
 

シックスクールアンケートにご協力いただきましてありがとうございました。 

おかげさまで 303 名の方のご意見を集計することができました。 

結果は、５回にわたって報告させていただきます。 

 

１１１１、、、、回答者内訳回答者内訳回答者内訳回答者内訳    

性別・年代 男 女 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計 

一般 １２ 94 ３ 20 55 22 ６ １０６ 

教員 １５ 51 ７ １５ 34 10 0 ６６ 

合計 27 145 １０ 35 89 32 ６ １７２ 

年代 男 女 合計 

幼児～小 6 33 45 78 

中 1～大学 26 27 53 

合計 59 72 131 

【日頃気になる症状は？】 

大人大人大人大人のののの症状症状症状症状ベストベストベストベスト５５５５    

１位 鼻炎症状 

２位 疲れやすい 

３位 乾燥肌 

４位 目のかゆみ 

５位 頭痛 

  

子子子子どものどものどものどもの症状症状症状症状ベストベストベストベスト５５５５    

１位 鼻炎症状 

２位 目のかゆみ 

３位 乾燥肌 

４位 体のかゆみ 

５位 視力の低下 

 
    

２２２２、、、、認知度認知度認知度認知度            

①シックスクールということばの意味を知っている方は、７８%  

②学校で検査をしていることを知っている・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般３９３９３９３９人人人人////106、、、、教職員教職員教職員教職員５６５６５６５６人人人人////66 

③その結果を知っている・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般２０２０２０２０人人人人////106、、、、教職員教職員教職員教職員３４３４３４３４人人人人////66 

④臨時の空気検査を受けられることを知っている・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般 18181818 人人人人////106、、、、教職員教職員教職員教職員２１２１２１２１人人人人////66 

⑤子どもは、検査をしていることもその結果も殆ど知りませんでした。 

    

    

    

    

    

    

    

・７年前には殆ど知られていなかった『シックスクール』ということばも今では約８割の方が知って 

いると答えています。当時は、学校職員でも検査をしていることを知らない人が殆どでした。 

・教育委員会から学校長へ、①職員のシックスクール教育や②保護者に検査結果を通知する 

などの指導がされていますが、十分ではないようです。職員会議、学校便りで周知をお願い。 

・臨時検査については教職員自体知らない人が多く十分活用されていないようです。 

・子どもたちへ、健康被害を防ぐためにもこの検査のことを是非話してあげてください。 

 

３３３３、、、、職場環境職場環境職場環境職場環境            

①職場で体調を崩す人・・・・・・・・・・・・一一一一    般般般般    ３３３３人人人人、、、、教職員教職員教職員教職員    ６６６６人人人人（それがそれがそれがそれが原因原因原因原因でででで退職退職退職退職したしたしたした方方方方一般一般一般一般・・・・教員教員教員教員１１１１人人人人ずつずつずつずついますいますいますいます))))    

②体調を崩す季節・・・・・・・・・・・・冬冬冬冬やややや春春春春、、、、週明週明週明週明けなどけなどけなどけなど    

③参観日などで体調を崩す人・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般１３１３１３１３人人人人////106、、、、教職員教職員教職員教職員１１１１１１１１人人人人////66        

④職場でワックスを塗っている・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般２４２４２４２４人人人人////106(わからない 14）、、、、教職員教職員教職員教職員３１３１３１３１人人人人////66(わからない 16) 

⑤職場で合成洗剤や化学雑巾を使用・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般３５３５３５３５人人人人////106（わからない 55）、、、、教職員教職員教職員教職員２５２５２５２５人人人人////66（わからない 19） 

⑥職場に芳香剤の設置している・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般２５２５２５２５人人人人////106、、、、教職員教職員教職員教職員 10101010 人人人人////66    

 

 

