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図１ 熱中症発生時の乾球温度・湿球温度・相対湿度の関係 

*4 は車に閉じこめられたため 

*1は住所不定者が公園で厚着をしていたため

*2は新聞記者が山中で取材中 

*3はオートバイで外国旅行中 

【文献 Ａ－４】 

「熱中症発生に関する疫学的検討－1990 年-1994 年の新聞記事にもとづく検討－」 

京都女子大 中井誠一，京都電子工業 新里寛英，京都府医大 森本武利 

日本生気象学会雑誌，vol. 33，No. 2，pp.71-77 (1996) 

 
熱中症死亡数は 1970～1990 年までの 21 年間で 1,450 件の発生があり、年齢階級別で

は 0～4歳、15～19歳、35～55歳および 65歳以上で高値がみられた。しかし、それらの
熱中症発生状況について分析し、発生要因を明らかにすることは困難である。 
そこで、1990～1994 年の新聞記事として報告された熱中症事故、および発生地最寄り

の気象台（測候所）の地上気象観測日原簿から調べた発生時点に最も近い時点の気温・湿

度データを用いて、熱中症発生時の環境温度条件ならびに発生状況について調査した。そ

の結果、WBGT※が、労働場面と日常生活場面ではそれぞれ 27℃以上で発生しており、ス
ポーツ場面では 24℃以上で発生し 28℃以上でさらに発生が増加する傾向が認められた。 
 
(1) 熱中症発生時の乾球温度・湿球温度・相対湿度の関係（図１） 

発生別の発生時環境温度

の最低値は、スポーツ場面

では乾球温度 24℃以上、湿
球温度 21℃以上で発生し、
労働場面と日常生活場面で

は乾球温度 30℃以上、湿球
温度 23℃以上で発生して
いた。 
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図２ 熱中症発生と WBGT の関係 

*1 は車の中に閉じこめられた例 

(2) 熱中症発生とWBGTの関係（図２） 
WBGT（気象台観測値の乾球温度と相対湿度から推定）が、労働場面と生活場面で
はそれぞれ 27℃以上で発生しており、スポーツ場面では 24℃以上で発生し 28℃以上
でさらに発生が増加する傾向が認められた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《用語》 
※WBGT：高温環境の評価に用いられる、気温・湿度・輻射熱を加味した暑さの総合指標。

Wet Bulb Globe Temperature index（湿球・黒球温度指数）の略。 
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図１ 高齢者(65 歳以上の女性)における熱中症

発生率 （7-8 月 1980 年-1995 年 東京） 

図２ 高齢者(65 歳以上の男性)における熱中症

発生率 （7-8 月 1980 年-1995 年 東京） 

【文献 Ａ－５】 

「(1)地域住民の内分泌および循環系等疾患に対する温暖化の影響と適応に関する研究 

②住民の罹患率に及ぼす温暖化の影響に関する研究」 

国立環境研究所 安藤満 

地球温暖化によるアジア太平洋域社会集団に対する影響と適応に関する研究，pp.64-72 

(1999) 

 
 人の健康は夏季の気温に強く影響されるが、健康状況は気温と同時に湿度に強く影響さ

れるため、気温と湿度を加味した検討が必要となる。また、大気汚染は呼吸機能を抑制し、

人の適応能を低下させることが知られており、気象の変化と大気汚染の両者による影響を

検討していく必要がある。アメリカで用いられるヒートインデックス※は気温と湿度を加

味しており、高温域において湿度の影響が大きくなり、比較的人の生理的な現象を良く反

映する指標の一つと考えられる。 
そこで、気温・湿度や大気汚染との関係について検討するため、東京の国設の測定局に

おける時間的変動値を統計解析して用いた。同時に東京消防庁の救急事例について疫学解

析を実施し、1980年より 1995年の救急患者について、国際分類に準拠した患者発生数と
これら要因との関係について検討した。 
 
(1) 熱中症患者発生とヒートインデックスの関係 
・ ヒートインデックスと熱中症の間には明確な相関関係が見いだされ、閾値を超える

と患者数が指数関数的に増加する結果が得られた。 
(2) 熱中症患者発生とヒートインデックスおよび二酸化窒素濃度の関係（図１，図２） 
・ 熱中症患者の発生とヒートインデックスおよび二酸化窒素濃度の間には明確な相関

関係が見いだされ、熱ストレス下では患者数が指数関数的に増加する一方、二酸化

窒素濃度の増加はその傾向を著しく増強する。 
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この結果、ヒートインデックスは湿度条件を加味した指数の一つとして有効であり、

