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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　特別招へい教授

大規模な環境健康科学に関する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、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

て他省庁からの大規模な科学研究費、文部科学省の科研費、受託研究等の競争的資金の獲得に努めており、

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職域コホートによる働く人の健康に関す

る研究⑤高齢者サポートネットワーク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、市民講演会や調査参加者の方向けの報

告会、あるいは高校への出張講義などを通じて、一般市民向けに積極的に公開しています。

なお、センターの全体運営は、獲得した競争的資金の間接経費で運営しています。以下に各研究の現状を

記しています。

1）「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」
2010 年 4 月より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 8,250 人の妊婦さんの

参加をめざし、リクルートを行いました。2014 年 5 月末までに北海道全体で 8,362 人の参加同意を得ました。

現在は生後半年ごとの質問紙調査に加えて、約 400 人を対象に、詳細調査として自宅の環境調査、医学的

検査および発達調査を行っています。また、本調査に加えて北海道ユニットセンター独自の追加調査として、

生後 1.5 歳の子どもに早期社会性発達に関する調査を行っています。さらに北海道ユニットセンター独自研

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性腺機能への影響を解明する調査も行っています。この研究では札幌地区の 33 のエコ

チル調査協力医療機関（産科）のうち 12 施設の協力を得て、本調査とは別に同意を取り、現在 3 歳以降の

子どもの性腺機能の発達に関する追跡を開始したところです。

2）「環境と子どもの健康に関する北海道スタディ」
2002 年から立ち上げた全道 20,926 人規模の前向きコホート研究と札幌市内 1 産院 514 人のコーホート研

究の 2 つで、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、有機フッ素系化学物

質、フタル酸エステル類、ビスフェノールなど数多くの化学物質による次世代影響、特に先天異常や発育、

神経発達、免疫アレルギー系などへの影響についてリスク評価を行っています。早い時期に登録いただい

たお子さまはすでに 13 歳に達しており、今後は保護者の方だけでなく、お子さまにも調査を理解してもら

い、納得してご協力いただくこと（インフォームド・アセント）も重要となってきます。そこで、2015 年

には調査への興味を持ってもらうため、北海道スタディについてまとめた子ども向けの情報冊子を作成し、

参加者に配付致しました。

当センターが発足以降、北海道スタディからは様々な研究成果があがり、現在までに 2 つのコーホー

トから 80 編以上の論文を発表しました。また、これまでの北海道スタディ研究の実績が中心になって
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BiCCA（Birth Cohort Consortium of Asia）や WHO 研究協力機関としてのセンター活動にもつながって

います。以下に、具体的な研究成果を紹介します。

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遺伝子（AhR, CYP, GST）の一塩基多型（SNPs）の組合せによる

ハイリスク群を示しました。今後さらに後天的（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ます。

③　有機フッ素系化学物質（PFCs）では POPs 条約の規政により PFOS と PFOA は濃度が低下しましたが、

PFNA、PFDA など炭素鎖が長い PFCs への曝露量がわが国で増加しています。胎児期の PFC 曝露は臍

帯血 IgE への影響を認め、また生後 2 歳のアトピー性湿疹の発症リスクを下げることから、免疫抑制へ

の懸念が明らかになりました。妊婦は PFC の曝露濃度が高いと特に必須脂肪酸濃度が低くなる関係も見

られたことから、胎児発育や発達への影響についても調査を進めています。

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、胎児への曝露が示唆されています。今後、

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

⑤　胎児期のフタル酸エステル DEHP 曝露により、男児の臍帯血中の性ホルモン Inhibin B および Insulin

−like factor 3 値が下がることが明らかになりました。その後の児の性腺機能への影響を現在追跡してい

ます。

⑥　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。

⑦　神経発達への PCBs･ ダイオキシン類や PFCs 曝露による影響について、遺伝的感受性要因を考慮した

報告はありません。そこで、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）本学の多様な部局の兼務教員との共同研究
プロジェクト研究部門では本学の多様な部局の兼務教員との共同研究が進んでいます。具体的には

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 歳児の遊びの傾向への影響を検討しています。既に数編の原著論文が発表されています。

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行っています。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。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



Ⅱ．部門報告

39

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：有賀正教授、白石秀明講師）、医学研究科児童思春期精神医学講座

齊藤卓弥特任教授・須山聡特任助教らとの共同研究では、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を推進しています。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ありません。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します。

⑤　発達障害への影響解明については、兼務教員（教育学研究院室橋春光名誉教授）、医学研究科有賀正教授・

白石秀明講師らと、8 歳時調査票で、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）等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し、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。

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ています。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　招へい教員である北海道情報大学の喜多歳子教授、客員研究員の池野多美子博士は 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の影響や、妊娠中の社会経済環境が

子どもの発達に及ぼす影響を検討しています。

⑧　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：花岡知之博士は北海道スタディの記述疫学

データの扱いについて毎月指導にあたり、生死流産、妊娠中の疾患あるいは SGA など児のアウトカムの頻

度と社会経済要因との関連性についても検討しています。

⑨　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（PFC ｓ）11 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、4 歳

