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皮膚の乾燥・かゆみの症状は、QOL の低下だけでなく、労働生産性の低下など幅広い影響が考えられる。それらを

誘発しない室内環境形成の一助となるように、まず、皮膚の乾燥とかゆみのメカニズムをまとめ、次に湿度環境が皮

膚へ与える影響について検討した。乾燥肌はかゆみを誘発し、掻くことで皮膚が傷付き、さらに症状が悪化する悪循

環を引き起こしていた。角層の水分収支においては、絶対湿度の影響が大きいと考えられるものの、その変動などに

よる影響は不明である。また、子どもの冬季の暴露湿度の調査結果を示し、低絶対湿度環境で過ごす実態を提示した。 

Dryness and itching of the skin decrease in QOL and labor productivity. To help create the indoor climate that would not trigger 

them, first, we summarized the mechanism of dryness and itching of the skin. Second, we investigated the effect of humidity 

environment on the skin. Dry skin induces itching and its symptoms worsen further by scratching the skin. The absolute humidity 

was a significant impact on the stratum corneum moisture balance, however, its influence of that variation is unknown. In addition, 

we showed that the children during winter spend the time in low absolute humidity environment at infant facilities. 
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１．はじめに 

近年、企業経営の観点から「プレゼンティーイズム」

（Presenteeism）が注目されている。プレゼンティーイズ

ムとは、就業していても心身のさまざまな不調から仕事

の生産性等が低下するものであり、欠勤や休職の状態

（Absenteeism）による経済損失よりも、はるかに大きい

ことが判明してきている。健康日本 21推進フォーラム 1)

では、2,400 人を対象としたインターネット調査により、

メンタル面だけでなく、心臓、偏頭痛、月経不順、アレ

ルギー性鼻炎などのさまざまな症状の影響で、健康時よ

りも生産性や集中力等が低下することを示している。室

田ら 2)はアンケート調査により、かゆみを伴う皮膚疾患

による労働障害率を算出し、労働人口や平均月収に基づ

き、かゆみを伴うアレルギー性皮膚疾患による経済損失

が、月あたり約 4,690 億円にも上ると試算している。 

 厚生労働省の調査 3)では、全国民の 16.4％がアレルギ

ー皮膚疾患（蕁麻疹、アトピー性皮膚炎等）に罹患して

いるとされ、かゆみに悩む人が多い。一方、乾燥肌（ド

ライスキン）には、かゆみが伴うことが知られている。 

 原 4)は冬季に高齢者（65 歳以上）の皮膚を調べたとこ

ろ、95％に乾燥が認められ、42％が痒みを伴っていたと

報告している。また、可児ら 5)は、岐阜西濃地域（n=517）

および東海四県（n=824）のアンケート調査から、幼児

（3～5 歳）においてアトピー様症状があるのは、それぞ

れ 9.9%、11.8％であったものの、皮膚が乾燥しやすいと

の回答は 56.9%、61.5％にのぼり、皮膚疾患に至らずと

も、皮膚の乾燥する子どもが多く、かゆみを生じている

可能性も高い。これらのことはQOLの低下だけでなく、

学習効率や労働生産性等の低下など、幅広い影響が考え

られる。本報では皮膚の乾燥とかゆみのメカニズムを解

説したのち、室内湿度との関わりについて記述する。 

 

