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国⽴⼤学法⼈愛媛⼤学 

総合健康センター 

○愛媛大学工学部２号館における水道配管の誤接続による井戸水の長期飲用に対する

影響評価（概要）

・本学⼯学部 2 号館⼀部エリア（別紙１）において、上⽔と⽔質検査を実施していない井⼾⽔の配
管が令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 18 ⽇の改修⼯事完成時より、誤って⼊れ替わって接続されていた
ことが令和 5 年 2 ⽉ 2 ⽇に判明した。

・今回の問題を受けて、井⼾⽔を飲⽤として使⽤開始する際に求められる⽔道法第 4 条に定められた
⽔質検査を実施したところ、⽔質基準全 51 項⽬※1 のうち、「フッ素及びその化合物」の数値が
2.1mg/L（⽔質基準値 0.8mg/L 以下）と⽔質基準値を超える結果であった。

・⽔道法⽔道基準等の設定の考え⽅※2 は「⽣涯にわたる連続的な摂取をしても⼈の健康に影響が⽣
じない⽔準を基として設定している。」であることに基づき、2.9 年間（令和 2 年 3 ⽉ 18 ⽇改修⼯
事完成時から令和 5 年 2 ⽉ 2 ⽇誤接合判明による給⽔中⽌まで）、⽔道⽔質基準等の設定に
よる 1 ⽇に飲⽤する⽔の量とする 2 ㍑の内、毎⽇（⼟⽇含む）1 ㍑（1 ⽇摂取量の半分）は井
⼾⽔を摂取したとする。同期間は、もう 1 ㍑は⽔道⽔を摂取し、井⼾⽔を飲まなかった期間は⽔道
⽔のみを毎⽇ 2 ㍑摂取したものとして、⻑期的な健康影響を評価したところ、健康被害が起こる可
能性は極めて低いと推定される。 

○愛媛⼤学⼯学部２号館における⽔道配管の誤接続による井⼾⽔の⻑期飲⽤に対する影響評価
（詳細）

1． 井⼾⽔の⽔質試験結果
令和 5 年 2 ⽉ 6 ⽇に⼯学部２号館東側の給⽔栓から採⽔した井⼾⽔の⽔質試験結果を別紙
2 に⽰す。第 4 条に定められた⽔質基準全 51 項⽬のうち、「フッ素及びその化合物」の数値が
2.1mg/L（⽔質基準値 0.8mg/L 以下）と⽔質基準値を超える結果であった。

2． ⻑期健康影響の評価  

【評価の前提】 

1) ⽔道⽔質基準設定の基本的な考え⽅は、「⽣涯にわたる連続的な摂取をしても⼈の健康に影響が
⽣じない⽔準を基として設定している。」である。したがって、⽔道⽔質基準の⽔を⽣涯にわたって飲
⽤した場合の⽣涯摂取総量が安全性の指標となる。

別添



2) ⽇本の⽔道⽔質基準設定に際して採⽤された⼿法は、WHO の飲料⽔ガイドラインの設定に⽤いら
れた⼿法が参考にされた。WHO の飲料⽔ガイドライン※3 では、成⼈の摂取⽔量を 2 ㍑/⽇、⼈
の平均体重 60kg、⽣涯年数 70 年で発がんリスク等を計算している。成⼈体重に関しては、⽇本
の⽔道⽔質基準では 50kg が採⽤されているので、摂取⽔量を 2 ㍑/⽇、成⼈体重 50kg、⽣涯
年数 70 年で評価を⾏う。 

  

3) 井⼾⽔を飲んだことによる健康影響の評価は、体重 50kg の⼈が 2.9 年間（令和 2 年 3 ⽉ 18

⽇改修⼯事完成時から令和 5 年 2 ⽉ 2 ⽇誤接合判明による給⽔中⽌まで）、毎⽇（⼟⽇含
む）1 ㍑（1 ⽇摂取量の半分）の井⼾⽔を摂取したとする。同期間は、もう 1 ㍑は⽔道⽔を摂取
し、井⼾⽔を飲まなかった期間は⽔道⽔のみを毎⽇２㍑摂取したとする。 

  

4) リスク計算に⽤いる井⼾⽔のフッ素及びその化合物の濃度は、令和 5 年 2 ⽉ 14 ⽇の測定値を⽤
いた。※4 

 

5）国際化学物質安全計画（IPCS: International Programme on Chemical safety）では 1

⽇総フッ素摂取が 14mg 以上では⾻への悪影響の明⽩な過剰リスクが増⼤し、6mg を超えると⾻に
与える影響のリスクが増加するとされている。また、ヒトにおいてフッ素摂取と発がんとの関連性は⽀持さ
れていない※3。 

 