児までのアレルギー症状との関連を検討しました。

⑩　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して

います。

4）「室内空気質と健康」に関する研究
これまでに、室内環境と健康に関する疫学研究として、①全国 6 地域の新築戸建て住宅 6080 軒と継続す

る 3 年間の自宅環境調査（425 軒とその全居住者 1479 人）、②全国 5 地域の国公立小学校 22 校で調査票調

査 （10871 人）と学童の自宅環境調査（178 軒）を実施してきました。これらの研究成果を基に、平成 19

年度に保健所や臨床に携わる医師などが市民への相談や対応等に用いる際の「シックハウス症候群に関す

る相談と対策マニュアル」を作成し、これら日本の研究から様々な科学的根拠を国際誌に発表してきました。

平成 26 − 27 年度はこれまでの多くの最新知見や、国内外の情報を体系的に整理し直し、科学的根拠に基

づく室内空気質およびシックハウス症候群に関する「新相談マニュアル（改訂版）」を作成するため、新た

に厚生労働省科学研究の研究班を組織しました。この研究班は、公衆衛生学、環境疫学、衛生学、産業医
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学、建築家やリスク心理学の専門家からなり、現在作成している新マニュアルによって、保健所職員や職域・

学校の保健担当者らが、科学的エビデンスに基づき SHS 予防や室内環境対策に役立てることが期待できま

す。あわせて、地域の医療関係者や住宅メーカー担当者にも参考になるよう工夫されています。「新シック

ハウス症候群相談マニュアル」は、当センターの WEB ページ上で公開される予定です。

5）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長時間労働や職場のスト

レスなどの労働態様がどのように高血圧や糖尿病、慢性糖尿病などの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。

6）「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

な前向きコホート研究を行っています。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る。

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。

（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、半年ごとの自記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。また 2014 年 11 月より、参加者の 5％のお子さんに

ついて環境訪問調査、医学的検査や精神神経発達調査など詳細調査を実施しています。結果は、環境要因

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。

北海道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。北海道ユニットセンターは、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域（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。2011 年 3 月～ 2014 年 5 月末までの約 3 年間で、8362 人

の妊婦さんに参加の同意をいただきました。また、詳細調査は北海道ユニットセンター全体で 406 人のお

子さんに参加をいただく予定です。
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2）2014（平成 26）年度、2015（平成 27）年度の進捗状況
① 全体調査のリクルートおよび調査進捗

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

リクルート数が目標数より少なかったことから、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、2014 年 5 月末

までの約 3 年間に、目標数 8250 人を上回る 8362 人の参加同意を得ることができました。

参加登録した妊婦、子ども、父親からは、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。出産後は半年ごとに調査票への記入をお願いしていま

す。また、回収した質問票等を逐時データ管理システムに登録しています。

② 詳細調査のリクルートおよび進捗
詳細調査ではエコチル全体調査に参加していただいている参加者（子ども）のうち、2013 年 4 月 1 日

以降に生まれた方の中から、無作為に 5％（全国では約 5000 人、北海道では 406 人）を対象にして、参

加者それぞれの居住環境・生活環境についての環境訪問調査や、医学的検査および成長・発達について

の訓練を受けた検査者による精神神経発達検査を行うなど、エコチル全体調査では参加者全員に対して

実施できない調査を行います。詳細調査を行うことで、子どもの成長や発達、また生活環境等について、

専門的な観点から詳しく継続的に把握することができるようになります。

2014 年 10 月から開始した詳細調査のリクルートでは、現在までに 325 名（2016 年 1 月 31 日現在）の

方に参加同意を得ています。 

③ 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

だきました。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。

④ 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

医療機関からの情報提供により、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。

対象となる子どものかかりつけ医療機関にはその都度調査協力医療機関になってもらい登録しています。

⑤ 行政との連携
調査リクルートを行った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・

理解を深めてもらいました。また、行政が行うイベントで随時調査の PR、リクルートを行いました。

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。
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⑦ 広報
エコチル調査参加者の調査継続へのモチベーションを上げるため、親子で参加できるイベントの開催

や、定期的なニュースレターの送付を行いました。

また、ホームページを定期的に更新し、調査参加者への情報発信を行いました。

3）研究進捗と成果発表状況
北海道ユニットセンターでは、全国データを用いた成果発表課題（中心仮説に関わらないもの）につい

て 7 課題を担当することが確定しています。さらに 21 課題について、申請しています。ユニットセンター

が独自に行う追加調査については、これまで 6 課題が承認され、実施をしています。

エコチル調査に関する研究成果発表については、H26、27 年度に合計 23 件の発表を行いました（国内学

会 22 件、国際学会 1 件）。

4）活動報告
① 会議・委員会等

● 2014（平成 26）年度

・平成 26 年度エコチル調査北海道 UC 札幌地区運営協議会：2014 年 12 月 4 日

● 2015 年（平成 27）年度

・平成 27 年度エコチル調査北海道 UC 札幌地区運営協議会：2016 年 3 月予定

② 定例会議
エコチル調査事務局会議　毎週木曜日　10：00 −開催

③ 行事・イベント等
● 2014（平成 26）年度

・エコチル調査神奈川・甲信・南九州ユニットセンターとの情報交換会……2014 年 2 月 9 日

● 2015（平成 27）年度

・エコチル調査福島ユニットセンターとの情報交換会……………………2015 年 3 月 7 ～ 8 日

・『エゾチル通信』第 6 号　写真撮影会

日　　時：2015 年 1 月 31 日（土）10:00 − 13:00（旭川）

　　　　　2015 年 2 月  1 日（日）10:00 − 13:00（北見）

　　　　　2015 年 2 月  3 日（火）10:00 − 13:00（札幌）

場　　所：『ミサワホームモデルハウス（旭川）』

　　　　　『セキスイハイムモデルハウス（北見）』

　　　　　『Sentir La Saison　センティール・ラ・セゾン（札幌）』

主　　催：エコチル調査北海道ユニットセンター

内　　容：プロカメラマンによる写真撮影会

　　　　　　・北海道ユニットセンター　5 周年記念祭

「エコチル北海道　みて！きいて！みんなで楽しむ 5 周年記念祭」

日　　時：2015 年 10 月  3 日（土）13：00 − 15：00（札幌）

　　　　　2015 年 10 月 17 日（日）10：30 − 12：00（北見）

　　　　　2015 年 10 月 24 日（土）13：30 − 15：00（旭川）
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場　　所：北海道大学　クラーク会館　講堂　（札幌）