・職場（学校含む）で体調を崩す時期は、換気の不十分な冬や春、休暇（連休）の後が多いようです。 

・参観日に体調を崩す方がいるのは、やはり他人の付けているニオイが主な原因でした。一部の人で

あっても、化粧品や衣類の柔軟剤、防虫剤、コロンなどのニオイに反応して苦しんでいる人がいること

を理解してください。「微香性」も集まれば強烈な異臭。使っているあなた自身にも有害です。 

・職場での合成洗剤、化学雑巾の使用は４割弱ですが、「わからない」と答えている方が多く関心のな

さがうかがえます。揮発し空気を汚していることを知ってください。手洗いも掃除も「純せっけん」に替

えましょう。有機化合物判別表で安全に使える第 1 群に入るのはせっけんだけ。合成洗剤は、皮膚へ

の刺激性あり。動物実験で胎仔の骨格異常、奇形の報告があります。身の回りの殺菌剤の乱用で、

常在菌の減少による皮膚バリアーの劣化、自己免疫力低下、虚弱体質になることが心配されます。

手洗いは、流水によるすすぎ 15 秒で、ウイルスが 100 分の 1 に減るそうです。一般の会社や学校で、

薬用せっけんや消毒用アルコールは不要です。 

・学校でのワックス使用は約半数。ワックスの成分と塗る時期、塗ったあとの換気には十分注意を。 

・学校での芳香剤（消臭剤）、トイレボールの使用は、禁止のはずですがまだ使用している学校がある

ようです。パラジクロロベンゼンは、肝臓・腎臓への影響、発がん性があり、花粉症を悪化させます。

学校に限らず設置はやめましょう。 

・特に換気扇のない学校では、冬も窓開け換気を。（２回以上/時間） 

※※※※    今回今回今回今回のののの調査調査調査調査でででで、、、、職場職場職場職場でででで体調体調体調体調をををを崩崩崩崩しやむなくしやむなくしやむなくしやむなく退職退職退職退職されたされたされたされた方方方方がががが２２２２名名名名、、、、化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症をををを発症発症発症発症されたされたされたされた

方方方方がががが１１１１名名名名いることがわかりましたいることがわかりましたいることがわかりましたいることがわかりました。。。。    

職場で体調を崩す 

 

６％ 

参観日・学芸会などで体調を崩す 

職場で合成洗剤や化学雑巾を使用 職場でワックスを塗っている 

職場に芳香剤の設置 

ことばの意味を 検査をしていることを 

検査結果を 

 

検査結果は 

私たちにも教

えてください。 

⑦職場で手洗いに合成せっけんや薬用せっけん、アルコール使用・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般４１４１４１４１人人人人////106、、、、教職員教職員教職員教職員２２２２２２２２人人人人////66    

⑧ボンドや油性マジックで体調を崩す････････････一般一般一般一般２２２２２２２２人人人人////106、、、、教職員教職員教職員教職員７７７７人人人人////66     

⑨版画、粘土授業で体調を崩す教職員はいませんでした。 

⑩職場で窓開け換気している・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般４０４０４０４０人人人人/106、、、、教職員教職員教職員教職員４２４２４２４２人人人人////66 
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のどの痛み２ 

シックスクール・化学物質過敏症に関するアンケート結果 №№№№１１１１ 
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2010 年 11 月 

このアンケートは全国の会員の皆さまの協力によって行なわれました。 



 
 

４４４４、、、、学校学校学校学校        児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒 131131131131 人人人人    以下以下以下以下「「「「子子子子」」」」とととと表記表記表記表記            
① 学校内で体調が悪くなる場所がある子は・・・１３１３１３１３人人人人/１３１  

【その場所】・・・トイレ、教室、埃っぽい所、体育館 

授業で体調を崩す子は・・・・・・・・・・・・８８８８人人人人////131 

【その教科】・・・図工、音楽、理科など特別教室を使う授業でした。 

版画、粘土授業で体調を崩す子は・・・２２２２人人人人（幼児、小学生低学年ははずす） 

 

②体調を崩す季節・・・夏休み明けが一番多く、次が 1 学期、週明けと続きます。    

③参観日に体調を崩す子・・・・・・・・・・・・1111００００人人人人////131 

④ボンドや油性マジックで体調を崩す子・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２人人人人////131 

⑤学校でワックスを塗っている・・・・・・・・・・・・２５２５２５２５人人人人////131（わからない 94） 

⑥学校で手洗い用に合成せっけんや薬用せっけん、アルコールを使用している・・・・・・・・・・・・１９１９１９１９人人人人////131（わからない 61）    

⑦学校の掃除は、化学雑巾や合成洗剤を使用している…………１２１２１２１２人人人人////131（わからない 86）    

⑧学校のトイレに芳香剤、脱臭剤など置いてある・・・・・・・・・・・・1111１１１１人人人人////131（わからない 39） 

⑨版画や粘土で体調を崩した・・・・・・・・・・・・２２２２人人人人////131 

⑩学校で窓開け換気している・・・・・・・・・・・・８５８５８５８５人人人人////131 

    

    

授業で体調を崩す子    

版画や粘土で体調を崩す   

２％             

  

  

合計

 

・「シックスクール対応」と書かれたワックスの可塑剤に有機リンが使用されていたことがあります。 

トルエン、キシレン、ベンゼンなどは、吐き気、頭痛、めまいなどの症状の原因になります。安全デー

タシートで内容の確認を。 

 

学校学校学校学校でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ紹介紹介紹介紹介    

江別市立江別第二中学校（生徒数３９４人）では、化学物質が原因で、アトピー性皮膚炎やぜん

そくなどになる化学物質過敏症の生徒をださないシックハウス対策として、９年前からワックスの代わ

りに米ぬかで床を磨いている。同校のもう一つの取り組みが、トイレや水飲み場の清掃に化学洗剤

を使わず、ＥＭ発酵液を利用。汚れもしっかり落ち、化学洗剤と性能は変わりないという。全校集会

の中でも生徒に説明していて保護者も安心とのこと。（毎日新聞） 

『『『『霧霧霧霧がががが丘第三小学校丘第三小学校丘第三小学校丘第三小学校のののの HPHPHPHP』』』』にはにはにはには、、、、教材教材教材教材ややややワックスワックスワックスワックスそのほかそのほかそのほかそのほか校内校内校内校内のののの取取取取りりりり組組組組みがとてもわかりやすくみがとてもわかりやすくみがとてもわかりやすくみがとてもわかりやすく