【評価の⽅法】  

1) ⽣涯、⽔道⽔質基準値の⽔道⽔を飲み続けた場合の⽣涯摂取総量を計算する。これを安全性の
指 標として⼀⽣涯にわたって摂取したとしても健康影響が認められない受忍摂取量とした。   

  

2) 前提 3)に基づき、井⼾⽔を飲んだ⼈の⽣涯摂取総量を計算するが、⽔道⽔質の設定値によって結
果が異なる。ここでは、⽔道⽔質基準値上限で供給されている場合と令和 3 年の松⼭市上⽔道給
⽔栓⽔の平均値濃度から求めた実際の⽔道⽔質値を⽤いた場合について評価した。その際、松⼭市
の上⽔道の⽔質検査は⽔系で異なるため、愛媛⼤学が使⽤している市之井⼿⽔系の令和 3 年度の
フッ素及びその化合物の測定値を⽤いた※5。⽔道⽔質基準値および令和 3 年度の市之井⼿⽔系の
フッ素及びその化合物の濃度はそれぞれ 0.8mg/L以下、平均 0.24 mg/L と報告されている。 

  
3) 1）で計算された受忍摂取量に対する井⼾⽔を摂取した⼈の⽣涯摂取総量の割合を算定する。 

  

【評価結果】 

1 ⽇のフッ素摂取は⽔道⽔質基準値では 1.6mg、松⼭市⽔道局の⽔道⽔では 0.48mg、上記の
条件での井⼾⽔摂取した場合で 2.34mg となる。また、⽔道⽔質基準値から算出するフッ素受忍摂
取量は 40.88g、松⼭市⽔道局の公表データに基づくフッ素受忍摂取量は 12.26g となる。今回の
2.9 年間の井⼾⽔の飲⽤した場合では⽣涯フッ素摂取量は 14.22g と推定され、⽣涯摂取総量の増



加は 1.96g となる。1 ⽇のフッ素摂取量やフッ素摂取増加量が⽔道⽔⽔質基準値から算出されるフッ
素受忍摂取量範囲にとどまることから、今回の井⼾⽔摂取によって健康被害が起こる可能性は極めて
低いと推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－脚注－ 

※1（厚⽣労働省）⽔質基準に関する省令（平成 15 年厚⽣労働省令第 101 号） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415M60000100101 

 

※2（厚⽣労働省）平成 21 年度第 1 回 ⽔質基準逐次改正検討会（平成 21 年 12 ⽉ 1 ⽇）資料

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kentoukai/dl/kijun091201-2h.pdf 

 

※3 ＷＨＯ飲料⽔⽔質ガイドライン Guidelines for drinking-water quality（第４版）⽇本語版 

https://www.niph.go.jp/soshiki/suido/WHO_GDWQ_4th_jp.html 

 

※4 同井⼾を⽔源とする井⼾⽔の「フッ素及びその化合物」を含む⽔質検査は平成 20 年度と 21 年度に実施された 

記録がある。(検査結果［1.69mg/L_H20.10］，［1.56mg/L_H21.10］)これらを踏まえ、最⼤かつ 

直近の値［2.1mg/L_R5.2.14］を採⽤する。 

 

※5 松⼭市ホームページ 令和 3 年度 市之井⼿⽔系 検査結果 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/josuido/suishitu/jyousui-

kensa/itinoide.files/R3_ichinoide.pdf 

 

 



ＮＮＮＮＮＮＮ

１階　平面図１階　平面図１階　平面図１階　平面図１階　平面図１階　平面図１階　平面図

２階　平面図２階　平面図２階　平面図２階　平面図２階　平面図２階　平面図２階　平面図

３階　平面図３階　平面図３階　平面図３階　平面図３階　平面図３階　平面図３階　平面図

学生室学生室学生室学生室学生室学生室学生室（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）保全生態保全生態保全生態保全生態保全生態保全生態保全生態

廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下

DNDNDNDNDNDNDNUPUPUPUPUPUPUP

DNDNDNDNDNDNDNUPUPUPUPUPUPUP

女子WC女子WC女子WC女子WC女子WC女子WC女子WC

PSPSPSPSPSPSPS

EVEVEVEVEVEVEV

UPUPUPUPUPUPUP DNDNDNDNDNDNDN

男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC

EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

EVEVEVEVEVEVEV

PSPSPSPSPSPSPS

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（環境生態（環境生態（環境生態（環境生態（環境生態（環境生態（環境生態
・保健実験室）・保健実験室）・保健実験室）・保健実験室）・保健実験室）・保健実験室）・保健実験室）

