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2. 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　特任教授

大規模な疫学調査研究を推進するために、「プロジェクト研究推進部門」を置き、環境健康科学に関する質

の高い大規模疫学研究を実施しています。その一つ目の柱になるのが、①環境省が 2011 年〜 2032 年まで実

施する「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」です。この他、センターの教員が中心となっ

て科学研究費補助金、受託研究等の競争的資金の獲得に努めています。現在進行中の大型プロジェクトとし

ては、②環境と子どもの健康に関する北海道研究（エコチル研究のモデルとなった北海道スタディ、③室内

空気質と健康に関する研究、④高齢者サポートネットワーク研究、⑤職域コーホートによる働く人の健康に

関する研究などがあります。得られた成果は、原著論文、学会などで発表しているだけでなく、道民カレッ

ジ「ほっかいどう学」大学放送講座の第４回「環境と子どもの健康〜２万人が協力する疫学研究〜」などを

通じて、一般市民向けに公開しています。

なお、センターの運営は、すべて獲得した間接経費で運営しています。その内訳は後段に示しました。以

下に各研究の現状を記します。

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）」
当センター内に北海道ユニットセンターが設置され、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調査を行っています。2011 年 2 月から、3 年間で 9、000 人の妊婦さんの参加をめざし

ており、2014 年 1 月 19 日時点で、札幌地区は 4、097 人、北海道全体で 7、504 人の参加が得られました。

また『本調査』では実施しない計測を行う『追加研究』として、新生児の陰茎長・肛門性器間距離・精巣体積、

第 2 指／第 4 指比を測定し、胎内における環境化学物質曝露による影響を解明する研究を行っていますが、

これについては札幌地区のエコチル調査協力医療機関のうち 12 施設の協力を得て、本調査とは別に同意を

取り直して実施しています。

2）環境と子どもの健康に関する北海道スタディ
2002 年から立ち上げた 2 万人規模の前向きコーホート研究で、一般環境における化学物質曝露が胎児発

育や先天異常、感染症、アレルギー、行動発達に影響するのかを解明し、科学的根拠がほとんどなかった

低濃度 PCBs･ ダイオキシン類による次世代影響、特に先天異常や発育、発達、免疫系などへの影響につい

て日本人の疫学データをもってリスク評価を行います。センターが発足以降、着実に研究成果があがって

います。現在までに得られた主要な研究成果としては、2 つのコーホートから論文約 60 編を発表しました。

具体的な内容を、以下に示します。

①　ダイオキシン PCDD/PCDFs 曝露により出生体重低下、6 か月児のベイリー運動発達遅延、臍帯血 IgE

低下、感染症罹患のリスク上昇等を異性体毎に世界で初めて明らかにしました。発達障害は出生後の生

活環境も考慮し、胎児期曝露の影響がいつまで持続あるいはキャッチアップするかなど詳細を明らかに

するので、国民にわかりやすい貴重なデータとなります。

②　喫煙やダイオキシン曝露と関係する、AhR、 CYP、 GST の SNP ｓの組合せによるハイリスク群を示し

ました。現在さらに後天的（エピゲノム）修飾を解析し、遺伝的ハイリスク群の解明と予防対策の提言

に貢献していきます。
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③　有機フッ素系化学物質 PFCs では POPs 条約で濃度が低下した PFOS と PFOA に比べわが国で曝露量