紹介紹介紹介紹介されていますされていますされていますされています。。。。    
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ボンドや油性マジックで体調を崩す 
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学校に芳香剤がある 
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１２% 

学校で体調を崩す

場所がある子 

体調を崩す場所  

・参観日に体調を崩す子は、１割強。大人も子どもも参観日に人が集まると体調を崩すようです。その

原因には、衣類の洗剤や防虫剤成分の揮発、化粧品、香水が挙げられています。あなたが、その原

因を作っているかもしれません。 

朝日新聞に『授業参観、香水控えて』（０９年）という記事が掲載されました。名古屋市瑞穂区の小

学校では、『学校通信』に保護者にあて「保護者の整髪料や香水などに反応して息が苦しくなるなど

のアレルギー症状がでるようです。鼻やのどを刺激するような整髪料や香水を控えていただくと、大

変助かります」と協力を求めています。 

・図工、音楽、理科などの授業で体調を崩すと答えた子どもが８人もいました。これらの授業は、特別

教室を使用することが多く、特別教室は、換気が不十分になりがちなうえ、特殊な教材が置いてある

ためどこの学校も空気検査では高い値がでます。授業のないときでも換気をするよう心がけてくださ

い。理科では、実験などで使われる薬剤で気分が悪くなる子がいます。窓やドアを開けて実験するよ

うお願いします。新しい教材を購入するときには安全データシートで確認をしてから購入しましょう。ま

た、教材は使う前に箱からだして空気に晒しておくことも大事です。 

・版画の版木は、合板なので接着剤からホルムアルデヒドが放出します。呼吸器障害、目やのどの痛

みがあらわれます。カラーベニヤには、塗料が使われていて有害物質が揮発します。粘土には防腐

剤や可塑剤が使われていて、手の皮がむけたり、乾燥するまでにそれらが揮発し鼻水や咳がでたり

します。どちらも一度に大勢で使用すると空気が汚染します。教室展示中も換気が必要です。 

・ボンドや油性マジックには、揮発性の有害物質が含まれています。学校祭準備などで使用する際に

は、窓を開けて換気をしながら使用するようにしてください。接着剤に含まれるスチレンは、脳や肝臓

への影響や、全身倦怠感を引き起こします。 

・学校内で体調が悪くなる場所に、市民プールや私営のプールをあげた人もいました。一般のプールは学校

のプールより塩素の濃度が高いのでしょうか。室内プールでは、積極的に換気をしてもらいましょう。体育館と

書いたうち１０人は小学生でした。 

・体調を崩す季節は、ワックス塗布の影響か夏休み明けが多いです。また、気温が高いと有害物質が揮発し

やすくなります。１学期、春休み明けは、ワックスの影響、寒いので窓明け換気不十分なこと、新１年生の持ち

込む新品のプラスチック製品や衣類、靴などの影響があります。 

 

１位 夏休み明け 

２位 １学期 

３位 春休み明け 

４位 週明け 

５位 冬休みから３月期まで 

体調を崩す季節 

・⑤⑥⑦⑧など「わからない」という答えが多いです。自分たちが生活している場の空気を汚してい

る製品について、無関心、無知であることは健康管理上心配です。学校生活の中で折に触れて改

善、話し合いを持ちましょう。普段から換気の必要性を伝え、学校では窓あけ換気１００％を目指し

たいです。 

 

・芳香剤に含まれるフタル酸エステルは、頭痛やめまいをひきおこし

ます。また、男性の生殖に影響を与えていると報告があります。家庭

にも芳香剤を置いていると、子どもたちは日常的に汚染された空気

の中にいることになります。 

 

  

シックスクールシックスクールシックスクールシックスクール・・・・化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    №№№№２２２２    
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 ５５５５、、、、家庭家庭家庭家庭            

①家で香りのするシャンプー使っている・・・大人大人大人大人１２６１２６１２６１２６人人人人/172、子子子子８２８２８２８２人人人人/131 

②家で香りのする合成洗剤、柔軟剤を使っている・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人１１１１１１１１１１１１人人人人/172、子子子子７０７０７０７０人人人人/131    

③家で芳香剤を使っている・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人６５６５６５６５人人人人/172、子子子子４８４８４８４８人人人人/131    

        芳香剤のニオイで体調を崩す方…………４９４９４９４９人人人人/172、子不明子不明子不明子不明    

【【【【症状症状症状症状】】】】 吐き気、のどの痛み、咳、鼻炎症状、頭痛、舌や唇のしびれ、だるい 

【【【【芳香剤芳香剤芳香剤芳香剤をををを置置置置いているいているいているいている場所場所場所場所】】】】    1 位トイレ、2 位車、3 位玄関、4 位居間 (家中あるに１人) 