　　　　　北地区公民館　（北見）

　　　　　旭川市公会堂　（旭川）

主　　催：エコチル調査北海道ユニットセンター

内　　容：歌、音楽、絵本読み聞かせ、調査からの報告、抽選会

④ ニューズレター発行
● 2014 （平成 26）年度

・3 月 17 日「エゾチル通信・第 4 号」

・10 月 23 日「エゾチル通信・第 5 号」

● 2015 （平成 27）年度

・3 月 5 月「エゾチル通信・第 6 号」

・10 月 26 日「エゾチル通信・第 7 号」　

・3 月 7 日「エゾチル通信・第 8 号」（発行予定）

（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）」が調査立ち上

げから 15 年目を迎えています。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

海道大規模コーホート」（以下北海道コーホート）と「札幌市内 1 産科病院コーホート」（以下札幌コーホー

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、成長、発達障害、お

よび性腺機能に影響するのか、胎児期および生後の環境化学物質の曝露評価を実施し、環境−遺伝交互作

用を含めてリスク評価することにあります。北海道コーホートと札幌コーホートとも、参加されているお

子さんのうち早い時期に登録された方が既に 13 歳に達しており、環境化学物質の内分泌攪乱作用が第二次

性徴に与える影響を評価することが可能な年齢に成長しています。

① 北海道コーホート
北海道コーホートでは登録数が 2

万人を超え（2015 年 12 月時点登録

者数 20,926 人）目標を達成します。

研究の流れを右の図に示しました。

研究開始から継続してコーホート

全体を追跡し、1 歳、2 歳、4 歳、7

歳時点のアレルギー・感染症罹患

および体格（身長・体重）、1 歳半、

3 歳、5 歳、6 歳、8 歳で ASD（自閉症スペクトラム）/ADHD（注意欠陥・多動性障害）等の神経行動

発達を評価しています。9 歳以降の思春期では第二次性徴発来のタイミングを評価いたします。
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この 2 年間の大きな特徴は、（1）就学前の 5 − 6 歳を対象とした ASD・ADHD 等の神経行動発達調査

が開始されたこと、（2）胎生期の性ホルモン、性役割行動および第二次性徴発来の調査が開始されたこ

とです。さらに（3）化学物質に脆弱なハイリスク集団を同定するため大規模な環境−遺伝交互作用の解

析も引き続き進めております。次に上記 3 つの研究について簡単に説明します。

●研究 1．就学前の 5 − 6 歳を対象に ASD/ADHD 等の神経行動発達調査  

近年、ASD（自閉症スペクトラム）や ADHD（注意欠陥・多動性障害）などの発達障害児の増加が世

界的に懸念されています。この要因の一つとして、環境化学物質曝露による影響が示唆されていますが、

疫学研究はほとんどありません。近年は、環境要因と遺伝要因との交互作用やエピゲノム変化（後天的

な遺伝制御）が毒性を修飾することが示唆されています。ASD や ADHD の遺伝要因として、児の神経

伝達物質代謝関連のドパミン系、セロトニン系やシナプトソーム関連タンパク質、脳由来神経栄養因子、

カテコールアミン−O−メチル基転移酵素、モノアミン酸化酵素などがこれらの疾患に関わることが報

告されていますが、環境化学物質の曝露との相互作用として検討した報告はありませんでした。そこで、

本研究は前向きコーホート研究で、胎生期の化学物質曝露と、生後早期から学童期までの神経行動発達、

および ASD/ADHD などの疾患アウトカムに与える化学物質の影響を、曝露と遺伝子多型やエピゲノム

などとの相互作用も含めて解明することを目的としております。また本研究を通じて、参加者とのコミュ

ニケーションにより、養育者の育児不安を少なくし、希望する場合は地域での支援体制と連携させるこ

とも目的の一つとしております。

●研究 2．胎生期の性腺機能、性役割行動および第二次性徴の調査  

性腺機能に関連する異常（停留精巣や尿道下裂など）の発生数は欧米で増加傾向にあります。これら

の原因として、胎生期の環境化学物質曝露や性ステロイド産生などの胎内でのホルモン環境の変化が、

出生後の発育や男児での精巣形成不全症候群や女児での遊び方や思春期発来の早期化など、性分化に影

響を与えていると考えられています。さらに、その影響には一塩基多型（SNPs）などの遺伝子型による

化学物質やステロイドへの感受性の差、化学物質曝露によるゲノムへのエピジェネティックな修飾も関

連していると考えられています。このように、環境化学物質曝露による性ホルモンや性腺機能への影響

については、動物を用いた実験データは数多く報告されていますが、一方で、ヒトの疫学研究は乏しい

です。本研究は、母の血液中の環境化学物質の濃度を曝露因子とし、化学物質濃度と胎内のホルモン環

境、胎児の性分化および性腺機能との関連について検討を行っています。また、ライフコース・アプロー

チで対象となった児を思春期まで長期に追跡して、性腺機能および第二次性徴発来のタイミングにおけ

る胎生期の環境化学物質曝露が与える長期間の影響についても知見を得たいと考えています。

●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 の就学前 ASD/ADHD および研究 2 の性腺機能や第二次性徴、および継続して追跡しているア

