学んでいただければ、色々な切り口でお客様にも PR できるのかと思いました。
課題というか DVD での講習だとやはりプラスアルファの情報が聞けないのかと思いまし
た。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：課題に部分でも触れましたが、DVD の講習のみでなく、生の講座で聞けない部分も聞
いてみたいなと思いました。

評価・分析

授業の内容に関しては大半が良いという評価であったと思う。先生の授業
テンポが少し気になる部分も正直あったが、生徒からは特に問題もなく、
受け入れられていた。特に昨今アレルギーの問題が言われる中で、いかに
建築分野に取り入れていける課題だと思い、今回の取り組みを行ったので
受け入れられていた点は評価できる。
ただシックハウス同様、対面式での講座ではなかったので、生徒からする

と質問したかったという声を多くいただいた。
・防災

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

防災
加藤美奈子
学生

年

齢

２０

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:。非常に楽しかったです。最初は特に防災に興味はなく聞いていればと思っていました
が、学んでいることと密接につながりがあるとことがわかりよかったです。
知らないことばかりだったのですが、それがよかったのかもです。
最初は退屈かと思っていましたが、徐々におもしろくなりました。ありがとうございまし
た。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：特にありませんが、もっと知りたいとは思いました。
今回の範囲が防災のどのレベルかはわかりませんが、次のステップがあればまた受講し
たいです。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

防災
最上由美
学生

年

齢

２０

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:昨今の災害の多さに関心もあり、それがどのように建築分野とかかわるのか漠然と考
えていましたが、少し明白になった気がします。すべて理解できたのかというとそれはあ
りませんが、災害について改めて考え、それが今学んでいることに関わりのあることもわ
かりました。
災害に対応することを建築分野からでもできるのがわかりました。
ただ一方的に情報をもらうだけでなく、双方向から学べたらもっといいかなと思いまし
た。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：双方向での学びがあればよりよくなるかなと思いました。

それでも最低ラインは学べるので、情報を得る、ただ知るということに関してはよいかな
と思いました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

防災
今井洋子
建設業

年

齢

３６

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A: 講座、ありがとうございました。私は建設業に携わりながら、学生と一緒に学んでい
ますが、今回の取り組みは初めてでしたので、非常に関心がありました。
普段は建設業務に追われ、さらに私自身のキャリアアップのために学校に通いは始めま
したが、通り一遍のことではなく、新たな切り口で学べたのがよかったです。
実証ということでしたが、これが様々な人の目に触れたら面白いのになと感じました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：やはり対面式でないため、先生の言われている部分のニュアンスがつかみにくい部分
もありました。
またこちらから質問もできないため、そのあたりに少し改善の余地があるのかと思いま
した。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

防災
村上達也
学生

年

齢

２１

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:わかりやすかったと思います。普段意識が薄らぎがちな防災に対して現在学んでいる
こととリンクさせ、興味がわきました。
一つ一つの項目を正しく理解できたかはわかりませんが、気持ち的に防災をやらなきゃ
という気持ちと学んでいることとしっかりつなげていければと思う。
あとやはり実技の部分が今後の課題かなと思いました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：次のステップとして実技の面がしっかりさらに学べたらいい。
そうすればさらに興味がそそられるかもと思いました。

実証講座アンケート

項

目

氏名
職

業

防災
柳生聡
学生

年

齢

２１

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:防災に関心があり受講しましたが、知らないことばかりだったので勉強不足を認識し
ました。表面的なことばかり今までは学んできたが、今後はもう少し深く掘り下げていけ
ればと思いました。
特に勉強していることとからみあえればいいのかと思いました。
最初は一方的に話を聞くだけだから退屈かともいましたが、内容が面白かったので特に
飽きはありませんでした。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：特にありません。

評価・分析

防災に関しては国を挙げて様々な取り組みをしており、建設業に関しても
取り組みは見られる。その中で今回の取り組みは、より身近に防災を感じ
てもらい、それがいかに業界で生かさせれるかを重点的に突き詰めてい
る。
また意外にも防災のことはわかっているようでも実は表面的な部分で、本
質を理解していない生徒が多かった。そこで今後も基本的な部分から授業
でも取り組めればいいのだが、カリキュラムの時間的に難しいという声も
いくつか届いたのでそのあたりの改善は急がれる。

・公衆衛生

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

公衆衛生
大島信之
建築業

年

齢

２７

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:公衆衛生と建築が関わっていることがわかり、それだけでも十分満足のいく内容でし
た。特に今回受講させていただいた部分はその点が多いにあり勉強になりました。
あとは一見建築とかかわりあいのない部分に関しては、最初は何で学ぶかなと思いまし
たが、最後まで聞くと納得いく部分もありました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。

A：公衆衛生という部分はかなり広いと聞いており、今回は特に建築部分と密接な部分が
多かったと思いましたが、それ以外の部分も学んでもいいかなという気になりました。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

公衆衛生
飯野由希子
学生

年

齢

２１

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:楽しく受けることができました。というよりも知らないことが多く、聞くことに必死で
したがその分集中できたかなと思います。
今回は対面式で受けたのですが、最後に質問も受け付けていただき大変学ぶことが多か
ったと思います。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：特にはなかったように思います。

評価・分析

公衆衛生の分野は実は今回のコロナ禍でかなり関心が湧いた分野だと思
う。特に空気質での公衆衛生に関しては学生たちもかなり関心が高かった
とように見受けられる。
もちろん公衆衛生は空気質だけでなく様々な分野でかなり幅広なので、そ
れらをより建築分野に特化して教える必要がある。知らいないことも多い
という意見もたくさんあり、そのあたりの見直しは必要と感じた。

・顧客要求分析

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

顧客要求分析・提案
佐川絵里
建設業

年

齢

２６

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:普段お客様のことを考え実行しているつもりが、具体的事例を挙げられ、理路整然とし
た話を聞くと自分自身まだまだ普段やっていることは不十分なんだなと感じさせられる
講座でした。
もちろん具体的事例が普段のこととマッチはしていませんでしたが、考え方としては取

り入れてみたいなと思いました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：今度は自分自身の経験していることも事例として上げてもらえればよりよく分かった
かなと思います。

評価・分析

学生にとって顧客という概念がまだ薄く、自分たちの取ったカリキュラム
を学ぶのに精いっぱいという声もいただいた。しかし、実際には顧客は存
在するわけで、その辺りを理解させることから始まったので、逆にこちら
がそういう疑問があるのかと学ぶこともあった。
あとは事例をもっと増やし、いろんな方に対応させる必要があると感じ
た。

・実践 PBL

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

実践 PBL
山口京子
建築業

年

齢

３６

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:実践 PBL ということ自体がわからずに臨んだのですが、講師の説明で少し理解し、授
業が進むうちに何となくつかめてきました。答えありきでなく、答えにたどり着くまでの
プロセスが大事なんだと理解しました。
そうするうち色んな質問が、自分の中で整理でき、自分なりの答えを導き出せたのかなと
思っています。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：実践 PBL ということ自体を知らなかったので最初は戸惑いましたが、最終的にはこう
なんだと理解できました。
とりあえず実践 PBL ということが初めから理解できてればよりスムーズには入れたかな
と思います。ただこれは自分自身のことなので講座には関係ないかもしれません。

実証講座アンケート
項

目

氏名
職

業

実践 PBL
飯野由希子
学生

年

齢

２１

Q：実証講座を受講され、どう感じましたか。
（有用性や課題など）
A:公衆衛生と今回の実践 PBL を受講しましたが、公衆衛生の部分は今学んでいる部分と
密接にかかわるため、面白かったですが、実践 PBL に関しては初めての内容なので最初
は何となく受講していました。
しかし、聞いてるうちになるほどなという部分も出てきて、最終的にはこういう考え方が
あるんだと納得しました。またこちらが問題点を発見し、それを解決に至らしめるという
部分で面白かったです。それをリードしていただき、楽しさがわきました。
Q：実証講座受講され、今後求められることは何か。
A：時間的な部分もあったと思いますが、考える時間がも少し長ければと思いました。
評価・分析

こちらも顧客要求分析・提案と被る意見があったが、やはり実践 PBL とい
ういうものに不慣れで、最初はなかなか意見も出づらく、その辺りの改善
は必要と感じた。また考える時間がもう少し欲しかったという点も人によ
り長かったり、短く感じたりするので、その辺りの見直しも必要と感じた。
但し、徐々に意見も出始め、最終的にはその意見をまとめるのに時間を要
すなど進め方はよかったのではないかと感じた。もちろん課題に関しては
もっといろんな分野があっても面白い。

評価・分析
シックハウス、アレルギー、防災、公衆衛生、顧客要求分析ならびに実践 PBL プログラム
に関して最後にまとめていきます。ちなみに個々での評価・分析は各アンケートの最後に記
したものがあるため（下記にも併記しておきます）
、ここでは総括を行います。
シックハウス
評価・分析

授業の内容については大半が良いという評価であったと思える。特にこの
分野に関しては教えているところがまだまだ少ない（授業時間が取れない
問題）ため、その点は評価してもらえていると思う。
ただ意見の中で多かったのが、今回はネット配信での録画受講だったこと
もあり、
「質問したかった」
「双方向での意見のやり取りがしたかった」な
どが挙がりました。その点については、録画スタイルではなく生配信もし
くは対面授業式の方がよかったと思う。

アレルギー
評価・分析

授業の内容に関しては大半が良いという評価であったと思う。先生の授業
テンポが少し気になる部分も正直あったが、生徒からは特に問題もなく、
受け入れられていた。特に昨今アレルギーの問題が言われる中で、いかに
建築分野に取り入れていける課題だと思い、今回の取り組みを行ったので
受け入れられていた点は評価できる。
ただシックハウス同様、対面式での講座ではなかったので、生徒からする
と質問したかったという声を多くいただいた。

防災
評価・分析

防災に関しては国を挙げて様々な取り組みをしており、建設業に関しても
取り組みは見られる。その中で今回の取り組みは、より身近に防災を感じ
てもらい、それがいかに業界で生かさせれるかを重点的に突き詰めてい
る。
また意外にも防災のことはわかっているようでも実は表面的な部分で、本
質を理解していない生徒が多かった。そこで今後も基本的な部分から授業
でも取り組めればいいのだが、カリキュラムの時間的に難しいという声も
いくつか届いたのでそのあたりの改善は急がれる。

公衆衛生
評価・分析

公衆衛生の分野は実は今回のコロナ禍でかなり関心が湧いた分野だと思
う。特に空気質での公衆衛生に関しては学生たちもかなり関心が高かった
とように見受けられる。
もちろん公衆衛生は空気質だけでなく様々な分野でかなり幅広なので、そ
れらをより建築分野に特化して教える必要がある。知らいないことも多い
という意見もたくさんあり、そのあたりの見直しは必要と感じた。

顧客要求分析
評価・分析

学生にとって顧客という概念がまだ薄く、自分たちの取ったカリキュラム
を学ぶのに精いっぱいという声もいただいた。しかし、実際には顧客は存
在するわけで、その辺りを理解させることから始まったので、逆にこちら
がそういう疑問があるのかと学ぶこともあった。
あとは事例をもっと増やし、いろんな方に対応させる必要があると感じ
た。

実践 PBL
評価・分析

こちらも顧客要求分析・提案と被る意見があったが、やはり実践 PBL とい
ういうものに不慣れで、最初はなかなか意見も出づらく、その辺りの改善
は必要と感じた。また考える時間がもう少し欲しかったという点も人によ
り長かったり、短く感じたりするので、その辺りの見直しも必要と感じた。
但し、徐々に意見も出始め、最終的にはその意見をまとめるのに時間を要
すなど進め方はよかったのではないかと感じた。もちろん課題に関しては
もっといろんな分野があっても面白い。

《総括》
シックハウス、アレルギー、防災ならびに公衆衛生の分野に関してはいまだほとんどの学
校で携われておらず、今までの授業方針が少しずつ転換してくる可能性がある中、これらの
分野が取り入れられる可能性は高いと思われる。
現在、建築系の学校では最低限の建築分野を教える必要があり、上記のような分野にまで
手が回らないという声も聞こえるが、受講生に対し上記の問題定義を行うことで、少しずつ
関心を湧く生徒も現れ、必要性に気付いてくると思われる。また各学校の特徴だしという点
でも関心が高まると思われる。
また顧客要求分析ならびに実践 PBL プログラムでは、やはり社会でなるべく早く役立つ
手法としてより精度を増していく必要がある。そのためにもただ一方的に教える、学ぶでは
なく、上記プログラムのように実践的に使える方法が必要といえる。

３．参考資料
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1

・現在、日本では80年に延⻑できた

・人間の持つ哺乳類としての平均寿命は15年前後

・人類の歴史は、健康を維持するための闘いの歴史

健康における公衆衛生の意義

・公衆衛生の概念

公衆衛生の意義と歴史

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

4

2

・・・（主体）
・・・（方法）

③ みんなで守る、
④ 組織的な営みである

（Science evidence）

公衆衛生学は、その技術と科学的な根拠を提供する医学である。

・・・（対象）

② みんなの健康を、

① 生活の質を保持向上させるために、 ・・・（目的）

公衆衛生（public health）は、人の集団の健康およびそれにかかわる社会、
環境の影響を対象とする

公衆衛生の定義

公衆衛生概論

公衆衛生

公衆衛生概論

7

5

ひとつの国で健康の増進と保護を達成することができれば、その国のみなら
ず世界全体にとっても有意義なことです。

The achievement of any States in the promotion and protection of
health is of value to all.

世界中すべての人々が健康であることは、平和と安全を達成するための基礎
であり、その成否は、個人と国家の全⾯的な協⼒が得られるかどうかにか
かっています。

The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace
and security and is dependent upon the fullest co-operation of
individuals and States.

・世界保健機関憲章前文
(日本WHO協会仮訳)

「健康とは、単に疾病や虚弱でないというだけでなく、肉体的にも、精神的
にも、社会的にも完全に良好な状態」と明確に⽰されている

世界保健機構（WHO）による憲章

健康の定義

8

6

Healthy development of the child is of basic importance; the ability to
live harmoniously in a changing total environment is essential to such
development.
⼦供の健やかな成⻑は、基本的に⼤切なことです。そして、変化の激しい
種々の環境に順応しながら生きていける⼒を⾝につけることが、この成⻑の
ために不可⽋です。

Unequal development in different countries in the promotion of health
and control of disease, especially communicable disease, is a
common danger.
健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異なると、すべての国に共通
して危険が及ぶことになります。

・世界保健機関憲章前文
(日本WHO協会仮訳)

人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、
最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひ
とつです。

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of
the fundamental rights of every human being without distinction of
race, religion, political belief, economic or social condition.

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的に
も、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることを
いいます。

Health is a state of complete physical, mental and social well-being
and not merely the absence of disease or infirmity.

・世界保健機関憲章前文
(日本WHO協会仮訳)

公衆衛生概論

11

9

公衆衛生は、ウィンスロウ（C.E.A. Winslow）の定義が用いられている。

Winslowの定義

⼀般の市⺠が確かな⾒解をもって積極的に協⼒することは、人々の健康を向
上させていくうえで最も重要なことです。

Informed opinion and active co-operation on the part of the public
are of the utmost importance in the improvement of the health of the
people.

健康を完全に達成するためには、医学、⼼理学や関連する学問の恩恵をすべ
ての人々に広げることが不可⽋です。

The extension to all peoples of the benefits of medical, psychological
and related knowledge is essential to the fullest attainment of health.

・世界保健機関憲章前文
(日本WHO協会仮訳)

12

10

公衆衛生とは、地域社会の組織的な努⼒を通じて、疾病を予防し、寿命を延
ばし、精神的肉体的健康と活⼒を増進するための科学と技術である。

Winslowの定義

これらの原則を受け入れ、すべての人々の健康を増進し保護するため互いに他の
国々と協⼒する目的で、締約国はこの憲章に同意し、国際連合憲章第57条の条項
の範囲内の専門機関として、ここに世界保健機関を設⽴します。

ACCEPTING THESE PRINCIPLES, and for the purpose of co-operation among
themselves and with others to promote and protect the health of all
peoples, the Contracting Parties agree to the present Constitution and
hereby establish the World Health Organization as a specialized agency
within the terms of Article 57 of the Charter of the United Nations.

各国政府には⾃国⺠の健康に対する責任があり、その責任を果たすためには、⼗
分な健康対策と社会的施策を⾏わなければなりません。

Governments have a responsibility for the health of their peoples which
can be fulfilled only by the provision of adequate health and social
measures.

・世界保健機関憲章前文
(日本WHO協会仮訳)

公衆衛生概論

15

13

すべて国⺠は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

地域社会の健康を組織的に管理することであり、文明の叡智により、科学的
に社会の健康を維持することである。これによって、そこに住む人たちの⼀
人ひとりの健康を保障できる生活水準が確⽴される。

公衆衛生の役割

2 国は，すべての生活部⾯について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない

1

日本国憲法第25条

14

人類を疾病から守り、健康で文化的な生活を維持させて、肉体的にも精神的
にも社会的にも、人間のもつ個々の能⼒と集団としての能⼒を⼗分に発揮さ
せ、あらゆる活動を必要⼗分におこなえるように保障することにある。

公衆衛生学の使命

公衆衛生概論

3

1

日々様々な事象が発生

季節性インフルエンザやノロウイルスの流⾏

環境にも変化をもたらす

⇩

⇒⼈々のつながり︓周りの環境からの影響

生活する集団・グループ

生活する世界

公衆衛生とは

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

4

2

食中毒の発生

環境破壊・・・
自然環境を考えて個⼈や職場でできる事を考える。

□事前対応

環境汚染

□⻭⾞が狂うと・・・

周囲の環境から影響を受けたり、影響を与える事で環境に変化をもたらして
いる。

この世界で生活していく上で、⼈々やその周囲の環境とのつながりがある。

昭和22年、日本⼈男⼥平均寿命が50歳を超えた。

社会環境と自然環境

意義と歴史

□生活している環境

環境

公衆衛生

公衆衛生

公衆衛生意義と歴史

7

5

要因

基本

図︓東部ガスHP

⇒医薬品、食中毒、感染症、水質汚染、地震、放射線事故、食品汚物混入など

発生予防、蔓延防⽌、治療

国⺠の生命・健康を害する状況の回避

⇒「地域健康危機管理ガイドライン」︓厚生労働省

地域の健康危機管理

ミストに含まれる微粒⼦、細菌、ウイルス類

大気からの影響

環境から受ける影響

8

6

環境の破壊や汚染により健康被害が引き起こされる。

化学的酸素要求量

河川の有機物の量を分解する細菌の酸素使⽤量で調べ
主に海や湖の汚染

生物学的酸素要求量

⇒分解する細菌が増殖し酸素を消費
⇒水生生物（魚等）が死亡

有機物が豊富

⇒水中の酸素量が低下

薬品（過マンガン酸カリウム）を使⽤し、水中の酸素消費量を調べる。

・ＣＯＤ

・ＢＯＤ
る

水質汚染の指標

環境保全の義務⇒大気、土壌、水質の基準を定めている。

公害

河川、湖沼の汚染

水質の汚染

公衆衛生意義と歴史

11

9

職場、家庭内、通勤、通学、のなか休暇を利⽤してリラ

これを取り巻く環境から生活に⽀障や弊害を与える事柄を理解⇒事前対策や
予防策を講じることで生活を豊かに過ごせる

環境の中での生活
クゼーション

公衆衛生の関わり

大気中の⼆酸化炭素量

気象庁HP

12

10

健康維持・増進に寄与する

⇒地域社会に生活する⼈々の健康被害を最小限に抑える

様々な事象が引き起こすであろう最悪の事態を回避

周囲の⼈々への影響が及ばないように配慮する

⇒最善の処置、周囲の環境への配慮

体調の変調を起こした⼈

⇒状況の把握と最善の対処法

突発的な健康障害や疾病に遭遇

公衆衛生の知識

目的

最悪の回避

海水のCo2濃度

公衆衛生意義と歴史

15

13

病気の治療と蔓延予防 ︓発病者の治癒と拡散防⽌をすることで、治療と社
会復帰をめざす。疾病を確定し、地域への蔓延を予防する。

□第三次予防

発症の予防 ︓特定の病気を早期発⾒して早期治療をすることで、病菌進⾏を
制御。早期回復を期待する

□感染症・食中毒

感染症対策

□保険⾏政 監督する関係省庁

□関連法規 特別衛生法規、⼀般衛生法規

□保険制度 ⺟⼦保健、学校保健、産業保健、精神保健

□第⼆次予防

□環境衛生 自然環境、社会環境

公衆衛生の各分野

リスクコミュニケーション（risk communication）⇒そのリスクに関する正確な情報
を医療従事者や⼀般市⺠に開⽰して過剰な社会不安を解消するために、情報を伝達する。

発病の予防 ︓健常者の検診をおこない、食習慣や生活習慣を改善して病気の
発生を防ぐ。

16

14

⇒健康被害の状況を評価する

リスクマネジメント（risk management） ⇒被害状況により、個⼈やそのコミュニ
ティー及び影響を検討し、評価する。

リスクアセスメント（risk assessment）

□リスクの分析（リスクアナイシス）

⼈や環境に悪影響を及ぼす危険因⼦

□リスクファクター

ある特定の原因により、肉体的・精神的に負荷がかかり、快適な生活が維持できない状
態

□疾病

肉体的及び精神的に障害がなく、快適な生活が維持できている状態

□健康とは

健康と疾病予防

□第⼀次予防

予防について

予防や健康に関連したいろいろな対策を講じる

疫学とは 伝染性、非伝染性の疾患、公害、生活習慣病、地域または集団内
で発生要因や変動していく様⼦を解明

疫学

公衆衛生意義と歴史
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〜世界的動向〜

＊ペスト菌
同時期に発⾒

1894年 北⾥柴三郎、アレクサンダー・イェルサンがほぼ

全世界規模に拡散⇒約1億⼈が死亡

ヨーロッパ全⼈口の1/3~2/3

死者数︓2000万⼈〜3000万⼈

⼗字軍の遠征や交易が要因

1348年〜1420年 ペストの大流⾏

□中世ヨーロッパ

公衆衛生の歴史

学生・生徒・園児

専業主婦

自営業者

経営者・サラリーマン
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BC500 ローマ時代
⾏政の組織化を提唱

第三次産業 商業、運輸・通信業、サービス業

□上記の仕事に従事、かかわりを持つ⼈

古代ローマ時代

ミイラの作成

エドワード・ジェンナー
E・チャドウィック、J・サイモン

ロベルト・コッホ

ワクチンによる予防接種を開発
WHO（世界保健機構）がスイスジュネーブに設⽴

破傷風⾎清療法を開発）
国連システム内にあり、グローバルな健康問題についてリーダーとして健康に関する規範や基準を設定
する。

1948年7月

北⾥柴三郎

ルイ・パスツール

破傷風菌を発⾒

炭疽菌の芽胞を発⾒

伝染病が大流⾏することを阻⽌

公衆衛生法と救貧法を設⽴

（1890年

1880年

〜世界的動向〜

天然痘を牛痘による接種により予防

1878年 ロベルト・コッホ

1876年

1848年

1798年

公衆衛生の歴史

フロンティヌス︓「ローマの水道」公衆衛生の開発と

上下水道や浴場を整備

遺体に防腐処理・殺菌処理

〜世界的動向〜

都市に排水・灌漑⽤の溝を作成

BC3000 エジプト文明

第⼆次産業 工業、製造業、建設業、鉱業、鉱産物、農産物

□紀元前

公衆衛生の歴史

第⼀次産業 農業、林業、水産業

□日常的に私たちを取りまく生活環境⇒社会環境

環境衛生・生活環境

公衆衛生意義と歴史
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984年（永観2年）丹波康頼「医⼼⽅ 全30巻」

「温室効果ガスを2008年から2012年の間に、1990年⽐で約5％削減すること」

〜日本国内の公衆衛生〜

1909年（明治42年）種痘法

1900年（明治33年）汚物清掃法、下水道法、飲食物その他に関する法律

1899年（明治32年）海港検疫法

1897年（明治30年）伝染病予防法

病原性微生物の研究と教育を⾏う

（設⽴者︓大日本私⽴衛生会）

1892年（明治25年）伝染病研究所を設⽴︓所⻑ 北⾥柴三郎

1890年（明治23年）水道条例制定

1879年（明治12年）海港伝染病予防規則制定

1877年（明治10年）コレラが侵入し、蔓延

1874年（明治7年）種痘法が公布

1873年（明治6年）文部省に医務局が設⽴

明治時代

公衆衛生の歴史

2004年 WHO,FAO,OEL ⿃インフルエンザについて「世界的な流⾏を引き起こす非常に
危険な⼈間の伝染病に変異する可能性がある」と発表

24

〜日本国内の公衆衛生〜

1922年（大正11年）健康保険法、簡易生命保険法

1919年（大正8年）結核予防法

1913年（大正2年）精神病院法

大正時代

公衆衛生の歴史

1961年（文久元年）神⽥に種痘所を設⽴ 後の⻄洋医学所、東京帝国大学医学部

1798年（寛政8年）医学館に「痘科」を設⽴

地球温暖化に対する国際的な取り決めの為の国際条約。1997年に京都で開催。国
連気候変動枠組み条約。第3回締結国会議（COP3）で採択された。

1765年（明和2年）幕府が医学館を設⽴

1997年 京都議定書を締結

1713年 貝塚益軒「養生訓」
江⼾時代
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〜日本国内の公衆衛生〜

737年（天平9年）痘瘡（とうそう）が大流⾏。多くに死者を出した。

公衆衛生の歴史

1992年 パーゼル条約

健康づくりについての憲章

プライマリケアの重要性を明確化

ラムサール条約

〜世界的動向〜

1989年 モントリオール宣言

1986年 オワタ宣言

1978年 Alma Ata宣言

1975年 ワシントン条約

公衆衛生の歴史

公衆衛生意義と歴史
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医療圏

医療給付

社会保険⽅式

２）

３）

財源を、被保険者が⽀払う保険料でまかなう。

医療費を被保険者ではなく、保険者が医療機関に⽀払う

3次医療圏 都道府県

2次医療圏 日常生活圏

1次医療圏 医療機関内

業務の遂⾏のために3つの医療圏を区分している。

誰もが保険に加入している。国⺠健康保険、社会保険等

国⺠皆保険

公害を対象

児童、生徒、学生、教員を対象。

地域の環境

１）

28

環境省が直接の窓口。

日本の保険医療⾏政には以下の特徴がある

□保健医療⾏政

公衆衛生の管理システム

環境保健⾏政

□衛生⾏政の役割

４）

2006年（平成18年）がん対策基本法

市町村教育委員会が窓口

職場の就労者を対象

地域社会、⼀般家庭が対象

労働基準監督署が窓口

地域の保健所が窓口

公衆衛生の管理システム

Ｃ

平成時代

2008年（平成20年）後期⾼齢者医療制度

学校保健⾏政

環境省管轄

３）

1950年（昭和25年）狂⽝病予防法

1961年（昭和36年）WHOに加盟

Ｂ

1947年（昭和22年）労働基準法、食品衛生法、児童福祉法

文部科学省管轄

労働衛生⾏政

２）

1937年（昭和12年）結核予防法、⺟⼦保護法、保健所法

1938年（昭和13年）厚生省内に公衆衛生院を設置

⼀般保健⾏政

１）

厚生労働省管轄

A

□保険医療

公衆衛生の管理システム

1931年（昭和6年）寄生⾍予防法

〜日本国内の公衆衛生〜

昭和時代

公衆衛生の歴史

公衆衛生意義と歴史
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保健センター（保健相談所）

医師会、獣医師会、薬剤師会、看護協会、助産師会、栄養士会

⺟⼦保健、精神保健、感染症対策、難病対策、健康増進法規に

緑（GreenTag）

カテゴリー３

搬送不要（軽症者）

搬送必要（重症患者）

赤（RedTag） 最優先治療（重篤患者）

⻩（YellowTag）

カテゴリー１

死亡・非治療（救命不可能者）

カテゴリー２

⿊（BlackTag）

カテゴリー0

以下の4段階に区別する。

⇒重症患者の選別「トリアージ」

医師の不⾜、薬剤の不⾜

⇒救える生命を救う︓状態が悪化して⼿遅れになるのを防ぐ

搬送患者の増加 ⇒対応限度を超える（患者さんすべてに⼿が回らない）

各医療チーム（DMAT︓災害派遣医療チーム）が対応する。

□災害医療

災害時の公衆衛生

地域の⼈々の健康増進を図る。⇒健康相談、保健指導、健康診断など

対⼈医療サービスの多様化、⾼度化に伴って設置。監督機能は持たない。

２）

協⼒職能団体

b) 対⼈医療サービス
基づいて実践する

医療、薬剤、環境衛生、食品監視

地域保健所、保健センター（保健相談所）2次医療圏に対応。

a) 対物保健サービス

１）

□衛生⾏政の役割

公衆衛生の管理システム
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水系伝染病の発生

通常は徐々に恐怖が薄れ、記憶が薄れてその体験が過去のものであると認識される。

⼼的外傷⇒持続する恐怖⇒精神的な障害

強い恐怖感が記憶に残って⼼の傷（トラウマ）となって何度も思い出されて当時と同じ恐
怖を感じ続ける。

⇩

災害などにより極度の精神的なストレス生死にかかわるような危険を体験したり目撃

PTSDとは

外傷後ストレス障害（PTSD）⇒精神保健

□精神衛生管理

⇒ハエ等の発生

⇒各種感染症の発生

災害時の公衆衛生

衛生管理の復旧

汚水の流出

未回収遺体の損壊

⇒食料品の腐敗・変敗

ペットの同⾏避難等

⇒医療チームが対応︓患者の精神医療⾯のケア

⾏政システムの停⽌⇒衛生管理が停⽌

被災現場

傷病者

災害（震災時） ⇒ライフラインの破断

□災害

災害時の公衆衛生

公衆衛生意義と歴史
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暗い表情をしている

⇒将来について思い浮かぶことができない。寿命まで短くなってしまうのではないか︖

自分への自信や周囲への信頼を失ってしまう。

些細な事でも、急に怒ったりしてしまう。

・・・急に涙ぐんだり、ぼんやりして話が耳にはいらない・・・

しかし

・・・というわけではない。トラウマを忘れようとして無理に明るく振舞おうとする

いつでも不安になっている

多くの⼈は・・・

□症状

災害時の公衆衛生

（フラッシュバック）

通常はPTSDが発症しても1〜2ヶ月の間に自然に治っていく

PTSDの発症率が上昇しやすい

多くのトラウマ的な出来事を体験した場合

特殊な遺伝要因

男性よりも⼥性の⽅がPTSDを発症しやすい

過去に虐待などのトラウマがあった

過去に精神的な病気があった

□原因

災害時の公衆衛生
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・・・ 急に思い出したり、不安になったりする。

体験を思い出させるきっかけに触れた時

その時の光景がリアルに思い出される。

・・・ 忘れようとしていてもと突然、体験したつらい記憶が思い出される。

本⼈の内⼼では

□再体験症

引きこもってしまい、症状が⻑引く

災害時の公衆衛生

⇒⼈に話したくない

適切なサポートを⾏う⽤意がある

回復を妨げる

⼼ない対応⇒⼆次的なトラウマとなる

体験の相談をした際

体験後のサポート

性別・遺伝的な要因

□慢性化する要因

災害時の公衆衛生

公衆衛生意義と歴史
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性的被害

虐待

□再体験症

近親者から不注意を叱られる⇒自信を無くしていく

⼼ない⼈たちからからかわれる。

自分に落ち度があったのではないか︖

災害時の公衆衛生

臨床⼼理士・⼼療内科

患者さんをカウンセリングなどによりケア・サポートをする。

精神⾯での管理・援助・介護。

メンタルケア（メンタルヘルスケア）

安⼼・安全・安眠の確保

⼼理的の保護をして、自然の回復を促す。

対応

ＤＶ。

周囲の⼈に知られることが恥ずかしい。

・・・ 自然災害

被害

⇒こうした遊びを通じて回復していく。大⼈は優しく⾒守ることが大切。

・・・ 被害の遊びを何度も繰り返す。絵にかいたりする

⼦供の場合

□再体験症

災害時の公衆衛生
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カリフォルニア大学ロサンゼルス校
ボランティアが連れてきた⽝と触れ合う
ボランティアだけの訪問を受ける
⼀⼈でベッドで安静にする

１）
２）
３）

⼼不全の患者さん76⼈（平均56歳）を3班に分け、12分間のテストを⾏う。

＊実験

⽝との短い時間の触れ合いは、⼼臓疾患者の不安軽減や⾎圧などの改善に⼈と接するより
大きな効果をもたらす。

⽝の癒し効果（共同通信社2005年11月10日）

□精神的ストレスの緩和

災害時の公衆衛生

という考えになりがち・・・。

世界のどこに⾏っても、また同じ被害にあうかもしれない

誰にも理解してもらえない

自分は何もできない

否定的認知

□再体験症

災害時の公衆衛生

公衆衛生意義と歴史
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平均10％低下

平均24％低下

平均2％低下

⼈と触れ合った患者

One Health

関係者が組織制度上「⼀つ」に統合するのではなく、学問分野（獣医学、医学、生態学
等）部門（家畜衛生、公衆衛生等）が横のつながりをもって連携する。

⇒医学と獣医学が連携する。

□One for all , all for one

複雑な疫学的構図で起きる感染症等に、⼈の衛生、動物の衛生、環境の衛生（保全）に関
与する関係者が連携し共同して対応する。

ヒト、動物（ペット、家畜、野生動物）と環境のそれぞれの健康は⼀つにつながっている。

□⼈と動物の⼀つの衛生を目指す

理念︓基本的な考え⽅

One World

専⽤のリーダーで読み込み、番号で照合する。

ヒトと動物（ペット、家畜、野生動物）のけんこうは⼀つ。
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狂⽝病予防注射の接種・登録時に渡される（⽝のみ）
⾸輪につけるが、はずれ易く装着率も悪い。

マイクロチップ 頚背部の皮下に専⽤の器具で埋め込む。

鑑札

言葉が話せない動物にとって、唯⼀名前とか言う主を伝える⽅法

公衆衛生の観点からも重要となる。

個体識別

同⾏避難の事前準備

避難所では、避難所責任者の指⽰に従う。

避難所（第1次避難所）各小中学校、都⽴⾼校

災害時、避難する際にペットを連れて避難する⇒避難所で⾏政の対応が必要

ペットとの同⾏避難

□災害時の⾏動

災害時の公衆衛生

□One Health

⇒水、土壌、大気などの環境すべてを含めた健康、健全性が大切。

⼈と動物の健康全てを⽀える基盤となる生物多様性の保全。

□One World

厚生労働省、農林水産省、日本医師会、日本獣医医師会、大学が連携を持ち対応をす構築
する第1回会議が日本医師会館で開催された。

□2016年3月20日

One World One Health
ワンワールドワンヘルス

⇒⽝は⼈より幸福に、落ち着いた気分にさせる。

⼼臓や肺の⾎圧にも⽝と触れ合ったグループだけに改善が⾒られた。

平均17％低下

⽝と触れ合った患者

ストレスホルモンの量（エピネフリン）

⼈と触れ合った患者

不安の強さ ⽝と触れ合った患者

＊結果

⽝との短い時間の触れ合いは、⼼臓疾患者の不安軽減や⾎圧などの改善に⼈と接するより
大きな効果をもたらす。

⽝の癒し効果（共同通信社2005年11月10日）

□精神的ストレスの緩和

災害時の公衆衛生

公衆衛生意義と歴史
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One Health

新薬等の研究開発の取り組み。

ワンヘルス・アプローチ︓ヒトと動物の保険衛生の⼀体的な推進の強化。

⇒2015年6月エルマウサミット（独）

４）動物での薬剤耐性菌⇒動物の治療効果の減弱。畜産動物等を介してヒトに感染する。

３）国外では、多剤耐性、超多剤耐性結核菌（抗酸菌）、耐性マラリアが拡大。

２）新たな抗微生物薬の開発が減少。⇒先進国における主な死因が感染症から非感染症に
変化。

１）1980年代以降、病院内を中⼼に新たな薬剤耐性菌が増加。⇒⼈に対して抗微生物薬の
不適切な使⽤等。

薬剤耐性に関する検討調整会を設置。

⇒加盟各国は2年以内に薬剤耐性に関する国家⾏動計画を策定する。

11月

2015年 6月 薬剤耐性（AMR）タスクフォースを厚生労働省内に設置。

□日本での対応

薬剤耐性菌
（ＡＭＲ︓Antimicrobial resistance）
の問題
背景
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⇒生物学的な多様性を持つ動植物叢に変化
⇒新興感染症、再興感染症の増加

外来種
気象変動

⇒地球上の生命形態が根本的な変化を遂げる
⇒生物学的な多様性を持つ動植物叢（ドウショクブツソウ）

汚染
種の喪失（絶滅危惧種）
に変化

生息場所の環境悪化

21世紀に向けてヒトと家畜、野生動物も健康をどう維持していくか⇒分野を超えた国際的
な連携と⾏動計画が提言された。

□2004年、野生動物保護学会とロックフェラー大学

マンハッタン原則

薬剤耐性（AMR）に関するグローバル・アクション・プランが採択

世界保健機構（WHO）総会（2015年）

薬剤の不適切使⽤による耐性菌が増加。

薬剤耐性菌
（ＡＭＲ︓Antimicrobial resistance）
の問題

⼈獣共通感染症のほか、⼈には感染しないものの食料の不⾜から栄養不良等の公衆衛生問
題の原因となる家畜疾病や耐性菌問題が含まれている。

□対象

One World

公衆衛生意義と歴史
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８６８種類（６１％）

国際的視野で多分野と協働し、薬剤耐性対策を推進

薬剤耐性の研究や薬剤耐性微生物に対する予防・診断・治療⼿段を確
保するための研究開発を推進

医療、畜産等の分野における抗微生物剤の適正な使⽤を推進

適切な感染予防・管理の実践により、薬剤耐性微生物の拡大を阻⽌

薬剤耐性及び抗微生物剤の使⽤量を継続的に監視し、薬剤耐性の変化
や拡大の予兆を的確に把握

2020年（対2013年⽐）
33％減
50%減

20％減

全体
経⼝セファロスポリン、フルオロキノロン、マクロライド系薬
静注抗菌薬

ヒトの抗微⽣物剤の使⽤量（⼈⼝千⼈当たりの⼀⽇の抗菌薬使⽤量）
指標

□成果指標

厚生労働省の取り組み

国際協⼒

６

目標

薬剤耐性に関する知識や理解を深め、専門職等への教育・研修を推進

「適切な薬剤」「必要な場合に限り」「適切な量と期間」
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研究開発・創薬

５

抗微生物材の適正使⽤

感染予防・管理

３
４

動向調査・監視

普及啓発・教育

分野

２

１

薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
（厚生労働省）

厚生労働省 2016年4月5日 アクションプランを決定

厚生労働省の取り組み

⇒今日のヒトの伝染病の７５%は、⼈獣共通感染症

過去１０年間にわたって⼈が感染した新興疾病の約７５％は、動物⼜は動物産品由来の病
原体が原因になっている。

WHOの認識

１７５種類（１２％）DR.テイラー英エジンバラ大学２００１

このうち⼈獣共通感染症

新興感染症

約１，４１４種類

ヒトに病原性を⽰す病原体

□発生

⼈獣共通感染症

公衆衛生意義と歴史
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□WWFジャパンＨＰ

南江堂

厚生労働省HP

朝倉書店

□厚生労働省データベースサービス

□基礎公衆衛生学

□シンブル公衆衛生学

医学評論社

日本医事新報社

□医療職のための公衆衛生・社会医学

□新衛生・公衆衛生学

□社会・環境と健康

参考文献

医⻭薬出版株式会社

0.1-0.2% 同水準

⼤腸菌・肺炎杆菌（かんきん）のカルバペネム耐性率

公衆衛生学2014年版

１７％

緑膿菌のカルバペネブ耐性率

参考文献

４５％

⼤腸菌のフルオロキノロン耐性率

54

５１％

⻩⾊ブドウ球菌のメチシリン耐性率

10％以下

25％以下

20％以下

4.7％＊（Ｇ7 各国と 2020年におけるＧ7
各国の数値とほぼ同
ほぼ同水準）
水準

＊牛、豚及び肉⽤鶏由来の大腸菌の平均

⼤腸菌のフルオロキノロン耐性率

1.5％＊（Ｇ7 各国と 2020年におけるＧ7
各国の数値とほぼ同
ほぼ同水準）
水準

⼤腸菌の第3世代セファロスポリン耐性率

４８％

肺炎球菌のペニシリン耐性率
15％以下

⼤腸菌のテトラサイクリン耐性率

2020年（目標値）

４５％

指標

３３％

2014年

主な微⽣物の薬剤耐性率（畜産分野）
2020年（目標値）

2014年

指標

□成果指標

厚生労働省の取り組み

主な微⽣物の薬剤耐性率（医療分野）

□成果指標

厚生労働省の取り組み

公衆衛生意義と歴史

3

1

・発症機序、病態生理は不明であるが、軟部組織壊死を伴い、敗⾎症性
ショックを来す劇症型溶⾎性連鎖球菌感染症（レンサ球菌性毒素性ショック
症候群）は重篤な病態

・菌の直接作用ではなく、免疫学的機序を介して、リュウマチ熱や急性糸球
体腎炎を起こす。

・グラム陽性菌球で、菌の侵入部位や組織によって多彩な臨床症状を⽰す。
急性咽頭炎のほか、膿痂疹（のうかしん）、蜂巣織炎、あるいは特殊な病型
として猩紅熱がある。これら以外にも中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、骨髄炎、
髄膜炎等を起こす。

A群溶⾎レンサ球菌感染症︓

□細菌

1.呼吸器感染症・病原体別

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

4

2

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別
□細菌
コリネバクテリウム・ウルセランス感染症︓
・ジフテリア菌の近縁菌で、ジフテリア毒素をつくることがある。
・ジフテリア毒素を作るＣ･ウルセランスは、ジフテリア類似の症状を引き起こすことがある。
・ヒトでの国内感染事例の多くは、⽝や猫からの感染である
・感染動物は、くしゃみや鼻汁などの風邪に似た症状や皮膚病を⽰す。
・マクロライド系薬で治療
・⽝、猫等の動物からヒトに感染する可能性がある人獣共通感染症。
・感染動物の飼い主とその家族へのワクチン接種を考慮することが必要。
・ＤＴＰ3種混合ワクチンやＤＰＴ-ＩＰＶ4種混合ワクチンなどのジフテリアトキソイドを含むワク
チン接種歴を確認
・その情報とともに（特にワクチン接種歴がない、あるいは不明の場合）ワクチン接種などに関して、
かかりつけ医師や感染症に詳しい医師に相談しましょう。

公衆衛生

感染症とその予防

公衆衛生

公衆衛生感染症とその予防修正

7

5

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）
インフルエンザ︓
【概念】
インフルエンザウイルスによる急性熱性感染症で、A,B,Cの3型。通常、寒い季節に流⾏。最近
では、⼀年を通して散発的にみられるようになり、注意が必要。従来のインフルエンザウイル
スが大きく変化し大流⾏する新しいインフルエンザ、いわゆる新型インフルエンザも重要。

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

ライノウイルス︓

・大人に風邪の約30〜40％はライノウイルスが原因。

・欧米では、ライノウイルスの事を（鼻）カゼウイルスと呼ぶこともある。

・頭痛・のどの痛み、鼻詰まり、くしゃみが起こる。

・潜伏期間は短く1－3日。

・33℃でしか増殖しない、そのためライノウイルスによる炎症は上気道に限局。

・鼻、のどなど上気道の炎症。

・ライノウイルスによる風邪は、⼀年中、特に春と秋に多い。

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

アデノウイルス ＳＡＲＳ ＭＡＲＳなど空気感染・⾶沫感染のほかに感染者の起動分泌物を
介した接触感染で伝播する。

RSウイルス

インフルエンザウイルス

パラインフルエンザウイルス

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

8

ライノウイルス（約30〜40％）

インフルエンザ菌感染症、オウム病、クラミジア肺炎、結核、ジフテリア、肺炭疽、肺炎球菌
感染症、ペスト、マイコプラズマ肺炎、レジオネラ症、レプトスピラ症

公衆衛生

原因微生物の80〜90％はウイルス

その他︓

6

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

□細菌

コロナウイルス（約10％）

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

公衆衛生感染症とその予防修正
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9

突然の発熱（通常38度以上の⾼熱）、頭痛、全⾝倦怠感、筋⾁痛、関節痛などが現れ、咳、
鼻汁、咽頭通などの上気道症状が続き、約1週間で軽快。主な合併症に肺炎と脳症。通常のかぜ
症候群とは異なることが重要。

年によって流⾏型が異なる。2015/2016年のインフルエンザ流⾏状況は、例年より流⾏のピー
クやや遅くA型（Ｈ1）ｐｄｍ０９が流⾏し、後にＢ型にシフト。

インフルエンザ︓
【生活上の注意】
①⼀般的な予防方法
マスクの着用、⼿洗いの励⾏（れいこう）によりウイルスの体内への侵入を減らす。感染拡大
防止のために、感染者は、発症後5日間、解熱後は2日間は、⾃宅で安静加療すること。

インフルエンザ︓

【治療】

① 対処療法

⾃宅での安静加療が原則。⽔分補給や⾷事摂取が出来ない時などは、点滴による補液が必要。

代表的な抗インフルエンザ薬を後でしめす。発症後48時間以内に使用しなければ、効果はない。
早めの受診が肝要。市販はされてはいない。新たな作用機序の薬も開発中。

インフルエンザワクチンは、不活性化ワクチンのため、免疫のない患者に摂取しても感染を起
こさない。⾼齢者、基礎疾患を有する患者、医療従事者などにはワクチン接種を推奨。

➁インフルエンザワクチン

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

➁抗インフルエンザ薬

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

流⾏状況、患者との接触歴の確認、典型的な臨床症状が診断の第⼀歩。インフルエンザ迅速診
断キットにより短時間で簡便に診断でき、A型とB型の鑑別も可能。

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

ヒトからヒトに感染し、感染者が咳やくしゃみで空中に吐き出した分泌物に混じったウイルス
が、他の人に接触して⼝や鼻から侵入し感染が成⽴。⾶沫感染。

12

【症状】

【疫学】

10

インフルエンザ︓

インフルエンザ︓

【診断】

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

【発症のメカニズム】

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

公衆衛生感染症とその予防修正
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14

＊輸入真菌︓日本には生息していない真菌が原因となり，海外の特定地域でのみ風⼟病としてみられ
ている真菌症が日本で発生した場合，これを輸入真菌症という．大部分は流⾏地に渡航・滞在した際
に感染したものである．わが国では近年コクシジオイデス症，ヒストプラズマ症の2疾患の増加が著
しい．ほかにパラコクシジオイデス症，マルネッフェイ型ペニシリウム症，ブラストミセス症などが
ある．輸入真菌症の重要な特徴として，その多くが強い感染⼒を⽰すことがあげられ，日和⾒感染を
主体とするわが国の真菌症と大きく異なっている

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別
□真菌・輸入真菌
肺真菌症
【概要】カビの仲間を総称して真菌。肺真菌症は真菌を吸い込むことによって発病する感染症。⽔虫
は白癬菌によって起こる「表在性真菌症」。肺や脳などに感染は「深在性真菌症」。真菌の種類は
様々で、カンジダやアスペルギルス、クリプトコッカス、ムコールなど、種類により病変が異なる。
【疫学】
肺真菌症は増加している。肺アスペルギルス症が最も多く、カンジタ症、ムコール症がそれに次いで
多くなっている。

公衆衛生

＊予後（よご、英: prognosis、独: Genesung︔Prognose）とは、⼿術後の患者の状態や、病
気・創傷の将来的な状態、特にそれらの状態に関する⾒込み、を意味する医学用語である。

発症早期に抗インフルエンザ薬を投与すれば、予後＊は良好。
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その他

インフルエンザ︓

生活環境の近代化に伴い、我が国では寄生虫疾患は少なくなった。しかし近年、⾷生活や海外
旅⾏の多様化、発展途上国からの入国者の増加、愛玩動物の増加などから寄生虫症は増加して
いる。

【疫学】

寄生虫が肺に侵入して発症する疾患の総称。肺吸虫症、イヌ糸状虫症、糞線虫症、エキノコッ
クス症、トキソカラ症など。多くは⾷物に存在している寄生虫の卵や幼虫を経⼝摂取感染。肺
で成虫になるもののほか、幼虫の時期に肺を通過するものなど様々。

【概要】

肺寄生虫症︓

□寄生虫

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

RS感染症、ＳＡＲＳ、ＭＡＲＳ、アデノウイルス咽頭結膜炎、ハンタウイルス感染症、風疹、
麻疹、

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

□ウイルス（呼吸器感染症関連ウイルス）

【予後】

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

公衆衛生感染症とその予防修正
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17

・呼吸器感染症患者と判明してから対応するのではなく、疑い患者をトリアージ＊し予防策を
実践すること

⻑時間空中浮遊

⾔葉通りに接触で

・接触感染︓

⾶沫（直径５㎛以上）による約1m以内で感染するもの

20

・定期健康診断を受けること

病原性物を含む⾶沫核（直径５㎛以下）で落下速度は0.06-1.5㎝/秒

＊トリアージ…隔離

・集団（職場、学校、家庭内）で、感染を予防するなどの組織的な対応も重要である。

・暴露事象が発生しやすい場⾯を把握し、適切な対策が確実に出来るようなマニュアル等を生
先活用すること。

・常日頃から体調管理に配慮し、体調不良時にはすみやかに受診すること。

・空気感染（⾶沫感染）︓

・⾶沫感染︓

まとめ

標準予防策+感染経路別予防策

感染経路別予防策

公衆衛生

18

全ての人は伝播する病原体を保有していると考え、患者及び周囲の環境に接触する前後には⼿
指衛生を⾏い、⾎液・体液・粘膜などに暴露する恐れのあるときは個人防護具を用いる事

