
�解説�

は じ め に

2011年3月に発生した東日本大震災発生にとも

ない，2014年4月時点で応急仮設住宅（仮設住宅）

が7県（岩手県，宮城県，福島県，茨城県，栃木県，

千葉県，長野県）に約5.3万戸建設された11）．入居

者数は2014年9月で約8.9万人と報告されている3）．

また，被災地における復興住宅の整備には，さらに

時間を要する状況にあることから，仮設住宅の供与

期間は3年間に延長され，その後の延長についても，

実情に応じて各県または市町村レベルでの判断によ

り適宜個別の対応が認められている2）．仮設住宅の

全ての居住者が転出するまでには初年度から7年間

以上を要する見込みであると考えられている（私信）．

室内空気環境中には，通常，浮遊カビが常在して

いる．室内空気環境中の浮遊カビ数は，外気の流入，

および室内でのカビの異常発育によって影響を受け

ることが報告されている4）．室内空気環境から検出

されるカビの種類は，地域，季節，温度，湿度等に

依存して様々な様相を示す5,10）．大災害時には，破

壊した住宅や避難所，仮設住宅等での被災者居住期

間が長期化し，温湿度がコントロール不能，掃除が

行き届かない等の劣悪な住環境となることが多い．

このような室内ではカビは異常発育し，空気中の浮

遊カビ叢は通常時と比較して大きく変動する．

東日本大震災被災地での仮設住宅では，深刻なカ

ビ汚染が広がっている．多くの団地・世帯では，天

井，畳上，畳下，布団下，押し入れ内，家具周辺等

でのカビ発生が確認された．本解説では，仮設住宅

室内に広がるカビ発生被害の現状とともに，行われ

ている対策についても，実例と共に紹介したい．

1．仮設住宅におけるカビ発生被害の現状

図 1に，著者が実際の仮設住宅で確認した，室

内におけるカビの異常発育の様子を示した．仮設住

宅は本来長期間の居住を想定しておらず，短期間に

ローコストで住宅を供給することが大きな目的であ

ることから，一般住宅と比較して，外壁や天井，床

下に施されている断熱材の量が少ないこと，換気口

や窓の数が少なく，設置されている位置も換気効率

のためには適切でない仕様も見られることから，断

熱や換気性能は低く，結露が非常に生じやすい建築

構造になっている．特に，使用された天井パネルが

吸湿性に優れた化粧石膏ボード製であった場合に，

天井パネル表面にカビの異常発育が生じているケー

スが多くの世帯で見受けられた（図 1-a）．その理

由については，後述する．また，最も一般的な間取

りの仮設住宅は，図 2に示したとおり約29.7m2の

広さであり，ここに1人から3人が居住する．1世

帯あたりの居住者が4人以上の場合は，この間取り

の2世帯分を連結させた構造か，あるいはここに6
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畳が一間増やされた3DK，約39.6m2の間取りに

居住する．したがって，被災前の住居と比較して，

居住者ひとりあたりの床面積が少なく収納が少ない

ことから室内に物が多く設置されている状況に陥り

やすく，清掃が行き届きにくいために，カビ発生が

起こりやすい環境にある．実際に，東日本大震災被

災地の仮設住宅では，住人の間で，室内でのカビ大

量発生が大きな問題となっている．行政や自治会へ

の苦情，対策の実行への要望が多く寄せられ，近頃

では，報道各社でも多く取り上げられるようになっ

た．

このような状況の中，これまで，複数の研究グルー

プが，避難所，仮設住宅，津波浸水世帯等の室内住

宅環境のカビ汚染調査を行っている．その結果，特

に仮設住宅室内におけるカビ異常発生による被害が

明らかとなった23,24）．実際のカビ発生被害状況に関

する一例として，著者らが2012年から2013年にか

けて行った，宮城県石巻市内の仮設住宅における調

査結果23）を示す．

調査はカビ発生の多い梅雨・秋季・冬季に，複数

の団地にわたる延べ約50世帯を対象に実施した．

各世帯では，寝室，台所，居室の室内3地点（図2）

および周辺外気において，浮遊真菌のサンプリング

を行った．サンプリング手法は，エアサンプラーを

用いての衝突法による寒天平板培地への空気浮遊カ

ビの採取法がとられた．ここで使用した寒天平板培
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図1 宮城県石巻市に建てられた仮設住宅室内で確認されたカビ汚染．
a)天井パネルに生えたカビ，b)布団裏に生えたカビ，c)畳裏に生えたカビ，d)畳裏

