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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（１）部門紹介

岸　玲子
環境健康科学研究教育センター　センター長・特任教授

　現在、大規模プロジェクト研究が 4 件、実施中です。環境省「環境と子どもの健康に関する研究」（通称エコチ

ル調査）が予算規模は大きいが、委託研究であるため費用はすべてリサーチ・コーディネーター、参加者、協力

医療機関謝金、必要な消耗品などで占められています。そこで、24 年度以降は、北海道大学独自の追加研究を実

施する方向で現在、競争的資金を申請中です。

　そのほか、センター特任教員が学内兼務教員等と協力して、文部科学省、厚生労働省などの外部競争的資金を

得て、「環境と子どもの健康に関する北海道スタデイ」「室内環境とアレルギーの関係に関する研究」などの数プ

ロジェクトを実施しています。

　国際的には、Asian…Birth…Cohort…Consortium…(アジア出生コホート・コンソーシウム)を韓国の国立ソウル大学校、

梨花大学や国立台湾大学などと設立するための共同研究が始まっています。
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　１）環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」

１－１）研究概要

　環境省では 2011 年 1 月から、全国 15 カ所のユニットで、10 万人のお母さんと赤ちゃんに参加してもらう「子

どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を開始しました。赤ちゃんがお母さんのお腹にいる時から

13 歳に達するまで、定期的に健康状態を確認し、化学物質の曝露や生活環境などの環境要因が子どもたちの成長・

発達にどのような影響を与えるのかを明らかにする大規模な疫学調査です。

　北海道ユニットは、札幌地区サブユニット、旭川地区サブユニット、北見地区サブユニットの 3 つのサブユニッ

トからなり、調査対象地区は、札幌地区が札幌市北区と豊平区、旭川地区は旭川市全市（2011 年 9 月までは旭川

市の1/2地域）、北見地区は北見市と近隣４町（美幌町、置戸町、津別町、訓子府町）です。北海道ユニットセンターは、

北海道大学環境健康科学研究教育センター内に設置され、札幌医科大学、旭川医科大学、日本赤十字北海道看護

大学と協力して、2011 年から 1 年間に 3000 人、3 年間で 9000 人の妊婦さんを募集し、調査を行って行く予定です。

１－２）進捗状況

　● 2010 年（H22 年度）

1.　地域エコチル調査運営協議会の設置　

　札幌地区、旭川地区、北見地区に、各地区の大学関係者、及び各地区の自治体、医療機関、医療・教育関係諸

団体と連携を図り、エコチル調査を円滑に実施することを目的として、地区運営協議会を設置しました。また、

各地区運営協議会を総括する地域運営協議会を設置しました。地域運営協議会を年１回、地区運営協議会を各地

区年１〜２回開催していくことになりました。

2.　広報　

　産科、小児科医師など医療関係者に対しては、北海道地域での医学的な研究会開催等の際にエコチル調査につ

いて説明を行い、調査開始前から周知を行いました。ポスターの作成及び掲示、講演会の開催、地域のマスコミ

との連携、コアセンターから提供される広報資料の配布等を通じて広報活動を行いました。また、関係地方公共

団体の協力を得て、札幌市など地域の広報、母子健康手帳発行窓口などでの周知を行ないました。

3.　協力医療機関の登録

　調査地区に在住する妊婦が受診・出産すると考えられる産科施設のリストを作成し、それに基づき産科施設に

対して本調査への協力を依頼しました。札幌地区は 34 カ所、旭川地区は 13 カ所、北見地区は 4 カ所の医療機関

が調査協力医療機関として登録されました。全協力医療機関において調査説明会を開催し、北海道ユニットセン

タ－で独自に作成した調査手順書を配付しました。

4.　調査スタッフの教育・研修

　各地区において参加者のリクルート、質問票の配布・回収、医療機関での調査のサポートを行なうリサーチコー

ディネーター及び、コアセンターから提供されるデータシステムへの同意書や調査票入力を行なうスタッフを確



19

保し、コアセンターが指示する研修を受講するとともに、北海道ユニットセンターにて調査実施のために必要な

教育・研修を行いました。

　● 2011 年（H23 年度）

1.　調査対象者のリクルート及び登録

　調査対象者の妊婦のリクルートは、旭川、北見地区は 2011 年 2 月 3 日から、札幌地区は 3 月 7 日から開始しま

した。コアセンターのリクルートマニュアルに基づき、協力医療機関及び保健センター（札幌市北区および豊平区、

北見市）にてリクルートを行いました。また、調査に参加した妊婦が出産する子どもの父親に対しても、調査に

対する説明と参加依頼を行ないました。妊婦および父親の参加同意書は、速やかにデータシステムに登録しました。

2012 年 1 月 31 日現在の各地区の参加登録数は、表１に示したとおりです。母親参加登録数は 1980 人で、3 年間

の目標数 9000 人に対して 22.0％の達成率です。この数値は当初の目標の 6 割程度で、今後、さらに対象者への参

加呼びかけに力を入れる必要があります。

　