・準備予防策

感染経路別予防策

公衆衛生

公衆衛生

感染経路別予防策

早期に診断し、治療が功を奏すれば⼀般に予後は良好。

【予後】

サワガニやモクズガニ、イノシシの⾁などは⼗分に加熱して喫⾷。調理に使用した包丁やまな
板は寄生虫に汚染している可能性があるので、そのまま生野菜などの調理に用いることは感染
の原因になる。

【生活上の注意】

寄生虫の種類に応じた薬物療法を⾏う。

【治療】

肺寄生虫症︓

□寄生虫

呼吸器感染症の病原体
（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫、真菌・輸入真菌）
1.呼吸器感染症・病原体別

公衆衛生

公衆衛生感染症とその予防修正

21

３）

疑わしきは隔離対象とするのが原則である。

咳、痰がある患者は否定されるまで感染症として扱う

コレラは起炎菌が同定・決定されるまでわからない

インフルエンザならば感染のリスクの説明のみで帰宅

結核ならば結核病棟での入院

22

接触感染︓⼿指を介した感染、性的接触による感染、

２）

隔離必要疾患︓麻疹、百日咳、結核、ＳＡＲＳ、ＭＡＲＳ、インフルエンザ（易感染者集団の
中では）

対応は病原体と症状で明らかに異なる

経気道感染︓⾶沫感染と空気感染（⾶沫結核感染）がある

１）

空気感染するものは、隔離の必要性も考慮

⺟⼦感染︓⺟体から、胎児･新生児に感染すること
医原性感染︓医療⾏為で感染する。医療処置や医療器具、針刺しや輸⾎など
節⾜動物による感染︓主に昆虫とダニによる感染

４）
５）
６）

皮膚を介するか皮膚に直接感染するもの

経⼝感染︓飲料⽔や飲⾷物を介して⼝から侵入し、消化器粘膜から感染する

病原体の主な感染経路︓

気道感染は、空気感染をするものが多い（結核など）

感染症

公衆衛生

公衆衛生

公衆衛生感染症とその予防修正

3

1

接触感染︓⼿指を介した感染、性的接触による感染、

３）

⺟⼦感染︓⺟体から、胎児･新生児に感染すること

医原性感染︓医療⾏為で感染する。医療処置や医療器具、針刺しや輸⾎など

節⾜動物による感染︓主に昆⾍とダニによる感染

４）

５）

６）

皮膚を介するか皮膚に直接感染するもの

経気道感染︓⾶沫感染と空気感染（⾶沫結核感染）がある

２）

4

公衆衛生上の観点から、⾷中毒を起こす病原体とその対処方法について学ぶ。

経口感染とは飲料⽔や飲⾷物を介して口から侵⼊し、消化器粘膜から感染する微生物で、⾚痢菌、
チフス菌、A型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルス、⾷中毒、ノロウイルスなどがある。

ここでは、感染経路として経口感染する病原体によって発症する疾病について学ぶ。

経口感染︓飲料⽔や飲⾷物を介して口から侵⼊し、消化器粘膜から感染する

１）

病原体の主な感染経路︓

経口感染症

公衆衛生

2

経口感染

公衆衛生

公衆衛生

経口感染症

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

公衆衛生経口感染

7

5

6

細菌が増殖するときに産生する毒素が原因で発
症＊２

⻩⾊ブドウ球菌などの産生する毒素は熱に強い
ので、加熱しても残って⾷中毒の原因になる

毒素型の主な⾷中毒微生物

⻩⾊ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌
（嘔吐型）

生きたウイルスや細菌が腸管に侵入することに
よって発症

食品を加熱殺菌することによって食中毒を妨げ
る＊１

感染型の主な食中毒微生物

腸炎ビブリオ、サルモネラ、病原大腸菌、カン
ピロバクター、エルシニア、ノロウイルス

＊１一部の菌は、固い殻（芽胞）をつくるため、加熱しても生き残り、好適条件になると発芽し増殖を始める
ことがある。
＊２⾷品の中で毒素を産生する「⾷物内毒素型」と、腸管内に⼊った菌が毒素を産生する「生体内毒素型」が
ある。「生体内毒素型」の腸管出⾎大腸菌、ウエルシュ菌などは、感染型と同様に⾷品を加熱殺菌することに
よって⾷中毒を防げる。

毒素型

感染型

⾷中毒・その症例と病原体について

公衆衛生

・以前は⾷中毒の原因で最も多いのは最近であったが、近年、ノロウイルスによるものが増えてい
る。（発生数は、ノロウイルス、、カンピロバクター、サルモネラ菌の順で、⾷中毒の80％を占め
る）

8

・細菌性⾷中毒は、毒素型と感染型に分けられる。毒素型⾷中毒は、⾷品中で増殖した細菌から産
生・放出された毒素を⾷品と共に接種することによって発症する⾷中毒で、⻩⾊ブドウ球菌、セレ
ウス菌（嘔吐型）、ボツリヌス菌などによる⾷中毒がある。

・⾷中毒とは、有害・有毒な微生物や化学物質などの毒素を含む飲⾷物を人が口から摂取した結果
として起こる下痢や嘔吐や発熱などの疾病（中毒）の総称

ウイルス性⾷中毒
化学性⾷中毒
自然毒⾷中毒
寄生⾍性⾷中毒
その他

２）
３）
４）
５）
６）

＊かつては、ヒトからヒトへ感染が及ばないと言われていたが、Ｏ－１５７などの腸管出⾎性大腸
菌やノロウイルスは患者から患者へ感染するため、⾷感染症として⾷中毒に含まれる

＊⾷物アレルギーは、⾷中毒に含まれない

ただし、

細菌性⾷中毒

１）

・⾷中毒は、その原因になった因⼦・物質によって5つに分類される

⾷中毒の原因物質

公衆衛生

・一方、感染型⾷中毒では、菌が⾷品中で毒素を産生することははとんどなく、菌が⾷品や⽔と共
に胃を通過して腸管に至り、そこで産生された毒素や、菌の腸管組織内への侵⼊と障害作用によっ
て発症する。病原大腸菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、カンピロバクターなどによる⾷中毒があ
る。

⾷中毒とは

⾷中毒とは

・⾷中毒は経口感染の代表である。原因は、細菌、ウイルス、原⾍、寄生⾍、化学物質、自然毒
（動物性自然毒・植物性自然毒）、アレルギー誘発物質の分類される。

⾷中毒・その症例と病原体について

公衆衛生

⾷中毒・その症例と病原体について

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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9

・E型肝炎ウイルス

・A型肝炎ウイルス

・ロタウイルス

・ノロウイルス

２）ウイルス性⾷中毒

公衆衛生

・リステリア属菌

・ＮＡＧビブリオ

・エルシニア・エンテロコリチカ

・セレウス菌

・ボツリヌス菌

・ブドウ球菌

・ウエルシュ菌

・カンピロバクター

・病原大腸菌

・腸炎ビブリオ

・サルモネラ属菌

1）細菌性⾷中毒

公衆衛生
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・毒化動物︓⿂類（フグ）、⾙類（⾙毒）︓テトロドトキシン、サキシトキシン、
シガトキシン、オカダ酸など

➁動物性自然毒

・菌類（有毒キノコ）＊分類学的にはキノコは植物に分類されないが、厚生労働省は⾷中毒の分類
において『植物性』に分類している

シュウ酸カルシウム（サトイモ科のマムシグサ、クワズイモ）

トリテルペン類（ウリ科植物で、ヘチ、マヒョウタンなど）

⻘酸配糖体（⻘梅）

トリカブト類（蜂蜜）、ジャガイモ、ヤマゴボウ類など）

・⾼等植物︓アルカロイド類（チョウセンアサガオ、バケイソウ類、

① 植物性自然毒

３）自然毒⾷中毒

公衆衛生

・パラチフスA菌

・チフス菌

・⾚痢菌

・コレラ菌

・腸管出⾎性大腸菌（Ｏ－１５７など）

感染症︓

1）細菌性⾷中毒

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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① カビ毒︓マイコトキシン、アフラトキシン、オクラトキシン、パツリンなど

6）その他

公衆衛生

③ その他︓油脂の変敗、ヒスタミンなど

② 有毒性⾦属による⾷品汚染︓微量重⾦属

① 化学物質の⾷品への混⼊︓洗剤・消毒薬などの薬剤

４）化学性⾷中毒

公衆衛生

16

14

２）ウイルス性⾷中毒と寄生⾍からアニサキスを取り上げる

１）細菌性⾷中毒

この中で、一般的な⾷中毒として

クドア・セプテンプンクタータ

ジアルジア（ランブル鞭毛⾍）、サイクロスポラ、

原⾍類︓サルコシスティス・フェアリー、クリプトスポリジウム、

有鉤条⾍（ゆうこうじょうちゅう）、無鉤条⾍、エキノコックス

大複殖門（おおふくしょくもん）条⾍、マンソン裂頭条⾍、

条⾍類︓⽇本海裂頭条⾍（にほんかいれっとうじょうちゅう）、

公衆衛生

④

③

② 吸⾍類︓横川吸⾍、肺吸⾍

① 線⾍類︓アニサキス、シュードテラノーバ、旋尾線⾍（せんびせんちゅう）、鰐口⾍
（がくこうちゅう）、旋毛⾍、回⾍、鉤⾍（こうちゅう）、鞭⾍

５）寄生⾍による⾷中毒

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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細菌性⾷中毒

➁

⾷中毒︓⾷品中で⻩⾊ブドウ球菌が増殖する際に産生されたエンテロトキシン（嘔吐毒）を
⾷品と共に接種することによる毒素型⾷中毒を起こし、吐き気、嘔吐などの症状がみられ
る。ブドウ球菌のエンテロトキシンは、１００℃・30分の加熱でも壊れない耐熱性のタン
パク質なので、加熱処理では予防できない。

このほか、肺炎、肝膿瘍（かんのうよう）、腎膿瘍、敗⾎症などを引きこ起こすことがあ
る。

① 化膿症︓皮膚・粘膜の傷口から感染し、化膿を起こす。

病原性︓⻩⾊ブドウ球菌は、ヒトや動物の常在細菌（宿主の状態により発症）

公衆衛生

©２０１１雪印メグミルク株式会社All Rights reserved

この事件によって、社会に⽜乳、乳製品をはじめとする加工⾷品の製造に、不信と不安を抱か
せるだけでなく、乳など省令についての乳業界の解釈と社会の理解との乖離（かいり）が明らか
になるなど、社会に⾜して大きな影響を与えた。

雪印乳業（株）は事件直後の対応に⼿間取り、商品の回収やお客様・消費者への告知に時間を
要したため、被害は１３，４２０人に及んだ。

その脱脂粉乳に⻩⾊ブドウ球菌が産生する毒素（エンテロトキシン）が含まれていたことが原
因だった。

調査の結果、雪印乳業（株）大樹工場（北海道大樹町）で製造された脱脂粉乳が停電事故で汚
染され、それを再溶解して製造した脱脂粉乳を大阪工場で原料として使用していいたことがわ
かった。

平成12年6月に雪印乳業（株）大阪工場製造の低脂肪乳などにより⾷中毒時間が発生した。6月
27⽇大阪市保健所に最初の⾷中毒患者の届け出があった。

雪印乳業⾷中毒時間

１）

公衆衛生
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現在では、仕出し弁当からの⻩⾊ブドウ球菌⾷中毒も減少傾向にある。これは業者の衛生管理
が⾏き届いている結果と考えられている。

１９９２－９４年の３年間の原因⾷品に占める「にぎりめし」の割合は１５年前の約半分の２
３．８％にまで減少した。本菌⾷中毒の原因⾷品に占める「にぎりめし」の割合の減少の理由は、
１９８５年頃までは「にぎりめし」の多くは⼿作業で製造されていたが、１９８６年以降「にぎ
りめし」の製造は機械化及び自動化が進み、⼿指や器具・器材から⻩⾊ブドウ球菌汚染を遮断す
ることに成功したためではないかと考えている。

１９８０－８２年の３年間の本菌⾷中毒事例は１０９件で、そのうちの約半分の４９．５％は
「にぎりめし」が原因⾷であった。それが年毎に「にぎりめし」の原因⾷に占める割合が減少し、
弁当による本菌⾷中毒が増加傾向をしめした。

⻩⾊ブドウ球菌⾷中毒の動向

公衆衛生

抵抗⼒︓熱に弱く、60℃・1時間の加熱で死滅。乾燥や凍結に比較的強い。塵埃やガーゼに付着した
状態で⻑時間生存。

➁表皮ブドウ球菌︓病原性は弱く、寒天培地上のコロニーは⽩⾊を呈するコアグラーゼは産
生しない

分類︓ ①⻩⾊ブドウ球菌︓病原性が強く、寒天培地上のコロニーは⻩⾊を呈するコアグラーゼ産
生菌

⾷塩が7.5％の環境でも発育可能⇒耐塩性（通常の菌は、3％以上で増えにくくなる）

検査︓通性嫌気性菌で、普通寒天培地や⾎液寒天培地に良く発育

・集合体を作り、ブドウの房状になる

・直径約1㎛のグラム陽性球菌

・ヒトや動物の皮膚や⿐腔・咽頭・腸管などに常在し、自然界では下⽔や⾷品など広く分布

ブドウ球菌属（スタフィロコッカス族）

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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ビブリオ・バルニフィカス

ビブリオ・アルギノリティカス

④その他のビブリオ

③腸炎ビブリオ

➁非Ｏ1、非Ｏ１３９コレラ菌（いわゆるＮＡＧビブリオ）

２）ビブリオ属 ①コレラ菌

グラム陰性通性嫌気性桿菌（かんきん）

公衆衛生

・好気的に発育するが、嫌気的条件下でも発育

・経口感染を起こす重要な細菌が多く含まれる

グラム陰性通性嫌気性桿菌（かんきん）

公衆衛生
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①大腸菌

肺炎桿菌（クラブシエラ・ニューモニエ）

４）ヘモフィルス属

３）エロモナス属

セラチア属（セラチア・マルセッセンス）

➁軟性下疳（なんせいげかん）菌（性感染症・⽇本では症例は少ない）

①インフルエンザ菌

グラム陰性通性嫌気性桿菌（かんきん）

⑥その他の腸内細菌科

（エルシニア・シュードツベルクローシス）

仮性（偽）結核菌

腸炎エルシニア(エルシニア・エンテロコリチカ)

⑤エルシニア属 ペスト菌

④クレブシエラ菌

③⾚痢菌

それ以外の菌種

パラチフスA菌

➁サルモネラ属 チフス菌

公衆衛生

１）腸内細菌

グラム陰性通性嫌気性桿菌（かんきん）

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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一部の病原性を持つものを、病原性大腸菌という。

病原性︓大腸菌は、⼩腸下部から大腸にかけて常在するがほとんどが無害。

・菌体の持つＯ抗原と、鞭毛の持つＨ抗原の組み合わせにより分類される

・中等大の桿菌で、ヒトや動物の腸管内で常在

１）腸内細菌科（１）大腸菌

公衆衛生

・通性嫌気性で、ヒトや動物の腸管内に常在する

・周毛性の鞭毛を持ち、運動性がある（例外もある）

・腸内細菌科︓グラム陰性の芽胞の無い細菌

・ヒトや動物の腸管内にいる細菌を、すべて腸内細菌科というわけではない

１）腸内細菌科

公衆衛生
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下痢原性大腸菌には、毒素原性大腸菌、組織侵⼊性大腸菌、腸管出⾎性大腸菌
（ベロ毒素産生大腸菌）などがある

毒素を産生する大腸菌や組織侵⼊能を有する大腸菌は、経口感染により下痢・腹
痛などの急性腸炎や⾷中毒を起こす⇒下痢原性大腸菌

➁腸管外感染︓ 多くの感染症の原因となり、代表的なものに、膀胱炎、腎盂炎、胆嚢炎などがあ
る。

腸管出⾎性大腸炎感染症は、3類感染症

＊⾎清型起こすＯ157（ほかにもＯ026など）は、激しい腹痛・嘔吐などの胃腸炎症状のはか、⼩
児や⾼齢者などでは腎障害などを主症状とする溶⾎性尿毒症症候群（ＨＵＳ）や脳炎を引き起こ
すこともある。

①腸管感染︓

１）腸内細菌科（１）大腸菌

公衆衛生

健康被害危機管理データベース

疫学調査の結果より、カルビ肉以外の提供⾷品の考査汚染の可能性も示唆された。

営業禁⽌とともに本事例は終息したが、店に保管してあったカルビ肉6検体より患者と同パターン
である腸管出⾎性大腸菌Ｏ157が分離された。

主な症状は下痢（⾎便を含む）、腹痛、発熱であり、患者（⼩児）2名がHUS（溶⾎性尿毒症候
群）を合併した。

2013年9月27⽇から10月13⽇にかけて、川崎市内の焼き肉店で喫⾷した29名が腸管出⾎性大腸菌
O157(VT2)による胃腸炎を発症した。

腸管出⾎性大腸菌Ｏ157症例

１）腸内細菌科

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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病状が治まっても、菌が胆嚢、腎臓に残り、保菌者に移⾏することがある。保菌者はあらたの感
染源となる

次いで菌は全身のリンパ節、肝臓、脾臓、骨髄で増え、腸管にチフス性の潰瘍（かいよう）を作
り、糞便、尿中にも菌が排泄される。

その時期に、発熱、全身の倦怠感、発疹（バラ疹）徐脈、脾腫（ひしゅ）など、腸チフス特有な
症状。

経口感染により侵⼊し、腸管壁のリンパ節で増殖したのち⾎中に⼊り菌⾎症を起こす。

病原性︓腸チフスの原因菌

抵抗⼒︓65℃30分、100℃5分不活性化される。

検査︓⾎液、糞便から分離培養

・ほかのサルモネラ属菌と異なり、Vi抗原を持つ

・菌体の周囲に多くの鞭毛を持ち活発に運動する

チフス菌

2）サルモネラ属

公衆衛生

一般財団法人⾷品分析センターＳＵＮＡＴＥＣ

原因⾷品が何であったかについての情報までたどり着くことはできなかったが、主な献⽴（鶏唐
揚げ、人参⼊千切りキャベツ、チョリソー・ポテトサラダ、ブロッコリー、漬物、ご飯）を中⼼
に、更に詳細な調査が⾏われたものと推測される。
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・イヌ、ネコ、爬⾍類（ミドリガメなど）が多く保菌し、ペットから乳幼児に感染することがあ
る。

・ニワトリ、ウシの体内や鶏卵などに菌が分布し、肉類・卵や、その調理⾷品などを介して、感
染型⾷中毒を起こす。

・発熱、⽔様下痢、腹痛が主な症状

・急性胃腸炎、⾷中毒を起こす

その他のサルモネラ

・パラチフスの原因菌で、腸チフスより臨床症状は軽度

パラチフスＡ菌

2）サルモネラ属

公衆衛生

サルモネラ属菌は、菌体の持つＯ抗原、鞭毛の持つＨ抗原、莢膜（きょうまく）の持つVi抗原に
より、2500種類以上の⾎清型に分類される。

➁それ以外の菌種︓急性胃腸炎、⾷中毒

その後患者数は25名に増え、追跡調査の結果、共通して⾷べている⾷品が千葉県東⾦市内にある
給⾷施設で提供された⾷事であったこと、患者及び給⾷施設の従事者の便からサルモネラ属菌が
検出されたこと、患者の発症状況がサルモネラ属菌によるものと一致したことから、この給⾷施
設が原因施設とする⾷中毒であると判断し、使用停⽌措置がとられた。

①チフス菌、パラチフスＡ菌︓チフス性熱性疾患（3類感染症）

平成25年9月9⽇午前10時50分頃、発熱・下痢症状を呈した生徒8名を診察したとの連絡が保健所
に⼊った。

2）サルモネラ属

公衆衛生

サルモネラ菌属⾷中毒症例

2）サルモネラ属

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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・ヒトには胃腸炎、下痢（⾷中毒）を起こすものと創傷感染症、敗⾎症を起こすものに分けられ
る。

・⿂介類や海⽔に生息

４）ビブリオ属

公衆衛生

一般財団法人⾷品分析開発センターSUNATEC

これらの患者から分離された菌株の分⼦疫学解析（MLVA）ではすべて一致したと報告されてい
る。さらに、本事例に引き続いて福島県において37週後に2例、38週後に5例の感染者発生が報告
されており、これらの事例から⾚痢菌に汚染された⾷品を介して複数での広域感染経路、または
それらに関連した⼆次感染が継続されていたことが疑われた。これらの感染源・感染経路につい
ては引き続き喫⾷調査や⾷材の遡り調査や分⼦解析などの疫学調査が必要であると言われている。
この事例における⾏政措置は、⾏政処分6店舗、他店舗の営業自粛となった。
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４）ビブリオ属

予防︓海外旅⾏者下痢症の原因菌として重要。輸⼊⾷品からの感染例もある。

病原性︓飲⾷物と共に経口感染し、⼩腸内でコレラ毒素を産生して下痢を起こす。突然の下痢、嘔吐から「⽶とぎ
汁様便」を呈すし、急速に脱⽔する。近年軽症者が多いが、胃の切除者、胃酸⽋乏や基礎疾患のある人で重症化。

抵抗⼒︓60℃30分の加熱、あるいは消毒によってすぐに殺菌される。⽔や海⽔中では５〜２０⽇間も生存する

検査︓患者の糞便、吐物からコレラ菌を培養によって分離、同定する。さらにこれら毒素の産生性を調べる。

・3類感染症の原因菌とされるコレラ菌は、⾎清型Ｏ１またはO139で、コレラ毒素を産生するものに限られる。

・コレラ菌の生物型には、アジア型とエルトール型がある（世界的に流⾏しているのはエルトール型）

・O1、O139以外のＯ抗原を持つもの⇒ＮＡＧビブリオ

・O1型のこれらは更に⼩川型、稲葉型、彦島型に分類される。

・コレラは、O1または、O139抗原を持つコレラ菌で、これら毒素を産生する菌によって起こる。

・芽胞、莢膜はない

・コンマ状に曲がった短桿菌で、菌体の一端に鞭毛があり活発な運動をする

（１）コレラ菌

公衆衛生

典型的な例ではしぶり腹（テネムス、裏急後重）や粘⾎性・膿性の下痢便。近年我が国では患者
は著しく減少。多くは輸⼊感染症（インドや東南アジア旅⾏で感染）細菌性⾚痢は3類感染症。

発熱、下痢、腹痛

病原性︔細菌性⾚痢の原因菌（アメーバー⾚痢と症状が類似するが、原⾍に対して細菌性）

・抗原構造によって、A亜群（志賀⾚痢菌）、B亜群（フレクスナー⾚痢菌）、C亜群（ボイド⾚
痢菌）、D亜群（ソンネ⾚痢群）の4亜群に分けられる

・１８９７年に志賀潔によって発⾒された（シゲラ）

その原因⾷品（共通⾷品）は「漬物」であったと推測されているが本菌は検出されなかった。
これらのチェーン店に⾷品及び原材料を納⼊していた仙台Aセンター（工場）は営業を休⽌し、原
因究明お呼び施設内の衛生対策（施設の改善、徹底した消毒など）が⾏われた。患者の喫⾷月⽇
は、平成23年8月18⽇〜22⽇（多くの患者は8月18〜19⽇）で、また、

・中等大の桿菌で、鞭毛がなく運動しない

平成23年8月２０〜２４⽇（多くは20〜22⽇）に東北地方（福島、⼭形、宮城、⻘森及び神奈川
県）を中⼼とした同系列外⾷チェーン店で、⾚痢菌による⾷中毒患者52名が発生した。

３）⾚痢菌

公衆衛生

外⾷チェーン店による、⾚痢菌⾷中毒

３）⾚痢菌

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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（１）ボツリヌス菌

５）乳酸桿菌族（ラクトバシラク属）

４）コネリバクテリウム族 （１）コネリバクテリウム・ジフテリエ(ジフテリエ菌)

（２）ウエルシュ菌
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福岡市保健環境研究所保健科学科

細菌検査の結果、患者便6検体、従業員便2検体施設のふき取り2検体、⾷事の残品（チャーハン
具材）1検体からセレウス菌が分離された。分離株の清浄を調べた結果、いずれの株も、生物型Ⅴ
型で、ＣＲＳ遺伝⼦を保有し、共通の性状を示した。

疫学調査の結果から、患者は寮生に限られ、その症状は嘔吐を主としており、寮で提供された朝
⾷（チャーハン）を喫⾷後、1.5〜3時間後に発症したことが判明した。

症状は発症者8名全員が嘔気、嘔吐、うち5名が下痢、4名が腹痛であった。

福岡市内にある学生寮（⾷事提供あり）の寮生11名の内8名が、平成21年6月19⽇（⾦）9時30
分頃から嘔吐を主症状とする⾷中毒様症状を呈した。寮生11名は朝⾷のチャーハンを喫⾷し、そ
の後1.5時間から3時間の間に8名が発症し、7名が医療機関を受診した。

（１）リステリア・モノサイトゲネス

（２）セレウス菌

グラム陽性桿菌バシラス族 セレウス菌
セレウス菌による集団⾷中毒症例

公衆衛生

以前は7月〜9月下旬にかけて多発していたが、予防対策が奏功し激減した。

ビブリオの付着した⿂介類を⾷べて、8〜24時間後に激しい腹痛、下痢、嘔吐をきたす。

耐熱性溶⾎毒を産生する菌が、おもに感染性⾷中毒を起こす。

耐熱性溶⾎毒（ＴＤＨ）を産生するものと、ＴＤＨ関連溶⾎毒（ＴＲＨ）を産生するものがある。

病原性︓感染型⾷中毒の代表的な病原体

（１）炭疽菌

３）クロストリジウム属

２）リステリア属

１）バシラス族

グラム陽性桿菌

公衆衛生

・グラム陰性球菌に近い桿菌

・経口感染により急性胃腸炎（⾷中毒）をおこす。

38

・1950年に大阪市内で大流⾏した⾷中毒事件から、藤野恒三郎（ふじの つねさぶろう）によって
発⾒された。

・⾎清学的にO1またはO139抗原と異なる抗原を持つグループと、O1またはO139抗原を持って
いてもコレラ毒素を産生しないグループをいう。
・菌体の一端に1本の鞭毛があり、運動性がある。

・世界各地の沿岸海⽔中に生息し、⿂介類が感染源となる

・コレラ菌と同一の生化学的性情を持つ

４）ビブリオ属
（３）腸炎ビブリオ

公衆衛生

（２）非Ｏ1、非Ｏ139コレラ菌（いわゆるＮＡＧビブリオ）

４）ビブリオ属

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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男児は1月中旬から約1ヶ月間、ジュースにハチミツを混ぜた離乳⾷を⾷べていた。都の調べで
は、1⽇当たり約10グラムのハチミツを摂取していた可能性があるという。2月中旬から体調が悪
化。けいれんや呼吸困難を起こして同下旬に緊急搬送され、3月末に死亡した。（⽇経電⼦版）

都は「1歳未満の乳児にハチミツを与えてはいけない」と注意喚起をしているが、離乳⾷を⾷べ
させた家族はハチミツが乳児ボツリヌス症を引き起こすことを知らなかったという。

1歳未満の乳児がハチミツを摂取すると、腸管内でボツリヌス菌が増殖し、毒素で呼吸困難、便
秘などの症状を引き起こす危険がある。

都によると、統計が残る1986年以降、乳児ボツリヌス症による死亡例は全国で初めて。

東京都は2017年4月7⽇、ハチミツを与えられて事が原因で乳児ボツリヌス症になった⾜⽴区の
生後6か月の男児が死亡したと発表した。男児の家族が約1ヶ月間にわたってハチミツが⼊った離
乳⾷を⾷べさせていたという。

乳児ボツリヌス症症例

グラム陽性桿菌クロストリジウム属ボツリヌス菌

公衆衛生

・⾷中毒の原因菌

・病院内で使用されるタオルやシーツなどのリネン類のセレウス菌の汚染により、敗⾎症などの
院内感染の原因菌

42

44

グラム陽性桿菌クロストリジウム属ボツリヌス菌

国⽴感染症研究所感染症情報センター2010年8月3⽇閲覧（Wikipedia編集）

その後の調査で工場で使用途中の生からし粉から毒素が検出され、また、同一ロットの未開封2
袋からも毒素と菌が検出された。何らかの原因でからし粉に微量汚染が起こり、これを使用した
辛⼦蓮根が真空パックで相当期間冷蔵されたことが嫌気性のボツリヌス菌にとって好環境なため
汚染が進んだものとされている。

1984年、辛⼦蓮根製造業者の株式会社三⾹が製造、販売した真空パック辛⼦蓮根によるボツリヌ
ス菌の集団⾷中毒事件が発生し、36名が中毒症に陥りうち11名が死亡した。

辛⼦蓮根によるボツリヌス菌

公衆衛生

・ペニシリン系（特にアンピシリン）が第一選択薬で、アミノ配合唐体系抗菌薬（ゲンタマイシ
ンなど）と、併用すると効果的。

感染した⺟親から経胎児盤的に感染して死流産の原因となる⇒周産期リステリア症（新生児リス
テリア症）

︓ウシやヒツジなどの家畜に脳炎や死流産を起こす人獣共通感染症⇒チーズなどの乳製品などか
らも感染。

・⽇和⾒感染を起こしやすく、髄膜炎、敗⾎症（新生児、乳児）、⼼内膜炎、膿瘍（のうよう）
などの症状を伴う、リステリア症の原因菌。

・加熱による芽胞の殺菌には、オートクレーブ＊121℃で、20分以上かかる。

＊オートクレーブ（英: autoclave ）とは、内部を⾼圧⼒にすることが可能な耐圧性の装置や容
器、あるいはその装置を用いて⾏う処理のこと。

・土壌、河川など自然界に広く生息

・土壌など自然界に広く分布

グラム陽性桿菌リステリア属リステリア・モノサイトゲネス
・球菌上の⼩桿菌で周毛性の鞭毛を持つが、莢膜はない

公衆衛生

・芽胞を持つ大型の桿菌

グラム陽性桿菌バシラス族 セレウス菌

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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2017年3月17⽇21︓56⽇テレＮＥＷＳ２４より

ウエルシュ菌は、⾼温でも死滅しないため大きな鍋などで調理した⾷品を放置していた場合に
⾷中毒が発生することがあるという。都や保健所は加熱調理したものはなるべく早く⾷べ、調理
後は⼩分けにして冷やすよう呼び掛けている。

カレーやシチューなどのタンパク性の加工⾷品中で増殖したエンテロトキシン産生性ウェルシュ
菌が、消化管の嫌気性条件中で増殖し、感染型⾷中毒を引き起こす。

治療にはペニシリンと抗毒素⾎清が用いられる。

東京都によると今月8⽇に世⽥⾕区内の私⽴幼稚園でカレーライスを⾷べた園児や教職員計76人
が吐き気や嘔吐、下痢の症状を訴え、28人の園児が翌⽇、幼稚園を⽋席した。

全員症状は軽く⼊院した人はいなかったが、29人からウエルシュ菌が検出され集団⾷中毒と断
定された。

病原性︓多くは土壌中に分布し、（一部はヒトや動物の腸管内にも常在）外傷部からはウェル
シュ菌が侵⼊し、外毒素により壊疽を起こす（ガス壊疽）傷口との処置は、破傷風と同様。

東京都世⽥⾕区の私⽴幼稚園でウエルシュ菌による集団⾷中毒が発生し、カレーライスを⾷べた
園児ら70人以上が吐き気や下痢などの症状を訴えていたことがわかった。

グラム陽性桿菌クロストリジウム属ウェルシュ菌
・グラム陽性の桿菌で、芽胞が菌体の中央または一端にある

公衆衛生

乳児ボツリヌス症や成人腸管定着性ボツリヌス症では、除菌が主となる治療。

治療︓⾷餌性ボツリヌス症は、迅速な抗毒素による⾎清療法が重要。

※⾷餌性ボツリヌス症や乳児ボツリヌス症は、ボツリヌス症として4類感染症に分類される。

④成人腸管定着性ボツリヌス症︓腸管に定着した菌が毒素を算出して発症する⻑期間症状が続
く。

ウエルシュ菌⾷中毒症例

グラム陽性桿菌クロストリジウム属ウェルシュ菌

公衆衛生

48

抵抗⼒︓芽胞を形成し、熱に抵抗性を示す。

③創傷ボツリヌス症︓創傷部位で菌の芽胞が発芽して、産出された毒素で発症する。

➁乳児ボツリヌス症︓8カ月未満の乳児がボツリヌス菌の芽胞に感染すると、腸管内でボツリ
ヌス菌が増殖し、乳児ボツリヌス症を起こす。ハチミツは乳児ボツリヌス症の原因となることが
あるので、8カ月未満の乳児には与えてはならない。

検査︓患者の⾎液、糞便、吐物、腸内容物、創部の浸出液などからボツリヌス毒素を検出する。
また、嫌気的条件下で培養し、菌を分離し、毒素の産生性を確認する。

A~Gの型があり、A型の芽胞は、121℃・4分以上、Ｅ型菌の芽胞は80℃・6分以上の加熱で殺菌
される。

この毒素を摂取することで起きる毒素型⾷中毒ボツリヌス毒素は毒性が強く、激しい神経症状を
起こし、致命率が⾼い。

・土壌、⽔に生息する菌で、強⼒な神経毒（菌体外毒）を産生する

グラム陽性桿菌クロストリジウム属ボツリヌス菌

公衆衛生

病原性︓①⾷餌（事）性ボツリヌス症︓缶詰、瓶詰、真空包装⾷品などの中で生存していたボツ
リヌス菌が、嫌気性の条件下で増殖し、ボツリヌス毒素を産生。

・周毛性の鞭毛を持ち、耐熱性の芽胞を形成する

グラム陽性桿菌クロストリジウム属ボツリヌス菌

公衆衛生

公衆衛生経口感染

52

素

60％以上の例で何らかの先⾏感染が認められる。

握り飯、サンドイッチ・和洋
菓⼦・仕出し弁当
真空飽⾷品
ピラフ・スパゲッティ

ボツリヌス菌
セレウス菌（嘔吐
型）

カンピロバクター

⾷品や⿂介類の加熱調理⾷品

⾷肉類・飲料⽔

腸管出⾎性大腸菌
Ｏ157、O111など
その他の病原大腸菌

ブドウ球菌

⾷肉・サラダ・飲料⽔・ヒト
－ヒト感染
飲料⽔・サラダ・仕出し弁当

サルモネラ属菌

ウェルシュ菌

主な原因食品
寿司・刺身などの生鮮⿂介類
及びその調理品
⾷肉類・卵

病因
腸炎ビブリオ

細菌性⾷中毒の比較

公衆衛生

型 毒

多くの症例では、1ヶ月で症状のピークを迎え、⻑くても6か月程度で自然に回復。⽇本では特定疾患
に認定された指定難病。

重症の場合、中枢神経障害性の呼吸不全を起こす。この場合には、一時的に気管切開や人工呼吸器を要
するが、予後はそれほど悪くない。

主に筋肉を動かす運動神経が障害され、四肢に⼒が⼊らなくなる病気。

※ギランバレー症候群

病原性︓⾷中毒の代表的な病原体（下痢患者の４〜２０％から本菌が分離）。症状は、げり、腹痛、発
熱。感染後に、ギランバレー症候群を起こすことがる。ニワトリの保菌率が⾼く、汚染された鶏肉（生、
不⼗分な加熱）を⾷して感染。その他、井⼾⽔や沢⽔が感染源となることもある。ヒトからの直接伝播
もある。

検査︓酸素が3〜15％含まれる微好気的条件下で発育。（通常酸素量下や嫌気的条件下では発育できな
い）

・らせん運動をする、グラム陰性菌

・菌体の一端または両端に鞭毛がある

らせん菌カンピロバクター属カンピロバクター・ジェジュニ

公衆衛生
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3⽇以内

ヒト

穀類・豆類・土壌

土壌・⿂介類

12〜96時間
神経麻痺症状
4時間以内（早
い）

ヒト（特に化膿巣） 6時間以内（早
動物（ペットなど） い）

家禽・家畜・イヌ・ 2〜７⽇
ネコ・特にニワトリ

2〜100時間

2⽇以内

特徴
1⽇以内
家畜･家禽・イヌ・
ネコ特に爬⾍類
家畜（特に⽜）

分布
海⽔・海泥

同保健所によると、グループは23⽇、⾷事をして25⽇から症状が出た。料理はタンやハツの肉
刺しや茹でエビ、ささみ⻯⽥揚げなど。患者1人の検便から動物の腸にいる菌、カンピロバクター
が検出された。

同保健所は同⽇、同店に営業禁⽌を命じた。1人は症状が残っているものの、5人は快方に向
かっている。

広島市保健所は平成20年5月30⽇、中区の「豚肉料理専門店」でコース料理を⾷べた県内の男⼥
21〜42歳の大学生や担当教官ら15人中6人が、下痢などの⾷中毒症状を起こしたと発表した。

（１）ヘリコバクター・ピロリ

豚肉料理⾷べ6人が症状（広島）

（２）カンピロバクター・フェタス

公衆衛生経口感染

（１）カンピロバクター・ジェジュニ

らせん菌カンピロバクター属カンピロバクター・ジェジュニ

公衆衛生

染
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２）ヘリコバクター属

１）カンピロバクター属

らせん菌

公衆衛生

感
型

55

53

診断・治療︓診断は海産物の生職歴。胃の場合は治療を兼ねた上部消化管内視鏡によって⾏われ
る。⼩腸・大腸のアニサキス症は、診断が困難になることがある。原因がはっきりしない強い腹
痛のため、試験開腹により診断されることもある。

症状︓潜伏期間は5時間程度。胃壁への迷⼊では⼼窩部痛（しんかぶつう）、⼩腸・大腸への迷⼊
はその部位の疼痛（とうつう）まれに蕁麻疹や中台に対するアナフィラキシーショック、⼩腸イ
レウス。

概念︓アニサキス症はアニサキス亜科線⾍により引き起こされる幼⾍移⾏症。海洋哺乳類を終宿
主とし、これらが多く存在する海域からの⿂介類に寄生する幼⾍を、直接接種することで感染。

寄生⾍性⾷中毒アニサキス症

公衆衛生

浜松市保健研究所

汚染された⾷パンは、製造工程における検品作業の際に、ノロウイルスを保有していた従事者の⼿指
または作業着を介して付着したと推定され、トイレでの⼿洗いが不⼗分であったこと、使い捨ての⼿袋
の交換が適切に⾏われなかったこと、作業着の衛生管理が不適切であったことなどが原因と考えられた。

なお、最終的に当該⾷パンの喫⾷者は数は8027名、患者数は1271名となり、17校が学校閉鎖、2校で
学級閉鎖、さらに1月27⽇まで市内全校の給⾷が停⽌となった。

その後の調査で、これらの学校に共通する⾷材として、同じ業者の製造した⾷パンが原因と推定され、
浜松市保健環境研究所における検査の結果、患者便、従事者便、⾷パンなどからノロウイルスが検出さ
れたため、ノロウイルスに汚染された⾷パンによる⾷中毒と断定された。

その後、浜松市教育委員会から、他の⼩学校からも同様の報告が⼊っているとの連絡があり、調査し
た結果、体調不良を訴える児童、職員は19の学校で発生していることがわかった。これらの学校には接
点がなく、患者の発生が同時多発であったため、病院物質の単一暴露による⾷中毒が疑われた。

平成26年1月16⽇、浜松市保健所は、市内⼩学校の学校医より児童が多数⽋席しているとの連絡を受
けた。

浜松市における、大規模集団⾷中毒

ウイルス性⾷中毒ノロウイルス（カリシウイルス科）

公衆衛生

56

54

３．殺す（加熱など）

２．増やさない（迅速、冷却、乾燥）

１．付けない（清潔）

細菌やウイルスによる⾷中毒を予防する三大原則

予防

公衆衛生

➁ヒトからヒトへの感染︓感染症胃腸炎（感染症法の5類感染症）⾼齢者福祉施設や保育園などの
⼩児の集団発生が多い。特に吐物の処理方法と⼿洗いの励⾏が重要。

①ノロウイルスが⾷品を介して発生した場合︓ウイルス性⾷中毒（⾷品衛生上の⾷中毒）

・ヒト-ヒト感染があり、便や吐物で汚染されたものの接種による

・生ガキなどの⼆枚⾙や調理従業者の不衛生な取扱いにより汚染された⾷品の摂取による⾷中毒

・冬季に急性胃腸炎が流⾏する、ウイルス性⾷中毒の原因ウイルスとして、最も重要

・ノロウイルスは培養することができない

・急性胃腸炎の原因で、以前は⼩型球形ウイルス（SRSV、またはノーウォーク様ウイルス）と呼
ばれていた

ウイルス性⾷中毒ノロウイルス（カリシウイルス科）

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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※電⼦レンジの活用︓腐敗により生成されるアミン類や芽胞の不活性化および毒素の分解温度で
はない。細菌がすでに毒素を作り出している可能性がある場合は無効。

加熱︓⾷中毒の原因菌は、75℃以上の環境で1分以上たつとほとんどが不活化する（ノロウイ
ルスを不活化するためには、中⼼温度８５℃以上で１分間以上加熱する必要がある）（ボツリヌ
ス菌、ウェルシュ菌、セレウス菌など耐熱性の⾼い芽胞）

３．殺す（不活化・加熱など）

予防

公衆衛生

⼿の洗浄

調理器具の洗浄

58

酸（酢など）が存在すると増殖に適切な環境ではなくなる。一般的な⾷事に適した濃度の酸で
不活化（殺菌）できる菌は少ない。

乾燥︓一部の⾷材を除いて、⾷材を完全に乾燥させることはできない。調理器具を洗浄した後
は速やかに⽔分をふき取り、湿気の少ない場所に置くことを推奨。

⾼濃度の塩分には菌の増殖を抑える効果︓⻩⾊ブドウ球菌や腸炎ビブリオなどは好塩菌。リス
テリア菌では耐塩性が強く30％の塩分濃度でも生存

⾷材を冷蔵・冷凍︓一般には、10度以下で菌の増殖は鈍り、-15℃程度で増殖が停⽌すると言
われている（いずれも菌が不活性化（死滅）するわけではない）

２．増やさない

生の⿂介類や肉類

予防

１．付けない

公衆衛生

予防

公衆衛生

公衆衛生経口感染
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1

『国⺠は、すべての生活部⾯について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない』

『すべての国⺠は、健康で⽂化的な最低限度の生活を営む権利を有する』

第25条〘生存権、国の社会的使命〙

『公衆衛生とは、環境衛生の改善、伝染病の予防、個人衛生を原則とした個
人の教育、疾病の早期診断と治療のための医療と看護サービスの組織化、及
び地域社会のすべての人に、健康時のための適切な生活⽔準を保障する社会
制度の発展のために、共同社会の組織的な努⼒を通して疾病を予防し、寿命
を延⻑し、⾁体的・精神的健康と能率を図る科学であり、技術である。』

２．日本国憲法

公衆衛生

近代公衆衛生学の基を築いた、ウィンスロー（１８７７〜１９５７）は、
公衆衛生を次のように定義した。

4

2

建築物環境衛生・⾏政概論

公衆衛生

１．公衆衛生とは

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論

7

5

特定建築物の所有者がこれを守るのは当然だが、それ以外の建築物でも多
数の者が使⽤、または利⽤する建物の所有権等は、「建築物環境衛生管理基
準」にしたがって維持管理するよう努めなければならない。努⼒しましょう
ということである。

について定めたもの。

③清掃及びねずみ、昆虫等の防除

➁給⽔及び排⽔の管理

①空気環境の調整

その基準とは

特定建築物も所有権、占有権その他の者で当該特定建築物の維持管理につ
いて、権限を有する者は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理を
しなければならない。

建築物環境衛生管理基準

管理基準〈ビル管理法〉

公衆衛生

健康とは「社会的にも完全に良い状態」と定義している。体の具合が悪い
のはもちろん、精神的にストレスを抱えていたり、仕事が⾯白くないといっ
たことも、WHOの定義からすれば健康とは言えない。

到達し得る最⾼標準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・
経済的ないし社会的地位のいかんにかかわらず、何人もが有する基本的権利
のうちの一つである』

6

8

⼆酸化炭素の含有量
温度
相対湿度
気流
ホルムアルデヒド

２
３
４
５
６
７

0.5㎎/㎥以下

0.1㎎/㎥以下

0.5m/ｓ以下

40〜70％

17〜28℃

1000ppm以下

10ppm以下

表の数値に、おおむね適合するように空気の調整をする。居室の温度を外気温より低くする場合（冷房時）は、
その温度差を著しくしない。
①空気調和設備のあるビル⇒すべての項目に配慮し、空気を供給する。
➁機会換気設備のあるビル⇒1.2.3.6.7.の項目に配慮して空気を供給する。

浮遊塵の量
一酸化炭素の含有量

１

（１）空気環境の調整

管理基準〈ビル管理法〉空気環境の調整

公衆衛生

同法は、建築物の維持管理に関する規制と、公衆衛生の向上及び増進を目
的としている。また、環境衛生上、良好な状態を維持するための基準として
「建築物環境衛生管理基準」を設けている。

『この法律は、多数の者が使⽤し、または利⽤する建築物の維持管理に関し
環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な
環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とす
る』

第1条（目的）

ビル管理法の正式名称は「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」であるが、⻑いので通称「ビル管理法」と呼ぶことが多い。

『健康とは⾝体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、
単に病気または病気でないということではないということではない。

４．ビル管理法

３．世界保健機関［WHO］憲章

公衆衛生

（前⽂）

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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9

温度

相対湿度

気流

ホルムアルデヒド

４

５

６

７

クロマトグラフ法等による測定器

0.2m/ｓ以上を測定できる風速計

0.5度目盛りの乾湿球湿度計

0.5度目盛りの温度計

検知管⽅式の検定器

グラウファイバーろ紙を装着し、
重量法により測定する機器等
検知管⽅式の検定器

また、１〜６については、2カ月以内ごとに1回、ホルムアルデヒドは建築
を完了し、その使⽤を開始した日以降で最初に到来する夏季期間（6月1日〜
9月30日）中に1回測定すればよい。

ポイントは、浮遊粉塵（粒径10µm以下を測定対象とする）、一酸化炭素、
⼆酸化炭素は一日の使⽤時間中の平均値を測定地とする。

会社などでは、社員居ない時に空気環境を測定しても意味がない。通常、
部屋を使⽤している時間帯に、浮遊粉塵、⼆酸化炭素量などを調べる。

管理基準〈ビル管理法〉空気環境の調整

⼆酸化炭素の含有量

３

公衆衛生

一酸化炭素の含有量

浮遊塵の量

２

１

（２）測定⽅法と測定器︓表に記した測定器と同等以上のものを使⽤する。

管理基準〈ビル管理法〉空気環境の調整

公衆衛生

12

10

の2種類がある。単に残留塩素というときには、遊離残留塩素いう場
合が多い。

➁結合残留塩素

①遊離残留塩素

⽔道⽔、雑⽤⽔の滅菌に使われる塩素は、給⽔栓で既定値以上の濃度で
あること、残留塩素（略して残塩）には、

（２）残留塩素の測定

➁排⽔は、汚⽔が漏れないように排⽔設備の補修、掃除を⾏う。

①⽔道法の⽔質基準に適合すること

（１）給⽔及び排⽔の管理

管理基準〈ビル管理法〉給⽔及び排⽔の管理

公衆衛生

④床上75〜150の位置（台⾞を使い、その上に測定器を載せる）

③居室の中央

➁各階ごと

①建物を使⽤している時間帯

測定⽅法は次による。

管理基準〈ビル管理法〉空気環境の調整

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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1.5㎎/L以上

結合残留塩素
0.4㎎/L以上

（２）測定・検査の回数
測定、検査の回数は、建築物環境衛生管理基準に定められている。
①貯⽔槽の清掃・・・・・1年以内ごとに1回
➁排⽔に関する設備の掃除・・・・・6か月以内ごとに1回
③ネズミ、昆虫等の防除・・・・・6か月以内ごとに1回
④空気環境測定・・・・・・2カ月以内ごとに1回（ホルムアルデヒドを除く）
⑤遊離残留塩素の検査・・・・・・7日以内ごとに1回
飲料⽔の⽔質検査は、6か月以内ごとに1回（一部は1年に1回）

管理基準〈ビル管理法〉

公衆衛生

給⽔栓での残留塩素は、0.1㎎/L以上に保ち、給⽔汚染の恐れがあるときは2倍の0.2㎎/L以上必要である。
残留塩素が検出されないときは、原因を調べ、人の健康を害する恐れがある場合は、直ちに給⽔を停⽌する。
残留塩素は時間とともに消失し、特に晴れた日が早い。濃度⾼めれば安⼼だが、塩素臭が強くなる。

給⽔栓での残留塩素（病原生 0.2㎎/L以上
物に著しく汚染される恐れが
ある）

遊離残留塩素
給⽔栓での残留塩素（一般） 0.1㎎/L以上

基準

管理基準〈ビル管理法〉給⽔及び排⽔の管理

公衆衛生

16

14

目的
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処
分をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るこ
とを目的とする。（第一条）

