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研究成果の概要（和文）：黄砂・大気汚染物質濃度上昇現象の飛来経路・由来に関する分類を行い、2013年から
2015年の黄砂、越境大気汚染物質の飛来状況と健康影響を調査した。症状の全29項目中、23項目において黄砂日
と非黄砂日の症状に有意差が見られた。黄砂日の非黄砂日に対する肌の痛みスコアの差は、0.11 (95%CI: 0.
06-0.15, p<0.001)で黄砂との関連が示唆された。また、目、鼻、喉の症状とも強い関連があった。さらに硫酸
エアロゾルにおける予測モデル値と呼吸器症状において有意な相関を得た。本研究において、越境大気汚染物質
の短期曝露が呼吸器症状を引き起こす日を予測できる可能性が示唆された。 

研究成果の概要（英文）：We administered diary-style web questionnaires to 104 volunteers who lived 
in Yonago City between 2013 and 2015. 
Statistically significant differences were observed in 23 of the 29 variables, between participants'
 symptoms on Asian dust day and the non Asian dust day. The difference in scores for skin tenderness
 on the Asian dust day compared to the non Asian dust day was 0.11 (95% CI: 0.06-0.15, p < 0.001) A 
strong correlation was also observed for symptoms in the eyes, nose, respiratory and throat. 
Respiratory symptoms were significantly correlated with modeled sulfate aerosol concentration (R=0.
557, respectively; p <0.01). This study suggests that predictive models for pollutants' arrival can 
be used to capability to foresee and possibly prevent the health impact of long range transport of 
air pollutants.

研究分野： 環境疫学
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１．研究開始当初の背景 
(1) 黄砂・大気汚染物質の健康評価の意義：
体調不良の原因 
 環境基準値の設定により大規模な公害は
ほとんどなくなった。しかしながら環境基準
値以下の排出による暴露であっても、重度の
アレルギー患者へは暴露によって重篤な症
状を引き起こす。さらに健常人においても健
康悪化リスクの上昇を引き起こすことが予
備研究によって明らかになった。今後は、微
小粒子暴露による健康影響、診断が重要にな
ると考える。黄砂シンポジウムや学会におい
て、多くの住民から視程降下日の体調不具合
の訴えを聞きこのような着想を得た。 
 
(2) アレルギー疾患 
 鳥取県ではアレルギー患者が多いという
統計発表があるが、実際に環境省エコチル調
査で行った妊婦の調査においても、アレルギ
ー現病者が鳥取県では特に多い傾向が確認
された。全国的に見ても季節性のアレルギー
性鼻炎である花粉症は国民の 3 割を越え、通
年性のアレルギー性鼻炎患者も、この 10 年
で増加しており医療費も莫大となっている。 
アレルギーによる医療機関受診者は、何らか
に暴露され症状が出てから受診するが、花粉
症患者においては花粉予測によってマスク
着用などの対策を講じて個人でコントロー
ルが可能である。一方で、実際は花粉以外の
アレルゲンが原因でアレルギー症状を訴え
る者は多いが、その原因やアレルゲンがあい
まいとなり、通年性のアレルギー性鼻炎を花
粉症で片付けてしまう例は少なくない。そこ
で通年性のアレルギー性鼻炎においても、黄
砂アレルギーや汚染物質アレルギーなどの
特定を行い、予防行動を取ることが重要であ
ると考える。 
 
(3) 暴露因子の特定と予防行動 
 花粉症においては花粉予報などによって
あらかじめ情報を得て、外出前に対策を講じ
ることが可能となった。一方で、気象庁の黄
砂日や大気汚染物質の飛来日は、成分や量の
把握が出来ず、何が飛んでいるのか曖昧であ
る。研究代表者は、汚染物質飛来による視程
降下現象を黄砂と誤判別している事を報告
した（Onishi et al 2012）。大気の汚染状況は、
曇っているだけでそこに何が飛来していて
何に暴露されているのか判定することが難
しい。大気汚染の飛来物を把握する方法の 1
つとして、研究代表者は採取物の色によって
飛来物の成分と量を把握する技術を考案し
た（特許出願中）。このことは、より詳細な
アレルギー予報へ応用し適切な予防行動を
取ることで、無用な受診や入院を避けること
ができると考える。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究では、大気浮遊粒子状物質による個

人のアレルギー症状を引き起こすアレルゲ
ンの特定を新技術（特許申請中）を用いて行
う。また、適切な時期に予防行動を取ること
で健康リスクへの先見的対応を行う。具体的
には研究期間内に以下の 3点を目的にしてい
る。１．日本における黄砂・大気汚染物質（大
気浮遊粒子状物質）の健康影響評価を行い、
個人へのアレルゲンを明らかにする。２．リ
スク日の特定を行い、効率の良い予防行動に
よる健康リスクの低減を明らかにする。３．
新技術による環境計測データと健康評価か
ら国民へ向けたアレルギー予測の実用化へ
向けて考察する。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究の目的は、大気浮遊粒子状物質が
引き起こす健康影響の評価とアレルゲンの
特定を行い、その特定の日に予防行動を取る
ことによって症状の悪化を予防することで
ある。具体的な研究項目としては以下の 3つ
が挙げられる。 
①既存技術による気象データおよび環境因
子データの収集を行い、自覚症状と予防行動
の調査により得たデータを用いて一般化推
定方程式で解析してリスク上昇因子の評価
を行う。 
②飛来物質に関してのホームページまたは
エアロゾル判定小型新計測器を用いて予防
行動を取った群と取らなかった群について
健康影響について評価を行う。 
③新計測器を用いた黄砂・大気汚染物質に感
受性を有する人への健康リスクの低減へつ
ながる体制の構築を検討する。 
 