レルギーや発達障害をアウトカムとして、母体血中 DNA の異物代謝酵素遺伝子（CYP、GST、UGT 等）、

核内受容体遺伝子 （PPAR、ER、GR 等）、葉酸代謝遺伝子（MTHFR 等）、臍帯血中の疾患感受性遺伝子

（OLMDL3、 BDNF、 DRD 等）等の大規模な一塩基多型解析、および後天的エピゲノム変異であるメチル

化部位および近傍領域塩基配列の比較をパイロシークエンシング（プロメガ社）や 450 万か所メチル化

サイト解析（イルミナ社）を用いて行う研究しています。性腺機能、成長、アレルギー、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。
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② 札幌コーホート
札幌コーホートは、母体血中のダイオキシン /PCB、有機フッ素化合物、有機塩素系農薬、ビスフェノー

ル A、フタル酸エステル類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。

8 歳児の対面調査が学校の長期休暇に合わせて実施され、また 9 歳以降の第二次性徴発来に関する調査が

始まった段階です。

2）お子さまへのインフォームドアセント（調査協力への同意）と子ども向け情報冊子
について
これまで、北海道スタディでは保護者の方からの同意を得て調査を実施してきました。しかし、早い時

期に登録いただいたお子さまはすでに 13 歳に達しており、成長に伴って理解力や自分の意思も十分に発達

していると予想されます。したがって今後は保護者の方だけでなく、お子さまにも調査を理解してもらい、

納得してご協力いただくこと（インフォームドアセント）も重要となっ

てきます。そこで、まずは調査への興味を持ってもらうため、北海道ス

タディについてまとめた子ども向けの情報冊子を作成しました。この情

報冊子では、調査の目的や概要の説明、これまでの調査から得られた身

長や体重、日常生活上の習慣や家族との関わり方、アレルギーやアトピー

などのデータに加え、今後の調査予定についてもわかりやすく図や表で

示しました。加えて、お子さまが興味を持ちやすいクイズなども併せて

掲載することで、調査に積極的に参加する気持ちを持ってもらえるよう

工夫しました。平成 26 年度には、コーホートの参加約 5600 名のお子さ

まにこの情報冊子を送付しました。今後の調査では保護者の方とお子さ

まの両者に丁寧な説明を行い、同意を得たうえで調査を進めていく予定

です。

3）研究成果の社会へのフィードバックについて
① 研究参加者・一般市民向け

研究成果の社会へのフィードバックとして、2014 年 11 月 17 日に『環境と健康と化学コミュニケーショ

ン』として国際シンポジウムを開催し、当センター教員が「北海道に住む人々のよりよい生活環境を目

指して～北海道スタディの成果から～」を発表しました。また、2015 年 3 月 2 日のオープンセミナーで

は、大学間協定校のマレーシア科学大学から Prof. Hamid Jan B Jan（マレーシア科学大学保健科学部栄

養学科）、Dr. Loy See Ling（KK ウーマンアンドチルドレン病院）を招き『マレーシアの子どもの健康

と栄養について、最近問題になっていること』を講演いただきました。また、当センターの教員からは

『北海道スタディ、エコチル調査でわかったこと』として北海道スタディの研究成果を発表しました。こ

れまでに研究に協力いただいた研究参加者の多くの方々にご参加いただきました。また北海道大学では、

公的研究費の配分を受ける研究者が国民に成果を還元すると共にわかりやすく説明する事業「国民との

科学・技術対話」を展開しており、環境健康科学研究教育センターから荒木敦子准教授（2014 年 9 月 26 日、

北海道札幌北高等学校 ; 2014 年 12 月 17 日、北海道札幌開成高等学校）と湊屋街子特任助教（2015 年 11

月 5 日、北海道札幌東高等学校）が出張講義にて高校生との対話を行いました。
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② 研究協力医療機関向け
研究成果の参加協力機関へのフィードバックとして、毎年、当センター教員が北海道スタディ参加協

力機関を訪問し、研究成果を病院の医療スタッフに報告しています。これまで研究に協力いただいた多

くの医療機関の先生方に、調査の意義や最新の研究成果について知っていただく機会となりました。

③ コミュニケーションマークの作成
2015 年度より北海道スタディのホームページを開設し、また、その年の秋には北海道スタディのコミュ

ニケーションマークが決まりました。調査票や環境化学物質などに関するご質問への回答など、今後、

北海道スタディにご協力いただいている研究参加者の方々とのコミュニケーションを図るページや、北

海道スタディをもっと身近に感じていただくためのマークとして運営・運用していく予定です。

4）活動報告
① 会議・委員会等

● 2014（平成 26）年度

・第 1 回班会議　2014 年 7 月 1 日　18:00 − 20:00　KKR ホテル札幌

・第 2 回班会議　2015 年 1 月 26 日　18:00 − 20:00　KKR ホテル札幌

● 2015（平成 27）年度

・第 1 回班会議　2015 年 7 月 2 日　18:00 − 20:00　TKP 札幌駅カンファレンスセンター

・第 2 回班会議　2016 年 1 月 25 日　18:00 − 20:00　ホテルポールスター札幌

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

③ ニューズレター発行
● 2014 （平成 26）年度

・4 月 1 日「ポプラの綿毛 2014 上半期号」

・10 月 1 日「ポプラの綿毛 2014 下半期号」　　　

● 2015 （平成 27）年度

・4 月 1 日「ポプラの綿毛 2015 上半期号」

・10 月 1 日「ポプラの綿毛 2015 下半期号」
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・4 月「北海道スタディ」のホームページ開設

