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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

本部門はセンター発足以来、本センターの活動の中心をなしています。

環境省のエコチル調査は 2011 年に開始され順調に調査が進んでいます。一方、北海道大学では、それよ

り 10 年前に、日本で初めての本格的な出生コーホートである「環境と子どもの健康に関する北海道スタデ

イ」がスタートしていました。すなわちエコチル調査のちょうど 10 年前の 2001 年から厚生労働科学研究の

環境リスク研究事業として北海道全域を 2 万の母児ペアを対象に研究が開始されています。それと同じころ、

1998 年以降、全国的に大きな問題になった室内空気質がシックハウス症候群やアレルギーなどに及ぼす影響

に関する疫学研究がやはり開始されました。

これらの研究は、人々の健康が、住んでいる地域コミュニテイの自然環境（水質や空気質など）や日常的

に摂食する食品などと、どのように関係しているのか？ライフスタイル（喫煙やアルコール、コーヒーやお

茶などカフェイン摂取）はどうか？教育や収入など社会経済要因の影響はどの程度なのか？葉酸など栄養摂

取はどのくらい重要なのか？このような問いに答えるものです。

子どもは大人よりも環境への感受性が強く影響を受けやすいのか？胎児期曝露と小児期曝露の違いは

何か？胎児期曝露による先天異常や生後の発育、発達への影響は成長後、どの時点まで継続するのか？

Developmental Origins of Health and Disease（DOHaD 学説）のように、胎児期・幼児期の環境要因の影響

は大人の循環器疾患や、肥満・糖尿病の原因になるのか？その生物学的なメカニズムは何か？エピゲノム修

飾でメチル化の変化を伴うのか？母児の遺伝的な SNPs による影響や疾病発症の違いはどの程度なのか？こ

れらの問いに答える研究は、どのように行われているのでしょうか？

出生コーホート研究も、室内空気質に関する研究も市民の協力なしには進みません。市民の信頼にこたえ

ることが重要です。また環境疫学研究は、環境化学物質など環境因子の厳密な機器分析を行うこと、臨床医

学を含む医学的な観察やバイオマーカーの発見や遺伝子の解析が不可欠です。北海道大学環境健康科学研究

センターは、自分たちで有機フッ素系化学物質など POPs（残留性有機汚染物質）の測定分析やフタル酸エス

テル類の測定をしておりますが、同時に私たちは日本のみならず、世界を含めて数多くの研究機関、大学と

の共同研究を実施し、ダイオキシン類や有機塩素系農薬、ビスフェノール A、有機リン系難燃剤などの測定

をしています。
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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、2014 年

12 月から環境訪問調査、医学的検査や精神神経発達検査など詳細調査を実施しています。研究の結果は、

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。

北海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。2011 年 3 月～ 2014 年 5 月末までの約 3 年間で、調査対象

地区に在住していた 8,362 人の妊婦さんに参加の同意をいただきました。

2）2016－2017（平成 28－29）年度の進捗状況
① 全体調査の実施

参加者全員へ半年ごとに郵送で質問票を送付し、お子さんの体格や神経発達などに関する質問に回答

してもらいました。質問票へ回答した参加者には、謝礼を送付しました。回収した質問票はデータシス

テムに登録し、未回答箇所などは回答者へ電話や手紙で問い合わせを行いました。できるだけ多くの参

加者に質問票に回答してもらうために、質問票送付後、一定期間返送のない参加者へハガキや電話によ

る返送依頼を行いました。

② 詳細調査の実施
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% の参加者（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（1 歳半と 3 歳）や、医学的検査（2

歳と 4 歳）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（2 歳と 4 歳）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っています。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 年から 2016 年までに実施した詳細調査のリクルートでは、406 人に参加の同意をいただきました。

札幌・旭川・北見地区以外への転居などで一部の方を除いて、2018 年 3 月 20 日現在 393 人（うち札幌地

区 218 人、旭川地区 100 名、北見地区 75 名）の方に参加していただいています。 2016 年度は、2 歳の
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医学的検査、精神神経発達検査、3 歳の環境訪問調査を、2017 年度は、3 歳の環境訪問調査、4 歳の医学

的検査、精神神経発達検査を実施しました。

③ 小児科医療機関との連携
2013 年度から実施している「疾患情報登録調査」では、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。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。