2.　調査の実施

　参加登録した妊婦、子ども、父親から、血液、尿、毛髪、母乳等の生体試料の採取および質問票等の回収を行

いました。参加協力医療機関からは診察記録票の回収を行いました。生体試料はコアセンター指定の回収業者が

医療機関で直接回収しました。また、回収した質問票等をデータシステムに登録しました。参加者および医療機

関には、実施された調査内容に応じて謝礼を送付しました。

3.　リスク管理

　北海道ユニットセンターには、専任のリスク管理責任者が常勤し、アクシデントやインシデントに迅速に対応

しました。また、通話料無料のフリーアクセスの開設、独自のホームページを作成し、調査参加者および医療機

関への情報発信・連絡対応を行いました。

4.　広報

　エコチル調査の認知度を上げるために、地元市報、地元新聞、地元フリーペーパーへの広告掲載、新聞折込チ

ラシを配布して地元住民への調査の周知を積極的に行いました。調査対象妊婦さんへは、対象地域保健センター

表１　北海道ユニットリクルート状況（2012 年 1 月 31 日現在）

札幌サブユニットセンター
母親

父親

母親

父親

母親

父親

母親

父親

1807

410

463

186

871

162

3141

758

声かけ数（人）
同意数
（同意率）

不同意数
（不同意率）

未回答
（未回答率）

同意数
達成率

2011年度の
目標同意数

64.5％

37.7％

84.6％

60.4％

1900

880

500

3280

1225

319

332

94

423

100

1980

513

（67.8％）

（77.8％）

（71.7％）

（50.5％）

（48.6％）

（61.7％）

（63.0％）

（67.7％）

323

53

68

20

281

25

672

98

（17.9％）

（12.9％）

（14.7％）

（10.8％）

（32.3％）

（15.4％）

（21.4％）

（12.9％）

259

38

63

72

167

37

489

147

（14.3％）

（9.3％）

（13.6％）

（38.7％）

（19.2％）

（22.8％）

（15.6％）

（19.4％）

旭川サブユニットセンター

北見サブユニットセンター

北海道ユニットセンター
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での母親学級や妊婦向けのイベント、母子衛生研究会主催の妊婦向けセミナー、幼稚園父母会、各種政党・団体

活動での PR 活動を継続的に実施しました。また、北海道ユニットセンター独自のロゴマーク＆キャラクターを

作成し、リクルート時の配布によるエコチル調査の PR を行いました。

１－３）活動報告

【会議・委員会等】

● 2010 年（H22 年度）

　H22 年度第 1 回エコチル調査北海道ユニットセンター（UC）会議　2010 年 8 月 3 日

　H22 年度第 2 回エコチル調査北海道 UC 会議　2010 年 8 月 17 日

　H22 年度第 1 回エコチル調査北海道 UC 運営委員会　2010 年 10 月 13 日

　第 1 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2010 年 12 月 9 日

　エコチル調査北海道 UC 国際交流会議　2011 年 2 月 7 日

　H22 年度第 2 回エコチル調査北海道 UC 運営委員会　2011 年 3 月 9 日

● 2011 年（H23 年度）

　第 2 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2011 年 4 月 18 日

　エコチル調査札幌・北見地区による WEB 会議　2011 年 5 月 24 日

　エコチル調査札幌・旭川地区による WEB 会議　2011 年 6 月 28 日

　第 3 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2011 年 7 月 6 日

　H23 年度第 1 回エコチル調査業務担当者会議　2011 年 8 月 29 日

　エコチル調査・北海道スタディ産科担当者会議　2011 年 9 月 15 日

　平成 23 年度第１回エコチル調査追加調査申請者会議　2011 年 10 月 7 日

　第 4 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2011 年 12 月 22 日

【定例会議】

　エコチル調査事務局会議　毎週木曜日　13:30 〜開催

　エコチル調査 RC ミーティング　毎週火曜日　15:30 〜開催

　エコチル調査 RC 全体会議　　毎月第 2 木曜日　15:30 〜開催

【行事・イベント等】

● 2010 年（H22 年度）

　エコチル調査北海道 UC 立ち上げ式　2010 年 9 月 22 日

　エコチル調査 RC 全道研修　2010 年 12 月 17 日

● 2011 年（H23 年度）

　エコチル調査環境省ヒアリング　2011 年 11 月 7 日
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【PR 活動】

● 2011 年度

　１．札幌市北保健センター

　　①母親教室　　毎月第４週目の水曜日に開催

　　②プレママクッキングスクール（3 カ月に 1 度、金曜日に開催）

　　　2011 年 5 月 27 日、8 月 26 日、11 月 25 日

　　

　２．札幌市豊平保健センター

　　①母親教室　　毎月第４週目の金曜日に開催　

　　②両親教室にてパンフレット配布

　　　2011 年 4 月 25 日、8 月 19 日、11 月 11 日

　３．プレママわくわくセミナー　ハロー赤ちゃん……( 財 ) 母子衛生研究会

　　　2011 年 7 月 21 日、8 月 20 日、9 月 28 日、10 月 31 日、11 月 29 日、12 月 20 日

　４．ワーキングマタニティスクール　( 財 ) 母子衛生研究会

　　　2011 年 1 月 14 日

保健センターでのリクルートブース

病院説明会での様子

エコチルエプロン着用

北区保健センターでのリクルート風景

母親教室
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　２）環境と子どもの健康に関する北海道研究（北海道スタディ）