カーペットに生えたカビ，e)畳裏木枠に生えたカビ，f)タンス裏に生えたカビ．

aa)a) b) 

c) d)

e) f)



地としては，好湿性カビの分離に適するDicholoran

rose-bengalchloramphenicol(DRBC)寒天培地，

および好乾性カビの分離に適するおよびDichloran-

glycerol(DG-18)寒天培地が用いられた（図3）．

サンプルの培養後，生じたコロニーの数を計測し，

空気1m3あたりの浮遊カビ数を算出した．また，

浮遊カビのサンプリング時と同時に，同じサンプリ

ング地点において，温度湿度計を用い，床面または

地面からの高さ約1mでの気温および相対湿度を

計測した．

浮遊カビ数の経時的変化を部屋毎に比較したとこ

ろ，全ての調査時期および部屋で，一般住宅の室内

空気カビ濃度の推奨上限値（空気 1m3あたり

1,000胞子以下）18）の約100～150倍以上もの高いカ

ビ数を示す世帯が複数確認された．当該研究で使用

したカビ数測定方法では，検出上限値は163,000カ

ビ数/m3であり，この値をとった場合には，推奨上

限値の163倍以上のカビ濃度ということになる．平

均値をみると，梅雨から秋季にかけては高いカビ数

を示し，冬季は他の時期と比べると低い値を示す傾

向にあった．しかしながら，冬季は，世帯間でのカ

ビ数のバラつきが大きく，梅雨から秋季にかけてと

同程度の高いカビ数を記録した世帯も見られ，複数

の世帯において年間を通じて深刻なカビ汚染が発生

していることが明らかとなった．よって，調査対象

となった仮設住宅世帯の室内空気浮遊カビ数は，年

間を通じて，一般住宅と比較して非常に高い傾向に

あることが示され，いずれの部屋においてもカビ汚

染が進行していることが明らかとなった．

仮設住宅でカビが発生しやすくなっている要因と

しては，高い密閉性かつ低い換気性・断熱性を併せ

持つことで室内の相対湿度の上昇や結露が生じやす

いこと，居住者一人あたりの居住空間が狭くかつ収

納が限られており，家具が多くなることからハウス

ダストが溜まりやすいこと等が挙げられる．その一

方で，居住者側には，仮設住宅はカビが発生しやす

い環境であるという意識が低く，室内相対湿度が上

昇しないようにする等，住まい方の工夫がなされて

いない傾向がある．現状のカビ発生被害を軽減・防

止するためには，住宅自体に適した改良を加えると

ともに，カビの発生を出来る限り軽減するために，

室内相対湿度を上昇させない，ハウスダストをため

ない等，居住者側も適した住まい方を実践する必要

がある．

また，著者らは，調査を行った世帯のうち，宮城

県内の沿岸から約20km北上した山間部に位置す

る仮設団地A，および約5km北上した沿岸部に

位置する仮設団地B，2つの団地にそれぞれ属する

世帯を選抜し，浮遊カビ数の経時的変化について，

部屋を区別せずに団地間で比較した23）．DRBC寒天

培地を用いて計測した好湿性カビ数と，DG-18寒

天培地を用いて計測した好乾性カビ数では，類似し

た継時的変化を示したため，ここでは好湿性カビ数

の変化を図4に示す．図4は方対数グラフ上で表
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図2 仮設住宅室内の一般的な間取りと
サンプリング地点

もっとも多く建設されたタイプの仮設住宅間

取り．1世帯あたり1～3人が居住する．
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図3 寒天平板培地上に生じたカビコロニー
a)DRBC寒天平板培地を使用した培養，

b)DG-18寒天平板培地を使用した培養．

a) 

b) 