が増加している PFNA、PFDA など炭素鎖が長い PFCs により出生体重やアレルギー、臍帯血 IgE への

影響を認めました。

④　ビスフェノール A（BPA）の臍帯血濃度は母と同レベルであり、胎児への移行が示唆されました。今後、

BPA の低用量曝露による神経系や性分化などの次世代影響を科学的に検証していきます。

⑤　フタル酸エステル類、有機リン系難燃剤の胎児期および 7 歳時点での曝露評価とリスク解析を行い、

アレルギーなど免疫系への影響を明らかにしました。

⑥　これまで神経発達への PCBs･ ダイオキシン類や PFCs 曝露影響を報告しましたが、遺伝的感受性要

因を考慮した報告は未だありません。今後、化学物質のシグナル撹乱が示唆される核内受容体を介した

DNA メチル化への影響や、エピゲノム修飾が児のアレルギー・発達等に及ぼす影響を解明します。

以上の諸研究は、WHO の“Endocrine Disrupters and Child Health（2012）”や第 3 回国際化学物質会議

（ICCM、2012）での「内分泌攪乱物質の理解促進」に沿って、2020 年までに環境化学物質による健康・環境

への影響を最少にする努力や国民の保健医療福祉の向上に直結するものです。

3）本学他部局の兼務教員との共同研究
特にセンター開設後は、本学の多様な部局の兼務教員との共同研究が進みました。具体的な内容を、以

下に示します。

①　兼務教員（医学研究科生殖・発達医学講座産科・生殖医学分野：水上尚典教授）と共同で、北海道スタディ

の中で妊娠初期（第 1 三半期）の母体血清葉酸濃度と流早産リスク等に関する研究を開始し、平成 25 年

度には専門誌に結果が掲載されました。

②　兼務教員（医学研究科腎泌尿器外科学分野：野々村克也教授ら）との共同研究では、臍帯血中ホルモ

ン濃度を分析して環境化学物質曝露による性腺機能への影響を明らかにするとともに、児の第 2 指／第 4

指比に与える影響や、8 歳児の遊びの性的傾向への影響を解明します。

③　兼務教員（医学研究科皮膚科学分野：清水宏教授、乃村俊史助教）との共同研究では、アトピー性皮

膚炎に関する環境要因と遺伝要因に関する研究を開始しました。アトピー性皮膚炎の病因には、1. 免疫

学的要因、2. 皮膚のバリア機能異常、3. 環境の複合要因の関与が指摘されていますが、このうちアトピー

性皮膚炎関連遺伝子として着目され、角質形成と皮膚の保護作用に重要な役割を果たすフィラグリン遺

伝子の変異を解析し、さらに自宅環境におけるダニアレルゲンや可塑剤曝露による影響を包括的に明ら

かにします。

④　兼務教員（医学研究科小児科学分野：有賀教授、白石秀明助教）との共同研究では、近年増加してい

る自閉症スぺクトラム（ASD）などの神経発達障害に関する環境化学物質と遺伝的要因に関する研究計

画を立案しました。ASD や ADHD の発症要因は、胎児期および乳幼児期の農薬やフタル酸エステル類

など化学物質曝露によるとの報告がありますが、発症要因は単一ではなく、環境要因に起因する胎児期

や出生後早期のエピゲノム変化や、疾患感受性遺伝子の関与も示唆されており、環境遺伝交互作用を明

らかにする研究計画を立て、申請中です。

⑤　発達障害への影響解明については、兼務教員（教育学研究院室橋教授、医学研究科有賀教授、白石助

教ら）と共同で、8 歳時調査票にて ADHD 関連症状の国際的指標である Conners3 日本語版、ADHD-

RS、ASQ、問題行動評価指標（CBCL）を評価指標として調査しています。さらに ADHD 疑いを症例群

として、性・年齢をマッチさせた対照群を選出、発達対面調査を実施し、児の知能検査など詳細な情報

を収集中です。
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⑥　医学研究科麻酔・周産期医学分野：森本裕二教授らの研究では、北海道スタディの 8 歳に達した参加者

を対象に、帝王切開時の手術歴を調査し、分娩時様式と乳幼児期の手術経験が、学童期行動発達に及ぼす

影響を評価します。日本での大規模集団での報告はなく、北海道スタディの調査票データを用いて関連性

を検討しています。

⑦　招へい教員である社会福祉法人北海道療育園美幌療育病院：花岡知之副院長および客員研究員である北

海道情報大学：喜多歳子教授は 42 か月児の行動発達について、K-ABC 心理・教育アセスメントバッテリー、

問題行動評価指標（CBCL）を用いて、母体血中ダイオキシン類、PFOS/PFOA、毛髪水銀などの環境化学

物質曝露影響を検討しています。また、北海道スタディの記述疫学データについて、現在生死流産・妊娠

中疾患と社会経済要因との関連性についても検討中です。

⑧　農学研究院・松浦准教授の協力を得て環境化学物質の中でも、特に有機フッ素化合物（PFCs）については、

PFCs11 種類の一斉測定系を確立し、2003 〜 2011 年の経年変化と PFOS、PFOA の出生体重への曝露評価、

2 歳児までのアレルギー症状との関連を検討しました。

⑨　獣医学研究科・石塚真由美教授との共同研究では、北海道スタディ小規模コーホートの出生児臍帯血

DNA（267 名）を用いて胎児期の内分泌かく乱物質曝露の DNA メチル化への影響を調べた結果、有機フッ

素化合物（PFOA）曝露による IGF2 低メチル化、MEHP 曝露による H19 低メチル化、メチル水銀曝露に

よるLINE1高メチル化が示されました。これらメチル化の変化が児の発達・発育に与える影響を検討中です。

4）「室内質空気と健康」に関する研究
　室内環境要因とシックハウス症候群やアレルギーとの関連を明らかにするための疫学研究で、現在は、特

にプラスチックの可塑剤やリン系難燃剤による子どものアレルギーへの影響に着目して研究を進めています。

北海道スタディに参加する 7 歳児を対象に、子どもの尿と自宅ハウスダストを収集し、ダスト中の可塑剤・

難燃剤濃度を分析するとともに、子どもの尿中に含まれる代謝物濃度を分析による個人の生物学的モニタリ

ングを継続しています。さらに札幌市およびその近郊の調査対象者の自宅を訪問し、ダストのサンプリング

や自宅環境のインスペクションを実施し、室内環境要因としてダニアレルゲンやダンプネスも含めてアレル

ギーへの影響解明に取り組んでいます。

5）高齢者サポートネットワーク研究
　高齢者をめぐるサポートネットワークの重要性を明らかにする目的で、行政による支援と同時に、家族・

友人・近隣などの身近な人間関係が高齢者の心身の健康や Well-being にもたらす影響を解明する長期的な前

向きコーホート研究を行い、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の関連について多面的

に検討しています。現在は介護予防に及ぼす効果についての調査の成果を報告しています。

6）職場の労働時間や働く人の睡眠、ストレスなどが勤労者の心身の健康（高血圧や糖
　 尿病など）に与える影響

　職域集団を対象に招聘教員の西條泰明教授・吉岡英治准教授らと追跡を継続し、労働態様がどのように高

血圧や糖尿病など、いわゆる作業関連疾患リスクの罹患リスクを上げるかについて研究しています。

以上のように広範囲で、かつ新しい大規模プロジェクト研究を推進しています。
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（2） 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）研究概要

近年、化学物質等の環境要因による子どもの成長や発達に及ぼす影響、特に妊娠中の胎児期曝露による

影響に対して世界的に関心が高まっています。そこで環境省では 2011 年 1 月から、全国 15 カ所のユニッ

トで、10 万組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。

妊娠初期の妊婦をリクルートし、妊娠中の血液、尿、臍帯血、母乳などの生体試料から化学物質等の分

析を行い、半年ごとの記入式質問票でお子さんが 13 歳になるまで定期的に健康状態を追跡し、遺伝要因や

社会要因、生活習慣要因も考慮した上で、胎児期から小児期にわたる子どもの成長や発達に影響を与える

環境要因を統計学的解析により明らかにしていきます。参加者の 5％のお子さんにつきましては家庭訪問や

発達調査など詳細調査を実施いたします。結果は、有害な環境による子どもの疾患の軽減や予防対策に利

用され、最終的には化学物質の適切なリスク管理につなげることを目標としています。

道内のエコチル調査は北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学、日本赤十字北海道看護大学の４大学

が連携して調査を実施しています。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。リクルート期間 2011 年 3 月〜 2014 年 3 月末までの 3 年間で、8250 人

の妊婦参加を目指しています。

2）2012（平成 24）年度、2013（平成 25）年度の進捗状況
① 調査対象者のリクルート及び登録数

2011 年 2 月から開始したリクルートを引き続き行政窓口と医療機関の両方で行いました。2011 年度の

リクルート数が目標数より大幅に低かったことから、2012 年以降はリクルート数増加のために、各サブ

ユニットで様々な対策を行い、対象者となるすべての妊婦に接触できるよう心掛け、その結果 2011 年度

に年間 2383 人だった同意数は、2012 年度は年間 2861 人と増加しました。

2013 年 12 月 31 日現在の北海道ユニット参加登録数を図１に示します。母親参加登録数は 7,476 人で、

3 年間の目標数 8,250 人に対して 90.6％の達成率です。

 
図 1　北海道ユニット月別リクルート数
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② 産科医療機関との連携
札幌 33 か所、旭川 13 か所、北見 4 か所の産科婦人科医療機関に調査医療機関として協力をしていた