２－１）研究総括

　2001 年から立ち上げた「環境と子どもの健康に関する北海道研究（以下北海道スタディ）」が節目の 10 年を過

ぎました。北海道スタディは、道内 40 カ所ほどの病院からご協力いただいている「北海道大規模コホート」（以

下大規模コホート）と「札幌市内 1 産科病院コホート」（以下東豊コホート）の 2 つのコホートから成っています。

　研究目的は、一般環境における化学物質曝露が先天異常や、感染症、アレルギー、行動発達に影響するのか、

胎児期から調査測定し、影響を解明することにあります。大規模コホートと小規模コホートとも、早い時期に登

録したお子さんは 8 歳に達し始め、乳幼児期とは異なる面での評価が可能な年齢に成長しました。

①大規模コホート
　大規模コホートでは登録数が２万人を超

え（2012 年 1 月 16 日時点登録者数 20,243 人）

目標を達成しました。研究の流れを右の図に

示しました。

　この 2 年間の大きな特徴は、7-8 歳児を対

象にした 3 つの研究グループが立ち上げられ

たことです。

　7 歳は、幼児期には確定診断がつかなかっ

た疾患（軽度発達障害など）が確定する年齢であり、入学を機に社会集団との接触など環境が変化する時期にあ

たります。この重要な時期に、研究 1 ではアレルギーの発症リスクの解明、研究２では軽度発達障害（ADHD など）

発症リスク・環境による発達への影響の解明、さらに研究３でアレルギーと軽度発達障害の先天的・後天的遺伝

要因と疾病発症リスクの解明を目的としています。次に各研究について簡単に説明します。

●研究１．アレルギーの発症リスクの解明……

　７歳児に質問票調査および、調査票に加えて同意が得られた対象者から、尿の試料採取、自宅環境調査を実

施します。質問票は ISSAC、住環境、食生活、社会経済的要因から構成され、尿試料からは可塑剤・難燃剤と

して多用されるフタル酸エステル類・リン酸トリエステル類の尿中代謝物を測定します。自宅環境調査では自

宅ダストを採集し、フタル酸エステル類・リン酸トリエステル類濃度、ダニアレルゲン量を測定します。

●研究２．軽度発達障害（ADHD など）発症リスク・環境による発達への影響の解明……

　8 歳児全員に ADHD 評価スケールとして国際的に使用されている Conners3 日本語版、ADHD-RS のほか、

睡眠時間、テレビメデイアとの接触、親や兄弟との関わり、遊びの性向性などの質問票調査を行います。　　

　Conners3 日本語版の高得点児を症例群として症例内対照研究を行い、同意を得られた方に対面調査により、

保護者への質問票調査（CBCL はじめ行動発達）、児への対面調査を行う計画です。性向調査と併せて、児の第

2 指 / 第 4 指比を測定し、環境化学物質濃度と性ホルモンとの関係について検討していきます。また経腟か帝王
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切開かを含めた分娩時の状況ならびに新生児・幼児期の麻酔薬の曝露が、その後の行動発達に影響するかどう

