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に影響を与える物質として,二酸化炭素や二
酸化硫黄,塩化水素,硫化水素,フツ嵐

ラ

ドン等が含まれる｡

火山噴火時に
周辺住民に起こりうる健康影響

火山灰も火山ガスも火山の噴火口からの放
出率の変動率が大きい上 時間とともに変化
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表1火山灰による呼吸器への影響
瓜の炎症とJA水
のどの炎症と痛み｡乾いたせきを伴うこともある｡
数El続くせきやたん‥官､切れ

帆.laまたは気管支炎の患者における気迫の刺激
息苦しざ

する風によって拡散するため,どの地域がど
の程度,ぼく'@するかを予測することは難し

石峯康浩1',和田耕治2)

い.そのため,噴火時には行政が鮫皮等の実

の増加や胸の不快感が現われる.細かい火山

態を把握できるように迅速に観測体制を整備

灰に長年さらされることで,極めてまれだが,

して,測定結果に沿った柔軟な対応をとるこ

じん肺も起こりうるといわれている｡

とが必要になる｡

火山ガスについては,死亡事故が発生する

影響を受ける可能性が高いのは.噸息や気
管支炎, COPD等の呼吸器疾患や心疾患のあ

のは火山近くのガス噴出口付近がほとんどな

る人々である｡細かい火山灰粒子は吸い込ん

ので,本稿が対象としている火山周辺の一般

だ場合に気道を刺激して収縮させることで呼

火山噴火は,火山灰や火山ガス等,普段は

市民や.火山灰の酒掛こ当たる方々について

吸を困難にする｡また, l吸い込んだ粒子によ

身の回りになく,健康への影響が懸念される

は,有毒ガスへの感受性が高い人々への対策

って気道内面での分泌も多くなり,せきが出

物質を放出する点で,地扇や台風,洪水等の

が中心課題となる場合が多いであろうDただ

たり,息苦しくなったりする｡

はじめに

し,三宅島の2000年以降の二酸化硫黄ガス

噸息患者は,発作的なせきや,胸部のしめ

放出のように,居住地区が長期間にわたって

つけ感,ぜ‑ぜ‑とした呼吸に苦しむことが

された場合には,呼吸鰭系の慢性疾患のある

健康リスクにさらされる可能性もあるので,

ある｡特に子どもの場合,外で遊んでいる間

人々を中心に影響が出る可能性があるため.

この点にも十分に配慮した情報収集が重要で

に火山灰を吸い込み,発作を誘発しやすい｡

ある｡

それまでに嶋息になった自覚がなくても,降

他の自然災害と大きく異なる

個日｡

火山灰や火山ガス等の火山放出物にぱく館

火山放出物の健康彫響きに関する正確な情報の

図1

新燃岳噴火によって噴出する噴煙や火山灰
(20日年目]永及武治氏揃l形/詔1:ふネーチャ‑ガ

共有が重要であるo

灰後に胤亀症状を発症する人もいるo

イドクラブ古間俊夫氏提供)

1)火山灰の彩響

Lかし,火山噴火が発生すると,地方自治

呼吸器への彫習りま,大気中の火山灰粒子の

体等の防災担当は火砕流や溶岩流等,直接的

を目的として,適職2回目の今回は.火山周

火山灰の影轡を受けやすいのは,呼吸H,

破産,火山灰中の細かい粒子の割合,ぱく蕗

な犠牲者が発生する危険性が高い事象への対

辺の市民や,火山灰の酒揃に当たる作菜者が

目ならびに皮席であるo細かい火山灰が肺の

の頻度や期間,呼吸用保護具着用の有撫等に

応に追われる上 それらの部署にはほとんど

知っておきたい健康妄汐轡の基本情報を紹介す

奥深くや日に入ることで急性の症状を引き起

ょって大きく異なるo火山灰や付着している

の場合,火山に関する十分な知紐を持つスタ

る｡

ッフがいない｡そのため,火山活動による中･

健康に影響を及ぼす
主な火山放出物

長期的な健康影響への注意喚起への配慮が十

分になされない可能性がある｡
このような状況を回避する一助となること

健康への影響が懸念される主な火山放出物
は.火山灰と火山ガスである.