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

（１）清掃及びねずみ、害虫等
①清掃は適切な⽅法で⾏い、衛生的に汚物処理する。
➁ねずみ、昆虫等は、適切な⽅法により、発生及び侵⼊の防⽌と駆除を⾏う。

管理基準〈ビル管理法〉清掃及びねずみ、昆虫等

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれ、それぞれの一部が、特別管理産業廃棄物（特別管理
一般廃棄物）に指定されている。
特別管理とは、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れのある
ものをいう。
（２）産業廃棄物
①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス
チック類、出版社の紙屑、畜産農業に関わる動物の死体などをいう。
➁輸⼊された廃棄物。
（３）一般廃棄物
産業廃棄物以外が、一般廃棄物である、家庭ごみ、紙屑、屎尿（しにょう）乾電池、事務所の
紙屑、食堂・レストランの生ごみ等。
ポイント︓汚泥は産業廃棄物だが、屎尿（屎︓⼤便、尿︓⼩便）は、一般廃棄物である。では、
屎尿を含んだ汚泥で、分離していないものは・・・・一般廃棄物である。人の生理によって出た
屎尿は一般廃棄物だが、動物の糞尿は産業廃棄物である。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

①ａｎｄ➁から、生活環境の保全、公衆衛生の向上を目的とする。
「廃棄物処理法」、「廃掃法」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の通称である。

➁ごみは出来るだけ出さない。出たものは適正に素早く処理する。⇒生活環境を清潔にする。

ゴミを例にとると、
①ごみ⇒分別｛可燃ごみ・びん・缶・プラスチック等｝⇒保管⇒収集⇒運搬⇒処分
再利⽤できるものはする。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

20

18

一般廃棄物

処理
①国内で生じた廃棄物は、なるべく国内で適切に処理する。
➁国外で生じた廃棄物は、輸⼊を制限する。
廃棄物の輸出⼊は、バーゼル条約で規制されている。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

廃棄物

産業廃棄物

特別管理産業廃

棄物

特別管理一般廃

棄物

廃棄物の種類
（１）廃棄物とは何か
廃棄物とは、こみ、粗⼤ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、
廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物または不要物で、固形状または液状のもの。
気体状のものは廃棄物ではない。また、放射性物質やこれに汚染されたものも廃棄物の定義か
ら外れる。
廃棄物を分類すると

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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処理業者
（1）一般廃棄物の処理
一般廃棄物の処理は、市町村が⾏っているが、処理しきれない場合、都道府県知事（保健所を
設置する市は市⻑、特別区は区⻑）の許可を受けた業者に委託することが可能である。
（2）産業廃棄物の処理
都道府県知事等の許可を受けた業者が事業者からの委託により処理する。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

24

（2）事業者の責務
①再利⽤を図り、減量する
➁処理が難しくない製品や容器等を考える
③自らの責任において適正に処理する
④国、地⽅自治体の施策に協⼒する
作り出した製品や容器が、消費者（国⺠）に渡り、廃棄物となったときに、困難なく処分で
きるようなものを開発し、処分⽅法も分かるようにしておくこと。

（１）国⺠の責務
①再利⽤を図り、減量する（排出を抑制）
➁分別する
③なるべく自ら処分
④国、地⽅自治体の施策に協⼒する

製造者は必要以上に作らない。消費者は不要なものは買わない。衝動買いをしない。
物を⻑く使うことはごみの減量化につながる

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル︓再資源化）
Ｒｅｕｓｅ(リユース︓再利⽤)
Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース︓減量化）
さらに
Ｒｅｆｕｓｅ（リヒューズ︓作らない、買わない）を加えて4R。

３つのR

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

また、国⺠の責務に、「なるべく自ら処理する」とあるが、事業者では「自らの責任において適
正に処理する」と明記されている。

責務
国⺠の責務と事業者（事業活動を⾏う者︓メーカーなど）の責務に分けて規定している。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

責務
国⺠の責務と事業者（事業活動を⾏う者︓メーカーなど）の責務に分けて規定している。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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ポイント︓「保健」は保健所の重要な業務の一つだが「保険」は含まれない。
国⺠健康保険は他機関の業務である。

２.保健所の業務
（2）
地域保健法
また、保健所はその他に、地域住⺠の健康保持及び増進を図るために必要があるときは、次に
掲げる事業を⾏うことができる。
①所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活⽤すること。
➁所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を⾏うこと。
③⻭科疾患その他厚生労働⼤⾂の指定する疾病の治療を⾏うこと。
④試験及び検査を⾏い、並びに医師、⻭科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設
を利⽤させること。

２.保健所の業務
（2）地域保健法
保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を⾏う。
①地域保健の関する思想の普及及び向上に関する事項
➁人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
③栄養の改善及び食品衛生に関する事項
④住宅、⽔道、下⽔道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
⑤医事及び薬事に関する事項
⑥保険師に関する事項
⑦公共医療事業の向上及び増進に関する事項
⑧⺟性及び乳幼児並びに⽼人の保健に関する事項
⑨⻭科保健に関する事項
⑩精神保健に関する事項
⑪治療法が確⽴していない疾病その他の特殊な疾病により⻑期に療養を必要とする者の保健に関
する事項
⑫エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
⑬衛生上の試験及び検査に関する事項
⑭その他地域住⺠の健康保持及び増進に関する事項

地域保健法

公衆衛生

26

２.保健所の業務
保健所の業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」と「地域保健法」に明記
されている。
（1）建築物における衛生的環境の確保に関する法律
保健所は、次の業務を⾏う。
①多数の者が使⽤し、⼜は利⽤する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及
を図ること。
➁多数の者が使⽤し、⼜は利⽤する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び
環境衛生上必要な指導を⾏うこと。

地域保健法

公衆衛生

公衆衛生

地域保健法

１．目的
この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進
に関し基本となる事項を定めることにより、⺟⼦保健法その他の地域保健対策に関する法律によ
る対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もって地域住⺠の健康の保持及び増進
に寄与することを目的とする。（第一条）

かつては、「保健所法」があり、⼤幅な内容改正により名称も「地域保健法」に改更（かいこ
う）された。

地域保健法

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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ポイント︓学校保健安全法は、生徒だけでなく職員も対象としている

２．対象
学校保健安全法の適⽤を受けるのは、
幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校、⼤学、⾼等専門学校、
特別支援学校等の児童、生徒のほか、学校職員である。

学校保健安全法

公衆衛生

ポイント︓「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に係ることを⾏う者が、環境
衛生監視員である

（2）組織
保健所⻑は医師でなければならない。職員の構成は、医師、薬剤師、助産師、看護師、保険
師、栄養士、放射線技師、食品衛生監視員、環境衛生監視員など。

32

30

①学校保健安全計画を⽴て、実施する。
➁教室は、換気、採光、照明、保温、清潔の保持等環境衛生の維持に努める。

３.学校の任務

学校保健安全法

公衆衛生

※2009年4月に、「学校保健法」が、「学校保健安全法」に名称変更され、学校における安
全管理に関する条項が加えられた。

１.目的
第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康保持増進を図るため、学校に
おける保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境に
おいて実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必
要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

３.保健所の設置
（1）設置基準
地域保健法によれば、都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区が設置する。
おおむね人口30万人に1箇所（第5条）

学校保健安全法

公衆衛生

地域保健法

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論

35

33

ポイント︓この法律は、労働災害の防⽌のための最低基準であり、事業者はこれを守るだけでなく、快適
な職場環境を実現するよう求めている。

36

（1）気積
原則として、就業室の気積は1人当たり10㎥とする。
（2）換気
室において、直接外気に開放できる窓その他の開口部の⾯積が、床⾯積の1/20以上になるようにする。
また、自然換気の場合、一酸化炭素含有率は50ppm以下、⼆酸化炭素の含有率は5000ppm以下となっ
ている。（空気調和設備、機械換気設備を設ける場合は、ビル管理法と同じ数値が定められている。）

.事務所衛生基準規則
労働安全衛生法を受けて、事務所の基準が設けられている。事業者の責務として、以下に示すものがあ
る。

1.目的
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防⽌のための危害防⽌基準の確⽴、責任体制の明確化
及び自主的活動の推進の措置を講ずるなどその防⽌に関する総合的計画的な対策を推進することにより職
場における労働安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
（第一条）

労働安全衛生法

公衆衛生
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5.学校環境衛生基準
平成21年4月から、下記の基準が設けられた。
①教室等の環境に係る学校環境衛生基準
➁飲料⽔等の⽔質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
③学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品に係る学校環境衛生基準
④⽔泳プールに係る学校環境衛生基準
⑤日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準

学校保健安全法

公衆衛生

公衆衛生

労働安全衛生法

ポイント︓
・健康診断は医師のみが⾏える。
・学校栄養士というのはありそうでない。
・学校保健技師は、都道府県の教育委員会の事務局に属する。

４.学校をサポートする人々
常時学校にいないが、たまに来る
①学校医・・・・・・健康診断時
➁学校⻭科医・・・・健康診断時
③学校薬剤師・・・・学校の環境衛生、医薬品、毒劇物の管理について助言、指導。環境衛生検査等。
④学校保健技師・・・保健管理の専門的、技術的な指導等

学校保健安全法

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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ポイント︓
・①〜④までの公害には、環境基準が設けられている
・電波障害と日照権の侵害は公害ではない
覚え⽅として、
「悪事の真相、どう衰退したか」
⑦あく⑥じの⑤しん④そう③どう➁すい①たいしたか
⑦悪臭・⑥地盤沈下・⑤振動・④騒音・③土壌汚染・➁⽔質汚濁・①⼤気汚染

1.環境基本法
（2）公害
環境基本法の中に「公害」とされる7つがあり、出てくる順に列記すると
①⼤気汚染
➁⽔質汚濁
③土壌汚染
④騒音
⑤振動
⑥地盤沈下
⑦悪臭

1.環境基本法
（１）目的
この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地⽅公共団体、事業者及び国⺠の責務
を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に
関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国⺠の健康で⽂化的な生活の確保に寄与
することとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。（第一条）

環境基本法ほか

公衆衛生
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ポイント︓事務所衛生基準規則は、他の法令と⽐較して規制がゆるい。

（5）便所
男⼦⽤と⼥⼦⽤を区別する。同時に就労する労働者の人数により、便器の数がきめられている。
男⼦︓⼤便器は60人ごとに1個以上、⼩便器は30人ごとに1個以上
⼥⼦︓⼤便器は20人ごとに1個以上

.事務所衛生基準規則
労働安全衛生法を受けて、事務所の基準が設けられている。事業者の責務として、以下に示すものがあ
る。

労働安全衛生法

公衆衛生

公衆衛生

環境基本法ほか

※㏓は照度の単位で「ルクス」と読む。
JISの照度基準と⽐べると低い数値である。
質の照明設備は、6か月以内ごとに1回、定期に点検する。

（4）照度
作業⾯の照度を次のようにする。
作業区分
基準
精密な作業 300㏓以上
普通の作業 150㏓以上
粗な作業
70㏓以上

（3）温度
室温が10度以下の場合は暖房する。冷房する場合は、外気温より著しく低下させない。ただし、電⼦計算
機等を設置する部屋で、作業者に保温の⾐類を着⽤させた場合は良い。

.事務所衛生基準規則
労働安全衛生法を受けて、事務所の基準が設けられている。事業者の責務として、以下に示すものがあ
る。

労働安全衛生法

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・行政概論
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（2）浄化槽の管理等
浄化槽の⼯事、保守点検、清掃は、それぞれの技術上の基準に従って⾏う。その記録は3年間保存する。
①浄化槽の管理者は、毎年1回指定期間の⽔質検査を受ける。
➁処理対象人員が501人以上の浄化槽では、技術管理者を置く。

（1）目的
この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽⼯事業者の登
録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理しの資格を定めるとと等によ
り、公共⽤⽔域等の⽔質の保全等の観点から浄化槽による屎尿及び雑排⽔の適正な処理を図り、もって生
活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。（第一条）

ポイント︓
・浄化槽設備の設置について、国⺠の責務は定めていない。
・浄化槽の性能、構造については建築基準法に定めがある。

浄化槽法

浄化槽法

環境基本法ほか

公衆衛生
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（4）環境保全
①国、地⽅公共団体、事業者、国⺠の責務について定めている。
➁環境の日（６月５日）を定めている。
③国際協調による地球環境保全の積極的推進について定めている。
④⺠間団体等の自発的活動を推進するための措置が定められている。

環境基本法

環境基本法ほか

公衆衛生

公衆衛生

環境基本法ほか

ポイント︓⼆酸化炭素は定めていない

1.環境基本法
（3）環境基準
環境基本法は、7種の公害のうち、⼤気汚染、⽔質汚濁、土壌汚染、騒音の4種類について環境基準を設け
るよう定めている。
①浮遊粒⼦状物質
➁一酸化炭素
③⼆酸化硫⻩
④⼆酸化窒素
⑤光化学オキシダント

環境基本法ほか

公衆衛生
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悪臭防⽌法
（1）目的
この法律は、⼯場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規
制を⾏い、その他悪臭防⽌対策を推進することにより、生活環境を保全し、国⺠の健康の保護
に資することを目的とする。（第一条）
（2）特定悪臭物質
不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物資をいう。
①アンモニア
➁メチルメルカプタン
③硫化⽔素（りゅうかすいそ）
④硫化メチル
⑤アセトアルデヒド
⑥トルエン
ほか

騒音規制法
（目的） この法律は、⼯場及び事業場における事業活動並びに建設⼯事に伴って発生する相
当範囲にわたる騒音について必要な規制を⾏うとともに、自動⾞騒音に係る許容限度を定める
こと等により、生活環境を保全し、国⺠の健康の保護に資することを目的とする。（第一条）

環境基本法ほか

公衆衛生

環境基本法ほか

公衆衛生
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⼤気汚染防⽌法
（目的） この法律は、⼯場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい
煙、揮発性有機化合物及び粉塵の排出等を規制し、有害耐汚染物質対策の実施を推進し、並び
に自動⾞排出ガスに係る許容限度を定めると等により、⼤気の汚染に関し、国⺠の健康を保護
するとともに生活環境を保全し、並びに⼤気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合
における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害の保護を図ることを目的と
する。（第一条）

⽔質汚濁防⽌法
（目的） この法律は、⼯場及び事業場から公共⽤⽔域に排出される⽔の排出及び地下に浸透
する⽔の浸透を規制するとともに、生活排⽔対策の実施を推進すること等によって、公共⽤⽔
域及び地下⽔の⽔質汚濁（⽔質以外の⽔に状態が悪化することを含む。以下同じ）の防⽌を図
り、もって国⺠の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに⼯場及び事業場から排出
される汚⽔及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責
任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。（第一条）

環境基本法ほか

公衆衛生

環境基本法ほか

公衆衛生
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２．体温
⼈の体温は平均して36〜37℃程度で、1日のうちで時間により多少上下する。一般的に早朝は
低く、⼣⽅は⾼くなる。この体温は周囲温度に影響されない深部体温である。直腸の温度が深
部体温に近い。
起床直前の体温は最低であり、この体温を特に基礎体温という。労働すると体温は⾼くなる。
⽪膚の表⾯温度は体温より低く、33〜３４℃である。⾐服と直接肌の触れる間の温度はこの
くらいが快適である。体温は年をとると低くなる傾向がある。このため、⽼⼈は寒さを感じや
すく、周囲温度は⾼い⽅が快適である。
深部体温は腋下（えきか・脇の下）、舌下（べろの下）、直腸に体温計を入れて測る。欧米
諸国では舌下の温度が⽤いられることが多いが、日本では脇の下が一般的である。

１.⼈体の機能
①免疫系
病原微生物の侵入を規制する。
➁呼吸系
体内への酸素を摂取する。肺、気管支など。
③消化器系
体内への栄養と水を摂取する。食道、胃、腸、肝臓、腎臓など。
④内分泌系
ホルモンで生体機能の恒常性をいじする。
⑤循環器系
体全体へ酸素と栄養を供給する。心臓、リンパ管、リンパ節、静脈など。
⑥神経系
外部からの刺激を神経に伝達する。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓⼈体機能

4
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建築物環境衛生・建築物の環境衛生

公衆衛生

建築物の環境衛生︓⼈体機能

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

公衆衛生建築物環境衛生・建築物の環境衛生
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2.ストレス
外部環境の変化が刺激となり、心⾝の恒常性が維持されない状態がストレスである。一般的
⾼齢者は若年者に⽐べすとれるの元になる刺激（ストレッサー）に対して弱い。

1．環境適応
⼈体の適応性として次のものがあげられる。
①暑い地域の⼈は、たくさんの汗をかくので汗腺数が多い。
➁空気が希薄な⾼地の⼈は、赤⾎球数が多い。
これは、酸素を運ぶヘモグロビン（赤⾎球に含まれる）多く必要とするため。なお、⾎液の
pHは、7.3〜7.4（弱アルカリ）の狭い範囲で安定している。
③四季の明確な日本⼈は、季節に順化していく（季節順化）。

４．アレルギー
種々の物質が体内に入り、それにより起こる過敏な反応がアレルギーである。蕁麻疹はその
例である。

３．冷房病
冷房病は⾜や体が冷える症状で、⼥性に多く⾒られる。冷房の効いた部屋と⼾外の暑いとこ
ろとの出入りで起こる。
これを避ける⽅法として、
①外気温と室温の差を7℃以内とする。
➁風速を弱くする。
③直接風に当たらない。
④⾜元が冷えないようにする。
冷房病は、環境に順応できない例である。

建築物の環境衛生︓環境への適応・不適応

公衆衛生

建築物の環境衛生︓環境への適応・不適応

公衆衛生

（1）⾃律性体温調節
暑いときの発汗、寒いときの震えや⽴⽑があるが、これは体温の低下を防いでいる。不随意
性体温調節、生理的体温調節もこれと同様である。
（2）⾏動性体温調節
暑いとき⽊の下で休む、寒いとき日光に当たるなど、意識して⾏動するもの。
（3）文化的体温調節
冷暖房器の使⽤、着⾐量のコントロールなど、⼈間のみにみられる体温調節。

３．体温調節
寒さに対する体の反応は、⽪膚の⽋陥が収縮して⾎流を減らし、⽪膚の温度を下げる。⼿⾜
の末端ほど⽪膚温度の低下は著しい。
これにより周囲の気温との差を小さくして、体の放熱を減らしている。暑いときは逆に放熱
を促す。
常温で安静時の⼈体からの放熱量はおよそ、
・放射による・・・・・45％
・伝導・対流に寄る・・・30％
・蒸発による・・・・25％
体温を一定に保とうとする反応として次がある。

6
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公衆衛生

建築物の環境衛生︓⼈体機能

公衆衛生
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１．代謝
（4）呼吸
仰臥安静時の酸素消費量は、約15Ｌ/ｈ（250ｍＬ/分）であり、それよりいくらか少ない量の⼆酸化
炭素（200ｍＬ/分）を排出している。
酸素は⾎液中に入り、ヘモグロビンを運ぶ。⾎液中の⼆酸化炭素を排出する。
労働がきつくなればそれに応じて酸素消費量及び⼆酸化炭素の発生量は増える。呼吸は1分間に17回程
度、脈拍は60〜70回程度である。

種々の⾝体活動に対するMETSの値は 国⽴健康・栄養研究所 『⾝体活動のメッツ（METｓ）表』な
どに記載されているが、一例を挙げると、
・歩⾏
＝ 3メッツ
・サイクリング ＝ 4メッツ
・階段昇降
＝ 4メッツ
のようになる。

建築物の環境衛生︓代謝

公衆衛生

１．代謝
（3）met
⾝体活動量と運動量の基準値は,運動強度を⽰す単位。 「MET（Metabolic Equivalent）」
・met＝ある作業における代謝量/着席安静時の代謝量
着席安静時の体表⾯積１㎡当たりの代謝量は約58Ｗ/㎡である。
１met≒58Ｗ/㎡
また、METSにそれを実施した時間をかけたもの（METS・時）を「エクササイズ」（EX）という。
エクササイズ（EX) ＝ METS × 活動実施時間（ｈ）
エクササイズ（EX）の値と体重から、次式によりその活動による消費エネルギーを算出することがで
きる。
消費エネルギー（kcal） ＝ EX(エクササイズ) × 体重(kg) × 1.05

12

10

基礎代謝量は腹をすかして寝ている状態（目は開けており眠ってはいない）であり、着席安静時の代
謝量はその1.2倍である。
眠っているときの代謝量は、基礎代謝量の90〜95％位である。

（2）エネルギー代謝率（ＲＭＲ・Relative Metabolic Rate）
ある作業の代謝量が基準に⽐べてどのくらいかを表したもの。
・エネルギー代謝率=ある作業の代謝量－着席安静時の代謝量
基礎代謝量
・エネルギー代謝率＝（活動時総代謝量－安静時代謝量）/基礎代謝量
（RMR)
＝ 活動代謝量/基礎代謝量

１．代謝

建築物の環境衛生︓代謝

公衆衛生

建築物の環境衛生︓代謝

公衆衛生

（1）基礎代謝量
空腹で仰臥（ぎょうが）安静時（仰向けに寝てじっとしているとき）の代謝量を基礎代謝量
という。このうち約25％は心臓などの内臓運動によるものであり、安静にして何もしていなく
てもエネルギーを消費している。基礎代謝量は体の表⾯積に⽐例し、日本⼈の平均は約1.5
［Kw・ｈ/日］である。
重労働をすれば、基礎代謝量の4〜5倍のエネルギーを消費する。そのため、食物でカロリー
を摂取する必要がある。

１．代謝
⼈は体を動かすとエネルギーを消費する。これを代謝といい、その消費エネルギーを代謝量
という。

建築物の環境衛生︓代謝

公衆衛生
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1.有効温度

1.有効温度
暑い寒いという感覚は、気温だけで決まるものではなく、湿度、風速などの環境や、作業の程度、着
⾐量などにも⼤きく左右される。
これら、⼈の生理的な温熱感に影響を与えるのが、温熱要素（気温、湿度、気流、着⾐量など）であ
る。温熱要素の個別的数値を総合的に評価し、単一の数値で表した指標を温熱環境指数、または単に温
熱指数という。

（３）新有効温度
1971年発表。気温、気湿、気流、放射熱、作業温度（代謝量）、着⾐量の6つの温熱要素をもとに表し
た温度をいう。アメリカの空調学会（ASHRAE︓アシュレ）で採⽤している。
湿度50％、着⾐量0.6clo（かなり薄着）、椅⼦に座った状態、気流は弱めという条件下での温度であ
る。

（2）修正有効温度
1935年発表。有効温度の考えを改良し、温熱要素としてさらに周壁からの放射熱の影響を考慮した。他
は有効温度と同じ。
放射熱はグローブ（⿊球）温度計で測定する。

（１）有効温度
1923年発表、気温、気湿、気流の3つの温熱要素を考え、気湿100％、気流0ｍ/secの場合と温冷感とな
る温度をいう。

建築物の環境衛生︓温熱環境指数

建築物の環境衛生︓温熱環境指数

公衆衛生

（1）放熱の経路
⽪膚からが多い。放熱の⽅法としては、放射（輻射）・伝導・対流・蒸発がある。
水分の蒸発は、常温では不感蒸泄（ふかんじょうせつ・無意識による発汗）、低温では発汗による。
（2）発汗
汗をかくことは発汗という。汗腺には、実際に汗を出す能動汗腺と汗を出さない不能汗腺がある。
汗腺には、
①アポクリン腺
➁エクリン腺
の2種類があり、暑いときかく汗はエクリン腺から分泌される。発汗することで体温の上昇を防いでい
る。

⼈体の生理機能が常に一定に保たれている状態を、⼈体の恒常性という。これを維持するには、体内で
生み出す産熱と体外へ放出する放熱のバランスを保つことが⼤切である。
産熱と放熱を等しくすることで、⼈体の深部（コア）体温の恒常性が保たれる。
もし、産熱＞放熱なら、熱が体内に貯えられ、体温が上昇する。
産熱は主に、筋肉、内臓（肝臓など）の働きにより生み出される熱である。一般的に産熱は、呼気を
分析して調べる。
放熱は主に、⽪膚、呼吸器、発汗により放出される熱である。

公衆衛生

２．産熱と放熱
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建築物の環境衛生︓代謝

２．産熱と放熱

公衆衛生

建築物の環境衛生︓代謝

公衆衛生
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５.予測平均温冷感申告（ＰＭＶ︓Predicted Mean Vote）
ファンガー（Fanger）が発表した理論。6つの温熱要素をもとに、暖かいか、寒いと感じるかを数値化
し、指標としたもの。
-3＜PMV＜+3を7段階に分け、そのうち、-0.5〜+0.5がISO（国際標準化機構）の推奨値である。
ポイント︓
・Tがつくのは温度を表す。式を覚える必要はなく、どの温熱要素から成るか指標を覚える。
・不快指数は無次元数（単位がつかない）である。うっかり％を付けない。

4.予測不満⾜率(PPD:Predicted percentage of Dissatisfied)
在室者のうち温冷感（暑い、寒い）の不満を感じる者の割合。

建築物の環境衛生︓温熱環境指数

公衆衛生

アメリカで、夏の蒸し暑さの度合いを⽰す指標として開発された。日本の夏は⾼温多湿で、同じ気温で
も湿度が⾼く不快である。
暑いと汗をかき、その汗が蒸発するとき熱を体から奪い取るが、湿度が⾼いと⽪膚から汗が蒸発しにく
くなって体に溜まるためである。
不快指数は次の式で計算できる。
DI＝0.72×（乾球温度+湿球温度）+40.6
70以下 ︓全員が不快でない
75 ︓半数が不快である
80以上 ︓全員が不快である
※計算⽅法はほかにもある

２.不快指数（ＤＩ︓Discomfort Index）

建築物の環境衛生︓温熱環境指数

公衆衛生
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１．空気の組成
⼤気中の気体の容積⽐は、およそ、窒素︓７８％、酸素21％、アルゴン０．９３％、⼆酸化炭素︓０．
０４％である。
また、最近は生産活動が盛んになり、⼆酸化炭素の⽐率が⾼まりつつある。
２．酸素濃度
（１）酸⽋
地下ピットなど空気の流通していない場所は酸素濃度が不⾜し、酸素⽋乏（酸⽋）となっていること
があり、十分な換気が必要である。
労働安全衛生規則でも18％未満の場所への⽴ち入りは禁⽌されている。
（2）酸素濃度と症状
酸素濃度が１６％〜１７％となると呼吸や脈拍が増加し、それ以下になると注意⼒、判断⼒が低下する。
7％程度になると意識がなくなる。

建築物の環境衛生︓室内空気

公衆衛生

3.WBGT指数（West-Bulb Globe Temperature Index）
1957年発表。熱中症予防の指数。⾼温となる職場で活⽤される。
乾球、湿球、⿊球の温度から求める。
WBGT指数＝0.7Tw+0.2Tg+0.1Ta
ここで、Tw︓湿球温度（℃）
Tg︓⿊球温度（℃）
Ta︓乾球温度（℃）
ポイント︓WBGTは、熱中症の指数で、係数の分配（0.7，0.2，0.1で合計１）からみて、湿・⿊・乾球
の順に係数度が⾼い。

建築物の環境衛生︓温熱環境指数

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・建築物の環境衛生
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粒⼦相には、ニコチン、カドミウムなどの発がん性物質が含まれる。気相には、一酸化炭素、窒素酸化
物、アンモニアなど、刺激性物質が含まれる。特にアンモニアは目に刺激を与える。
能動喫煙者は、肺がん罹病率が⾼いが、問題は、たばこを吸わない受動喫煙者の罹患率も⾼いという点
である。
喫煙者が直接吸い込む煙（主流煙）以外に、⽕のついたたばこから⽴ち上がる煙（副流煙）による悪影
響の⽅が⼤きいのである。また、非喫煙者は、たばこの煙に強い不快感があり、そのストレスは⼤きい。
⾼齢化が進み、国⺠の健康に対する意識が⾼まるなか、平成14年に「健康増進法」が制定（施⾏は平成
15年」された。事務所や多数の者が利⽤する施設を管理するものは受動喫煙の防⽌に努⼒することが明
記されている。分煙などはその一つである。
なお、分煙の効果判定には浮遊塵濃度を測定する。

（1）たばこの煙
たばこの煙は、
①粒⼦相（粒⼦状の物質からなる）
➁気相（気体状の物質からなる）
がある。

建築物の環境衛生︓喫煙

公衆衛生
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気管支炎、呼吸器障害

排ガス、燃焼器具
断熱材

コピー機、静電気式空気清 気道粘膜の刺激
浄機、レーザープリンタ
土壌、花崗岩

硫⻩酸化物（Sox）
窒素酸化物（NOx）
アスベスト
オゾン
ラドン（放射線）

VOC （ 揮 発 性 有 機 化 合 塗料の溶剤
SBS（シックビル症候群）
物）
建築材料（接着剤、内装材 目、鼻、喉の刺激
ホルムアルデヒド
など）
SBS

肺がん

肺がん

人体への影響
喘息、粘膜刺激

主な発生源
排ガス、燃焼器具

汚染物質

１．汚染物質

建築物の環境衛生︓空気汚染

公衆衛生

３．一酸化炭素・⼆酸化炭素
（２）⼆酸化炭素（CO₂）
⼆酸化炭素は無⾊透明の気体であり、水に溶け、産生を呈する。
待機中には約400pm(0.04%)の⼆酸化炭素が含まれるが、室内環境基準の許容量は1000ppm
（0.1％）である。
実際、この程度では⼈体に影響しないが、⼤気中濃度の100倍（3〜４％）になると頭痛、⾎圧上昇が起
こり、６％で呼吸困難となる。
労働安全衛生規則では、1.5％を超える場所への⽴ち入りを禁⽌している。
⼆酸化炭素の濃度は、全般的な空気汚染の指標として⽤いられる。
⼈は呼吸するとき酸素を取り入れ、約200ml/分の⼆酸化炭素を吐き出している。呼気中の濃度は4％程
度ある。
⼆酸化炭素は、食べものの栄養分が体内で酸化されてできる。⾝体運動量が多ければ⼆酸化炭素排出量
も増える。
なお、⼆酸化炭素は、地球温暖化係数の基準とされている。

22

建築物の環境衛生︓室内空気

３．一酸化炭素・⼆酸化炭素
（１）一酸化炭素（CO）
室内環境基準の許容値は１０ppmである。
⽯油ストーブなど、有機化合物を燃料とした開放型燃焼器具の不完全燃焼によって発生する。また、
たばこの煙にも含まれる。
無⾊無臭であるが、空気中の濃度が⾼くなると死亡の危険がある。低濃度でも⻑時間暴露（さらされ
る）によって、慢性中毒を起こすことがあり、⾼濃度では急性中毒となる。
「co濃度×暴露時間」の値が⼤きいほど⼈体に悪影響がある。
coの特徴として、
①ヘモグロビン（Hb）との親和⼒（結びつく⼒）は強く、酸素の250倍である。
➁⾎液中の一酸化炭素ヘモグロビン（COHb）濃度が⾼いと危険である。喫煙者は⾼い。
ポイントヘモグロビンは、⾎液中で酸素を運ぶ役目をしている。一酸化炭素COや一酸化窒素NOは、ヘ
モグロビンと結びつく⼒が酸素よりはるかに⼤きいため、ヘモグロビンが運搬をせず、支障をきたす。
フィルタでは除去しにくい。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓室内空気
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公衆衛生建築物環境衛生・建築物の環境衛生
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不活性ガスであるが、土壌に含まれるラドンが地下室に蓄積する。発がん性が指摘されている。

６．ラドン

3つの酸素原⼦からなる。分⼦式はO₃で、腐食性が⾼く、生臭い刺激臭を持つ。⼤気中にもごく低い濃
度で存在している。

５．オゾン

4．アスベスト

アスベストは、天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物で、⽯綿（せきめん、いしわた）と呼べれている。
発がん性があり、かつて、保温材等に使われていたが、現在は製造が禁⽌されている。
アスベストの繊維はきわめて細く、飛散すると呼吸器系に入り、肺線維症（じん肺）、悪性中⽪種の原
因となる。肺がんを起こす恐れがある。
アスベストによる健康被害は、⽯綿を吸ってから⻑い年⽉を経てから出る。中⽪腫は平均35年前後とい
う⻑い潜伏期間の後発病することが多い。

建築物の環境衛生︓空気汚染

建築物の環境衛生︓空気汚染

公衆衛生

窒素酸化物で、NOとNO₂がある。
開放型燃焼器具、工場からの排気ガスで発生する。NOにはないが、NO₂の⼤気汚染に関わる環境基準
は、0.04〜0.06ppm（1時間値の日平均）以下である。⾼濃度のNOⅹを⻑期間吸入すると、呼吸器疾患
となる。
NOのヘモグロビンとの親和⼒は、COより⼤きい（COの約1400倍）。
NOｘは、⾼濃度になると臭気がある

硫⻩の酸化物の総称、一酸化硫⻩（SO）、⼆酸化硫⻩（亜硫酸ガス︓SO₂）、三酸化硫⻩（SO₃）など
がある。化学式からSOｘ（ソックス）と略称される。
化⽯燃料（⽯油、⽯炭）を燃焼させることにより発生する。⼤気汚染、酸性⾬などの原因による。
硫⻩酸化物の⼤気中濃度は以前より改善されているが、日本で観測される硫⻩酸化物のうち約半分は、
偏⻄風に乗った中国からのものである。

公衆衛生

３．窒素酸化物（NOx・ノックス）
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建築物の環境衛生︓空気汚染

２．硫⻩酸化物（Sox）

公衆衛生

建築物の環境衛生︓空気汚染
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１．⾳
（2）⽤語
⑥等ラウドネス曲線（等感度曲線）
Loudness︓うるささ
1000Hzの⾳圧レベルと等しい感度を⽰す曲線
ある⾳と⼤きさの等しい基準⾳の⾳圧レベルをラウド
ネス・レベルと呼び、フォン(phon)を単位とする。
たとえば、⾳圧レベル70 dBのl kHzの純⾳と⼤きさの
等しい⾳は、周波数にかかわらず、「70 phon」と表
現される。
⼈間の聴覚は、4 kHzあたり⾳に対して最も敏感であ
る。
これよりも周波数が低くても⾼くても、聴覚の感度は
鈍くなる。
聴覚の感度の鈍い周波数帯では、敏感な帯域と同じ⾳
圧レベルの⾳でも小さく感じる。

建築物の環境衛生︓⾳・振動

１．⾳
（2）⽤語
①㏈（デシベル）
⾳の強さのレベルや⾳圧レベルなど、ある基準と⽐較した水準を表す単位。
②ホン
1000Hz時の⾳圧レベル（㏈）をいう。
③マスキング
ある⾳により、他の⾳が聞こえなくなる現象。2つの⽅向の周波数が近いと起こりやすい。マスク
をかけられての状態から名づけられた。
④暗騒⾳
騒⾳を測定するとき、測定しようとする対象以外の周囲にある騒⾳。例えば、発電機の騒⾳測定時
に、周辺道路を⾛⾏する⾞の⾳は暗騒⾳である。
⑤SN⽐
S/N S︓Signal（信号） N︓Noise（雑⾳）
最低でも10㏈以上は必要である。15〜20㏈なら聞き取りやすい。

32

周波数、波形など総合して決まる

音色

公衆衛生

周波数で決まる（⾼い⾳は周波数が⾼い）

音の高低

建築物の環境衛生︓⾳・振動

公衆衛生

振幅で決まる（⼤きい⾳は振幅が⼤きい）

音の大小

１．⾳
（1）⾳の性質
⾳は波であり、⼈の耳が⾳として聞こえる周波数（可聴周波数）はおよそ20〜20000Ｈｚである。
（Ｈｚは、周波数の単位で1秒間に振動する回数）。
⼈の耳に感度の良い周波数は、4000Ｈｚ（4ＫＨｚ）である。逆に良く聞こえるため、騒⾳性難聴が起
こりやすい。
低周波⾳（20Ｈｚ以下）は⾳としては聞こえないが、肩こりや頭痛の含員となる。
また、一般に⾼齢者は、⾼い周波数の⾳（⾼⾳）は聞き取りにくくなる。

８．ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒドはホルマリンが気化したもの。VOCの一つであり、中でもとくに有名。シックハウス
症候群の原因物質である。化学式はHCHO。接着剤、塗料、防腐剤などの成分であり、建材に広く⽤い
られているが、空気中に放出され低濃度でも⼈体に悪影響を及ぼす。
建築基準法によりホルムアルデヒドを放散する建材の使⽤制限が設けられている。F☆☆からF☆☆☆☆
までの放散量によるランクがあり、F☆☆☆☆がもっとも放散量が少ない。Fは、ホルムアルデヒド
（Formaldehyde）の頭文字。

建築物の環境衛生︓⾳・振動

７．揮発性有機化合物（VOC）
揮発する有機化合物質の総称で、Volatile Organic Compounds の頭文字をとって、VOCと略す。常
温常圧で液体だが⼤気中に容易に揮発する。
トルエン、ベンゼン、フロン類など洗浄剤や溶剤、燃料として、幅広く使⽤されている。しかし、⼤気
中や水中などへ放出されると、健康被害を起こす。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓空気汚染

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・建築物の環境衛生

35

33

34

36

1．⽤語
光束・・・・⼈の視覚で光と感じる量。可視光の束。
〔㏐︓ルーメン〕
光度・・・・光の明るさの度合い。光の強さ。単位⽴体角当たりの光束。
〔㏅︓カンデラ〕
輝度・・・・ある⾯の輝きの度合い。単位⾯積当たりの、光の明るさの度合い（光度を単位
⾯積で割ったもの）。
〔㏅/㎡〕または〔nt︓ニト〕
照度・・・・被照射⾯の明るさの度合い。単位⾯積あたりに入射する光束。
〔㏓︓ルクス〕または〔㏐/㎡〕

独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構HPより

建築物の環境衛生︓光と環境

３.振動
⼈は、内耳、⽪膚、内臓、関節などの全⾝に分
布する知覚神経端末受容器により振動を感じる。
その感覚は周波数によって異なる。
⼈体に対する振動には、全⾝振動と局所振動が
あり、全⾝振動は⾝体の姿勢によって感じ⽅が違
う。
また、局所振動ではレイノー症候群（白ろう
病）が生じる可能性がある。
振動の単位は、⾳圧と同じで、㏈である。

公衆衛生

（4）騒⾳
騒⾳に関する基準は、住⺠の心理的影響を参考にしてつくられている。
騒⾳は騒⾳計で測定する。騒⾳計の聴覚補正回路には、A〜Cの周波数特性があり、騒⾳レベル測
定はA特性（一般）、⾳圧レベル測定はC特性（精密）で、ある。
一般に、事務所内の騒⾳は50〜60ホン程度であり、６０ホンを超えると会話がしにくくなる。

建築物の環境衛生︓⾳・振動
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（2）⾳圧レベル（SPL︓Sound Pressure Level）
⾳圧（P）とは、⾳の持つ圧⼒で、単位は〔Pa︓パスカル〕である。
⼈の耳に聞こえる最小の⾳圧 P0（＝２×１０-5Pa）と⾳圧レベルといい、次式で表す。
SPL＝１０log（ｐ/(ｐ₀)）2＝２０logP/(P₀)・・・（B）
（I∝P2）※∝（読み⽅︓⽐例）

２．⾳とレベル
（3）⾳の合成
⾳の強さI〔W/㎡〕の⾳源がN個あるとき、合成すると、
10logN（I/I_0 ）=10log（I/I_0 ）+10logN
⾳源1個に⽐べて１０logNだけ増す。
なお、⾳は⾳源から遠ざかるほど減衰するが、その減衰量は点⾳源、旋⾳源、⾯⾳源の順に⼤きい。

建築物の環境衛生︓⾳・振動

２．⾳とレベル
（1）⾳の強さのレベル（SIL︓Sound Intensity Level）
⾳の強さ（I）は、単位出⼒あたりの⾳響出⼒で、単位は〔W/㎡〕である。
ある⾳の強さI〔W/㎡〕が、⼈の耳に聞こえる最小の⾳の強さI₀（＝１０-12W/㎡）と⽐較したものが
⾳の強さのレベルであり、次式で表される。
SIL＝１０㏒I÷I0
〔㏈〕・・・・（A）

公衆衛生
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作用
殺菌作⽤強い
健康線
光化学スモッグ
波⻑によっては、殺菌作⽤が強く化学反応を起こす。日焼け、角膜炎、⽪膚がんの恐れもある。
波⻑280〜310nmの紫外線は、⽪膚でビタミンDを生成する作⽤がある。
この波⻑域を健康線（ドルノ線）という。日焼け作⽤は強い。

波⻑（nm）
200〜280
280〜310
310〜380

（2）⼈体への作⽤
特に次の波⻑は⼈体への影響がある。

（1）波⻑
紫外線の波⻑は約200〜380nm（ナノメートル）である。波⻑により次の3つに分けられる。

320〜380nm
280〜320nm
200〜280nm

3．紫外線

①UV－A
②UV－Ｂ
③UV－C

建築物の環境衛生︓光と環境

3．紫外線

公衆衛生

建築物の環境衛生︓光と環境

公衆衛生

２．光
（3）波⻑と周波数
波⻑λ（ラムダ）と周波数ν（ニュー）には、次の関係がある。
C＝λν
ここで、Cは光速で３０万㎞/秒（3×108ｍ/ｓ）である。1秒間に地球の赤道上を7周り半
するほどの速さである。
この式は、電磁波その種類によらず周波数（振動数）と波⻑を掛け算したものは、常に一
定であることを⽰している。

建築物の環境衛生︓光と環境

２．光
（1）ルミネセンス
光は熱放射とルミネセンスに分けられる。ルミネセンスとは、熱放射によらないすべての
発光作⽤をいう。
（2）光の波⻑
光は電磁波であり、太陽光はいろいろな波⻑の光を含んでいる。
波⻑（nm︓ナノメートル）
光として目に感じることができるものを可視光という。可視光の波⻑はおよそ、380〜760
〔nm︓ナノメートル＝１０-9m〕
紫外線と赤外線はその両側であるが、波⻑の短い⽅が紫外線で、⻑い⽅が赤外線である。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓光と環境
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グレアというのは、照明の非常に明るい輝度や周囲と強すぎる輝度の違いがあると、まぶし
さや不快を感じ、ものが⾒えにくくなる現象。ルーバーやプリズムパネルを付けた照明器具
を付けると良い。VDT画⾯への器具の映り込みが防⽌できる。
※ルーバーとは、 細⻑い 羽板(はいた) を隙間をあけて平⾏に並べたもののこと。 別名、
「鎧⼾(よろいど)」「ガラリ⼾」。

①画⾯に当たる鉛直照度は100㏓以上とする。
②書類、キーボードの照度は300㏓以上とする。
③一連の作業をしたら、10〜15分休む。
④グレアを除去する。

視対象を⾒たとき、それを正しく認識する明視の条件は、
①視対象が明るいこと
②視対象の視覚が⼤きいこと
③視対象の動きがないこと
④視対象の対⽐（コントラスト）が⼤きいこと。

７．視対象

視細胞は、眼球内の網膜を構成する細胞。①杆体（かんたい）（感光度⾼い）と②錐体（す
いたい）（解像度⾼い）がある。

６．視細胞

VDTとは、Visual Display Terminalの略で、ブラウン管、液晶ディスプレイなどの電⼦式表⽰
画⾯の総称である。
VDTは⾃ら光を放射しているので、画⾯照度が明るすぎると⾒づらくなる。
目の疲れを防⽌するため、次の点に注意する。

建築物の環境衛生︓光と環境

公衆衛生

５．VDT作業
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①晴れた日の正午頃の全天空照度は、10,000㏓以上である。
②⾊が識別できる➡３㏓以上。
③新聞が読める➡1㏓以上。
④満⽉の照度➡0.2㏓
・10,000㏓程度までは、明るいほど視⼒は上がる。
・視野の中心より周囲が明るい場合、視⼒は著しく低下する。

主なJIS基準は次による
製図室
750〜1500㏓
事務室・会議室 300〜750㏓
講堂
150〜300㏓
休養室
75〜150㏓
非常階段
30〜75㏓

４．照度基準
事務所基準規則

建築物の環境衛生︓光と環境

公衆衛生

建築物の環境衛生︓光と環境

公衆衛生

（3）殺菌灯
殺菌ランプは、紫外線を発生させ、室内の微生物を殺すのに使われる。点灯時は目に入ら
ないように注意する。

3．紫外線

建築物の環境衛生︓光と環境

公衆衛生
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４．蒸気による消毒
次のものは蒸気による消毒が適している。
①⾦属器具
②陶器
③⽑織物
④⾐類
※ゴム、革製品、漆器は変質するので適さない。

建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

３．病院の待合室に備える消毒剤
①フェノール
②クレゾール⽯けん
③逆性⽯けん
④両性⽯けん
ポイント︓逆性⽯けんは殺菌⼒が強く、毒性、刺激性が少なく安全性が⾼い。⼿指消毒のほ
か、器具、食器類にも使える。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

公衆衛生

２．消毒薬
主な消毒薬を以下に⽰す。
①次亜塩素酸ナトリウム
市販品は一般に５％、10％溶液
②さらし粉
水で薄めて５％溶液として使う。
③エチルアルコール
⼈体に対する毒性は低く、⼿指、医療器具等に使⽤する。
④ホルマリン
⽊、プラスチック製品の消毒
⑤ホルムアルデヒドガス
書籍など液状薬の使⽤できない紙の消毒に使う。
⑥クレゾール
⼿指の消毒
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建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

消毒とは、病原性微生物の発育能⼒を失わせ、疾病を起こさない程度に減少させ、または死
滅させることである。
1．消毒の⽅法
①焼却
②煮沸
③蒸気
④薬物
の4種裏類がある。煮沸消毒は、100℃の沸騰湯中に30分間つける。
蒸気消毒は、100℃以上の蒸気中に1時間以上さらす。
ポイント︓消毒は病原性のない微生物については考慮していない。これに対し殺菌（滅菌）
は他の微生物も死滅させることで、消毒とは意味が異なる。

公衆衛生
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感染症

８．感染症と対策
(1)主な感染症と感染経路

コレラ
パラチフス
急性灰白隨縁
A型肝炎
B型肝炎
日本脳炎
百日咳
ジフテリア

建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

７．紫外線殺菌
①波⻑250〜260nm（ナノメートル）の紫外線は、強い殺菌作⽤がある。
②殺菌作⽤は、照射距離が近いほど有効である。
③殺菌作⽤は、照射時間が⻑いほど有効である。
④殺菌作⽤は、温度、湿度ともに低い⽅が有効である。
⑤殺菌効果は細菌の種類により差がある。
⑥被消毒物の表⾯だけに効果がある。
⑦室内空気の消毒に有効である。
⑧紫外線ランプは、日光消毒より短時間で有効である。
⑨⽪膚に照射すると、紅斑を起こすことがある。
⑩目に直接入ると角膜炎を起こす。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

公衆衛生

感染症経路
水、屎尿（しにょう）
水、屎尿
水、屎尿
水、屎尿
⾎液
蚊
飛沫
飛沫

６．カビ対策
カビは次の3つがそろうと発生する。
①水分(湿度)
②温度
③栄養分
したがって防⽌策は、結露防⽌（除湿、風通しを良くする）とこまめな掃除である。
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建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

５．薬物による消毒
(1)グルタールアルデヒド
①常温で無⾊透明
②微量の重炭酸ナトリウムを加えた２％水溶液として⽤いる。
③粘膜刺激性が強く、⼿指の消毒には適さないが、消毒剤としてほとんどすべての微生物に
有効。
(2)次亜塩素酸ナトリウム
①低濃度で消毒の効果がある。
②濃度測定が容易で、消毒の確認がしやすい。
③取り扱いが簡単である。
④野菜、果実の消毒にも適する。

公衆衛生
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①感染源対策
保菌者の管理、患者の隔離
②感染経路対策
水・空気の浄化、食品衛生管理、⼿指消毒など。
③感受性対策
ワクチン注射など予防接種で感受性を鈍くし、感染しにくくする。
また、衛生教育を普及させ、感染症に対する知識、感受性を⾼めることも必要である。

54

①腸炎ビブリオ
②サルモネラ菌

食中毒を起こす病原体として、次にあげるものがある。

９．食中毒

(2)対策
感染症の予防対策として次の3つがある。

建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

８．感染症と対策

公衆衛生

建築物の環境衛生︓消毒・殺菌

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・建築物の環境衛生
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建物内に生息するねずみや害虫の防除については、害虫の種類や生息場所、数をあらかじ
め調査した上で対策を練る。
1つの建物が1つの生態系を作っていることが多いので、害虫の発生する環境を定期的に調
べ、発生した場合はその記録を残しておくことは重要である。
防除は、殺虫剤や毒餌に頼らず、発生源を断つことが肝心で、そのために常に住環境を清
潔に保ちたい。

２．防除

都市化に伴い、人の生活様式が変わり、それまで自然環境下にあった昆虫が害虫とされ、
防除、駆除の対象となりつつある。
環境の変化に対応できる生物が生き残り、特定の種が⼤量に増えることがある。都市部ビ
ルの環境は⼀年中空調があり、害虫の生息環境としては安定しているため、ビル内では駆除
すべき対象が増えている。
人に、直接、間接に衛生上の害を与える虫（昆虫とは限らない）の総称が衛生害虫である。
次のどれかに当てはまれば衛生害虫である。
①疾病を媒介するもの。
②吸⾎、刺咬するもの
③食品、衣類、家具類を害するもの
④不快感を与えるもの