④家の中で防虫剤や殺虫剤の使用・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人 30303030 人人人人////172（わからない 15）、子子子子 25252525 人人人人////131（わからない 22） 

⑤家庭菜園で農薬の使用・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人 18181818 人人人人/172（わからない 14） 

⑥プラスチックや新品製品で体調を崩す・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人４１４１４１４１人人人人/172、子子子子２４２４２４２４人人人人/131（わからない 14） 

    【【【【原因製品原因製品原因製品原因製品】】】】 合成皮革やビニール製のバックや靴・プラスチック製品全般 

    【【【【症状症状症状症状】】】】 のどの痛み、咳、目が痒くなる、鼻炎症状、頭痛、吐き気、舌や唇のしびれ、不快感 

 

香りのするシャンプー使っている 

  

香りのする合成洗剤、柔軟剤を使っている 

 

 

 
 

家で芳香剤を使っている 

  

家の中で防虫剤や殺虫剤を使用 

 

使用２１％ 

 

使用１２％ 

家庭菜園で農薬を使用 

芳香剤のニオイで体調を崩す 

 

プラスチックや新品製品で体調を崩す 

  

大人２４％      子２３% 

・芳香剤は車など密閉された空間、高温になるところには絶対に置かないようにしましょう。車内のタバコ

のニオイを消すために置くと、複合汚染になり有害度が高まります。芳香剤で体調を崩す人が多いにも

かかわらず、使用している人が多いことが気になります。体調を崩している原因が、芳香剤にあることに

気づいていない人も多いようです。ニオイは慣れてくるとわからなくなります。慢性毒性も心配されます。 

・芳香剤や化粧品に使われているフタル酸エステル類の汚染は広範囲で、特に 20～40 代の女性に多

いことがわかっています。フタル酸エステル類は、男の赤ちゃんの生殖器の発達への影響や、ぜんそ

く、鼻炎、湿疹にも関連している可能性があることがわかってきました。 

・フタル酸エステル類はプラスチックの重要な要素として多くの商品に使用されていますが、問題は、こ

れらが含まれていることを表示していないことです。欧米では、おもちゃと子ども用品中のフタル酸類を

制限しており、欧州は一部のフタル酸を化粧品に使用することを禁止しています。 

・人工的なニオイは、消えづらいうえに、空気を汚している（有害）ということを認識してください。香りは、

鼻で受けた刺激が直接脳に伝わり、神経などに強く作用します。いい香りとされる物質でも、濃度や環

境、人によっては苦痛を感ずる人もいます。 

 

※玄関やトイレのニオイが気になる方は、ガラスのビンに重曹を入れ、お好みのエッセンシャルオイルを数滴加えます。

（重曹 100g に対してオイル 1～2 滴）さらに上から重曹を重ね、そのままトイレや下駄箱の中へ。下駄箱のニオイは、扉を開

け放しての換気と、こまめな掃除を。 
 

    大人７１％   子６９％ 

 

大人６５％     子６６％ 

    

大人４１％    子４３％ 

大人２９％ 
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芳香剤の置いてある場所 

・CM の影響か香りのする合成シャンプーやリンス、合成洗剤、柔軟剤を使っている人が多いです。 

子どもには使わせていないが、大人が使っているという家庭が多くありました。 

合成洗剤類には、約３０種類もの化学物質が使われ、発ガン性や環境ホルモンの疑いのあるものもあ

ります。合成界面活性剤は、皮膚にすばやく浸透し体内に蓄積されて皮膚障害や内臓障害などを起

こすことがあります。抜毛・薄毛・フケ・かゆみ・白髪などの原因は、ストレスや栄養などがあげられます

が、この合成シャンプーも原因のひとつです。 

・柔軟剤は、川や海の微生物を死滅させ環境を破壊します。衣類の吸水性が悪くなり、皮膚疾患を発

症し、体温調節も上手くいかなくなります。アレルギーや喘息を起こし重症化させます。 

・最近では洗剤や柔軟剤のニオイで空気が汚染されています。これらのニオイで具合が悪くなると記

入した子どもや大人がいます。 

・合成洗剤（シャンプー類も含めて）の使用をやめ、純せっけんにかえませんか。掃除掃除掃除掃除もももも洗濯洗濯洗濯洗濯もももも入浴入浴入浴入浴もももも

食器洗食器洗食器洗食器洗いもいもいもいも全部全部全部全部““““せっけんせっけんせっけんせっけん””””ひとつひとつひとつひとつでできるのですでできるのですでできるのですでできるのです。。。。子子子子どもたちのためにどもたちのためにどもたちのためにどもたちのために、、、、せっけんせっけんせっけんせっけん生活始生活始生活始生活始めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。    

 

