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The purpose of this study is grasping the temperature and humidity conditions to prevent circulatory diseases, allergic
diseases, and infectious diseases. The literature searches carried out on various diseases, and classify them. As a result, it
could be combined into a list about relationship between disease development and temperature and humidity conditions. And
it was suggested that there are some diseases that can be prevented by adjusting the indoor environment.
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１．はじめに 

人は季節や気象条件がもたらす気温や湿度、気圧など

の環境変化に対して、身体機能の調節や行動により環境

に適応し生活している。しかしながら、それら条件が生

体の適応範囲を超える場合や、身体の調節機能が不十分

な場合には疾患を引き起こすことになる。これら疾患の

成因は、気象要素による直接的作用、アレルゲンやウイ

ルス等の物質や病原体が季節や気象の影響を受ける間接

的作用、そして人間側の身体の変調の３つに大別される
1）。これら疾患の予防については、医学のみならず、生

気象学等の分野において研究が進められている。建築学

では、特に 1990年代のシックハウス問題をきっかけとし

て健康な住まいに対する研究機運が高まり、さらには対

処型から提案型へと派生的に研究の広がりをみせ、健康

維持増進住宅 2)などの提言に繋がっていると考えられる。 
気象病・季節病と呼ばれる環境変化によって誘発され

る疾患については、これまで多数の研究がみられる 3)。

気象変化は室内環境に影響を及ぼす一方、建物の断熱・

気密性の向上や、住まい方により、その影響を受けにく

くすることも可能である。ヒートショックなど、建物の

室内環境との因果関係や発症機序が明確である症状（疾

患）については広く知られ、その対策も具体化できるよ

うになった一方で、因果関係等は明確ではないものの、

関連性を持つ、あまり知られていない疾患もあると考え

られる。知られていない要因としては、疾患発生機序が

明確でないことに加え、関連性を指摘する文献数が少な

いこと、関連性の是非について結論が異なることなどが

推察される。その背景には、検討対象とした母集団の差

異や、症状の把握手法や診断技術の問題が存在するよう

であるが、それらを否定的に捉えずに様々な疾患に対す

る温度や湿度の影響についての全容を大まかに捉えるこ

とで、各種患者の生活空間における環境調整手法の方向

性や、今後関連性を検討すべき疾患の決定などの一助と

なる可能性がある。 
そこで、本研究では循環器系疾患、アレルギー性疾患、

感染症などを対象に文献調査を行い、建築技術者や住宅

利用者においても温度や湿度と疾患との関わりを容易に

把握できるよう、関連性の有無やその強さを分類・整理

した一覧表を作成することを試みた。 

２．研究方法 
多種にわたる疾患について、まず気象病などをキーワ

ードに書籍や文献検索を大まかに行い、室内気候との関

連が疑われる疾患の見当をつけた。疾患を分類ののち、

検討対象とする疾患を選定した。なお、本報において記

述している疾患の症状や流行時期については、メルクマ

ニュアル（http://merckmanual.jp/）、国立感染症研究所

（http://www.nih.go.jp/niid/ja/）を参考としている。検討対

象とした疾患を表 1にまとめる。 

表1 検討対象疾患 

循環器疾患 脳出血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、レイノー病

アレルギー疾患等
関節リウマチ、夏型過敏性肺炎、アレルギー性気管支
肺アスペルギルス症、アトピー性皮膚炎、喘息

感染症

インフルエンザ、百日咳、水痘、麻疹、風疹、流行性耳
下膜炎、咽頭結膜熱、流行性角膜結膜炎、溶連菌感
染症、ロタウイルス感染性、ノロウイルス感染症、ヘル
パンギーナ、手足口病

その他 熱中症、メニエール病
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３．循環器疾患等について 
 循環器系に関わる疾患として、脳血管障害のうち脳卒