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓衛生害虫

公衆衛生

1．衛生害虫とは

4

2

建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓衛生害虫

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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ねずみに限らず害虫でも、絶滅させるのは困難である。散布による環境ホルモンへの悪影
響などがあり、ある⼀定の許容レベルを設定し、防除対策を練ることが肝心である。
ねずみの発生動態を調べ（糞やラットサインも⼿掛かりとなる）、防止に重点を置き、発
生防止策では防ぎきれない部分を補うという観点で薬剤処理を⾏う。
駆除方法として、次のようなものがある。

3．ねずみの防除

①衛生的被害
ねずみの排泄物からレプトスピラ症、食中毒（サルモネラ菌）、ラッサ熱を起こす。
また、ネズミに寄生するダニが皮膚病などを引き起こす。
②停電・火災被害
家具、電線などをかじる。⾼圧変電所内に侵⼊して停電事故を起こす例もある。
③騒音被害
夜間に天井裏などを⾛り回る音で不眠になる。
④食材がかじられてしまう食害が起こる。

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ねずみ

2．ねずみの害
ねずみによる害は、次のようなものがある。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ねずみ

公衆衛生

②クマネズミ
体⻑は２０センチほどで、ドブネズミよりも⼀回り⼩さい。目と⽿は⼤きい。ドブネズミ
は⽿で目は隠れないが、クマネズミは隠れるほど⼤きい。また、尾は頭胴⻑より⻑い。
建物の天井裏など⾼いところに生息する。綱渡りや垂直⾏動は得意だが⽔泳は苦⼿。雑食
性だが主に穀類などの植物質の餌が好物である。警戒心が強いので駆除は難しい。
都心のビルでは優占種である。
③ハツカネズミ
妊娠期間が20⽇程度であることからこの名前がついたといわれている。体⻑は８㎝くらい
である。
頭胴⻑は、ドブネズミの1/3程度である。⽿は⼤きく尾は頭胴⻑より⻑い。種⼦を好んで食
べる。
夜⾏性で、人家、ビル内にも生息するが、局部的な分布で生息数も少ない。

１．ねずみの種類

①ドブネズミ
体⻑は２０㎝を超え、３種類中最も⼤きい。目、⽿は⼩さく、尾は頭胴⻑（とうどうちょ
う）より短い。
なんでも食べる雑食性であるが、特に動物質の餌を好む。屋外では穴を掘って生息するが、
ビルの調理室や下⽔（どぶ）や床下などの地⾯に近いところに多いので、ドブネズミの名が
ある。
どぶにいるので泳ぎは得意だが、スリムではないため垂直移動や⾼所の綱渡りは苦⼿。⾦
属やコンクリートもかじる。性格は獰猛だが、駆除はそう難しくはない。

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ねずみ

１．ねずみの種類
人のいるところに生息する、いわゆる家ねずみは次の３種類である。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ねずみ

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓蚊
1．蚊の種類
④ヒトスジシマカ
体⻑は5㎜程度で、体に1本の白い縦縞（しま）がある（⼀筋縞蚊）。空き缶などの⽔たま
りや⾬⽔ますなど人工的にできた狭い⽔域に発生する。公園、墓地、竹やぶ等に多く生息し、
ヤブカともいわれる。
活動範囲は広くなく、発生した場所近辺で人が来るのを待っている。昼間激しく人から吸
⾎する。夜間になると活動は休止状態になる。⾏動半径は広くなく、数⼗メートルである。
卵で越冬する。

②コガタアカイエカ
アカイエカより⼩型（⼩型⾚家蚊）である。ただし、体⾊は⾚くなく、⿊い。
⽔田から発生するので農村にいる。夜間に吸⾎活動をする。
③チカイエカ
アカイエカと同じイエカ類で、外部形態は類似して⾒分けはつきにくい。都市部のビルが
⽴ち並ぶ地域で多く⾒られる蚊で、ビルの地下の溜⽔、排⽔溝、浄化槽などで発生する。地
下室の暗い所に生息するため、チカイエカ（地下家蚊）の名が付いた。
冬でも休眠せず、暗く狭い空間でも交尾、産卵する。最初の産卵は吸⾎しなくてもできる
が、2回目からは吸⾎しないと産卵できない。成虫で越冬する。

公衆衛生

1．蚊の種類
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1．蚊の種類
①アカイエカ
体⻑は、5.5㎜程度。胸部が淡⾚褐⾊で、⽇本中に分布している。⾚っぽい体⾊で人家やそ
の周辺にいる蚊なので、アカイエカ（⾚家蚊）と呼ぶ。人や鳥などから夜間に吸⾎する。
どぶ川のよどみ、⾬⽔ます、側溝などの汚⽔⾯に産卵する。
吸⾎の対象を求めて数百メートル移動する。成虫で越冬する。

蚊は⽇本に100種類くらいいるが、そのうち人を刺すのは30種類くらいである。体⻑は5㎜程
度で、雌だけが人や動物の⾎を吸う。蚊は、人の呼吸で排出される⼆酸化炭素や体内から分
泌する乳酸を嗅ぎ分けて寄ってくる。

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓蚊
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3．ねずみの防除
①追い出す
消極的な方法だが殺さずに済む。食べ物を放置せず、こまめに掃除する。（食物残滓ざん
し管理）、外壁等の隙間を埋める。直径2センチの穴でも通るので、通気口などには網を張る。
（防鼠構造）。
②捕殺
かご（かご内の餌は好物を⼊れておく）、粘着トラップなどで捕まえる。捕獲器具は出来
るだけ多く設置した方が効果的である。
殺鼠剤に抵抗性を⽰す（効果がなくなる）場合はこの方法が良い。
捕獲して飼育するわけではないので、殺鼠せざる得ない。
③毒殺
餌に殺鼠剤を混ぜて通りに置く。毒餌は、物陰に置いた方がよく食べる。（喫食性が良
い）
急性の殺鼠剤の配置期間は、数⽇間とする。（何回も食べるように）薬剤量を多くしすぎ
ると摂取性が落ち、少なすぎると効き目がない。
死骸を⾒つけ出すのが難しく、腐敗という衛生上の問題と、乳幼児の家庭での安全性の問
題がある。

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ねずみ

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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② クロゴキブリ
体⻑は約3cm。⿊褐⾊で光沢がある。
全国的に⾒られるが，本州以南の⼀般住宅に多い。建物内の湯沸場など暖かいところに生息
するほか，下⽔道や側溝などの建物の周辺まで広がっている。
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１・種類

④ ヤマトゴキブリ
関東以北の野生種で，農村部や郊外に多いが，市街地や⼀般住宅でも生息するようになった。
木造家屋に多いが，屋外の倒木の下などにも生息する。
ポイント︓建物内のゴキブリは5〜６種類が確認されるが，特にチャバネゴキブリとクロゴキ
プリが多い。チャバネというのに⾶べないゴキブリはチャバネゴキプリ。

③ ワモンゴキブリ
体⻑は3-4cmほどで⼤型である。前胸背板に⻩褐⾊の斑紋があるが、全体に⿊味かかった褐
⾊で光沢がある．住宅でよく⾒られる。
熱帯種で九州以南に多いが，暖房完備の建物内であれば寒冷地でも越冬可能である。⽇本で
の分布が拡⼤している。

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ゴキブリ

１・種類
ゴキブリという⾔葉は，御器（食器）にかぶりつく，「ごきかぶり」からきている．
①チャバネゴキブリ
⻩褐⾊で体⻑1.5cm以下。他のゴキブリに比べ⼩型である。世界中に広く分布。建物内に生
息するゴブプリの中で最優占種（最も多く⾒られる）である．⽻根はあるが⾶べない。
習性は建物内の熱源近くに多く集まり，主に夜間に⾏動し，昼間は物陰に潜んでいる。夜遅
く目で営業している暖かい飲食店や病院に多く⾒られる。
幼虫は25℃の温度下60⽇で成虫になる。寿命は数か月で，この間に雌は4~5回産卵する。lつ
の卵は鞘の形をしており，その中に30〜40個の⼩さなタナゴが⼊っている。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ゴキブリ

公衆衛生

蚊の防除は,幼虫と成虫の対策に分けて⾏うことにより,効果は⾼くなる.
チカイエ⼒の発生場所である,浄化槽や地下の溜まり⽔に殺虫剤を散布するのが効果的である。
ただし、浄化槽は微生物で処理しているため、殺菌作⽤のあるオルソ剤を使⽤しない。

3.蚊の防除

（1）マラリア
ハマダラカが媒介するもので、亜熱帯や熱帯地域の主として辺地で現在も⼤流⾏している。
地球温暖化の影響で、最近は温暖地域にも増えている。⽇本でも年間百数⼗例ある。
（2）⽇本脳炎
主にコガタアカイエ⼒が媒介.南アジア,東アジアに分布.蚊がプタの⾎を吸い,ヒトを刺すこと
によって感染する.⽇本ではほとんど⾒られなくなった.
(3)デング熱
ヒトスジシマカが媒介する.東南アジアや中・南米,それに,アフリカなどの熱帯地域に⾒られ
る.

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓蚊

2．伝染病

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓蚊

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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駆除は次による．

ローチスポットでゴキブリの⾏動がわかる．
また、集合フェロモン（ホルモンではない）の作⽤により、群れをつくる性質がある。ゴキ
ブリの場合，腸から分泌された物質が糞に混じり，それに誘われて他のゴキブリが集まる。

4. ゴキブリの防除
(1) 駆除法
①餌になるものを始末する．
② 生息密度が⾼く、速効性を求める場合、殺虫剤の煙霧を⽤いる（煙霧処理法）。薬剤が漏
れないように部屋の開口部を締め，気密性を⾼めておく．
③生息密度が低いとき，粘着トラップを⽤いる．
④薬剤（有機リン剤，ピレスロイド剤）の乳剤をゴキブリの通りそうな隅角部分に散布し残
留処理する（残留処理法）．
フラッシング（追出し効果）が期待できる．
この場合，ULV法（⾼濃度の薬剤を少量散布する方法）が適する．
薬剤が足について体内に吸収され，神経が麻痺して死ぬ．
⑤ 毒餌（有機リン剤含有）を隅々に置く．使⽤法は簡便である．
⑥ 厨房の⼾棚，引き出し等は開放して，加熱蒸散剤処理をする．

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ゴキブリ

4. ゴキブリの防除
(1) 駆除法
ゴキブリは夜⾏性であり，昼はほとんど人前に姿を現さない．そのため殺虫剤を直接噴霧す
るチャンスは少ない．

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ゴキブリ

公衆衛生
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① 衛生的被害
汚物の上を歩いたあとに食器食材の上を歩きサルモネラ菌などの病原体を媒介する．

卵→ 幼虫→ さなぎ→ 成虫と成⻑するのを完全変態というがゴキブリは，卵→幼虫→成虫と
成⻑し，不完全変態である。
さなぎの期間がなく，幼虫からほぼ同形で成虫となる．幼虫も成虫も同じものを食べる。建
物内に生息するゴキブリ全般に次の傾向がある。

① 暗くて狭い壁の縁や隅を好む。
②暖かく湿気が多いところを好む。
③ 夜間に活動し，餌（食品，汚物）や⽔を摂取する．雑食性である．

3 ゴキブリの害

②機器故障
電気機器内に住み着き，絶縁故障等を起こす．

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ゴキブリ

2. 生態

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ゴキブリ

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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動物に寄生するダニについては，宿主対策も必要である．たとえば，イエダニはねずみに寄
生するので，ねずみの駆除が有効である．

② イエダニ
ねずみの巣が発生源で，ねずみに寄生するが，宿主であるねずみがいなくなると，人からも
吸⾎することがある．通常の体⾊は灰白⾊だが，吸⾎すると⾚褐⾊となる．ねずみを駆除す
るのが⼀番である．
③ シラミダニ
昆虫類に寄生する．人から吸⾎しないが，刺すことはある．
④ ケナガコナダニ
わらや穀物を食べ，食品や新しい畳によく発生する．刺すことはない．
⑤ ツメダニ類
ヒョウヒダニなど他のダニ類を捕食する．人を刺すこともあるが吸⾎しない。
⑥タカラダニ
体⻑1〜2mmほどの，ダニのなかでは⼤型に属する．⾚⾊で目⽴つ．

24

2, ダニの防除

1. ダニの種類

① 殺虫剤（油剤，乳剤，粉剤）
② 清掃（ふけ，垢）
③乾燥
④低温

ダニの発生を防ぎ，また，駆除するには次の4方法があり，これらを複合して⽤いると効果が
ある．

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ダニ

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ダニ

公衆衛生

公衆衛生

ダニは世界で1万種いる．足は8本でクモの仲間である．
体⻑0.1,〜2.０mm で，頭部，胸部，腹部が⼀体となった楕円形の形をしている。足は幼虫が
6本（3対）で成虫になると8本(4対）になる．⽻，触角はない
1. ダニの種類
① ヒョウヒダニ
人の垢やふけを食する．温度25℃で湿度が60%以上の湿気があるところに繁殖しやすい．人
は刺さない．
死骸や糞が気管支ぜんそくの原因となる．⼩児は床⾯に近いところで呼吸するため，⼩児ぜ
んそくになりやすい．

例題︓ゴキブリ捕獲のため，粘着トラップを5箇所に4⽇間設置した．総補穀が200匹の場合，
ゴキブリ指数は︖
答え 200÷（5×４）＝10

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ダニ

(2) ゴキブリ指数
1⽇，1トラップ当たりのゴキブリ捕獲数で，駆除率を計算し，これをゴキブリ指数という．

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓ゴキブリ

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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1. 殺虫剤
（2) 殺虫剤の成分による分類
①有機リン系
炭素と⽔素から成る有機基とリンが結合したもの。神経伝達物質分解酵素の働きを阻害する．
残留性は⼀般に低いが，人への作⽤として、免疫機能の低下や自律神経症状，頭痛，めまい，
吐き気などを催す。
②有機塩素系
炭素と⽔素から成る有機基に塩素が結合したもの。DDTはこれに属する．体内に蓄積される
のであまり使⽤されない．
③ピレスロイド系
天然の除虫菊に含まれる殺虫成分に，人工の殺虫剤成分を混合したもの。害虫には神経毒と
して作⽤し，人，家畜に対し神経系や内分泌系へ悪影響がある。
④ IGR剤（昆虫成⻑制御剤）IGR （Insect growth regulators)は，昆虫の脱皮を阻害する薬
剤で，第4世代の殺虫剤ともいわれる。幼虫への即効的な致死効果はない。

(1) 殺虫剤の毒性
殺虫剤は害虫だけに作⽤し，人間や家畜などには無害であることが理想であるが，多量また
は⻑期にわたり使⽤すると，被害が生じるおそれがある。
毒性は口，肺，皮膚などから侵⼊する。特に殺虫剤を噴霧、燻蒸する場合、呼吸により肺を
経て⾎液に⼊り肝臓で解毒されないため、作⽤が強く早く現れる。少量であっても⻑期間、
継続的に摂取すると有害な作⽤を及ぼす。

28

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓防除

1. 殺虫剤

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓防除

公衆衛生

2. 疾病と媒介動物
① 消化器系感染症……イエバエ
② ⼩児喘息……コナヒョウヒダニ
③サルモネラ症……ドプネズミ
④レプトスピラ症（ワイル病）……ドプネズミ
⑤疥癬（激しいかゆみをともなう皮膚病）・・・・・・ヒゼンダニ
⑥つつがむし病‥‥ツツガムシ
⑦マラリア……ハマダラカ
⑧腺ペスト……ノミ
⑨ライム病……マダニ
⑩ラッサ熱……ネズミ
⑪⾚痢‥‥‥ハエ
⑫⽇本脳炎‥‥‥コガタアカイエカ
⑬発疹チフス‥‥‥シラミ
⑭フィラリア症‥‥‥アカイエカ

26

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓その他の害虫

害虫の種類
①カツオブシムシ
⽻毛，羊毛などの動物性製品を食害する．化学繊維は食害しない．
②ヒラタキクイムシ
体⻑は5〜6mmで，扁平形をしている．ラワン、ナラ材などの材木で出来た家具類を食害し、
1ｍｍ程度の穴をあける。
③サギカメムシ
越冬のため家庭に侵⼊する不快害虫である．
④シバンムシ
⼩⻨粉製品などの加工した食品を食害する．生ごみは食害しない．
⑤アリガタバチ
アリの形に似たハチで，体⻑は2mm程度で⽻はない．刺すのはメスだけ．
⑥ チョウバエ
ハエよりカに近い昆虫で，⽻がチョウに似ているのでこの名が付いた．体⻑は，ホシチョウ
バエが1〜2 mm. オオチョウバエが4〜5 mm.
⑦ チャタテムシ
ダニに似た外形で体調は1mm程度．人を刺したり咬んだりはしない。

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓その他の害虫

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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(6) 散布作業の注意
殺虫剤は害虫だけでなく，人に対しても有害である．次のことに留意して使⽤する必要がある．
① 散布時には風上に位置し，連続作業をしない．
② 散布時には作業服，⼿袋，防護マスクなどで体を保護する．
煙霧、ULV (⾼濃度少量散布）などの作業中は室内への出⼊りを禁止する．
③油剤は引火点が低く引火しやすいので，消火器を⽤意しておくとよい．特にガス，電気系統周辺で
の油剤散布は注意．
④⾼所作業は2人以上で⾏い，1人は監視する
⑤天井裏での作業は，足場を確保する．
⑥作業後，使⽤した薬剤，器具の点検を⾏い、薬剤使⽤量を記録する．
⑦ 皮膚に付着した場合，⽔や⽯けんでよく洗う．
⑧ 吸⼊による中毒の場合，その場からすぐに離れる．
⑨口から⼊ったときは，⽔を飲ませて繰り返し吐き出させる．
⑩目に⼊ったときは，直ちに流⽔で15分ほど洗い流す．

32

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓防除

(5) 殺虫剤への抵抗性
1年を通じてたびたび発生する昆虫は，1年に1回の昆虫より殺虫剤に対して抵抗⼒がつくので，同じ
薬剤でなく，数種のものを計画的に交替させて使⽤すると効果が上がる．
むやみに濃度を⾼くしたり，使⽤量を多くしないこと．また，多種の薬剤を混合して使うと，⼀度に
抵抗性が生じて，どの薬も効き目が弱くなるおそれがある，

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓防除

公衆衛生

殺虫剤 （４）殺虫剤の効果
殺虫剤は、医薬品と医薬部外品（どちらも薬事法で規制されている）があり、殺虫効果には差がある．
① 殺虫⼒
基礎的評価は、LC50やLD50の値で比較する．この値は⼩さいほど殺虫⼒が強いことを⽰す。
◎ LC50・・Lethal (致死）Concentration (濃度）
実験⽤虫100匹中，50匹が死ぬ薬物濃度（半数致死濃度）．
◎ LD50 : Lethal (致死）Dose (量）
実験⽤虫100匹中，50匹が死ぬ薬物量（半数致死量）．
② 速効性
効き目の速さの基礎的評価は，LT50,KT50の値で比較する．
◎ LT50: Lethal (致死）Time (時間）
実験⽤虫100匹中，50匹が死ぬまでの時間（半数致死時間）．
◎ KT50 : Knock down (仰天）Time (時間）
実験⽤虫100匹中，50匹が仰天(ノックダウン）するまでの時間
③ 残効⼒
効き目が⻑く続く⼒．害虫駆除からすれば⻑いほうがよいが，人や環境への影響を考慮すると利点と
もいえない．
④ 追出し効果（フラッシング効果）
薬剤に触れてゴキプリが外部へ⾶び出してくる作⽤．生き伸びている可能性はある．
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建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓防除

1. 殺虫剤 (3)殺虫剤の形状による分類
①油剤
⽯油（灯油）に有効成分濃度が1%程度になるように溶かしたものが多く，希釈しないでそのまま使⽤
できる。濃度の⾼いものは⽯油で希釈する。引火性があるので注意する．
②粒剤
有効成分を基材に混ぜて粒状にしたもの．⽔⾯に浮かせるもの，⽔中に沈めて使⽤するものがある．
有効成分がゆっくり溶け出して効果を持続する．
③ 乳剤
原体を有機溶剤に溶かして乳化剤を加えたもので，使⽤時に⽔で希釈して使う。白濁するものが多い。
刺激性，引火性は低い。
④粉剤
鉱物性の粉末と混ぜたもので，そのまま使⽤できる．食毒効果も期待できる．有効成分が徐々に放出
されるので⽔中でも残効性が期待できる．シミをつくる心配はなく，濡れて困る場所で使える．
⑤燻煙剤
助煙剤の燃焼により薬剤を煙として室内に⾶散させる．⾶翔する昆虫に有効である．
⑥樹脂蒸散剤
浄化槽，排⽔槽などの密閉された空間の天井に吊るして使⽤する．浄化槽などに生息するチカイエカ
に有効である．吊るすだけで有効成分を発散するが，劇物なので人のいる場所には設けない．

公衆衛生

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓防除

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除
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2. 防虫・防鼠構造
害虫やねずみが建物内に侵⼊しないようにする．
①ブラインドを付ける（光を遮る）．
②暖房の暖かい空気が外部に流れないように，隙間をふさぐ（外気温が低くなると，暖を求めて害虫
が侵⼊する）．
③通気管などの先端には防虫網を付ける．
④壁貫通の配管部分には隙間がないようにモルタルを充填するか，座⾦などを設置する．
⑤ 外壁はねずみが登らないよに，凹凸を少なくする．また，樹木が建物に接触しないよう にする．
⑥出⼊り口にはできるだけ自動ドアやシャッターを設置する．
⑦⻩⾊い光源のランプを使う。殺菌の必要な室は殺菌灯を設骰する．

建築物の環境衛生︓ねずみ・昆虫等の防除︓防除

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生・ねずみ、昆虫等の防除

3

1

第二条 この法律において「特定建築物」とは,興⾏場,百貨店,店舗,事務所,学校,共同住宅等の⽤に供
される相当程度の規模を有する建築物※１ で,多数の者が使⽤し,⼜は利⽤し,かっ,その維持管理につい
て環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令※2で定めるものをいう.

第一条 この法律は、多数の者が使⽤し、または利⽤する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な
事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上
及び増進に資することを目的とする

※ 1建築物【建築基準法第二条】
土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む. ) ,
これに附属する門若しくは塀,観覧のための工作物⼜は地下若しくは⾼架の工作物内に設ける事務所,
店舗,興⾏場,倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並び
に跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設を除く. )をいい, 建築設備を含むも
のとする.

前項の政令※2においては,建築物の⽤途,延べ面積等により特定建築物を定めるものとする.

(定義)

2

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

(目的)

4

2

建築物環境衛生・建築物における衛生的環境の確保に関する法律【抜粋】

公衆衛生

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

公衆衛生建築物環境衛生関連法律(抜粋)

7

5

6

二 多数の者が使⽤し、⼜は利⽤する建築物の維持管理について、衛生上の相談に応じ、及び環
境衛生上ひつような指導を⾏うこと。

8

(建築物環境衛生管理基準)

3 特定建築物以外の建築物で、多数の者が使⽤し、⼜は利⽤するものの所有者,占有者その他の
者で当該建築物の維持管理について権限を有する者は、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物
の維持管理をするように努めなければならない。

2 建築物環境衛生管理基準は, 空気環境の調整, 給⽔及び排⽔の管理,清掃,ねずみ、昆虫等の防
除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。

第四条 特定建築物の所有者,占有者その他で当該特定建築物の維持管理について権限を有する者は、
政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」※4、という)に従って当該特定建築物の維持管理
をしなければならない。

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

(保健所の業務)
第三条 保健所はこの法律の施⾏に関し、次の業務を⾏う者とする。
一 多数の者が使⽤し⼜は利⽤する建築物の維持管理について環境衛生上の正しい知識の普及を
図ること。

公衆衛生

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

興⾏場, 百貨店, 集会場, 図書館, 博物館, 美術館⼜は 遊技場
店舗⼜は事務所
第一条学校等以外の学校 (研修所 含む )
旅館

※3 学 校【学校教育法第一条】
この法律で, 学校とは、幼稚園, 小学校, 中学校, ⾼等学校, 中等教育学校,特別支援学校, 大学及び⾼等
専門学校とする。

※2政令【建築物における衛生的環境の確保に関する法律施⾏令第一条】
次の各号に掲げる⽤途に供される部分の延べ面積が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育
法第一条に規定する学校※3⼜は就学前の子どもに関する教育, 保育等の総合的な提供の推進に関する
法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（第三号において「第一条学校等」という。）
の⽤途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。

一
二
三
四

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生関連法律(抜粋)

11

9

ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省に定めるところにより、病原体によって居室の内
部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。

ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適⽤する場合における当該各号の擾乱に掲げる事項について
の測定方法は、厚生労働省で定めるところによること。

ロ 機械換気設備（空気を浄化し, その流量を調節して供給をすることができる設備をいう. )を設けて
いる場合は, 厚生労働省令で定めるところにより, 居室におけるイの表の第一号から第三号まで, 第六
号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄
化し, その流量を調節して供給をすること.

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

基準は,次のとおりとする.
一 空気環境の調整は, 次に掲げるところによること.
イ 空気調和設備(空気を浄化し, その温度, 湿度及び流量を調節して供給(排出を含む. 以下この号
において同じ. )をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ. )を設けている場合は, 厚生労働省令
で定めるところにより, 居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に
掲げる基準に適合するように空気を浄化し, その温度, 湿度⼜は流量を調節して供給をすること.

※ 4 建築物環境衛生管理基準 【建築物における衛生的環境の確保に関する法律施⾏令第二条】

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

12

10

給⽔及び排⽔の管理は、次に掲げるところによること。

ハ 排⽔に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚⽔の漏出等が生じないように,当該設備
の補修及び掃除を⾏うこと.

ロ 給⽔に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために⽔を供給する場合は, 厚生労働
省令で定めるところにより, 人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること.

イ 給⽔に関する設備(⽔道法に規定する給⽔装置※５を除く。ロにおいて同じ) を設けて人の飲⽤そ
の他の厚生労働省令で定める目的のために⽔を供給する場合は, 厚生労働省令で定めるところにより,
同法第四条の規定による⽔質基準※6に適合する⽔を供給すること.

二

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

相対湿度
四十パーセント以上七十パーセント以下
気流
〇・五メートル毎秒以下
ホルムアルデヒドの量
空気一⽴方メートルにつき〇・一 ミリグラム以下

浮遊粉じんの量 空気一⽴方メートルにつき〇・一五ミ リグラム以下
一酸化炭素の含有率 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては,厚
生労働省令で定める数値)以下
二酸化炭素の含有率 百万分の千以下
温度
一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は,その差を著しくしないこと.

公衆衛生

五
六
七

三
四

一
二

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生関連法律(抜粋)

15

13

14

３ 特定建築物所有者等は, 前二項の規定による届出事項に変更があったとき, ⼜は当該特定建築
物が⽤途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは, その日から一箇月以内に, その
旨を都道府県知事に届け出なければならない.

２ 前項の規定は,現に使⽤されている建築物が,第二条第一項の政令を改正する政令の施⾏に伴
い,⼜は⽤途の変更,増築による延べ面積の増加等により,新たに特定建築物に該当することとなった場
合について準⽤する. この場合において, 前項中 「当該特定建築物が使⽤されるに至ったとき」 とあ
るのは, 「建築物が特定建築物に該当することとなったとき」と読み替えるものとする.

2 建築物環境衛生管理技術者は, 当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従っ
て⾏なわれるようにするため必要があると認めるときは, 当該特定建築物の所有者, 占有者その他の者
で当該特定建築物の維持管理について権限を有するものに対し、 意⾒を述べることができる. この場
合においては, 当該権限を有する者は, その意⾒を尊重しなければならない.

第六条 特定建築物所有者等は, 当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に⾏なわれるように監
督をさせるため, 厚生労働省令の定めるところにより, 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のう
ちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない.

(建築物環境衛生管理技術者の選任)

第五条 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者があ
るときは,当該権限を有する者) (以下「特定建築物所有者等」という. )は,当該特定建築物が使⽤される
に至ったときは,その日から一箇月以内に,厚生労働省令の定めるところにより, 当該特定建築物の所在
場所,⽤途,延べ面積及び構造設備の概要,建築物環境衛生管理技術者の⽒名その他厚生労働省令で定め
る事項を都道府県知事(保健所を設置する市⼜は特別区にあっては,市⻑⼜は区⻑. )に届け出なければ
ならない.

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

（特定建築物についての届出)

公衆衛生

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

16

厚生労働省令で定めるところにより,ねすみ等の発生及び侵⼊の防止並びに駆除を⾏うこと.

ロ

※5給⽔装置【⽔道法第三条】
「給⽔装置」 とは, 需要者に⽔を供給するために⽔道事業者の施設した配⽔管から分岐して設けられ
た給⽔管及びこれに直結する給⽔⽤具をいう.

一

厚生労働省令で定めるところにより,掃除を⾏い,廃棄物を処理すること.

イ
二
三
四
五
六

※6 ⽔質基準 【⽔道法 第四条】
⽔道により供給される⽔は, 次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねすみ等」という. )の防除は,
次に掲げるところによること.

病原生物に汚染され, ⼜は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含む
ものでないこと・
シアン, ⽔銀その他の有毒物質を含まないこと.
銅, 鉄, 弗素, フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと.
異常な酸性⼜はアルカリ性を呈しないこと。
異常な臭味がないこと. ただし, 消毒による臭味を除く.
外観は,ほとんど無色透明であること.

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生関連法律(抜粋)

19

17

18

第十二条
都道府県知事は, 厚生労働省令で定める場合において, 特定建築物の維持管理が建築物環
境衛生管理基準に従って⾏なわれておらず, かつ, 当該特定建築物内における人の健康をそこない, ⼜
はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは, 当該特
定建築物の所有者, 占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有するものに対し,
当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ, ⼜は当該事態がなくなるまで
の間, 当該特定建築物の一部の使⽤若しくは関係設備の使⽤を停止し, 若しくは制限することができる.

第十一条
都道府県知事は, 厚生労働省令で定める場合において, この法律の施⾏に関し必要がある
と認めるときは, 特定建築物所有者等に対し, 必要な報告をさせ,⼜はその職員※7に,特定建築物に⽴ち
⼊り,その設備,帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ,若しくは関係者に質問
させることができる.ただし,住居に⽴ち⼊る場合においては,その居住者の承諾を得なければならない.

20

(改善命令等)

※ 7この者を環境衛生監視員と称する.

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

(報告,検査等)

公衆衛生

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

(建築物環境衛生管理技術者免状)
3 厚生労働大臣は, 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が, この法律⼜はこの
法律に基づく処分に違反したときは, その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができ
る.
４ 都道府県知事は, 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者について、 前項の処
分が⾏われる必要があると認めるときは、 その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない.
5 建築物環境衛生管理技術者免状の交付⼜は再交付の⼿数料は政令で, 建築物環境衛生管理技術者
免状の交付, 再交付その他建築物環境衛生管理技術者免状に関する⼿続的事項は厚生労働省令で定め
る.

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

(建築物環境衛生管理技術者免状)
第七条 建築物環境衛生管理技術者免状は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,厚生労働大臣が
交付する.
一 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者⼜は厚生労働省令の定めるところ
によりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で,厚生労働大臣の登録を受けた者が⾏
う講習会(以下「講習会」という. )の課程を修了したもの
二 建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者
2 厚生労働大臣は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,建築物環境衛生管理技術者免状
の交付を⾏なわないことができる.
一 第三項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ぜられ,その日から起算し
て一年を経過しない者
二 この法律⼜はこの法律に基づく処分に違反して罰⾦の刑に処せられた者で, その執⾏を
終わり, ⼜は執⾏を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しないもの

公衆衛生

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生関連法律(抜粋)

23

21

第十一条の規定は, 特定建築物が国⼜は地方公共団体の公⽤⼜は公共の⽤に供するもの
である場合については,適⽤しない.
2
都道府県知事は, この法律の施⾏に関し必要があると認めるときは, 国⼜は地方公共団体の公
⽤ ⼜は公共の⽤に供する特定建築物について,当該国若しくは地方公共団体の機関の⻑⼜はその委任
を受けた者に対し必要な説明⼜は資料の提出を求めることができる。
3 第十二条の規定は,特定建築物が国⼜は地方公共団体の公⽤⼜は公共の⽤に供するものである
場 合については,適⽤しない. ただし,都道府県知事は,当該特定建築物について,同条に規定する事態
が存すると認めるときは,当該国若しくは地方公共団体の機関の⻑⼜はその委任を受けた者に対し,
その旨を通知するとともに,当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告
することができる.

第十三条

(国⼜は地方公共団体の⽤に供する特定建築物に関する特例)

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

八

一
二
三
四
五
六
七

次の各号に掲げる事業を営んでいる者は , 当該各号に掲げる事業の区分に従い、 その
営業所ごとに,その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる.
建築物における清掃を⾏う事業
建築物における空気環境の測定を⾏う事業
建築物の空気調和⽤ダクトの清掃を⾏う事業
建築物における飲料⽔の⽔質検査を⾏う事業
建築物の飲料⽔の貯⽔槽の清掃を⾏う事業
建築物の排⽔管の清掃を⾏う事業
建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として
厚生労働省令で定める動物の防除を⾏う事業
建築物における清掃, 空気環境の調整及び測定, 給⽔及び排⽔の管理並びに飲料⽔の⽔質検査
であって, 建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のも
のを⾏う事業

第十二条の二

（登録）

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生
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都道府県知事は,前項の登録の申請があった場合において,その申請に係る営業所のその登録に係る
事業を⾏うための機械器具その他の設備, その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生
労働省令で定める基準に適合すると認めるときは,登録をしなければならない.
3 前項の基準は,多数の者が使⽤し,⼜は利⽤する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を⾏
うのに必要かつ十分なものでなければならない.
4登録の有効期間は,六年とする.
2

建築物における衛生的環境の確保に関する【抜粋】

公衆衛生

公衆衛生建築物環境衛生関連法律(抜粋)

3

1

機序
症状
lgE抗体と肥満細胞または 即時型反応
好塩基球

抗体 (通常IgG) に介在さ 遅延型反応
Ⅱ型
溶⾎性貧⾎
(細胞毒性型または細胞融 れる細胞融解
解型)
⾎小板減少
好中球減少
lgGと薬剤による免疫複合 遅延型反応
Ⅲ型
体の沈着と補体活性
⾎清病
(免疫複合体型)
⾎管炎
薬剤熱
T細胞介在性
遅延型反応
Ⅳ型
皮膚症状が主体
(細胞介在型)

分類
Ⅰ型
(アナフィラキシー型)

アレルギーのGell and Coombsの分類

アレルギーとは何か︖

昆虫アレルゲンとは何か︖

公衆衛生

パッチテスト

検査
⾎液抗原特異的IgE抗体価
プ リ ック テス ト皮 内テ ス
ト

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

4

2

抗原抗体反応

②二回目以降の侵入で
起きる現象

リンパ球

アレルギー害虫

公衆衛生

マスト細胞

活性化

繰り返す

ヒスタミン
ロイコトリエン

花粉

再暴露

B細胞が抗体産生細胞に
分化して抗体をつくる

暴露

考

くしゃみ
鼻水
涙目・・・

マスト細胞

11

①初めて花粉が入って来たときに
起こる現象

感作（かんさ）

花粉

参

Ⅰ型アレルギーの発症機序

公衆衛生アレルギー害虫

7

5

ノシメマダラメイガ,タバコシバンムシ,グラナ
リアコクゾウムシなど
イナゴ,コオロギ,スジコナマダラメイガ,ショ
ウジョウバエなど

環境中の昆虫アレルゲンへの感作率は国際的比較の上で,非常に地域差が大きい.これは,
屋内外環境において優勢な昆虫種に地域差があるためであると思われる対象集団やIgE
抗体の評価方法は研究によって異なるが,ゴキブリに対してでもその感作率は4 %から
48 %と顕著な地域差がある.

相模原病院(神奈川県)のアトピー型喘息患者における各種節足動物へのIgE抗体保有率
(アレルギーの頻度)を示しデータがある.日本の患者の特徴は,ゴキブリ感作が少なく,ガ
とチャタテムシの感作の頻度が比較的高いことである.同時に,同じ対象患者にタバコシ
バンムシとノシメマダラメイガのエキスを用いて皮膚テストを⾏い,陽性率がそれぞれ
29 % , 37 %であったことも示されている.

このように,職業性アレルゲンとしての昆虫由来アレルゲンの重要性は古くからよく知
られていた.一方,多くの研究で,アレルギー疾患を有している患者において,特定の職業
に従事していなくても各種昆虫アレルゲンへの感作率(アレルギーがある者の割合)が高
いことは示されており,環境アレルゲンとしての重要性も示唆されている.

昆虫アレルゲンとは何か︖環境アレルゲンとしての昆虫

公衆衛生

このように数多くの昆虫が職業性アレルギーの原因アレルゲンとなりうることが報告されて
おり , 基本的にどのような昆虫でも頻回に職業性の抗原曝露を受ければアレルギー疾患の原因
になりうると考えるべきである.

昆虫を扱う研究者・養殖者

穀物豆類害虫

環境昆虫アレルゲンへの感作頻度

8

6

養蚕関連喘息

釣餌(fishbait)曝露者(漁師,餌の養殖業者など) ハチノスツヅリガ,ゴミムシダマシ科の甲虫,キ
ンバエ,オオクロバエ,ュスリカの幼虫

原因昆虫とアレルゲン
まぶし喘息:カイコガ幼虫の排泄物
家蚕リン毛喘息:カイコガ成虫のリン毛

病態

職業性の吸⼊性昆虫アレルギー:代表的な病態

昆虫アレルゲンとは何か︖昆虫に対するアレルギーの研究の歴史

公衆衛生

環境昆虫アレルゲンへの感作頻度

昆虫アレルゲンとは何か︖環境アレルゲンとしての昆虫

公衆衛生

日本ではかっては養蚕が盛んであったことから,職業性昆虫アレルギーの1つとして,養
蚕に関連した喘息が報告されてきた. 1950年代に養蚕業者の間に, カイコ(カイコガの幼
虫)にマュを作らせる際に用いた補助装置である。“まぶし”を清掃するときや‟まぶし
“からマユを採取する作業のときに発症する喘息、“まぶし喘息”が報告されてきた。後
の研究で蚕の排せつ物が、まぶしに付着し、その乾燥した浮遊粒⼦を吸⼊することに
よってアレルギー症状を引き起こしていることがわかった。さらに、まぶし関連作業
時以外にも成虫のカイコガを交配させる作業を⾏うときに、喘息症状をきたす症例（‟
家蚕リン毛喘息“）も後に報告されている。

歴史的には,職業性アレルゲンとして昆虫の重要性を報告するものが多い.その理由とし
ては,職業性の即時型アレルギーは,抗原曝露に起因した抗原感作とアレルギー性疾患発
症の関係が比較的明暸であり,昆虫アレルゲン曝露と疾患発症の因果関係について説得
⼒をもって説明できるためである.

アレルギーの原因として,皆さんが最初に思い浮かべるのはダニではないだろうか︖し
かしながら,歴史的にはアレルギー原因物質としてはダニよりも古くから報告があるの
は昆虫である.

昆虫アレルゲンとは何か︖昆虫に対するアレルギーの研究の歴史

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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9

In house ELISA
CAP-FEIA

小児アトピー型喘息

小児喘息

(小児~成人) アレルギー性
鼻炎・喘息・アトピー性皮膚炎

(小児~成人) 鼻炎・喘息・アトピー性 SPT
皮膚炎
成人喘息
SPT

(小児~成人) 喘息・鼻炎

アトピー型喘息

アメリカ オハイオ

スウェーデン北部

クウェート

プエルトリコ

アメリカ ウエストバージニア州

ブラジル クリチバ

日本 相模原

Dowaisan

Montealegre

Smith

In houseELISA

CAP－FEIA

CAP-FEIA

ゴ キ ガ
そのほか
プリ
33 % 25 % ハエ43％カ34％

NA

カゲロウ11 %

－

12

10

In house ELISA

CAP-FEIA

CAP-FEIA

アトピー型喘息

(小児~成人) 喘息・鼻炎

In houseELISA

CAP－FEIA

(小児~成人) 鼻炎・喘息・アトピー性 SPT
皮膚炎
成人喘息
SPT

(小児~成人) アレルギー性
鼻炎・喘息・アトピー性皮膚炎

小児喘息

小児アトピー型喘息

方法

皮内テスト

HDM

73 %

87 %

29 %

94％

32 ~39％

3%

NA

NA

昆虫アレルゲンとは何か︖環境アレルゲンとしての昆虫︓ゴキブリ

日本 相模原

ブラジル クリチバ

アメリカ ウエストバージニア州

プエルトリコ

クウェート

スウェーデン北部

アメリカ オハイオ

公衆衛生

Fukutomi(2012)

Araujo
(2014)

Smith

Montealegre

Dowaisan

Perzanowski
(1999)

Lierl(1994)

対象

成人喘息

ゴ キ ガ
そのほか
プリ
33 % 25 % ハエ43％カ34％

NA

16 %

48 %

19 %

42％

48％

4%

カゲロウ11 %

－

35 % ヒラタチャタテ22 %

61 %

6%

NA

NA －

－

43 % ハエ23 %
ND

出典・参考︓東京都内の住宅におけるチャタテムシの分
布およびアレルギーを起こす節足動物と真菌類の調査
室内環境中のダニ・昆虫とアレルギー疾患
室内塵中に最も普遍的に認められる微小昆虫・ヒラタ
チャタテの吸⼊性抗原としての独自性と交差性
小⻨粉に混合したヒラタチャタテの摂取における体調へ
の影響
エタノールがヒラタチャタテLiposcelis bostrychophila
に及ぼす影響

・ゴキブリアレルゲンは日本においての疫学的な重要性は限定的ではあるものの, ゴキブ
リに高濃度に汚染された家屋に関してはゴキブリアレルゲンが喘息病態に寄与している
可能性がある.

・ゴキブリの汚染地区に関しいえば, 環境ゴキプリアレルゲン曝露が, ゴキプリ感作, 気管
支喘息の発症、増悪に関与することが明らかになっており, 文献上はもっとも重要な昆虫
アレルゲンとして考えられている.

・アレルギー患者群におけるゴキブリ感作率には地域差が大きく ,基本的には温暖な地域
のほうが感作率は高い.

・チャバネゴキブリ(英名: German cockroach)とワモンゴキブリ (英名: American
cockroach)に関する研究報告が多い.

35 % ヒラタチャタテ22 %

61 %

6%

NA

NA －

－

43 % ハエ23 %
ND

インド デリ

地域

・ゴキブリは文献上もっともよく検討されてきた吸⼊性昆虫アレルゲンである.

16 %

48 %

19 %

42％

48％

4%

著者

Gupta( 1990)

・チャタテムシによる喘息誘発可能性

73 %

87 %

29 %

94％

32 ~39％

3%

NA

NA

HDM

昆虫アレルゲンとは何か︖環境アレルゲンとしての昆虫
環境昆虫アレルゲンへの感作頻度: 一般アレルギー性疾患患者における環境昆虫アレルゲン感作率（アレ
ルギーのある者の割合）

公衆衛生

＜コラム＞チャタテムシと喘息

昆虫アレルゲンとは何か︖環境アレルゲンとしての昆虫

公衆衛生

Fukutomi(2012)

Araujo
(2014)

Perzanowski
(1999)

Lierl(1994)

皮内テスト

成人喘息

インド デリ

方法

対象

地域

著者

Gupta( 1990)

環境昆虫アレルゲンへの感作頻度: 一般アレルギー性疾患患者における環境昆虫アレルゲン感作率（アレ
ルギーのある者の割合）

昆虫アレルゲンとは何か︖環境アレルゲンとしての昆虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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種類数 (2015年)

・ゲノム解析に基づくシラミ類の系統的位置付けは, ミトコンドリアリポソームを用いたYoshizawa
and Johnson (2003) の報告をはじめとして, 核リポソームを用いたJohnson (2004) と Murrell
and Barker (2005) の報告, 核とミトコンドリアの4遺伝⼦を用いたYoshizawa and Johnson
(2010) の報告, 核タンパクコードの10遺伝⼦を用いたJohnson (2013 ) によって再三検討されてき
たが, いずれもLyal ( 1985)の⾒解を支持するものであった.

・シラミ類がチャタテムシ類に内包される分類群であることは, Hennig（ 1953,1966) によってはじ
めて示され, その後, 形態に基づく系統解析によってシラミ類とコナチャタテ科との姉妹群関係が示さ
れた (Lyal, 1985).

チャタテムシ類に属する昆虫は世界中から約520属5 , 950種が, 日本から92 種記録されている (吉澤,
2016). 屋内性のチャタテムシは無翅で微小な種類が多く, 体⻑は1 ~ 1.5mmである. コチャタテの翅
は前翅の痕跡だけになり, コナチャタテ科には翅がまったく消失した種類がいる. 一方, 野外性のスカ
シチャタテは体⻑約5mmで, 2対の完全な翅がある.チャタテムシの仲間は穀粉や煮干,鰹節,乾麺など
の食品,昆虫や植物の標本,生薬を食害し,混⼊異物として,時々,消費者のクレーム対象になっている.

1科3種

・Roesler (1944)によって,チャタテムシ類にコチャタテ亜目Trogiomorpha, コナチャ タテ亜目
Troctomorpha, チャタテ亜目 Psocomorpha の3つの亜目を設ける分類体系がはじめて提唱され, シ
ラミ類がコナチャタテ亜目に内包される点を除き, これらの単系統性がその後の研究でも支持されて
いる.

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫

公衆衛生

チ ョ ウ フ ン ハ ジ ラ ミ 亜 目
Rhynchophthirina

チャタテムシの形態・生態

16
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7)

2科約3 , 18種

ホソツノハジラミ亜目 Ischnocera

6)

ケモノハジラミ科Trichodectidae
チョウカクハジラミ科Philopteridae

15科約58種
6科約1 , 300種

マルッノハジラミ亜目 Amblycera

ケチャタテ下目Caeciliusetae
約90属500種
クロフチャタテ下目Philotarsetae
チャタテ下目Psocetae

シラミ亜目 Anoplura

ムカシチャタテ下目Archipsocetae
ショチャタテ下目Homilopsocidea
ケチャタテモドキ下目Epipsocetae

5)

チャタテ亜目
Psocomorpha

コナチャタテ亜目
Troctomorpha

下目 (infraorder)および科 (family)

ホラアナチャタテ下目Prionoglaridetae
約65属400種
セマガリチャタテ下目Psyllipsocetae
約370属5,000種
コチャタテ下目Atropetae
フトチャタテ下目Nanopsocetae
コナチャタテ科Liposcelididae ウロコチャタテ下目Amphientometae

4)

3)

2)

No 亜目 (suborder)
.
1) コチャタテ亜目
Trogiomorpha

カジリムシ目 (咀顎目Psocodea) の分類体系

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫

公衆衛生

チャタテムシ類とシラミ類の系統分類

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫

公衆衛生

近年,アメリカでテントウムシ科ミナミテントウに対するアレルギーが問題になっている。
アブラムシを食べるテントウムシは害虫駆除の目的で、20世紀初めにアジアから欧米に
持ち込まれ、その後その環境で異常繁殖したテントウムシが、越冬のために家屋内に浸
⼊し冬のアレルギー症状の原因となっている。患者の家屋では、冬季の無数のミナミテ
ントウにより汚染され、その排泄物が乾燥し空気中を浮遊し吸⼊性抗原になっていると
考えられている。このような現象はアメリカのみならず欧州の一部でも起こっている。

カ, セイヨウシミ, イエヒメアリ, カツオブシムシなどで屋内環境アレルゲンとして喘息な
どの原因になる事例が報告されている。

昆虫アレルゲンとは何か︖環境アレルゲンとしての昆虫
︓そのほかの環境昆虫アレルゲン

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫

19

17

・お茶をたてるチャタテムシ
チャタテムシ類が音を出すことは国内外で昔から知られていた.和名のチャタテムシ(茶⽴虫)は,茶筅で
茶をたてる音に似ていることから命名されている.
江⼾時代からチャタテムシとよばれており,江⼾時代の俳諧師小林一茶は「有明や虫も寝あきて茶をた
てる」と詠んでいる.日本では,蒸し暑くて無風の夏の夜に発音が聞かれたようで チャタテムシが障⼦
に止まっているときに「サ・サ・サ・サ」という弱い連続音が断続的に発せられ, この音が障⼦に共
鳴して人の耳に聞こえたようである. 夜中にだけ聞こえる正体不明の不気味な音という怖いイメージ
から 「小豆洗い、」, 「菜刻み」, 「隠座頭」 など妖怪に擬えている(田中, 1995).コチャタテは腹部
末端を床面に打ちつけて音を出すが, この音はメスだけが出すオスへのシグナルと考えられている。
また、翅をもつスカシチャタテは脚の基節器官に発音器をもち、これを擦って発音する。

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫
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近縁種(田中, 2003)〕
①ウスグロチャタテ
②カツブシチャタテ
③ソウメンチャタテ
④ホンチャタテ

一般住宅できわめて普通に⾒られる種.成虫の体⻑は1.0 ~ 1.3mm.翅を欠き, 淡褐色で, 腹部背面に
は暗褐色の横縞がある. 体全体が軟らかく弱 しく⾒えるために, ダニやシラミと間違われることもあ
る. 古本から⾒つかることが多いため, 本シラミ (booklice) とよばれる. 書籍や段ボールに発生する耐
乾性のカビを餌とすることから, カビが発生しやすい室内環境で大発生することもある. 不完全変態で
幼虫も成虫に似る. 成虫の寿命は好適条件で6か月. 完全単為生殖で, オスは⾒られない (田中, 1995 ;
2003).