・有機リン系農薬に代わってネオニコチノイド系の農薬が主流になってきました。この農薬は、根か

ら吸収されるため洗っても落すことができません。ミツバチの大量死の原因農薬です。アリの巣コロ

リやコバエとりなど身近な商品にも入っています。子どもたちの未発達の脳神経系への影響、心臓

など循環器への影響が心配されています。 

・ほとんどの殺虫剤はピレスロイド系の薬剤が主流です。ピレスロイド系は、天然の除虫菊に含まれ

るピレトリンに似た物質として人工的に開発されたもので、農薬としても使われている物質です。

眼、皮膚、気道への刺激などの急性毒性のほかに、慢性毒性も心配されます。農薬成分はペット

ののみとり剤や掃除機のゴミパックなどにも使われています。少なくても家の中では殺虫剤や農薬

成分は使用しないこと。成分表示成分表示成分表示成分表示をををを確認確認確認確認してしてしてして購入購入購入購入しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

 

 

・プラスチックには、多種多様な安定剤や可塑剤が添

加されています。可塑剤は主に、塩化ビニールなどの

プラスチック類をやわらかくするために使用されます。

おもちゃや室内のクロス、フローリングなどの加工にも

使用されています。これらは、空気中にただよって、呼

吸によって吸収されます。ホルムアルデヒドと同様に、

呼吸器障害、目やのどの痛みがあらわれます。発が

ん性のある物質もあります。プラスチック製品を購入後

は、換気、天日干し、水拭きを。 

 
・・・・①①①①～～～～⑥⑥⑥⑥のののの商品商品商品商品はははは、、、、アトピーアトピーアトピーアトピー性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎やややや喘息喘息喘息喘息、、、、化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症をををを誘発誘発誘発誘発、、、、悪化悪化悪化悪化させるさせるさせるさせる物質物質物質物質ですですですです。。。。    

・ＣＭでは制汗剤も消臭剤も殺虫剤も防虫剤もスプレー式のものを、人前で平気で吹き付けていま

すが、絶対にやめましょう。室内で使ったら必ず換気を。 

 

 

シックスクール・化学物質過敏症に関するアンケート結果    №№№№３３３３    

 



 ６６６６、、、、公共公共公共公共のののの場場場場        

①公共の施設、病院、会館、映画館などで体調を崩す・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人６１６１６１６１人人人人/172、子子子子１１１１１１１１人人人人/131（わからない 15） 

    【【【【場所場所場所場所】】】】    会議室、コンサート会場、映画館、ダンスホール、集会所、授業中の教室、学校、体育館 

    【【【【原因物質原因物質原因物質原因物質】】】】 香水・整髪料などの化粧品類のニオイ、 柔軟剤、タバコなど衣類に付着しているニオイ 

 【【【【症状症状症状症状】】】】 だるさ、イライラ、目がチカチカする、目やのどの痛み、声がかすれる、鼻炎症状、吐き気、 

頭痛、落ち着かない 

②新築の家、新車、100 円ショップなどで体調を崩す・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人５８５８５８５８人人人人/172、子子子子２６２６２６２６人人人人/131（わからない 15） 

    【【【【場所場所場所場所】】】】 ・新車・家・デパート・靴の量販店・100 円ショップ・化粧品売り場・カー用品売り場・ドラックストア 

・洗剤売り場・DAY 売り場 

 【【【【症状症状症状症状】】】】 目が痒くなる、咳、鼻水 他①の症状と同じ 

③ホテルや旅館で体調を崩す・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人    ９９９９人人人人/172、    子子子子    ９９９９人人人人/131    

【【【【原因原因原因原因物質物質物質物質】】】】室内やトイレの芳香剤、タバコのニオイ、洗浄剤（消毒剤）のニオイ 

【【【【症状症状症状症状】】】】 吐き気、鼻詰まり、のどのイガイガ、咳、目がかゆい 

④バスや電車などで体調を崩す・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人    ２３２３２３２３人人人人/172、    子子子子    ２４２４２４２４人人人人/131 

１位・バスやタクシー（ガソリンのニオイ、タバコと芳香剤のニオイ、隣に座った人の化粧品のニオイなど） 

２位・飛行機  電車は０人 

【【【【症状症状症状症状】】】】鼻水、のどのイガイガ、咳、吐き気 

    

 

公共の施設で体調を崩す 

  

ホテルや旅館で体調を崩す 

大人５％     子８％ 

  

新築、新車、100 円ショップなどで体調を崩す 

  

バスや電車などで体調を崩す 

  

・不特定多数の人が集まる場所は、消毒が行なわれ、強い洗浄剤が使われていることが多いです。さらに、

換気のできない閉ざされた空間では、個人が身に付けているもの（香料含む）から揮発する化学物質により

空気は想像以上に汚れています。施設を管理する人は、不必要な消毒をやめ換気の徹底を。また、利用す

る人は、マナーとして、ニオイの強い柔軟剤や化粧品（香水含む）を控えるようお願いします。 

・新築の家や新車には、内装の接着剤や塗料が揮発せず残っています。購入は窓開け換気ができる春に。 

・プラスチック商品、衣類からは、有害物質が揮発しています。換気の悪いお店には行かない。買ったら、洗

えるものは洗濯をすること。できない物は、外で風にあてる。 

・宿泊施設は合成洗浄剤や塩素系の漂白剤を使用して掃除をし、定期的に消毒もしています。旅館・ペンシ

ョンなどではトイレや玄関に芳香剤が置かれ、ホテルでは室内（テレビの裏など）に芳香剤が置かれているこ

とがあります。毎回ファブリーズを使用しているホテルも。ちなみに、帝国ホテルでは、「快適なサービスを売

る」として、従業員の香水使用を禁止しているそうです。 

・公共の乗り物は定期的に消毒をしています。飛行機にはたくさんの難燃剤が使用されています。バスや飛

行機は一度座ると移動ができません。香水などは使用しないマナーを。    

 