・9 月「北海道スタディ」コミュニケーションマー

クの作成

（4）室内空気質と健康
① 研究総括

近年、合成化学物質の増加により室内空気質の汚染によるシックハウス症候群やアレルギーへの影響

が懸念されています。私たちは平成 15 ～ 19 年度にかけて、厚生労働科学研究「シックハウス症候群な

らびに室内空気質と健康問題に関わる全国規模の疫学研究」を実施してきました。この調査研究では、

これまで報告されてきたシックハウス症候群の原因のひとつとされる建材などに含まれるアルデヒド類

や揮発性の高い揮発性有機化合物（VOC）に加え、微生物由来 VOC 類、室内の湿度環境、カビ真菌類、

ダニアレルゲン等にも着目し、これらのアルデヒド類や VOC 類のみならず真菌やダンプネス（過度の湿

度）もシックハウス症候群のリスクとなることや、成人よりも児童でシックハウス症候群の有訴率が高

いことを明らかにしました。平成 19 年度にはこれらの知見をまとめ、保健所や医師等が相談対応時に用

いる実用的なマニュアルとして『シックハウス症候に関する相談と対策マニュアル』を作成し、全国の

保健所に配布しました。

その後、シックハウス症候群の有病率が高い児童を対象に、室内環境要因として小児のアレルギー疾

患への影響が懸念されているプラスチックに流動性を持たせる可塑剤や燃焼から守る難燃剤として汎用

されるフタル酸エステル類やリン酸トリエステル類の曝露評価を加え、アレルギー症状やシックハウス

症候群への影響について明らかにすることを目的として、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」ならびに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」を実施しました。これらの研究から、屋外排気のない燃

焼性燃料（ガス ･ 灯油）の暖房の使用が喘息とアトピー性皮膚炎のリスク要因になること、またハウス

ダスト中のフタル酸−2−ジエチルヘキシル（DEHP）やリン酸トリスブトキシエチル（TBEOP）濃度

が諸外国より高く、一部のフタル酸エステル類、リン酸トリエステル類が喘息やアトピー性皮膚炎のリ

スク要因になること、フタル酸エステル類の尿中代謝物濃度から推定した DEHP、フタル酸ジブチル

（DBP）の 1 日摂取量は両親と比較して小学生や幼児で多いこと、等を明らかにしました。平成 15 ～ 27

年度までの調査研究では、これまでに 44 編の論文と、2 編の著書を輩出しています。

平成 19 年のマニュアル作成から 8 年が経過し、今日までに多くの科学的知見を国際誌に発表してきま

した。そこで平成 26 年度からは、新たな厚生労働科学研究として、国内外の情報を体系的に整理し直し、

最新の知見を加えた『新シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル（改訂版）』の作成を進めて

います。当センターが行った疫学研究の成果に、室内環境に関わる世界の規制や動向、住居者に応じた

予防法、室内空気質汚染のリスクコミュニケーション等の新たな項目を加えました。新マニュアル作成

により専門家のみならず全国の保健所、医療機関、消費生活センター、住宅センター、建築関連団体、

関係省庁や地方自治体等、一般住民や職場、学校などから相談を受ける機関の職員が、相談対応をする

際に利用するためのマニュアルとして役立てることが可能になります。
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② 研究成果
平成 26 年度は、マニュアルに追加すべき課題について検討し、過去のデータの再解析、最新の科学的

情報収集としてエビデンスに関する包括的なレビュー、関連する規制制度や法規、インターネット情報

や書籍等の収集と取りまとめを行いました。

平成 27 年度には情報収集と知見の整理を継続するとともに、マニュアルの執筆作業を行いました。新

マニュアルでは、5 部 11 章で構成し、シックハウス症候群の実態や対策を、疫学および建築学の両面か

らまとめました。序章では、室内環境の重要性を疫学および建築学の両面から記載しました。第Ⅱ部で

は、室内環境による健康影響を日本の疫学調査研究、および世界の規制の動向について整理の結果を踏

まえまとめました。第Ⅲ部では健康影響を及ぼす要因として、化学的要因、生物学的要因、ダンプネス、

受動喫煙、建築学的な要因を示しました。第Ⅳ部では建物の用途や構造による課題、居住者の特性によ

る課題を示しました。第 V 部では、リスクコミュニケーションや住宅や職場での支援、いわゆる化学物

質過敏症など症状を訴える相談にどう対応したらよいかを具体的に記述しています。仮設住宅や居住者

の年齢や季節に応じた予防策、特に熱中症など最近の問題についても調査結果を整理して記載しました。

保健所職員や地域・職域・学校の保健担当者の利用により、SHS に関する正しい知識の普及と、市民等

からの質問や相談に対して、科学的根拠を踏まえた回答が可能になることでしょう。

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」の調査では、札幌

市の小学生とその家族 462 名から尿を回収し、フタル酸エステル類の尿中の代謝物濃度を測定しました。

また、尿中の代謝物濃度から各フタル酸エステル類の 1 日摂取量を推定式により推定しました。その結果、

DEHP、DBP の尿中代謝物濃度および 1 日摂取量は両親と比較して小学生や幼児で多いことが明らかに

なりました。今後は、アレルギー疾患やシックハウス症状との関連についての検討を行う予定です。

③ 活動報告
セミナー・講演会等

2015 年 5 月 19 日・20 日 に ウ プ サ ラ 大 学 よ り Dan Norbäck 先 生 と Ms. Juan Wang を 迎 え て、

International Seminar on Environmental Health Sciences を開催しました。

Norbäck 先生より『Recent Studies on Indoor Environment and Health and a Short Presentation of 

Uppsala University』、 Juan Wang（PhD　Candidate） よ り『Rhinitis, Asthma and Airway Infections 

among Adults in Relation to the Home Environment in Sweden and a Short Presentation of the CCHH 

Study in Chongging, China』として、スウェーデンと中国での研究成果をご講演いただきました。セン
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ターの教員、研究員からはこれまで行ってきた室内空気質と健康に関する調査研究に関する成果を発表