中である脳出血（出血性脳卒中）および脳梗塞（虚血性

脳卒中）、心血管疾患のうち狭心症と心筋梗塞、そしてレ

イノー病を取り上げる。 
 脳血管障害である脳卒中については、建築環境におけ

る危険因子としてヒートショックがよく知られている。

そのため研究報告も多く、季節性に加えて発生しやすい

時刻や温度を統計的に記述している文献もみられる 4)。

疾患の記述表現については、脳梗塞と脳出血の疾患発生

因子を脳血管障害（脳卒中）として一括りにしているも

のがある一方、脳梗塞と脳出血を別に捉えているものも

みられる。また、脳梗塞については血栓の大きさで発生

季節の相違を示している文献もみられた 5)。気温（差）

との関連を示す記述が多くみられるものの、脳出血と相

対湿度との負の相関を認めているもの 6)、また脳梗塞は

高温多湿時に多いことから、湿度との関連を推察してい

るものもみられる 7)。 
次に、心血管疾患のうち、虚血性心疾患と呼ばれる狭

心症と心筋梗塞を取り上げる。虚血性心疾患は、冬季に

多く、夏季に少ないという傾向がみられている 8)。 
 狭心症は、虚血により心臓の筋肉へ供給される酸素が

不足するために起きる一時的な胸の痛みや圧迫感のこと

である。心仕事量に影響する要因、例えば作業量が大き

いときのほか、寒冷によって引き起こされるともされる。

このため、寒冷環境による影響 9)に関する記述はみられ

たものの、湿度との関連性を示す文献はみられなかった。 
心筋梗塞は、狭心症よりも虚血状態が進み、心臓が壊

死してしまう状態を言う。狭心症と同様に、冬季の低温

時に多いとされる 10)。その一方で、発症数の季節的変動

の振幅が小さくなっており、住空間の改善による効果も

指摘されている 11)。 
 上記の脳血管障害や心血管疾患の発症においては、生

活習慣による身体の状態（高血圧症）などの要因の影響

も受けるものの、その中心は温度とされる 12)。その一方

で、虚血全般については、発汗による塩分喪失や脱水に

よる血液凝固性の亢進による影響も指摘されており、室

内環境において脱水症状の起こりえる温湿度条件の検討

が待たれる。 
レイノー病は、寒冷刺激や精神的な緊張などに反応し

て、手足の指の細動脈が普段よりも収縮し、手足の指が

蒼白あるいは青紫状態（チアノーゼ）になる症状である
注1) 。レイノー現象の判断には寒冷暴露試験 13)が用いら

れており、寒冷環境での発症が多いことが報告されてい

る 14)。以上のように季節や温度に関する記述はみられる

が、湿度との関連に関する記述はみられないようである。 

４．アレルギー性疾患等について 

アレルギー性疾患等については、関節リウマチ、夏型過

敏性肺炎、アレルギー性気管支炎、アレルギー性鼻炎、

喘息、アトピー性皮膚炎を取り上げる。 
関節リウマチは慢性的な自己免疫疾患で、手や足など

の関節が炎症を起こす関節炎である。日本では梅雨時期

に悪化の訴え率が上昇する 15)ことからも、一般的に湿気

による影響が指摘されている。また気温と湿度の上昇が

症状の悪化と関連すると報告 16)がある一方で、関連につ

いて否定的な記述がみられるものもある 17)。 
これらの相反する結果が出てくる理由としては、リウ

マチは慢性的な疾患であることから、長期にわたる追跡

が必要となり、症状を捉える際に客観的な炎症マーカー

である CRP や ESR の経時的測定が難しいことや、研究

期間の設定や居住環境（暴露環境）に差異がみられてし

まうことが要因であると考えられる。そのこともあって

か、それら気候因子が症状悪化に及ぼすメカニズムにつ

いては、いくつかの仮説はみられるが、その域を出てい

ない。 
夏型過敏性肺炎は、過敏性肺臓炎の１つで、居住環境

に存在する真菌の一種である主にトリコスポロン属を反

復吸入することで発症するアレルギー性の肺炎である。

吸入によるものであるため、季節や気象条件の人体に対

する関与は間接的であると言える。高温多湿な西日本が

好発地域であり、発症時期は夏季の 7月に多いこと、家

庭内で過ごす時間の長い人などの疫学的特徴を持つとさ

れる 18)。ただし、このトリコスポロン属の分類は医真菌

学でも議論があるようであり、また夏型過敏性肺炎を引

き起こす菌についても、家屋内に定着・増殖する能力を

もった菌株だけが引き起こすとも推察されている 19)。 
アレルギー性気管支肺アスペルギルス症は、アスペル

ギルス属の胞子を吸入することによる日和見感染症であ

り、喘息の症状や徴候に加え、咳や息切れの症状を伴う。

夏型過敏性肺炎と同様に、吸入による影響であるため、

人体に対する関与は間接的であると言える。原因となる

アスペルギルスは年間を通してみられること 20)、発育至

適環境は温度 20～30℃、相対湿度 80～95％（一部 65～
90％）であり、住宅の気密化による温度の安定性、高湿

度環境がカビ増加の一因であるとの指摘もある 21)。 
次に、アトピー性皮膚炎、気管支喘息について取り上

げる。これら疾患と室内環境との関連は広く知られてい

るため、簡潔に示す。 
アトピー性皮膚炎はハウスダスト、真菌などのアレル

ゲンが発症・増悪に大きくかかわっており、これらアレ

ルゲンの発生時期（季節）、繁殖・発育至適環境（温度・

湿度）に影響される。これらは間接的に人体に作用する

もので、ダニなどの大量発生を防ぐため、高温・高湿度

条件を避けることが推奨されている 22)。一方で、特に冬

季には皮膚乾燥が増悪因子であるともされている 23)。 
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気管支喘息についても、季節・気象条件が直接的に作