かを解明する研究も組み込まれています。

●研究３．先天的・後天的遺伝要因と疾病発症リスクの解明……

　研究１および研究２で見出されたアレルギーあるいは軽度発達障害症例群と対照群について、それぞれ臍帯

血ゲノム DNA 中のアレルギー関連遺伝子、ADHD 関連遺伝子および代謝酵素遺伝子のメチル化部位および近

傍領域塩基配列の比較をパイロシーケンサーを用いて行う研究です。アレルギーや軽度発達障害発症に関与す

る先天的および後天的遺伝要因を同定し、さらに環境要因との交互作用から発症リスクを解明する事を目的と

しています。7-8 歳調査に平行して、調査票データの連結を進めています。

②東豊コホート
　東豊コホートは、母体血中のダイオキシン／ PCB、ビスフェノールなどの胎児期曝露影響について、発達の詳

細な検査を実施し評価しています。現在 8 歳児の対面調査が、学校の長期休暇に合わせて継続しており、データ

を収集している段階です。

　研究成果の社会へのフィードバックとして、今年度は、道民カレッジ「ほっかいどう学」大学放送講座において、

「環境と子どもの健康〜 2 万人が協力する疫学研究〜」を放映しました（HBC 北海道放送、放送日 2011 年 10 月

29 日）。放送に際し、これまで研究にご協力いただいた医療機関と対象者にご出演いただいたほか、調査の流れを

順を追って説明することで、改めて調査の意義について知っていただく機会が得られました。

２－２）活動報告

【会議・委員会等】

● 2010 年（H22 年度）

　第 1 回班会議　2010 年 8 月 3 日　17 時　ホテル KKR 札幌

　第 2 回班会議　2011 年 2 月 9 日　17 時　ホテル KKR 札幌

● 2011 年（H23 年度）

　第 1 回班会議　2011 年 7 月 26 日　17 時

　ホテル KKR 札幌

　第 2 回班会議　2011 年 2 月 6 日　… 17 時

　ホテル KKR 札幌　　　

　エコチル調査・北海道スタディ産科担当者会議

　2011 年 9 月 15 日

【定例会議】

　北海道スタディ週例会議

　毎週月曜日　10：00 〜開催

北海道スタディ班会議
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　３）室内空気質と健康

３－１）研究総括

室内空気質と健康に関する研究プロジェクト　研究の背景

　近年の人は、1 日のうちの 90% を室内で過ごします。従って、良好な室内空気質を保つことが、病気の予防や

健康の維持に重要となってきます。シックビルディング症候群（Sick…Building…Syndrome:…SBS）とは、特定の建

物で非特定の症状を呈し、欧州では 1970 年代の建物の省エネルギー化に伴い主にオフィスビルで問題となりまし

た。日本では 1990 年代後半から、むしろ一般住宅での高気密・高断熱に伴ういわゆるシックハウス症候群 (Sick…

House…Syndrome:…SHS) が問題となり始めました。そこで、我々は 2000 年より、SHS の要因として化学物質曝露

のみならず、湿度環境や生物学的要因も加えた研究を立ち上げました。

　日本 6 地域の築 6 年未満の戸建て住宅を対象にしたプロジェクトでは、札幌、福島、名古屋、大阪、岡山、北

九州の 6 地域で統一プロトコールを用い、同一住宅で環境変化と健康に関する調査を開始しました。戸建て住宅

6080 軒に調査票を郵送、2297 軒 ( 有効回答率 41%) から回答を得て、425 住宅で気中化学物質濃度、気中真菌同定、

ダスト中ダニアレルゲン量を測定、家族全員に健康に関する質問紙調査を実施しています。その後、ダスト中の

可塑剤・難燃剤として使用されるフタル酸エステル類、リン酸トリエステル類、および殺虫剤類、そして日本で

は初めてとなる微生物由来 VOC 類 (MVOC) の測定を追加調査として実施しています。これらの結果から、全国

の保健所や SHS 相談窓口で使用できる「シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル」を執筆、刊行しま

した。研究結果を以下にまとめます。

1)…住宅あたりの有訴率：自宅を離れるとよくなる症状が「いつもある」2.0%、「いつも・あるいは時々ある」4.3%

（Kishi…et…al.,…2009）。

2)…化学物質：指針値超の住宅はホルムアルデヒド…3.5%、アセトアルデヒド…12.2%、パラジクロロベンゼン…5.6%、

総揮発性有機化合物（VOC）8.0%。アセトアルデヒド濃度を四分位とし最も濃度が低い群に対し、濃度が高い群

の SHS の OR と量反応関係を示しました（Takigawa…et…al.,…2010）。札幌では、連続する 3 年間でアセトアルデヒ

ドやトルエン濃度は減少しましたが、リモネン濃度はむしろ増加し、化学物質によっては居住者の住宅内持込に

よる濃度増加に注意が必要です（荒木ら、2011）。

3)…湿度環境：結露、カビ、カビ臭、浴室の湿気、水漏れの項目が多いほど SHS 症状出現が多かった (p…for…trend…0.03)

（Kishi…et…al.,…2009）。さらに同一住宅で項目が増加すると SHS 症状数が増加しました（荒木ら、2011）。SHS の予

防には湿度環境についても十分な留意が必要です。

4)… 総真菌量と SHS 有訴に有意な関連はありませんでしたが、ホルムアルデヒド調整後の属別解析では

Rhodotorula が SHS の OR1.66… (95% 信頼区間 1.08-2.55)、Aspergillus は SHS 眼症状の OR2.38… (1.29-4.39)、ダニア

レルゲン量は SHS 眼症状の OR1.45… (1.01-2.10)、鼻症状の OR1.47… (1.14-1.88) と有意な OR 上昇を認めました（Saijo…

et…al.,…2011）。

5)…MVOC のうち 1-octen-3-ol は SHS 粘膜刺激症状の OR4.6…(1.7-12.9) と、VOC、総真菌量、ダニアレルゲン調整後

も有意の関連を認めました (Araki…et…al.,…2010)。
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6)…可塑剤・難燃剤 : ダスト中 DEHP、TBEP 濃度は欧米よりも高く (Kanazawa…et…al.,…2010)、現在健康について、