された箱ひげ図であり，縦軸には空気1m3あたり

の浮遊カビ数を表す．上述の，冬季にも梅雨から秋

季にかけてと同程度の検出上限値に近い高いカビ数

を記録した世帯は，仮設団地Aに偏って確認され

ることが示され，室内のカビ汚染は仮設団地に依存

して様々な程度を示すことが明らかとなった．さら

に，カビサンプリング時の室内の相対湿度について

解析したところ，仮設団地Aでは，冬季に室内の

湿度が他の団地よりも高い水準で維持されていたこ

とが確認された（図5）23）．当該仮設団地で冬季で

も特徴的に高いカビ数が確認されたことの原因とし

ては，冬季の室内の高湿度が影響している可能性が

非常に高い．この特徴をもたらしている要因のひと

つとして，建築仕様の違いが考えられている．東日

本大震災の仮設団地は，プレハブ建築協会や複数の

ハウスメーカー等，複数の供給元によって建てられ

た．用いた建材や規格は供給元によってある程度異

なり，この差異が冬季の室内の高湿度，ひいては高

いカビ数に影響している可能性がある．実際に，仮

設団地Aをはじめとした化粧石膏ボード製天井パ

ネルを使用する仮設住宅では，天井パネル部分に目

視でのカビ汚染が頻繁に見られた（図1-a）．木製

合板製天井パネルでは，著者は目視でのカビ汚染を

ほとんど確認していない．著者らの研究グループで

は，冬季の外気と内気の温度差が大きい寒冷地にお

いて，天井裏の断熱欠損が生じた場合，天井パネル
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図4 仮設団地間における各月の真菌数の比較（好湿性カビ）
宮城県石巻市の2か所の仮設団地AおよびBにおいて測定した好湿性カビ数の継時的変化を

比較し，方対数グラフ上に表した箱ひげ図で示した．箱ひげ図は，最大値-第３四分位点-中央値-

第１四分位点-最小値を表した．折れ線グラフは各団地における外気の真菌数平均値を表した．
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図5 カビサンプリングを行った世帯での
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では結露水が発生，または，高い水分含有量の継続