用する場合とアレルゲンによって間接的に引き起こされ

る場合が存在する。気象要因については、伊藤 24)が気管

支喘息と気象に関連する既往研究をまとめており、それ

によると、気温や相対湿度では概ね低い方が発作の起こ

る頻度は高いとされ、気圧は高い方が発作頻度の高い報

告が多いものの、逆の報告もあるとしている。一方、ア

レルゲンであるダニ類や真菌類と発作の関連は数多く指

摘されている 25)。ただし、その場合の具体的な発症予防

のための温度・湿度を示すものは、ほとんどみられない。 
 上記の２つの疾患について、ダニやカビ類の発育好適

範囲にならないように調整するという観点では、

ASHRAE の報告 26)による 50～60％以下ということにな

る。ただし、WHO によると、カビによる喘息の増悪は

十分な関連性が持たれるとされているが、アトピー性皮

膚炎の増悪については証拠不十分としている。また低湿

度域での喘息悪化はASHRAEの報告に含まれているが、

アトピー増悪に繋がる皮膚の乾燥に関しては示されてい

ないようである。 

５．その他疾患（感染症以外） 
その他疾患として、熱中症およびメニエール病を取り

上げる。 
熱中症は、暑熱障害の総称であり、気温や湿度、放射

（放射）などの影響を受けることは広く知られている。

ただし、その発生機序や分類についてはまだ議論されて

いる面もある。熱虚脱や熱痙攣、熱疲労や熱射病などの

症状に至るプロセスは異なるが、温湿度条件としては、

高温多湿時にリスクは高まるとされる 27)。  
メニエール病は内耳の内リンパの圧および体積の変

化がめまい、変動性の感難聴、耳鳴を引き起こす疾患で

ある。冬季の低温時に有意に増加する 28)とされる一方で、

気温との関連は否定的で、気圧変化によって自律神経や

リンパ、耳内の症状などに影響を与えることで発症する

とも指摘されている 29）。 
その他疾患では、うつ病に関しても温度や湿度との関

連を指摘する文献がみられるがここでは割愛する。 

６．感染症について 
 感染症は一類感染症～五類感染症、新型インフルエン

ザ等感染症、指定感染症及び新感染症に分類されている

が 30)、症状の重篤性などを加味して学校において予防す

べき感染症が定められており 31)、本報ではそちらを参考

にすることにした。第一種感染症の発症例は少なく、研

究も医療に関するものが多いため、第二種、第三種の感

染症を文献調査対象とした。なお感染経路としては、空

気感染（飛沫核感染）、飛沫感染、接触感染、経口感染の

４つに分類されている 32)。 
本報で取り上げるのは、インフルエンザ、百日咳、水

痘（水疱瘡）、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎（おたふくか

ぜ）、アデノウイルスによる咽頭結膜炎（プール熱）、流

行性角膜結膜炎（はやり目）、溶連菌感染症、ロタウイル