し、意見や情報交換を行う有意義な場となりました。

会議・委員会等

● 2014（平成 26）年度

・第 1 回班会議　2014 年 7 月 1 日　   13:00 − 16:30　北海道大学東京オフィス

・第 2 回班会議　2014 年 1 月 27 日　  13:00 − 16:00　北海道大学東京オフィス

● 2015（平成 27）年度

・第 1 回班会議　2015 年 6 月 29 日　  13:00 − 16:00　北海道大学東京オフィス

・第 2 回班会議　2015 年 11 月 17 日　 13:30 − 17:30　北海道大学ファカルティハウス

　　「エンレイソウ」第 2 会議室

（5）高齢者サポートネットワークの研究
研究総括

2000 年に介護保険制度が導入されてから早 15 年が過ぎ、団塊の世代が高齢期を迎えています。現在の

介護保険制度は、社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や認知症、鬱のリスクが低いとの報告（厚生労

働研究班）をもとに「平成 27 年度からの地域包括ケアシステムの構築に向け、自助・共助・公助だけで

なく、ボランティアなどの支援や地域住民の取り組みによる『互助』の強化」を掲げています。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、高齢者自らも含めた手段的・情緒的なサポートネットワークの拡充が重要です。

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（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
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～ 2011 年にかけては、介入効果の限界（介入効果は在宅高齢者生活機能向上ツール（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、介入条件（時期

や回数、期間）を同じ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、認知機能の中でも前頭葉機能の検査である（FIT）で

有意な改善効果が認められました。

2012 年以降は、日高町、新ひだか町でのデータをもとに論文を数本まとめると共に、FIT を用いた家

庭訪問がソーシャル・キャピタル（社会的資源；以下 SC）に与える効果について検討しました。その結

果「社会的役割」では介入群、「社会参加」では介入・対照両群で SC が有意に低下しており、寒冷地や

積雪地区においては、冬季期間の住民交流の機会や手段をいかに構築していくか課題が明確になりまし

た。　　　

日本の高齢化はますます進み、福祉制度や医療制度問題など、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（Quality of Life）を維持・増進する研究にも着手し

ていきたいと考えています。

（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。

② 活動報告
　追跡調査は 2008 年度で終了した為、2014 年度および 2015 年度はデータ解析を実施しました。主な研

究成果としては、以下となります。

　佐々木らは、睡眠時間および交代制勤務と慢性腎臓病（CKD）罹患との関連を調査しました。交代制

勤務で層別解析（夜勤している／夜勤していない）を実施した結果、交代制勤務のものでは 1 日の睡眠
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時間が 6 − 7 時間の労働者と比較して、5 時間以下のものは、CKD 罹患リスクが有意に上昇し、そのリ

スク比は 3.6 でした。しかしながら、交代制勤務をしていないものでは、このような関連は観察されませ

んでした。本研究の成果は、雑誌 Journal of Occupational and Environmental Medicine（2014 Dec 56

（12）:1243−8）に掲載されました。

（7）その他のプロジェクト
1）長　和俊

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学病院周産母子センター　診療教授）

●母体因子が胎児の性分化に与える影響の解析
　胎児の器官形成、発育・発達には遺伝要因と環境要因が相互に関連しながら影響している。環境要因

としては、母体の生活習慣や食習慣などからなる母体因子、環境化学物質、放射線、感染症などの因子

が存在する。今回我々は、調査票から得られた母体因子と胎児の性分化の関係について解析を行いました。

【目的】
　母体因子と胎児の性分化の関係を明らかにすることを目的とした。性分化の指標として、肛門性

器 間 距 離（anogenital distance, AGD）、 第 2 指 と 第 4 指 の 比（the ratio of the second to fourth digit 

lengths,2D/4D）、男児の伸展陰茎長（stretched penile length, PL）および精巣容積（testicular volume,TV）

を用いた。

【方法】
　2012 年 9 月から 2014 年 4 月の間に、札幌サブユニットにおいて「子どもの健康と環境に関わる全国調査：

エコチル調査」への参加に同意した妊婦のうち、追加調査「環境化学物質と性腺機能に関する研究」へ

の参加に追加同意した妊婦と出生した新生児を対象とした。調査票より得られた母体因子 11 項目児の身

体計測値（出生時の身長（birth length, BL）、出生体重（birth weight, BW）、日齢 6 以内の AGD、PL、

TV および 2D/4D）の関係について解析した。

【結果】
　男児と女児で出生時の BL および BW と AGD の間に正の相関が認められた。BL、BW、AGD および

身長で補正した AGD は男児で有意に大きかった。2D/4D は男女の間で有意な差はなかった。AGD およ

び BL で補正した AGD と PL の間に正の相関が認められた。BL および BW と PL との間に有意な相関

は認められなかった。TV と AGD および PL の間に有意な相関は認められなかった。

　母体因子と児の身体計測値の関係では、PL は妊娠 10 − 16 週に母体喫煙のあった群で有意に長い結果

となった。妊娠 10 − 16 週に母体喫煙のあった 91 名では喫煙歴のない 470 名に比して BW は有意に小

さかったが（3073 ± 39 対 3186 ± 17 g, p 値 0.009）、BL（49.0 ± 0.2 対 49.3 ± 0.1 cm , p 値 0.194）およ

び AGD（26.7 ± 0.6 対 26.8 ± 0.2 mm, p 値 0.845）では有意な差はなかった。PL が上四分位に入ること

と関連する独立した因子として妊娠 10 − 16 週における母体喫煙が抽出された。

【考察】
　妊娠初期の母体喫煙が男性胎児のアンドロゲン曝露に対する反応性を増強する可能性が示唆された。
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2）西村　正治、今野　哲
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、北海道大学病院第一内科講師）