火山灰は二酸化ケイ素を主成分とする細か
かわだ こうじ

准放校 北里大学医学部公衆相生学

‑i

火山ガスの組成も関係する｡さらに,降雨や

風向き等の気象条件によっても火山灰粒子の

lLm以下であれば肺胞に到達すると考えられ

サイズ分布が変化するため,対応する行政機

ている｡また,二酸化硫黄や塩化水素等のガ

関では,火山灰淡度や粒径分布をきめ細かく

ス成分が火山灰表面に付着している場合に

測定し,その結果に基づいて対策を検討する

は,症状が悪化するケースが多い｡

ことが望ましい｡

火山活動による健康影響に関する研究や情

pM2 5の環境基準は,主に工場排煙等の人

い岩石であり, 1mm前後から数pmまでさ

報発信を行っている国際組織(国際火ILr災害健

為起源の粒子を想定して設定されているが,

まざまなサイズの粒子が混在している.細か

康リスク評価ネタトワークInternatlOnalVolcanlC

例えば黄砂の飛来に伴うPM2 5の暫定基準値

い粒子ほど風に乗って遠方まで飛散し,呼吸

Health Hazard Network)がまとめた火山灰によ

として, 1日平均値で35LLg/m3以下が適切

鯨や目に入った場合に悪影響を及ぼす恐れが

る一般的な急性(短期間)の呼吸器症状を喪

な健康保護を図るために維持されることが望

ある｡

1に示した1)｡呼吸によって大量の火山灰が

ましいとされている.また.環境省の暫定ガ

肺の奥深くまで入ると,健康な人でも,せき

イドラインでは, 70帽/m3を超える場合に

火山ガスの主成分は水蒸気であるが,健康

38 (422半榊6耶2013年

こす｡一般的には,火山灰のサイズが10LLm

以下であれば気管や気管支まで到達し, 4
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いがする無色の気体と表現されることが多い

深さ約8mの窪地に溜まった火山性の二酸化

が,健康に悪影響が発生するような20ppm

炭素によって訓練中の自衛隊員3人が死亡し

以上の高浪度では臭覚が麻痩して匂いを感じ

たo直後の調査で,この窪地内で13%から

角膜の引っかき傷や結膜炎が生じる｡コンタ

なくなる点に注意が必要であるD

16%程度の二酸化炭素を含むガスを噴出す

クトレンズを着用している人は特に注意が必

34で大気よりもやや重いため,風があまり

要であり,降灰時には外しておくことが望ま

ない条件では窪地等に南淡度で溜まるD

は外出を控えるように警告するとしている｡
Elに炎症が生じることも,火山灰の影響の
典型例の一つであるo

火山灰が日に入ると,

分子虫が

しい｡目の症状としては,目の異物感や痛み,

1,000ppnlを超えると呼吸麻痔を起こし死に

かゆみ,充血,日やに,涙が出る等がある｡

至るQ

症例としては多くないが,火山灰で皮膚に
炎症を起こす人もいるo

となっている｡

特に,火山灰の酸性

が強い場合に多いといわれている｡

2)二酸化硫黄ガス
活発な火山活動中に健康影響が問題になる
ことが最も多い火山ガスは,二酸化硫黄であ

るo硫酸ミストの状態で悪影響を及ぼす場合

と土石流に埋まった建物(2007年5月石塔粒
形).二酸化硫舷ガスは森林やLnl作物などの化生
に被告を与えたり,車両やエアコンの室外機執

物に対して過敏になっている場合は,

屋外にある金属のJfL雷魚を促進したりするなど.坐
活環lLLnにも大きな形管を与える.

0.2ppmから0 5ppm程度の二酸化硫黄ガスに

よって発作を引き起こす危険性がある｡健康
たり,臥

鼠

表2 三宅島における火山性二酸化硫黄ガスの警幸昆
L/^JL,

のど等の粘膜への刺激を感じ

たりする｡二酸化硫黄ガスは水に溶けやすい
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ため,濡れた布で口と鼻を覆うことで大幅に
呼吸器への森野習!を軽減することができる｡

阿蘇山では, 1990年代に火口付近を見学

していた観光客がたびたび中薙事故で死亡し

た事例が報告されたため,監視体制を整え,
二酸化硫黄ガス出座に応じた立ち入り規制等
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際には,雨水の集水槽でのフツ化物故度が最

