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東京都におけるシックハウス対応 

都民からのシックハウス相談→ 窓口は保健所 
• 保健所の主な対応 
   聞き取り調査、住宅への訪問 
   簡易測定（検知管）による空気検査 
       ホルムアルデヒド、トルエン等 
• 東京都健康安全研究センターの主な対応 
   室内空気の精密測定 
   都内の保健所職員への技術研修  
   電話による相談対応（全国） 



保健所におけるシックハウス症候群への 
対応の状況 

回答した 
保健所数 

相談を受け
た割合(%) 

  年間相談件数の 
中央値(最小-最大） 

全体 442*    68.3     2 (0 -6,693) 
北海道 26    96.2     2 (0 -   121) 
東北 58    58.6     1 (0 -     21) 
東京都 29  100   70 (6 -1,091) 
関東甲信静 89    78.7     3 (0 -   365) 
東海北陸 39    64.1     3 (0 -6,693) 
近畿 58    87.9     2 (0 -   726) 
中国・四国 58    58.6     1 (0 -       8) 
九州 76    39.5     2 (0 -   200) 
平成18年度～19年度 厚生労働科学研究「シックハウス症候群の実態解明及び 
               具体的対応方策に関する研究」 総合研究報告書 

* 回答率：83.2% 



シックハウスに関連する 
東京都の調査 

実施年度 事業名 内容 

95～98年  室内における揮発性有機化合
物汚染実態調査 

オフィスビル室内のVOC、ア
ルデヒド濃度調査 

99 ～ 01年  室内環境中の実態調査 住宅のVOC、アルデヒド濃
度調査 

02 ～ 04年 室内空気環境由来の化学物質
曝露量推計調査 

学校、保育園、病院、車両
内等のVOC、アルデヒド、殺
虫剤、可塑剤濃度調査 

05～06年 オフィスにおける分煙効果調査 ビル喫煙所付近のVOC、ア
ルデヒド、ニコチン濃度調査 

07～08年 理美容所における空気調査 理・美容所のVOC、アルデヒ
ド濃度調査 

10～12年 室内空気中のTVOC等調査 保育園、図書館のVOC、ア
ルデヒド、TVOC濃度調査 



普及啓発用冊子 

        改訂版 
住まいの健康配慮 
     ガイドライン 
～化学物質の少ない 
    室内環境づくりの 
    ポイント～ 

化学物質の子供 
ガイドライン 

～室内空気編～ 

  住まいと 
 アレルギー 
－室内の 
  アレル 
   ゲン対策－ 

赤ちゃんのための 
     室内環境 
～シックハウスや 
    アレルゲンの 
    対策～ 



室内空気汚染の近年の傾向 

• 住宅およびオフィスビルにおける室内
空気調査事例（５例） 

 
• シックハウス相談に見られる近年の

傾向 
 



新築住宅で濃度の高かった物質 
築後半年以内の新築住宅(未入居) 11軒(22室)で室内空気中の 
化学物質69物質を測定（07年～08年）       (単位μg/m3) 

  物質名 最大値 最小値 中央値 指針値 

 α-ピネン 3,140 不検出 204 － 

 ｐ-シメン 2,550 不検出 67.7 － 

 メチルシクロヘキサン 2,500 不検出 0.65 － 

 リモネン 2,450 不検出 74.6 － 

 3-カレン 1,770 不検出 47.7 － 

 カンフェン 1,680 不検出 19.5 － 

 スチレン 1,430 1.9 10.3 220 

 トリメチルベンゼン 1,300 1.9 30.0 － 

 テキサノール 967 不検出 6.5 － 

 2-エチル-1-ヘキサノール 783 不検出 1.6 － 

平成20年度 室内環境学会講演集、p86-87、東京(2008) 