ス感染症、ノロウイルス感染症、ヘルパンギーナ、手足

口病とし、これら感染症の感染経路を表 2にまとめた。

感染形態によっては疾患予防のために換気も重要になっ

てくると考えられるが、本報では当初の位置づけに沿い、

温度と湿度に絞って関連性の検討を行った。 
インフルエンザウイルスの生存率に関する研究とし

て、温度と相対湿度の組み合わせに関する Harper33)の報

告が有名であり、この知見から低温低湿での生存率が高

いとされ、Hemmes 34)や横井ら 35)の報告からも、低相対

湿度・低温度域で生存・伝播しやすいとしている。上記

の温度と相対湿度との組み合わせから、絶対湿度との関

連が高いとされ、例えば庄司 36)は、宮城県ではインフル

エンザの流行は絶対湿度 5g/㎥以下で大きくなると述べ

ている。以上の温度・湿度に関する条件は、主にウイル

ス生存等に関するものであり、人体には間接的な作用で

あると捉えられるが、低湿度環境はウイルス生存に適し

た環境になるだけではなく、人体の線毛運動という働き

を低下させることも知られており、これにより、ウイル

スに対する人体側の抵抗力が低下し、感染しやすくなる

ことが明らかにされている 37)。この能力の低下は、他の

感染症罹患にも関係すると考えられ、その予防効果の程

度が把握されることを希望したい。 
 百日咳とは感冒様症状（発熱・鼻づまり、咳など）か

らはじまり、次第に咳が強くなり、特有なけいれん性の

咳発作になる小児中心の疾患である。なお、現在日本で

は定期接種注 2）対象となっており、四種混合（DPT-IPV）
ワクチンまたは三種混合（DPT）ワクチンを生後 3 ヶ月

以内になったらすぐに接種することが薦められている。

百日咳と気象要素との関連に関する文献は少なく、気温

が高くなるほど罹患が高くなるとの報告 38)や、前年の日

照時間が長いほど患者数が増加するとの報告 39)がみられ

た。関連性の検討が難しいのは、ワクチン接種に罹患者

の減少や、周期性（約 4年）の流行があるとされている

ことも影響している可能性がある。 

表2 各種感染症と感染経路 32)より作成 

第二種感染症 空気感染 飛沫感染 接触感染 経口感染

インフルエンザ ○ ○

百日咳 ○ ○

水痘（みずぼうそう） ○ ○ ○

麻しん（はしか） ○ ○ ○

風しん（三日はしか） ○ ○

流行性耳下腺炎
（ムンプス、おたふくかぜ）

○ ○

咽頭結膜熱（プール熱） ○ ○

第三種感染症 空気感染 飛沫感染 接触感染 経口感染

流行性角結膜炎（はやり目） ○ ○

溶連菌感染症 ○ ○

感染性胃腸炎（ロタウイル
ス感染症、ノロウイルス感
染症）

（○） ○ ○

ヘルパンギーナ ○ ○ （○）

手足口病 ○ ○ （○）
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 水痘は水疱瘡（みずぼうそう）とも呼ばれ、水痘帯状