だいています。協力医療機関には定期的に、エコチル調査から得られたデータを元に進捗報告会を行い、

連携を深めました。

③ 小児科医療機関との連携
2013 年度から「疾患情報登録調査」が開始しました。これは参加している子どもが成長する過程で特

定の疾患に罹患された場合、保護者記入の質問票では把握できない専門的な事項について、かかりつけ

医療機関から情報提供をいただき、この調査をより医学的に正確なものとすることを目的としています。

調査開始前より小児科関係者へエコチル調査の理解を深めてもらうため、小児科医会などで PR を行い

ました。対象となる子どものかかりつけ医療機関には調査協力医療機関になってもらい、登録しています。

④ 行政との連携
調査リクルートを行う母子手帳交付窓口の担当職員へ定期的に進捗報告を実施し、調査への興味・理

解を深めています。また、行政が行うイベントで調査の PR、リクルートを行っています。

⑤ 調査実施体制
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。

⑥ 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、ホームページを定期的に更新し、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。

⑦ 広報
エコチル調査の認知度を上げるために、テレビ CM、地元市報、地元新聞、地元フリーペーパーへの

広告掲載を行い、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。

エコチル調査から得られたデータを元に、学会での発表も行いました。

また、ホームページを定期的に更新し、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。



Ⅱ．部門報告

37

3）活動報告
① 会議・委員会等

● 2012（平成 24）年度

・平成 24 年度エコチル調査北海道ユニットセンター WEB 会議（毎月 1 回開催）

　⇒ 2012 年：5 月 10 日、6 月 14 日、7 月 12 日、8 月 9 日、9 月 13 日、10 月 10 日、11 月 12 日

　⇒ 2013 年：1 月 10 日、2 月 14 日、3 月 19 日

・エコチル調査札幌サブユニット進捗状況説明会（2012 年 4 月〜 8 月・協力医療機関にて）

・平成 24 年度エコチル調査北海道 UC　地域運営協議会：2013 年 2 月 25 日

● 2013 年（平成 25）年度

・平成 25 年度 エコチル調査北海道ユニットセンター WEB 会議（毎月 1 回開催）

　⇒ 2013 年：4 月 16 日、5 月 20 日、6 月 11 日、7 月 8 日、8 月 13 日、9 月 10 日、10 月 21 日

　　　　　　11 月 12 日、12 月 16 日

　⇒ 2014 年：1 月 23 日

・エコチル調査札幌サブユニット進捗状況説明会（2013 年 4 月〜 10 月・協力医療機関にて）

・平成 25 年度エコチル調査北海道 UC　地域運営協議会　2014 年 2 月 17 日

② 定例会議
●エコチル調査コアセンター WEB 会議 　　　　　　毎月第 1 火曜日　 15:00 〜 17:00

●エコチル調査事務局会議  　　　　　　　　　　毎週木曜日　　　13:30 〜

●エコチル調査 RC ミーティング　　　　　　　　　　毎週火曜日　　　15:30 〜

●エコチル調査 RC 全体会議　　　　　　　　　　　　毎月第 2 木曜日　15:30 〜

③ 行事・イベント等
● 2012（平成 24）年度

　エコチル調査 PR イベント「つなげよう！“エコチル調査”の輪」　2012 年 8 月 19 日

エコチル調査札幌サブユニット進捗状況説明会の様子

エコチル調査 PR イベント「つなげよう！ “ エコチル調査 ” の輪」の様子
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● 2013（平成 25）年度

・エコチル調査神奈川ユニットセンターとの情報交換会 …………………………… 2013 年 3 月 15 日

・エコチル調査高知ユニットセンターとの情報交換会 ……………………………… 2013 年 6 月 28 日

・エコチル調査福島ユニットセンター訪問 …………………………………… 2013 年 7 月 10 〜 11 日

・エコチル調査愛知・甲信・高知ユニットセンターとの意見交換会 ……………… 2013 年 7 月 30 日

・市民講演会「環境と子どもの健康」 ……………………………………………… 2013 年 10 月 11 日

・エコチル調査国際シンポジウム in 名古屋 ……………………………………… 2013 年 11 月 18 日

・エコチル調査高知ユニットセンターとの情報交換会 …………………………… 2013 年 12 月 25 日

 

④ 講演・研修等
● 2012（平成 24）年度

・NPO 北海道思春期教育ネットワーク　夏季セミナー …………………………… 2012 年 8 月 26 日

・北区ＰＴＡ連合会 「屯田・新琴似地区部会　講演会」 …………………………… 2012 年 9 月 18 日

・札幌サブユニット・旭川サブユニット訪問研修・RC 交流会 …………………… 2012 年 12 月 5 日

・北翔大学より学生訪問研修 …………………………………………………………… 2012 年 12 月 7 日

・積水ハウスイベント「春の住まい参観日」 ………………………………………… 2013 年 3 月 3 日

  

エコチル調査　国際シンポジウム in 名古屋の様子

札幌サブユニット・旭川サブユニット訪問研修・RC 交流会の様子
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● 2013（平成 25）年度

・ワミレス美顔技術競技会 ……………………………………………………………… 2013 年 4 月 21 日

・北海道小児保健研究会  ……………………………………………………………… 2013 年 5 月 18 日

・札幌啓成高校・新聞局の取材訪問 …………………………………………………… 2013 年 6 月 21 日

・第 11 回北海道周産期談話会 ………………………………………………………… 2013 年 8 月 17 日

・第 43 回北海道母性衛生学会 ………………………………………………………… 2013 年 9 月 14 日

・エコチル調査　国際シンポジウム in 名古屋 …………………………………… 2013 年 11 月 15 日

・北翔大学への出前研修  …………………………………………………………… 2013 年 11 月 19 日

・札幌小児科医会学術講演会 …………………………………………………………… 2013 年 12 月 4 日

⑤ PR 活動
● 2012（平成 24）年度

・札幌市北保健センター

　⇒母親教室　　毎月第 1・4 週目の水曜日に開催

　⇒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）

　　5 月 25 日、8 月 27 日、11 月 30 日

・札幌市豊平保健センター

　⇒母親教室　　毎月第 1・4 週目の金曜日に開催

　⇒両親教室　　 7 月 29 日（パンフレット配布）

・プレママわくわくセミナー「ハロー赤ちゃん」（財）母子衛生研究会主催

　⇒ 2012 年：4 月 23 日、5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 20 日、8 月 25 日、9 月 24 日、12 月 21 日

