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はじめに
前回は仮設住宅の実情について行政的な問題を含めて紹介した。また、
復興を加速させるべく相双地区が行っている災害公共住宅の建設の現状や
仮設住民に対する訪問医療の取り組みについて紹介した。さらに、仮設住
民の健康について、成人病への懸念について述べた。
本稿では、相馬市が急ピッチで完成を進めている公営災害住宅と、仮設
住民の移住の実情について述べたい。また一方、前回は紙面スペースの問
題もあり取り上げる事が出来なかった骨代謝の悪化と、それに付随しての
骨折頻度上昇の懸念について議論したい。

Ⅰ．仮設住居からの転居の実情
1. 相馬市での取り組み
前回紹介したように、福島県だけでも今だに 1 万数千戸の狭隘な仮設住
宅に被災民が生活することを余儀なくされている。また既に説明したよう
に公営災害住宅の用地買収／造成や住宅建設は、実際は各自治体が行って
いる。そのため、用地調達の難しさに加え自治体の人手不足も加わり、一
般的には必ずしもはかどってはいない。
淡路／阪神大震災と比較したように地理的な要因も背景にある。そんな
状況にあっても、仮設住居解消に向けた様々な取り組みにおいて、相双地
区内のみならず今回の被災地全体を見回しても相馬市がリードしている。
その理由の一つは福島第一原発に比較的近いにもかかわらず、相馬市は避
難地域に指定にならず、非被災地以外では日常が保たれたということがあ
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る。もう一つは原発事故直後に自衛隊からの避難要請を拒否した立谷清秀
相馬市長の英断と、市長の復興におけるリーダーシップである。
3 月 11 日災害当日津波被害の概要報告を受け、市長は市役所職員に仮設
住宅用用地の確保を直ちに指示している。以降、市内複数の地に仮設住宅
が迅速に用意された（図 1）（1）。
2012 年 4 月には、相馬市議会において公営災害住宅の設立が承認され、
2012 年 12 月現在、市内には 9 か所の公営災害住宅用の用地が確保され（図
1）、一部には既に公営災害住宅が完成している。このような状況下、仮設
住宅住民や被災住民を対象に相馬市は、2012 年 12 月に公営災害住宅への
入居募集を始めた。

図 1 福島県相馬市復興防災施設
現在もしくは将来整備する公共施設の位置を示している。図右側が太平岸
であり、津波で被害を受けて地域は青色で示している。
公営災害住宅は緑色で、示している。
（平成 25 年 2 月時点での相馬市 WEB サイトより、相馬市長から掲載承諾）
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2．公営住居転居先への希望は集中する
公営住宅用地は、以前は農地や山地等の非居住区である（図 2）。これを
造成し、インフラ整備をした上での敷地である。そのため従来居住区とし
て発展して来た地区とは異なり、生活上の利便性はどうしても低い土地で
あることが多い。例えば馬場野や鷲山地区は（図 1 及び 2）、周辺は丘等の
山地が多く坂が多い。また主要道路への接続は、一車線に近い路幅の視界
の悪い坂道である。更に学齢期の児童を受け入れる学校、商店、病院から
も遠い。これらの地理的な難しさから、津波の心配の無い内陸であっても
老齢者や子供がいる家庭は勿論のこと、多くの世帯が移転に躊躇する理由
がある。

図２

図2A

図2B

図2C

図2D

馬場野、鷲山地区の住宅用地

A, B 馬場野地区 手前の道路、田畑を越えた丘の上に住宅地が展開している。
現在造成中である。周辺は険しくは無いが、木で覆われた丘が多く起伏がある。
国道等の幅広い２車線道路から狭い２車線道路を経なくてはならない。C 鷲山地
区国道６号から鷲山地区に入る測道には白鳥の飛来する湖がある。公営災害住宅
は、湖を遥か越えた丘の上に造成される。D 鷲山住宅予定地から、海側磯部地区
を眺望する。集落が完全に消失しているのがわかる。
（平成 25 年 2 月 14 日撮影）
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対照的に刈敷田、細田地区は（図 3）、湿地帯の上に埋め立てられ、造成
された用地ではあるが、既存の居住地区に隣接しているため、生活上の利
便性は高い。

図3A
図３

図3B

刈敷田、細田地区の住宅用地

A 刈敷田地区 元々湿地／貯水池等が散在していた低地を埋め立て、住宅用地
にする。現在埋め立てが急ピッチで進んでいる。周辺は住宅地である。B 細田地
区周辺は住宅、中学校があり、また国道６号にも近い。こちらも丘を削って平地
に造成が進められている。
（平成 25 年 2 月 14 日 撮 影 ）