●クラスター解析による喫煙者を含む難治性喘息の病型分類
　喫煙は、種々の喘息病態に対し負の効果をもたらすことが知られている。しかし、この結論は、喫煙

が及ぼす影響は 1 方向性である　との仮説に基づき、例えば、喫煙者と非喫煙者の 2 群比較の検討によ

り導き出されてきた。いっぽう、喫煙が気道炎症に与える影響については、好酸球性炎症の減弱、増強

と相反する報告も存在し、喫煙の影響は決して 1 方向性ではない可能性も示唆される。我々は、クラスター

解析により、喫煙が喘息病態に及ぼす多様性の理解が深まることを期待した。

　対象は、喫煙歴、併存する慢性閉塞性肺疾患（COPD）の有無を問わず、episodic な呼吸器症状、過去

いずれかの時点における気道可逆性の証明、また、現在の加療の減量に伴う喘息症状の悪化を確認でき

た、米国胸部疾患学会 2000 の定義に合致する難治性喘息 127 人。喫煙歴、喫煙指数、末梢血好酸球数、

%FEV1、FEV1/FVC1 を含む 12 因子を意図的に選択し、階層的クラスタリング法（Ward 法）により病

型分類を試みた。

　得られた dendrogram において、分岐ごとの患者群の臨床的特徴を見ていくと、高齢発症喘息群が喫

煙群と非喫煙群の 2 群に分かれることがわかり、特に喫煙群は FEV1/FVC 低値を特徴としていた。つ

まり、難治性喘息において、喫煙は気流閉塞の進展に関与していることが推察された。更に、喫煙・気

流閉塞を特徴とする群は、次の分岐（分類）において、好酸球性炎症、重症副鼻腔炎スコアを特徴とし、

Th2 関連指標の強い群と（Cluster2）と、逆に非好酸球性炎症を特徴とし、Th2 関連指標の弱い群（Cluster3）

に分類された。

　本研究結果により、喫煙が気流閉塞に与える細胞分子学的機序は単純化すべきではなく、背景となる

炎症病態が異なる 2 群が存在する可能性が推測された。クラスター解析を用いることにより、従来の仮

説に基づく分類では得ることのできない、新たな仮説が得られたと考えられた。

3）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講師）

●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曝露による

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。

　エコチル調査も 5 年が経過しようとしており、調査に基づいた色々な示唆が得られ始めようとしてお

ります。本研究の調査に関しても、調査年齢に近づいてきており、具体的進捗を目指します。

4）水野　眞佐夫
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）

　教育学研究院体力科学研究室では、①子どもの発育・発達とからだづくりに関する研究、②競技スポー

ツ・生涯スポーツ・積雪寒冷環境と体力づくりに関する研究、そして、③身体運動・栄養・休養を融合

した健康づくりの実践を構築するための体力科学的研究に取り組んでいます。体力は「行動体力」と「防

衛体力」の二つに分けることができます。「行動体力」は筋力、柔軟性、瞬発力、持久力など行動や身体

運動に必要な基本的要素です。一方、「防衛体力」はウイルスなどの外界からの浸襲、温度変化、精神的

ストレスなどから体を守る免疫系・自律神経系・内分泌系・高次神経系からなります。

　最近の子どもたちは昔と比べると体力不足だと言われ続けています。子どもの体力低下を国民に予感

させているのは、「行動体力」の変化だけではなくて、「防衛体力」の低下であることが明らかとなって

きています。子どもの体力低下を食い止めるための鍵となるのが身体運動であり、防衛体力の限りない

発達を保障する科学的根拠に基づく実践の構築が早急な課題です。

　競技スポーツ、生涯スポーツ・積雪寒冷環境における体力づくり、あるいは健康の保持・増進を目的

とした身体運動において、トレーニングの効果をより高めるためには栄養と休養のタイミングとバラン

スが重要であると考えられます。運動・栄養・休養を融合した科学的根拠に基づく体力づくり・健康づ

くりの実践の構築を可能とする実験的検証の充実が期待されています。　からだづくり・体力づくり・

健康づくりは、家庭・学校・職場・地域と全ての生活領域に抱合されており、また生涯を通しての累年

的蓄積が大きな規定性を有しています。体力科学における研究成果の蓄積を土台として、他領域との連

携により、個々が実践の主体となるための力量形成を可能とする教育学的プログラムの構築が、研究活

動の到達目標です。

5）傳田　健三　
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生活機能学分野　教授）

　第 1 に、児童・青年期の気分障害（うつ病性障害・双極性障害）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、自

閉スペクトラム症（ASD）に関する臨床的、疫学的研究を行っている。児童・青年期の気分障害は、成

人のそれとは異なり、単独で出現することは少なく、ADHD や ASD と併存して出現することが多い。

そのため、それらの疾患の臨床的研究および疫学的研究を行うことは、疾患相互の内的関連性を解明す

ることにつながっていくと考えられる。生物学的研究との連携により、疾患本態の解明につながってい

くことをめざしている。

　第 2 に、児童・青年期の気分障害、ADHD、ASD の認知機能障害に対する認知リハビリテーションを
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行っている。児童・青年期の気分障害、ADHD、ASD は臨床症状だけでなく、認知機能の障害が認めら

れる。認知機能障害が患者の生きづらさ、コミュニケーション障害および社会性の障害と関連している。

従来の精神科治療は、薬物療法と精神療法に限られていたが、新たな認知リハビリテーションが脚光を

浴びている。現在、児童・青年期の気分障害、ADHD、ASD に対する認知リハビリテーションの有効性

の検証を行っている。

6）松井　利仁
環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門 教授）

（1）交通騒音による健康損失の推定方法に関する研究（科学研究費（基盤 C））
　道路・鉄道・航空機などの交通騒音によって、環境性の睡眠障害が生じること、それに起因して虚血