　⇒ 2013 年：1 月 28 日、2 月 24 日、3 月 22 日

・ワーキングマタニティスクール　札幌市主催

　⇒ 2012 年：7 月 8 日、9 月 1 日、11 月 11 日

　⇒ 2013 年：1 月 19 日、3 月 10 日

● 2013（平成 25）年度

・札幌市北保健センター

　⇒母親教室　　毎月第 1・4 週目の水曜日に開催

　⇒父親教室　　11 月 22 日（パンフレット配布）

・札幌市豊平保健センター

　⇒母親教室　　毎月第 1・4 週目の金曜日に開催

　⇒両親教室　　5 月 24 日、8 月 23 日（パンフレット配布）

  
北翔大学より学生訪問研修（2012） 北翔大学への出前研修（2013）



Ⅱ．部門報告

40

・プレママわくわくセミナー　ハロー赤ちゃん  （財）母子衛生研究会主催

　⇒ 2013 年：4 月 21 日、5 月 22 日、6 月 24 日、8 月 29 日、9 月 20 日、10 月 28 日、11 月 18 日、12 月 20 日

　⇒ 2014 年：1 月 21 日、2 月 24 日

・ワーキングマタニティスクール　札幌市主催

　⇒ 2013 年：5 月 26 日、9 月 1 日、11 月 9 日

　⇒ 2014 年：1 月 19 日、3 月 8 日

　　　　

  
プレママわくわくセミナー「ハロー赤ちゃん」の様子
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（3）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）
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 12 年を過

ぎました。北海道スタディは、道内 40 カ所ほどの医療機関からご協力いただいている「北海道大規模コー

ホート」（以下大規模コーホート）と「札幌市内 1 産科病院コーホート」（以下東豊コーホート）の 2 つのコー

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、

胎児期から環境化学物質濃度を測定し、その影響を分子生物学的なレベルで（SNP やエピゲノム修飾を含

めて）解明することにあります。大規模コーホート・小規模コーホートともに、早い時期に登録したお子

さんは 10 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。当該研究からはす

でに約 70 本の英文邦文論文が輩出されています。

① 北海道大規模コーホート
大規模コーホートでは、医療機関のご協力のもと、妊娠初期から妊婦 20,929 人（2014 年 1 月 16 日末）

の登録を得ています。研究の流れは下の図に示しました。

2012 〜 2013 年 2 年間の大きな特徴は、7 〜 8 歳児の学童期を対象にした 3 つの研究グループが順調に

進んでいることと、新たに乳幼児期の発育・発達の調査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（軽度な発達障害など）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。1 歳半からの乳幼児期を対象とした研究４では、社会経済的な環境要因と発達や

問題行動との関連を明らかにするため調査研究を立ち上げました。

次に各研究について簡単に説明します。

北海道大規模コーホートの時系列の流れ
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●研究１．アレルギーの発症リスクの解明  

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

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。過去の調査票データもリンクし、環境とアレルギーに関与する遺伝子（FLG 変

異など）の複合的影響を評価する計画です。

●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 スクリーニングに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・他の発達障害との鑑別・

親のストレス・家族関係などの質問票調査を行います。

Conners3 日本語版で ADHD 疑いの可能性が高い群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）・児への知能検査を行っ

ています。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、臨床においても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な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（COMT、

DRD1/2/3/4/5TH、MAOA、DAT1、DRD4 など）、および代謝酵素遺伝子（CYP1A1、CYP1B1、

AhR、AhRR、EPHX1、NAT2 など）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（プロメガ社）を用いて行う研究です。アレルギーや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、冷凍保存してきた母体血から測定した葉酸値・コチニン値と調査票データ

の連結を進めています。

●研究 4．社会環境要因による発達への影響の解明

1 歳 6 か月児と 3 歳児の発達と問題行動に及ぼす社会経済的環境の影響を評価します。多角的な発

達評価（運動、言語、社会性、自立など）ができる KIDS と併せて、子どもの問題行動については、

M-CHAT（1 歳 6 か月）と CBCL（3 歳）による質問紙調査を実施します。加えて、1 歳 6 か月児には

育児環境（HOME の日本版）、育児ストレス（PSI）などの養育環境、3 歳児には社会経済環境の再評

価を行います。

子どもの発達には環境化学物質のみならず、親の社会経済状況や養育態度などの社会環境も大きく

影響しています。また、就学前の子どもの発達は、後の学業や成人になってからの保健行動や健康状

態に影響することが報告され始めています。そこで、胎児期からのデータとの相互作用も含めて、子

どもの発達とその変化に影響する要因とその関係の強さを明らかにしていく予定です。
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② 札幌東豊コーホート
札幌東豊コーホートは、札幌市内 1 産科病院のご協力のもと 514 名の登録をいただき、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 歳児の調査が終了しデータを整理している段階です。

2）活動報告
① 会議・委員会等

● 2012 年（平成 24 年度）

・第 1 回班会議　2012 年 8 月 2 日　18 時　KKR ホテル札幌

・第 2 回班会議　2013 年 2 月 7 日　18 時　KKR ホテル札幌

● 2013 年（平成 25 年度）

・第 1 回班会議　2013 年 8 月 6 日　18 時　KKR ホテル札幌

・第 2 回班会議　2014 年 1 月 16 日  18 時　TKP 札幌駅カンファレンスセンター

② 定例会議
●北海道スタディ週例会議

毎週月曜日　9：30 〜（センターミーティング開催日は 10：00 〜）開催

札幌東豊コーホートの時系列の流れ
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3）研究成果
① 環境化学物質曝露と遺伝的感受性素因の複合効果－母の喫煙が胎児発育に及ぼす影響