疱疹ウイルスによって引き起こされ、皮膚に水疱を形成

する疾患である。主に空気感染（飛沫核感染）とされる。 

水痘は気温との関連を指摘する文献がみられ、統計的に

は気温が低いほど流行しやすく、特に 20℃以下に多発と

いう指摘がある 40)。一般的に冬から早春あるいは初夏に

かけて流行しやすいと言われているが、上記のことより、

夏でも冷夏であれば流行しやすいと指摘する文献もみら

れた 41)。一方、日照時間や相対湿度等との関連について

も言及している文献 42)もみられたが、数は少なかった。 
麻疹（はしか）については、春から初夏にかけて流行

すると言われている。非常に強い感染力を持ち、単独の

病原体としては最大の死亡原因とされ、WHO において

も世界的な排除・根絶を目標としている 43)。予防接種で

の対応が基本であることもあり、温湿度条件と感染の関

連に関する検討は少ない。 
風疹は発熱や全身の発疹などを主症状とする疾患で

ある。麻疹よりも感染力が弱いとされる一方、妊娠中の

女性が罹患することで、胎児に先天性風疹症候群と呼ば

れる難聴や白内障などの障害を引き起こすことが知られ

ている。風疹は主に春に流行すると言われている。相対

湿度との関連性を指摘する文献 42）がみられたが、関連性

の検討は少ない。 
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）は片側あるいは両側

の耳下腺（唾液腺の１つ）の腫脹を特徴とするウイルス

感染症である。年間を通して患者発生があるとされる一

方、3～4年の周期で増減する傾向を有するとされる。室

外の温度・蒸気圧・湿度・降水量・日照時間等の気象条

件との関係はないとする文献 42)と、降水量が少ないほど

患者数が増えるとする文献 39)がみられた。季節性がみら

れないとされていることから、温湿度環境と発症との関

連性は低いのではないだろうか。 
アデノウイルスによって発症する感染症の１つである

咽頭結膜熱（プール熱）、流行性角膜結膜炎（はやり目）

などは、アデノウイルス種によって発症する疾患が異な

ることもあり、明確な環境要素との関連を示す文献はほ

とんどみられなかった。ただし、咽頭結膜炎および流行

性角膜結膜炎は、夏に流行の山が見られていることから、

高温・高湿時に伝播しやすいと考えられる。 
 溶連菌感染症は溶血性連鎖球菌と呼ばれる細菌によ

るもので、さまざまな疾患を引き起こす。代表的なもの

は発熱や喉の痛みなど、風邪と症状が似ているものの、

その後、かゆみを伴う小さな湿疹が体に出来たり、舌が

イチゴのように赤くなるイチゴ舌と呼ばれる症状が出た

りする。冬季および春から初夏にかけてのピークが認め

られているとされているが、その一方で、日本内地より

も沖縄での出現率が高く、高温高湿の影響を指摘してい

る文献 44)もみられる。このような条件の相反する知見が

みられる背景の１つとして、罹患者数の報告が増加して

おり、診断技術が向上したことによると考えられている。 

 ロタウイルス感染性胃腸炎は、急性感染性胃腸炎の中

でも感染力が非常に強いとされ、特に乳幼児が重症とな

る。日本での感染性胃腸炎は年末年始にピークがあるが、

ロタウイルスだけを抽出すると、患者は年末から報告さ

れ、流行は春先がピークとされる。流行には室外の温度

と湿度などの影響が大きいと示している文献 45と、湿度

とは関連はなく、温度が 20℃以上になると感染症が減少

するとしている文献がみられた 46)。なお、ノロウイルス

感染症もよく知られており、同様の急性胃腸炎症状を起

こす。流行は 11 月～2 月頃に多くみられるとされる 47)。

発症する温湿度条件等について触れている文献はほとん

どみられず、ロタウイルスと同様、患者の嘔吐物や便の

処理には注意する必要があることから、感染者の嘔吐物

が乾いた空気の中で浮遊しないよう、加湿で再浮上を抑

制することを薦めている文献がみられた 48)。 
ヘルパンギーナは夏期に流行する小児の急性ウイル

ス性咽頭炎とされ、発熱と口腔にあらわれる小さな水疱

を伴う疾患である。いわゆる夏かぜである。熱帯では通

年性がみられ、日本では 7月頃ピークとなる。このこと

から、20℃以上で流行すると指摘する文献がみられた 41)。 
ヘルパンギーナと症状が似ているものとして、手足口

病がある。手足口病は水疱性の発疹が口腔粘膜や手足の