錯乱 安達太良山等の活火山近くの温泉で硫

大でWHOガイドライン(15mg/L)の18倍に

化水素中毒による死亡事故が発生している.
2005年には秋田県暢沢市の泥湯温泉で同様

当たる27mg/Lに適していたという報告があ

の中寿で4人が死亡している｡

の島々)のフア‑ナス火山周辺住民にも歯の

るD

アゾレス諸島(大西洋に浮かぶポルトガル領

フッ素症が多いといわれているo国内でも,

4)二酸化炭素
二酸化炭素は,多くの火山では,火山ガス

中の含有虫が水蒸気に次いで多く,噴気口周

フッ素が火山噴火によって水質基準の値を超
える可能性が崩も高い成分の一つであるとい
われている｡

辺では高波度で観測されることがある｡無色

羊や牛等の家畜への影響はより顕著であ

升轄臭で空気よりも重く,窪地に溜まりやすいD

る｡フツ化水素が混ざった火LLJ灰の椎群した

二酸化炭素ガスは,体樹分率で5%を超え

地域では,干草を食べた家畜に中寿症状が発

ると呼l吸が著しく苦しくなり,頭痛,発汗等

生するといわれている｡ 1995年のニュージ

えると症轡が起き,数回の呼吸で意識を失い
火山活動に伴う窮も有名な事例は, 1986
年にカメルーンのこオス湖で発生した中毒事

ーランドのルアペフ火山の噴火では数千頭の
羊がフッ素症で死亡し, 1783年のアイスラ

ンド.ラキ火山の噴火で20万頭以上の家畜

が死亡した事例もフッ素中寿が原因だと考え
られている｡

故である｡ニオス湖は火山活動によって生じ

の対韓が講じられている｡三宅島でも2000

年の噴火以降,大益の二酸化硫黄ガスを含む

人が死亡する事故が起きたのをはじめ,箱根,

死に至るD
ｲ

填

フッ素は水に溶けやすく,飲用水の水質に
影群を与える危険性があるo コンゴ民主共和
国のこ‑ラゴンゴ火山が2003年に噴火した

の症状が現れ, 100/oで意識喪失, 25%を超
I

5)フッ素

1971年に草津白根山近くのスキー場で6

図2 三宅島の火山カスを浴びて立ち枯れした樹木

もある｡噸息等で気管支が炎症を起こし,輿

な人でも5ppmを超えると気道抵抗が増加し

日本産業衛生学会の許容淡度は5ppm

る穴が見つかっている2)a

た深さ約200mの火口湖で,現在でも定常的

3)硫化水素

6)その他の噴出物

に湖底から二酸化炭素が発生しているD湖の

上に述べた主な健康影響因子以外にも.堤

もたびたび5ppmを超える二酸化硫黄が観測

どは硫化水素中毒であるo

火LLlガスに含まれ

底層に高脱皮で溶解した二酸化炭素が何らか
のきっかけで急激に噴出し,湖の周囲約20

素やラドン等,火山放出物にはいくつかの有

されたため, 2000年9月から4年半にわた

る硫黄が水と一緒に存在する場合,温度が高

キロの範囲に住む住民l.700人が窒息死し

って全住民が島外避難を余儀なくきれた̀個

いと硫黄が酸素と結びついて二酸化硫黄ガス

た｡ El本の火口湖は,冬の間に表面から強い

康影響に関する研究はあまり進んでいない
が,火山活動の活発化等により今後,環境基

2)｡現在では火山ガス放出は減少傾向にあ

となり,温度が低いと水素と結びついて硫化

冷却を受けて対流が発生するため,二酸化炭

準を超える事態も発生する可能性があるので

るが,依然として24時間体制で監視が続け

水素となるからであるo硫化水素を含む火山

注意を払う必要があるo

られており,高協度時にはJB報が発令される

ガスの温度は,ほとんどの場合80oC以下で

素の湖底への集掛ま起きにくいと考えられて
いるが,窪地に溜まった二酸化炭素で中寿事

等のさまざまな対策が講じられている(衣

あるといわれている｡

故が発生するという事例は国内でもいくつか

分の一つで,水に溶けやすく強い酸性を示す｡

報告があるo例えば, 1997年に八甲田山で

日やのど等への刺激があり,せきや呼吸困難

火山ガスの放出が続き,島内の居住エリアで

2).
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温泉地帯で発生する火山ガス事故のほとん

硫化水素は,特徴的な卵の腐ったような匂

害物質が含まれているD これらの直接的な健

塩素は,二酸化硫黄同様,火山ガスの主成

洲学68巷7号2013年卜425'41

Li必出洗顔犠糊眼神慮脚駐謎癖歯蝕むエフ†(一触痕:ii

の原因になるD皮膚に炎症や火傷を引き起こ

おわりに

す場合もある｡火山ガスや火山起源の温泉水
には放射性成分であるラドンも少量ながら含

火山周辺の住民や火山灰の清掃作業等に従

まれている｡ラドンは肺がんのリスクを高め

事する労働者は,火山灰そのものによる呼吸

ることが知られており,鹿児島県の桜島火山

器や目への影響だけでなく,火山ガスの影響

や鳥取県の三朝温泉の周辺で影響謝査が行わ

にも十分に注意を払う必要があることを理解

れている｡また,ヒ素は,硫化物として火山

しなければならないD次楠では具体的な対策

岩に含まれることが多く,群馬県の草津温泉

を概説するD

‑ 剩
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早,秋田県の玉川温泉等,強酸性を示す火山
性の温泉水に南淡度で含まれることが知られ
ているoヒ素も中毒症状を示す化学物質であ
るため,水質汚濁防止法による現墳基準等に
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