　遺伝子型を考慮しなければ、妊娠中の母親の喫煙で出生時体重は 135g 低下しましたが（p=0.002）、母

親の遺伝子型で分類した場合の出生時体重は AhR 遺伝子多型が GG 型では 211 g（p=0.006）、CYP1A1

遺伝子多型が TC/CC 型では 170 g（p=0.01）、また、GSTM1 遺伝子多型が Null 型では 171g 低くなり

（p=0.004）、遺伝子型を考慮しない場合と比較するとより大きく低下しました。

　さらに、AhR 遺伝子と CYP1A1 遺伝子の多型を組み合わせると AhR 遺伝子 GG 型でかつ CYP1A1 遺

伝子 TC/CC 型では 315g 低くなり（p=0.007）、また、CYP1A1 遺伝子と GSTM1 遺伝子の組み合わせで

みると、出生時体重は母親の遺伝子型が CYP1A1 遺伝子 TC/CC 型でかつ GSTM1 遺伝子 Null 型では

237g 低下しました（p=0.01）［上の図を参照］。

　一方、妊娠中喫煙しなかった母親では遺伝子多型によって出生時体重が低下することはありませんで

した。

　胎児発育は妊娠初期よりも妊娠後期の喫煙曝露に影響を受け、禁煙することで胎児発育に及ぼすリス

クが減少することがわかっていますが、この研究では、母親が妊娠初期に禁煙した場合、母親の遺伝子

型にかかわらず、出生児の体重・身長・頭囲が非喫煙の母親からの出生児と変わりませんでした。以上

のことから、遺伝的ハイリスク集団に焦点を当てた禁煙指導が重要であることが示唆されます。

　今後の研究ではホルモン様作用物質などの環境要因の検討と同時に、環境化学物質の代謝に関与する

遺伝子多型について解析し、遺伝子 - 環境交互作用を総合的に検討して遺伝的ハイリスク群の存在を解明

することが必要です。それにより、ハイリスク群に効果的な予防対策を構築することが可能となり、妊

娠時および出生時におけるリスクの減少のみならず、乳幼児期以降の疾患の予防、さらには、成人期に

おける生活習慣病発症の予防への貢献も期待されます。

② 妊婦の喫煙と葉酸代謝酵素遺伝子多型が出生時体重に及ぼす影響
　妊娠初期血清葉酸濃度の平均値は 7.69 ng/ml で、うち 3.0 ng/ml 未満の「葉酸欠乏群」は 0.4%、3.0 〜

6.0ng/ml の「葉酸低値群」は 30.4% でした。妊娠中の母の喫煙により血清葉酸濃度は有意に減少したこ

とがわかります（図② -1）。

図① -1　喫煙妊婦における出生時体重と、CYP1A1・AhRおよびGSTM1遺伝子多型との関連
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　次に、喫煙状況を「非喫煙」「軽度喫煙：10 本未満 / 日」「中度喫煙：10 本以上 / 日」の 3 群に、また、

血清葉酸濃度を「正常値：6 ng/ml 以上」「低値：6 ng/ml 未満」の 2 群に分類して、出生時体重を比較

したところ、「非喫煙で葉酸正常値」群に比べ、「中度喫煙で葉酸低値」群の出生時体重は約 107g 低下し

ました（図② -2）。

　さらに、葉酸代謝に関与する 5、10-MTHFR 遺伝子（A1298C）の多型と血清葉酸濃度との関連を検討

すると、5、10-MTHFR 遺伝子 AC/CC 型の妊婦に比べて AA 型の妊婦では血清葉酸濃度が低くなりま

した（図② -3）。

　最後に、妊婦の喫煙状況と 5、10-MTHFR 遺伝子多型を組み合わせて出生時体重を検討すると、非喫

煙妊婦で 5、10-MTHFR 遺伝子 AC/CC 型と比較して喫煙妊婦で AA 型では出生時体重が 107g（95%CI、

-180 to -34、p=0.004）低下し、特に男児では -117g（95%CI、-218 to -15、p= 0.025）とより低下しました。

以上より、葉酸代謝酵素の多型によるハイリスク群では禁煙が一層重要となることが示唆されました。

図② -1　妊娠中の喫煙状況による母体血清葉酸値

図② -3　母体血清葉酸値とMTHFR遺伝子多型との関連

図② -2　妊娠中の喫煙状況、母体血清葉酸値と出生時体重
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（4） 室内空気質と健康
1）研究総括

　近年アレルギー疾患の増加が問題になっており、その要因の一つとして合成化学物質の増加が懸念され

ています。そこで、現在プラスチックに流動性をもたせる可塑剤や燃焼から守る難燃剤として汎用されて

いるフタル酸エステル類やリン酸トリエステル類に着目し、これらの化学物質曝露によるシックハウス症

候群や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疫学研究を進めています。

　これまでに、①全国の新築戸建て住宅、②学童を対象として比較的築年が経過した住宅や集合住宅も含

めた調査研究を行いました。本研究成果により日本における曝露実態に関する基礎データを提供し、フタ

ル酸エステル類・リン酸トリエステル類の人へのリスク評価を行い、最終的には、環境基準の設定やリス

ク管理の科学的根拠を示すことが可能になります。本調査研究では、これまでに約 40 編の論文と、2 編の

共著を輩出しています。

① 新築戸建て住宅調査
　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実施しました。

2003 年に戸建て住宅 6080 軒に調査票を郵送、2297 軒（有効回答率 41%）から回答を得て、2004 〜 2006

年には住宅 425 軒で継続した 3 年間で 3 回、気中化学物質濃度、気中真菌同定、ダスト中ダニアレルゲ

ン量を測定しました。また、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

ル類のダスト中濃度、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、3 年目とな

る 2006 年には実施しました。健康に関する質問紙調査は、家族全員に実施しました。

② 学童の調査
　2008 年に、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

調査を配付、7064 人（回収率 69.9%）から回答を得ました。翌 2009、2010 年には、学童が居住する住宅

として、比較的築年が経過した住宅や集合住宅も含めた 178 軒の環境調査（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。札幌市では 12 の札幌市立小学校の協力を得て、全生徒 6393 人に調査