さらに影響の検証を続けています。

　これまでの調査から、小学生は SHS の有訴が高くハイリスク集団であることが明らかになりました。そこで

2008 年からは全国 5 地域（旭川、札幌、福島、大阪、大宰府）22 公立小学校で全生徒 10816 人に質問紙調査票を

配付、7064 人（回収率 69.9%）から回答を得ました。178 人の児童の自宅環境調査（気中ホルムアルデヒド、アセ

トアルデヒド、アセトン、VOC・MVOC 類、ダスト中ダニアレルゲン量、エンドトキシン量、βグルカン量を測

定）を実施しました。加えて札幌市では、ダスト中のフタル酸エステル類・リン酸トリエステル類および家族全

員の尿を採取しました。

　2008 年の質問紙調査から、小学生児童の SHS 有訴率（MM080school により、症状がいつも・毎週のようによ

くあると回答した者）は 5 地域で 3.6-8.5%。SHS の要因としては「カーペットの敷きつめ」「目に見えるカビの生

育あり」「結露あり」、さらに築年数はむしろ経過する（古くなる）ほど SHS の OR は有意に大きくなり、現在さ

らに自宅環境の曝露と SHS との関連要因について解析を行っています。

　全国規模で一般住居の空気およびダスト中のフタル酸エステル類濃度を測定してきた結果、フタル酸エステル

類の中で最も使用量が多いとされる DEHP（フタル酸ジ (2- エチルヘキシル )）の空気中、ダスト中濃度は独・北

欧の報告よりも我が国の室内環境の DEHP 濃度が若干高いことが明らかになってきました。DEHP 等のフタル酸

エステル類はポリ塩化ビニルの可塑剤として広く使用されてきた物質です。DEHP は内分泌かく乱物質としての

影響が問題となり、日本でも玩具や油性食品に接触する器具・容器包装等など経口摂取に関してはある程度の規

制が成立していますが、多くの建築資材、内装材、家庭用電化製品等の規制は未だありません。リン酸トリエス

テル類は電化製品や建築素材を燃焼から守るために添加される難燃性可塑剤として日本で使用頻度が高く、世界

的に残留性汚染物質として規制の対象となり始めている臭素系難燃剤に代わり、各国で今後使用量の増加が懸念

されている物質です。これら、合成化学物質が環境中に放出されるとともに、それらの曝露による健康への影響

が懸念されるようになりました。そこで、アレルギー疾患をアウトカムとして、フタル酸エステル類やリン酸ト

リエステル類曝露によるアレルギー症状への影響について明らかにすることを目的とした研究を進めています。

３－２）活動報告

○ 2010 年（平成 22 年）度　厚生労働科学研究「シックハウス症候群の原因解明のための全国規模の疫学研究－

化学物質及び真菌・ダニ等による健康影響の評価と対策－」

【会議・委員会等】

● 2010 年（H22 年度）

　第 1 回班会議　2010 年 4 月 28 日

　第 2 回班会議　2011 年 2 月 27 日

【定例会議】

　週例会議　毎週金曜日　10:30 〜開催
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【行事・イベント等】

● 2010 年（H22 年度）

厚生労働科学研究「健康安全・危機管理対策総合研究推進事業」に係る海外研究者招へい事業として、スウェー

デンウプサラ大学より Dr.…Dan…Norbäck 招へい

　2011 年 2 月 23 日〜 3 月 8 日

… 2 月…23 日… 札幌着、歓迎夕食会

… … 25 日… 北海道立衛生研究所・札幌市立衛生研究所を訪問、講演及び討論

… 　… 28 日… 公衆衛生学分野にてセミナー

… 3 月… 1 日… 公衆衛生学分野にてセミナー、懇親会

… 　… 2 日… 市民講演会「スウェーデンに学ぶ、室内環境と健康」

… 　… 7 日… 中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センターを訪問、見学及び討論

住宅訪問調査実施

　2010 年 9 月〜 11 月　48 軒

○ 2011 年（平成 23 年）度　環境研究総合推進費「可塑剤・難燃剤の曝露評価手法の開発と小児アレルギー・リ

スク評価への応用」

【会議・委員会等】

アドバイザリーボード会合

　第 1 回会合　2011 年 8 月 23 日

【定例会議】

週例会議　毎週金曜日 10：00 〜開催

アドバイザリーボード会合 住宅調査
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　４）高齢者のサポートネットワークと健康に関する研究

４－１）研究総括

　介護保険制度が導入され、地域で高齢者の生活や健康を支える基盤整備が進められています。専門機関や行政

による支援の充実と同時に、家族・友人・近隣などの身近な人間関係が高齢者の心身にもたらす影響に注目し、

高齢者をめぐる手段的・情緒的なサポートネットワークの拡充を図っていくことが重要です。

　高齢者のサポートネットワークと健康に関する研究グループでは、1991 年から道内 3 地域（大都市、農村、旧

産炭過疎地）で長期的な前向きコホート研究を行い、高齢者をめぐるサポートネットワークと種々の健康指標

（ADL、抑うつ、早期死亡、要介護状態、医療費など）の関連について多面的に検討を行ってきました。この研究

で得られた知見をもとに、2007 年から在宅高齢者を対象とした予防的家庭訪問による介入調査を試験的に行いま

した（2007 年；本別町、鷹栖町）。さらに試験的研究で用いた作業療法学をベースとした『一日の暮らしぶり』を、

より高齢者が理解し使用しやすい形にした大規模な研究（2008 年；日高町、新ひだか町）を無作為化対照試験の

デザインで実施しました（UMIN 登録番号 000003877）。この結果、作業療法学的ツールを利用した家庭訪問によ

り認知機能や抑うつ症状に予防的に作用することが示唆されました。

　2010 年〜 2011 年にかけては、大規模研究の介入効果の限界（介入効果は FIT の直接的な効果か訪問による効

果なのか区別が出来ないというもの）を解決するための追加研究を、同じ対象地区にて、時期や回数、期間を同

一にして実施しました（UMIN 登録番号 000004767）。訪問内容は FIT を用いた家庭訪問と会話のみの訪問の 2 群

設定し無作為に分けて訪問前後の効果を検証したところ、認知機能の中の前頭葉機能検査（FIT）で有意な改善

効果が認められました。

　2011 年は、協力自治体への研究結果の総括を報告したほか、大規模研究の介入効果に関する学会発表、英文雑

誌への投稿、予防型家庭訪問の活動報告（いずれも業績

参照）など、成果報告を中心とした活動となりました。

　日本の高齢化はますます進み、2012 年度に介護予防制

度の変更、長寿医療制度問題など、高齢者を取り巻く保

健医療福祉の環境は変化し続けています。高齢者グルー

プでは、機会を見つけて、これまでの知見を活かし、か

つソーシャル・サポートやネットワークといった社会資

源と高齢者の QOL を維持・増進する研究にも着手したい

と考えています。

予防型家庭訪問研究のアセスメントの様子
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４－２）　活動報告
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　５）労働環境と働く人の健康