２．皮膚の乾燥とかゆみのメカニズム 

２－１．皮膚の構造 

 皮膚には、①水分損失や透過の防止、②体温調整、③

微生物や物理化学的刺激から守る、④感覚器としての役

割などを持っている 6)。皮膚は大きく分けて 3 つの層か

ら構成されており、皮膚表面から、表皮、真皮、皮下組

織となっている。 

表皮は厚さが約 0.2mmと薄く、角層、顆粒層、有棘層

（ゆうきょくそう）、基底層の 4 層から構成され、このう

ち、角層は外界に接する細胞層であり、わずか約 0.02mm

ではあるものの、上記の①水分損失や透過の防止、③微

生物や物理化学的刺激から守る役割を担う「バリア機能」

を有している。真皮には、皮脂腺、汗腺、血管のほか、

神経が通っており、「かゆみ」を含めた皮膚感覚を司って

いる。皮下組織は、主に脂肪細胞から成っている。 

２－２．皮膚の乾燥とは 

皮膚の構造の中で、皮膚の乾燥に大きく関与するのは、

表皮の角層である。角層はレンガとモルタル構造に例え

られており 7)、レンガは角質細胞、その隙間を埋めるモ

ルタルが脂質とされ、この積み上がった層がいわゆる物

理的バリア機能である。角層は水分保持機能も有してお

り、角質細胞内の天然保湿因子NMF（アミノ酸など）と
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細胞間脂質（セラミドなど）がその役割を担っている。