ヒラタチャタテ

チャタテムシの形態・生態

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫

公衆衛生
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・ 雌がペニスをもつチャタテムシの発⾒
インターネット上でも大きな話題になった「雌ペニスの発⾒」からトリカヘチャタテの名称が一般の
方々の注目を集めることになった (Yoshizawa' 2015). その記事の内容の要約は以下のとおりである.
イグノーベル賞が2017年9月14日,アメリカのハーバード大学で発表され,吉澤和徳・北海道大准教授
(46) ,上村佳孝・慶應大准教授(40)と海外研究者らの計4人の研究チームが「生物学賞」を受賞した.
共同通信は「性器の大発⾒」と報じた.吉澤さんらはブラジルの洞窟に生息する,体⻑約3ミリのチャタ
テムシの一種「トリカへチャタテ」を調べた.メスにぺニス状の生殖器があり,オスは穴状の生殖器を
持っていることを発⾒(交尾の際に,メスが自身の生殖器を持ち,オスの生殖器に挿⼊する).交尾は40 ~
70時間と極めて⻑く, 交尾中にオスは精⼦と ともに栄養物質をメスに渡していることが明らかになっ
た. 研究チームは, この栄養をめぐってメスどうしの競争が激しくなったと分析. 多くの生物と異なり,
メスの交尾に対する積極性がオスを上回った結果, メスの生殖器の進化 (オス化) を促したと推測して
いる. 「トリカへチャタテ」の和名は, 平安時代の宮中を舞台に性別を取り換えて育てられた男⼥を描
いた古典 「とりかへばや物語」 にちなんで命名された. 性別役割が逆転した生物の研究は, 性差が生
じた進化的な背景を探る上でも重要な役割を果たすという.

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫
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チャタテムシの形態・生態︓ヒラタチャタテ
ヒラタチャタテのアレルゲン性
近年, チャタテムシによる気管支喘息の研究が報告されるようになった
コナヒョウヒダニやほかの昆虫類とは異質の独自の抗原性をもつ特異的なアレルゲンであることを明
らかにした.
ヒラタチャタテは住宅のハウスダスト中に普遍的に存在することから,吸⼊アレルゲンとして重要視す
べき室内昆虫である
東京都内・近県の38軒の住宅を対象として, 春季・夏季・秋季の3シーズンのハウスダスト中のチャ
タテムシ類の生息調査を実施した. その結果、ヒラタチャタテが優占種であり, 日当たりが悪い場所に
多いこと, リビングルームよりも寝室に多いこと, コナヒョウヒダニの生息数と正の相関があることな
どを明らかにした.また,寝室のべッドと床では生息数が床のほうが多くなり,夏季から秋季に増加する
傾向があることがわかった(図2.2 ).そして,べッド下のハウスダストのこまめな除去清掃が生息密度を
下げることを示した.
ヒラタチャタテが室内環境中で大繁殖した場合,それは高湿度環境( =カビが生えやすい環境)であるこ
とを示す指標となる.家庭では窓開け換気をしたり, ⼯アコンの除湿機能を利用して湿度を下げる⼯夫
が必要である.また,乾麺や小⻨粉などの乾燥食品を乾燥剤とともに密封容器に⼊れるか,または,冷蔵庫
に保管することも発生予防に有効である.美術館・博物館や食品⼯場において,壁などにヒラタチャタ
テが繰り返し大発生している場合には,業務用の大型除湿器を設置して湿度コントロールすることが望
ましい。

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫
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4)トゲダニ目(中気門のダニ)

I . 胸穴ダニ上目
1 )アシナガダニ目(背気門類)
2)カタダニ目(四気門類)
3)マダニ目(後気門類)

日本未記録
日本未記録ダ=科,
マダニ科、ヒメダニ科 (野生動物に寄生する大型の
ダニ. 室内環境中には生息しない)
マヨイダニ科, オオサシダニ科、ワクモ科など

代表的な科とその特徼

ウモウダニ上科 ヒゼンダニ上科

*カタササラダニ上団
◎コナダニ団(無気門類)
ニクダニ上科
コナダニ上科

Ⅱ . 胸板ダニ上目
1 )汎ケダニ目(前気門類)
=広義のケダニ類
1ー1 )ケダニ亜目
=狭義のケダニ類
1ー2)クシゲマメダニ亜目
2)汎ササラダニ目
2ー1)ニセササラダニ亜目
2-2)ササラダニ亜目(隠気門類)
*フシササラダニ上団

上目・目の分類

ニクダニ科
コナダニ科
チリダニ科

植物寄生性,フシダニなどを含む
土壌生活性のダニを多く含む
イエササラダニ科
カザリヒワダニ科

タカラダニ科、ツツガムシ科、ハリクチダニ科、ハダニ
科、ツメダニ科、シラミダニ科、ホコリダニ科など
土壌生活性のダニを多く含む

代表的な科とその特徼

クモガタ綱(Arachnida), ダニ亜綱 (Acari) の分類体系

上目・目の分類

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓室内塵性ダニ類
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クモガタ綱(Arachnida), ダニ亜綱 (Acari) の分類体系
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ダニは,「クモガタ綱Arachnida・ダニ亜綱Acariに属する節足動物」として本書では位置付けておく
が,最近の分⼦遺伝情報の解析による複数の報告からダニ類は単系統ではなく,多系統であることがほ
ほ確定的となっている.したがって,ダニ類Acariの分類階級(亜綱か目)は確定できないようである(島
野,2018 ).ダニの分類では,昆虫綱の分類には使われない団(cohort)を亜目 (suborder)と上科
(superfamily)の間に置くことがある.分類法や検索表には研究者による⾒解の相違も⾒られる(安倍ほ
か, 2009 :島野・高久, 2016 ) ,

世界中から4万種前後,日本から約230科・2 , 000種のダニ類が記載されているが,未知の種が多く,実
際には50万種くらいは存在すると考えられている (島野, 2015 ; 2016).これまで室内のハウスダスト
から⾒つかったダニは世界中から約150種,日本からは約110種が記録されている(高岡, 2000).その大
半は屋外に生息する自由生活種や動植物寄生種の室内迷⼊であり,室内環境から発生する室内塵性ダニ
類(house dust mite)は10種前後である(川上, 2007 ;高岡, 2000).

ダニ類の系統分類

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓室内塵性ダニ類

公衆衛生

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓室内塵性ダニ類

公衆衛生

分 類 クモガタ綱, ダニ亜綱, コナダニ団Astigmatina
室内環境中のアレルゲンとして 「ダニ , カビ,ハウスダスト」 が上位に挙げられることは, アレル
ギー患者の増加に伴って一般の方々にも認知されてきている. ハウスダスト中にはダニの排泄物と死
骸破片に加え, 微小な昆虫類の死骸破片がたくさん含まれており, ハウスダストが貯留しやすい高気密
住宅と変化したことがアレルギー増加の一因である.
冬の寒さを防ぐことを重視した現代の住宅は年間を通して室内の寒暖差を縮めることに成功したが,ダ
ニや室内生息性昆虫類が生育しやすい環境を提供したともいえる(川上, 2007 ; Kawakami可雇,
2014 ; 2016).このような背景から, 1970年代後半ごろからヒョウヒダニ類が引き起こすアレルギー
疾患やツメダニ類による刺咬害(掻痒症)が社会問題としてクローズアップされた.さらに,近年では地球
規模で生じている気候変動や大気汚染問題なども増悪因⼦とされ,世界的に「ダニ抗原を吸⼊すること
によるアレルギー疾患」が増加することが懸念されている。

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓室内塵性ダニ類
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2)ヤケヒョウヒダニ
英名European house dust mite
形態
体⻑0.25 ~0.4mm.全体に透明感のある⽩色で,脚は薄いピンク色を呈する.メスの交尾嚢はラッパ状で受
精嚢はデージー型である ①).オスの第1脚基節板は中央で離れ,第3脚は顕著に太い.
生態
室内生息性のダニにとって, 温度よりも湿度への適否が生息可能か否かを決定付けるためのきわめて重要
な要素である.水を直接口から飲むことができないダニは,大気中にある非飽和の水分を吸収する能⼒を発
達させており,室内環境中の相対湿度が水分供給源として重要である.
・大気とダニの間で水分の出⼊りがない場合の相対湿度を臨界平衡湿度(CEH)とよび, CEH値以上または以下
のかけ離れた湿度環境下では,ダニの発育は停止して生存時間が限られる.
・CEH値で⾒た場合,コナヒョウヒダニは相対湿度70 % ,ャケヒョウヒダニは相対湿度73 %と考えられており,
前者のほうがいくぶん乾燥した環境に耐性があるといえる.
・発育期間,成虫の寿命,産卵数の3点から判断するとコナヒョウヒダニの最適温度は27~30℃であり,ャケヒョ
ウヒダニの最適温度は25℃前後であると考えられている.カーベットを敷いた畳など湿気が過剰にこもりやす
い場所がヤケヒョウヒダニの発生しやすい適所であり,マンションでは湿度が比較的高1 ~2階の低階層で⾒ら
れるが, 3 階以上の中層~高層階ではほとんと⾒られない。

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓代表種の生態

公衆衛生

アレルゲン性
・1964年の「チリダニ類がアレルギー疾患に関与することを示唆した報告」が発端となって世界各国で住宅におけるハウスダスト
中のダニ調査が実施されるようになった。そして、ハウスダストから141種のダニを分離して記載された。また、日本でも高岡が
約110種のダニをハウスダストから分離している。
・ ⾎液中のダニアレルゲンに対する IgE抗体を測定する場合「ヤケヒョウヒダニ , コナヒョウヒダニ , ケナガコナダニ , アシブト
コナダニ,サヤアシニクダニ」の5種のダニ抗原について測定できる.
・ヒトの皮膚に刺咬害（痒性皮疹）を引き起こすツメダニ科ミナミツメダニは、散発的にハウスダストから分離されて社会問題と
なった20〜30年前と比べて分離数は減少傾向にある。
・室内環境における最重要ダニアレルゲンであるチリダニ科Pyroglyphid（パイグリフト）は, 洋の東⻄を問わずハウスダストのダ
ニ相の大半を占めており (石井, 1975 ) , 現在も変わっていない.
・チリダニ類はハウスダストや寝具に含まれるヒトのフケや垢, キッチンやリビングルームの食品クズ, 家住性昆虫の死骸などを餌
として繁殖し気管支喘息, アレルギー性鼻炎, アトピー性皮膚炎などのアレルゲンとなることは周知の事実である.
・本科のダニの繁殖ピークにあたる夏季から秋季にかけて, アレルギー疾患が多発する傾向が知られている
・チリダニ類は温⾎脊椎動物の寄生者であったが,ヒトの文明の出現に伴って⿃類や齧⻭類の巣からヒトの住居に移⾏することで自
由生活者へ進化し,そして,現代住宅のアレルゲンの主要な供給源となった.
・コナヒョウヒダニとヤケヒョウヒダニの虫体の破片や排泄物には,国際的に認知された多種類のアレルゲン成分が含まれており,
WHOのAllergen Nomenclature System に登録されているものだけでも 30種類以上のアレルゲンがある.
・コナヒョウヒダニアレルゲン（Der ｆ１）とヤケヒョウヒダニアレルゲン（Der ｐ1）の間には強い免疫学的交差抗原性があ
るため、一方のダニだけに暴露されて感作したとしても、生産されるIｇE抗体はコナヒョウヒダニとヤヶヒウヒダニの両方に対し
てほば同等に反応することが知られている.

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓室内塵性ダニ類
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47~50 % R.H
51.5 % R.H.
60~70 % R. H.
60~ 70 % R. H.

増殖開始時湿度
優占住宅の湿度
繁殖ピーク時の最適湿度
発育好適湿度

出現する
冬季に若虫が増加する

65 % R. H.

臨界平衡湿度

発育休⽌若虫

コナヒョウヒダニ

特徴

コナヒョウヒダニとヤケヒョウヒダニの生態的な相違点

通常,出現しない
季節的変動は少ない

75~80 % R. H.

80~90 % R. H.

63.5 % R.H.

55~60 % R.H.

73 % R.H.

ヤケヒョウヒダニ

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓代表種の生態

公衆衛生

1 )コナヒョウヒダニ
英名American house dust mite
形態
体⻑︓メス0.37~044㎜.オス0.29~ 0.36mm. 体︓乳⽩色で、鋏角と脚は若干褐色
生態
室内環境で発生しやすい4条件「①温度20 ~30℃ , ②湿度70 %以上, ③産卵に適した潜伏場所がある, ④
餌となる有機物が多い」
発育は,卵→幼虫(脚3対) →第1若虫(前若虫・脚4対) →第3若虫(後若虫・脚4対) →成虫(脚4対)の5つのス
テージを経る.温度・湿度と繁殖との関係については,飼育実験に基づくデータが報告されている。
・コナヒョウヒダニの卵から成虫までの発育期間は, 16℃で約40日間, 20℃で約60日間, 25 ~32℃ で60日
間前後である.
・ 成虫の寿命は21 ℃で約75 日間ともっとも⻑くなり, 30℃では約20 日間と短くなる. 温度上昇とともに
産卵数は増加するが,32℃を境に逆に低下する.
・ ヒョウヒダニ類のメスは生涯1回しか交尾を⾏わず,これで受精に必要な精⼦を貯精嚢に蓄える.
・オス成虫の腹面中央に反転するペニスがあり, これを直接メスの交尾嚢に挿⼊して交尾を⾏う. 卵は1
日に卵は1日に1 ~ 3個産み出され,メス1頭の産卵総数は生涯に200 ~ 300個.

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓代表種の生態

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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Blattidae

ゴキブリ類

世界では44属600種ほどが知られている。中型から大型のゴキブリで、体色は光沢がある。頭部は前胸背板におお
われるが、頭頂は露出し、触角は細⻑く体調を超える。多くの種は肢と翅がよく発達し⾒慣れたゴキブリらしい形
態をしているのがこのグループである。卵は卵鞘（らんしょう）と呼ばれるかたい殻の中に、２０個前後まとめて
産出され、モノの陰に産下される。

ゴキブリ科

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生
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分類ゴキブリ目

ゴキブリ類

ゴキブリ類ゴキブリ科

分類
ゴキプリ目ゴキプリ科ゴキプリ亜科ゴキプリ属. 本属のゴキプリは日本では7種, 世界では53種が知
られる。
形態・特徴
成虫の体⻑はオス2500㎜内外. メス25 ~ 30㎜ 。 前翅⻑はオス 23~25㎜。メス25㎜内外. 和名はク
ロゴキブリだが, 英名は smoky-brown-cock roachといわれ, よく観察すると体色は光沢のある濃褐色をしている.
また, 中齢幼虫は, ⾚褐色をしており⿊ではない (図3.2 ). そのためクロゴキブリの幼虫と認識されていない場合が
ある. 1 ~2齢幼虫は背面から⾒ると⿊色をしており,背面には2本の⽩い横縞と,触角の付根および先端が⽩色となる.
間違えやすい種としてヤマトゴキブリがあるが,クロゴキプリと比較して体形が細く,前胸背板は小さな隆起が複数
存在し凸凹した表面となる. メス成虫は翅が短く, 背面から観察すると腹部が半分以上露出して⾒えることから区別
できる. 本種の中齢幼虫とワモンゴキブリの中齢幼虫は形態的によく似ており, トラップに捕獲されて日数の経過し
た乾燥個体は同定しがたい場合がある (大顎の形態や脚の形態がわずかに違うことから判別は可能である).
卵鞘は横⻑12mm前後の小豆色をしたガマロ形をしている. この中に22~28 個の卵が収納されており, 卵鞘上部の
龍骨部とよばれる部分が裂け1齢幼虫が内部より脱出してくる.

１）クロゴキブリ
英 名 smoky-brown-cockroach

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

・「生きた化石」といわれている.
・特徴 ︓すばやい動きと軟らかな外骨格をもった扁平な体型は,環境変化の少ない岩の割れ目や洞窟の奥など
にすばやく潜り込み,難を逃れたと考えられている.
︓雑食性のため,逃げ込んだ場所にある有機物を食べることで成⻑,繁殖し地表環境が生息に適した環
境になるまで穴倉の中で生活していたと考えられる.
︓不完全変態の昆虫であるため,幼虫から成虫に至るまで同じ環境で生活し,生涯同じ物を食べて発育
ができる.
︓ゴキブリの多くは夜⾏性で,糞の中には集合フェロモンが含まれており,これにより幼虫から成虫ま
でが群れを形成し生活することが多い.
︓害虫種では単独で生活するより群れでの生活のほうが成⻑が促進されることがわかっている.
︓現在,世界には約4600種のゴキブリが記載されており、日本では57種が記録されている。

Blattodea

室内環境に侵⼊する害虫

コナヒョウヒダニが優占種となった要因と課題
・実態 都内近県の38軒の住宅を対象とした,、ウスダスト中のダニ検査結果
a :寝具 (べッドまたは敷布団) , b :寝室の床 (フローリングまたは畳)
38軒から分離されたコナヒョウヒダニの総数は寝具で8 , 783頭,寝室の床で30 , 927頭であった
ヤケヒョウヒダニの総数は寝具で428頭,寝室の床で505頭であった.
ダニ抗原も同様の傾向
Der f 1の方がDer p 1より有意に多いことがわかった.
近年の住宅では,コナヒョウヒダニがハウスダスト中のダニ相の優占種となっていることが明らかになった.
・理由
コナヒョウヒダニとヤケヒョウヒダニの生態的な違いと比較的乾燥した環境に対する抵抗性の違いが挙
げられる.
・課題 住宅構造の変化に伴い換気回数が減少したことから高湿度環境を招き, ヤケヒョウヒダニを優占種とした
チリダニ類が増加した結果, ダニアレルギーが増加したといわれてきた背景により ダニが生息しにくい住宅造りを
ハウスメーカー各社は目指してきたようである. 現在では24時間換気システムが導⼊され, 新築住宅では当たり前
のことになっている. しかしながら, 同じヒョウヒダニ属でもヤケヒョウヒダニより も比較的乾燥に強いコナヒョ
ウヒダニの生態的特徴が近年顕著に現れているようである. コナヒョウヒダニは有機リン系やピレスロイド系の殺
虫剤に比較的抵抗性があることもコナヒョウヒダニが住宅内で優占種となった一因といえる. 住宅内の乾燥化は鼻
や咽喉の乾燥を招き, Der f lへの感作だけではなく, アレルギー症状の重症化や難治化の一因となっていることが示
唆される.また,現在の住宅はチャタテムシのような微小昆虫や耐乾性のカビなどの生物アレルゲンとの同時感作が
懸念されている. 湿気や寒気を除することだけに視点を置いた住宅造りから, 適正な温湿度管理や換気システムを再
検討した新たな健康住宅の設計が必要な時代になってきている.

公衆衛生

室内環境(ハウスダストなど)から発生する害虫︓代表種の生態

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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ゴキブリ類ゴキブリ科
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1 )クロゴキブリと同じ

分類

卵鞘は,湿った物陰に唾液で貼り付け産卵する.耐乾性が強い.本種は主として家住性であるが,沖縄や小笠
原などの亜熱帯地域では屋外でも活動している.
オスがいないと未交尾で卵鞘を産み,単為発生により孵化するが,産まれてくる性はメスのみである.交尾1週間
後よりメス成虫は卵鞘を作りはじめ,一生の間の産卵鞘数は10〜84個。幼虫の経過齢数や発育期間は温度要因
により大きく変化する。幼虫期間については134〜1,031日、成虫の寿命は69〜1,693日までばらつきがある。

生態

形態・特⻑
成虫は雄雌異型。オス成虫は体⻑25㎜前後。腹端超える⻑い翅がある。前胸背板表面には凸凹があ
る。メス成虫は体⻑20㎜内外。前翅は短く、腹部は半分ほどが露出する。オスメスともに体色は全体栗褐色
であまり光沢がない。幼虫は、1齢から終齢にかけ体部に顕著な斑紋を持たない。体色は淡⿊褐色で、中齢か
ら高齢にかけて⿊褐色となり, 終齢幼虫では前胸背板に⻩褐色の斑が出ることがある。卵鞘はやや⻑く、⻑さ
8〜9㎜、高さ4㎜、卵鞘中の卵数は12〜16個。

Japanese cockroach

英名

日本では,北海道から沖縄まで生息している.アフリカを原産地とする熱帯種である.学名にアメリカと付
いているが実際の分布とは関係がない.貿易の広がりとともに全世界に運ばれ,熱帯,亜熱帯地方ではもっとも代
表的なゴキブリである.また,熱源があれば温帯地域にも生息する.

ゴキブリ類ゴキブリ科

分布

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

3)ヤマトゴキブリ

ゴキブリ類ゴキブリ科
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1)のクロゴキプリと同じ.

ゴキブリ類ゴキブリ科

形態・特徴
大型のゴキブリで,成虫の体⻑は28~44mm.体色は⾚褐色。前胸背板背面の周縁に沿って淡⻩色の輪
状の紋がある.翅はよく発達し,オスでは腹部末端を超え,メスは腹部をおおうかわずかに超える.胸背の斑
紋によりほかの種とは容易に識別できる.幼虫は⾚褐色で, 5齢までは全体が淡褐色で顕著な斑紋はない. 6
齢幼虫以降前胸背板の両側に淡⻩色のスポットが現れる.卵鞘は⻑さ約8mm,高さ約5mm.小豆色をして
いる.卵鞘内の卵数は16前後.

分類

英名American cockroach

2)ワモンゴキブリ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

2)ワモンゴキブリ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

生態
クロゴキブリの好む温度帯は21.6℃と熱帯のゴキプリと比 10℃ほど低い温度を好む. そのため, 生息して
いる場所は厨房などの高温になる場所ではなく, 外部に近い外壁の隙間や床のクラックの中, 排水口の内部な
どの外気に曝され温度が低い場所である. 卵鞘は物陰に唾液で貼り付けるように産み落とされる. 産卵される
素材はコンクリート, 木製品, 紙製品, 鉄やステンレスなどさまざまである. 卵鞘から孵化して成虫になるまで
の期間は, ⻑い個体では約2年を要する.メス成虫は一生の間に20~30の卵鞘を産み落とす. 1卵鞘に25の卵があ
るとすると1メスら500~750匹の幼虫が発生する計算となる.卵が孵化するまでの期間は温度や季節により変化
し, 25℃では約42日, 30 ~ 32℃では32 ~36 日と短くなる.また,卵で越冬する場合は, 9~ 10月に産卵された卵は
翌年の6 月ごろに孵化するので,さらに⻑く200~300日を要することになる.幼虫の期間も外的環境に影響を受
け,温度や産卵された時期により100日以上の違いが⾒られる.

分布
北海道から沖縄まで分布するが, 沖縄では1975年以降, 小笠原では 1970年以降記録がなく, 一般的に分布
している地域は北海道から九州までであろう. 日本ではもっとも一般的なゴキブリであるが, 国外では北米と
中国中部に分布するのみで, ワモンゴキプリのように世界の熱帯・亜熱帯に広くは分布していない。

１）クロゴキブリ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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ゴキブリ目チャバネゴキブリ科チャバネゴキブリ亜科チャバネゴキブリ属。属のゴキブリは日本では5種,
世界では53種が知られている.

分布

北海道から沖縄まで全国に分布するが,野外には生息していない.原産地は南アフリカといわれており,世
界中に広く分布する重要な家屋内害虫である.

形態・特徴
成虫の体⻑はオス12mm内外.メス11mm内外.前翅⻑はオス10mm.メス11mm. 小型で細⻑い形態を
している. 翅はオスメスとも発達するが飛ぶことはできない.体色は淡⻩褐色で前胸背板に2本の⿊条紋がある.
幼虫の体色は⻩褐色.背面は⿊色となるが前胸背板から後胸背板にかけて中央部と側縁は褐色となり,褐色の筋
が⼊ったように⾒える.卵鞘の⻑さは7 ~8mm.細⻑く中の卵の配列が確認できる.

分類

40

ゴキブリ類チャバネゴキブリ科
熱帯が原産であると考えられており,休眠性はない.環境が良ければ休むことなく成⻑し,世代交代を繰り
返す. 1年で2世代を経過したとすると約 20,000匹に増えるという計算もある.棲家は成虫も幼虫も植物質の材
質を好み, 段ボールなどの構造は幼虫などが隠れるには適している. 1齢幼虫は, 0.5mm の隙間に潜り込むこと
ができ成虫も1 . 6 mmあれば身を潜めることができる.移動は段ボールなどの物の隙間に付着して拡散する.生
息場所は,オフィスビル, ホテル,病院などの厨房などで多く,暖かく餌と水がある場所であれば1年中繁殖する.
日本の一般家屋では少ない.25℃の環境下では,卵期間は21 ~28日.孵化後幼虫は6齢を経過してオスで52.0
~71.0日,メスで51.6~72.1日で成虫となる.経過齢数に関しては, 6齢がもっとも多いが,生息環境の悪化などに
よりオスは5~ 7齢,メスは6 ~ 7齢と増減することが知られている.羽化した成虫は,オスは3日後,メスは4日後よ
り交尾を開始し,約10日後に1回の産卵が始まる.卵鞘は,産み落とすことはなく,腹端に付けたまま活動し,孵化
後に空になった卵鞘を体から離す.卵数は30 ~40.産卵回数は5~7回.孵化率と孵化幼虫数は3個目より低下し, 6
個目以降は急激に悪くなる.成虫の寿命は,オスで43 ~ 135日(平均90.0日) , メスで26~226日(平均164.6日)とメ
スのほうが⻑い.

生態

英名German cockroach

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

世界では217属約2 , 400種を含むゴキプリ目の中で最大の科. 日本では14属 28種が知られる.
小型から中型で体色は淡褐色から褐色. 体形は楕円形やロケット型が多い.卵生.

1 ) チャバネゴキブリ

ゴキブリ類チャバネゴキブリ科
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ゴキブリ類チャバネゴキブリ科

チャバネゴキブリ科Ectobiidae

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

1 ) チャバネゴキブリ

室内環境に侵⼊する害虫

家住性があり,衛生害虫として問題の種となっているが,寒さに対する耐性が強く,野外にも多く生息し,公
園や街路樹の樹皮下や樹洞の中,下水溝の中,ごみ箱の下などに定着し,餌や温度環境が良いと建築物内に侵⼊し,
繁殖を繰り返す.羽化後約11日で産卵が始まる.卵鞘は基物に貼り付けて産下される.産卵は4~6日間隔で⾏われ
る.卵期間は25℃で34.1日.幼虫は9齢を経過して成虫となる. 幼虫期間は, 温度, 日⻑時間などの環境条件の影響
を受けやすく, 20~30℃の夏季の室温条件下での飼育で, オス105~413日 (平均196)、メス105 ~403日 (平均
175日). 成虫の寿命は, 25℃下で 平均124.0日,メス平均 178.7日でメスのほうが⻑命である.

生態

公衆衛生

日本だけに分布する土着種であったが、近年韓国の家屋内や,ニューヨークの公園で生息が報告されてい
る。 国内では北海道から九州まで分布するが九州では少ない.

ゴキブリ類ゴキブリ科

分布

3)ヤマトゴキブリ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫

43
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ゴキブリ類ゴキブリのアレルゲン性

・アメリカではゴキブリよるアレルギー発症率が17~41 %に上がり, アレルゲンとしての重要性が示唆されている.
・タイではアトピー性患者の44~61 %はゴキブリアレルゲンに陽性
・中国南部の熱帯地方では11 ~98 %の家屋でゴキブリアレルゲンが検出されている.
・台湾では喘息患者の58%がワモンゴキブリ由来のアレルゲンPer a 1に感作されていたと報告がされている.
・日本におけるゴキブリアレルゲンの研究は,根本( 1973)が気管支喘息患者39名について調査を⾏いクロゴキブリ
アレルゲンによるゴキブリ喘息をはじめて報告して以降,川上ほか( 1982 )はワモンゴキブリ・クロゴキブリ・チャ
バネゴキブリ3種のゴキブリ抗原のアレルゲン性を明らかにしている.
・ その後,生活環境が改善され,ゴキブリが高密度で生息している環境が減ったためか,ゴキブリアレルゲンに関する
研究は少ない.
・近年になり,橋本ほか (2017)はチャバネゴキブリが多く生息している飲食店のほか,一般住宅,小学校の屋内塵中の
チャバネゴゴキブリの糞由来アレルゲンの調査を⾏い,チャバネゴキブリが多く発生している飲食店では高濃度の
Bla g lが検出され,一般住宅の一部や小学校でも低い値ではあったがアレルゲンが検出されたと報告している.

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

44

ゴキブリ類ゴキブリのアレルゲン性

・ゴキブリアレルゲンとして重要な種は,ワモンゴキブリ,トウョウゴキブリ,チャバネゴキブリ ,クロゴキブリ
・チャオビゴキブリやクロゴキブリは,チャバネゴキブリとも交差反応性が報告されている .
・ヤマトゴキブリも国内には広く分布しており,国外での生息が少ないためアレルゲン研究はないが,クロゴキブリ
同様アレルゲン性や,ほかの ゴキブリとの交差反応はあると考えてよい.
・日本におけるこれらアレルゲンとなりうる重要なゴキブリ類の生息状況は,クロゴキブリ・ヤマトゴキブリは北
海道から九州までの温帯地域の一般住宅内やその周辺の自然環境に多く生息し,チャバネゴキブリは北海道から沖
縄までの広いの飲食店内に生息している。ワモンゴキブリは沖縄以⻄や小笠原諸島などの亜熱帯地域では屋内外に
普通種であり、本土でも都市のコンクリート建築物内の排水系では珍しい種ではない。
・チャオビゴキブリは、小笠原諸島の⽗島だけに生息してきたが、近年、主要都市のホテル客室や住宅内で発⾒・
防除の報告がされてきており、今後、地球温暖化に伴いゴキブリの生息環境の拡大が進めば、ゴキブリを由来とす
るアレルギーが増えてくる可能性も考えられる。

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

熱帯が原産であると考えられており, 休眠のような習性はない.生息環境が良ければ, 短期間で成⻑し世代
交代を繰り返す. 多くのゴキブリ同様夜⾏性ではあるが, 日中でも活動が観察されている.オス成虫は光の周り
を飛翔し、屋外での飛翔も観察されている. 生息環境は, 住宅, ホテル, 病室などの乾燥敲の場所を好み, 書斎の
机, 寝具のべッド周り, 食器棚, テープルの下などに潛む.本種は水分が少ない状態でも,食物から得られる水分
を有効に利用できることが知られている.
卵期間は相対湿度65 %の環境下で温度25℃の場合は74日, 27℃で43日.30℃では37日.幼虫は6~8齢を経過して,
25℃では164日, 29℃で92日て羽化する.羽化した成虫は,オスはは5日後,メスは3日後より交尾を開始し10日も
経っと1回目の産卵が始まる.卵鞘は物陰に粘液で固定され垂直面などに付けて産下される.生涯の産卵数は5~
18個(平均11個)で卵鞘内の卵数は16個前後. 寿命はオスで約90日,メスは約115日と⻑い.

生態

形態・特徴
成虫の体⻑は,オス12㎜内外、メス11〜13㎜。前翅⻑はオス11〜12㎜、メス5〜7㎜。オスは細⻑い
形態をし, 前翅は腹端を超えるが、メスの腹部は、幅広く翅は短いため腹部の半分ほど露出している。オス
はその⻑い翅で飛ぶことができる。前胸背板は濃褐色で側縁は透明になる。前翅の基部は濃褐色であるが、
その後方は⻩⽩色、再び褐色班が⼊り、⽩と茶褐色の帯に⾒えることからこの和名が付いたと考えられる.メ
スはオスよりも褐色味が強く出る。幼虫の体色は淡⻩褐色で 前胸背板は側縁が透明となり, 中央の濃褐色部は
釣鐘型を呈する。帯も成虫より濃褐色となり、中後胸背板の⽩色体により分断され非常に明瞭である。卵鞘
の⻑さは約400㎜. 一般的な屋内性のゴキブリよりも小さく、⻑さの割に厚みがある. 本種は, 大きさや色彩か
らチャバネゴキブリと誤認されやすく,正確な知識が必要である.

ゴキブリ目チャバネゴキブリ科ヒメゴキブリ亜科チャオビゴキブリ属。
本属のゴキブリは日本では1種世界では10種が知られる。

日本では1973年に小笠原村⽗島の住宅内よりはじめて発⾒されて以降⽗島では普通種であったが, 本土
における発⾒はなかった。 しかし, 2016年に⼊り北海道, 神奈川県, ⻑崎県, 福岡県, 沖縄県のホテル客室や住
宅で⾒つかっている. 極地を除く全世界に分布している.

分類

分布

ゴキブリ類チャバネゴキブリ科

英名brown-banded cockroach

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生
チャオビゴキブリ

ゴキブリ類チャバネゴキブリ科

チャオビゴキブリ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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ハエ目

ハエ目

・遺伝学の研究に用いられてきて,その発展に大きく貢献した.

形態・生態
日本産ショウジョウバエ科は26属311種が記録されている. 成虫の体⻑が1.5 ~ 4.０㎜ほどのいわゆ
るコバエである. 体色は⿊褐色, ⻩褐色, ⻩⽩色などさまざまで, 一般に複眼が鮮やかな⾚色を呈し, 和名は酒を
飲み眼を⾚くして舞う「猩々」に由来する. 樹液, 腐果実, キノコ, ごみ溜めなど発酵した腐植物に集まり, また
これらがおもな発生源となる. 成虫は灯火にもよく誘引される. 卵は⽩色, ⻑楕円形, 背面前端近くから糸状突
起が出ている. 幼虫は乳⽩色, 円筒形で尾端に後気門が突出する. 囲蛹の前端に前気門が角状に突出する. 発育
は早く, 25℃ではほとんどの種が卵から10~ 12日ほどで成虫になる.

ショウショウバエ科Drosophilidae
英名fruit fly

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

・ハエ目Dipteraは, 昆虫の中でもっとも多様性に富んだ分類群の一つ
・日本昆虫目録第8巻双翅目には124科1 , 668属7 , 658種が掲載
・ハエ目には, 一般的にハエ、アブ、カなどとよばれるものが含まれる.
・ 成虫は1対の前翅をもち, 後翅は退化して小さな平均棍となる. 完全変態で, 幼虫は成虫とまったく違った生活を
し, 水中か多湿な場所に生息するものが多い.
・ハエ目はカ亜目Nematoceraとハエ亜目Brachyceraとに大別される.
・カ亜目成虫の角は一般に胸部より⻑く,鞭節は通常4節以上の相等しい節よりなる.
・小顎髭は通常4~5節からなる.幼虫は有頭。
・カ亜目には37科が属している
・ ユスリカ科Chironomidae,チョウバエ科Psychodidae,タマバエを Cecidomyiidae,クロバネキノコバエ科
Sciaridaeが含まれる.
・ハエ亜目成虫の触角は短く, 通常基部3節が顕著である. 小顎髭は1 ~ 3節からなる.
・幼虫の大部分は頭部が退化した無頭型幼虫で, 口鉤を含む頭咽頭骨にだけが硬化している.
・ハエ亜目には87科が属している
・ ノミバエ科Phoridae,ショウジョウバエ科Drosophilidae,イエバエ科Muscidae,クロバエ科Calliphoridae,
ニクバエ科Sarcophagidaeが含まれる.

分類 ハエ目 (双翅目) Diptera
英名fly

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生
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ハエ目

ハエ目

アレルゲン性 様々な昆虫アレルゲンが報告されているが、ショウジョウバエの報告については少ない。
22人の実験従事者を対象とした小規模な調査では、7人（３２％）が仕事関連の呼吸器症状を報告したが、そ
のうち1人を除くすべてが特異的IgE感作の証拠を呈した。後者がキイロショウジョウバエの成分を含んでい
ることを示唆。作業環境において吸⼊可能なショウジョウバエアレルゲンの潜在的な原因となっている。同
じく実験従事者を対象とした調査では、暴露の頻度・強度が感作に影響することを報告している。

形態・生態
体⻑2.0~2.5mm,⻩褐色で,⿊色の短毛を生じる.複眼は⾚褐色.腹節の後縁は⿊褐色帯をなす.脚は淡
⻩褐色.幼虫は腐果実,ぬか味噌、ごみ溜めなどに発生し,それらに繁殖したイーストを食べる.春から秋にかけ
て人家にもっとも普通に⾒られるショウジョウバエである.羽化後1日以内,夜明から朝方に交尾し2日目には産
卵をはじめ、一生に数千個の卵を産む。卵から成虫までの期間は25℃下で約10日。成虫の寿命は30〜50日。

ショウショウバエ科キイロショウジョウバエ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

・ ヒトの生活環境でしばしば捕獲される小型のハエ類をコバエと呼ぶことがある。
・コバエとは大型のハエに対して小さなハエという意味で、コバエという分類群はない。
・コバエにはカ亜目とハエ亜目のいずれも含まれている。
・コバエは小型であるゆえに、幼虫期の餌が少なくてすみ、発育速度も速いので大量発生して不快害虫 (法律上の
衛生害虫ではない.) となりやすい

分類 ハエ目 コバエ類

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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ハエ目

形態・生態
日本産チョウバエ科は32属73種が記録されている.体⻑1 ~5 mm程度のコバエで,体,翅,脚は毛で密
生しており,灰⿊色で,頭は小さく, 背面からは毛に隠れて⾒えない.翅は短いひし形で,横脈がなく,脈上には⻑
毛が生えている.もっとも普通に⾒られる種としてオオチョウバエとホシチョウバエが知られている.主要な
チョウバエ類であるオオチョウバエとホシチョウバエ以外にも人⼯的な環境に多く発生する種がいるので,同
定には注意が必要である.

52

アレルゲン性 ・トランスバールの下水処理において、チョウバエ類に関連していると疑われる気管支喘息患者13
人を調査。チョウバエ類は気管支喘息のアレルゲンとなることが明らかになった。ハエの体の崩壊から生じ
る粉塵の吸⼊暴露によって喘息を発症。

形態・生態
・成虫の体⻑4~5mmで,チョウバエ類の中では大型.褐色を帯びた⿊灰色で全体表に⻑い剛毛を密生
している.触角は16節で,各節に U字型の感覚毛が生えている. 翅脈の末端には8個の⽩点がある. 雄の尾節には,
ボーリングのピン状の把握器があり, その先端部に多数の小棘が存在する.
・幼虫は成熟すると体⻑8 ~ 9mm, 全体は褐色、頭部と尾部は⿊褐色. 各節の背面に⿊褐色の背板が並び, 多数
の剛毛が生えている. 尾端の呼吸管は太く, 短い.
・ 幼虫は下水溝, 浄化槽, 畜舎排水溝などの汚泥中に発生する. 孵化した幼虫は汚泥中に潜り, 呼吸管を空中に
出して呼吸して成⻑する.
・27℃下における卵から成虫までの期間は15日。成虫の寿命は１０〜15日程度ある。
年間に５〜６世代を繰り返す。成虫は、本州では10月まで⾒られ、8〜9月にもっとも多く発生するが、都市
のビルなどでは年間を通じて成虫が⾒られる。成虫はおもに夜に活動し、昼間は湿気の高い厨房、地下室、
公衆便所などの壁に静止している。下水処理施設の散水濾床から大量に発生する。世界各地に広く分布し、
日本では北海道から沖縄まで分布する。

ハエ目

英名moth fly

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

アレルゲン性 ノミバエ類が気管支喘息のアレルゲンとなることが報告されている。 初報告された事例では, 春の
はじめから秋の終わりに症状が発生し, この時期はノミバエ類が患者の家に大量に侵⼊する時期と一致していた. 患
者の住むべンシルべニア州チェスター郡の農村地域ではキノコ栽培がもっとも重要な産業でああった。 ノミバエ
類はmushroom flyともよばれ,
キノコ栽培場で大量発生し害虫となり,優占種がAphiochaeta agarici （キノコハエ）であった。

チョウバエ科オオチョウバエ

ハエ目
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ハエ目

形態・生態
成虫の体⻑は1.5 ~ 2.4㎜で、 胸背部は⿊褐色で腹部は⻩色である. 3齢幼虫は体⻑6.0 ~6.8㎜. 27±
１ ℃の条件下における卵から成虫までの期間は約13日であり, そのうち蛹の期間が約10日である. 本種はわず
かな量の厨芥から発生する. 全世界に分布し, 屋内に普通に⾒られる.

ノミバエ科コシアキノミバエ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

チョウバエ科 Psychodidae

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

形態・生体
日本産ノミバエ科は30属127種が記録されている。成虫の体⻑１〜５㎜程度のコバエである。成虫
は胸部が丸く隆起する猫背形で翅に横脈がなく前縁脈の基部が太い。脚はよく発達し、各基節から各腿節ま
では太く、歩⾏に適し、活発に歩き回る。幼虫は⽩濁色の蛆虫。気門が末端にある発生源は腐植質、漬物、
動物死体、動物糞、腐肉、堆肥などで、浄化槽表面のバイオフィルムから発生することもある。

ノミバエ科
英名 scuttle fly

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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gall midge

Cecidomyiidea

ハエ目

形態・生態

ハエ目

日本産クロバネキノコバエ科は21属113種が記録されている.
成虫の体⻑は2 ~ 4mm, ⿊または⿊褐色であり, 翅も薄⿊い. 触角は細⻑く 16 節, 複眼は大きく連なる.
脚はあまり⻑くない. 幼虫は腐植質や糞, キノコなどに生息し, 油粕などの有機肥料を施した植木鉢か
らもよく発生する.
卵から成虫まで15 ~ 20日. 雄成虫の寿命は雌よりも⻑く, 4 ~ 10日.

英名fungus gnat

クロバネキノコバエ科Sciaridae

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

形態・生態
日本産タマバエ科は85属281種が記録されている。体⻑・翅⻑ともに１〜２㎜のコバエで、翅はや
や幅広く、微毛を密生し、縦⾛する翅脈が少ない。複眼は大きく、触角は数珠で⻑い。脚は細⻑い。タマバ
エとは虫こぶをつくる虫の意味であり、多くの種は幼虫が植物の葉、茎、花、実などに虫こぶを作る。また、
食腐性、食菌性、捕食性などのものも知られている。

英名

タマバエ科

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生
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ハエ目
汎世界種で、日本では九州か

ハエ目

アレルゲン性 キノコ栽培者における職業性気管支喘息は古くから知られ,ハ⼯類がアレルゲンとなる
ことが示唆されてきた. Cimarra et al ( 1999)は,ノミバエ科とクロバネキノコバエ科がキノコ栽培
者における喘息および鼻結膜炎の原因となることを報告している.

形態・生態
近年,静岡以⻄においてクロキノコバエ類の大量発生が報告されている.静岡県で大量
発生していたため,和名はシズオカコヒゲクロバネキノコバエと命名されたが,その後他県でも多く
の発生が⾒られたためコヒゲクロバネキノコバエと改められた.コヒゲクロバネキノコバエは梅雨時
期に大量発生し, 秋季にも若干発生している.また,建物への飛来数は午前9 ~ 10時ごろがもっとも
多い.ほかの大量発生地では,大量発生時期や飛来時間が異なるため,地域差が指摘されている.なお,
大量発生地域の特徴として,輪円部もしくは盆地であることが挙げられている.

クロバネキノコバエ科コヒゲクロバネキノコバエ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

アレルゲン性 Perlmanは様々な昆虫を用いた皮膚テストを実施し、目または科レベルでの昆虫のアレルギー相互
関係を示唆している。試験に使用されたハエ目には、タマバエ科も含まれており、患者によってはアレルギー反応
を示す可能性があることが報告されている。

形態・生態
雄翅⻑1.0・雌翅⻑1.1〜1.2㎜。幼虫はコナダニ類の捕食者である。
ら記録がある。

タマバエ科ダニクイタマバエ

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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形態・生態
日本産クロバエ科は28属70種が記録されている.クロバエ類には大型で⻘⿊色のクロバエ類と,⻩
緑色や藍色などの⾦属光沢をもつ中形のキバエ類 (図3.6) が含まれる. クロバエ類は春秋の涼しい季節に多く, 一
般２峰型の消⻑を示すが, キンバエ類は比較的気温の高い季節に活躍するものが多い. 成虫は腐った肉や厨芥, 野
糞などに集まり, 幼虫は動物の死体や厨芥, 種によっては便所から発生する. クロバエ類の屋内侵⼊性は高くない.
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ハエ目

アレルゲン性 ・オオクロバエと同科であるヒッジキンバエ繁殖に従事していた53人の実験従事者のうち28 %が,本
種との接触に起因するアレルギー症状を経験したことを報告されている.
・一般的な症状は,鼻炎,眼疾患,発疹,および下気道症状で,即時型である.非昆虫関連喘息,アレルギー性
鼻炎,湿疹,またはこれらの組合せはヒッジキンバエにアレルギー症状をもつ労働者に一般的であった
が, 一部の労働者はヒッジキンバエにのみアレルギー症状を生じた.ヒッジキンバエは空中アレルゲン
の重要な発生源であり, 労働衛生上の危険性があると考えられている.

・成虫の体⻑7~ 14㎜で, 胸部, 腹部ともに⻘藍色, 中胸気門は橙色. 胸背の⿊条は不明暸. 翅は透明で斑
紋はなく, 鱗弁は⿊褐色。平均棍は褐色, 脚は⿊色. 幼虫は成熟すると体⻑約20㎜で, 乳⽩色.
・日本では普通種で, 国外では中国, 韓国, ロシアに分布する. 本州, 四国, 九州の平地ではおもに春と秋
に出現するが, 盛夏には姿を消す. しかし, 高⼭部や北海道では夏季に成虫が⾒られる. 沖縄では2 ~ 3月
に出現する.
・25℃下における卵から成虫までの期間は21日である.
・近年,クロバエ類が大量発生して問題となる機会は少ないが, 2011年3月11 日に発生した東日本大震
災の津波被災地では5月ごろからオオクロバエの大発生が観察された.津波被災地には多くの魚加⼯場
や冷凍倉庫があり,津波によって流出した海産物などが付近に散乱し,おもな発生源となった.

形態・生態

英名blow fly

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

クロバエ科オオクロバエ

ハエ目

アレルゲン性 イエバエはアレルギー性鼻炎の原因となることが報告されている (Jamieson, 1938). 当時, アレルゲン
となることが知られていたトビケラ目やチョウ目とは異なり,イエバエの翅は鱗毛や鱗片におおわれていないに
もかかわらすアレルゲンとなることが注目されている,

クロバエ科Calliphoridae

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

形態・生態
日本産イエバエ科は38属253種が記録されている.イエバエ科の成虫は糞,動物死体,厨芥などに集
まるものが多く,サシバエ類のような吸⾎性のものもある.また,クロイエバエ,ノイエバエは眼の周りにたかって,
家畜の眼虫症を媒介する.イエバエ科の幼虫は,糞や動植物の腐敗物を食するものが多い、そのほか,捕食性,寄生
性のもの,イネ科植物の茎に潜⼊するものなどがある、人間の生活環境で害虫となる種のみではなく,多くの野外
性種がある.

形態・生態
成虫の体⻑4 ~8mm ,胸部は灰褐色で,胸背に4本の⿊縦条がある、前胸側板に微毛を有することでほか
のイエバエ属と区別できる.複眼は雌雄ともに離れているが,雄ではその幅が狭い.また,雌雄ともに腹背の第2, 3 節
に⻩紋があるが, この紋の大きさは地域によって異なる. 成虫の飛翔可能な温度域は7~42℃で幅広い. 飛翔距離は
通常, 発生源から1 ~ 3 km程度だが, 大量発生時には5 ~6kmの距離を飛翔することがある. 日中, 建物に侵⼊して
くる.
幼虫は成熟すると体⻑約10mmで, 乳⽩色である. 最近では人家の周辺てイエバエが発生することは少ないが, 畜
舎では問題になることがある. 25℃条件では, 12 ~ 14日で卵から成虫となる. 発育零点は11 ℃ . イエバエの繁殖
⼒は29℃でもっとも高く, 33℃以上になると増殖⼒は低下し, 15℃以下では産卵しない。

ハエ目

英名: house fly

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生
イエバエ科イエバエ

ハエ目

イエバエ科Muscidae

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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⑥継続的に実施するために, 専門知識と技術の向上に努める.

⑤成果のデータを検討し, 関係者の相互理解の下に継続的に実施する.

④薬剤の使用だけに頼らず, 環境整備など総合的な⼿段を講じる.

③維持管理基準を設定し, 対策目標以下に管理する.

②調査を重視し, 調査に基づいた対策⼿順を⽴案して実施する.

①環境に配慮して実施する.
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専用トラップ使用

状況写真審撮影

⾒取図の作成

聞き取り調査

現場の⽴地条件調査（１）

専用トラップ使用

＜効果判定＞

モニタリング調査（２）

環境改善（補修）

物理的（捕獲機）

化学的（殺虫剤）

適切かつ効果的な処理（３）

〜定期的に繰り返す〜

＜生息区密度や種の把握＞

モニタリング調査（2）

害虫対策のためのIPM手順

IPMの実践

IPMを実践するための考え方は,以下の6項目が挙げられる(室内環境学会2010).