した状態が作り出される可能性があることを報告し

ている7）．また，仮設住宅で実際に使用されている

化粧石膏ボードと木材合板製天井パネルを用いて，

温度26±2℃，相対湿度95%以上の条件下に置き高

水分含有状態を維持し，数種類のカビを接種して

28日間培養し，カビの発育状況を比較したところ，

化粧石膏ボード製パネルではカビが発育しやすいこ

とを示した23）．一般住宅においては優れた防音性や

調湿性を示すと言われる石膏ボードであるが，寒冷

地に建設された仮設住宅という条件の下では，カビ

の発育しやすい状況におかれる可能性が考えられた．

団地間でのカビ発生被害傾向に差が生じている要

因としては，この他にも，土地の水はけの状態など

建物以外の土木的要因の違いや，日当たり，今回調

査を行った対象世帯における住まい方の偏り，居居

住者数や年齢など，多様な条件の違いが影響してい

た可能性がある．今後，さらなる調査・研究を進め，

カビ発生被害が起こりやすい・起こりにくい仮設住

宅の建設仕様や居住者条件を明らかにする必要があ

るが，その一部は明らかにされつつある．対応策に

ついては4で後述する．

加えて，著者らは，目視によって発生が確認され

た天井や畳上等のカビ，空気サンプルの培養から得

られたカビの同定を行ったところ，図 6のような

菌種のカビが多い傾向にあった23）．すなわち，

Cladosporium属菌，Penicillium属菌といった国

内で環境中に通常優先的にみられるカビに加えて，

室内での検出例が多いEurotium属菌やWallemia

sebi，畳や建材での異常発育がしばしば報告される

Trichoderma属菌，Aspergilluspenicillioides，

Aspergillusversicolorなどであった．これら高検

出のカビには，後述のとおり，感染症やアレルギー

を引き起こす菌種も含まれ，健康被害の防止のため

にも，汚染の軽減や予防策が取られる必要がある．

2．カビによる住人への健康被害

2－1．カビの室内空気汚染から受けるヒトへの健康

被害には何があるか？

1で述べたとおり，大災害時には特に，被災者は

劣悪な住環境に長期間おかれることも多い．このよ

うな住環境中では，カビ数が全体的に増大する一方

で，カビ叢も通常時と比較して大きく変動し，少数

の種類のカビが優占種となることが多い．これら高

検出カビはヒトへの曝露量が多く，特に健康被害が

懸念される．ここでは，室内空気環境からの曝露方
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図6 仮設住宅室内でしばしば検出されるカビの種類
a)Cladosporium，b)Eurotium，c)Penicillium，d)Trichoderma，e)Aspergilluspenicillioides，

f)Aspergillusversicolor

a) b) c) 

d) e) f)



法として最も影響が強い，吸入曝露によって引き起

こされる可能性がある健康被害を取りあげる．室内

環境のカビ汚染がもたらすヒトへの健康被害として

は，大きく分けて，感染症，二次代謝産物中毒症，

アレルギー疾患の三つが挙げられる．

2－2．感染症

カビ（あるいは真菌）を原因菌とした感染症につ

いては，疾患と原因の因果関係が比較的容易に認識

できるために早い時期から注目され，研究が進んで

きた．感染をうけた組織によって，表在性真菌症と

深在性真菌症に大別される．前者は感染が角質，爪，

毛髪などの表層にとどまる感染症で，皮膚感染症で

あるミズムシが代表的な疾患である．原因菌として

報告が多いカビとしては，Trichophyton属菌や

Microsporum属菌等の白癬菌が挙げられる15,16）．

後者は感染が真皮以降の皮下組織まで，または肺

など内部の臓器まで及ぶ感染症である．特に住環境

から受ける曝露では呼吸器に対する感染症が重要

視され，原因菌として報告が多いカビとしては，

Aspergillusfumigatusが挙げられる14）．深在性真

菌症については，感染すれば死亡する例もあること

からより一層注意が必要となるが，既往症のある患

者での日和見感染の頻度が高い14）ため，仮設住宅居

住者の間では発生したとしても頻度は低いと考えら

れる．

2－3．二次代謝産物中毒症

近年では，微量分析技術の発達によって室内空気

やハウスダスト中の化学物質の分析が盛んに行われ

るようになり，健康被害が起こった住環境や労働環

境の空気やハウスダストから，カビの産生する二次

代謝産物である微生物揮発性有機化合物（MVOC）

やマイコトキシン検出の報告が急増している．この

ことから，室内空気中に放出されたこれらの化学物

質に吸引曝露されることによって引き起こされる健

康被害について，注意しておく必要がある．

MVOCは，シックハウス症候群の原因物質のひ

とつとして注目されており，頭痛，倦怠感，集中力

の低下，発熱等の症状を引き起こすとされる．マイ

コトキシンについては，吸入曝露による健康への影

響性自体が研究の途上にあって，確実に健康被害を

引き起こすことが証明された物質はまだ無いが，い

くつかのカビが産生するマイコトキシンについて，

健康被害との因果関係があると考えられている22）．

その例として最も研究が進んでいるものは，

Stachybotryschartarumが産生するサトラトキシ

ン（図 7-a）である．このカビは土壌や空気中から

通常検出されるカビであるが，洪水や漏水などの水

害を受けた高湿度の環境下では壁紙や建材に付着し

て旺盛に発育することが知られ，国内をはじめ世界

各地で，水漏れ事故や水害時の浸水を受けた室内で

の異常発育が報告されている．1990年代に発生し

たアメリカの水害では，被災した住居やビルの室内

の多くでS.chartarumが大量に検出され，そこに

居住する乳幼児の間で重篤な呼吸不全・肺出血を伴

う肺症状が複数件発生し，死亡例も報告された1）が，

実験動物的にサトラトキシンを投与しての直接の症

状発生が確認されてはいないため，確実に原因物質

となっているか否かは不明である．他にも，A.
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図7 吸入曝露によって中毒を起こすことが懸念されるマイコトキシン

a. b. c.