細胞間脂質は脂質層と水分子の層が何層も重なり合うラ

メラ構造を形成して、水分を保持している。 

また角層の表面には、皮脂膜が存在する。これは皮脂

腺から分泌された皮脂と汗等（水分）が混じることによ

って形成される層であり、角層の持つ水分の蒸散を防ぐ、

コーティング的な役割を担っている。 

 藤田ら 8)は、角層の水分収支、皮膚表面の油分収支を

模式図で表現している。角層の水分収支は、取得側とし

て真皮側からの供給、汗腺からの汗、そして外部からの

保湿（化粧水等）を挙げ、損失としては不感蒸泄を挙げ

ている。筆者はこれに一部文言の変更・加筆を行い、図

1 のように表現した。 

図1 角層の水分収支 

 同図より、角層（皮膚）水分は不感蒸泄から失われる

水分を外側や内側から補うことでバランスを保ち、角層

の保水能そのものも皮膚水分に影響すると言える。 

 一方、角層表面の皮脂膜は、前述のように水分蒸散を

防ぐ役割を担っている。藤田ら 8) は皮膚表面の油分収支

にも触れており、これをまとめると図 2 のようになる。 

図2 皮膚表面の油分収支 

 なお、冬季に皮膚表面の皮脂が減少するかというと、

そうでもなく、個人差が大きいとされている 9)10)。 

２－３．皮膚のかゆみとは 

 かゆみは、1660 年にドイツの神経生理学者Hafenreffer

によって「掻きたいという欲望を引き起こす不快な皮膚

の感覚」と定義された。つまり、かゆみは掻くという行

動とは切り離せないものである。かゆみが生じてその部

位を掻く。その行動は皮膚を傷つけることになり、それ

が皮膚のバリア機能を壊すこと、あるいは炎症の発生に

つながってしまう。それがまた、かゆみにつながり、掻

いてしまう。このような悪循環に陥ることを itch-scratch 

cycle（イッチ・スクラッチ・サイクル）11)と呼び、これ

が症状の悪化や慢性的なかゆみにつながるため、かゆみ

を抑えることが医学的に重要とされる。 

 かゆみは、「末梢性のかゆみ」と「中枢性のかゆみ」に

分類されており、前者は皮膚の炎症などを伴うもの、一

方後者は、慢性腎不全などの特定の疾患において別の仕

組みで発生するものである。ここでは、「末梢性のかゆみ」

について取り上げる。 

皮膚の真皮には、神経線維が走っており、触覚、圧覚、

痛覚、温覚、冷覚を得るために分布している 12)。かゆみ

は神経の末端の自由神経終末で感じるとされており、主

に痛覚を得る場所と同じである。自由神経終末には、そ

の太さや伝導速度の相違から分類されており、C 線維が

刺激されることでかゆみを感じるとされている。ドライ

スキンの場合は、表皮内、特に角質細胞直下まで侵入、

増殖している（図 3）13)。このため、外部刺激を感じや

すく、さらに、かゆみの閾値の低下することとなる。つ

まり、皮膚にかゆみが生じやすくなることも、前述のイ

ッチ・スクラッチ・サイクルにつながる一因である。な

お、触覚神経に「湿感」はないため、皮膚が湿っている・

乾燥していると感じるのは、あくまでも触覚、圧覚、痛

覚、温覚などの組み合わせにより間接的に感じているも

のである。 

図3 健康肌と乾燥肌のC線維分布の相違 

２－４．皮膚にかゆみが生じるメカニズム 

 「末梢系かゆみ」では、皮膚への刺激物質の侵入によ

ってかゆみを引き起こす原因物質が作られ、その主なも

のとしてマスト細胞（肥満細胞）が作るヒスタミンがあ

る 14)。免疫システムのひとつとして免疫グロブリン E

（IgE）抗体が作られており、これが皮膚内に進入した物

質と反応し、マスト細胞と結合したときにヒスタミンを

放出する。ヒスタミンは血管拡張（皮膚が赤くなる）、血

漿成分の血管外漏出（蕁麻疹）、C 線維を興奮させてかゆ

みを引き起こす 15)。この流れは、即時型アレルギー反応

と呼ばれるものである（アナフィラキシーショック、ア

レルギー性鼻炎、蕁麻疹等）。 

一方で、ヒスタミンを介していないかゆみもあり、そ

の例の 1 つとしては、白血球の中心となる細胞であるマ

クロファージが異物をとらえたことにT細胞が気づくと、

T 細胞はサイトカインを放出し、それによりマクロファ

ージが活性化し、こちらもサイトカインを放出する。こ

れにより炎症反応が起きC線維を刺激し、かゆみにつな

がる仕組みもある 16)。 

イッチ・スクラッチ・サイクルでは、皮膚をかく（刺

激する）ことで、バリア機能の損傷だけでなく、サイト
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カインの放出、さらには神経終末からサブスタンスPな