一方明神前地区（図 4）は、津波による被災を免れた平地であるため、
相馬市内で、公営災害住宅で最も早く完成に漕ぎ着けている。そのためこ
れら利便性の高い地域には希望者が集中し、平成 24 年 12 月 2 日には市は
抽選をすると公表した。特に必要度が高いと行政的に判断される希望者に
は、優先的な入居が検討されている。このような事情は相馬市に限らず被
災地において恐らく一般的な傾向であろう。

図4A

図4B
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図４

A,B,C 相馬市で最初に完成する

明神前地区の公営災害住宅

A,B,C 相馬市で最初に完成する公営
災害住宅群 家族のタイプに合わせ
て住宅も３つのタイプに分かれてい
る。
（ 平成 25 年 2 月 14 日 撮 影 ）

図４C

一方、供与可能総数と希望者延べ総数等の統計的な数字からは、このよ
うな実情は隠れてしまい、公営災害住宅への希望者には十分充足したかの
ように見えるのである。

3．弱者が取り残される懸念
このような状況下から経済的に余裕のある仮設住宅住民は、公営災害住
宅に頼らず、自己資金で転居する世帯も少なくない。より利便性の高い地
区や将来性を見込み、住み慣れた土地を捨て流出する世帯も当然多い。相
双地区のように震災前から過疎傾向にあった地域では経済的にも自立でき
る住民の流出は、復興や長期的発展において、より大きな痛手なのである。
一方で経済的弱者や身体障害者は、様々な理由で利便性の高い地域での
生活が必須である。更に仮設住まいが重なり、新たに身体や精神に健康を
損ねてしまった生活弱者も増えている。このような生活弱者に対して行政
は最大限に対応してはいるが、必ずしも希望する災害公営住宅への早期転
居が適わない例もある。これが更に仮設住まいを長引かせ、悪循環を引き
起こしている。このような状況で仮設住宅からの転居を希望しない者もい
ると聞いている。また被災により地域コミニュテイー喪失が、生活弱者の
生活を更に困難にしている。

4．シダックスそうま方式給食
相馬市は、市内に位置する仮設住宅住民に様々なサービスを実施してい
る（1）。生活弱者の中には買い物や自炊がままならない者もいるため、被
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災直後から小中学校の給食用厨房を利用した給食の提供をしている。更に
被災後 3 ヵ月後の 2011 年 6 月には、相馬市とシダックスフードサービス
株式会社とが提携し、この学校給食施設を利用した夕食の仕出し（約 1,000
食で開始し、翌月には 2,200 食を提供）を始めている（図 5）。車等の移動
手段を持たない人や、身体に障害ある人には大変有り難いサービスである。
この方式は、シダックスそうま方式と命名されたが、既存施設を利用し
た実務的に優れたシステムであり、防災という観点からも示唆に富む。

図5

柚木仮設住宅でのシダックスによる賄いの様子
（平成 24 年 12 月 6 日撮影）。

5．独居高齢者のための新たなライフスタイル －相馬式井戸端長屋－
高齢者は長引く仮設住まいで、生活や人生への意欲を失い、引きこもり
になりがちである。実際他県の仮設住宅を含め、引きこもりが大きな問題
になっている。地場での地域コミニュテイーを喪失してしまい、仮設住宅
内での新たなコミニュテイーや人間関係を築けない人が居る事は容易に想
像できよう。中でも被災により伴侶を失った高齢者の孤老感は、想像を絶
する。このような高齢孤独状態を救うべく、相馬市は様々な取組みを行っ
ている。その中でも最も代表的なものは、相馬井戸端長屋である（1）。
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一戸建や団地とは全く異なるスタイルの災害公営住宅であり、2013 年 2
月現在既に 2 棟が馬場野地区で完成しており（図 6）、他の地区に現在 3
棟の完成が見込まれている。この住宅の特徴は図 6 の長屋内見取り図にあ
るように、共同コミニュケーションエリアが広く設置されていることであ
る。これは引きこもりを防ぐための食堂であり、同時に介助者達との接触
を十分確保する空間となっている。また介護スタッフが待機する空間も用
意されており、長屋内は視覚的にもかなり広々としている（図 6）。
入居者は、個室から一歩でれば様々な場面で、人との触れ合いを求める
事ができるように配慮されている。最近流行の一種のシェアハウスのよう
であるが、懐かしい日本古来の長屋の様な雰囲気を醸し出される事の期待
を込めて、井戸端長屋と命名されている。