環境生態環境生態環境生態環境生態環境生態環境生態環境生態
・保健・保健・保健・保健・保健・保健・保健

環境生態環境生態環境生態環境生態環境生態環境生態環境生態
・保健・保健・保健・保健・保健・保健・保健

教授室教授室教授室教授室教授室教授室教授室

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通

教授室教授室教授室教授室教授室教授室教授室
准准准准准准准

地震工学地震工学地震工学地震工学地震工学地震工学地震工学

地震工学地震工学地震工学地震工学地震工学地震工学地震工学保全生態保全生態保全生態保全生態保全生態保全生態保全生態

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（地震工学実験室）（地震工学実験室）（地震工学実験室）（地震工学実験室）（地震工学実験室）（地震工学実験室）（地震工学実験室）

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室
測量測量測量測量測量測量測量

資料室資料室資料室資料室資料室資料室資料室

材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学
第１実験室第１実験室第１実験室第１実験室第１実験室第１実験室第１実験室

材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学
第２実験室第２実験室第２実験室第２実験室第２実験室第２実験室第２実験室

材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学
学生研究室学生研究室学生研究室学生研究室学生研究室学生研究室学生研究室

材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学材料評価学
第３実験室第３実験室第３実験室第３実験室第３実験室第３実験室第３実験室

材料材料材料材料材料材料材料
評価学評価学評価学評価学評価学評価学評価学
第１第１第１第１第１第１第１
教員室教員室教員室教員室教員室教員室教員室

材料材料材料材料材料材料材料
評価学評価学評価学評価学評価学評価学評価学

教員室教員室教員室教員室教員室教員室教員室
第２第２第２第２第２第２第２

教員室教員室教員室教員室教員室教員室教員室 教員室教員室教員室教員室教員室教員室教員室

実験室（５）実験室（５）実験室（５）実験室（５）実験室（５）実験室（５）実験室（５）

実験室（６）実験室（６）実験室（６）実験室（６）実験室（６）実験室（６）実験室（６）
研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室
教員教員教員教員教員教員教員

研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室
教員教員教員教員教員教員教員

実験室（４）実験室（４）実験室（４）実験室（４）実験室（４）実験室（４）実験室（４）

暗室暗室暗室暗室暗室暗室暗室

教授室教授室教授室教授室教授室教授室教授室
環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通

（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）（社会共創）

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

 ：誤接続範囲 ：誤接続範囲 ：誤接続範囲 ：誤接続範囲 ：誤接続範囲 ：誤接続範囲 ：誤接続範囲

実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）

実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室）実験室） （岩盤工学実験室）（岩盤工学実験室）（岩盤工学実験室）（岩盤工学実験室）（岩盤工学実験室）（岩盤工学実験室）（岩盤工学実験室） 　３　３　３　３　３　３　３

廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下

UPUPUPUPUPUPUP

UPUPUPUPUPUPUP

玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ

男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC

PSPSPSPSPSPSPS

EVEVEVEVEVEVEV

UPUPUPUPUPUPUP

玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙ

PSPSPSPSPSPSPS

多目的WC多目的WC多目的WC多目的WC多目的WC多目的WC多目的WC

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

113電気室113電気室113電気室113電気室113電気室113電気室113電気室 EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

EVEVEVEVEVEVEV

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）（地盤工学実験室）

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（実験室）（実験室）（実験室）（実験室）（実験室）（実験室）（実験室）

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（保全生態学（保全生態学（保全生態学（保全生態学（保全生態学（保全生態学（保全生態学

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（沿岸防災（沿岸防災（沿岸防災（沿岸防災（沿岸防災（沿岸防災（沿岸防災
・環境実験室）・環境実験室）・環境実験室）・環境実験室）・環境実験室）・環境実験室）・環境実験室）
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環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学 試料作製室１試料作製室１試料作製室１試料作製室１試料作製室１試料作製室１試料作製室１ 試料作製室２試料作製室２試料作製室２試料作製室２試料作製室２試料作製室２試料作製室２

物性測定室１物性測定室１物性測定室１物性測定室１物性測定室１物性測定室１物性測定室１ 物性測定室２物性測定室２物性測定室２物性測定室２物性測定室２物性測定室２物性測定室２

固体物性学固体物性学固体物性学固体物性学固体物性学固体物性学固体物性学
学生研究室１学生研究室１学生研究室１学生研究室１学生研究室１学生研究室１学生研究室１

測定室測定室測定室測定室測定室測定室測定室
物性物性物性物性物性物性物性

実験室実験室実験室実験室実験室実験室実験室 実験室実験室実験室実験室実験室実験室実験室
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物性学物性学物性学物性学物性学物性学物性学
学生学生学生学生学生学生学生
研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室
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（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学（構造数理工学
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共通会議室(2)共通会議室(2)共通会議室(2)共通会議室(2)共通会議室(2)共通会議室(2)共通会議室(2) 334演習室334演習室334演習室334演習室334演習室334演習室334演習室