７７７７、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー            

①アレルギー体質の方・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人７４７４７４７４人人人人////172（一般４９人、教員 25 人）、、、、子子子子 60606060 人人人人////131（わからない 25） 

②アレルギー物質・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人    （（（（1111 位花粉位花粉位花粉位花粉、、、、2222 位位位位ハウスダストハウスダストハウスダストハウスダスト、、、、3333 位食品位食品位食品位食品））））        

子子子子    （（（（1111 位位位位ハウスダストハウスダストハウスダストハウスダスト、、、、2222 位花粉位花粉位花粉位花粉、、、、3333 位犬位犬位犬位犬やややや猫猫猫猫））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
・アレルギー体質の人は、化学物質過敏症になりやすいといわれています。 

８８８８、、、、化学物質化学物質化学物質化学物質にににに敏感敏感敏感敏感でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか    

①過敏だという方・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人    ３１３１３１３１人人人人////172（わからない 43）、    子子子子    ７７７７人人人人////131（わからない 62） 

 

【【【【どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所やややや状況状況状況状況でででで敏感敏感敏感敏感だとだとだとだと感感感感じましたかじましたかじましたかじましたか】】】】    

 ドラックストア・薬局・洗剤売り場などで。タバコを吸う人のそばで。タクシーの中がタバコと芳香剤のニオイで充満

していて咳が止まらなくなった。プールで。学校内で。音楽室で。図書館で隣の人から柔軟剤のニオイがして鼻水が

ではじめた。飛行機で。エレベーターの中で。人ごみで。トイレで。祝い返しの洗剤セットの箱のにおいで。コンサー

トで四方から香水や衣類の防虫剤や柔軟剤やらのニオイがして吐き気がした。防虫スプレーで皮膚が痒くなった。

ベープマットを使ったらのどがイガイガして咳が止まらなくなった。 ※反応した物質、症状は下表 

 

②あなたのまわりに過敏症の人はいますか（多分も含めて）・・・・・・・・・・・・大人大人大人大人    ４７４７４７４７人人人人/172、    子子子子    ２０２０２０２０人人人人/131    
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化学物質に過敏な大人 １９％ 化学物質に過敏な子ども ６％ 

 

 

過敏１９％ 

過敏ではない５５％ 

わからない２６％ 
過敏６％ 

 

過敏ではない４３％ 

 

わからない５１％ 

    

大人    芳香剤、柔軟剤、化粧品類、合成洗剤、プラ・ビニール

製品、タバコ、シンナー、塗料、家具や建材、ベープマッ

ト（蚊取り線香） 

子ども 芳香剤、柔軟剤、香料全般（化粧品類含）、塩素系漂

白剤、タバコ、シール剥がし剤、油性マジック、塗料 

 

 

    

吐き気、目やのどの痛み、鼻血、鼻がムズムズ、鼻

水がでる、頭痛、のどがムズムズ、咳が止まらなくな

る、手足のしびれ、声がかれる、だるさ、イライラ 

 

過敏な物質 過敏症状 

大人３５％    子１０％ 
大人３４％   子２５％ 

大人１３％    子２０％ 

原因 消毒やワックス、洗剤のニオイ、 柔軟剤、タバ

コなど衣類に付着しているニオイ、香水・整髪料など

の化粧品類のニオイなど 

原因 ガソリンのニオイ、タバコと芳香剤のニオイ、隣

に座った人の化粧品のニオイなど 

原因 室内やトイレの芳香剤やタバコのニオイ、洗浄

剤（消毒剤）のニオイ じゅうたんの黴臭いニオイ 

原因 建材、壁紙、カーテンなど、車内装飾品、プラ

スチックカバー、商品全般 

 

【子どものアレルギー物質】 

 

 【大人のアレルギー物質】 

わからない２０％ 

いいえ３１％ 

 

・上記の場面や症状をくり返していると、化学物質過敏症に移行してしまうことがあります。過敏症は、スポ

ーツマンも健康に自信のある人も誰でもがなる可能性があります。普段から有害な化学物質を使用しない

ように気をつけましょう。特に小さな子どもがいる場合注意を！ 

 

 

アレルギー体質の大人 50％ 
いいえ４３％ 

わからない１５％ 

シックスクールシックスクールシックスクールシックスクール・・・・化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    №№№№４４４４    

 