図６ 相馬式井戸端長屋
A 長屋の外観
(平成 24 年 11 月 20 日撮影)

図６A

B 室内の見取り図

図6B
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一棟目はダウケミカルからの寄付により、平成 24 年 8 月に完成。

Ⅱ．骨代謝悪化への懸念
1．運動不足と骨代謝
前回このシリーズで紹介したように明らかに、仮設住宅住民の運動量や
戸外活動時間は減っている。住空間や居住空間の矮小化や、労働環境や生
活環境の変化、どれを考慮しても悪化要因でしかありえない。前回では運
動不足による成人病の悪化の懸念について述べた。
運動不足によるメタボ、そして高血圧、糖尿病は、今や国民の多くに浸
透しつつあるとも言える疾患である。健康寿命の延長を目指し、メタボ解
消は今や国民的な話題の中心の一つである。一方メタボ同様に、そのもの
自身は健康を脅かさないが、潜在的な大きな健康危険因子が骨量減少なの
である。骨量減少そのものは全く自覚症状もなく、何ら健康に悪影響は与
えない。しかし骨折という突発的なイベントを引き起こす事になる。骨折
は高齢者を寝たきりに導く主たる要因である。寝たきり介護にかかる経費
は、現在総医療費の一割を超えており、国民の莫大な負担が強いられてい
る。このことからも骨折予防は極めて重大な課題なのである。そのために
も骨量維持には留意しなくてはならない。
骨代謝は、血中のカルシウム濃度を体内の要求に応えつつ一定濃度に保
つために常に動的な状態にある（図 7）。すなわち骨はミネラルの貯蔵器官
であり、骨形成と吸収を繰り返す事で、体内に過不足なくカルシウムを提
供しているのである。カルシウムも他の栄養素同様に食事からの摂取は一
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定では無いため、体内には貯蔵が必要なのである。
このようにカルシウム供給としての貯蔵器官である一方、骨組織は勿論
体を支える運動器の要でもある(2,3)。そのためか、骨量や正常な骨代謝維
持には正常な物理的な負荷が必要である。即ち運動等の反重力活動無しで
は、骨量は減少するのである。
寝たきり状態は一種の無重力状態であり、更なる骨減少を引き起こすの
である。このことは、宇宙滞在で見られる急速かつ深刻な骨量減少が証明
している事実である。これらの事実より、仮設住宅住民や被災民に予見さ
れる運動不足が、骨健康には大きな懸念因子であることが理解できよう。