どの神経ペプチドが遊離し、マスト細胞に作用すること

でますますかゆみが増強されてしまう流れとなる 17)。た

だし、痒みの生じるメカニズムについては、まだ分かっ

ていないことも多い。 

２－５．皮膚の常在細菌 

 腸内にはさまざまな種類の細菌が多く存在しており、

これら菌のバランスにより腸内環境が整えられているこ

とは広く知られている。同様に、皮膚にも多くの常在菌

が存在しており、バリア機能を担っている。 

 皮膚の常在菌として代表的なものは、①表皮ブドウ球

菌、②アクネ菌、③黄色ブドウ球菌が挙げられる 18)。①

の表皮ブドウ球菌は、汗や皮脂を分解して、脂肪酸やグ

リセリンを生成し、皮膚を弱酸性とすることで、③の黄

色ブドウ球菌の増殖を抑制する効果がある。②のアクネ

菌は、嫌気性のため毛穴や脂肪腺に存在しており、通常

の状態では皮脂を餌にして脂肪酸などを生成し、こちら

も皮膚を弱酸性とする役割を果たしているが、異常増殖

した場合に、ニキビなどの害をもたらす。③の黄色ブド

ウ球菌は悪玉菌であり、食中毒を引き起こす菌として知

られている。弱酸性下では害を及ばさないものの、皮膚

がアルカリ性に傾くと増殖して毒素を産生し、炎症など

を引き起こす 19)。皮脂膜は通常、①表皮ブドウ球菌およ

び②アクネ菌の働きにより、弱酸性の pH4.5～6.0 に保た

れており 20)、これにより抗菌作用などの自然免疫による

バリア機能を維持できるとされる 21)。しかし、黄色ブド

ウ球菌は乾燥に強いと言われており 22)、ドライスキン状

態では優占種となりやすいと考えられ、アトピー性皮膚

炎の患者の皮膚 pH は、皮膚健常者より高いことが報告

されている 23)。逆に、Iwase ら 24)は表皮ブドウ球菌を人

工的に培養して肌に塗布することを継続的に行い、その

結果、水分の蒸発がおさえられ、肌の保湿力が増したと

報告している。ただし、常在細菌と皮膚の自然免疫防御

システムについては、まだ研究の途上にある。 

２－６．加齢と皮膚 

 加齢に伴い、表皮では角質細胞の天然保湿因子や角質

細胞間脂質の減少、真皮では皮脂腺および汗腺の数の減

少と機能低下、そして真皮から表皮への水移動の減少す

る 25)。この背景には、年齢とともに皮膚の毛細血管数が

減少し、血液および栄養素の供給が減少することが考え

られており 26)、これらのことが、加齢に伴い、肌の粗さ、

シワのほか、ドライスキンを招く原因と考えられている。

皮脂分泌量については、思春期までは少なく、思春期以

降は増え、30 代以降は徐々に減少するとされているもの

の、個人差が大きいとされている 27)。また、若年者と高

齢者で有意差はなかったとの報告もあり 28)、ドライスキ

ンは図 1 に示した皮膚の水分収支の影響の方が、油分収

支に比べると大きいと考えられる。なお、皮膚表面の pH

は加齢により上昇し、皮膚からの水分損失量と相関性が

あることが報告されており 29)、これは 2-4.で示した常在

細菌のバランスが悪くなることも示唆されるものである。 

 

３ 皮膚の乾燥と室内湿度 