大人大人大人大人もももも子子子子どどどどもももももももも過敏物質上位過敏物質上位過敏物質上位過敏物質上位にににに芳香剤芳香剤芳香剤芳香剤やややや柔軟柔軟柔軟柔軟

剤剤剤剤、、、、香料香料香料香料((((化粧品類化粧品類化粧品類化粧品類))))がはいっていますがはいっていますがはいっていますがはいっています。。。。    

アレルギー体質の子 49％ 

 

犬猫につけているノ

ミとり剤に要注意！ 



 ９９９９、、、、環境環境環境環境をををを汚染汚染汚染汚染するとするとするとすると思思思思うううう商品商品商品商品、、、、使用使用使用使用をやめたほうがをやめたほうがをやめたほうがをやめたほうが良良良良いといといといと思思思思うううう商品商品商品商品はははは？？？？    

    

各種合成洗剤、柔軟剤、漂白剤カビとりハイター（トイレタンク洗浄剤含む）、薬用せっけん、入

浴剤、合成のシャンプーやリンス、消臭剤（ファブリーズやリセッシュなど）、芳香剤、制汗剤、撥

水スプレー、ウインドウォッシャー液、消毒用アルコール、農薬全般、殺虫剤、防虫剤（虫よけス

プレー含む）、生理用ナプキン、プラスチック製品、ワックス、トイレの洗剤、蚊取り線香、ダウニ

ー、商品のパッケージ、ヘアダイ、タバコ（殆ど子どもが書いています）、アスベスト使用した家、

香水、ナノ商品、 商品ではないがゴルフ。 

    

子子子子どもどもどもどもからからからから    

「使っているけど、香りのするものは良くないと思う」（９歳）  「毛染め」（１６歳） 「はみがきこ」（１２歳） 

「合成洗剤、タバコ、除光液」（１２歳） 「人工的に作ったもの」（１２歳）  

「カビキラーは有毒なにおいがする」（６歳） 「ニオイのきつい香水や合成洗剤」（１７歳）  

「ガソリン車」（１８歳） 「ファブリーズ」（１８歳） 

大人大人大人大人からからからから    
「ゲオのレンタル袋が臭って、鼻水や涙目に！香料入りのファブリーズを使用したようです。こんなも

ので反応するとはびっくり！」（小樽市３０代） 

「合成洗剤は、環境ホルモンが河川や海を汚染する」（小樽市４０代） 

「柔軟剤は皮膚に浸み込んでいくし、本人以外にも影響する」（小樽市４０代） 

「便器の黄ばみをとる洗剤を重曹や酢を使ったものに変えてみたが、汚れ落ちやニオイが不評で、不

本意ながら以前使っていたものに戻しました。掃除の仕方等工夫して、洗剤を使わない又は最小限

でうまく落す方法を見つけたいと思っています」（北海道内４０代） 

「ファブリーズが悪いとは知らなかったです」（小樽市４０代） 

「洗剤や柔軟剤の香りは、体調を崩すほどではないが、不快に感じる」（小樽市３０代） 

「市販の防虫剤と私が使っているシャンプーや洗剤」（北海道内２０代） 

「仏壇の線香」（小樽市４０代） 

「以前は、洗濯に柔軟剤を使っていましたが、原液のにおいがきついと思っていました。仕上がった

洗濯物のにおいはきになりませんでしたが。最近は、先生に教えていただいた洗濯の粉せっけんを

使って柔軟剤は使わなくなりました。快適です」（小樽市３０代） 

「もちろん芳香剤！郵便局に入ると芳香剤のにおいがして気持ちが悪くなる。ブックオフのレジ横にも

芳香剤が置いてあり、置かないでと言ったら店長が置くんですと言われた」（北海道内５０代） 

「ダウニー。しかし、香りが好きでやめられません・・・・。」（小樽市４０代） 

「医療機関で使うような殺菌力の強いせっけんやアルコール類を、学校や家庭で使うのはやめたほう

がいいと思っています」（（小樽市４０代） 

「学校の花壇には、農薬を使用しないでほしい。酢や牛乳などを使った安心な物を使う工夫を」（北

海道内４０代） 

「制汗剤やムース、コロンなど中高生に使うのをやめさせたいが、ＣＭの影響が大きすぎて親の言うこ

とは聞かない。自分にも他人にも害のあるこんな商品がどうして堂々と売られているのでしょうか」（北

海道内４０代） 

 

 

  

アンケートにでてきた商品は、アレルギーを誘発したり、悪くしたりします。それらの商

品を使っている人は、自分や家族の症状がその商品に関係しているかもしれないと考

えてみてください。 

その商品はあなたにとって便利だったり、癒される香りだったりしても、そのために空

気が汚れ、外出できない人がいることも知ってください。 

最後に、私たちが何気なく使っている商品が、森や川や海を少しずつ壊し、虫や鳥

たちを苦しめていることに気づいてください。アンケートにご協力ありがとうございました。 
 

シックスクールシックスクールシックスクールシックスクール・・・・化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    №№№№５５５５    