今後さらに検討を進める必要があるが、夏季の高温の健康リスクを考える上でヒートイ

ンデックスと二酸化窒素濃度を組み込んだモデルが統計的に有意な予測式を与える。こ

のため予測の精度を上げることによって、気温上昇による熱中症患者の発生が、大気汚

染によっていかに影響されるかが判明するものと期待される。温暖化はアジア太平洋域

においても夏季の猛暑の頻度と期間を増加させると予想されるため、社会集団への健康

リスクを考える上で夏季の熱ストレスと大気汚染に注目する必要のあることが判明し

た。 
 
《用語》 
※ ヒートインデックス：アメリカで広範に用いられている、気温と湿度を加味した指標。高

温域において湿度の影響が大きくなり、比較的人の生理的な現象を

反映すると考えられるが、今後さらに検討を進める必要がある。 
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【文献 Ａ－６】 
「九州における日最高気温と死亡との関係」 

国立環境研究所 本田靖，小野雅司、国立公衆衛生院 佐々木昭彦，内山巌雄 

日本公衆衛生雑誌，vol.42，No.4，pp.260-268 (1995)  

 

 気象と健康との関連について、温暖化に焦点を当てたものが米国＊1 で発表されており、

気温上昇による死亡率の変化、それを修飾する適応に関しても考察が加えられている。し

かし、この米国での温暖化による影響評価を行う基礎となるような疫学研究は、わが国で

はまだ行われていないようである。 
 そこで、九州を対象に、1972～1990 年における日最高気温と死亡率との関連をみた。
その結果、最低の死亡率は 28℃以上 33℃未満の区分でみられた。また、気温依存性につ
いて、65歳以上の年齢階級の死因別死亡率を分析したところ、呼吸系や循環系の疾患、老
衰で強かった。 
 
１）研究方法 
死亡に関する資料は、1972～1990年の 19年間の人口動態統計死亡表（総承統 156号）、

人口の資料は総務庁統計局の国税調査と人口推計資料、気象に関する資料は、気象庁の各

測候所における普通気候観測時日別資料を用いた。 
気温の指標として、本研究は地球温暖化による影響評価を行うための基礎研究という位

置づけから、日最高気温を指標とし、一般に人口の最も多い、県庁所在地の測候所の資料

を用いた。 
気温区分は、8℃未満、8～33℃の間を 5℃間隔で 5区分、33℃以上の計 7区分とした。 
死亡率は、それぞれの気温区分別の県別死亡率としてつぎの方法で求めた。まず、ある

年次の各気温区分に属する日数と、その年次の県人口をかけてその区分の人日

（person-days）とする。つぎに、各気温区分に属する日に発生した死亡数を合計し、そ
の死亡数を人日で除し、それをその年次の死亡率とする。便宜上、本研究ではその死亡率

を 100,000,000倍する。通年の場合は、通年の死亡数の合計を各年次の人日の合計で除し
て求めた。 
気温依存性の強さをみる場合には、日最高気温区分間で死亡率を比較するため

Mantel-Haenszel＊2法によって年次を制御して死亡率比を求めた。基準として、多くの年

次でもっとも人日の大きい 23～28℃をとった。区間推定には Greenland-Robins＊3の方法

を用い、95％信頼区間を求めた。 
 

２）結果 
(1)年次別死亡率（図１.１，図１.２） 
  多くの年次で 28～33℃を屈曲点とする V 字型を示す。また、8℃未満と 33℃以上に
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図３ 日最高気温と 5～14 歳男女の不慮の事故に

よる死亡率比の関係（九州，1972～1990 年）

区分される人日数は少ないが、死亡率で見ると年次ごとのパタンは安定しており、相違

は最大でも 2割を超えない。そして、V字型はほとんどの年次で観察され、男女ともに
同様の傾向が見られた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)年齢階級別死亡率 

65歳以上での死亡率が圧倒的に高く、年齢階級間の比較では高年齢層で非常に高い死
亡率を示した（図２）。 
また、若年層では 28℃以上で不慮の事故による高い死亡率が示された（図３）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ 日最高気温と年齢階級別総死亡率の

関係（九州，男性，1972～1990 年） 

図１.１ 日最高気温と年次別総死亡率

の関係（九州，男性，1972～1979 年） 

図１.２ 日最高気温と年次別総死亡率

の関係（九州，男性，1980～1990 年） 
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(3)死因別死亡率（表１） 
年齢による effect modificationを避けるため、死亡の大多数を占める 65歳以上の集
団のみに関して述べる。 
気温依存性の強さに関して、1979～1990年のもののみをまとめて表１に示す。 
気温依存性が認められたのは循環系の疾患、呼吸系の疾患、消化系の疾患、「症状、徴

候および診断名不明確の状態」、感染症、不慮の事故であり、気温依存性の認められな

かったのは、悪性新生物であった。また、循環系の疾患の中では、心疾患の気温依存性

が強く、脳血管疾患はやや弱い。それ以外では老衰の気温依存性が非常に強い。また、

多くの疾患で気温依存性は V字型を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔引用文献〕 
＊1 Kalkstein LS：The impact of CO2 and trace gas-induced climate changes upon 

human mortality. Report to U.S.EPA，Contract #CR81430101，1989 
＊2 Rothman KJ，Boice JD：Epidemiologic analysis with a programmable calculator. 