(2) 大気モニタリングデータの結集 
 従来技術による観測および浮遊粒子状物
質の採取・分析によりデータを収集しその地
域の暴露因子代表値として扱う。エアロゾル
は、黄砂、重金属類、多環芳香族炭化水素
(PAHs)、二酸化硫黄、二酸化窒素、オキシダ
ント、一酸化炭素。気候データは、気圧、気
温、湿度。バイオエアロゾルは、花粉、真菌、
細菌、微生物を用いる。 
 
(3)自覚症状調査と環境因子によるアレルゲ
ンの特定 
 米子市住民 200 名の健常者を対象に、WEB
または紙を用いて自覚症状、予防行動、外出
状況についてアンケート調査を行う。予備研
究ではアレルギー現病者が約 30％だったた
め十分なパワーが得られると考える。 
その中で、アレルギー現病者またはアレルギ
ー様症状に不安のある健常者について抽出
を行い、症状上昇の特性と日々の飛来成分を
比較して個人のアレルゲンの評価・特定を行
う。さらに、一般化推定方程式で解析を行い、
全体的な経時的なリスク上昇の評価も行う。 
 
(4) 気象庁のエアロゾル飛来予測 データと
住民 の自覚症状との関連を調べ、健康への



短期的影響を予測する指標としての有用性
を検討した。 
 
４．研究成果 
(1) 黄砂・大気汚染物質濃度上昇現象の飛来
経路・由来に関する分類」を行い、2013 年か
ら 2015 年の黄砂、越境大気汚染物質の飛来
状況と健康影響を調査した。日本の黄砂飛来
は、2000 年以降、増加傾向にあったが、現在
では大規模な気候変動などに伴い不規則に
なっている。黄砂の目、鼻、呼吸器への健康
影響が示唆されているが、同時に曝露される
花粉、黄砂以外の PM2.5 においても同様の症
状が報告されている。黄砂の健康影響を調べ
るために、黄砂飛来前線地域である米子市の
住民へwebアンケートによる自覚症状調査を
長期にわたり実施し、黄砂日の非黄砂日に対
する発症のオッズ比を算出し比較した。 
2013 年～2015 年に米子住民 104 名のボラン
ティアに毎日の日記形式WEBアンケートを実
施した。対象者は、鼻、のど、目、呼吸器、
肌、発熱、頭痛、ストレスの各自覚症状スコ
アについて 6段階で回答し（全 29 項目）、感
冒やインフルエンザについても回答するこ
ととした。黄砂の指標は、気象庁が判別した
黄砂日を用いた。共変量には気候データー
（気温、湿度、気圧）を用いた。解析は t検
定、線形混合モデル、ロジスティック混合モ
デルを用い、共変量の調整を含め多角的な検
討を実施した。全 29 項目中、23 項目におい
て黄砂日と非黄砂日の症状に有意差が見ら
れた。一方、感冒とインフルエンザについて
は、黄砂日と非黄砂日の間に有意差を認めな
かった。黄砂日の非黄砂日に対する肌の痛み
スコアの差は、0.11 (95%CI: 0.06-0.15, 
p<0.001)で黄砂との関連が示唆された。また、
黄砂日の非黄砂日に対する肌の痛み発症オ
ッズ比は、3.2 (95%CI: 1.34-7.63, p=0.008)
だった。また、目、鼻、喉の症状とも強い関
連があった。３年間通年で収集したデータに
おいて黄砂日における目、鼻、呼吸器、肌へ
の影響が確認された。黄砂特有の症状として
考えられる肌の症状も確認された。 
 
(2) 大気汚染の関心とともに、研究期間中に
エアロゾル飛来予測のデータが公表される
など、利用可能な情報が整備された。しかし
ながら、飛来予測データと健康影響との関連
についてはこれまで報告がない。そこで我々
は、新技術の計測器よりも汎用性のある気象
庁の予測データを用いることで本研究の目
的達成を目指した。越境大気汚染の飛来時期
である 2011 年の秋（10月〜11 月）に鳥取県
の住民に対して実施した自記式日記式の自
覚症状調査の結果からアレルギー様 症状の
スコアを得た。予測データは、気象庁の
MASINGAR(Model of Aerosol Species in the 
Global Atmosphere) で、越境由来成分の地
表濃度を計算した。さらに、大気浮遊粒子状
物質の観測値としてSPM濃度およびLIDAR の

球形物質の消散係数を用いた。性別、年齢、
気温、湿度、気圧を調整し、一般化推定方程
式を用いて解析を行った。調査期間中に、29
人の参加者から 1670 件の回答を得た。我々
は、硫酸エアロゾルにおける予測モデル値と
呼吸器症状において有意な相関を得た(r = 
0.545, p < 0.01)。四分位に分けた硫酸エア
ロゾル濃度が高い時[Q4]は、一番低い時[Q1]
に対する呼吸器症状のオッズ比が 5.31
（95%CI：2.18 - 12.96）となり、有意なリ
スクの上昇を示した。また、予測した硫酸エ
アロゾル濃度と観測値である SPM 濃度と
LIDAR の消散係数は中等度の相関となってお
り、今後の精度向上が期待される(r = 0.542, 
0.457, いずれも p < 0.01)。 
本研究において、越境大気汚染物質の短期曝
露が呼吸器症状を引き起こす日を予測でき
る可能性が示唆された。健康予報として
MASINGAR のデータを応用できる可能性があ
る。  
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