性心疾患や脳卒中などの罹患率の上昇することが、近年の疫学研究によって明らかになっています。西

欧諸国において、様々な環境因子による健康損失（DALY：障害調整生存年）を比較した結果では、交

通騒音に起因する睡眠障害・心疾患等の DALY は、大気汚染の PM による健康損失に次いで高く、受動

喫煙と同程度の高い健康損失が算定されています。本研究では、我が国における交通騒音による DALY

を推定するために、騒音曝露人口推定手法の検討・開発を行なっています。

（2）航空機騒音による睡眠影響に関する疫学研究
　交通騒音による心疾患等の様々な健康影響は、睡眠妨害／睡眠障害を経由して生じると考えられてい

ます。夜間に離着陸が行なわれている軍用空港周辺の住民を対象として、心拍数・呼吸数などの睡眠状

態を長期間に渡って計測を行い、夜間に発生した航空機騒音の最大騒音レベルや継続時間などを同時に

計測し、睡眠状態の変化との関連性を明らかにするための疫学調査を行なっています。

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　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、様々な社会現象に踏みこん
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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。

（8）競争的資金獲得状況	 	    

　	1）2014（平成 26）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、免疫アレルギーおよび小児発達障
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

44,462 44,462

厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

伊藤佐智子 妊娠期の PFAAs･OH−PCB 曝露によ
る次世代への甲状腺機能攪乱作用と生
後の神経発達へ与える影響の解明 2,000 600

厚生労働省
科学研究費補助金
健康安全・危機管理
対策総合研究事業

岸　　玲子 科学的エビデンスに基づく「新シック
ハウス症候群に関する相談と対策マ
ニュアル（改訂版）」 4,431 1,869

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

7,600 2,280

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

岸　　玲子
（代表：佐田　文宏）

胎児期の環境・ゲノム・エピゲノム交
互作用と出生後の成長斬跡：DOHaD
学説の検証

340 102

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

2,400 540

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
（代表：喜多　歳子）

親の社会経済要因とこどもの成長発達
コホート研究 750 225

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

700 210

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 1,200 360

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

荒木　敦子 フタル酸エステル類への胎児期および
学童期曝露が第二次性徴初来に与える
影響解明

1,600 480

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

伊藤佐智子 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

1,000 300
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日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

ホウマヌ
グウダルジ

Effects of prenatal perfluorinated 
chemicals exposure and genetic 
vulnerability on glucocorticoids 
hormone profiles, growth and risk of 
infectious diseases in next generation

1,800 540

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

小林　澄貴 児の ADHD 発症と胎児期受動喫煙と
の遺伝−環境交互作用の解明 1,000 300

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

山﨑　圭子 長期記憶情報に基づく視覚的短期記憶
における視覚表象の性質の解明 600 180

環境省
受託研究
環境研究総合推進費

岸　　玲子 環境化学物質による ASD 等の神経発
達障害と環境遺伝−エピゲノム交互作
用の解明

32,500 9,750

環境省
受託研究
環境研究総合推進費

岸　　玲子 妊娠中及び胎児期における内分泌攪乱
物質が性分化及び性腺機能に及ぼす影
響について

12,870 3,861

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
232,515

（一般管理費を含む）
0

合　　計 349,068 36,525

　	2）2015（平成 27）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

52,300 15,690

厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

伊藤佐智子 妊娠期の PFAAs･OH−PCB 曝露によ
る次世代への甲状腺機能攪乱作用と生
後の神経発達へ与える影響の解明 1,700 510

厚生労働省
科学研究費補助金
健康安全・危機管理
対策総合研究事業

岸　　玲子 科学的エビデンスに基づく「新シック
ハウス症候群に関する相談と対策マ
ニュアル（改訂版）」 6,068 1,819

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

6,200 1,800

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

荒木　敦子 学童のアトピー性皮膚炎発症への FLG
遺伝子変異と環境化学物質曝露によ る
影響解明

5,400 1,440

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 社会経済要因と幼児期発達コーホート
のマルチレベル・共分散構造分析 1,100 255

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
（代表：喜多　歳子）

親の社会経済要因とこどもの成長発達
コホート研究 860 258

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

荒木　敦子 フタル酸エステル類への胎児期および
学童期曝露が第二次性徴初来に与える
影響解明

1,300 327
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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
（代表：佐田　文宏）

メンデル無作為化解析による胎児期環
境リスク評価と遺伝・環境交互作用 392 118

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

荒木　敦子
（代表：佐田　文宏）

メンデル無作為化解析による胎児期環
境リスク評価と遺伝・環境交互作用 168 50

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

伊藤佐智子 胎児期 OH−PCB 曝露による代謝経路
と次世代への性ホルモン攪乱作用の解
明

1,600 480

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

600 180

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

山﨑　圭子 環境化学物質が ADHD 症状の多様性
に及ぼす影響：事象関連脳電位を用い
た検討

2,400 720

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

小林　澄貴 児の ADHD 発症と胎児期受動喫煙と
の遺伝−環境交互作用の解明 1,000 300

環境省
受託研究費
環境研究総合推進費

岸　　玲子 環境化学物質による ASD 等の神経発
達障害と環境遺伝−エピゲノム交互作
用の解明

39,533 10,637

環境省
受託研究費
環境研究総合推進費

岸　　玲子 胎児期の内分泌かく乱物質への曝露が
性分化・性腺機能および第二次性徴発
来に及ぼす影響：環境遺伝交互作用の
解明

9,999 2,999

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
186,906

（一般管理費を含む）
0

合　　計 317,526 37,583