Stachybotrys chartarum Aspergillus fumigatus Aspergillus versicolor



fumigatusが産生するグリオトキシン（図 7-b），

A.versicolorが産生するステリグマトシスチン

（図 7-c），A.flavusが産生するアフラトキシン等，

健康への影響が懸念されている物質は複数あり22），

これらの産生菌は東日本大震災被災地の仮設住宅か

らも高頻度に，時には高濃度に検出されており，注

意が必要である．

2－4．カビアレルギー疾患

室内空気環境のカビ汚染がもたらすヒトへの健康

被害の中でも，アレルギーは，乳幼児から高齢者ま

であらゆる年齢層が罹患し，患者数も非常に多いこ

とから，最も重要な疾患である．アレルギーの原因

（アレルゲン）となるカビの種類として最も代表的

なものとしては，A.fumigatusが挙げられる．こ

の他にも，A.fumigatus以外のAspergillus属菌，

Penicillium属菌，Alternaria属菌，Eurotium属

菌，Cladosporium属菌，Fusarium属菌等の非常

に多種類のカビがアレルゲンとなり得る．これらの

ほとんどは土壌やハウスダスト中に普遍的に分布す

るため，仮設住宅を含めた住環境中でしばしば検出

されるカビであり21），東日本大震災被災地仮設住宅

の調査でも多くの世帯で高濃度に検出された23）．し

たがって，仮設住宅の居住者は多量のアレルゲンに

曝露され続けていると言える．住環境からのカビ曝

露によって引き起こされる疾患として，呼吸器アレ

ルギー疾患は重篤性が高く，着目される必要がある．

中でも罹患者数が多い疾患として気管支喘息が挙げ

られ，他にも，発症は比較的まれであるが，アレル

ギー性気管支肺真菌症（ABPM）や過敏性肺炎

（HP）も重症化しやすい疾患として診断の重要度が

高い．住環境からのカビ曝露と喘息の関連性に関す

る過去の研究結果として，乳幼児の家庭におけるカ

ビ曝露は，成長後に喘息と診断されるリスクを80%

上昇させることが示されている20）．成人においては，

湿度の高い住環境からくるカビ汚染と，喘息の発症

との関連性が示唆されている6）．過去に国内で実施

された喘息発症率の調査は非常に少ないが，9年間

のカビ曝露の後に対象者の11%が喘息の発症を申告

したという結果が示されている．別の調査であるが，

カビ曝露を想定しない集団における喘息発症率は

3.4%であったことから，カビ曝露による喘息発症率

の上昇が示唆されている17）．さらに最新の研究成果

から，非被災者と比較して被災者では，小児におけ

る喘息等の発症リスクが約2倍であり，住環境から

のカビ・ダニ曝露の関与が疑われるとの報告がある

（私信）．仮設住宅居住者の間で，多くのカビアレル

ギー患者の発生，入居以前から喘息を発症していた

患者に対する症状の増悪，および過去に喘息を発症

していたが寛解した患者に対する再発が懸念される．

しかし，呼吸器カビアレルギー疾患発症者が増え

ていると予想される一方で，現状では，被災地にお

ける医療機関からの仮設住宅居住者におけるカビア

レルギー疾患の報告はほとんどない．アレルギー疾

患は慢性的な経過をたどるため現状では強い症状を

呈する患者が少なく，軽症の喘息は高度な診断技術

や設備を要するため診断が困難であるなどの理由が

考えられる．したがって，カビアレルギー疾患発生

状況が的確に把握されていない可能性が高い．その