３－１．既往研究 

温湿度環境と皮膚の状態に関する研究については、健

康・快適性の観点から、さまざまな研究がなされている。

元々は、職業性皮膚疾患と呼ばれる労働時の暴露環境に

影響される皮膚疾患として公衆衛生面から 16 世紀に取

り上げられたのが始まりとされ、Rycroft30）は低湿度環境

下における職業性皮膚疾患（掻痒、湿疹等）について報

告している。1980 年前後から、皮膚の状態を計測する技

術が急速に進歩したと言われており、近年では主に医

学・化粧分野において細胞レベルで皮膚を観察できる生

体顕微鏡の技術が使われている 31)。ただし、実験使用の

簡便さや機器のコスト面から、皮膚表面の電気伝導特性

を利用した皮膚水分の測定法等が広く用いられている。 

例えば、Egawa ら 32)は、皮膚健常者を気温 24～25℃、

相対湿度 10％の環境に暴露した結果、3 時間後には前腕

皮膚の経皮水分蒸散量（TWEL）が、6 時間のうちには

角層水分量の低下が起きることを確認している。また、

林ら 33)は実験室実験により、絶対湿度の異なる環境下に

おいて約 1 時間後の皮膚水分を調べた結果、絶対湿度と

の関連性が高い可能性を示している。 

Kikuchi ら 34)は、夏季と冬季の皮膚生理機能を調べ、

前腕皮膚の角質水分量は夏季に比べ、冬季で年齢を問わ

ず有意に減少したと報告しており、またバリア機能の低

下を意味する経皮水分蒸散量（TWEL）の増加も報告し

ている。 

岡田 35)らは長期、短期的な温度による変化を検討し、

夏季（26℃）と比べて冬季（22℃）に皮膚温および経皮

水分蒸散量が低下する傾向を有したと報告している。開

原ら 36)は 10月から12月にかけて学生の前腕皮膚含水率

の調査を行い、室内の絶対湿度の上下変化に対して同様

に皮膚含水率も上下する傾向を多くの場合で有していた

ことを、また同時に、絶対湿度と皮膚含水率には正の相

関がみられていたことを示している。 

 筆者ら 37)は 7 月～12 月にかけて、アトピー性皮膚炎患

者を対象として、決められたタイミングで 1 日 1 回の皮

膚水分測定を依頼し、室内絶対湿度との関連を調べたと

ころ、特に重症者では絶対湿度が低下すると皮膚水分率

の低下が低下し、症状スコアも高くなることを報告した。 

以上の知見からは、低湿度環境への短時間の暴露によ

る皮膚への影響に加えて、一般的に冬季に皮膚が乾燥す

ることが多いことから、季節変化に伴う長期的な湿度変

化の影響を交えて検討していく必要があることが窺える。 

 一方、動物実験ではあるが、次のような知見もある。

ヘアレスマウスを低湿度条件（10%RH）に 2 日間飼育す

ると、高湿度条件（80%RH）で飼育されたマウスよりも、

刺激を与えることで過敏に反応したとされる 38)。つまり、

乾燥環境では、刺激に対して敏感になるとのことである。
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また、同様な低湿度条件と高湿度条件に 3 および 5 日間