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

IPMの考え方

公衆衛生

アレルゲン性 ・素人の釣り人によって使用されたニクバエ幼虫への曝露による即時型皮膚反応 (じんましんおよび
⾎管浮腫) および粘膜反応 (鼻かゆみ, く しゃみ, 鼻漏および呼吸困難)の症例を報告されている. 餌として使用される
幼虫は, 釣り人の間で潜在的な接触感作性物質であることが知られている

・成虫の体⻑8 ~ 14㎜、 大型で灰⽩色. 胸背に明暸な3本の⿊条があり, 腹背は市松模様である. 幼虫は
池や厨芥, 動物の死体, 鶏糞などから発生する. 1齢幼虫から成虫の羽化までに25℃で17 日を要する. 1
雌の産⼦数は25℃で約100.
・センチは便所の古称である雪隠（せっちん）に由来する.家屋内侵⼊性があり,夏季には食物に産⼦
したり,病院では患者の傷口に産⼦したりして,ハエ症の原因となる. 日本では普通種であるが, 北海道
の冷涼な地域では少ない. 国外では東洋区からニューギニア, オーストラリアなどを含む南太平洋に広
く分布する.

ハエ目

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

日本産ニクバエ科は36属119種が記録されている. 中型~大型のハエで基本形態はクロバエ類と同じで
あるが, 一般的には胸背に3本の明瞭な⿊条があり, 腹部は市松模様であることなどで区別される. 卵胎
生で１齢幼虫を産むのがほかのハエと異なる. 動物の死体, 動物糞, 厨芥, 便所などから発生する

形態・生態
便

形態・生態

英名fresh fly

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生
ニクバエ科センチニクバエ

ハエ目

ニクバエ科Sarcophagidae

室内環境に侵⼊する害虫

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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公衆衛生

役割
予防効果
簡便さ
防除効率
経済負担
環境影響
反作用
⽣態知識

原因療法的
大きい
日常努⼒
遅効的
ややあり
なし
なし
必要

環境的防除

対症療法的
少ない
簡便
悪い
少ない
なし
学習あり
必要

物理的防除
対症療法的
少ない
簡便
良い
少ない
ややあり
抵抗性あり
やや必要

そのほかの化学薬品

そのほかの化学薬品

農薬

対象害虫

生活害虫用

木材害虫

不快害虫・
衣類
害虫
木材害虫用

農業害虫

動物外部寄生虫

衛生害虫

植物防疫用農

家畜・ペット用

動物用医薬品・
動物用医薬部外品

用途
防疫用
家庭用

医薬品・
防除用医薬部外品

分類

殺虫剤の関連省庁と関連法律
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経済産業省
(国土交通省)

経済産業省
(厚生労働省)

農林水産省

農林水産省

厚生労働省

関係省庁

化審法
日本シロアリ対策協議会日
本木材保存協会の自主規制

化審法
生活害虫防除剤協議会の自
主基準

農薬取締法

医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法

関係法律など

化学的対策 (化学的防除)
・殺虫剤, 殺鼠剤, 忌避剤などの薬剤を用いる対策
・大量に発生している場合や緊急性がある場合適している
・薬剤は安価で, 簡便に使用でき, 効果も早い
・2002年 (平成15年) に改正された建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下, 建築物衛生法) では,
ねずみなどの防除方法などが⾒直され, IPMの要素が加えられている.
・さらに, 第四条の五2二に「ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は, 薬事法 に よ る 承 認
を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること」とあり, 建築物内で使用できる薬剤が明記された.
・建築物衛生法において防除を⾏う動物は, 医薬品医療機器等法上の衛生害虫である
・衛生害虫とは, 人体に衛生上の害を与える昆虫群のことである.
・衛生害虫を媒介害虫,有害害虫,および不快害虫に分類整理し,次のように定義した.
媒介害虫とは,疾病を媒介する（狭義のにれまでの）衛生害虫.
有害害虫は,疾病を媒介しないが,吸⾎と皮膚炎を起こすとか具体的な衛生上の害を与える害虫.
不快害虫とは, ⼼理的・精神的に不快感・不潔感を与える害虫
・衛生害虫は医薬品医療機器等法とのかかわりで定義付けする場合もある.
・防疫用殺虫剤は医薬品医療機器等法の承認, 許可を得た医薬品および医薬部外品である.
・防疫用殺虫剤は感染症を媒介する衛生害虫、具体的には、ハエ、カ、ゴキブリ、ノミ、シラミ、トコジラ
ミ、イエダニ、室内塵性ダニ、およびマダニを防除するために使用される殺虫剤である。
・現在まで衛生害虫と媒介害虫が同義で使用される最大の要因と思われる。

化学的対策 (殺虫剤)

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

化学的防除

①土足厳禁にしている.
②ドアの前に防塵シートが設置してある.
③業務用の除湿機が設置してある.
④高性能HEPAフィルター付空気清浄機が設置してある.
⑤数か所に温湿度計を常設し,局所的な高低差がないように温度・湿
度管理を⾏っている.
⑥不要書類の廃棄と整理整頓を定期的に実施している.
⑦保管中の書籍や資料に昆虫やカビによる被害がないか定期的に点
検している.

①掃除がしやすいように, つねに整理整頓されている.
②排気口からアレルゲンを排出しない掃除機を使用している.
③飛来侵⼊した害虫を捕獲するライトトラップを常設している.
④空調機の吹き出し口からの送風が適正に循環するように調整して
ある.
⑤パーティションの上の塵埃を定期的に清掃している.
⑥床のコーナー部の塵埃を定期的に清掃している.
⑦温湿度を設置して, 高湿度にならないように調整している.

①不要なダンポール箱などが置かれていない.
②ペアガラスなど窓や非常口が結露しない⼯夫がされている.
③非常口付近に昆虫モニタリングトラップを常設している.
④業務用リフトやエレベーターの塵埃を清掃除去している.
⑤窓の桟に昆虫の死骸が貯留していないか点検し, 清掃している.

①ドアが昆虫や塵埃が侵⼊しにくい2重構造になっている.
②来館者の靴底の泥汚れを除去する⼯夫がされている.
③昆虫の侵⼊をモニタリングするトラップを常設している.
④出⼊口とその周辺の塵埃を毎日清掃除去している.

〇実⾏済
△検討課題
×実⾏困難

各防除の特徴(害虫防除業中央協議会検討作業部会(2018)を改変して引用)

資料室

室内

通路

出入口

チェック項目

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

公共施設で昆虫を対象とした
IPM実践するためのチェックリストの一例

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

場所

公衆衛生アレルギー害虫
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ネオニコチノイド系殺虫剤

カーバメイト系殺虫剤

︓ネオニコチノイド系殺虫剤はニコチン性アセチルコリン受容体のアゴニスト（作
動薬）として作用し殺虫活性が発現する。ネオニコチノイド系殺虫剤はニコチンと
異なり、哺乳類に対する毒性は比較的低く、魚毒性も低い化合物群である。
フェニルピラゾール系殺虫剤 フェニル複素環を有する化合物群で、その作用機構
はおもにGABA（ｒ-アミノ酪酸）受容体にアンタゴニスト（拮抗薬）として作用す
ることで、抑制性の神経伝達が阻害され、殺虫活性が発現すると考えられている。

殺虫剤 有効成分

殺虫剤 有効成分

︓カラバー豆に含まれる天然殺虫成分（フィゾスティグミン）に類似した構造を有する
化合物群の総称である。カーバメート系殺虫剤の作用機構は有機リン系殺虫剤と同
様に、アセチルコリンエステラーゼを阻害する。有機リン系殺虫剤の場合は、有機
リン系殺虫剤の場合は、昆虫のマヒ状態からの回復はあまり⾒られないのに対し、
カーバメイト系殺虫剤では、蘇生が⾒られる場合がある。

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

公衆衛生

ピレスロイド系殺虫剤

有機リン系殺虫剤

︓除虫菊（シロバナムシヨケギク）に含まれる天然殺虫成分（ピレトリン）およびこれ
に類似した構造を有する化合物群の総称である。ピレスロイド系殺虫剤によってナトリ
ウムチャネルの働きがかく乱されると、神経細胞に刺激を与え続けることになり、その
結果、異常興奮を起こして殺虫活性が発現する。ピレスロイド系殺虫剤の特徴は速効性
が高いこと（ほかの化合物群では⾒られない超速効性、ノックダウン効果）を有するこ
と。忌避性があること等が挙げられる。ピレスロイド系殺虫剤では、ノックダウン症状
発現後に蘇生が⾒られることがある。

殺虫剤 有効成分

︓アセチルコリンエステラーゼは神経伝達を終了したアセチルコリン(神経伝達物質)を分解す
るはたらきを持つ酵素であり、有機リン系殺虫剤の作用機構はアセチルコリンエステラーゼ
のはたらきを阻害する。通常,アセチルコリンは役目を終えたあとにアセチルコリンエステ
ラーゼによってすみやかに除去され、伝達をうけた細胞の興奮も終了するが、有機リン系殺
虫剤によって酵素の働きが阻害されると、アセチルコリン受容体の周辺にアセチルコリンが
蓄積し、神経が異常興奮を起こして殺虫活性が発現する。

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

殺虫剤 有効成分

公衆衛生

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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しかし, 飲食店, 食品⼯場のような大規模食品製造施設では, 化学的対策に比べると捕獲だけによる防虫効率に限界
があるため, 生息調査目的で使用されることが多い. トラップは対象害虫によってさまざまなタイプがあるが,本講
義で紹介した害虫の中には専用のトラップがない害虫もある. しかし, もっともよく使われる粘着式のトラップは,
置く場所によりさまざまな生物を捕獲することができる.

物理的対策とは, 殺虫剤や忌避剤などの化学物質を使わない防除方法である代表的な方法の１つとして
・害虫が侵⼊してくる隙間や開口部の遮断, 遮断できない大きな開口部には防虫カーテンやエアカーテ などを設置
する.
・光に誘引され集まってくる飛翔昆虫を対象に, 光が漏れるガラス面や光源に, 防虫フィルムや低誘虫性の光源な
どの防虫用品を使用する.
・内部に侵⼊・生息している害虫に対しては, 捕獲して駆除する捕獲トラップが一般的である.

物理的対策(捕獲トラップ)

剤型

殺虫剤はそれぞれの対象害虫, 適用場面に応じて製剤化される. おもな製剤は以下のとおり.
・粉剤
有効成分を鉱物質微粉末(タルクやホワイトカーボンなど)に混合した製剤.そのまま使用する.おもに発生
源対策に用いられる.
・粒剤
粒剤は散布時の飛散が少なく,的確な散布が可能.崩壊性のものと非崩壊性のものがある.そのまま使用す
る.おもに発生源対策に用いられる.
・エアゾール剤 有効成分を含む製剤原液と噴射剤(液化石油ガスなど)からなる製剤.空間噴霧用,直撃用,残留処理
用などがある.
・蒸散型製剤 樹脂蒸散剤, 加熱蒸散剤, 燻煙剤, そのほか家庭用殺虫剤の製剤として各種蚊取り製剤などがある.
食毒剤 (べイト剤) 対象害虫が好む餌に有効成分を混⼊させた製剤. ゴキブリ用, シロアリ用, アリ用, イエ
バエ用, 不快害虫用などがある.
・乳剤・水性乳剤 乳剤は有効成分をケロシンなどに溶解させ, 界面活性剤を加えた製剤. 水で希釈して使用する.
乳剤自体は可燃性液体だが, 水で希釈するため, 油剤よりも使用場面での安全性が高い。水性乳剤は有効
成分を界面活性剤などで水中に可溶化させ, 乳剤よりもさらに安全性を高めた製剤. いずれも成虫対策,
発生源対策に用いられる。
・マイクロカプセル製剤 放出制御製剤. 有効成分を高分⼦などで被覆し懸濁剤にした製剤. 水で希釈して使用す
る。

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

昆虫成⻑制御剤

公衆衛生

︓昆虫成⻑制御剤 (insect growth reguiator: IGR) は昆虫の脱皮や産
卵といった昆虫の成⻑に作用し, 個体を死に至らしめたり, 個体群の増殖を抑制した
りする化合物群の総称である. 昆虫成⻑制御剤にはその作用の違いから幼若ホルモ
ン活性物質, キチン合成阻害剤などがある. これらは昆虫に特有な成⻑過程に作用す
ることから, ほ乳類に対して低毒性である. 一方, 遅効的に作用すること, 特定のス
テージのみに作用することから用途を考慮して使用する必要がある.

オキサジアジン系殺虫剤

オキサジアジン系殺虫剤

74

︓オキサジアジン環を有する化合物群で, その作用機構はナトリウムイオン電流を
遮断する. 昆虫に対する高い、選択毒性を有する.

殺虫剤 有効成分

︓オキサジアジン環を有する化合物群で, その作用機構はナトリウムイオン電流を
遮断する. 昆虫に対する高い、選択毒性を有する.
昆虫成⻑制御剤 昆虫成⻑制御剤 (insect growth reguiator: IGR) は昆虫の脱皮や産
卵といった昆虫の成⻑に作用し, 個体を死に至らしめたり, 個体群の増殖を抑制した
りする化合物群の総称である. 昆虫成⻑制御剤にはその作用の違いから幼若ホルモ
ン活性物質, キチン合成阻害剤などがある. これらは昆虫に特有な成⻑過程に作用す
ることから, ほ乳類に対して低毒性である. 一方, 遅効的に作用すること, 特定のス
テージのみに作用することから用途を考慮して使用する必要がある.

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

殺虫剤 有効成分

公衆衛生

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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②飛翔昆虫: ノシメマダラメイガ, チャマダラメイガ, ガイマイツヅリガ, スジコナマダラメイガ, スジマダラメイガ,
イガ

①徘徊昆虫類:タバコシバンムシ,ジンサンシバンムシ,コクヌストモドキ, ヒラタコクヌストモドキ,コナナガシンク
イ,ノコギリヒラタムシ,ヒメアカカツオプシムシ,カクムネチビヒラタムシ(カクムネヒラタムシ) ,コクゾ
ウムシ, ヒメマルカツオプシムシ

4 )飛翔昆虫用大型シート
大判の紙の片面に粘着剤が塗られており,壁などに張り付け飛翔してきた昆虫類を捕獲する.
①飛翔昆虫:ハエ類,コバエ類,ュスリカ類,カゲロウ類,チョウ類など
②徘徊動物:ヤモリ類
②飛翔昆虫: ノシメマダラメイガ, チャマダラメイガ, ガイマイツヅリガ, スジコナマダラメイガ, スジマダラメイガ,
イガ

粘着シート, ネズミ捕獲シートなどともよばれる. 厚紙に縁をつけて昆虫用の粘着剤より厚めに塗布した
ネズミ捕獲用のトラップ. 本来の目的はネズミを捕獲することだが, 粘着面が大きく, 粘着剤が厚いため
多少の水や埃でも機能する.そのため,さまざまな動物や昆虫類を捕獲することができる.
①昆虫類: 1 )の床置き式粘着トラップに捕獲できる動物のほか, シロアリの羽アリがシーズンになると捕獲できる.
②徘徊動物:ヤモリ類,ヘビ類

粘着式トラップ

物理的対策(捕獲トラップ)

2)フロモントラップ
フェロモンとは,動物および昆虫が体内で生成して,同種のほかの個体を誘引したり,一定の⾏動を起こさ
せたりするときに体外に分泌する生物伝達物質である.昆虫には異性を誘引する性フェロモンや,アリの
⾏列などで知られる道標フェロモン,ゴキブリが集合して生息する集合フェロモンなどがある.これらを
人⼯的に合成し誘引源として,粘着剤を塗布した箱型のトラップ内に配置し使用するのがフェロモント
ラップである.現在販売されているものの多くは性フェロモンを使ったものである.以前は国産の製品が
主流であったが,近年海外の製品も国内で流通をはじめ,捕獲対象害虫が増えてきている.農業害虫用の製
品も多く開発されているが,本書では,貯穀害虫のみを記した.

3) 粘着板

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

粘着式トラップ

物理的対策(捕獲トラップ)

公衆衛生

③そのほかの動物:ヤモリ類

②飛翔昆虫:チョウバエ類,イガなど

①徘徊昆虫類︓ゴキブリ類、チャタテムシ類、アリ類、シミ類、ハサミムシ類、カマドウマ類、ムカデ類、ゲジ、
ダンゴムシ、ダニ類など

1 ) 床置き式粘着トラップ
スティッキートラップなどともよばれ, 箱型の底面に粘着剤が塗布してあり, 中に侵⼊した昆虫類は粘着に捕
提され逃げられなくなる仕組みである. 一般的にはゴキブリ用が多種販売されているが, 中に配置する誘引物
を変えることにより, ほかの昆虫を優位に捕獲できることがある. また, 誘引されるわけではないが, イガのよ
うに目的地が地表にある飛翔性昆虫や室内をたえず飛翔いる昆虫は, 死亡したときの死骸が落下して付着する
ことで発生がわかる場合もある. 以下は捕獲できる動物.

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

粘着剤に使用されるポリブデンは,石油から精製された合成系炭化水素化合物で,合成反応の条件によって幅広い粘
度の製品が製造可能である.そのため粘度の調整により,ネズミなどの大型動物でも逃げないような粘りや,垂直面に
塗布しても垂れないような固さ,寒い場所では軟らかく,暖かい場所では逆に軟らかくなり過ぎないような合成など,
用途によって多様なポリブデンが存在している.その捕獲対象動物用に調整された粘着剤を対象動物が⼊りやすい
容器に塗布して使用するのが粘着式トラップである.
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物理的対策(捕獲トラップ)

粘着式トラップ

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

粘着式トラップ

物理的対策(捕獲トラップ)

公衆衛生

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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:ノミバエ類,チョウバエ類,タマバエ類,クロバネキノコバエ類,ユスリカ類,トビケラ類,カゲロウ類,イ
エシロアリの羽アリ,チャタテムシ類の有翅虫,ハエ類,ガ類ほか
:テントウムシ類,シバンムシ類,ハネカクシ類ほか

３)ゴキブリ生け捕りトラップ
殺虫剤の効果試験などに使用する生け捕りトラップ.現在は絶版だが「ローテル」「インタック」などが
過去に販売されており,中に専用の誘引剤を⼊れて生け捕りすることができた.近年,ローテックによく似
た構造のトラップが販売されている.また,⼿近な材料では,ビンの内側に,バターなどの油脂を塗り, 中に
ゴキブリの好む餌を⼊れておけば, 誘引されたゴキブリ (野外 はそれ以外の昆虫) が⼊り油で 滑って脱出
できなくなり捕獲できる

２)ハエトラップ
樹脂でできたボトルの中に,専用の誘引剤を⼊れ屋外に配置する.誘引剤が腐敗して臭気を出すほどにそ
れに誘引されて,腐敗臭を好むハエ類が捕獲できる.ライトトラップでは捕り難い大型のハエが捕獲でき
る.

物理的対策(捕獲トラップ)

これまで述べてきたとおり, 害虫に 「刺された, 接触した, 吸⼊した」 といった際に誘発されるアレルギー反応を
昆虫アレルギーとよび, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息, アトピー性皮膚炎などが一般的である. アナフィラキシー
ショックを引き起こすハチ毒アレルギーは昆虫アレルギーの最たるものであり, ヒスタミンやセロトニンなどの毒
成分が誘発物質として関与している. 吸⼊性アレルゲンとしては, 排泄物, 死骸の乾燥粉砕物, 体表面の鱗粉や鱗毛
などが挙げられる.
屋外ではユスリカをはじめとするハエ目, チョウ目, トビケラ目などの昆虫が著名であるが, 室内ではゴキブリ目,
カジリムシ目 (ヒラタチャタテ) , チョウ目 (メイガ類, イガ, コイガ) などが気道アレルギーの原因となることを述
べてきた. 室内のハウスダスト中からゴキブリ, ガ,ユスリカなどの抗原が検出されることがあるが,これは灯火など
に誘引されて室内に侵⼊した昆虫が存在することの証拠である.気密性の高い現代の住宅構造では,ハウスダスト中
に昆虫の死骸やその乾燥粉砕物が⻑期間貯留することが懸念される.また,これまで問題視されていなかった昆虫が
⻑期間貯留して居住者が曝露されることによって,アレルゲンとなることも推察される

住宅での環境改善による対策

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

物理的対策(捕獲トラップ) そのほかのトラップ
1 ) コバエ捕り器
ビンの蓋に先の細いロートがついており, 中に果物や酒などの発酵しやすいものを⼊れることにより, 光
には集まりにくいショウジョウバエを誘引捕獲するトラップ. 量販店で販売されている コバエ捕り器は,
誘引剤に殺虫剤が含侵されており, 触れると殺虫できる仕組みになっている.注意点として,コバエとよば
れる昆虫の中にはショウジョウバエ類・ノミバエ類・ クロバネキノコバエ類・チョウバエ類など多種が
含まれるが, 一般的に販売されているコバエ捕り器は捕獲できる種類が限定されているため,説明書をよ
く読んで使用を検討する.

公衆衛生

②徘徊昆虫

①飛翔昆虫

・多くの昆虫類は紫外線の中でも300~400㎚の波⻑に反応することが知られている特性を利用して360㎚付近
にピークが来る誘虫灯 (ブラックライト) を点灯させ, その周りに粘着剤が塗布された紙などを配置し, 光に集まっ
てきた昆虫類を捕獲する.
・100Vの電源が必要になるが継続的に捕獲できる.
・ただし,この方法も粘着トラップ同様駆除できるほどは捕獲できないため, 調査する目的で使用することが多い.
・捕虫紙を使用しないタイプで,電撃式殺虫器.この機械は粘着紙を使用せず,誘虫灯に誘引された昆虫は,電圧を印
加したグリッド状の格⼦に接触することで電気ショックを与え殺虫する.
・屋外に設置し,大量に発生するユスリカや⼭間部の飛来昆虫が多い地域で利用が多い.

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

①飛翔昆虫:ハエ類, コバエ類

5)ハエ取り紙
紙筒に⼊った粘着テープを引き出して伸ばし,高い場所に吊るして使用する.ハエが高い場所に止まる習
性を利用した捕獲テープ.
粘着成分は, おもにロジンと油などを原料とするが, 最近はポリブデンを使用した製品も出てきている.
粘着部分が露出した状態で使用するので, 人や物が誤って付着しないように設置する高さや場所を選ぶ
必要がある.
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物理的対策(捕獲トラップ)

ライトトラップ

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

粘着式トラップ

物理的対策(捕獲トラップ)

公衆衛生

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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住宅での環境改善による対策

物理的対策(捕獲トラップ)
住宅での環境改善による対策
住宅を対象としたアレルゲン
害虫対策ためのIPMチェック
リスト

アレノレケン害虫の対策法
・IPMによる対策

公衆衛生

チェック項目

キッチン ①シンクの下に食品を置かないようにしている.
②開封後の小⻨粉・お好み焼き粉・パンケーキミックスは,必ず
冷蔵庫で保管している.
③開封後の乾麺は,密閉式ポリエチレン袋で保管している.
④床下収納庫は整理整頓して,つねに清潔にしている.
⑤夏季はゴキブリ捕獲用粘着シートを置いている.
寝 室
①掛布団や毛布は週1回天日干ししている.
②シーツや枕カバーは週1回洗濯している.
部 屋
③ベッドの下の塵埃を週1回除去清掃している.
④べッドマットのローテーションを定期的に実施している.
⑤べッドマットに掃除機をかけて塵埃を除去清掃している.
⑥ぬいぐるみに貯留する塵埃を除去清掃している.
⑦排気口からアレルゲンが出ない掃除機を使用している.
⑧加湿器による過剰な加湿を避けるため窓開け換気を実施して
いる.
⑨押し⼊れや収納庫は整理整頓し,除湿のために時々換気してい
る.
浴室
①浴室用マットは定期的に洗浄している.
②小窓に貯留する塵埃と昆虫の死骸を除去清掃している.
洗面所
③床の⻲裂や水漏れの日常的な保守点検を実施している.
④浴室換気扇とフィルターを定期的に清掃している.
トイレ
①トイレマットは定期的に洗浄している.
②トイレ用スリッパ定期的に天日干ししている.
③小窓に貯留する塵埃と昆虫の死骸を除去清掃している.

場所
〇実⾏済※実
⾏する
×実⾏困難

IPMの考え方と実践法は, 公共施設だけでなく, もっともヒトが曝露されやすい住宅において認知されるべき防除法
である.
「知ㇾ彼知ㇾ己, 百戦不ㇾ殆」(彼を知り己を知れば百戦殆からず) とは,
孫⼦の兵法書の名言である. この指針は, IPMによる害虫防除にも通じるものである.
すなわち, 彼 (防除対象とする害虫の特徴や生態) を知り, 己 (住宅構造と周辺環境) を知れば1年を通して害虫の発
生を防止することができる. そのための第一歩として, 住宅を対象とした 「アレルゲン害虫対策のためのIPM
チェックリスト」 を次に示す. 庭や ベランダ, そして, 玄関とその周辺の環境は, つねに清潔に保つことがまずはじ
めに目を向けるべき対策課題 あり, 害虫の発生源を極⼒なくすことに通じる. 窓サッシの桟の貯留塵埃は⾒落しが
ちな盲点であり,メッシュの細い網⼾の使用と、保守点検が飛来昆虫の侵⼊阻止に不可欠である。

物理的対策(捕獲トラップ)

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生
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チェック項目

住宅での環境改善による対策

〇実⾏済※実
⾏する
×実⾏困難

・住宅においてIPMを取り⼊れるためには,家族全員でよく話し合い,相互理解の下に協⼒し合って計画的に取り組
む必要がある.
「庭やベランダなどの日常的な点検・清掃は誰がやるのか?」,「各部屋に貯留する塵埃の日常的な除去清掃は各自
でやるのか?」,「エアコン,空気清浄,加湿器の保守点検と清掃は誰がやるのか?」など具体的に決めておかなけれ
ば机上の空論になってしまうことは想像に難くない.日本国⺠の2人に1人が何らかのアレルギー疾患を抱えている
昨今, 住宅 (自宅) の年間を通じた害虫とカビの対策は他人事ではないことを認識することが賢明である.

・住空間でもっとも重視すべき部屋は寝室であり,次にリビングルームである.
前者は就寝という観点から1日の中で一番⻑い時間ヒトが留まる場所であり,そこにアレルゲンが存在すれば
⻑期曝露される危険性を孕んでいる.
後者は家族が集まる場所であり,キッチンとつながることから害虫の餌となる食べ物のかすや居住者由来の毛
髪や塵埃が貯留しやすい場所である.
・掃除の頻度が多いほどコナヒョウヒダニの生息数を下げる傾向があることが示唆されている.
室内環境中の生物アレルゲンとして最重要種であるコナヒョウヒダニの対策として,微粒⼦状の糞や死骸破片を確
実に吸引して,排気口から微細塵を排出しない機能を有する掃除機を使った清掃が効果的であると考える.
・掃除機の構造から⾒ると,「紙パック式掃除機」は吸引した微細塵を排気口から漏れ出ないようにすることは困
難であり,「サイクロン式掃除機」は微細塵が漏れにくい.

物理的対策(捕獲トラップ)

アレノレケン害虫の対策法・IPMによる対策

公衆衛生

物理的対策(捕獲トラップ)
住宅での環境改善による対策
住宅を対象としたアレルゲン
害虫対策ためのIPMチェック
リスト

③不用品や不用な庭石は置かないようにしている.
④不用な鉢やプランターは置かないようにしている.
⑤ゴミ箱は臭いが漏れない蓋付を使用している.
玄関
①ドアは昆虫の侵⼊を防止するため隙間をなく している.
②靴底の泥汚れは必ず除去してからシューズボックスに保管し
勝手口
ている.
③たたきとその周辺の塵埃を毎日除去清掃している.
④玄関マットは定期的に洗浄している.
⑤スリッパは定期的に天日干ししている.
リビング ①窓ガラスは冬季に結露しないペアガラスを採用している.
ルーム
②窓の桟に貯留する塵埃と昆虫の死骸を除去清掃している.
③床に物を置かないための収納スペースがある.
④本棚の本の上に貯留する塵埃を除去清掃している.
⑤フローリングの目地に微細塵が貯留しないように除去清掃し
ている.
⑥布製ソファーの表面と隙間に貯留する塵埃を除去清掃してい
る.
⑦エアコンのフィルターを年2回定期的に清掃している.
⑧カーテンに塵埃や水分が付着しないように日常点検している.
⑨ HEPAフィルター付空気清浄機を使用している.

場所

①落葉は日常的に清掃除去している.
アレノレケン害虫の対策法 庭
ベランダ ②雑草は目⽴たないうちに抜き取っている.
・IPMによる対策

公衆衛生

公衆衛生アレルギー害虫
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1

洗浄や殺菌の効果をどう測る?

「洗浄」「殺菌」の表⽰を取り締まる法律

洗浄・殺菌の方法を決めるポイント

除菌・抗菌・静菌という⾔葉の意味は?

殺菌・消毒・滅菌の違いは?

熱湯消毒をすれば大丈夫か?

洗浄不⾜は殺菌の邪魔をする!

⾒た目がきれいなら清潔か?

目指すは清潔な状態

洗浄・殺菌の効果と必要性

公衆衛生

環境由来の健康問題に対して
対応できる建築系人材育成のための
教育プログラム開発

令和３年度 ⽂部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

4

2

▼信用は一瞬で崩れる

▼菌・ウイルスは目に⾒えない

◎目指すは清潔な状態

公衆衛生

洗浄と殺菌

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌

7

5

ポイントは熱湯の中にしつかり浸けて煮沸すること

▽煮沸消毒は効果的

③内部まで⼗分に温度が上がっていないと効果がない

②熱湯と⾔っても、かけた段階ですでに急激に温度が
下がってしまっている

①火傷の危険性がある

▽正しく⾏なわないと逆効果

◎熱湯消毒をすれば大丈夫か?

公衆衛生

▼食品事業者は７Sの徹底

▼きれいな状態を保つ活動

◎⾒た目がきれいなら清潔か?

公衆衛生
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6

アルコ-ル、次亜塩素酸ナトリウム、ポビドンヨー
ド、クルコン酸クロルへキシジン、塩化べンサルコ
二ウムなど

煮沸、ろ過、紫外線

高圧蒸気滅菌（オートクレープ） 工チレンオキサイド、過酢酸、グルタルアルデヒド
など

消毒
滅菌

※薬機法上では、「グルコン酸クロルへキシジン」は「クロルへキシジングルコン酸塩」、
「塩化べンサルコ二ウム」は「べンサルコ二ウム塩化物」と表記される

化学的⽅法

レベル 物理的⽅法

殺菌・消毒・滅菌の違いは?
▼菌を「殺す」「消す」「死滅させる」
▼「殺菌」「消毒」「滅菌」は法律用語
・主な消毒・滅菌方法

公衆衛生

▼洗浄と殺菌はペアの作業

③洗浄後に施す殺菌剤の効果をより強くする

②微生物の栄養源を除去する

①微生物の数を減少させる

▼洗浄することの意味

◎洗浄不⾜は殺菌の邪魔をする︕

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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9

▼除菌が謳われている製品
・洗剤(台所用、洗濯用、業務用)
・除菌スプレー(環境用)
・清拭用クロス
除菌:対象物に付着した菌を取り除く(殺菌も含まれ
る)

▼ラベルの表⽰事項の実際

▼製品についての正しい情報を知る手段

◎「洗浄」「殺菌」の表⽰を取り締まる法律

公衆衛生

▼抗菌が謳われている製品
・まな板、便座など硬質表⾯用のもの
・シャツなどの繊維製品
・洗剤(台所用、洗濯用、業務用)
抗菌:主に細菌の発生、増殖を阻止する
(カビに対しては抗⼒ビ、ウイルスに対しては抗ウイルス)

〇除菌・抗菌が謳われている製品

◎除菌・抗菌・静菌という⾔葉の意味は?
▼増え続ける「除菌効果」商品
▼身の回りに活かされている抗菌・静菌作用

公衆衛生
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10

作業性は
よいか︖

コストは
妥当か︖

汚染のない清
潔な状態

物なのか︖

洗浄・殺菌の効果測定法
各種汚れに対する検出液
・利点
簡単に使用でき、価格も安い
・欠点
微生物は測定できない
(目に⾒えないレベルで清潔かどうかは別に確認が必要)
ふき取り検査（微生物検査）
・利点
目に⾒えない微生物が測定できる
・欠点
微生物の培養に時間がかかる
専用設備や専門業者への委託が必要

の状態

たいものの表⾯

洗ったり殺菌し

ATP測定法
・利点
微生物検査に比べて結果か早くわかる結果が数値で
表⽰されるため、わかりやすい
・欠点
ATPは汚れにも微生物にも反応するためどちらが原
因であるか確認する必要がある。検出液と比較する
とコストが高い

技術

に使える方法・

洗浄剤や殺菌剤

汚れや微生物

汚れなのか微生

殺菌剤

洗浄剤

落としたいのは

労働⼒と
釣り合うか︖

洗浄や殺菌の効果をどう測る?
▼いろいろな効果測定法
▼現場に合った測定法を選ぶ

ヒトへの
安全性は︖

公衆衛生

環境への
影響は︖

洗浄・殺菌方法の決定要因

▼作業のマニュアル化の必要性

▼洗浄と殺菌の方法の決め方

◎洗浄・殺菌の方法を決めるポイント

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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▼使用方法・マニュアルを理解する

④両性界⾯活性剤

③非イオン界⾯活性剤

②陽イオン界⾯活性剤

①陰イオン界⾯活性剤

▼水がもっとも一般的な溶剤

公衆衛生

◎界⾯活性剤の4つの種類

16

14

▼汚れを取り除くしくみ

▼界⾯活性剤の分子構造

◎界⾯活性剤は「ついて・包んで・引き離す」

公衆衛生

◎汚れを落とす3つの要素

公衆衛生

汚れが落ちるしくみ。菌が死ぬしくみ
・界⾯活性剤は「ついて・包んで・引き離す」
・汚れを落とす3つの要素
・界⾯活性剤の4つの種類
・主成分が界⾯活性剤以外の洗浄剤
・洗剤の⼒を活かす洗い方の食器洗浄機の汚れを落とすしくみ
・界⾯活性剤を組み合わせる
・殺菌剤は細菌にどう作用するのか
・洗浄剤・殺菌剤が触れなければ効果がない
・「ドライシステム」って何?

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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⾦属イオン封鎖剤

キレート剤

アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼなど

酵素系

次亜塩素酸ナトリウムなど

▼複合的な汚れを最適に落とす

③洗浄剤の⼒で汚れを取り除いている

②温水で汚れを取り除いている

①水圧で汚れを取り除いている

▼水圧・温水・洗浄剤

◎食器洗浄機の汚れを落とすしくみ

公衆衛生

クエン酸、リンゴ酸、酢酸、フマル酸など

弱酸

塩素系

塩酸、硝酸、硫酸など

強酸

酸類

◎主成分が界⾯活性剤以外の洗浄剤
▼アルカリ類
アルカリ類
▼酸類
強塩基
水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど
▼塩素系
弱塩基
アンモニア、炭酸ナトリウムなど

公衆衛生

20

18

▼組み合わせをまちがえると

▼界⾯活性剤の特徴を活かす

◎界⾯活性剤を組み合わせる

公衆衛生

▼商品説明を活用する

▼洗剤には適正な使用量がある

◎洗剤の⼒を活かす洗い方

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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〇
〇

細胞壁
〇
〇

作用部位
タンパク
〇
〇

〇

〇
〇

細胞膜
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇

代謝酵素

核酸

参考文献
・⼩林寛伊編、消毒と
滅菌のガイドライン
・福崎智司、New
Food Industry 47 (6 )、
09-22、20
・山下勝、防菌防黴36
(4)、241-262、2008

〇:作用部位
以下は※ 1 ~ 5の殺菌剤の代表例
1 :次亜塩素酸ナトリウム、ボビドンヨード
2 :べンザルコニウム塩化物、DDAC (塩化ジデシルジ
メチルアンモ二ウム)
3 :クロルへキシジングルコン酸塩、PHMB (ポリへキサ
メチレンビグアナイド
4 :過酢酸、過酸化水素

◎「ドライシステム」って何︖
▼「湿った」環境の問題点
①水をたくさん使用していると加工場内の湿度か上がる
②水分は微生物や害虫を増やす原因になる
③床からの跳ね水はニ次汚染につながる
▼システムを正しく運用することが大切
ドライシステムの特徴
・高温多湿でないため、細菌やカビの増殖を抑制できる
・害虫の発生防止にも効果的である
・床からの跳水による、微生物の二次汚染を防げる
・高温多湿の環境でないため、調理員にとって快適 →作業に集中できる、より衛生的に
調理できる
・ウェットシステムより水の使用量を減らすことができる
・水による錆の発生などを抑制することができる →施設を⻑持ちさせることができる

公衆衛生

アルデヒド系※5

酸化剤※ 4

ビグアニジン系※3

※2

ハロゲン系※1
第四級アンモニウム塩

アルコール

主な殺菌剤

各種殺菌剤の細菌に対する作用

▼殺菌剤が細菌を殺すしくみ

▼殺菌のいろいろな方法

◎殺菌剤は細菌にどう作用するのか

公衆衛生
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菌やウイルスが広がるプロセス
・ノロウイルスの事件は3回続く
・家庭におけるノロウイルス感染予防
・菌もウイルスもうつって広がる
・シャワートイレがウイルスの感染経路?
・嘔吐物の正しい処理方法とは?
・風邪はうつしたら治る?
・感染しても気づかないこともある!
・手は菌やウイルスの最高の乗り物!
・マスクや手袋で食中毒・感染症は防げるか?
・器具の使い回しが菌の感染を広げる

公衆衛生

▼設備・加工機械は洗浄頻度を高める

▼包丁・まな板に注意

◎洗浄剤・殺菌剤が触れなければ効果がない

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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▼ひとつの事件が二重三重に広がる

③環境表⾯(ドアノブ、冷蔵庫の取っ手、テーブルなどヒトが触
る可能性のある表⾯)

②モノ (食品などの原材料、調理器具、容器など)

①ヒト (手指、咳、血液など)

▼ヒト・モノ・環境表⾯というルート

◎菌もウイルスもうつって広がる

公衆衛生

もし、 ノロウイルス感染が起こってしまったら、患者の嶇吐物
の処理を適切に⾏ない、さらに手指、設備環境、食器などの洗
浄・消毒をしつかり⾏なうことが大切

「ノロウイルスの事件は3回続く」ことを念頭におい て、ノロウ
イルス事件が起こった際には、現場全体の大掃除的な洗浄・消毒
を実施することが重要。

▼事例︓ノロウイルスによる胃腸炎の集団発生事件

▼集団感染を引き起こすノロウイルス

◎ノロウイルスの事件は3回続く

公衆衛生
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▼ノロウイルスの集団感染

▼シャワーがウイルスを拡散させる

◎シャワートイレがウイルスの感染経路?

公衆衛生

▼もし家族が感染したら

▼家庭で感染が起こる原因

◎家庭におけるノロウイルス感染予防

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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30

ノロウイルスに感染していても、症状が出ない人がいる。症状が
出ない人でも、ノロウイルスに感染していれは、多くのノロウイ
ルスを排出している可能性がある!

・とくに調理等に携わっている人は、注意が必要。

32

有症の食品取扱者による食品の汚染
無症状の食品取扱者による食品の汚染
家庭からの持込み
発症者からの「人一人」感染
嘔吐物の不適切な処理による汚染の拡⼤
飲料⽔の汚染
嘔吐物などによる環境汚染
嘔吐の際の汚染工アロゾルからの感染
加工用カキからの手指を介した食品の汚染

感染経路

ヒト
◎
◎
◎
◎
◎
－
◎
－
◎

環境
〇
〇
〇
◎
◎
－
◎
◎
－

モノ
△
△
△
〇
〇
－
〇
－
◎
◎ :きわめて重要〇:重要△ .状況によっては重要ー:重要性低い

▼しつかり消毒することが身を守る

▼症状が出なくてもウイルスを排出している

ノロウイルスの感染経路と対策

▼手から手にバトンタッチされる

▼事例︓サンドイッチに関わる食中毒事件

・ノロウイルスは、感染しても症状が出ないことが往々にしてあ
る。症状を⽰した人と比較するとやや少ないものの、症状が出て
いない人も便中に、多量のウイルスを排出している。

◎手は菌やウイルスの最高の乗り物!

公衆衛生

◎感染しても気づかないこともある

公衆衛生

東京都福祉保健局ノロウイルス対応標準マニュアルから抜粋

▼風邪はウイルスが原因

嘔吐物の処理方法（例）
【おう吐物の処理】
あらかじめ準備しておく物品
使い捨て手袋、マスク、ガウンやエプロン、拭き取るための布やペーパータ
オル、ビニール袋、次亜塩素酸ナトリウム、専用バケッ、その他必要な物品
【ポイント】
おう吐物を処理した後48時間は感染の有無に注意してください。
おう吐物の処理時とその後は、大きく窓を開けるなどして換気し、換気設備
がある場合には必ず運転してください。

▼「うつしたら治る」ワケ

◎風邪はうつしたら治る︖

公衆衛生

◎嘔吐物の正しい処理方法とは?
▼食中毒の嶇吐物はウイルス感染の原因
▼嘔吐物の処理手順

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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洗浄剤とはどんなもの︖
・泡が⽴てば汚れは落ちる?
・中性洗剤の特徴とは?
・アルカリ洗浄剤の特徴とは?
・酸性洗浄剤の特徴とは?
・石鹸はなぜ環境に優しいのか?
・合成洗は悪者か?
・微生物が洗剤を作る!
・酵素の持つ洗浄パワー
・洗浄と同時に殺菌ができる洗剤
・薬用石鹸って何が違う?

36

▼「泡」の利点とは︖

▼界⾯活性剤の働き

◎泡が⽴てば汚れは落ちる?

公衆衛生

▼器具・用具は専用のものを

▼手袋をした状態で消毒する

公衆衛生

▼食中毒はなぜ起こったか︖

▼マスクの正しい使い方

34

◎器具の使い回しが菌の感染を広げる

公衆衛生

◎マスクや手袋で食中毒・感染症は防げるか︖

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌

対象物の例

酸性洗浄剤の特徴
使用目的

種類と主成分

▼酸性洗浄剤は「まぜるな危険」

▼食洗器・トイレ用洗浄剤

◎酸性洗浄剤の特徴とは?

公衆衛生

対象物の例
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食器洗浄機の内部の洗浄
水分中のミネラル由来の 酸性洗浄剤
汚れ(スケールと呼ばれ 〈 主 成 分 〉 リ ン ゴ 酸 や
ク 工 ン 酸 な ど の 有 機 酸、
る)
あるいは塩酸や硝酸な
どの無機酸

37

種類と主成分

食品由来の汚れ(油、デンプ 中性洗剤
ン、タンパク質)全般、土な 〈主成分〉陰イオン界⾯活性 調理器具野菜(必要に応じて)
との食品についた汚れ
剤

使用目的

中性洗剤の特徴

◎中性洗剤の特徴とは︖
▼中性洗剤の用途は︖
▼「果物・野菜」洗浄用もある

公衆衛生

〈特徴〉
・無機系の汚れに非常に
有効
〈注意点〉
・次亜塩素酸ナトリウム
溶液とまぜると塩素ガス
を発生するので危険

特徴・注意点

〈特徴〉
・界⾯活性剤の⼒で洗浄する
・中性なので安全性は高い
く注意点〉
・殺菌を目的としたものでは
ない
・中性洗剤と同じ用法で食器
洗い用石驗を用いることがあ
る。使い方は中性洗剤と同じ。
ただし、石驗は中性ではなく、
弱アルカリ性

特徴・注意点

種類と主成分

対象物の例

40
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▼製品タイプによって違う使用感

▼排水への影響が少ない

◎石鹸はなぜ環境に優しいのか?

公衆衛生

アルカリ洗浄剤
とくにひどい油汚れ、焦げ
床、壁
〈主成分〉水酸化ナトリウ
ついた汚れ、とくにひどい
加熱調理機
ムや水酸化カリウムなどの
タンバク質汚
食器洗浄機で洗う食器
アルカリ塩類

アルカリ洗浄剤の特徴
使用目的

▼アルカリ洗浄剤+アルファ

▼強⼒な洗浄⼒を活かす

◎アルカリ洗浄剤の特徴とは?

公衆衛生

〈特徴〉
・中性洗剤で対応できない
ひどい汚れ、とくに油やタ
ンパク質の汚れをアルカリ
の⼒で溶かすことかできる
〈注意点〉
・手袋を必ず使用し、また
目の保護などの注意が必要
食器洗浄機で使う場合は必
ず専用の洗浄剤を使うこと

特徴・注意点

公衆衛生洗浄と殺菌
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▼2つの工程が同時にできる
▼幅広く使われている「プロの洗剤」

▼デンプン・脂質・タンパク質を分解する

▼界⾯活性剤との違い

44

◎洗浄と同時に殺菌ができる洗剤

◎酵素の持つ洗浄パワー

公衆衛生

▼マソホロースリピッドのすぐれた特徴

▼今の合成洗剤は植物由来

公衆衛生

▼発酵技術でできた界⾯活性剤

▼有害説はどこから出てきたか

42

◎微生物が洗剤を作る!

公衆衛生

◎合成洗剤は悪者か︖

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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△

〇

✖︓無効)

殺菌剤
中度
△
〇
〇
〇
〇

△ :作用条件により有効なものがある

親水性（エンベローブなし）

親油性（エンベローブあり）

(〇︓有効

ウ イ
ルス

細菌芽胞
抗酸菌（結核菌）
一般細菌
真菌

微生物

高度
〇
〇
〇
〇
〇

◎殺菌剤には格付けがある
▼高度」「中等度」「低度」の3タイプ
▼家庭用にも使える殺菌剤

公衆衛生

殺菌剤の微生物に対する有効性

45

業界基準では全成分表⽰が推奨され、徐々に移⾏されている

×

低度
×
×
〇
△
△

医薬部外品添加物リストより配合成分を選択、表⽰指定成分表⽰を⾏なう。

・医薬部外品

高度・・・・もっとも強
⼒な殺菌剤。芽胞やウイ
ルスにも有効
例)過酢酸、グルタルア
ルデヒド
中等度、・・芽胞以外の
菌やエンべロープウイル
スにも有効な殺菌剤
エンべロープを持たない
ウイルスにも一部有効
例)消毒用エタノール、
次亜塩素酸ナトリウム
低度・・・・・・芽胞、
抗酸菌以外の菌に有効な
殺菌剤。作用が穏やか
例)塩化べンザルコニウ
ム、グルコン酸クロルへ
キシジン

しかし現在では規制制度が改正され、全成分表⽰を⾏ない、企業の⾃⼰責任において発売
する制度になった

人の身体を清潔にし、美化し、魅⼒を増し、容貎を変え、または⽪膚もしくは⽑髪を健
やかに保っために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目
的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう(薬機法)

・化粧品

化粧品と医薬部外品

▼正しい手洗いが大切

▼「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の違いは?

◎薬用石鹼って何が違う︖

公衆衛生
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▼手指を殺菌する最良の方法

▼「逆性石驗」の名前の由来

◎「石鹸」と「逆性石鹸」は何が違う?

公衆衛生

殺菌剤とはどんなもの︖
◎殺菌剤には格付けがある
◎「石鹸」と「逆性石鹸」は何が違う?
◎消毒に使われる塩素って何︖
◎アルコールは飲むだけじゃない!
◎日本はアルコール王国
◎「まぜるな危険!」は何が危険なのか?
◎近年普及してきた次亜塩素酸水
◎食器洗いのスポンジを殺菌する
◎塩素で漂白できない食器がある
◎塩漬け・砂糖漬けで殺菌できる?
◎殺菌すると設備が傷む?
◎⾃然の中にもある殺菌剤
◎殺菌剤で耐性菌が生まれるか︖

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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◎「まぜるな危険!」は何が危険なのか?

▼「塩素系」は姿を変える
▼「塩素系洗浄剤」+「酸性洗浄剤」

▼日本独⾃の技術

▼あらゆる食品施設で使われるエタノール

公衆衛生

アルコールの殺菌能⼒は濃度によって大きく変わる。規定の濃度
を守ることか大切

７0W/W%程度のエタノール濃度でもっとも殺菌効果を発揮する

◎日本はアルコール王国

公衆衛生

危険性がある

③酸性域・・・・・・殺菌効果は高いが、pHが低くなると塩素ガスが発生するため、

②中性域・・・・・・殺菌効果が非常に高いが、安定性に難があり、分解しやすい

塩素酸ナトリウムのように保存や流通が可能

①アルカリ性域・・・洗浄効果や漂白効果が高く、安定性もよい。そのため次亜
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▼エタノールの特徴

▼漂白効果・殺菌効果の源

エタノール濃度と殺菌効果

▼アルコールの様々な用途

▼消毒に使われる「塩素」毒性の強い気体

次亜塩素酸のｐHによる変化

◎アルコールは飲むだけじゃない!

公衆衛生

◎消毒に使われる塩素って何︖

公衆衛生
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▽『浸透圧」のしくみ
▽昔ながらの理にかなった方法

▽食器を劣化させる原因

公衆衛生

▽メラミン食器は硬くて丈夫だが・・・
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▽スポンジの正しい扱い方

▽スポンジは菌の温床

◎塩漬け・砂糖漬けで殺菌できる?

種類は1種類だが、販売されている製剤の濃度が製品
によって異なるので注意!

・漂白効果もある
・酸性よりは安定

・塩素臭がある

・消毒剤成分が少ない
・濃い濃度で使う(0.05%に調整する)

次亜塩素酸ナトリウム
（アルカリタイプ）

◎食器洗いのスポンジを殺菌する

公衆衛生

◎塩素で漂白できない食器がある

公衆衛生

※混合弱酸性タイプは基準がないので注意!

・電解微酸性タイプ

・漂日効果はない
・安定性は低い
・電解強酸性タイプ
・電解弱酸性タイプ

・臭いがほぼない

・消毒剤成分が多い
・薄い濃度で使える
(ただし規格を確認!)