１７１７１７１７１７１７１７

交通計画交通計画交通計画交通計画交通計画交通計画交通計画
　学生　学生　学生　学生　学生　学生　学生

講師室講師室講師室講師室講師室講師室講師室

講師室講師室講師室講師室講師室講師室講師室

都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ
実験室実験室実験室実験室実験室実験室実験室

交通計画交通計画交通計画交通計画交通計画交通計画交通計画教授室教授室教授室教授室教授室教授室教授室 教授室教授室教授室教授室教授室教授室教授室
准准准准准准准

都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｻｰﾊﾞｰ室ｻｰﾊﾞｰ室ｻｰﾊﾞｰ室ｻｰﾊﾞｰ室ｻｰﾊﾞｰ室ｻｰﾊﾞｰ室ｻｰﾊﾞｰ室

環建事務室環建事務室環建事務室環建事務室環建事務室環建事務室環建事務室

複写室複写室複写室複写室複写室複写室複写室 技術職員室技術職員室技術職員室技術職員室技術職員室技術職員室技術職員室

EVEVEVEVEVEVEV

土木土木土木土木土木土木土木
情報学情報学情報学情報学情報学情報学情報学

(土木(土木(土木(土木(土木(土木(土木

環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通環建共通
研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室

情報学)情報学)情報学)情報学)情報学)情報学)情報学)
教員教員教員教員教員教員教員

研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室

土木情報学土木情報学土木情報学土木情報学土木情報学土木情報学土木情報学

工学部２号館　平面図(１～３階)工学部２号館　平面図(１～３階)工学部２号館　平面図(１～３階)工学部２号館　平面図(１～３階)工学部２号館　平面図(１～３階)工学部２号館　平面図(１～３階)工学部２号館　平面図(１～３階)

別紙１



ＮＮＮＮＮＮＮ

４階　平面図４階　平面図４階　平面図４階　平面図４階　平面図４階　平面図４階　平面図

５階　平面図５階　平面図５階　平面図５階　平面図５階　平面図５階　平面図５階　平面図

６階　平面図６階　平面図６階　平面図６階　平面図６階　平面図６階　平面図６階　平面図

533研究室533研究室533研究室533研究室533研究室533研究室533研究室

研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室

520520520520520520520518518518518518518518

517517517517517517517 521521521521521521521
525525525525525525525 529529529529529529529

524524524524524524524 530研究室530研究室530研究室530研究室530研究室530研究室530研究室
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UPUPUPUPUPUPUP DNDNDNDNDNDNDN

DNDNDNDNDNDNDNUPUPUPUPUPUPUP
EVEVEVEVEVEVEV

男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC男子WC
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女子WC女子WC女子WC女子WC女子WC女子WC女子WC

537技術職員室537技術職員室537技術職員室537技術職員室537技術職員室537技術職員室537技術職員室 543演習室543演習室543演習室543演習室543演習室543演習室543演習室 547工作室547工作室547工作室547工作室547工作室547工作室547工作室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室
共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用
実験室実験室実験室実験室実験室実験室実験室

共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用
実験室実験室実験室実験室実験室実験室実験室

EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

538会議室538会議室538会議室538会議室538会議室538会議室538会議室

EVEVEVEVEVEVEV

研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室
共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用共同利用PSPSPSPSPSPSPS

共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室共同利用実験室 研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室 研究室研究室研究室研究室研究室研究室研究室
教員教員教員教員教員教員教員 教員教員教員教員教員教員教員
534534534534534534534 536536536536536536536

544演習室544演習室544演習室544演習室544演習室544演習室544演習室

構造数理構造数理構造数理構造数理構造数理構造数理構造数理
工学工学工学工学工学工学工学

教授室教授室教授室教授室教授室教授室教授室

構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学
学生学生学生学生学生学生学生

教授室教授室教授室教授室教授室教授室教授室助教室助教室助教室助教室助教室助教室助教室工学工学工学工学工学工学工学
構造数理構造数理構造数理構造数理構造数理構造数理構造数理

講師室講師室講師室講師室講師室講師室講師室

水工学水工学水工学水工学水工学水工学水工学 水工学水工学水工学水工学水工学水工学水工学

水工学水工学水工学水工学水工学水工学水工学

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

  　 ：誤接続範囲  　 ：誤接続範囲  　 ：誤接続範囲  　 ：誤接続範囲  　 ：誤接続範囲  　 ：誤接続範囲  　 ：誤接続範囲
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構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学構造数理工学

地盤工学地盤工学地盤工学地盤工学地盤工学地盤工学地盤工学
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・環境・環境・環境・環境・環境・環境・環境
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