 

小樽市小樽市小樽市小樽市    『『『『子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがんワクチンワクチンワクチンワクチンのののの説明会説明会説明会説明会』』』』にににに参加参加参加参加してしてしてして    
    

 小樽市でも議会を通過し、２月１日から子宮頸がんワクチンの無料接種が少女たちに開始されました！ 

一年間の期限付きの接種です。対象は 13 歳～16 歳相当の女児。学校を通して案内と問診表が配布さ

れ、市民・保護者説明会が市民ホールで行なわれました。説明会は計３回も行なわれる予定です。新聞や

広報などにも掲載しました。このワクチンに対する力の入れようが・・・・気になります。 

＊＊＊＊子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがんワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種にににに関関関関するするするする問題点問題点問題点問題点    
１、 まだ臨床経験の浅いワクチンであること。日本で承認されてからは１年４ヶ月。 

２、 このワクチンは、ウイルスの１６型、１８型にしか効かない（約６０％）のですが、日本人はこの他５２型と５

８型の子宮がんが多く、しかも１８型は自然治癒する確立が高いそうです。 

３、 ワクチンの効果持続期間が確定していません。（海外で最長６,４年） 

４、 海外では死亡例を含む重篤な副作用報告も。副作用かそうでないのかの判断が困難な例も。    

５、 ワクチンのインタビューフォームには、「薬効を裏付けるヒトにおける試験成績」の項目は「該当資料な

し」となっています。    

つまり、このワクチンは、効果も副作用も未解明な部分の多いワクチンと言えます。 

子宮頸がんは、定期的な検診で十分発見可能で、がんになっても手術でほぼ完治するという病気で

す。公費助成してまで市が推進する必要があるのでしょうか。 

当会では、上記のことを会場で確認（質問）しましたが、どれにも回答がえられませんでした。このワク

チンは、性経験のない者及び非感染者でなくては効果がないのですが、家庭に送られてきた問診表に

はそれを確認する項目がありません。そのことについても回答はありませんでした。 

＊＊＊＊学校学校学校学校ででででワクチンワクチンワクチンワクチンのののの案内案内案内案内をををを配配配配るということるということるということるということ    
 学校で案内を配布するために、学校は保健所からの説明に多くの時間を費やしました。生徒たちは、配

られた案内を見て先生に相談に来るといいます。先生が任意のワクチンについて答えられるはずがありま

せん。また、学校で配られたということで、安心して接種してしまう子もいます。誰が責任をとるのでしょうか。 

 

【参加者して】 説明会は接種することを前提としていて、積極的に接種していくことを勧める内容だった。迷っている人

が説明会に行くと、一応打っておこうと思うだろう。市民はワクチンには危険をともなうという意識が

薄いと感じました。三ッ江 

 

誰誰誰誰でもがでもがでもがでもが知知知知っておくっておくっておくっておく必要必要必要必要のあるのあるのあるのある病気病気病気病気……………………化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症化学物質過敏症    
 化学物質過敏症は、体内にたまった化学物質の量がその人の許容量を超えると発症します。このメ

カニズムは、喘息や花粉症、アレルギーと同様ですが、アレルギーは免疫系主体の反応ですが、化

学物質過敏症は神経系主体の反応です。治療の第一は、原因物質を避けること。体内に入る化学物

質の総量を減らすよう生活環境の改善をし、重症者は、転地療法をします。添加物の少ない食事や

運動をし、十分な睡眠をとり体力をつけます。ヨガや太極拳、腹式呼吸などが勧められています。

薬はありません。治療で約８割の人は改善しますが、環境が悪くなれば、再発、悪化します。化学

物質過敏症は本人がどんなに気をつけても、まわりから発症の原因となる物質をまき散らされてし

まうとお手上げだということが、他の病気と違うところです。化学物質過敏症ではない私たちにで

きることは、患者さんの声を聞き理解すること。 

知ってください…  2011年 3月 21日 

化学物質過敏症患者化学物質過敏症患者化学物質過敏症患者化学物質過敏症患者ののののドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント映画映画映画映画『『『『いのちのいのちのいのちのいのちの林檎林檎林檎林檎』』』』    
札幌上映札幌上映札幌上映札幌上映のごのごのごのご案内案内案内案内    

   札幌エルプラザ チケット：前売券 1,000 円／当日券 1,500 円 

詳細 CS．ES 笑顔のかけはし http://kiyoflex.net/egao/ まで 

 

 
 

上映/9:20～(開場 9:00～)、１８:30～(開場 18:00～) チケットは当会でも販売します。 

 

参考資料 週刊金曜日８２７ グラクソ・スミスクラインHP（インタビューフォーム、添付文書） 必要ですか？子宮頸がんワクチン/日本消費者連盟 暮らしに役立つ情報をお届けしますHP はたと

もこブログ 毎日新聞 THINKER 北海道新聞 国立がんセンターがん対策情報センターｈｐ 厚労省 HP 他 

 

 

 