図7
図７

骨代謝の概念図

骨組織は絶えず形成と吸収が繰り返されている。この過程で骨に蓄積し
ているカルシウムやミネラルを放出／貯蔵する事で血中のカルシウム／ミ
ネラル濃度が適正に保たれている。過度の形成や吸収に傾くと、いずれも
骨代謝疾患に至る。一般的に一番多い骨粗鬆症は、閉経後の女性ホルモン
欠乏によって引き起こされ、骨吸収促進による高骨代謝回転を示す。従っ
て多くの骨粗鬆治療薬は骨吸収を抑制するものが多い。しかし最近骨形成
を促進する PTH 関連剤が上市され、骨代謝疾患のタイプや性別年齢に応じ
た治療薬の幅広い選択が可能になっている。しかしながら本邦は先進国で
唯一骨折頻度は低下しておらず、今後も啓発が極めて重要なのである。
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2．高齢化と骨量減少
骨 量 は 骨 成 長 と と も に 順 調 に 蓄 積 す る が 、 25 才 が 男 女 と も 最 大 骨 量
（peak bone mass）で、それ以降は暫減していく。投薬や特別な工夫をし
なければ、骨量は減少の一途である。従って成長期では、骨量蓄積に留意
しなくてはならない。運動と十分なミネラル摂取が必要なのである。
これまで本邦の生活様式は和式であったため、一般に下肢に負荷を与え
続けている利点があった。しかし洋風化でこの利点は消滅しつつある。加
えて日本は軟水であり、欧米の硬水に比べミネラル含量は著しく低い。ま
た酪農品の摂取はまだまだ少なく、ミネラル不足に陥り易い素地がある。
これからの若い世代、特に成長期の被災民は最大骨量蓄積に注意しなけれ
ばならないのである。
一方高齢者は加齢による骨減少に加えて、筋肉減少（sarcopenia）から
免れられない。様々な疫学的データからも筋肉量と骨量の相関関係はわか
っている。興味深いことに肥満している人は、一般に筋量と骨量がそうで
ない人より多いことがわかっている。それでいて運動は、年齢に拘らず、
筋量の維持や増加に効果がある。運動はこのように、骨量と類似している
のであり、骨格に対しても大いに抗老化作用が期待できるのである。
3. 性ホルモンと骨粗鬆症
加齢による骨格系の減退は、女性の場合閉経後の女性ホルモン欠乏によ
り、更に加速されることになる(4,5)。女性ホルモン（エストロゲン）はス
テロイドホルモンの一種であり、その特異的核内受容体に作用することで、
遺伝子発現制御を介し作用を発揮する。エストロゲンは別名卵胞ホルモン
と称せられるように、卵排出が終わり閉経となり卵胞の成熟が終結すると、
その産生も終わる。
女性ホルモンはあらゆる雌性生殖器の発達と機能維持に根源的なホル
モンであるが、同時に強力な骨防御作用を有する事が分かっている。その
主たるホルモン作用は、骨吸収に対して抑制的に働いて、骨代謝の正常化
を保つ。従って 50 才前後に閉経を経た高齢婦人は、エストロゲン欠乏と
骨量減少の運命は免れないのである。男性の骨組織も同様に、局所で産生
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されるエストロゲンが骨健康維持に極めて重要であることが、先天性アロ
マターゼ機能不全男性患者から指摘されている。
一方で男性ホルモン（アンドロゲン）は男性の骨代謝維持に重要である
ことが様々な角度から証明されている(6,7)。男性ホルモンも、男性で加齢
とともに血中濃度は低下する事がわかっている。つまり女性と同様に男性
も性ホルモン作用は加齢と共に減弱していく運命にあり、骨代謝維持作用
も低下するのである。
被災地区、特に福島県内の高空間線量地域では、小児への被曝による健
康被害への危惧から、子供のいる働き盛りの家庭が移住してしまい、高齢
化が著しい。つまり、人口当たりで考えると骨粗鬆症の頻度と骨折のリス
クは、跳ね上がっているのである。

4．ビタミン D は足りているのか？
第 2 項で述べたようにそもそも日本人のカルシウム摂取量は少ないので
ある。骨粗鬆症の治療や骨折抑制に、全身のカルシウム出納を正に傾ける
ビタミン D 及び関連化合物が、日本で極めて有効であることは、このよう
な背景が大きいと考えられている。面白いことにこのビタミン D 前駆体は
魚に多く含まれている。
沿岸で被災した住民の多くは漁民であるため、食生活の変化によりカル
シウム摂取不足が加速された可能性は高い。従来、漁民は魚介類を主菜と
しており、カルシウム摂取量は一般的な日本人よりは高いものと理解され
ている。しかし仮設住宅に移り、無償での魚介類が入手できず、更に鮮度
の落ちた魚介類の購入には大きなためらいがあり、肉食に移行していると
聞き及んでいる。加えて福島第一原発周辺の沿岸では漁そのものを自粛し
ているところが多く、この状況に追い打ちをかけている。
汚染調査のための漁で取れたものは公的な流通に乗っていないが、よし
んば残存していても健康被害への影響が無い安全範囲の放射能の残留が見
られる程度である。実際筆者は、地元で未検査の魚介類を食した翌日、内
部被爆量を測定したが全く放射能は検出されなかった。要約すると被災地
での魚介類消費量は、確実に減っていると考えるべきである。即ち被災前
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よりミネラルとビタミン D 摂取が低下している可能性が高いのである。
ビタミン D 前駆体を豊富に含むもう一つ食品は、きのこ類である。これ
も放射能が降った地域の被災民には災難である。中でも Cs はその化学的
性質から、樹皮の他、きのこ類に濃縮されるようである。そのため食用の
乾燥きのこは、Cs の異常高値を示す例が見つかっている。そのため現在も
尚福島県及び周辺地域では、きのこ類の出荷を自粛している。
問題は、本来流通しているきのこ類を常用している被災民ではなく、野
生のきのこ／山菜類を食してきた被災民である。いわば副食的かつ趣味と
して採取されてきた山の幸が、有償となってしまっている。この状況では、
どうしても本来の摂取量から減少していると予想されるべきであろう。
一方、ビタミン D は体内で一部産生されるが、これには皮膚への紫外線
照射が必須である。冬場においても 30 分程度戸外で毎日日光に当たれば、
十分生合成される。東北 3 県の沿岸被災地は、太平洋に面しているので基
本的には日照条件は十分である。しかし被災民の中には肉体的要因の他、
精神的要因により引きこもり状態に陥ってしまった方も多く、また高線量
地域では戸外活動時間が著しく減少していることが既にわかっている。
これら、食餌由来のビタミン D 摂取不足、日照照射積分値の減少を組み
合わせて俯瞰すると、被災地特に仮設住民ではビタミン D が不足気味で
はないかと危惧するのである。