を実施し、児童の自宅 128 軒で調査を行い、児童とその家族全員の尿を収集、ダスト中のフタル酸エス

テル類およびリン酸トリエステル類濃度、尿中フタル酸代謝物濃度を測定し、アレルギーとの関連を解

析しました。

2）主な結果
　小学校の調査では、4254 人の調査票を回収し、喘息、およびアトピー性皮膚炎の有病率はそれぞれ

12.8%、16.7% でした。

図 1　アトピー性皮膚炎と喘息の有病率
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　喘息は、電気を熱源とする暖房器具と比較して、屋外排気のない電気以外（灯油やガスなど）の暖房器

具を用いて機械換気がない場合はリスクが 2.23 倍になりました。

　アトピー性皮膚炎のリスクは、目に見えるカビのない家と比較して、カビがある家では 1.25 倍、カビ臭

のない家と比較して、ある家では 1.54 倍、電気を熱源とする暖房器具を使用している家と比較して、電気

以外でかつ、屋外排気のない家ではそれぞれ 1.45 倍にリスクが上昇しました。

　ダスト中のフタル酸エステル類 8 化合物、リン酸トリエステル類 11 化合物の濃度を分析した結果、フタ

ル酸エステル類濃度は諸外国と比較し、床ダスト中のリン酸トリス（ブトキシエチル）（TBOEP）濃度が

スペインの 3.2 倍、ベルギーの 15.2 倍でした。その他のリン酸トリエステル類についても、諸外国に比べ、

相対的に高い傾向を示しました。これは、日本では、臭素系難燃剤からリン系難燃剤への転換が諸外国と

比較して早くに行われたことが理由と考えられます。また、個々の化合物の濃度と住宅特徴との関係では、

フローリング（一般的な集積材の場合）の床で他の床材に比べフタル酸イソブチル（DiBP）、TBOEP の濃

度が有意に高く、ビニール（PVC）の床でフタル酸ジ -2- エチルヘキシル（DEHP）の濃度が有意に高い結

果になりました。

図 2　暖房と機械換気との組み合わせと喘息の関連

図 3　カビおよび暖房と機械換気との組み合わせとアトピー性皮膚炎の関連
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　壁材が PVC の場合、その他の壁材と比較してフタル酸ジ -2- エチルヘキシル（DEHP）とフタル酸ジイ

ソノニル（DINP）濃度が有意に高くなりました。また、DEHP と DINP については、PVC 製の内装材の

数とも有意な相関を示しました。TBOEP は比較的新しい家で濃度が高く築年とともに減少しましたが、リ

ン酸トリス（2- クロロエチル）TCEP については古い住宅で濃度が高くなる傾向を示しました。

　フタル酸エステル類のうち、フタル酸ブチルベンジル（BBzB）、DEHP、DiBP の濃度が高いことが、喘息、

アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎のリスクをあげていました。また、年齢で層別解析を行ったところ、

大人よりも子どもの方がダスト中のフタル酸エステル類に対し、脆弱性を示しました。リン酸トリエステ

ル類では、リン酸トリス（2- クロロイソプロピル）（TCIPP）とリン酸トリス（1,3- ジクロロ -2- プロピル） 

（TDCIPP）の濃度が高いことが、アトピー性皮膚炎のリスクを、リン酸トリ -n- ブチル （TNBP）濃度が高

いことは喘息とアレルギー性鼻炎のリスクをあげていました。

　現在、北海道で実施している 2 万人の大規模出生コーホート登録者のうち、7 歳になる児童について

ISAAC 調査票を用いたアレルギー調査と、自宅ダストサンプルおよび尿サンプルを収集しています。また、

2012 年 10 月〜 11 月、2013 年 10 月〜 11 月にそれぞれ 64 軒、32 軒の住宅訪問調査も実施しました。今後、

コーホート研究の中でコーホート内症例対照研究の形で環境分析を実施し、アレルギー症状へのリスクに

ついての検討を行う予定です。

3）活動報告
① 会議・委員会等

●アドバイザリーボード

　・第２回会合  2012 年 6 月 5 日

　・第３回会合  2013 年 5 月 30 日

●中間評価ヒアリング  2013 年 8 月 8 日

●研究成果報告会  2014 年 3 月 10 日

② 定例会議
週例会議　毎週金曜日　10:00 〜　開催

図 4　床ダスト中 DiBP 濃度と床材の種類との関連 図 5　床ダスト中 DEHP 濃度と床材の種類との関連
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（5）高齢者サポートネットワークと健康に関する研究
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。

高齢者サポートネットワーク研究のグループでは、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

研究（2007 年；本別町、鷹栖町）を行いました。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）

を無作為対象化試験のデザインで介入研究を実施しました。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 の効果か訪問による効果

なのか区別出来ない）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。訪問内容のみ FIT を用いた家庭訪問と会話のみの訪問に無作為に分け、訪問前後の効果を

検証したところ、認知機能の前頭葉機能の検査（FIT）で有意な改善効果が認められました。2012、2013

年は、日高町、新ひだか町での予防型家庭訪問の認知機能や抑うつ状態への効果を論文にまとめました。

図 1　在宅高齢者生活機能向上ツール（Functioning Improvement Tool：FIT）

図 2　認知機能への効果 図 3　軽度御認知機能低下群※の MMSE 得点変化
※軽度の認知機能低下群：事前評価の MMSE 得点：18 ～ 23 点
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また、日高での調査データを用いてソーシャル・キャピタル（社会的資源）の 1 指標である一般的信頼

感に関連する要因を検討した結果、教育歴が健康状態より一般的信頼感に影響することが示唆されました。

日本の高齢化はますます進み、高齢者福祉は 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。本研究部門では、全体としてこれまでに約 40 編の論文および、

4 編の共著を輩出しています。
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（6）働く人々の心身の健康に関する研究
1）研究総括

わが国では職域の健康診断の対象は 1000 万人以上に上り、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した。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ーホート研究による疫学的検討を行っています。

前向きコーホート研究は、３自治体職員、１運輸会社の約 9000 人を対象としています。2003 年度にはベー

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 1 自治体では健診時に動

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その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

検討しています。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した。職業ストレスの評価は要求度―コントロー

ルモデル（JCQ モデル）、努力―報酬不均衡モデル（ERI モデル）の 2 つの尺度を用いて検討を行いました。

これまでのところ、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報告しました。

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。本調査研究

では、これまでに約 70 編の論文と、2 編の共著を輩出しています。

2）活動報告
追跡調査は 2008 年度で終了したため、2012 年度および 2013 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。以下の通り、主な研究成果を示します。