事例 １ 苦情：においが強すぎて気分が悪く住めない 
 

   2007年8月築(調査実施：9月） 
   木造一戸建(平屋建て) 
   内装材 床：無垢のフローリング材、天井・壁：漆喰 

アセトン 

２-ブタノン 

メチルシクロヘキサン 

トリメチルベンゼン 

α-ピネン 

４-エチル-１，２-ジメチルベンゼン 

４-イソプロピルトルエン 

Time(min) 

空気中濃度  メチルシクロヘキサン： 2,500μg/m3  

         トリメチルベンゼン   ： 1,300μg/m3   

                  アセトン         ：   616μg/m3 

                  2-ブタノン       ：   344μg/m3   

                  TVOC         ：10,800μg/m3 

空気試料のVOCクロマトグラム 
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性状：エポキシ樹脂系 
用途：床タイル・木質床材の接着 
特長：耐水性、耐久性、2液混合型 

 
 

 

事例1で使用したフローリング用接着剤 

JIS 

F★★★★ 
A 5536 

製品安全データシート（MSDS) 

(2-ﾌﾞﾀﾉﾝ) 



溶剤系塗料うすめ液(ｼﾝﾅｰ)に含まれる成分 

トルエン        
  
キシレン          
  
エチルベンゼン 

   C3ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
トリメチルベンゼン 
  エチルトルエン 
    イソプロピルトルエン 
 

 C4ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
ジエチルベンゼン 
エチルジメチルベンゼン 
テトラメチルﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

炭素数：９ 
ノナン 
メチルオクタン 

炭素数：１０ 
デカン 
メチルノナン 
ジメチルオクタン 

炭素数：１１ 
ウンデカン 
メチルデカン 
ジメチルノナン 

その他 
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C2H5 脂肪族炭化水素 

規制物質：C1・C2ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

炭素数：１２ 
ドデカン 



調査に入った人の感想：  
   木の良いかおりがする 
   においが強すぎて気分が悪い                    
   喉が痛い、目が痛い、顔が痛い  

Time(min) 
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 事例 2 苦情：２時間程度の滞在で顔が痛くなり、 
            翌日、顔が赤く腫れ上がった 

   2007年3月築(調査実施：4月）木造一戸建 
   内装材 床：杉のフローリング、天井・壁：火山灰塗り壁 

空気中濃度  α-ピネン ： 3,140μg/m3  

         リモネン    ： 2,450μg/m3   

                  p-シメン  ： 2,550μg/m3、 

                  カンフェン ： 1,680μg/m3   

                  TVOC     ：17,300μg/m3 

空気試料のVOCクロマトグラム 

25,000,000 



 テルペン類について 
 

 ・木の芳香成分。杉、松、ヒノキ 
  などの針葉樹に多く含まれる 
 
 

 ・テルペン類は空気中で酸化されやすく、刺激性の 
  強いアルデヒドに変化することが問題視されている 
 
 

 ・EU諸国では、α-ピネンについて、人の吸入曝露に 
  よる呼吸器への刺激を考慮して、最小影響濃度 
   (Lowest concentration of interest：LCI) が 
  示されている 
   α-ピネンのLCI      デンマーク：  250μg/m3   

                              フランス  ：  450μg/m3 
                              ドイツ     ：1,400μg/m3 
                                                     

α-ピネン ピノンアルデヒド 

CH3 

CH3 

+O3 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Alpha-pinen.png�


 事例 3 苦情：気分が悪く、退出しても症状が長引く 
 

2007年１１月築(調査実施：11月）、鉄筋コンクリートビル 
内装材 床：カーペット（二重床）、天井・壁：石膏ボード 

2-ブタノン（５６０μg/m3） 

フロアパネル 

支持脚 

床下の構造 

コンクリートスラブ 

支持脚固定のため 
シリコン系シーリング材を使用 

Time(min) 
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TVOC : 790μg/m3 



シリコン系シーリング材からの 
2-ブタノン発生機構 

ＨＯーＮＣ ＣＨ3 
Ｃ2Ｈ5 

＋ Ｈ2Ｏ Ｏ＝Ｃ ＣＨ3 
Ｃ2Ｈ5 

＋ Ｈ2ＮＯＨ 

   2-ブタノンオキシム 
（メチルエチルケトオキシム） 
   シリコンシーラントの架橋剤 

   2-ブタノン  
(メチルエチルケトン) 
   