５－１）研究総括

　わが国では職域の健康診断の対象は 1000 万人以上に昇り、かつ労働安全衛生法のもと毎年膨大なデータが蓄積

されています。しかし、心電図検査などは予防医学的効果が疑問視されており、どのような健診が労働者の健康

管理と疾病予防に真に有効かを検討する必要があります。本研究では、虚血性心疾患や脳血管疾患など循環器疾

患を中心とした生活習慣病の様々な危険因子について検討を行い、健診現場で活用することを目的に、職域にお

ける大規模前向きコホート研究による疫学的検討を行っています。

　前向きコホート研究は、３自治体職員、１運輸会社の約 9000 人を対象に開始されました。2003 年度にベース

ライン調査を実施し、2008 年度まで追跡調査を行いました。ベースライン時には、1 自治体について健診時に動

脈の脈波測定（PWV）を行い、現時点の脈波から推定される動脈の硬さと危険因子の関係についての横断的な研

究を行いました。また脈波のその後の動脈硬化性疾患発症の予測因子としての役割を縦断的に検討する予定です。

その他の危険因子については、介入可能な危険因子である喫煙、高血圧、肥満、耐糖能異常、高コレステロール

血症、高トリグリセライド血症、低 HDL…血症、職業性ストレス、不眠（アテネ不眠調査票）を要因として評価し、

さらに新しい危険因子として注目されている感染因子（高感度 CRP、ヘリコバクター・ピロリ感染等）について

も検討を行います。職業ストレスの評価は要求度―コントロールモデル、努力―報酬不均衡モデルの 2 つの尺度

を用いて検討を行います。特に職域における生活習慣病、メタボリックシンドロームや動脈硬化性疾患と職業ス

トレスの関連、VDT…作業と睡眠時間、職種とストレスの関連について検討を行っています。

　以上のように、働く人々について、ストレスも含めた生活習慣病危険因子について、どのように発症に関係し

ているかを疫学的に明らかにし、さらに今後の予防対策に役立てることをめざします。

５－２）活動報告

　追跡調査は、2008 年度で終了したため、2010 年度および 2011 年度は、データ入力およびデータクリーニング、

データ解析を実施しました。主な研究成果は、以下です。

　吉岡らは、ベースライン調査のデータ解析を行い、不眠の性差が労働環境（職業性ストレスなど）、家庭要因（家

事時間など）といった社会的な要因が不眠の有病率の性差に寄与していることを明らかにしました。本研究の成

果は、雑誌 Social…psychiatry…and…psychiatric…epidemiology…(2011…Apr…8) に掲載されました。次に、吉岡らは、ベー

スラインデータの解析を行い、1 日の平均睡眠時間が 7 時間の労働者と比べて、9 時間以上のもので有意に動脈硬

化リスクが高くなることを明らかにしました。本研究の成果は、第83回日本産業衛生学会総会（2010年5月26-28日、

福井）で報告し、更に雑誌 Sleep…(2011…Dec…1;34:1681-6) に掲載されました。喜多らは、2003 および 2007 年度のデー

タを縦断的に解析し、糖尿病の家族歴を有さない群において、1 日の平均睡眠時間が 7 時間以上の群と比べて、5

時間以下のものは有意に糖尿病発病のリスクが高いことを明らかにしました。本研究の成果は、第 69 回日本公衆

衛生学会（2010 年 10 月 26-29 日、東京）および平成 23 年度日本産業衛生学会北海道地方会（2011 年 10 月 15 日、

美唄）で報告し、さらに雑誌 Diabetes…Care…(2012…Feb;…35：313-8) に掲載されました。森永らは、ベースラインデー

タの解析を行い、女性の地方公務員において非飲酒者と比較して低量飲酒者は有意に動脈硬化リスクが低下する

ことを明らかにしました。本研究の成果は、平成 23 年度日本産業衛生学会北海道地方会（2011 年 10 月 15 日、美唄）
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および第 70 回日本公衆衛生学会総会（2011 年 10 月 19-21 日、秋田）で報告しました。
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　６）その他の研究プロジェクト