ような状況の中，著者らは，石巻市内仮設住宅にお

いて発症したABPM患者について，患者宅室内か

ら分離された菌株の培養抗原エキスを用いた免疫血

清学的検査及びその結果に基づく吸入曝露試験によ

り， 一般的には ABPM 原因菌と目されない

Eurotiumherbariorumが当該患者症状の原因菌で

あることを明らかにし19），検査に用いる抗原の質が

診断の正否に大きく影響することを示した．

3．仮設住宅におけるカビ対策

1で上述したとおり，仮設住宅でカビが発生しや

すくなっている要因は，主として，室内の相対湿度

上昇や結露が生じやすいこと，ハウスダストが溜ま

りやすいことが挙げられる．現状のカビ発生被害を

軽減・防止するためには，ハード面に適した改良を

加えるとともに，居住者が適した住まい方を実践す

る必要がある．すなわち，仮設住宅室内のカビ発生

を防止するためには，対策を「行政や研究機関が行

う対策」と「居住者が行う対策」との両輪で行う必

要性がある．ポイントは，室内の「湿気を減らす」・

「ハウスダストをためない」という点にある．

3－1．行政や研究機関が行う対策

1）居住者に対する啓発活動

「居住者が行う対策」の効果的な実施のためには，

正確な知識の周知や，実施の動機となる意味づけの

ため，以下の内容について，行政や研究機関が積極

的に啓発活動を行う必要がある．

カビ吸入曝露による健康被害に関する知識：健康

に対して影響が生じている自覚のある居住者を除い

て，自宅室内にカビが発生しているとしても，これ

Vol.5（No.1）2015 31



を無くす必要性を知らないままでは，カビ発生軽減・

予防対策の実施の期待は非常に薄い．意味付けを行

い，やる気を促すことが大変重要である．活動の例

として，著者らは，カビの吸入曝露がもたらす具体

的な病気や症状，および積極的な医療機関の受診に

ついて啓発する目的で，講習会実施や石巻市内仮設

住宅全戸への資料（図 8）配布を行った．また，3）

で述べる集団検診の実施自体にも，高い啓発効果が

あると思われる．

カビ発生を防ぐ住まい方に関する知識：近代的な

気密性の高い住宅に居住した経験が無い居住者につ

いては特に，2で上述のように仮設住宅は通常の住

宅よりもカビが発生しやすい住宅であるということ

を知り，居住者は，被災前とは違った，室内の相対

湿度の上昇を抑えハウスダストをためない仮設住宅

に適合した住まい方を実施する必要がある．特に，

湿度の上昇を抑える手軽に実施可能な具体的方法を

以下に示す．

①屋外/屋内での布団干しを積極的に行う．

②窓開けや換気扇/エアコン/扇風機等を積極的に

利用した室内の効果的な換気を行う．

③部屋干しはなるべくしない．

④石油ストーブは使用せずエアコンなど電気機器を

活用する．

⑤風呂のフタ閉めを徹底する．

活動の例として，著者らは，これらの方法につい

て周知する内容の講習会実施や，石巻市内仮設住宅

全戸へのカビ予防につながる住まい方を記した資料

（図9）配布を行った．

発生したカビの効果的な除去方法：居住者の間で

は，発生したカビに対して再発生をできるだけ予防

できるような，効果的な除去方法に対する興味は高

い傾向にある．しかし，誤った知識が横行しており，

啓発の必要性が感じられた．活動の例として，著者
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図8 カビの吸入曝露による健康被害に関する住人向け啓発資料