暴露したマウスの場合、皮膚のかゆみに繋がる肥満細胞

数およびヒスタミン量が有意に高かったとされる 39)。そ

の一方で、2週間暴露した場合は、高湿度環境（>80%RH）

よりも、低湿度環境（<10%RH）において経皮水分蒸散

量は減少、つまりバリア機能が向上したとの報告 40)があ

り、この結果から長期間の暴露であれば適応能力が働く

ものと推察している。これを受け、Sato ら 41)は環境湿度

が急激に低下した場合、すなわち、湿度の高い環境に曝

された後に乾燥環境に移された場合に、角層の保水能力

が低下すると仮定し、マウスを高湿度（> 80％RH）また

は通常環境（40-70％RH）のいずれかで 2 週間維持し、

その後乾燥環境（<10％相対湿度）に移行した場合、高

湿度（80%）から移行した方でバリア機能の低下がみら

れたとしている。これらの結果から、傳田 42)は都市化に

よる冬季外気の低湿度化と建物内の高湿度化により生じ

た湿度差が、バリア機能の低下を招くと推察している。 

 ただし、これらはヘアレスマウスの実験であることや、

温度条件は 22～25℃であり、冬季の外気温を再現できて

いないこと、さらにはヘアレスマウスの皮膚のターンオ

ーバー注 1)は人間と比べると短いこと 43)に留意する必要

がある。 

また 2-6 で触れた通り、皮膚の血流量の変化は、皮膚

への栄養・水分供給への影響も示されており 26)、岡田ら
35)は皮膚の循環機能を示す皮膚の血流量および表面温度

が皮膚の保湿機能に何らかの影響を与えている可能性を

指摘している。 

以上の研究から考えられる角層水分収支（図 1）に与

える温度・湿度の影響を解明有無に関わらずまとめると、

絶対湿度の長期・短期的な変化、過度な湿度変動による

適応能力の低下、高温環境への暴露あるいは活動量増加

による発汗、低温環境への暴露に伴う皮膚温の低下によ

る内側からの水分補給量や保水能の低下などである。 

３－２．冬季の暴露環境 

３－２－１ 保育所における暴露温湿度 

 可児ら 5)は、岐阜西濃地区の同市内に立地する 5 保育

所（A～E 園）に通園する幼児の保護者に対し、子ども

の皮膚症状に関するアンケート調査を行った。その結果、

子どもの 56.9％に「皮膚が乾燥しやすい」との回答がみ

られた。この一因を検討するために、筆者らは冬季にお

ける園内の子どもの滞在場所と、暴露された温湿度環境

について検討した 44)。 

研究方法としては、A～E 園の園児が主に滞在する保

育室、遊戯室および園庭に温湿度ロガー（TandD 社

TR72U）を設置し、保育士による生活活動の記録ととも

に、9 時～16 時までの暴露環境として、10 分間隔で滞在

場所の気温および絶対湿度をライントレースしたもので

ある。 

その例として、図 4 に B 園年長クラスの 2012 年 1 月

24 日の結果を、図 5 にD 園年少クラスの 1 月 16 日の結

果を示す。両日ともに晴天であり、保育室と園庭での活

動がみられた。加湿器は両園ともに設置されていないも

のの、B 園では暖房に水蒸気の発生が伴う開放型石油フ

ァンヒーターが使用されていた。D 園の暖房方式は FF

式ファンヒーターである。 

図 4 より、9:30 頃に保育室から園庭に出る際には、園

児の暴露温度は10分間で16.0℃から3.9℃に大幅に低下

し、暴露絶対湿度は 4.8g/kg'から 2.8g/kg'に低下した。そ

の 90 分後に園庭から保育室に移動すると、暴露温度と絶

対湿度はそれぞれ 6.1℃→14.1℃、2.5 g/kg’→4.1g/kg’に上

昇した。また 14:30 頃には再度園庭に出ることで暴露温

湿度はそれぞれ 19.2℃→7.0℃、5.2g/kg'→2.7g/kg'に低下し

た。さらに 30 分後の室内への移動により、暴露温度は

7.5℃→16.1℃に大幅に上昇したが、絶対湿度は 2.9 g/kg’

→3.1g/kg’とわずかな上昇であった。ただし 30 分後には

4.7g/kg’まで上昇している。 

図4 B園園児の暴露温度・絶対湿度（1月24日） 

 

図5 D園園児の暴露温度・絶対湿度（1月16日） 
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この日のB園該当クラスの園児の暴露温度の日較差は

15.7℃、暴露絶対湿度の日較差は 3.7g/kg’であった。 

図 5 より、D 園では 9:50 に保育室から園庭に移動し、

10 分間で暴露温度は 19.9℃→4.7℃に、絶対湿度は 4.2 

g/kg’→2.9g/kg’にそれぞれ低下した。10:50 に園庭から保

育室に移動し、暴露温度は 5.4℃→13.2℃に大きく上昇し

たものの、絶対湿度は 2.6→3.3g/kg’とわずかな上昇であ

った。ただし 12:50 からは、窓開け換気により 3.7 g/kg’