5. 骨折予防のための骨粗鬆治療薬
第 1 項で述べたように、骨組織はダイナミックな代謝の下、形成と吸収
を常に繰り返している（図 7）。このバランスを崩すと（吸収促進や形成低
下）、病的な骨量減少を引き起こす。更に最近では骨の健康を保つため、骨
量維持と共に、骨質（強度）維持についても議論がされている。
いずれにしてもこの 15 年間に様々は新規骨粗鬆薬が開発された(8)。当
初は強力な骨吸収阻害剤であり廉価な人工化合物ビスフォスフェート
(BP)が開発され、一世を風靡した。BP は、骨基質に取り込まれ吸収偽基
質として破骨細胞による骨吸収を抑制する。BP の強力な骨吸収抑制作用
から、急速な骨量増加を保証するため、現在でも性別を問わず最も汎用さ
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れ、かつ有効な骨粗鬆治療薬である。しかし市場に登場し約 10 年を経て、
様々な欠点も指摘されつつある。骨量は増加するが、骨質については必ず
しも比例した薬効でない可能性も報告されている。また骨代謝凍結の影響
による微小骨折の頻度上昇の可能性も指摘されており、現在では他に治療
薬が難しい患者や高齢者を対象として、5 年以内の投薬が推奨されるよう
になっている。
その点でホルモン様活性を示す化合物は、本来の骨代謝回転の修正を介
しての骨量回復効果が期待できるため、骨量増加作用は BP には及ばない
ものの、より若年層の患者に使用が推奨されている。例えば閉経後の女性
ホルモン（エストロゲン）欠乏による骨粗鬆患者には、女性ホルモン（エ
ストロゲン）そのものによる補充療法が従来行われきた(9,10)。しかし女
性ホルモン自体には、薬理副作用（例えば乳癌発症リスクの上昇）がある
ため、その強力な骨防御作用にも拘らず、大きな懸念が残る。
一方これら副作用が軽減した SERM 剤が多用されているが、SERM は
骨質改善効果があり、実際臨床的には骨折予防効果が証明されている
(9,10)。更に最近では、骨形成促進剤として PTH 様ペプチド剤（PTH 剤）
が開発され、臨床に使用され始めている。PTH そのものの生理作用は、カ
ルシウム動員であるため、骨量に対してはむしろ減少を促すが、薬理的に
は強力な骨形成促進効果がある。PTH 剤は、年齢性別を問わず BP と同等
もしくはそれ以上強力な骨量増加作用があり、今後更に多用される可能性
がある。しかしながら副作用についての情報は乏しいため、現在時点では
一年間に使用が制限されている。
これら副作用という点では、ビタミン D 及びその関連化合物は、より安
全と考えられている。同様にビタミン K(VK)にも骨代謝改善がある事が報
告されている。そのため、BP,

SERM, PTH 剤群の中の一つと、ビタミン

D /ビタミン D 関連化合物(11)、更にビタミン K(12)が実際の骨粗鬆治療に
おいて併用される事が多い。
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おわりに
骨粗鬆治療薬については、更に新たな分子を標的とした新薬の上市が控
えている。今や骨粗鬆治療は、年齢、性別や骨の状態に合わせて行われ、
治療のための薬剤選択も極めて多様になった。逆に言えば、先端的な知識
を生かした骨粗鬆治療や骨健康管理が、薬剤レベルで可能になったのであ
る。そのような状況下で、仮設住宅住民や被災民の骨健康状態を考えると、
正確な骨健康状態の評価や、適正な治療を早急に行う必要は明らかである。
仮設住宅住まいが数年にも及ぶ懸念が指摘されている中、これら仮設住
宅の住民、特に高齢者の健康維持において、何としても骨折やそれに伴う
生活困難だけは避けなくてはならない。
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