次亜塩素酸⽔
（酸性タイプ）

次亜塩素酸水を理解する

◎近年普及してきた次亜塩素酸水
▽2020年、急激に市場に登場した次亜塩素酸水
▽一般社会では誤解されているケースが多い

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌
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次亜塩素酸ナトリウ
ム
△
△
△
〇
△
×

〇
〇
〇
〇
×
〇

エタノール（中性)
〇
△
×
〇
×
〇

エタノール (弱酸性)

▽殺菌剤の耐性菌を発生させない心得

▽院内感染を起こす耐性菌

◎殺菌剤で耐性菌が生まれるか︖

公衆衛生

殺菌剤

緑膿菌
セラチア菌など

⻩⾊ブドウ球菌
緑膿菌
セラチア菌など

緑膿菌
セラチア菌など

セバシア菌など

抗生物質（抗菌剤）に比して、殺菌剤には耐性菌ができにくいと⾔われている。

両性イオン界面活性剤
・塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
・塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン

ハロゲン
・ポビドンヨード
陽イオン界面活性剤
・塩化べンサルコニウム
・塩化べンゼト二ウム
ヒグアナイド
・グルコン酸クロルへキジン

菌名

〇:使用可△:若⼲の影響はあるが濃度などの条件によって使用可×:使用不可
殺菌剤によって、材料におよぼす影響は異なる。設備がどのような材料でできているか、確認が必要

ステンレス
アルミニュウム
銅
ポリエチレン
アクリル樹脂
天然ゴム

材料

殺菌剤に耐性あるいは生息しているという報告があった菌
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殺菌能⼒
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詳細分類

△
△
△
△
△

〇
〇
〇
〇
〇

X、・・劣る

効果
抗カビ
〇
△
△
△
△
×
×
×
△

×

消臭
〇
×
×
×
×

人を守る手洗い・うがい
・洗⾯器で手を消毒していた昔
・たがが手洗い、されど手洗い
・トイレの後のウイルス感染
・プロの手洗いは「衛生的手洗い」
・手洗い、消毒剤による「手荒れ」を防ぐ
・手洗いは衛生管理の指標になる
・院内感染を防ぐ手指衛生
・感染症予防の父・ゼンメルワイス
・うがいができるのは日本人だけ?
・「うがい」という⾔葉の由来
・うがいで期待できる効果

公衆衛生

△・・・普通

製油
⾹⾟料抽出物
樹木（抽出物）
ポリフェノール
プロミタミン
キチン・キトサ
ン
ポリリジン
リゾチーム
焼成貝殻
酸化チタン

〇・・・すぐれる

無機物

微生物

動物

植物

由来
抗菌
〇
〇
〇
〇
〇

▽食品以外にも利用法がある

▽設備は何でできているか
天然系抗菌剤の効果と用途

▽植物・動物由来の殺菌剤

▽どんな微生物を殺したいか?

殺菌剤の各種材料に及ぼす影響

◎⾃然の中にもある殺菌剤

公衆衛生

◎殺菌すると設備が傷む?

公衆衛生

用途

野菜の殺菌剤
光触媒材料、顔料

食品日持ち向上剤

食品日持ち向上剤
サンダル、化粧用パフ

食品日持ち向上剤
除菌スプレー
入浴剤

公衆衛生洗浄と殺菌
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ノロウイルスが広がるのを防には、用便後の手洗いを,徹底することが大切。最近では学校
給食の現場を中心に、トイレの個室内で手洗いが完結できるような設備の設置も普及して
きた。

つまり用便は、ノロウイルスにとって勢⼒を広げるチャンスなのである!

ノロウイルスはヒトの腸内で増え、嘔吐や下痢にまじって拡散する

トイレ後の手洗い

▽ウイルスはどこに付着するか

▽用便後の手洗いの必要性

◎トイレの後のウイルス感染

公衆衛生

▽ポピュラーになった「アルコール製剤」

③殺菌効果が高くないわりには手肌へのダメージがある

②効き目が出るのに少し時間がかかる

①汚れによって消毒効果が劣化する

▽手指消毒に使われていた「逆性石鹸」

◎洗⾯器で手を消毒していた昔

公衆衛生
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「洗って・ふいて・消毒」

▽「衛生的手洗い」の手順

「手術前手洗い」

「衛生的手洗い」「プロの手洗い」

「日常手洗い」

▽手洗いには3ランクある

◎プロの手洗いは「衛生的手洗い」

公衆衛生

▽手洗いは「不可欠な医療⾏為」

▽880万人の子供たちの命が失われている

◎たかが手洗い、されど手洗い

公衆衛生
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▽アルコール消毒剤の登場

⑤患者周辺の物品に触れた後

④患者に触れた後

③体液に曝露された可能性のある場合

②清潔/無菌操作の前

①患者に触れる前

WHOの手指衛生ガイドラインでは、院内感染を防ぐために、手指衛生を次の5つのタイミ
ングで⾏なうことが推奨されています。

ゼンメルワイスの論文から
ゼンメルワイスの産褥熱に関する研究によって手を塩素
水で消毒するようになってから、産褥熱による死亡率は
激減した。

ゼンメルワイス・イクナーツ( 1818 ~ 1865)

感染症予防の父・ゼンメルワイス

▽感染症の研究は今後も続く

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

月

産褥熱死亡割
合（％）
18.3
12.2
2.2
1.2
1.9
4.6
4.0
4.5
2.9
3.5
0.7
0.0

1947 ~ 1948年第一産科産褥熱死亡統計

洗浄開始前
洗浄開始後

▽原因は医師の「手」にあった

▽WHOのガイドライン

公衆衛生

◎感染症予防の父・ゼンメルワイス

68

66

▽「しつけ」が組織のレベルを⽰す

▽手洗いは基本中の基本

◎手洗いは衛生管理の指標になる

公衆衛生

◎院内感染を防ぐ手指衛生

公衆衛生

「角質バリア機能がほとんど失われてしまう」

「角質バリア機能の一部が失われてしまった中程度の手荒れ」

「水分保持機能が低下した段階」

▽３段階の対応策

・乾燥した⽪膚より、菌の付着した落屑(らくせつ)の飛散

・病原菌の獲得・定着

・⽪膚常在菌の増加

▽手が荒れるとどんな問題が起こるか

◎手洗い・消毒剤による「手荒れ」を防ぐ

公衆衛生
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④ ⼝臭の抑制や⻭周病の予防効果

③ 喉の粘膜を刺激し、強化する効果

②(うがい薬による)殺菌作用と化学的洗浄効果

① 物理的な洗浄効果

◎うがいで期待できる効果

72

効果的な洗浄・殺菌オペレーション
・洗浄・殺菌はこれさえやればではダメ
・洗って・ふいて・消毒
・電気分解してできた殺菌水
・環境表⾯の清浄化で感染拡大を防ごう
・「作り貯め」してはならない殺菌剤
・家庭用品と業務用では表⽰のルールが違う
・メーカーが使うわかりにくい専門用語
・洗浄剤と殺菌剤をまちがえて使わないために
・食中毒予防に役⽴つ「大量調理マニュアル」
・HACCPって何?
・食品事業者がやるべきこと
・医療・介護関係者がやるべきこと
・家庭やオフィスでもできること

公衆衛生

▽うがいで発症率が4割減る

▽正しいうがいのやり方

公衆衛生

▽「鵜飼い」から生まれた「うがい」

▽風邪の予防とマウスウォッシュ
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◎「うがい」という⾔葉の由来

公衆衛生

◎うがいが出来るのは日本人だけ︖

公衆衛生
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洗剤による洗浄後に水道水ですすぐだけでは、菌が検出されたが、微酸性および強酸性電
解水ですすぐと、菌は検出されなかった

※微酸性電解水と強酸性電解水はそれそれ規格値が異なるが、いずれも電気分解によって
得られた酸性電解水

⑤洗浄剤による発泡洗浄→強酸性電解水※すすぎ

④洗浄剤による発泡洗浄→微酸性電解水※すすぎ

③洗浄剤による発泡洗浄→水道水すすぎ

②洗浄剤による発泡洗浄後

①洗浄前

電解水による洗浄・殺菌

◎電気分解してできた殺菌水
▽日本発の技術
▽電解水の効果的な使い方
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▽消毒の方法いろいろ

▽環境表⾯から感染症が広がる

◎環境表⾯の清浄化で感染拡大を防ごう

公衆衛生

▽「洗って」「ふいて」ノロウイルスを落とす

▽現場に合った方法を選択する

公衆衛生

▽「ふいて」が重要

▽作業現場での洗浄・殺菌のポイント

74

◎洗って・ふいて・消毒

公衆衛生

◎洗浄・殺菌は「これさえやれば!」ではダメ

公衆衛生
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メーカーが使う分かりにくい専
門用語の例

用途外使用(ようとがいしよう)

冷暗所保管
(れいあんしよほかん)

有機物汚れ(ゆうきぶつよこれ)

医薬部外品(いやくぶがいひん)

薬剤(やくざい)

界面活性剤
(かいめんかっせいさい)

薬用石(やくようせつけん)

カセイソーダ

▽わからなかったらメーカー
に聞こう

▽独りよがりなメーカー表現

希釈(きしやく)

メーカーが定めた使い方以外の目的に使うこと。効果かあるなし、
という問題ではなく、規制で制限されていたり、対象となる素材を
傷めてしまう怖れがあるので、避けてほしいということ

薬剤などの保管条件によく書かれている⾔葉。冷蔵などの必要は
ないが、倉庫などの「直射日光に当たらない場所で保管してくださ
い」ということ

医薬品ほどの強い効果はないが、効果や効能を謳うことができる
もの。部外品と呼ばれることも。販売許可が不要なので、販売しや
すい
水分中のミネラル(マグネシウムやカルシウムなど)由来の汚れ(白
く残る)を無機物汚れと呼ぶのに対して、食品の残り、油、人体由
来の汚れ(糞便など)を有機物汚れと呼ぶ

水酸化ナトリウムを主成分とするアルカリ洗浄剤。油汚れなどに
強い
石鹸に殺菌成分を含んでいるもの。医薬部外品の認可を受けてい
る
洗剤成分のこと。活性剤と呼はれることもある。水と油をなじま
せることができる
洗浄剤、殺菌剤の総称。液体のもの、固形のもの、粉末のもの、
顆粒のものなどいろいろな形がある

洗剤などを水で薄めること。10倍希釈なら、洗剤1に対して水を9
入れる
次亜塩素酸ソータ(次亜塩素酸ナトリウム) のこと。殺菌とともに
漂白ができることで汎用される

アルコール製剤などで手指を消毒すること

次亜ソー(じあそー)

公衆衛生

意味は?

専門用語

手指消毒(しゅししようどく)

◎メーカーが使うわかりにく
い専門用語

77

▽耐性菌を生み出してしまう可能性もある

▽殺菌効果をなくす様々な要因

◎「作り貯め」してはならない殺菌剤

公衆衛生
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▽⾒た目でのまちがいを防ぐシステム

▽「⾒た目」で判断する危険性

◎洗浄剤と殺菌剤を間違えて使わないために

公衆衛生

表⽰に決まりはないが、薬機法、景品表⽰法などに違反した表⽰はNGとなる

業務用製品(雑貨品)

全成分表⽰とその配合量の記載が必要

表⽰は「食品衛生法施⾏規則」で決められている

・食品添加物

表⽰は「薬機法」で決められている全成分表⽰が必要

化粧品、医薬品、医薬部外品

表⽰は「家庭用品品質表⽰法」で決められている

・家庭用品

パッケージ表⽰の違い

◎家庭用品と業務用では表⽰のルールが違う
▽法律で定められている表⽰方法
▽製品安全データシートで調べる

公衆衛生
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▽食品は思わぬところで汚染されている

▽食品の安全のために大事なこと

◎食品事業者がやるべきこと

公衆衛生

▽食品関係者必読のマニュアル

▽食中毒を防ぐ重要管理事項
①原材料の受け入れ、および下処理段階における管理を徹底すること
②加熱調理食品は中心部まで⼗分加熱し、食中毒菌 (ウイルス含む)を
死滅させること
③加熱調理後の食品、および非加熱調理食品の二次汚染防止を徹底す
ること
④食中毒菌が付着した場合の菌の増殖を防ぐため、 原材料、および調
理後の食品の温度管理を徹底すること

◎食中毒予防に役⽴つ「大量調理マニュアル」

公衆衛生
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82

5.患者周辺の物品に触れた後

4.患者に触れた後

3.体液に暴露された可能性のある場合

2.清潔/無菌操作の前

1.患者に触れる

感染症は人の動きと密接に関係している。たとえば病院であれ医療従事者と患者がどのよ
うなところで接触するか、ということをしっかりと理解し、そのタイミングで適切な洗浄、
消毒を⾏なうことが大切。

人の動きを追うことが感染予防の基本

◎医療・介護関係者がやるべきこと
▽「人」の動きを追う
▽「いざ」に備えるための対策

公衆衛生

◎HACCAPって何︖
▽安全な食品を作るための予防コントロール方法
HACCPは、Hazard Analysis and Critical Control Point
「完成した食品製品を抜き打ち検査で良品かどうかを⾒極めるの
ではなく、作る過程でミスすると大変なことになる必須のポイン
トを管理し、予防によってよい製品が作れるようにしましょう」
というしくみ。
▽日本でも制度化が決定︕
2018年 食品衛生法 改正 あらゆる食品事業者に義務化決定。
2020年6月 施⾏スタート 2021年6月から完全制度化

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌

85

・触れる部分をラップで覆い、少なくとも１日１回はラップを交換するなどのルールを決
める。

・院内感染でもタブレットが盲点となった

・特に複数の人の手が触れる場所を徹底的にマークする

・オフィスを俯瞰し、共用しているものを列挙する

オフィスを⾒渡して共用物を探そう︕

▽オフィスでは「共用物」をしつかりチェックする!

▽ウイルスと共存しながら乗り切っていく

◎家庭やオフィスでもできること

公衆衛生

86

衛生管理の教育では、こうしたことを踏まえて、「ルールを決める段階で、必す現場の人
をメンバー入れる」、それがむずかしい場合は、「ルールを決める人と実⾏する人が全員
で衛生管理についての認識を共有する」、そしてそれを「現場で教育する」ことが大切。

③現場で教えないのでイメージが合わない

② 現場の事情が組み入れられない

① ルールが⾃分の知らないところで決められている

◎「衛生管理」教育で大事なこと

公衆衛生

公衆衛生洗浄と殺菌

3

1

１．欲しいの段階

3

1

マズラー欲求から顧客要求を考える

顧客要求分析・提案用教材①

環境由来の健康問題に対して対応できる
建築系人材育成のための教育プログラム開発

令和３年度 文部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

4

2

1.2 マズローの欲求５段階説

1.1 「売る方法」を考える時代の終焉

１．欲しいの段階

７．自己実現の欲求から見る顧客

６．承認欲求から見る顧客

５．所属と愛の要求から見る顧客

４．安全の欲求から見る顧客

３．生理的欲求から見る顧客

２．お客様のことを知る

１．欲しいの段階

4

2

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

7

5

対応していくこと

ココロに

変化する消費者の

1.1 「売る方法」を考える時代の終焉

どこまで知っていますか？

あなたは、お客様のことを

1.1 「売る方法」を考える時代の終焉

7

5

8

6

[メーカーの言い分]
消費者は、もっとキレイな画質でテレビがみたいはずだ
[消費者の言い分]
手軽に壁掛けができて、リーズナブルなテレビが欲しい

[食品スーパーの言い分]
主婦は１円でも安く買いたがっている
売り手と買い手の
[主婦の言い分]
ギャップ
安いのはもちろんだけど、
満足できる商品じゃないと困るわ！

1.1 「売る方法」を考える時代の終焉

「どうしたら売れるか？」
を考える時代は終わっている

しかし、お客様のことはなかなか分からない

お客様が、
・何を欲しがり
・何に困っているか
これが分かれば、そこにジャストフィットしたサービスや商品
が提供できる。

1.1 「売る方法」を考える時代の終焉

8

6

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

11

9

今の時代、多くの人は
この生理的欲求は満たされている

生命を維持するための本能的な欲求
・食べたい
・眠りたい

１番目(一番下)：生理的欲求

1.2 マズローの欲求５段階説

マズローの欲求５段階説

顧客心理を知る

お客様が何を求めているか

1.1 「売る方法」を考える時代の終焉

11

9

12

10

・普通の大人はこの段階も満足している

・この欲求が単純な形で見られるのは、
危険ということを知らない幼児

経済的安定性、良い健康状態の維持、
良い暮らしの欲求など

２番目：安全の欲求

生命維持のため、
食べたい、眠りたい
衣食住を満たしたい

人と同じようにどこかに
しょぞくしていたい
愛されたい
安全な環境にいたい
自分の身を守りたい
不安から逃れたい

認められたい
尊敬されたい

充実した人生を送りたい
自分を向上させたい

1.2 マズローの欲求５段階説

生理的欲求

安全の欲求

(愛情の欲求)

社会的欲求

の欲求

承認(尊重)

の欲求

自己実現

1.2 マズローの欲求５段階説

12

10

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

15

13

自分の能力を目一杯に発揮し、より「高み」に
行きたいという欲求

５番目：自己実現の欲求

1.2 マズローの欲求５段階説

これが満たされないと孤独感を覚える

今の人たちはここに飢えているのかも・・・

自分が本当に社会の中で必要とされているかを
考え、必要でありたいと望む欲求

３番目：社会的欲求と愛の欲求

1.2 マズローの欲求５段階説

15

13

16

14

・・・を考える
効率な売り方が見えてくる

・自社の商品はどの段階を満足させるためにあるのか

・お客様はいまどの段階にあるのか

概ね人間の心理はこのように動く

一概には言えないこともあるが、

1.2 マズローの欲求５段階説

初期は地位や名誉を欲しがる。
その後、他人からの評価よりも、自分自身の評価を考える

自分が集団から価値のある存在と認められたい
欲求。尊敬されたいという欲求。

４番目：承認（尊重）の欲求

1.2 マズローの欲求５段階説

16

14

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

19

17

【出展】内閣府 令和元年度「国民生活に関する世論調査」
https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-life/zh/z21-2.html

物の豊かさ

心の豊かさ

2.1 心の豊かさ

２．お客様のことを知る

19

17

20

18

でも、そもそも心を豊かにするって
どうすればいいの？？

時代は、物(モノ)の時代から
「心の時代」へどんどん加速

2.1 心の豊かさ

2.3 欲求レベルと消費金額

2.2 コト売り

2.1 心の豊かさ

２．お客様のことを知る

20

18

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

23

21

心＝コト

・お客様の不安や不満、不便に感じているコト

・お客様の興味や関心のあるコト

コトとは？？

2.2 コト売り

お客様の中にある「コト」に目を向ける
→ コト売り

・今、お客様の不安や不満に感じているコトって
何だろう

・お客様の興味あるコトって何だろう？

根気強くお客様を見て、お客様が思っていること
に着目する

2.1 心の豊かさ

23

21

24

22

物の豊かさ ＝ 物質的欲求

心の豊かさ ＝ 精神的欲求

生理的欲求

安全の欲求

(愛情の欲求)

社会的欲求

の欲求

承認(尊重)

の欲求

自己実現

2.2 コト売り

【出展】内閣府 令和元年度「国民生活に関する世論調査」
https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-life/zh/z21-2.html

2.2 コト売り

モノ
(物)

コト
(心)

24

22

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

27

25

３．生理的欲求から見る顧客

【出展】nippon.com 2019年7月3日記事より
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00489/

観光客は、日本の物は手に入れて
物質的欲求は満たしていたので、
今度は日本のコトを手に入れて
精神的欲求を満たしたいと
思っている

日本ならではの体験＝コト消費？？

コト消費

2.2 コト売り

27

25

28

26

こうありたい

みんな買ってるの？

これを作った人、僕のことよく分かってくれてる

とにかく食べたい
とりあえず寝たい

3.3 具体的アプローチ

3.2 生理的欲求のあるお客様

3.1 生理的欲求

３．生理的欲求から見る顧客

生理的欲求

これ大丈夫かな？
低次の欲求＝物質的欲求＝物そのものを求める
安全の欲求
これ心配ないかな
⇒ 「安さ」が決め手

(愛情の欲求)

社会的欲求

の欲求

の欲求
高次の欲求＝精神的欲求＝コトを求める
⇒ 「価値」が決め手
承認(尊重)

自己実現

2.3 欲求レベルと消費金額

28

26

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

31

29

・もし食べられなかったら・・・
・眠れなったら・・・
・何でもいいから・・・
・早く・・・
・とにかく食べたい・・・

よく言うコトバ

・食べるものがない
・眠れていない
・お金がない

不安・不満・不便

興味・関心

・すぐ
（食べられる、眠れる など）
・早く
・安く
・手軽に ・なんでも

どんなコトバを
かけて欲しいか

・食べたい
・眠りたい ・質より量
・とにかく早く、手軽に

「生きる」を
求める人

3.2 生理的欲求のあるお客様

「安く」「手軽に」「早く」

生命を維持するための本能的な欲求のこと。食事・睡眠・排
泄などが、これに当たる。例えば生活のあらゆるものを失った
人間は、まず生理的欲求が最初に来る。人間以外の一般的
な動物がこのレベルを超えることはほとんどない。
しかし人間によってこの欲求だけという状況は、あまり一般
的ではない。そのため多くの人間は、すぐに次のレベルであ
る「安全の欲求」に進む。

生理的欲求

3.1 生理的欲求

31

29

32

30

お客様は満足しなくなる

「安く、手軽に、早い」

吉野家・マクドナルド等の外食ファストフードチェーン

「圧倒的な価格差」が必要

3.3 具体的アプローチ

生理的欲求に訴えるには、
「安く手軽に早く」に尽きる。
まずここを徹底してアピール！
しかし、安いだけでは
お客様は満足しなくなる。

3.1 生理的欲求

32

30

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

35

33

４．安全の欲求から見る顧客

安いけど、
この野菜って
おいしいのかな?

「野業が相場の半分!生活応援価格!!」

3.3 具体的アプローチ

35

33

36

34

4.4 生理的欲求と安全の欲求

4.3 具体的アプローチ

4.2 安全の欲求のあるお客様

4.1 安全の欲求

４．安全の欲求から見る顧客

「安全の欲求」を見据えたもの

どうにかして安くてうまい野菜を届けたいと思い、研究に研
究を重ねた結果、完全自然農法での栽培に成功しました。
肥料も農薬もいらない、手間もかからない、だからこそ安く
提供できるのです。そして、完全自然農法なので、おいし
い!そして安心安全!

「安さの秘密は、直営農場にアリ!」

3.3 具体的アプローチ

36

34

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

39

37

37

● 生産者の名前を出す
● 安さの理由を明確にする
● お客様との約束をする

● 産地を明確にする

「なぜそんなに安く売れるのか」を伝える

39

いかに信用を得るのか？

4.1 安全の欲求

安全性(主に経済的安定性)、良い暮らしの水準、健康な状
態の維持、事故の防止など、予測可能で秩序だった状態を得
ようとする欲求。病気や事故などに対するセーフティ・ネットな
ども含まれる。
例えば「幼児」。幼児は、脅威や危険に対する反応を抑制し
ない。怖ければ泣くし、怯える。しかし一般的に健康な大人は
この反応を抑制する。つまり我慢する。さらに多くの人はこの
欲求には満足している場合が多いため、一般的な大人がこ
の安全欲求を動機に行動するということは少ない。

安全の欲求

4.1 安全の欲求

40

38

● もっといい商品を
● もっと付加価値を
● もっと長い補償を
● もっと対応を早く
● もっと安定したサービスを

4.1 安全の欲求

●今より、もっと！

●そもそも大丈夫？
●今の状態を維持するためには？

・「事故を起こしたくない、病気をしたくない」
というような欲求

・安定したサービス

・安全に対しての疑問

「寝たい！食べたい！」が満たされると、、、

4.1 安全の欲求

40

38

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

43

41

「安さの理由」を伝える

・大丈夫ですよ（その理由）
・なぜ安いかというと
・補償もありますよ
・〇〇も使っていますよ

Q. なぜ安いの？
→ 誰かが一度は使ったことがあるからです

Q. その商品は大丈夫？
→ 大丈夫です！すでに一度誰かが喜んで
購入したものですから

例：リサイクルショップ

興味・関心
・もっと安心を
・もっと安全を
・もっと便利に

安全・安心を
求める人
どんなコトバを
かけて欲しいか

4.3 具体的アプローチ

・大丈夫？
・本当かな？
・補償は？

よく言うコトバ

・この商品大丈夫か？
・この価格はなぜ？
・誰が作っているのか？

不安・不満・不便

4.2 安全の欲求のあるお客様

43

41

44

42

・他社評価

・仕入れルート

・製造方法

・生産者

・産地

商品の裏側を伝える

4.3 具体的アプローチ

Q. なぜ安いの？
→ 傷モノや時期遅れのために安くしています

Q. その商品は大丈夫？
→ 大丈夫です！
色々なお店で販売していますから

例：アウトレット

「安さの理由」を伝える

4.3 具体的アプローチ

44

42

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

47

45

●製造方法=あえて水分量を減らし、りんごにストレスを掛けること
により甘さが引き立ちます。
そのぶん青木さんは毎朝「ありがとう、よく育ってくれたね」と声
を掛けているので、りんごはより一層頑張って甘くなろうとするの
です。
●仕入れルート＝りんご農家の青木さんと専属契約して、直接仕
入れています。
● 他者評価=有名ホテルやレストランからも引き合いがあり、現在
〇〇や◇◇でも使われています。

4.3 具体的アプローチ

今日だけ半額!!

りんご1個200円

4.3 具体的アプローチ

47

45

48

46

4.3 具体的アプローチ

産地=青森産「ふじ」
生産者=りんご農家の青木さん

自分たちが言いたいことではなく、
相手(お客様)が知りたいことを。

● こだわりの分かりやすさ

● 産地や製法などの分かりやすさ

● 安さの理由の分かりやすさ

「伝える」のポイント：「分かりやすさ」

ﻪ
ﻪ

4.3 具体的アプローチ

48

46

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

51

49

５．所属と愛の欲求
から見る顧客

生理的欲求

安全の欲求

(愛情の欲求)

社会的欲求

の欲求

承認(尊重)

の欲求

自己実現

4.4 生理的欲求と安全の欲求

モノ
(物)

コト
(心)

51

49

52

50

5.3 具体的アプローチ

5.2 所属と愛の欲求のあるお客様

5.1 所属と愛の欲求

５．所属と愛の欲求から見る顧客

大企業向き

ナンバーワンを目指す必要がある。

● 利便性（早く、スムーズ、同じサービスを提供）

● 安全・安心

● 情報

● 価格

● 品揃え

物質的欲求を持つ人に必要な項目

4.4 生理的欲求と安全の欲求

52

50

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

55

53

「失敗したくない」
「実験台になりたくない」

② ひとりじゃないよ！みんなで集まろうよ！

① ひとりじゃないよ！みんなも買っているよ！

5.1 所属と愛の欲求

「どこかに所属していたい」
「みんなはどうなんだろう」
「私って、必要とされているのだろうか」

生理的欲求と安全の欲求が満たされると、この欲求があら
われる。
これは、「自分が社会に必要とされている」「果たせる社会的
役割がある」という感覚でもある。「他者に受け入れられてい
る」「どこかに所属している」という感覚で、人間関係とも深く関
わる。
孤独・無縁状態であることに悩む一方で、愛を求める。

社会的欲求「所属と愛の欲求」

5.1 所属と愛の欲求

55

53

56

54

という欲求に応えている

「ひとりじゃない！安心して買っても大丈夫だよ！」

◆ネット：口コミ情報

◆チラシ：「お客様の声」を活用

5.1 所属と愛の欲求

「ひとりじゃない」

キーワード

つながり

この段階では
お客様一人ひとりの
「心を満たすには、どうすればいいか」
を真剣に考えていく！

5.1 所属と愛の欲求

56

54

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

59

57

所属することで心を満たしたいと考えている

この段階の消費者は、モノが欲しいというのではなく、

● 商売のプロとして、役立つ情報を伝える場を
持てないだろうか？

お客様の何のお手伝いをしているのか？

一度売り手の立場を離れて、

● どんなコトができるのか？

● モノを売るのが仕事じゃなくて、
どうしてお役に立てるのか？

● そこでできるコトって何なのか？

5.3 具体的アプローチ

・共に
・楽しく

どんなコトバを
かけて欲しいか
・一緒に
・みんなで
・好き

所属と愛を
求める人

● 購入する目的以外で、お店に集まってもらうことは
できないだろうか？

60

58

興味・関心
・人の声
・人の楽しい集まり
・発見、出会い
・にぎやかさ

お客様の「お手伝い」をする

59

57

・みんな買ってるの？
・みんな使ってるの？
・「正しい」より「楽しい」
・楽しいが一番

よく言うコトバ

・ひとりじゃないだろうか？
・売り込みじゃないか？
・周りと同じじゃないか？
・大切にしてくれるか？

不安・不満・不便

5.2 所属と愛の欲求のあるお客様

お客様の「お手伝い」をする

5.3 具体的アプローチ

という欲求に応えている

「ひとりじゃない！みんなで集まろうよ！」

◆会員制
◆「好き」「発見」「出会い」
のためのコミュニティ

5.1 所属と愛の欲求

60

58

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

63

61

62

◆ それは、どうしてできるのか？

◆ 誰に、どんなコトができるのか？

● 喜びの声をお聞かせください！

● どんな変化がありましたか？

● どんないいコトがありましたか？

お客様の声をいただく

5.3 具体的アプローチ

63

64

写真館さんだと「幸せを感じる家族写真を写す7つのポイ
ント講座」

写真館の営業ではなく、家族の幸せを形に残すお手伝い

61

化粧品屋さんだと「化粧でなりたい自分になる講座」

化粧品の販売ではなく、お客様の印象を良くするお手伝い

６．承認欲求
から見る顧客

歯医者さんだと「丈夫な体になるための“５歳”の歯磨き講
座」

洋服屋さんだと「着こなしで５歳若返り講座」

洋服の販売ではなく、お客様の５歳若返りのお手伝い

歯医者の営業ではなく、子供の未来を創造するお手伝い

お客様の「お手伝い」をする

5.3 具体的アプローチ

お客様の「お手伝い」をする

5.3 具体的アプローチ

64

62

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

67

65

② 自己承認
消費者が自分自身で「自己承認」 をするとき、
お手伝いやサポートをしていく

① 他社からの承認
消費者から「あの人は、私のことをよく分かってくれている」
と感じてもらえるようにする

承認欲求

6.1 承認欲求

6.3 具体的アプローチ

6.2 承認欲求のあるお客様

6.1 承認欲求

６．承認欲求から見る顧客

67

65

68

66

・いかに「人」の役に立つのかを考えてみる

・いかに売るかを考えていたのでは売れない

「人」を知る

「よく分かってくれている」

6.2 承認欲求のあるお客様

集団から価値ある存在と認められ、尊重されることを求める
欲求のこと。尊重のレベルには2つあり、低いレベルの尊重欲
求は、他者からの尊敬、地位への渇望、名声、利権、注目な
どを得ることによって満たされる。マズローは、この低い尊重
のレベルにとどまり続けることは危険だとしている。
高いレベルの尊重欲求は、自己尊重感、技術や能力の習
得、自立性などを得ることで満たされる。他人からの評価より
も、自分自身の評価が重視されるのである。そのためこの欲
求が妨げられると、劣等感や無力感などが生じる。

承認欲求

6.1 承認欲求

68

66

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

71

69

「コト」を伝えるには、
そのコトはお客様のどんなことに
役立つかを
徹底して考えるのがポイント！

6.3 具体的アプローチ

・興味関心のあるコト
・不安・不満・不便に感じているコト

「コト」が見えてくる

お客様を「買い手」としてだけしか見ていない

6.2 承認欲求のあるお客様

71

69

72

70

・不安・不満・不便

● 誰に(伝える相手を絞り込む)
● 何を伝えて(知りたい情報を伝える)
● どういう行動をとって欲しいのか
(購入、来店、問い合わせ、資料請求など)

伝える基本シナリオ

6.3 具体的アプローチ

「湿布薬のニオイがしないので仕事中でも大丈夫！」
「とにかく明日までに少しでも痛みを和らげたい方に」
「スポーツ選手に多く愛用されています！スポーツでの痛みに」
「CMやチラシをやっていない商品が実は優れものです」

・「モノ売り」の視点から「コト売り」の視点に

人に「モノ」を売るのではなく、
人の中にある「コト」に役立つ

「モノ」ではなく「コト」

6.3 具体的アプローチ

72

70

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

75

73

75

「〇〇して欲しい」ではなく「〇〇してあげたい」

② 自分の目的、理想の実現に向けて努力し、成し遂げること。

● あなたはどんなコトをしていきたいですか?
● 経営者ならば、あなたの会社は誰にどんなコトを
提供していきたいですか?

これまでの4つの欲求がすべて満たされたとしても、人は自分
に適していることをしていない限り、すぐに新しい不満が生じ
て落ち着かなくなってくる。自分の持つ能力や可能性を最大
限発揮し、具現化して自分がなりたいものに―― である。す
べての行動の動機が、この欲求に帰結されるようになる。

７．自己実現の欲求から見る顧客

① 自己が本来持っている真の絶対的な自我を完全に実現す
ること。普遍的、絶対的自我の実現が究極の目的であり、そ
れに導く行為が正しい行為だとする。

76

74

自己実現の欲求

73

７．自己実現の欲求
から見る顧客

自己実現

７．自己実現の欲求から見る顧客

● 人の興味のあるコトを、深めるお手伝い
●人の関心があるコトを、探究するためのお手伝い
●人の不安なコトを、解消するお手伝い
●人の不便なコトを、 解決するお手伝い

「欲しがってるコト＝提供できるコト」をマッチングさせる

コト消費とは
体験消費ではなく、
「お客様の心を豊かにするコト」の消費

6.3 具体的アプローチ

76

74

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

77

「お客様への貢献」

思い

77

消費者に密接に寄り添い、
「困ったことがあるなら一緒に解決しましょう」という考え

「共に」

７．自己実現の欲求から見る顧客

78

松野恵介著、すばる舎

「お客様のことが見えなくなったら読む本」

使用教材

78

顧客要求分析・提案①（eラーニング）

3

1

１．きくスキル

顧客の心理を読み解く

顧客要求分析・提案用教材

環境由来の健康問題に対して対応できる
建築系人材育成のための教育プログラム開発

令和３年度 文部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

3

1

4

2

1.2 きくスキルの必要性

1.1 「答える」と「応える」

１．きくスキル

５．質問力の実践

４．音声表現力の実践

３．心情察知力の実践

２．きくスキル８つの要素

１．きくスキル

4

2

顧客要求分析・提案②（集合研修）

7

5

プロではない

問い合わせ・相談の

お客様は

1.1 「答える」と「応える」

・効く

・利く

・聴く

・訊く

・聞く

きく

１ きくスキル

7

5

8

6

何らか ＝ お客様のニーズ

この何らかを明らかにする必要がある

お客様は何らかの疑問・不都合・問題があっ
て問い合わせ・相談をする

1.1 「答える」と「応える」

問い合わせ・相談に対し、正確に答えよう
とする・・・

応対者：

何らかの疑問や問題があるから
問い合わせ・相談をする

お客様：

1.1 「答える」と「応える」

8

6

顧客要求分析・提案②（集合研修）

11

9

信頼関係

・コミュニケーション良好
・お互いの共通認識が増える
・意思疎通がそつなくこなせるようになる

お客様との心理的距離を詰める
コミュニケーション

1.1 「答える」と「応える」

・回答の正しさが優先

・自分がどう答えるかに意識が集中

・お客様視点が抜けている

問い合わせ・相談に対し、正確に答える

1.1 「答える」と「応える」

11

9

12

10

その疑問や問題の解消のために
企業は応対する

疑問や問題があるから
問い合わせ・相談をする

お客様：

1.1 「答える」と「応える」

一生懸命にお客様の現状・悩み・気持ちを
把握しよう、理解しよう努める

応対者：

・お客様の疑問や悩みに「応える」

・「お客様」が主語

お客様応対

1.1 「答える」と「応える」

12

10

顧客要求分析・提案②（集合研修）

15

13

普通
満足

事前期待＝現状

事前期待＜現状

売上・利益にまで影響

企業のサービス・商品にまで不信感

企業に対して失望

お客様の話が聞けない

1.2 きくスキルの必要性

不満

事前期待＞現状

1.1 「答える」と「応える」

15

13

16

14

９．会社の窓口(顔)という意識がない

８．やっているつもりができていない

７．流れ作業になっている

６．自己満足に浸っている

５．応対者自身に、お客様として聞いてもらった経験がない

４．応対者自身に成功体験がない

３．知識や経験がなく、質問する自信がない

２．知識・経験が豊富で伝えたいという思いが強すぎる

１．思い込みがあるから

聞けない理由

1.2 きくスキルの必要性

16

14

・一方的に話を進める
・お客様の話をさえぎって説明
・マニュアル通りの応対
・うわの空のようなあいづち
・電話を早く切ろうとしている
・お客様との間に温度差がある
・お客様が怒っている状況に気づかない
・企業側が確認したいことを優先して、お客様の話を受け止
めていない
・尋問のように、上から目線の応対

このような応対をされたら・・・

1.2 きくスキルの必要性

顧客要求分析・提案②（集合研修）

19

17

２．きくスキル８つの要素

19

17

お客様の満足を得る、親密なコミュニケーションを実現する
能力。これを開花させることで、お客様の存在を認め、尊重
し、話の内容を理解すること、お客様の気持ちを察すること
ができる。

「きくスキル」とは
お客様の要望やニーズを把握し、
対処するための技術・スキル

1.2 きくスキルの必要性

20

18

８．心情察知力

７．音声表現力

６．質問力

５．沈黙力

４．要約力

３．語彙力

２．復唱力

１．あいづち力

きくスキル

２．きくスキル８つの要素

感じの良い応対や、気遣い・ホスピタリティ。印象貢献。

２．感情

問い合わせてきた疑問・問題が解決されることが目的。

１．論理

お客様が求める要望

1.2 きくスキルの必要性

20

18

顧客要求分析・提案②（集合研修）

23

21

・滅相もございません

・いいえ、そうではありません

・いえいえ

・とんでもないです

２．きくスキル８つの要素

・とんでもないです

24

22

・私もどのように思います

・おっしゃる通りです

・ごもっともでございます

・お気持ちはわかります

・私も同じです

あいづちの例 遠慮・謙虚

23

21

・ええ

・左様でございます

・はい

あいづちの例 肯定・同感

２．きくスキル８つの要素

あいづちの例 否定・反対

２．きくスキル８つの要素

話をきいていることのサインを、
タイミングよく声で表現することにより、
話を受け止め促進する力

１．あいづち力

２．きくスキル８つの要素

24

22

顧客要求分析・提案②（集合研修）

27

25

・お気持ちはお察しいたします

・そんなことがあるのですね

28

・それは気の毒ですね

・驚きました

27

・お辛いですね

・本当ですか

・どのようにですか

・びっくりしますね

・信じられないですね

あいづちの例 悲しみ

２．きくスキル８つの要素

あいづちの例 驚き

２．きくスキル８つの要素

・結構なことですね

・教えてください

26

・それはうれしいですね

・面白いですね

25

・それは何よりです

・それで

・安心いたしました

・よかったです

あいづちの例 喜び

２．きくスキル８つの要素

・それから

あいづちの例 盛り上がる

２．きくスキル８つの要素

28

26

顧客要求分析・提案②（集合研修）

31

29

30

・そんなことがあったのですか

・ひどい話です

・お察しいたします

31

32

確認

理解・
共有

お客様の要件をズレなく理解し、共有する力

・お気の毒ですね

・それはお困りですね

相手の言葉を反復することにより、

２．復唱力

・それは大変でしたね

あいづちの例 困惑

２．きくスキル８つの要素

２．きくスキル８つの要素

・なぜそのように思われるのでしょうか

・素晴らしいことですね

29

・どのようなことがありましたか

・すごいですね

・なかなかできないことです

・それはなぜでしょうか

あいづちの例 疑問

２．きくスキル８つの要素

・感心いたしました

あいづちの例 感心

２．きくスキル８つの要素

32

30

顧客要求分析・提案②（集合研修）

35

33

・腹立ち

・激おこプンプン丸

・感情にも焦点を当てる

いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように
誰に・いくら(経費・費用)・どれだけ(数量)

・６W３Hでまとめてみる

会話を要約するには・・・

相手の話の要点を端的かつ的確にまとめる力

４．要約力

２．きくスキル８つの要素

・私慨 ・悲慨 ・義憤 ・鬱憤

36

34

・話を大雑把に捉える

35

33

語彙力がある状態と言える。

お客様との応対の最中に適切な語彙を選べてこそ、

相手のレベル、知識や状況に相応しい言葉を選ぶ力

豊富な言葉のバリエーションを持ち、

３．語彙力

２．きくスキル８つの要素

・激昂 ・激憤 ・憤懣 ・慷慨 ・公慨

・怒髪天を衝く ・憤怒 ・激怒

・怒気

・八つ当たり

・かんしゃく(癇癪) ・立腹

・むかっ腹

３．語彙力 「怒り」の言葉

２．きくスキル８つの要素

お客様 「そうそう、普通の甜茶はクセがあるんだけど・・・」

応対者 「ありがとうございます。独特のクセを抑えたお味が、
お気にめしましたでしょうか」

お客様 「この甜茶、香ばしくて美味しかったわ」

２．言いかえて復唱

感情を訴えてくるお客様に特に有効

１．オウム返し

２．復唱力

２．きくスキル８つの要素

36

34

顧客要求分析・提案②（集合研修）

39

37

37

38

39

40

何を言われたか、ではなく
どう言われたのか

・論破された後に、絞り出すように言う「わかりました」

・「あぁ、はいはい、わかりました」

例：「わかりました」

言葉にならない感情を聞き分ける力

誤解されることなく相手に伝える力

もう、怒っていませんよ

お客様の言葉の奥に含まれる、

８．心情察知力

２．きくスキル８つの要素

発した言葉通りの心配りや感情を、

７．音声表現力

２．きくスキル８つの要素

「間抜け」な会話にならないように

一問一答形式にならないように！

様々な問いかけによって明確化する力

「間」をコントールする力

「間」を意図的に作り出すことによって、
お客様の意向を引出し、潜在ニーズに意識を
向けてもらおう

相手の曖昧なニーズや潜在的な意識を、

６．質問力

２．きくスキル８つの要素

自分が話し出さずに、沈黙することによって、

５．沈黙力

２．きくスキル８つの要素

40

38

顧客要求分析・提案②（集合研修）

43

41

相手の言葉を反復することにより、
お客様の要件をズレなく理解し、共有する力

豊富な言葉のバリエーションを持ち、
相手のレベル、知識や状況に相応しい言葉を選ぶ力

相手の話の要点を端的かつ的確にまとめる力

自分が話し出さずに、沈黙することによって、「間」をコントールする力

相手の曖昧なニーズや潜在的な意識を、
様々な問いかけによって明確化する力

発した言葉通りの心配りや感情を、誤解されることなく相手に伝える力

お客様の言葉の奥に含まれる、言葉にならない感情を聞き分ける力

２．復唱力

３．語彙力

４．要約力

５．沈黙力

６．質問力

７．音声表現力

８．心情察知力

3.3 心情察知力のトレーニング

3.2 心情察知力活用 ３つのステップ

3.1 言葉を額面通りに受け取る危険性

３．心情察知力の実践

話をきいていることのサインを、タイミングよく声で表現することにより、
話を受け止め促進する力

１．あいづち力

きくスキル

２．きくスキル８つの要素

43

41

44

42

→実は全く大丈夫ではなくものすごく不安を
抱えている場合も・・・

客：はい、大丈夫です．．．（自信なさげ）

→実は全然話を聞いておらず理解していない場合も・・・

客：わかりました～（愛想よく）

3.1 言葉を額面通りに受け取る危険性

３．心情察知力の実践

44

42

顧客要求分析・提案②（集合研修）

47

45

応：はい、ありがとうございます。お電話にて申込みをしていただ
き、プランナーがご自宅にお伺いします。そこで３０分ほど教育相
談をいたしまして、どういう先生が良いのか、どんなことに困られ
ているのかを伺い、体験学習を受け、それからお子様にあった先
生を決めていきます。

客：先生はどうやって決めるんですか（先生が合わなかったら、しょう
がないのよね。どのくらい家庭教師を雇っているのかなぁ）

例：娘に合う家庭教師を見つけたい(2/3)

3.1 言葉を額面通りに受け取る危険性

・社交辞令
・お世辞

「美味しそうな料理ですね～」
（まいったなぁ、苦手なカツオがメインかよ・・・）

「いやぁ～、Aさん、歌上手いですね～」
（俺のほうが上手いけど）

3.1 言葉を額面通りに受け取る危険性

47

45

48

46

客：その際試験前のどれくらいから日数をかけるものなんでしょうか
（他の人はどれくらいやるのか聞きたいわ）

応：はい、できます

客：テスト前だけ集中して利用するのは大丈夫ですか（テストの前は
部活もないし、ある程度勉強させたいのよね。追加の授業は可
能なのかしら）

例：娘に合う家庭教師を見つけたい(3/3)

3.1 言葉を額面通りに受け取る危険性

応：家庭教師と塾の違いですね。一言で言いますと、違いは２つござ
います。お子様が移動されるか講師が移動するかの違いと、
集合授業か個別マンツーマンでの授業かの違いです

客：今、娘が塾に通ってるんだけど、合わないみたいなのよ。。。
それで家庭教師をお願いしようと思うんだけど、塾とは何か違い
があるんですか（家庭教師のほうが娘に合うのかしら）

例：娘に合う家庭教師を見つけたい(1/3)

3.1 言葉を額面通りに受け取る危険性

48

46

顧客要求分析・提案②（集合研修）

51

49

声のトーンや大きさが変わったり、いき
なり生返事になったり、反応に変化が
あったときに、心情が表れているポイン
トがある。

「お客様がどう思っているのか？」「何を感じたのか？」
など、心情や感情に動きがあったことに気づくステップ

ステップ１ 「感じる」
お客様の心情を察知する

3.2 心情察知力活用 ３つのステップ

応：はい、ありがとうございます。プランナーが教育相談をして決め
てまいります。得意・不得意分野はもちろん、お子様の性格も把
握したうえで、合う先生を決めていきます。こんな先生が良いと
か、ご希望はございますか

客：先生はどうやって決めるんですか（先生が合わなかったら、しょう
がないのよね。どのくらい家庭教師を雇っているのかなぁ）

不安を解消するやり取り例

例：娘に合う家庭教師を見つけたい(2/3)

3.1 言葉を額面通りに受け取る危険性

51

49

52

50

行動する

感情

言語化

その感じたことが何なのか、なぜそう思ったのか、どうい
う背景がその心情を生んでいるのか、相手の声のトーン
や抑揚などを自分の経験に照らし合わせて判断するス
テップ
お客様の心情を推し量る

ステップ２ 「考える」
察知した心情を分析する

3.2 心情察知力活用 ３つのステップ

ステップ３ 分析した心情に対して、
応対をする

ステップ２ 察知した心情を分析する

52

50

「なんだろう」
と考えて

「ん？」と気づき

ステップ１ お客様の心情を察知する

3.2 心情察知力活用 ３つのステップ

顧客要求分析・提案②（集合研修）

55

53

応：はい、ありがとうございます。家庭教師と塾の違いですね。一言
で言いますと、違いは２つございます。お子様が移動されるか講
師が移動するかの違いと、集合授業か個別マンツーマンでの授
業かの違いです

客：すみません、ちょっと今、娘が塾に通ってるんですけど、なんか
合わないみたいで、それで家庭教師をお願いしようと思うんだけ
ど、塾とは何か違いがあるんですか

応：お電話ありがとうございます。プロ家庭教師リトライの加藤です

3.3 心情察知力のトレーニング

適切な応対を「きくスキル８つの要素」
を使って行う

1/6

感じて、考えたお客様の心情に、どのように対処するの
かを考え、応対するステップ

ステップ３ 「対処する」
分析した心情に対して、応対する

3.2 心情察知力活用 ３つのステップ

55

53

56

54

2/6

応：はい、ありがとうございます。まずは、お電話にて申込みをして
いただき、プランナーがご自宅にお伺いします。そこで３０分ほど
教育相談をいたしまして、どういう先生が良いのか、どんなことに
困られているのかをきいて、体験学習を受け、それからお子様に
あった先生を決めていきます。

客：先生はどうやって決めるんですか

3.3 心情察知力のトレーニング

⑦ フィードバック

⑥ 読んでみる：考えた応対をロールプレイングで確認する

⑤ 応対を考える：書き出した心情に添って、応対を適切な
ものに変える

④ 分析する：線を引いた部分の「お客様の心情を言葉で
書き出す」

③ 心情察知する：応対シナリオの「お客様の心情が表れて
いる」と思った場所に線を引く

② テキスト化した応対を確認しながら、もう一度きく

① 一緒に応対の録音をきく

3.3 心情察知力のトレーニング

56

54

顧客要求分析・提案②（集合研修）

59

57

客：あー、そうなんですか。

応：私ども、入会金や年会費は一切頂いておりません。１時間当たり
の授業料が違っております。文系ですと4500円、理系ですと4550
円、プラス市内であれば500円の交通費、単純に授業料は科目
ごとの金額になります。

客：料金っていくらかかるんですか？

3.3 心情察知力のトレーニング
5/6

57

58

59

60

6/6

応：左様でございますか。うちの講師はすべて社会人の講師でござ
いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。プロ家庭教師リト
ライの私、加藤と申します。お電話ありがとうございました。失礼
します。