吉岡らはベースラインデータの解析を行い、男性労働者における職種と職業性ストレス（JCQ モデル、

ERI モデル）が不眠に及ぼす影響を調査しました。その結果、２つの職業性ストレスモデルの不眠リスク

を比較すると、JCQ モデルでは職種とストレスのリスクはほぼ相加的でしたが、ERI モデルでは相加的と

は言えず、低い職業階層のものがよりストレスに脆弱である、という結果が得られました。本研究の成果

は雑誌 International Journal of Behavioral Medicine （2013 Sep; 20（3）: 355-364） に掲載されました。

次に佐々木らは、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、雑誌 Alcohol （2013 

Dec; 47（8）: 643-649） で報告されました。
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（7）その他の研究プロジェクト
1）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）

　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、いわゆる“難治性気管支喘息”

の存在が、現在の現在喘息診療の最重要課題です。呼吸器症状と生理学的指標により定義されている気

管支喘息という疾患は、多くの疾患からなる集合体であると考えられるようになり、喘息病態の更なる

理解及び新規治療薬の開発には、その病型分類が重要であると考えられます。

　当科では、2010 年より、北海道内の各病院より難治性喘息患者を登録し、患者背景調査、精密検査各

種をおこなっています。更には、少なくとも 3 年間の前向き追跡調査も開始しており、2013 年 12 月の時

点で、難治性喘息 127 人の登録が完了しています。本邦の高い喫煙率を反映し、本研究では喫煙者も含

めることで、喫煙が喘息に及ぼす影響を明らかにすることが期待され、喫煙者が除外されている欧米で

の大規模研究では得ることのできない重要な結果であると考えられています。

　また、気管支喘息の各種臨床指標（呼吸機能、気道炎症、症状スコア）に関与するバイオマーカーの

探索も一つの柱とし、将来的な個別化治療に向けた予備的検討をおこなう予定です。

2）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 皮膚科学分野　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したが、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。

　皮膚科では、北海道スタディーに参加した児のうち、約 1000 人を対象にフィラグリン遺伝子解析を行

い、病因変異の保有率を検討しています。また、フィラグリン遺伝子変異にどのような環境因子が交絡

するとアトピー性皮膚炎が発症しやすくなるかを今後検討する予定です。



Ⅱ．部門報告

53

3）野々村　克也、三井　貴彦ら
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 腎泌尿器外科学分野）

●「妊娠中及び胎児期における内分泌攪乱物質が性分化および性腺機能に及ぼす影
　響について」

　平成 24 年度より環境省の環境研究総合推進費を受けて、北海道スタディ、エコチル調査をもとに、環
境化学物質濃度と性腺機能に関係した身体的変化、胎生期のホルモン環境、さらに性ホルモン受容体な
どの遺伝子多型との関連性について、環境健康科学研究教育センター、国立保健医療科学院と共同で研
究を行っています。
　本年は、北海道スタディ札幌コホートの参加者を対象に、①胎生期の性ホルモンに関係した第 2 指、
第 4 指の長さの比（2D/4D）を測定し、2D/4D が臍帯血中の男児精巣の Leydig 細胞機能に関連した
Insulin-like factor 3 との間に相関があること、②母体の環境化学物質濃度への暴露が特に胎生期の性ホ
ルモン濃度に男児において影響を与えること、③性ホルモンに関連のある遺伝子多型が胎児の発育に影
響を及ぼすことが明らかとなりました。現在は、さらに大きな北海道スタディ大規模コホートをもとに
2D/4D の測定、性向調査、臍帯血中の性ホルモン濃度の測定を行い、環境化学物質濃度とそれぞれの関
連性についてさらなる検討を行っています。
　一方エコチル追加調査として、札幌市の 12 施設のご協力のもと臍帯血、母体血の採取に加えて出生児
の陰茎長、精巣体積、2D/4D、肛門性器間距離の測定を行っています。本研究は今井綾子保健師と佐藤
早基子特任助教が精力的にリクルートを行っていることもあり、現在は参加登録者数も 1000 例を超えて
順調にその数を伸ばしています。エコチル本調査では行われていない研究であり、10 年以上先を見越し
た小児の貴重なデータになることが期待されます。
　最後に、本研究は多くの方々のご協力によって円滑に進めることができています。この場を借りてお
礼申し上げますのと同時に、今後ともよろしくお願い申し上げます。

4）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暴露による、　
　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解明されていません。
　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。
　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。
　エコチル調査も 3 年が経過し、本研究の調査も、具体的進捗が得られていくことが期待されます。
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5）松本　伊智朗
環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学 大学院教育学研究院　教授）

①「子ども虐待と家族－『重なり合う不利』と社会的支援」松本伊智朗編著　平成 24 年 2 月　明石書店
　本書は平成 20 年度〜 21 年度厚生労働科学研究「子ども虐待問題と被虐待児童の自立過程における複合
的困難の構造と社会的支援のあり方に関する実証的研究（研究代表者：松本伊智朗）」の研究成果をとりま
とめたものです。

②地方都市における貧困の世代的再生産の構造と政策的対応に関する実証的研究（平成 25 年度〜 27 年度　
　科学研究費（基盤 B））

　貧困の世代的再生産の構造を、地域の社会的諸条件、生活過程の現実態と不利の構造、生活者の意識と
の関連から統合的に検討し、社会的介入と支援のあり方を考察することを目的とします。このために、複
数の「地方都市」を対象に、総合的かつ集中的な地域調査を複数年にわたり行う予定です。平成 25 年度は、
北海道名寄市において高齢者と保育所利用世帯に対して個別面接調査を行いました。

③女性の貧困と家族形成過程：ケアをめぐる権力関係を中心に（平成 25 年度〜 27 年度　科学研究費（基盤 C））
　本研究の目的は、貧困にある女性が家族形成やケアをどのように行っているのか、また、そこに困難が
あるとすればそれはどのようなものであるかについて、実証的に明らかにすることです。本年度はイギリ
ス調査を行い、オックスフォード大学を中心に研究者、実践家へのヒアリングを行いました。