Chestnut Hill，Epidemiology Resources Inc.，1982； 12 
＊3 Greenland S，Robins JM：Estimation of a common effect parameter from sparse 

follow-up data. Biometrics，1985； 41： 55-68 

表１ 日最高気温と死因別死亡率比と 95%信頼区間（九州，男性，65 歳以上，1979～1990 年） 
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図１ 都道府県別・日最高気温と総死亡率の 

関係（1972～1990 年，65 歳以上，男性） 

【文献 Ａ－７】 

「地球の温暖化とその影響 地球温暖化の影響 人の健康への影響」 

国立公衆衛生院 内山巌雄 

環境技術，Vol.25，No.5，pp.269-274 (1996) 

 

 気温による死亡リスクは寒さの方が注目されてきたが、詳しく日最高気温と日死亡率を

比較すれば暑熱も死亡リスクになっているのではないかと考えた。そうであれば、地球温

暖化の健康への影響もわが国にとって無縁ではなくなってくるはずである。 
そこで、1972～1990年の 19年間の人口動態統計死亡表と気象庁の各測候所における気

象資料を用いて分析を行った結果、わが国の多くの地域で、日最高気温が 33℃以上に上昇
すると死亡リスクは再び増加し、それらは特に 65 歳以上の高齢者に特徴的であり、疾患
としては特に循環系疾患に顕著であることがわかった。 
 
１）日最高気温と日死亡率に及ぼす影響（図１） 
① 全国各都道府県において 65 歳以上の死亡のみを対象として分析を行ったところ、
ほとんどすべての都道府県で、死亡率（定義は【Ａ－６】参照）曲線は V字型を描
いたが、V字の谷となる気温区分は地域によって異なることが明らかとなった。 

② 北海道、東京都、福岡県、沖縄県におけ

る死亡率曲線は、平均気温が低い地域（北

海道）は V字型の谷となる気温区分は低
くなる（23～28℃）傾向にあり、また 33
度以上の時の死亡率は高い。東京は 23
～28℃と 28～33℃の値がほとんど変わ
らず、福岡県は 28～33℃で最低となる。
逆に沖縄県はV字型を示さない唯一の県
であった。 

 
２）高温下での死亡率と死因の関係（65歳以上） 
① 九州における死因別死亡率の分析結果

（【Ａ－６】）より、33℃以上で死亡率が
上昇する疾患は、心疾患、脳血管疾患な

どの循環系疾患がもっとも顕著であった。 
② 虚血性心疾患、老衰、呼吸器疾患は気温

と弱い関連を示し、悪性新生物やその他

の疾患はほとんど関連が認められなかっ

た。 
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図１ 夏季の日最高気温と呼吸器系疾患、心疾患の罹患率との関係 

【文献 Ａ－８】 

「温暖化による健康影響と環境変化による社会の脆弱性の予測と適応によるリスク低減化に関

する研究 (1) 温暖化による健康影響と社会適応に向けた総合的リスク評価に関する研究」 

国立環境研究所 安藤満，山元昭二 他 

地球環境研究総合推進費 平成 11 年度研究成果報告集(中間報告 2)，pp.136-141 (2000) 

 
IPCC(1996)やWHO(1996)などによると、地球温暖化による人や地域社会の健康被害の

拡大や、夏季の暑熱や湿度の変化による疾病や死亡への影響が予想されている。しかし、

地球温暖化による気温上昇や降水量変化と健康被害の拡大との因果関係が地域別かつ定量

的に解明されていない。 
そこで、東京における救急搬送症例データを収集し、日最高気温の測定データを用いて、

夏季の気温と疾病罹患率等との関連について疫学調査を実施した。その結果、日最高気温

との関連において、肺炎の罹患率が気温の上昇につれて顕著に上昇した。 
 
○呼吸器疾患、心疾患への影響（図１） 
・気温との関連について 
特に肺炎の罹患率が、夏季の日最高気温の上昇につれて顕著に上昇していた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