らは，薬局で購入可能かつ人体への安全性の高い消

毒用エタノールや塩化ベンザルコニウム溶液を効果

的な方法と組み合わせて使用するカビの除去方法に

ついて，具体的に周知する内容の講習会を実施した．

2）建物に施す方策

石巻市内の仮設住宅の現状の観察から，カビ発生

を防止するためには，室内空気の相対湿度上昇防止，

および結露減少の必要があると考えられる．大量の

結露の原因となっている仮設住宅室内の部分的な温

度低下，および室内空気の相対湿度上昇を防止する

ことは，居住者の住まい方の改善だけでは達成でき

ないと思われた．以下に示したような仮設住宅自体

への具体的な建築的な方策の実施が効果的であると

考えられる．これらは，居住者自身が実施すること

はほとんどの場合難しく，行政や研究機関等の介入

が必要である．

①室内に使用されているカビが発生しやすい素材の

交換（天井パネル，畳等）

②断熱施工の補修（天井裏，床下等）

③新たな換気システムの導入（熱交換型換気扇等）

④その他湿気の供給源の特定とその除去

⑤上記の方策の試験的導入とその効果の科学的計測

3）室内のカビ発生被害を受けている居住者の健康管理

3で述べたとおり，室内空気環境がカビ汚染を受

けている場合，居住者に起こりうる健康被害のうち，

最も気を付けなければならないものは呼吸器カビア

レルギー疾患である．しかし，震災後に仮設住宅に

在住している居住者における呼吸器アレルギー疾患

の発症について，信頼性の高い調査はされておらず，

現状が正確に把握されていない状況にある．慢性的

な経過をたどることが多いため現状では強い症状を

呈している患者が少ないと考えられ，診断が困難で

あること，患者自身の疾患に対する認識が甘く軽症

の場合には医療機関を受診しないケースも相当数あ

ると思われること等の理由から，該当患者の存在が

見過ごされ，的確に把握されていないことが予想さ

れる．しかし，居住者のカビ吸入曝露が長期に渡れ

ば，今後患者数は増加していく危険性が高い．早急

に，仮設住宅室内のカビ発生から受ける健康影響と

してアレルギー性呼吸器疾患の発症状況を調査し，

早期診断と治療介入が必要である．そのためには，

呼吸器アレルギー疾患に特化した集団検診の実施が

有効的であり，書者らは，石巻市内仮設住宅居住者

を対象として呼吸器の集団検診を行い，呼吸器アレ

ルギー性疾患患者の発見に努めている．途中経過で

あるが，住民の血液検査からダニやカビに対する特

異的抗体の保有率や，軽度の喘息の有病率が比較的

高いことが明らかにされるつある（私信）．
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図9 仮設住宅での住まい方に関する住人向け啓発資料



3－2．居住者が行う対策

住環境のカビ発生を防ぐためには，居住者が「湿

気を出さない」・「ハウスダストをためない」住ま

い方を実施する必要性は非常に高い．具体的な方法

としては，3－1．1）で上述した生活の中で気軽に

行える細かな方策を日頃から実施することであるが，

避難生活が長期化している中，被災者感情の問題も

関係して，仮設住宅居住者の間に継続的な実施を浸

透させるのは非常に困難な様子がうかがえる（私信）．

啓発活動の効果的な実施方法について，より一層の

模索が必要である．

お わ り に

東日本大震災における仮設住宅では，今後も長期

的な避難生活が継続される見通しがある．また，著

者らの調査は主に石巻市を対象にしたものであった

が，仮設住宅のカビ発生問題は，仮設住宅が未だ多

い岩手県・宮城県・福島県に共通した話題である．

今後被害の拡大をできるだけ食い止めるために，具

体的には，これら3県のより広い範囲で，カビ発生

現状の把握と軽減・予防対策の実施に加え，住民の

間での健康被害の現状把握を行い，被害の防止に努

めることが急務である．したがって，仮設住宅のカ

ビと健康被害の問題について，関連省庁や地方行政

機関の間で活発に情報交換を行い，効果的な対策を

講じる必要性が高い．震災発生数年の間は，情報交

換や連携が十分でなく，カビ対策がほとんど取られ

ていなかった．しかし，平成26・27年に石巻市が

予算を計上したカビ発生に伴う仮設住宅の修繕8,9）

を始めとして，徐々に動きが広まりつつある．平成

26年10月に厚生労働省から，応急仮設住宅生活に

おける真菌（カビ）対策と健康への影響について，

各地方行政機関の担当部署に注意を促す事務連絡が

通知された12）．また平成27年1月に宮城県から各

市町の担当部署へ向けて，内閣府から災害救助費

（国費）の対象となる補修及び経費の範囲として

「重篤な結露，カビ等により，生活の安全上不具合

が生じている部分の修繕等」が認められた，との通

知がなされた13）．今後のさらなる対策の実行に期待

したい．

さらに，今後の災害時に多数建設されるであろう

仮設住宅の改善のためにも，本震災に関する情報を

蓄積していくことは大変重要であり，震災発生から

すでに4年が経過した現状においても，震災関連研

究は，盛んに行われるべき研究分野であると言える．
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