④ひとり親家庭（父と子・母と子の家庭）の生活と意識に関する調査（平成 24 年度北海道民生委員児童委員
　連盟）

　企画、集計、分析等を担当しました。報告書は平成 25 年 3 月、同連盟より公表されています。
⑤北海道救護施設実態調査（平成 25 年度北海道救護施設協議会）

　企画、集計、分析等を担当しました。

6）室橋　春光
環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学 大学院教育学研究院　教授）

知的障害、自閉症スペクトラム障害、学習障害などの発達障害においては、生物学的要因を背景に持ちなが
らも、その発現には環境との関わり方が重要な役割を果たしています。そのような障害を持つ子どもたちの発
達を援助するためには、まず環境刺激を受容・統合化するメカニズムにおける特性を解明し、障害のある子ど
もたちの課題を明らかにすることが重要です。

現在、通常発達成人を対象としたアナログ研究手法により事象関連電位等を指標とした生理心理学的実験や、
認知科学的諸実験を行っています。これらの研究により学習障害領域では、文字列に対する初期視覚処理メカ
ニズムの分析から、読み困難は極めて初期の処理と関連することが示唆されています。また自閉症スペクトラ
ム障害領域では、安静的状態における基本機能やワーキングメモリー機能に適応上の問題が関連することも示
唆されています。

今後、さまざまな課題解決事態における認知特性の現れ方や環境との相互作用を検討し、子ども一人ひとり
の特性に合わせた援助を行うための方法を開発することを目指しています。
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7）長島　美織
環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学 大学院メディア・コミュニケーション研究院　准教授）

●リスク社会論研究
　科学研究費の助成のもと、「リスク社会論のための概念的フレームワーク構築とリスク化指標の抽出」

（平成 24 － 26 年度）と題する研究プロジェクトを推進しています。本研究は、リスク社会論のための方
法論の構築と社会のリスク度に関する指標を提案することを通して、リスク社会研究およびリスクマネ
ジメントシステム開発のための基礎を提供することを目的とします。このため以下の 2 つの理論的およ
び実証的課題の達成を目指します。

（1）「リスク社会論」のための概念的フレームワークの構築
　ベックのリスク社会論をもとにして、個人化、サブ政治、再帰性、公共性などのリスク社会分析に
特徴的で重要な概念を取り出し、それを社会科学の伝統のなかに位置づけることによりそれらの分析
装置のなかの隠れた概念を発掘します。それら隠れた概念も含めた様々な主要概念の構図を提案、社
会的リスク分析のための方法論を提示します。

（2）リスク社会度判定のための指標の抽出―理論と現象の架橋
　（1）の分析をもとに、それが翻ってどのような社会現象と結びつくかを、主に日本およびイギリス
社会に関する社会統計学の成果を参照しつつ、様々な社会現象に踏みこんで詳細に検討します。これ
を通して、各々の社会がどの程度リスク化しているかを判定することを可能にするいくつかの指標を
抽出します。
　上記プロジェクトの中で、プロジェクトリーダとしての役割に加えて、特に自然科学によるリスク
評価に含まれる不確実性についてサブ政治やガバナンスの観点から分析を行っています。
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（8） 競争的資金獲得状況
　 1）2012（平成 24）年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

研究事業等名 研究代表者 研究課題名 直接経費 間接経費
厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

岸　　玲子 前向きコーホート研究に基づく先天異
常、免疫アレルギー及び小児発達障害
のリスク評価と環境化学物質に対する
遺伝的感受性の解明

51,000 15,300

環境省
受託研究
環境研究総合推進費

岸　　玲子 可塑剤・難燃剤の暴露評価手法の開発
と小児アレルギー・リスク評価への応
用

23,203 6,961

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 A

岸　　玲子 出生コーホート研究による環境化学物
質の次世代影響ならびに環境遺伝交互
作用の解明

7,100 2,130

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

安住　　薫 環境化学物質によるエピジェネティク
ス変化と次世代影響の解明 3,500 1,050

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

荒木　敦子 出生コーホートを用いた 7 歳児のアト
ピー性皮膚炎に関する環境要因と遺伝
用要因の解明

7,100 2,130

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 C

池野多美子 コーホート内症例対照研究による学童
期発達障害発症の環境リスク要因と予
防策の解明

1,600 480

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

岸　　玲子 エピジェネティクス及び環境遺伝交互
作用による注意欠陥 / 多動性障害発達
リスクの解明

900 270

環境省
受託研究
エコチル調査

岸　　玲子 子どもの健康と環境に関する全国調査
250,711

（一般管理費を含む）
0

合　　計 345,114 28,321
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　 2）2013（平成 25）年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
研究事業等名 研究代表者 研究課題名 直接経費 間接経費

厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

岸　　玲子 前向きコーホート研究に基づく先天異
常、免疫アレルギー及び小児発達障害
のリスク評価と環境化学物質に対する
遺伝的感受性の解明

54,000 16,200

環境省
受託研究
環境研究総合推進費

岸　　玲子 可塑剤・難燃剤の暴露評価手法の開発
と小児アレルギー・リスク評価への応
用

22,042 6,613

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 A

岸　　玲子 出生コーホート研究による環境化学物
質の次世代影響ならびに環境遺伝交互
作用の解明

22,700 6,810

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

荒木　敦子 出生コーホートを用いた 7 歳児のアト
ピー性皮膚炎に関する環境要因と遺伝
用要因の解明

3,900 1,170

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 C

池野多美子 コーホート内症例対照研究による学童
期発達障害発症の環境リスク要因と予
防策の解明

1,800 540

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究 B

宮下ちひろ 妊婦の葉酸摂取が後天的遺伝子修飾を
介して小児喘息発症リスクに与える影
響

1,300 390

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究 B

伊藤佐知子 OH-PCB 妊娠期曝露による体内代謝経
路と次世代への甲状腺ホルモン攪乱作
用の解明

2,300 690

日本学術振興会
科学研究費補助金
研究活動スタート支援

ゴウダルジ 
ホウマヌ

Effect of polyfluorinated compounds 
exposure and PPAR alpha pathway 
polymorphisms on maternal BMI and 
lipid profile, birth weight, growth and 
development of infant in Japan.

1,100 330

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

岸　　玲子 ADHD 発症リスクの解明：エピジェネ
ティクス及び環境遺伝交互作用 1,800 540

環境省
受託研究
エコチル調査

岸　　玲子 子どもの健康と環境に関する全国調査
270,622

（一般管理費を含む）
0

合　　計 381,564 33,283