西村正治

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野　教授）

難治性気管支喘息患者の背景因子、臨床的特徴に基づく病型分類と臨床経過に関する観察調査

　（UMIN 登録番号 000003254）

　気管支喘息の治療・管理は吸入用ステロイド薬の導入により格段の進歩がありました。しかしながら、今なお、

吸入用ステロイド薬を用いても十分な管理目標に達することができない一部の患者が存在します。これら難治性

気管支喘息患者に対しては、この 20 年間抗 IgE 抗体治療を除いて新規治療薬の登場がない状況が続いています。

その理由は、難治性喘息の背景が様々であり、新規治療薬の開発に結びつくような適切な病型分類が確立してい

ないことにあります。言い換えるならば、将来の個別化治療を目標とした適切な病型分類の確立こそが現在期待

されている研究の方向性です。そこで、日本人難治性気管支喘息患者を対象に患者背景調査、精密検査各種を行

い、日本人難治性喘息患者の臨床的特徴・病型を明らかにします。さらに、少なくとも 3 年間の前向き追跡調査

を行い、病型分類毎の経年変化や季節変動の違いを検討します。疾患の自然歴を加味した難治性喘息の病型分類

はまだ世界的にも試みがありません。対象は医師によって気管支喘息と診断され 1 年以上治療を継続し、ATS の

refractory…asthma…criteria に該当する患者です。なお、高用量ステロイドの用量規定に関しては当科で独自に規

定します。また、対照群は上記基準よりも軽症の気管支喘息患者とします。この研究を通じて得られる成果は、

難治性喘息に関する今後の研究の方向性に大きな影響を与えるものと期待されます。

清水　宏

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院医学研究科医学研究科医学専攻感覚器病学講座　教授）

アトピー性皮膚炎におけるフィラグリン遺伝子変異についての研究

　アトピー性皮膚炎の病因はこれまで不明であったが、最近、我々は日本人アトピー性皮膚炎患者の約 30% がフィ

ラグリン遺伝子変異を持つことを明らかにしました。フィラグリンは、皮膚バリアにおいて最も重要な角質の形

成に必須であり、かつ皮膚の保水にも重要な働きをするタンパク質であるため、フィラグリンが遺伝的に減少す

ると、皮膚バリア機能不全とドライスキンを生じます。従って、フィラグリン遺伝子変異を持つ患者皮膚は、種々

のアレルゲンに対して易感作性となり、アトピー性皮膚炎を発症しやすくなっています。さらに、フィラグリン

遺伝子変異は、気管支喘息やアレルギー性鼻炎といった他のアトピー疾患の重要な発症因子であることも明らか

になってきています。
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　皮膚科では、このような表皮バリア機能障害に伴う慢性抗原刺激がアトピー性皮膚炎の病因であるという新し

い知見に基づき、アトピー性皮膚炎の新規治療法・予防法の開発と、環境物質を含む各種アレルゲンの経皮感作

に着目したアトピー性皮膚炎の病因解析を行っています。

山内太郎

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院保健科学研究院保健科学部門健康科学分野　准教授）

① インドネシア共和国中部ジャワ州における国際研究プロジェクト

　研究協力機関：Diponegoro…University、Dr.…Kariadi…Hospital、筑波大学医学部

　研究テーマ：「農村と都市の学童とフィットネス」、

　　　　　　　「ラマダン月の断食によるライフスタイルの変化と子どもの栄養状態」

　インドネシア共和国中部ジャワ州のデポネゴロ大学医学部の小児科と 2003 年より共同研究を続けています。イ

ンドネシアでは経済発展にともない急激に都市化が進行する中で、農村では依然として低体重や年齢に対する低

身長が問題となっているものの、都市の子どもたちは肥満化し、同時に低体力水準であることが判明しました。

先進国でみられる肥満・体力低下よりも途上国の都市部ではドラスティックで問題はより深刻です。2011 年度は

ラマダン月の断食が子どもの栄養状態にどのように影響を与えているかを検証しました。

② カメルーン共和国東部州における国際研究プロジェクト

　研究協力機関：University…of…Yaoundé、浜松医科大学医学部、山梨大学人間教育学部、

　　　　　　　　京都大学アジア・アフリカ地域研究科

　研究テーマ：「狩猟採集民のライフスタイル、環境適応と健康」

　1996 年から長きにわたり、アフリカ中央部コンゴ盆地に居住するピグミー系狩猟採集民のライフスタイル、生

存戦略、健康に関する調査研究を行っています。人間の健康について考えるときに、我々の身体は１万年前の狩

猟採集を行っていた頃と本質的に変わらないという人類進化的視座に立つと、狩猟採集民のライフスタイルから

学ぶ点は大きいです。21 世紀に世界にごくわずかしか残存していない狩猟採集社会に深く入り込み、自然と共生

して生きる人々から多くを学び、現代さらに将来の人類の健康に寄与することを意図しています。

③ ザンビア共和国南部州における国際プロジェクト

　研究協力機関：Zambia…Agricultural…Research…Institute…(ZARI)、総合地球環境学研究所、一橋大学経済研究所

　研究テーマ：「気候変動が地域住民の栄養と健康へ及ぼす影響、世帯の適応戦略」、

　　　　　　　「サブサハラアフリカの地域住民の成長チャートの構築と栄養状態の評価」

　本プロジェクトの母体は、大学共同利用機関法人総合地球環境学研究所の大型プロジェクトである。40 人を超

える多国籍、異分野の研究者を擁し、土壌・植生、世帯の経済と健康、歴史と土地制度の変遷、衛星画像による
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土地利用の側面から人間社会と生態系の環境変動の影響からの回復を解明することを目指しています。私たちは