末端にあらわれるウイルス性の疾患である。幼児を中心

とし、同様に主に夏に流行する。環境条件との関連の検

討は行われているものの 42）、ヘルパンギーナと同様、温

度以外の条件との関連性の検討はほとんどみられないよ

うである。 

７．疾患の分類・整理と課題 
以上の文献検索をもとに、各種疾患の分類とそれらの

発症しやすい温度・湿度条件の整理を行い、表 3 のよう

な一覧表を作成した。室内環境で調整できる温度・湿度

域を具体的に示すことが好ましいものの、検討対象とし

た疾患と温湿度の関連については、議論の余地が残るも

のが多く、本報の当初の目的は、室内環境の調整によっ

て各種疾患の予防の可能性を探ることでもあったため、

ごく簡潔な表の提案とした。 
表 3 では、関連性を A～E に段階分けし、関連性が高

く示されているものをAとした。また、著者の判断によ

り、関連性がある可能性があるものには＊をつけた。段

階付けの根拠は文献数としているが、今後、調査文献数

を積み重ねることにより段階が変わる可能性もある。な

お、表中における湿度とは相対湿度である。 
 循環器疾患では、全般に低温（あるいは温度差）の影

響が大きく、一方で、湿度との関連では脳梗塞について

のみ指摘されていた。梗塞のメカニズムは類似している

と考え、心筋梗塞と湿度との関連が示唆された。 
 アレルギー性疾患等と温湿度については、人体にとっ

て間接的影響となるダニ類などのアレルゲンの増加条件

を根拠とする文献が多く見られた。一方、気管支喘息に
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関しては、アレルゲンによる影響を示唆しつつも、気圧

などの他の要因を示すものもみられた。 
 感染症については、流行季節を根拠とする温度と湿度

条件に関する記述が多かった。低温時期と高温時期に発

生する感染症が明確に分かれており、インフルエンザウ

イルと同様に、ウイルスそのものの温湿度に対する性質

が把握されれば、インフルエンザ同様に温度・湿度の調

整による予防が可能になると考えられる。ただし、感染

経路が空気感染の場合は、一覧表には記載していない換

気が重要になるであろう。また、感染経路である人体の

粘膜等の乾燥状態の防止による感染予防効果も指摘され

ていることから、これらの知見が増えることも期待した

い。ロタウイルスやノロウイルスについては、嘔吐物等

からのウイルスの再浮遊を湿度調整でどの程度防ぐこと

が可能かも興味深い。 
 本報で取り上げた疾患の中には、温度・湿度以外の気

象要因について触れられているものも多かったものの、

表 3 では簡略化を優先して省略した。当初は温度・湿度

の具体的数値を挙げることや、暴露時間との関係、温度・

湿度の症状に対する寄与度なども示すことが目標であっ

たが、前述の通り、根拠とする母集団の差異や、症状の

把握手法、診断技術に関する問題を加味すると困難であ

ると判断した。ただし、文献調査を積み重ねることで、

室内環境における疾患予防あるいは患者の症状緩和に繋

がる方向性を見いだせ、あるいは個々の症状に応じた対

応手法も提案できるようになることを目標としたい。 

８．まとめ 
室内環境における各種疾患予防を目標として、温度・

湿度と主に循環器疾患、アレルギー性疾患等、感染症の

発症・感染との関連性について検討し、関連性の段階付

けと、温度・湿度条件について簡潔な表としてまとめた。

精査がさらに必要であるものの、今後建物の断熱性・気

密性の向上とともに、室内環境の調整により、予防の一

助となることができる疾患がある可能性が示唆された。 
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注釈 

注 1) レイノー病はレイノー現象とも呼ばれる。原因は完全に

は解明されていないものの、原発性レイノー現象と二次性レ

イノー現象に大別される。二次性レイノー現象は、他の疾患

（関節リウマチや強皮症などの膠原病、動脈硬化などの血管

疾患等）に伴うため、本報で取り上げたのは原発性レイノー

現象である。 
注 2) 予防接種のうち、定期接種は予防接種法に基づき、接種

努力義務が課せられるものである。 
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