④ 地域の行政・産科医療機関・医会との連携
札幌、旭川、北見の環境系・教育系行政機関、産科婦人科・小児科医療機関、医会に、地区運営協議

会委員として協力をしていただきました。年に 1 回地区運営協議会を開催し、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、協力体制を構築しました。

⑤ 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。

⑥ 参加者とのコミュニケーション
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、定期的なニューズレターの送付を行いました。

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。また、市民講演会を開催し、

調査からわかったことの報告を行いました。

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のうち、中心仮説に関わるものは 7 課題、

中心仮説に関わらないものは 13 課題を担当することが確定しています。2017 年度末までに、中心仮説に関

わらないもの 3 課題について論文を執筆し、現在学術雑誌に投稿中、または投稿準備中です。

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 課題が承認されています。そのうち、

2016 年～ 2017 年度は下記 3 課題を実施しました。

① 環境化学物質による ASD（自閉スペクトラム症）等神経発達障害への影響解明
1 歳半を迎えた参加者（札幌・北見地区在住）に郵送で発達に関する質問票を送付して回答を得ました。

また、質問票により採尿に同意した参加者に、採尿キットを送付して子どもの尿を採取しました。

② 胎児期の内分泌かく乱物質への曝露が性分化・性腺機能に及ぼす影響
2012 ～ 2014 年度まで実施した追加調査「環境化学物質と性腺機能に関する研究」に参加した札幌地区

の参加者を対象に、3 歳時に郵送で幼児における脳の性分化に関する質問票を送付して回答を得ました。

また、質問票により採尿に同意した参加者に、採尿キットを送付して子どもの尿を採取しました。
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③ 幼児期における親子の身体接触（スキンシップ）頻度が、子どもの健康に与える
影響に関する研究
全体調査の参加者へ、3 歳時に身体接触頻度、笑いの頻度に関する質問票を送付して回答を得ました。

エコチル調査から得られた研究成果は、学術大会、追加調査報告会、ニューズレターなどで発表・報告

を行いました。

4）活動報告
① 会議・委員会等

● 2016（平成 28）年度

・平成 28 年度エコチル調査北海道 UC 札幌地区運営協議会：2017 年 2 月 13 日

● 2017（平成 29）年度

・平成 29 年度エコチル調査北海道 UC 札幌地区運営協議会：2018 年 2 月 20 日

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
● 2016（平成 28）年度

・第 4 回きたみエコチルママの会♪親子で楽しくリトミック♪（北見サブユニット）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2016 年 5 月 14 日（土）10：00－11：30

・第 1 回親子リトミック教室（札幌）……………………2016 年 8 月 20 日（土）10：30－11：30

・第 2 回親子リトミック教室（札幌）……………………2016 年 9 月 3 日（土）10：30－11：30

・第 3 回親子リトミック教室（札幌）……………………2016 年 9 月 10 日（土）10：30－11：30

・第 5 回きたみエコチルママの会♪みんなで楽しもう !! 親子ビクス♪（北見サブユニット）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2016 年 9 月 24 日（土）13：30－15：00

・親子お料理教室（札幌）…………………………………2016 年 10 月 1 日（土）10：00－13：30

・手作りおもちゃ教室（旭川）……………………………2016 年 11 月 5 日（土）10：00－11：30

・手作りおもちゃ教室（北見）……………………………2016 年 11 月 6 日（日）10：00－11：30

・手作りおもちゃ教室（札幌）……………………………2016 年 11 月 12 日（土）10：00－11：30

・第 6 回きたみエコチルママの会♪みんなで楽しもう !! 親子ビクス♪（北見サブユニット）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2016 年 12 月 4 日（日）10：00－11：30

・市民講演会『環境が与える子どもへの影響 ～北海道スタディとエコチル調査からわかったこと～』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（札幌）……2017 年 2 月 23 日（木）10：30－12：00

● 2017（平成 29）年度

・第 7 回きたみエコチルママの会♪みんなで楽しもう !! 親子ビクス♪（北見サブユニット）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2017 年 5 月 20 日（土）13：30－15：00

・第 1 回親子お料理教室（札幌）…………………………2017 年 6 月 24 日（土）10：30－13：00

・第 2 回親子お料理教室（札幌）…………………………2017 年 7 月 1 日（土）10：30－13：00
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・第 3 回親子お料理教室（札幌）…………………………2017 年 7 月 22 日（土）10：30－13：00