→2.3g/kg’に低下しており、室内居ながらも換気により暴

露湿度が低下していた。 

この日のD園該当クラスの園児の暴露温度の日較差は

16.6℃、暴露絶対湿度の日較差は 2.3g/kg’であった。 

なお、外気のデータは両園ともに 寄りのアメダス観

測データを使用しているため、実際の外気温湿度とは若

干の差異が生じていると考えられる。 

 B 園とD 園を比較すると、暴露温度の日較差の相違は

1℃未満と小さかったものの、両園ともに保育室と園庭の

往来による温度差は 16℃前後であり、ヒートショックに

相当する大きな変動であった。一方、B 園とD 園の暴露

絶対湿度の日較差の相違は 1.4g/kg’で、D 園の較差

（2.3g/kg’）よりも、B 園の較差（3.7/kg’）で大きくなっ

たのは、B 園で開放型ストーブを使用していたためと考

えられた。一方、D 園では室内に継続的に滞在していた

時間帯においても、窓開け換気による暴露絶対湿度の低

下が起きていた。すなわち、暴露湿度に変動が生じてい

たのは、外部と室内、特に加湿室との出入り時と、換気

による外気導入時であった。 

傳田 42)によると、暴露される湿度の較差が大きいと、

皮膚の適応能力が発揮できずドライスキンになることを

推察しているが、アンケート調査で皮膚が乾燥しやすい

とされた園児は、B 園で 52.3%（他クラスを含め 132 人

中）、D 園で 52.4%（他クラスを含め 187 人中）となり、

ほとんど差異はみられなかった。今回の測定によると、

暴露絶対湿度の較差は約 2～4g/kg’であり、夏季では外気

の日変動でも 5g/kg’程度はあることを加味すると、皮膚

の適応能力に影響を与えるような大幅な湿度変動（仮に

ドライショックと称する）に相当するかどうかは不明で

ある。ただし、上記アンケートは冬季前に取ったもので

あることや、園児の自宅における暴露温湿度環境、着衣

ならびに活動量の影響については加味できていないデー

タである。 

３－２－２ 幼稚園における暴露湿度と皮膚水分率 

 図 6 は、岐阜市内に立地する幼稚園において、冬季の

ある 1 日に、無作為に抽出した 10 人の園児の前腕皮膚水

分率と暴露絶対湿度を、30 分ごとに活動状況とあわせて

記録したものである。なお、図中の太字は室内活動であ

る。温湿度の測定はエスペック社のRS-11 を、皮膚水分

率の測定はスカラ社のMY707Sを使用した。この園では、

保育室前に広いウッドデッキが設けられており、靴を履

き替えることなく自由に行き来が可能である。そのため、

保育室は扉を開放して使用されていることが多かった。

暖房方法はエアコンで、加湿器は設置されていなかった。 

同図より、暴露絶対湿度の 高値は 12 時に給食のため

室内で安静にした際の 3.8g/kg’、 低値は 13:30 の外遊び

時の 2.1g/kg’であった。平均皮膚水分率が 大となった

のは 11 時室内外での自由遊び中（31.5%）で、 低値は

10:00 の登園後の自由遊び中（29.5%）であった。暴露絶

対湿度と皮膚水分率とに相関関係はみられず、活動量の

変化が大きかった影響も示唆される。ただし、園滞在中

の皮膚水分率は、メーカーが乾燥肌と位置づける 37%以

下、すなわち乾燥肌の状態であることが確認された。 

ここで、子どもの表皮の厚さは、大人（約 0.2mm）の

半分程度で薄いとされており 45)、また、思春期を迎える

までの皮脂分泌量は少なく、皮脂膜が十分に形成されて

おらず、乾燥しやすいと言われている。そのため、外部

からの刺激を受けやすく、バリア機能としても未熟であ

る 27)。すなわち、冬季の絶対湿度の低い環境下に暴露さ

れていたことで、皮膚が乾燥したと推察される。 

３－３．角層の水分収支に与える要素 

図 1 に示した角層の水分収支に対して与える要素につ

いて、既往研究等の結果を鑑みてまとめると、水分損失

については短期・長期的にみても絶対湿度低下の影響が

大きいようである。ただし、繰り返し絶対湿度の変動の

大きい環境に暴露された場合に、保水能や水分供給に影

響を与える可能性については今後の検討課題である。皮

膚の暴露温度が低く、皮膚温の低下を招いた場合に、水

分供給や保水能に影響を与えているかどうかについても

同様である。ただし、建物内の暖房方法や加湿源の有無、

換気方法、それに加えて外気暴露環境やそれぞれの暴露

時間などを考慮すると、かなり複雑となるため、まずは

影響の大小を評価・判断することが優先されることが好

ましい。またそれとは別に、子どもや高齢者、そして皮

膚疾患者はメカニズム的にドライスキンになりやすい因

子を持っており、それを認識しておくことは、健康に過

ごすことのできる室内環境を形成する上で重要である。 

 

４．まとめ 

 本報では、皮膚の乾燥やかゆみの症状のメカニズムを

把握した上で、湿度環境が皮膚に与える影響について既

往研究や実測調査に基づき検討した。その結果、皮膚の

乾燥を引き起こす要因として、短期・長期的な低絶対湿

度環境への暴露の影響が大きいことが示唆された。ただ

図6 10人の皮膚水分率と暴露絶対湿度（1月22日） 
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し、皮膚乾燥のメカニズムを考慮すると、湿度変動の大

きさによる影響、皮膚温低下による影響、さらにバリア

機能が元々低い子どもや高齢者における低湿度環境への

暴露による影響など、考慮すべき点が多くあることも明

らかとなった。これらの解明は、暖房（長期で考えれば

冷房）、湿度調整、換気など、まさに室内環境の調整手法

に繋がる点であり、さらには人々のQOL、労働生産性な

どの向上にもつながることと考えられる。 

 
謝辞 

アンケート調査にご協力頂きました保護者の方々ならびに実測調査に

ご協力頂きました各園の関係者の方々に厚く御礼申し上げます。 

注釈 

注1）皮膚の新陳代謝であり、表皮の基底層に新しい細胞が作られ、徐々
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