アフリカの乾燥地帯（ザンビア共和国南部州）で、気候変動が地域社会、地域住民に及ぼす影響について、体格、

栄養状態、成長の側面から縦断的調査を行っています。2011 年度には農村地域に暮らす 1000 名以上の子どもに身

体計測を行い、ローカルな成長チャートを作成しました。

④ ソロモン諸島国ガダルカナル州における国際プロジェクト

　研究協力機関：National…Health…Training…and…Research…Institute…(NHTRI)、群馬大学医学部、

　　　　　　　　国立感染症研究所寄生動物部

　研究テーマ：「民族紛争後の社会復興における地域住民の健康、マラリア罹患」、

　　　　　　　「肥満化のメカニズムの解明：思春期女子のライフスタイルと栄養・健康」

　太平洋の島嶼国もグローバル化の例に漏れず、急速な経済発展、近代化の渦中にあります。ところが、2000-

2004 に首都ホニアラで起きた民族紛争によって、この流れが一時的に停止され、昔の半自給自足的な農耕・漁労

システムへと逆行を余儀なくされました。その後、オーストラリア軍を中心とした多国籍軍によって治安は回復

され、現在、遅れを取り戻すかのように近代化が急速に進行しています。民族紛争以前の栄養、健康データと紛

争後のデータを比較することにより民族紛争の地域住民への健康影響を明らかにします。とくにマラリア罹患と

健康・栄養の関連、急激に太り出す年代である思春期女子に焦点を当てた調査を実施しています。

⑤ パプアニューギニア国西部州における国際プロジェクト

　研究協力機関：National…Research…Institute…(NRI)、高崎経済大学地域政策学部、群馬大学医学部、

　　　　　　　　宮城大学看護学部…

　研究テーマ：「狩猟採集社会の人口構造復元」、「狩猟採集民の子どもの未来可能性」

　東京大学医学部人類生態学教室（代表：大塚柳太郎名誉教授）が 1960 年代末から集約的に調査を行ってきたパ

プアニューギニア西部州の狩猟採集耕作民について再調査を行い、1980-81、1989、2003 に実施された人口センサ

スと合わせて解析し、1980 から 30 年間の人口構造の復元を行います。

　熱帯林の消失とともに急速に失われつつある狩猟採集活動を最新の機器（例：GPS、加速度計、代謝量ガス分析機）

と妥当性・信頼性の高い方法論を用いてその実態を評価します。また、伝統的なライフスタイルを営む狩猟採集

民の子どもの身体に肥満化や体力低下などの異変が起きているか検証します。

安達真由美

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院文学研究科人間システム科学専攻心理システム科学講座　准教授）

①「胎児が音楽に触れるとき：胎児と妊婦の個人特性に注目した縦断的探究」

　（日本学術振興会科学研究費補助金平成 23 〜 24 年度挑戦的萌芽研究代表者）
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　ヒトの胎児の音や音楽に対する学習能力については、1980 年代以降、様々な形で研究されてきましたが、その

多くは、聴覚形成後の 30 週齢以降の胎児を対象としています。しかし、音は振動として伝わるため、聴覚よりも

早く形成される触覚や皮膚感覚で知覚されている可能性もあります。さらに、外界の音は母胎を通して胎児に伝

わりますが、母胎が仲介するのは音の物理的要素だけではありません。その音を妊婦がどう聴くか、すなわち、

ストレスを感じるのかリラックスするのか、それによって、妊婦自身の生理的反応、すなわち母胎内の環境が変

化することで、胎児の音に対する反応が影響を受ける可能性もあります。

　このような問題意識から、この研究では妊婦の音や音楽に対する生理的・心理的反応に見られる個人差と、胎

児の音や音楽に対する反応の関係を、聴覚形成前の妊娠中期〜後期までを縦断的に追うことで、これまでとは異

なった視点から、胎児と外部の音や音楽との関係について探索的に調べます。この研究により、市場にあふれて

いる胎教や妊婦向けの音楽 CD の妥当性について、科学的視点から検討できると思います。

②「幼児期気質に関する 20 年間の時代変化と規定要因についての学際的研究」

　（日本学術振興会科学研究費補助金平成 23 〜 25 年度基盤研究 B 分担者）

　乳児期早期から観察される活動性、情動性、注意における個人差は気質とよばれ、遺伝的基盤をもち後の人格

発達の中核をなすと言われています。近年、子どもの気質的個人差が後の問題行動、対人関係、認知・言語発達、

学業成績等の広範囲に影響を及ぼすことが明らかとなり、発達の先行変数としてその重要性が再認識され始めま

した。また、ADHD や自閉症スペクトラム障害などの発達障害はそれぞれ特徴的な気質プロフィールを持つこと

が示されています。この研究では、幼児の気質と様々な環境要因（例えば、両親の気質・育児観、音楽視聴など

の心理社会的側面、食生活や有害物質暴露状況などの環境化学物質的側面）との関係を調べます。それにより、

次世代の健全育成に関わる有益な知見を得ると同時に、学校適応、発達障害等へのリスク要因を探索的に検討す

ることで社会貢献を目指しています。

白石秀明

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学病院小児科　助教）

胎児期、あるいは、小児期の環境汚染物質、内分泌かく乱物質への曝露による、熱性痙攣発症および重症化の　

影響

　小児期に好発する痙攣疾患である熱性痙攣は、家族集積性が報告されており、遺伝子異常との関連も示唆され

ていますが、発症要因に関する研究は未だ実施されていません。熱性痙攣の発症や重症化に、胎児期、あるいは

発達期の生活環境に存在する環境化学物質の暴露による影響があるのかを明らかにするのがこの研究の目的です。

　この研究は、環境省エコチル調査に参加する北海道ユニットの 9,000 人の児の中で、熱性痙攣を来した患者さん

に対して、質問票形式によるアンケート調査を行い、これらの結果と、エコチル調査で得られる、出生時臍帯血、

６歳時尿、妊娠中母体血と母体尿中の重金属や環境化学物質濃度との関連性を検討します。また、特に必要な例

に関しては、北海道大学病院、あるいは関連病院を受診して頂き、その病状を調査します。
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　この研究により、熱性痙攣の発症要因に何らかの環境要因が存在しないか、また、その重症化においての関連

が無いかを明らかにしたいと思います。また、この研究により、環境化学物質曝露の健康への影響を評価するこ

とが可能になり、次世代における健康被害の増大を防止することが可能となると考えています。
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（３）競争的資金獲得状況（特任教員分のみ）
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