ヒドロキシルアミン 

メトヘモグロビン血症 
チアノーゼ・頭痛・吐き気 



室内空気中からペンタンを主要成分として検出。 
その後の発生源調査より、床からのペンタンの発生が判明。 
   →発生部材として床暖房用の断熱材が推定された。 

酢
酸

ﾌ
ﾞﾁ

ﾙ
 

α
-
ﾋ

ﾟﾈ
ﾝ

 

ﾌ
ﾞﾀ

ﾉ
ｰ

ﾙ
 

ｱ
ｾ

ﾄ
ﾝ

 
 

ｴ
ﾁ

ﾙ
ﾍ

ﾞﾝ
ｾ

ﾞﾝ
 

ﾍ
ﾟﾝ

ﾀ
ﾝ

 
2
-
ﾌ

ﾞﾀ
ﾉ
ﾝ

 
酢

酸
 

LDK 床暖房ON     

 事例 4  床暖房使用時の室内調査 
 

2008年3月築(調査実施：4月）、マンション（未入居） 
内装材 床：フローリング、天井・壁：クロス 

調査のために6名入室 
→2名が咳き込み、１名が 
  めまいを起こす 

ﾍﾟﾝﾀﾝ : 1,070μg/m3 

TVOC : 2,670μg/m3 
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床用断熱材に関する近年の情勢 
• 床用断熱材の主な種類 
      発泡ポリスチレン      製造工程で樹脂を発泡させるための 
        硬質ポリウレタン      発泡剤を使用 
 

• 発泡剤に関する近年の動き 
           1980年代まではフロンガスが主流 → オゾン層の破壊 
  「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」 
    特定フロンは1996年までに全廃 
      代替フロンは2004年から段階的に削減を進め、2020年までに全廃 
 

  ノンフロン化に向けて使用されるようになった炭化水素発泡剤 
        ブタン、ペンタン、ヘキサン、クロロエタン 
    → 断熱材中に発泡剤が3%～12%(重量%)程度残留   



 事例 5    苦情：和紙畳に換えた後、 
                           くさくて家族全員の体調が悪い 

和紙畳の特徴 
 

・耐久性に優れる 
・カラーバリエーションが豊富 
・ダニやカビが発生しない 
・日焼けで変色しない 

和紙畳とは？ 
「和紙」を「こより」にして「畳表」にしたもの 



畳から検出された殺虫剤：フェンチオン 

ピークA 
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ピークAのマススペクトル 

フェンチオンのマススペクトル 

  測定方法 
1．畳にODSフィルター(直径47mm) 
   を24時間密着させる 
2．アセトン5mlで超音波抽出 
3．ＧＣ/ＭＳによりSCANモード分析   

フェンチオン 
 

有機リン系殺虫剤。 
水稲用農薬の他、 
うじ殺し乳剤、ハエ・ 
蚊駆除用、蚤駆除用 
に用いられる。 
動物では特に鳥類に 
対しての毒性が強い。 

フタル酸ジブチル 

Time (min) 



シックハウス相談に見られる 
近年の傾向 

電話相談の事例（2012年12月） 
• 相談者：石川県の医師（男性） 
• 内容：2011年に自宅を新築した。その後、家族全員の体調が  
      悪く、シックハウスと思われる。 
• 症状：めまい、頭痛、耳鳴り、気分の悪さなど 
• これまでの経過 
     指針値物質は低いが、TVOC計は4,000μg/m3を示す。 
  いろんな所に相談したが、解決の糸口が見つからない。 
  空気測定をしたいが、引き受けてくれる分析機関が無い。 
  対策をしたいが、どのように進めたら良いかわからない。 
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