客：まだ娘には言っていないので、娘と相談してから、決めてみます。

応：はい。お母さま、今無料で、体験講座が受けられますので、もし
よろしかったら、体験だけでも受けられてみませんか？

3.3 心情察知力のトレーニング

応：高校生ですね。テストが集中しますので、まずは先に体験をして
早めに予約というかたちをお願いしております。

客：高校生です。

応：はい、テスト前集中できるんですが、えー、まず、テスト範囲が決
まってから、それから学校……、あっ、高校生でいらっしゃいます
か？

応：はい、できます

4/6
客：その際試験前のどれくらいから日数をかけるものなんでしょうか

3/6

3.3 心情察知力のトレーニング

客：テスト前だけ集中して利用するのは大丈夫ですか

3.3 心情察知力のトレーニング

60

58

顧客要求分析・提案②（集合研修）

63

61

2/6

応：はい、ありがとうございます。プランナーが教育相談をして決め
てまいります。得意・不得意分野などの分野はもちろん、お子様
の性格も把握したうえで、合う先生を決めていきます。こんな先
生が良いなど、ご希望はございますか？

客：先生はどうやって決めるんですか

3.3 心情察知力のトレーニング

⑦ フィードバック

⑥ 読んでみる：考えた応対をロールプレイングで確認する

⑤ 応対を考える：書き出した心情に添って、応対を適切な
ものに変える

④ 分析する：線を引いた部分の「お客様の心情を言葉で
書き出す」

③ 心情察知する：応対シナリオの「お客様の心情が表れて
いる」と思った場所に線を引く

② テキスト化した応対を確認しながら、もう一度きく

① 一緒に応対の録音をきく

3.3 心情察知力のトレーニング

63

61

64

62

応：はい、できます

客：テスト前だけ集中して利用するのは大丈夫ですか

3.3 心情察知力のトレーニング

応：はい、ありがとうございます。家庭教師と塾の違いですね。一言
で言いますと、違いは２つございます。お子様が移動されるか講
師が移動するかの違いと、集合授業か個別マンツーマンでの授
業かの違いです

客：すみません、ちょっと今、娘が塾に通ってるんですけど、なんか
合わないみたいで、それで家庭教師をお願いしようと思うんだけ
ど、塾とは何か違いがあるんですか

応：お電話ありがとうございます。プロ家庭教師リトライの加藤です

3.3 心情察知力のトレーニング

3/6

1/6

64

62

顧客要求分析・提案②（集合研修）

67

65

65

66

6/6

応：左様でございますか。それでは、資料だけでもお送りしましょう
か？概要がつかみやすいと思いますので。

客：そうね～、でも、まだ娘には言ってないのよ。

応：はい。……。お母さま、プランナーの相談は無料でもございます
ので、体験だけでも受けられてみませんか？

3.3 心情察知力のトレーニング

67

68

⑦ フィードバック

⑥ 読んでみる：考えた応対をロールプレイングで確認する

⑤ 応対を考える：書き出した心情に添って、応対を適切な
ものに変える

④ 分析する：線を引いた部分の「お客様の心情を言葉で
書き出す」

③ 心情察知する：応対シナリオの「お客様の心情が表れて
いる」と思った場所に線を引く

② テキスト化した応対を確認しながら、もう一度きく

① 一緒に応対の録音をきく

3.3 心情察知力のトレーニング

客：あー、そうなんですか。

客：高校生です。

応：高校生ですね。テストが集中しますので、まずは先に体験をして
から、合うかどうか、ご判断されてはいかがでしょうか。

応：私ども、入会金や年会費は一切頂いておりません。１時間当たり
の授業料が違っております。文系ですと4500円、理系ですと4550
円、プラス市内であれば500円の交通費、単純に授業料は科目
ごとの金額になります。

応：どれくらい学習すればよいかということですね。そうですねぇ。
みっちりされる方もいらっしゃいます。その辺りも、プランナーの
教育相談でいろいろ相談できますよ。お子様は、高校生でいらっ
しゃいますか？

5/6
客：料金っていくらかかるんですか？

4/6

3.3 心情察知力のトレーニング

客：その際試験前のどれくらいから日数をかけるものなんでしょうか

3.3 心情察知力のトレーニング

68

66

顧客要求分析・提案②（集合研修）

71

69

回答例 1/6

音声表現力

72

復唱力

質問力

音声表現力＋質問力

応：高校生ですね。テストが集中しますので、まずは先に体験をして
から、合うかどうか、ご判断されてはいかがでしょうか。

客：高校生です。

しゃいますか？

応：どれくらい学習すればよいかということですね。そうですねぇ。
みっちりされる方もいらっしゃいます。その辺りも、プランナーの
教育相談でいろいろ相談できますよ。お子様は、高校生でいらっ

回答例 4/6

応：はい、できます

71

3.3 心情察知力のトレーニング

要約力＋質問力＋復唱力

70

音声表現力＋質問力

生が良いなど、ご希望はございますか？

客：その際試験前のどれくらいから日数をかけるものなんでしょうか
（他の人はどれくらいやるのかしら、
どうやってるのか聞きたいわ）

回答例 3/6

69

回答例 2/6

応：はい、ありがとうございます。プランナーが教育相談をして決め
てまいります。得意・不得意分野などの分野はもちろん、お子様
の性格も把握したうえで、合う先生を決めていきます。こんな先

客：先生はどうやって決めるんですか
（先生が合わなかったら、しょうがないのよね。
どれくらい家庭教師を雇っているのかなぁ）

3.3 心情察知力のトレーニング

客：テスト前だけ集中して利用するのは大丈夫ですか
（テスト前は部活もないし、ある程度勉強させたいのよね。
追加の授業は可能なのかしら？）

3.3 心情察知力のトレーニング

応：はい、ありがとうございます。家庭教師と塾の違いですね。一言
で言いますと、違いは２つございます。お子様が移動されるか講
師が移動するかの違いと、集合授業か個別マンツーマンでの授
業かの違いです

（家庭教師の方が娘に合うかしら？）

いがあるんですか

（不安・何が合わないのかわからないのよねぇ）
それで家庭教師をお願いしようと思うんだけど、塾とは何か違

合わないみたいで、

客：すみません、ちょっと今、娘が塾に通ってるんですけど、なんか

応：お電話ありがとうございます。プロ家庭教師リトライの加藤です

3.3 心情察知力のトレーニング

72

70

顧客要求分析・提案②（集合研修）

75

73

４．音声表現力の実践

客：あー、そうなんですか。
（やっぱりそれなりにかかるわねぇ）

73

74

75

76

4.3 音声表現力のトレーニング

4.2 声＝表情＝感情

4.1 メラビアンの法則に学ぶ

４．音声表現力の実践

復唱力
要約力

質問力

応：左様でございますか。それでは、資料だけでもお送りしましょう
か？概要がつかみやすいと思いますので。

質問力

客：そうね～、でも、まだ娘には言ってないのよ。

回答例 6/6

応：私ども、入会金や年会費は一切頂いておりません。１時間当たり
の授業料が違っております。文系ですと4500円、理系ですと4550
円、プラス市内であれば500円の交通費、単純に授業料は科目
ごとの金額になります。

沈黙力

応：はい。……。お母さま、プランナーの相談は無料でもございます
ので、体験だけでも受けられてみませんか？

回答例 5/6

3.3 心情察知力のトレーニング

客：料金っていくらかかるんですか？
（塾よりあまりに高いようなら、利用できないしなぁ・・・）

3.3 心情察知力のトレーニング

76

74

顧客要求分析・提案②（集合研修）

79

77

３８％

聴覚
８６％

７％

言語
１４％

79

例：「それは残念だったね」
・甲高い声で「それは残念だったね」 → 不真面目な印象
・超低音で「それは残念だったね」 → 威嚇しているような印象

77

バーバル(言語)

電話では、「話し方」が印象を作り出している

視覚
０％

電話応対では、、、

4.1 メラビアンの法則に学ぶ

ノンバーバル(非言語)

５５％

話の内容そのもの

・声のボリューム
の大小

・身だしなみ
・表情
・仕草
・動作

・トーンの高低
・抑揚の有無

言語

聴覚

視覚

人は、３つの要素から印象を判断している

4.1 メラビアンの法則に学ぶ

80

78

聴覚

視覚
０％

4.2 声＝表情＝感情

≠

聴覚
８６％

何、言ってんだ、
この野郎、馬鹿野郎

言語
１４％

80

78

バーバル(言語)

言語

もう、怒っていませんよ

ノンバーバル(非言語)

視覚

4.1 メラビアンの法則に学ぶ

顧客要求分析・提案②（集合研修）

83

81

83

声の表情は、他人のマネをすることでトレーニングできる。
マネをする際には、「①鏡を見る」にょうに、鏡を前に置き、
その声の表情を発する時の顔がどのような表情なのかを、
体感し、身体に覚えこませる。

②映画や先輩のマネをする

4.3 音声表現力のトレーニング

81

お客様に対面する場合、「接客は笑顔が基本」と言われるが、
電話においても重要である

声の表情は、顔の表情に連動する。

4.2 声＝表情＝感情

84

82

・話がゆっくりだと感じられる人：１分間に２５０文字

・テレビのアナウンサー：１分間に３５０文字
・古舘伊知郎さん
：１分間に４００文字

・人が聞き取りやすいスピード：１分間に３００文字

③会話の速度をコントロールする

4.3 音声表現力のトレーニング

◆笑顔
「ありがとうございます」
「それは良かったです」
◆悲しみ
「それはお辛いですね」
「それは、お気の毒ですね」
◆驚き
「驚きました」
「びっくりしました」

鏡を見て、表情を確認しながら声を出す

①鏡を見る

4.3 音声表現力のトレーニング

84

82

顧客要求分析・提案②（集合研修）

87

85

東京の明日朝の最低気温は１３度、
日中の最高気温は１７度の見込みです。午後６
時現在、東京では北北西の風６メートル、気
温は１９度７分、湿度は４１％でした、東京港に
おける満潮は、今日の午後７時１分と明日の

383

341

300

リ以上の雨の降る確率は、今日午後６時から明
250
日午後０時までは１０％、以降６時間ごとに、
明日午後６時までは２０％、正午までは３０％、
285
午後６時までは７０％です。

③会話の速度をコントロールする

4.3 音声表現力のトレーニング

87

85

１．できるだけ普段の会話スピードを意識しながら原稿を読む
２．できるだけ早口で読む
３．１分間に３００～３５０文字を意識して読む
４．１分間に２５０文字を意識して読む

③会話の速度をコントロールする

4.3 音声表現力のトレーニング

88

86

午前9時26分、干潮は明日の午前2時12分と
午後2時41分です。
続いて概況です。引き続き前線は本州の南海
上に停滞するでしょう。次のお知らせは午後9
時30分頃の予定です。以上、東京地方の気象
情報をお知らせしました。なお、向こう一週間
の天気予報については、東京03-5321-8
180番、
03-5321-8180番でお知らせしております。
おかけ間違いのないよう、ご利用ください。

③会話の速度をコントロールする

4.3 音声表現力のトレーニング

569

525

498

456

415

ABC気象予報部発表の、１０月２３日午後６時
40
３０分現在の東京地方の気象情報をお知らせ
します。現在、東京地方に気象に関する注意報
80
警報はでていません。午後５時発表の予報
です。東京地方の今夜は北の風曇りでしょう。
沿岸の海域の波の高さは５０センチでしょう。
122
明日は北の風曇りですが、夕方から雨になるで
164
しょう。あさっては北の風やや強く、曇り一時
雨ですが、のち晴れるでしょう。波の高さは５０
208
センチのち１メートルでしょう。東京地方の１ミ

③会話の速度をコントロールする

4.3 音声表現力のトレーニング

88

86

顧客要求分析・提案②（集合研修）

91

89

」に入れるあいづちを考えてください。

お客様
応対者
お客様
応対者
お客様
応対者
お客様
応対者
お客様
応対者

「すみません、ちょっとお伺いしたいのですが・・・」
「いかがなさいましたか？」
「先日、駅でおたくの化粧品サンプルをもらったのよ」
「作用でございましたか」
「使ってみたら、肌へのノリが良くてねぇ」
「それは、よろしゅうございました」
「で、注文したいのよね。どうすればいいの？」
「ありがとうございます」
「この電話で注文できる？」
「大変申し訳ございません」

④あいづちで感情表現

4.3 音声表現力のトレーニング

ルール１：「はい」は使わない
ルール２：全部違うあいづちにする
例えば「ありがとうございます」は
１箇所にしか使えません
ルール３：電話での注文は受付できません

【演習】
応対者の[

短いあいづちのフレーズで、感情を表現するトレーニング方法

④あいづちで感情表現

4.3 音声表現力のトレーニング

91

89

92

90

「すみません、ちょっとお伺いしたいのですが・・・」
「
「先日、駅でおたくの化粧品サンプルをもらったのよ」
「
「使ってみたら、肌へのノリが良くてねぇ」
「
「で、注文したいのよね。どうすればいいの？」
「
「この電話で注文できる？」
「

５．質問力の実践

お客様
応対者
お客様
応対者
お客様
応対者
お客様
応対者
お客様
応対者

④あいづちで感情表現

4.3 音声表現力のトレーニング

92

90

」

」

」

」

」

顧客要求分析・提案②（集合研修）

95

93

93

94

95

96

94

客：２６インチなんですよ。

96

客：それは大丈夫です。引っ越しし結構広めにスペースは作ってあるの
で。

店：実は、購入後、大きくて想定していた設置場所に入らないというお客
様が結構いらっしゃいます。そうすると、お部屋の模様替えであった
り、いろいろご不便をおかけしてしまいますので・・・

客：いえ。一応今まで使っていたのはあるんですけど、サイズが小さい
ので、ちょっと大きいものをと・・・

店：今までのテレビは何インチですか

客：と言いますと

店：そうでしたか。買い増しですか。

店：わかりました。念のためですが、スペースは確保できているというこ
とでよろしいですか？

客：そうですねぇ。最低でもこのくらいは欲しいと思っています。

店：はい。こちらは、A社製３２インチテレビの中堅機種で、ある程度の
機能は備えている機種になります。テレビをお探しですか？

客：はい。引っ越しを機にテレビを買おうかと思って。

店：じゃあ、この３２インチくらいの大きさがあれば、良い感じですか？

売れる店員

5.1 売れる店員・売れない店員

客：すみません、このテレビはどんなのですか？

売れる店員

5.1 売れる店員・売れない店員

5.10 もしも質問

5.9 D質問

5.8 クローズ質問・オープン質問

5.7 代弁する

5.6 かまをかける

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

客：・・・あっ、わかりました。検討します～

店：はい。こちらは、A社製３２インチテレビの中堅機種で、ある程度の
機能は備えています。内臓ハードディスクの容量は１TBしかあり
せんが、別売りハードディスクを接続することもできますので、拡張
性は抜群です。これだけ揃っていて、このお値段は他にはないです
ね。となりのB社製は、もう少し機能を絞った廉価版でして、テレビを
見るだけであれば、こちらのものでも十分にご利用できます。

5.3 聞くという心理状態の３段階

5.4 マジック・クエスチョン

客：すみません、このテレビはどんなのですか？

売れない店員

5.2 傾聴

5.1 売れる店員・売れない店員

５．質問力の実践

5.1 売れる店員・売れない店員

顧客要求分析・提案②（集合研修）

99

97

客：そうですかぁ、、、どっちがいいかなぁ。

99

店：そうでしたか。かしこまりました。では、お勧めのテレビはまずこちら
ですね。こちらは、B社製３２インチテレビで、お値段は38,000円。ア
ンテナチューナー２本、内臓内臓ハードディスクの容量が１TBあるの
で、裏番組を録画することが可能です。
で、もう１つが、先ほどのものよりちょっとお高くなってしまうんですが、
C社製３４インチで、先ほどのものより少し大きめ、お値段は49,000
円。消費税を入れると、若干ご予算オーバーしてしまうんですが、内
臓ハードディスクの容量が２TBありますので、地上波ですと約２００
時間、BＳ放送で約１５０時間の録画が可能です。またアンテナ
チューナーは３本ありますので、裏番組のドラマとアニメを録画しな
がら、野球を見ていただくということが可能です。

売れる店員

5.1 売れる店員・売れない店員

客：えっと、私と、主人と、保育園の子供が２人、あと母の５人ですね

店：じゃあ、皆さんで見られる感じですね。ご家族何人の方がご覧にな
られますか

客：そうですね、リビングです。

97

98

100

お客様はより具体的に利用シーンをイメージ

・お客様から聞かれたことに対して概要を答えたうえで
色々質問している。（利用シーンの聞き出し）

売れる店員

お客様が本当に求めているものか分からない

・聞かれてことに誠実に答えている。
・聞かれていないことも、商品アピールとして紹介している

売れない店員

5.1 売れる店員・売れない店員

100

98

客：そうなんですよ～。主人は野球が好きで、子供たちのアニメの時間
と被ったしますね。うちは、主人がチャンネル権を持っていますので、
子供たちのアニメは録画して見ることが多いです。で、その時に私の
見たいドラマが重なってしまうこともあるんですよ。まぁ、子供優先に
とは思ってはいるんですけど、私もできればリアルタイムでみたいで
すしねぇ．．．

客：５万円くらいかなぁ。

店：それでしたら、かなり良いものがお買い求めできますよ。置かれる
場所はリビングですか

店：そうすると、同じ時間帯に見たい番組が複数放送されていることって、
結構ありませんか。

売れる店員

5.1 売れる店員・売れない店員

店：左様でございましたか、失礼しました。ご予算はおいくらくらいでしょ
うか

売れる店員

5.1 売れる店員・売れない店員

顧客要求分析・提案②（集合研修）

103

「言った／言わない」というトラブルに陥りやすい

例：学校の授業中に「今日の晩御飯なんだろうな～」
とか考えていたら、先生から突然氏名されて
「えっ、今何ていいましたっけ？」

103

「言った／言わない」というトラブルに陥りやすい

お客様応対の場：

“とりあえず”聞いている状態。

5.3 聞くという心理状態の３段階

質問に対して、「はい」「そうですか」「なるほど」などのあいづち
は打っているが、別の物事に意識が向いている状態。

104

102

第２段階「聞き流している」

101

プロ意識

104

「自分はどのようにお客様のお役にたてるのか」
102
を考えながら質問する

お客様に興味をもつこと

「目の前あるいは電話の向こうのお客様は
どんな人なのか」
に興味を抱くこと

お客様の話を引き出そうと意識するとは

5.2 傾聴

第１段階「聞いていない」

5.3 聞くという心理状態の３段階

お客様応対の場：

101

の問題

お客様の話を引き出そうとする意識と
そのための質問攻勢を考えるスキル

スキル

意識

の問題

傾聴するためには

相手の話を注意深く、共感的にきく
「きく」という行為は、受動ではなく能動

傾聴

5.2 傾聴

顧客要求分析・提案②（集合研修）

107

105

こちらの考えをお客様の頭に
植え付けるために質問をする

質問

お客様に「聞きつつ考える」状態に
なるためには？？

5.4 マジック・クエスチョン

どんな内容であるかを判断し、
他の物事と比較し、原因を分析し、結果を推測し、
時には何らかの決断をしようとする。

こちらが言ったことを理解し、考えている状態。

第３段階「聞きつつ考える」

5.3 聞くという心理状態の３段階

107

105

108

106

MQを投げかけると、
お客様の方から自らのことを詳しく話そうと
するため、お客様の発話量が多くなる

マジック・クエスチョン(MQ)

5.4 マジック・クエスチョン

第３段階「聞きつつ考える」

第２段階「聞き流している」

第１段階「聞いていない」

興味を持たない話題については聞き流す

思考にはエネルギーが必要

5.3 聞くという心理状態の３段階

108

106

顧客要求分析・提案②（集合研修）

111

109

を発見

マジック・クエスチョン

試行錯誤を繰り返し

・お客様から保証内容を聞かれるまで説明しない
・しかし必ず説明をすること

お客様：「聞いてない」

5.4 マジック・クエスチョン

その状況に心当たりのあったお客様は、
自分の使用シーンを語りだす。

客：そうなんですよ～。主人は野球が好きで、子供たちのアニメの時間
と被ったしますね。うちは、主人がチャンネル権を持っていますので、
子供たちのアニメは録画して見ることが多いです。で、その時に私の
見たいドラマが重なってしまうこともあるんですよ。まぁ、子供優先に
とは思ってはいるんですけど、私もできればリアルタイムでみたいで
すしねぇ．．．

店：そうすると、同じ時間帯に見たい番組が複数放送されていることって、
結構ありませんか。

5.4 マジック・クエスチョン

111

109

112

110

110

112

客：そうそう、実はつい先日買ったものが不良品でね、問合せをしたん
だが、購入から６か月経過していたので、交換は無理だったみたい
なんだよ。

コ：この度は、弊社でのご購入ありがとうございます。
ところでお客様、今までご購入されていたところで、
何かトラブルでもございましたか？

過去にトラブルがあった客

5.4 マジック・クエスチョン

センター開設当初より、お客様には必ず伝える
事項として徹底している

・不良と感じた時点でメーカーではなく、販売店に
必ず電話してもらう。

・製品に不良があった場合は、購入後１年以内に
使用開始していれば良品と無料交換。

事例：事務機器通販のコールセンター
(リサイクルのトナーカートリッジ)

5.4 マジック・クエスチョン

顧客要求分析・提案②（集合研修）

115

113

さしつかえなければお聞きしたいのですが、●●
の保管方法はどうされていますか？

弊社、●●の保証についてご存じですか？

初めてご利用いただきましたが、使い勝手はいか
がですか？

以前、●●をご購入いただいてますが、今も使わ
れていますか？

商品

商品

商品

商品

商品

1

2

3

4

5

MQ

使い終わった●●はどうされますか？

カテゴリー

No.

出だしで使えるフレーズ

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

115

コ：はい、大丈夫です、ご安心下さい。どんな保証内容か、ご説明させて
いただきます。
113

客：えっ、そうなの。御社は大丈夫なんですか。

コ：左様でございましたか、それはよろしかったですね。実は、弊社に乗
り換えて頂いたお客様から、他社では不具合が起きた時に製品保
証が十分でなく、泣き寝入りするケースをお伺いすることが多かった
ものですから。例えば・・・(こんなことや、あんなこと)

客：いや、とくにトラブルはないなぁ。値段が安かったからね。

コ：この度は、弊社でのご購入ありがとうございます。
ところでお客様、今までご購入されていたところで、
何かトラブルでもございましたか？

過去にトラブルがない客

5.4 マジック・クエスチョン

116

114

だいたい月間で、どのくらい使われていますか？

商品
9
10

一度に多くご購入いただいておりますが、使用済
みと未使用はどうやって見分けていらっしゃいます
か？

この機種を使ってどのくらい経つんですか？

商品
8

商品

お客様の購入間隔ですと、予備●●を常備してい
らっしゃるのでしょうか？
7

商品

MQ
お客様ご利用機種には、●●の他に▲▲という消
耗品がございます。交換されたことありますか？

カテゴリー
商品
6

No.

出だしで使えるフレーズ

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

目的：応対者側が情報を収集すること

MQではない（例：住所・氏名）

目的：話の流れを変えたり、
お客様の意識を会話に集中すること

MQ

5.4 マジック・クエスチョン

116

114

顧客要求分析・提案②（集合研修）

119

117

お客様が個人的に「業務中に発生したら一番困る
こと」は何ですか？例えば、不具合とか？

オフィス関係で、困っていることを教えてください。

オフィス関係で、普段、不便を感じていることは何
ですか？

先日、弊社よりご案内している¥300お値引のギフ
トコードを記載した、ご登録情報確認のFAXはご
確認いただいていますか？

ニーズ聴取

その他

その他

その他

11

12

13

14

15

MQ

他社様よりお安い価格で提示させていただいた場
合、弊社とのお付き合いは可能ですか？

お安いとおっしゃっていただけましたが、今後、弊
社とのお付き合いを前向きに検討いただくことは
可能でしょうか？

購入先を他社に変更されたとのことですが、やっ
ぱり価格面が気になりましたか？何か弊社商品で
使いづらい点がありましたか？

カテゴリー

ニーズ聴取

ニーズ聴取

ニーズ聴取

No.

23

24

25

他社で購入中

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

MQ

いつもよくご利用いただき感謝しているのですが、
弊社のサービス等でご不便な点があれば教えて
いただけませんか？

カテゴリー

ニーズ聴取

No.

出だしで使えるフレーズ

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

119

117

120

118

他社様にできて、弊社に不足していることは？
以前、弊社で購入された理由は何ですか？
弊社に対して、どんな懸念がありますか？
安いとおっしゃっていただけましたが、現時点で、
心配されることは何ですか？

ニーズ聴取
ニーズ聴取
ニーズ聴取

20
21
22

他社様の良いところを教えていただけますか？
他社様の気に入ってるところ、利点は何ですか？
(検討しとくという、のらりくらり反応)他社さん激安
でした？
どのくらいの金額を予想されてましたか？
どのくらいの金額だったら、前向きに検討可能で
すか？

他社比較
価格
価格
価格

29
30
31
32

他社様に切り替えた理由ってズバリ何でしょう？
他社比較

他社比較
28

27

MQ
他社でトラブルとかありませんでしたか？

他社比較

カテゴリー
26

No.

他社で購入中

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

価格以外で、不安な点はありませんか？

ニーズ聴取

19

価格以外の、購入の決め手は何ですか？

ニーズ聴取

ニーズ聴取

18

17

MQ
xx様にとって、安さ以外の購入のポイントは何で
すか？

カテゴリー
ニーズ聴取

16

No.

他社で購入中

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

120

118

顧客要求分析・提案②（集合研修）

123

121

お嫌なご様子ですが、以前のお取引の際、何か失
礼なことがございましたか？

その他

その他

33

34

「○○部分の触り心地は
いかがでしょうか？」

お客様の思考は刺激され、
求められたことに対して回答を考え始める。

反応がいまいち

○「商品Aを使ってみて、
使用感はいかがでしたか」

×「商品Aに問題はなかったですか」

MQの聞き方

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

MQ

あまりお気が進まないようですが、以前お取引さ
せていただいた時、何か失礼なことありますか？
今後の改善に努めたいので

カテゴリー

No.

他社で購入中

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

123

121

124

122

客：そうですねぇ、御社の方が少し高いですね
or 言葉を濁す
お客様の意識が会話に集中

店：他の会社様の金額はもっと安かったですか？

他社と相見積もりをしているであろうお客様

例：

知りたいことを相手に自然にしゃべらせるように、
それとなく言いかけて誘導する（＝誘導尋問）

かまをかける

5.6 かまをかける

リースのご提案は、メーカーさんから話があったの
でしょうか？リースにされて、効率アップと経費削
減できましたか？

保守

36

MQ
リース契約に切り替えられたのは、例えば御社内
での管理体制が変わったからでしょうか。

保守

カテゴリー

35

No.

保守

5.5 マジック・クエスチョンのツール化

124

122

顧客要求分析・提案②（集合研修）

127

125

クローズ質問でお客様の心理的距離をつめていき、
会話がスムーズになってきたら、
オープン質問で感想を聞いてみる

会話が進展しない・・・

客：あぁ、使い心地は良かったよ

店：ご使用になられて、いかがでしたか

128

店：ありがとうございます。使ってみていかがでしたか

客：うん、問題はなかったな

店：操作はスムーズに行えましたか

客：あぁ、使ってみたよ

店：ご使用ありがとうございます。新しく搭載した機能は
お試しいただけましたか

心理的距離が遠いお客様に
クローズ質問→オープン質問をした例

心理的距離が遠いお客様にオープン質問をした例

126

5.8 クローズ質問・オープン質問

127

125

お客様との心理的距離が遠い時に
オープン質問で感想を求めても、
おざなりな答えが返ってくる

オープン質問： Yes/Noで答えられない質問

クローズ質問：Yes/Noで答えられる質問

質問力 ≠ マジッククエスチョン

5.8 クローズ質問・オープン質問

5.8 クローズ質問・オープン質問

お客様の意識が会話に集中

客：そうなんだよ

店：そうですか、そんなお困りのことがあったら、購入先の
選定時も不安になりますよね。

以前の購入先で不満を持っているお客様

例：

本人に代わって意見を述べること

代弁する

5.7 代弁する

128

126

顧客要求分析・提案②（集合研修）

131

129

相手に考えてもらいたい時、こち
らが思い浮かばないような答えを
相手から引き出したい時などに使
う

答えが単一ではないため、場合
によっては相手にとって答えにく
い質問となることもある

・どのようなことでございますか？
・どちらがご不明点でしょうか？

メリット

デメリット

例文

限定(クローズ)質問

・○○ということですか？
・ご理解いただけましたでしょうか？

答えが限られているので、相手が窮屈
に感じたり、「決めつけられた」と不愉
快に感じたりすることもある

すぐに解答が欲しい時や、こちらの考
えについて相手の意見を確認する時
に使う。基本的には二者択一の質問
になるため、相手は早く、簡単に回答
することができる

一言もしくは短い言葉で答えることが
できる質問

客：あー。それは便利よねぇ。その日のうちなら生ものでもOKだし．．．

店：そうですよね。もし、お水などの重い品物を代わりに購入して、
その日のうちに届けてくれるサービスがあったとしたならば、
どう思われますか？

客：そうなのよ、結構重いから買って帰るのが面倒なのよね～

店：今、飲料水はスーパー等でペットボトルを購入されているという
ことですね？

もしも質問（仮定法）

5.10 もしも質問

一言もしくは短い言葉で答えられ
ない質問

特徴

拡大(オープン)質問

5.8 クローズ質問・オープン質問

131

129

132

130

藤木健著、リックテレコム

「聞くスキル聞き出すスキル」

使用教材

会話を広げる役割

・どれくらい続けていらっしゃるんですか

・どのような利用方法をお考えですか

・どんな方とお話しされましたか

・どこでお聞きになられましたか

「どこで？」「誰と？」「どうやって？」
「どんな？」「どのようにして？」

D質問

5.9 D質問

132

130

顧客要求分析・提案②（集合研修）

3

1

空気質測定依頼

実践PBL用教材

使用する

吸わない

分からない

冬にストーブ
を使うか︖

たばこを吸う
か︖

家の中の換気
ファンはどこ
にあるか︖

※記入欄が不足する場合は、適宜、シートの複製等により対応すること。

冬が特に症状がひどくなる

ヒアリング記録

季節により症
状の変化はあ
るか︖

聴取項目

A. 環境由来の健康被害を訴えているお客様

【場面１】 ヒアリング実施記録シート

【指導ガイド】

環境由来の健康問題に対して対応できる
建築系人材育成のための教育プログラム開発

令和３年度 文部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

3

1

4

2

化学物質が内分泌の働きを乱し、
生物にとって有害な影響を与えるこ
と

化学物質の内分泌かく
乱作用

環境由来の健康問題①

過敏症

過敏症

化学物質

シックハウ
ス症候群

電磁波

環境ホル
モン

【場面１】 参考資料

※記入欄が不足する場合は、適宜、シートの複製等により対応すること。

アレル
ギー

入れた

最近、新たな
家具を部屋に
入れたか
どちらも使用している

室内の空気の問題の可能性があるため、業者等に⼀度測定して
もらたらどうかと⾔われた。

医者から何と
⾔われたか︖

防虫剤・芳香
剤を使用して
いるか︖

めまいがする。
（洋室に入るととくにひどい）

ヒアリング記録

どんな症状
か︖

聴取項目

A. 環境由来の健康被害を訴えているお客様

【場面１】 ヒアリング実施記録シート

4

2

実践PBL（指導ガイド）

シックハウス
症候群

住宅など建物の建築に使用される材料（建材）に含まれる化学物
質が室内に揮発し、換気不足と相まって室内空気が汚染されること
で引き起こされる健康への影響
その他家具や日常生活用品、日常生活から揮発する化学物質の
影響、ダニやカビなどの生物的要因による影響も含む

住宅内での室内空気汚染に由来する様々な健康障害

シックハウス症候群とは、

【場面１】 参考資料

8

6

2000

2002

（1997年～）

シックハウス
症候群の
症状１

【場面１】 参考資料

シックハウス（
室内空気汚染）
問題に関する検討会

7

5

・電磁波

シックハウス問題が顕在化

アレルギー問題初期

・食物

・化学物質
・ハウスダスト
・カビ
・ダニ

シックハウス症候群

健康住宅研究会

電磁波過敏症

・化学物質

環境ホルモン

・化学物質

化学物質過敏症

1970年代 1996～97

【場面１】 参考資料

室内濃度指針値策定

食物アレルギー

・カビ

・ダニ

各疾患の主な要因

気管支喘息

・ハウスダスト

アトピー性皮膚炎

環境由来の健康問題②

【場面１】 参考資料

2003
2004
2009

201
2

2019

実践PBL（指導ガイド）

医療機関にて測定検査結果報告＆対応提案
部分承認

アレルギー問題関心高まる
シックハウス（室内空気汚染）
問題に関する
検討会再開

化学物質過敏症病名認定

シックハウス（
室内空気汚染）
問題に関する
検討会中止

学校環境衛生の基準改正
医療機関にて測定検査結果報告＆対応提案 却下

建築基準法改正、ビル管理法改正、 JIS
・ JAS
改正

11

9

（例）頭が重い、頭痛、微熱、倦怠感、イライラなど

特定できない症状をいう。特に本人にしか自覚できないような症状が多い

漠然とした体の不調の訴えで、検査をしても特定の病気として何処が悪いのか

はっきりとした症状を示さなかったり、次々と症状が移行していくことも多く、
なんとなく調子が悪いなと思っていても、それがシックハウス症候群だと
本人も気づけないことがよくある。

化学物質過敏症
の症状

• 病気の進行とともに、ヒステリー・抑うつ尺度が高まる

• 心気症（病気不安症）の割合が高い

＜発症後＞

 においに対して、不快感や症状の誘発を示すことが多い

消化器症状など

その他咽頭痛や微熱などの炎症症状、便秘、下痢、腹痛などの

興奮、うつ状態などの精神または神経症状や関節痛、筋肉痛、

集中力の低下、不眠、近方視困難、倦怠感、思考力の低下、頭痛、

 神経、呼吸器、心血管、消化器、耳鼻咽喉、眼、皮膚など多臓器症状にわたる

【場面１】 参考資料

シックハウス
症候群の
症状２

更年期障害、風邪、花粉症、精神疾患などと間違われてしまうこともよくある

不定愁訴といわれるような、本人にしか自覚できない症状が多く、自律神経失調症や

【場面１】 参考資料

12

10

（現在）

（従来）

ポリウレタン（イソシアネート）

農薬（ネオニコチノイド）

（その他）

香 料（柔軟剤など）

シックハウス症候群

【場面１】 参考資料

2009年10月の保健病名付与には｢多種｣は省かれる

厚生労働省でも病名として｢化学物質過敏症(CS)｣が使用

※ 現在は、｢多種｣という言葉は 米国科学アカデミー環境医学会（AAEM）では省かれている

発症の引き金

（Chemical
Sensitivity:CS）

化学物質過敏症

アメリカの内科医カレンによって多種化学物質過敏症と命名

↓

アメリカの小児科医ランドルフによって報告

場合、化学物質曝露に対して寛容を失い、少量の化学物質に再曝露した場合に症状を呈する疾患

かなり大量の化学物質に曝露し急性中毒症状が現れた後か、微量ではあるが長期にわたり曝露した

発生機序

【場面１】 参考資料

実践PBL（指導ガイド）

13

防虫剤、芳香剤、化粧品、ス
トーブ、たばこなど
計画換気の認識不足による換
気不足
高湿度・結露などによるカビ・ダ
ニの増加
アレルギー体質

家具から揮発する化学物質

日常生活用品および日常生活から揮発する化学物
質

換気不足

ダニ・カビ

体質の変化（アレルギー体質）

※項目構成は適宜、追加・変更等を行ってよい。
※記入欄が不足する場合は、適宜、シートの複製等により対応すること。

化学物質を多用した建材の使
用

建材から揮発する化学物質

家の中にある原因
化学物質を多用した建材の使
用

健康被害を
起こす要因

【場面２】 「住宅における健康被害まとめ」シート

13

実践PBL（指導ガイド）

3

1

IN

提案書
フォーマット

IN

IN

「シックハウス症候群を引き起こす
要因まとめ」シート

ヒアリング
シート 案件概略

□ 学習の流れ

2.5時間

2.5時間

室内空気測定提案書の作成

場面３

発表・公表

2.0時間

3.0時間

整理・分析

ヒアリング準備・実施

場面２

場面１

本PBLの概要

OUT

IN

OUT

IN

OUT

1

室内空気測定
提案書

3

「まとめ」シート
結果

ヒアリング結果

空気質測定依頼

実践PBL用教材

環境由来の健康問題に対して対応できる
建築系人材育成のための教育プログラム開発

令和３年度 文部科学省
専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

4

2

•

１．１ 授業計画
１．２ 講義資料

場面１ ヒアリングの準備・実施

10時間

リフォームも手掛ける建設会社 株式会社TTT建設が、地元に住む青木緑子さん
から室内空気測定に関する相談を受けた。青木さんは医者からの助言で空気測
定を相談したものの、室内に空気についてあまり分かっていない。学習者はTTT
建設の社員として、上位者である木下部長の指示を受けながらお客様への資料
「室内空気測定提案書」を作成・実施する。
□ 学習時間
•

□ 学習設定

・ 空気測定提案書の作成

・ 顧客要求分析・提案

□ 学習テーマ

・ 日本の環境由来の健康被害に関する問題を踏まえ、環境由来の健康被害を訴え
るお客様への資料「室内空気測定提案書」を作成する。

□ 学習目標

本PBLの概要

4

2

実践PBL（受講者）

7

5

3.0時間

60分
60分

ヒアリングの実施
ヒアリング実施結果の整理

④ ヒアリングから得た情報を過不足なく整理することができる。

② ヒアリング実施時の流れをイメージすることができる。

30分

時間数

ヒアリングの準備

実施項目

1.1.3 進行計画例

想定所要時間

③ ヒアリング中、臨機応変に対応しながら情報を聴取することができる。

8

6

○ ヒアリング実施記録

アウトプット

30分

7

5

○ 案件概略

事前情報

A. 環境由来の健康被害を訴えているお客様

① ヒアリングの準備
② ヒアリングの実施
③ ヒアリング実施結果の整理

講師の役割

内容
以下の情報を聴取しなさい。
A. 健康被害を訴えている人の声

場面１ ヒアリングの準備・実施

作業内容

演習課題

演習場面

項目

1.1.1 授業内容の概要

状況設定、作業の内容・流れの把握

① 空気測定提案書作成に必要な情報を過不足なく聴取するための質問項目・質
問内容を検討することができる。

1.1.2 学習目標

1.1.1 授業内容の概要
1.1.2 学習目標
1.1.3 進行計画例

１．１ 授業計画

場面１ ヒアリングの準備・実施

8

6

実践PBL（受講者）

11

9

A. 環境由来の健康被害を訴えているお客様

手順１ 提案のイメージや要件を行うための準備として、以下の者に対する
質問項目を検討してヒアリングシートを作成しなさい。

□ 作業手順

1.2.1 演習課題

1.2.1 演題課題
1.2.2 案件概略
1.2.3 ヒアリング実施記録フォーマット
別紙１ ヒアリングシートフォーマット

１．２ 講義資料

場面１ ヒアリングの準備・実施

11

9

12

10

1.2.2 案件概略

環境由来の健康問題を持つ顧客への室内空気測定提案
現在、室内環境に対して関心が上がっている。
日本の環境由来の健康被害に関する問題を踏まえ、環境由来の健康
被害を訴えるお客様へ室内空気測定提案したい
環境由来の健康被害を訴えるお客様へ室内空気測定提案
・空気測定には大きく「アクティブ法」と「パッシブ法」の2種類がある

プロジェクト
テーマ
目的・背景

概要

内容

リフォームも手掛ける建設会社 株式会社TTT建設が、地元に住む青木緑子さん
から室内空気測定に関する相談を受けた。青木さんは医者からの助言で空気測
定を相談したものの、室内に空気についてあまり分かっていない。学習者はTTT
建設の社員として、上位者である木下部長の指示を受けながらお客様への資料
「室内空気測定提案書」を作成・実施する。

項目

•

・ 現在、室内環境に対して関心が上がっている。

□ 状況説明

1.2.1 演習課題

12

10

実践PBL（受講者）

15

13

ヒアリング記録

2.1.1 授業内容の概要
2.1.2 学習目標
2.1.3 進行計画例

２．１ 授業計画

場面２ クライアントの要望分析

※記入欄が不足する場合は、適宜、シートの複製等により対応すること。

聴取項目

A. 環境由来の健康被害を訴えているお客様

【場面１】 ヒアリング実施記録シート

15

13

16

14

ヒアリング結果を踏まえて、それを整理・分析し、日本の住宅におけ
る環境由来の健康被害を踏まえ、シックハウス症候群を引き起こす
要因をまとめなさい。
① 整理・分析
② 「シックハウス症候群を引き起こす要因まとめ」シートの作成
① 案件概略
② ヒアリング結果
○ 「シックハウス症候群を引き起こす要因まとめ」シート
○上司役
2.0時間

演習課題
作業内容
事前情報
アウトプット
講師の役割
想定所要時間

内容
場面２ クライアントの要望分析

演習場面

項目

2.1.1 授業内容の概要

２．１ 授業計画
２．２ 講義資料

場面２ クライアントの要望分析

16

14

実践PBL（受講者）

19

17

2.2.1 演習課題
2.2.2 「住宅における健康被害まとめ」シート

２．２ 講義資料

場面２ クライアントの要望分析

② 環境由来の健康被害を訴えているお客様のため、項目立てて簡潔かつ分かり
やすく整理することができる。

① ヒアリングで得た情報をもとに、シックハウス症候群を引き起こす主な要因
についてまとめることができる。

2.1.2 学習目標

19

17

20

18

45分
60分

日本の住宅における環境由来の健康被害の整理
シックハウス症候群を引き起こす要因の検討

・あなたは木下部長の指示を受けて、ヒアリング結果を踏まえ、プロジェクトチームメ
ンバーと相談しながら、日本の住宅における環境由来の健康被害を踏まえ、シック
ハウス症候群を引き起こす要因をまとめることになった。

・しかし青木さんの話は多岐に渡り、住宅における環境由来の健康被害について洗
い出すことになった。

・空気質測定に関する相談者である青木緑子さんからのヒアリングを実施したことに
より、住宅の環境由来における健康被害・青木さん宅の住宅の状況が明らかになっ
た。

□ 状況説明

2.2.1 演習課題

15分

時間数

日本の住宅における環境由来の健康被害の把握

実施項目

2.1.3 進行計画例

20

18

実践PBL（受講者）

23

21

3.1 授業計画
3.2 講義資料

場面３ 室内空気測定提案書の作成

手順２ 議論した内容を「住宅における健康被害まとめ」シートに整理しなさい。

手順１ ヒアリング結果を踏まえて、それを整理・分析し、日本の住宅における
環境由来の健康被害を踏まえ、シックハウス症候群を引き起こす要因を
議論しなさい。

□ 作業手順

2.2.1 演習課題

23

21

24

22

家の中にある原因

3.1.1 授業内容の概要
3.1.2 学習目標
3.1.3 進行計画例

3.1 授業計画

場面３ 室内空気測定提案書の作成

※項目構成は適宜、追加・変更等を行ってよい。
※記入欄が不足する場合は、適宜、シートの複製等により対応すること。

健康被害を
起こす要因

2.2.2 「住宅における健康被害まとめ」シート

24

22

実践PBL（受講者）

27

25

① 案件概略
② ヒアリング結果
③ 「シックハウス症候群を引き起こす要因まとめ」シート

〇 室内空気測定提案書

上司役

2.5時間

事前情報

アウトプット

講師の役割

想定所要時間

20分

120分

提案書の作成・プレゼン練習

プレゼンテーション

10分

実施項目

課題、作業内容・流れの把握

時間数

①室内空気測定提案書の作成
② プレゼンテーションの実施

作業内容

3.1.3 進行計画例

本件の室内空気測定提案書作成しなさい。また、それを使って上司
にプレゼンテーションを行い承認を得なさい。

演習課題

内容

場面３室内空気測定提案書の作成

演習場面

項目

3.1.1 授業内容の概要

27

25

28

26

3.2.1 演習課題
別紙１ 室内空気測定提案書フォーマット

３．２ 講義資料

場面３ 提案書の作成

③ 作成した資料を用いて明解なプレゼンテーションを行うことができる。

② 日本の住宅における環境由来の健康問題を意識した内容になっている

① シックハウス等の環境問題について詳しくない顧客に対しても
分かりやすく室内空気測定提案書にまとめている。

3.1.2 学習目標

28

26

実践PBL（受講者）

29

あなたたちは室内空気測定提案書を作成し、プレゼンテーションを行うこととなった。

・そこで、 青木緑子さんにプレゼンテーションを行ってほしいとの依頼があった。

・この資料に基づいて、上司と打ち合わせを行ったところ、問題なしとなった。

・あなたは先日、ヒアリングによって得た情報をもとに、「住宅における健康被害まと
め」シートを作成した。

□ 状況説明

3.2.1 演習課題

29

30

手順２ 作成した資料を用いてプレゼンテーションを行いなさい。

手順１ 作成したヒアリング結果・「住宅における健康被害まとめ」シート
を参考にしながら室内空気測定提案書フォーマットを作成しなさい。

□ 作業手順

3.2.1 演習課題

30

実践PBL（受講者）

3

1

空気の汚れ

【記入例】

株式会社TTT建設

青木様宅 室内空気測定提案書

青木緑子 様

4

2

主な室内空気汚染源

家づくりの変遷

実践PBL（提案書記入シート）

7

5

室内環境の課題

シックハウス症候群とは

7

8

6

室内空気測定について

化学物質の発生源

実践PBL（提案書記入シート）

11

9

資料採取方法

アクティブ法

10

パッシブ法

実践PBL（提案書記入シート）

3

1

空気の汚れ

空気の汚れ

物

生活

人

【記入例】

株式会社TTT建設

青木様宅 室内空気測定提案書

青木緑子 様

4

2

浮遊粉じん、窒素酸化物、オゾンなど

・外気

粉じん、ニコチン、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸
化物、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなど

・たばこ煙

・浮遊粉じん、ハウスダスト

ダニ、ゴキブリアレルゲン、真菌、細菌、花粉、
ペットのフケなど

・生物学的因子

人は呼吸のために酸素を取り入れ、二酸化炭素
を排出する

・人体の代謝

主な室内空気汚染源

への配慮不足

分になり、健康に対する安全性

険性の評価や換気対策が不十

中で、使用される化学物質の危

シックハウス症候群

燃焼生成物

・調理器具（ガスレンジなど）からの

二酸化炭素、二酸化窒素、二酸化硫黄など

ど）からの燃焼生成物

・開放型暖房器具（石油ストーブ、ガスストーブな

消臭剤、殺虫剤、化粧品など

・日常生活用品

木質ボード類、接着剤など

・家具類

木質ボード類、ビニルクロス、複合フローリング、接着
剤、防蟻剤など

・建築材料から放散する室内汚染起因化学物質

が急激なスピードで変化していく

建築工法や使用する建築材料

核家族 人工素材の新建材

大家族 自然素材中心の建材

家づくりの変遷

実践PBL（提案書記入例）

7

5

・一般家庭で室内の空気質を測定する機会はこれまでほぼなく、換気
を適切に行うためにも空気質の「見える化」が必要である。

・新築住宅では２４時間換気が義務付けられているが、ファンのスイッ
チを切ったままにしている家庭も多く、適切に換気が行われていない。

室内環境の課題

その他家具や日常生活用品、日常生活から揮発する化学物質の
影響、
ダニやカビなどの生物的要因による影響も含む

住宅など建物の建築に使用される材料（建材）に含まれる
化学物質が室内に揮発し、換気不足と相まって室内空気が
汚染されることで引き起こされる健康への影響

シックハウス症候群とは、
住宅内での室内空気汚染に由来する様々な健康障害

シックハウス症候群とは

7

8

6

採取

パッシブ法

アクティブ法

溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ
（HPLC）法

室内空気測定

室内空気測定について

化学物質の発生源

加熱脱離-ガスクロマトグラフ/質量分析
（GC/MS）法

分析

実践PBL（提案書記入例）

11

9

・吸引ポンプの稼動中の音や振動がある

吸着させること）

（比較的短時間に確実に吸着剤に

・吸引量が明瞭

・吸引ポンプを利用

午後2時～3時

対象家屋の窓、扉、建具、備え付け品の扉などのすべてを開き、30分間換気を行う。
換気後、外気に面した窓および扉などの開口部を閉鎖し、5時間以上この状態を維持させる。

【室内空気試料採取の条件】

（外気）
外壁および空調機の外気取り入れ口から2～5m離した、高さ1.2～1.5m の位置

（室内）
部屋の中央付近の少なくとも壁から1m以上離した、高さ1.2 ～1.5m の位置

【試料採取場所】

【試料採取時刻】

新築住宅もしくは改築直後の住宅の場合

シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会の中間報告書に
基づいたものが標準的な方法

資料採取方法

アクティブ法

10

パッシブ法

曝露量を測定するのに適す

場合や、サンプラーを身につけて一日の

度が一日を通してどれくらいかを調べる

・通常の生活状態での室内の化学物質濃

（通常8時間以上の測定時間が必要）

・拡散原理を利用

実践PBL（提案書記入例）

本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託
事業として、合同会社 LP エデュケーションが実施した令和 3 年
度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」の成果を
とりまとめたものです。