・第 1 回親子リトミック教室（札幌）……………………2017 年 8 月 12 日（土）　9：30－10：30

・第 2 回親子リトミック教室（札幌）……………………2017 年 8 月 12 日（土）11：00－12：00

・エゾチル通信第 11 号 写真撮影会（旭川・あさひかわ北彩都ガーデン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2017 年 8 月 19 日（土）13：00－14：00

・エゾチル通信第 11 号 写真撮影会（北見・野付牛公園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2017 年 8 月 20 日（日）10：00－11：00

・遠足（当別町フレンドリーファーム）…………………2017 年 9 月 2 日（土）　9：30－14：30

・第 8 回きたみエコチルママの会♪みんなで楽しもう !! 親子ビクス♪（北見サブユニット）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2017 年 9 月 3 日（日）10：00－11：30

・親子リトミック教室（旭川）……………………………2017 年 9 月 9 日（土）10：30－11：30

・親子リトミック教室（北見）……………………………2017 年 9 月 10 日（土）10：30－11：30

・エコチル調査北見ファミリーフェスタ 2017　Let's enjoy music and English!!（北見サブユニット）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2017 年 11 月 19 日（日）10：00－11：00

・エゾチル通信第 12 号 写真撮影会（札幌・白い恋人パーク）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2018 年 1 月 20 日（土）　9：00－10：30

・市民講演会『北海道の子どもを取り巻く環境と健康 ～ 2 万人の調査から～』（札幌）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……2018 年 2 月 15 日（木）10：00－11：30

・エコチル調査高知ユニットセンターとの情報交換会  ………………………2018 年 3 月 1 ～ 2 日

④ ニューズレター発行
● 2016（平成 28）年度

・10 月 3 日「エゾチル通信・第 9 号」

・3 月 3 日「エゾチル通信・第 10 号」

● 2017（平成 29）年度

・9 月 15 日「エゾチル通信・第 11 号」

・10 月北見サブユニット通信

　　　「すまいる！エコチル・創刊号」

・2 月 15 日「エゾチル通信・第 12 号」
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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。北海道と札幌の両コーホートともに、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
北海道コーホートは登録数が 20,926

人で、母児ペアを追跡しています。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（自閉スペクトラム症）/

ADHD（注意欠如・多動症）等の神経

行動発達を評価しています。9 歳以降

の思春期ではこれらに加えて第二次性

徴発来のタイミングを評価します。

この 2 年間の大きな特徴は、（1）学童を対象とした発育・体格の調査が開始されたこと、（2）9 ～ 10

歳を対象としたアレルギーや免疫機能の評価に関わるこども医学的調査が開始されたこと、（3）9 ～ 14

歳児を対象とした神経行動発達に関わる脳波の測定調査が開始されたことです。さらに（4）化学物質に

脆弱なハイリスク集団を同定するための大規模な環境－遺伝交互作用の調査も引き続き進めております。

次に上記４つの研究について簡単に説明します。

●研究 1：学童を対象とした発育・体格の調査

環境化学物質の胎児期曝露が、子どもの発育や体格、肥満などに影響するかを明らかにすることを目

的としています。学童期の子どもを対象に、身体計測（身長・体重・体脂肪量など）、皮下脂肪厚、血圧

の測定を実施し、母親の妊娠中の化学物質の濃度と関係しているかを検討する調査です。また、子ども

の食生活や運動量などについても、自記式質問票にて調査を行っています。

●研究 2：9－10 歳を対象としたアレルギーや免疫機能の評価に関わるこども医学的調査

この研究では、子どもが胎児期から現在まで様々な環境化学物質にさらされることによって、喘息な

どのアレルギー症状や免疫機能におよぼす影響を明らかにすることを目的としています。調査は 9 ～ 10

歳の子どもを対象として、医師による診察、身体計測（身長・体重）、呼気中一酸化窒素濃度の測定、採尿、





Ⅱ．活動報告

31

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、2016・2017（平成 28・29）年度にコーホートの参加のお子

さま全員にこの情報冊子を送付しました。

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、2017（平成 29）年 2 月 23 日に『環境が与える子どもへの

影響～北海道スタディとエコチル調査からわかったこと～』として市民講演会を開催し、当センター兼

務教員である守屋仁彦講師（北海道大学大学院医学研究科）が「男の子らしさ？女の子らしさ？を科学

する－胎児性腺に対する環境ホルモンの影響－」、当センター教員である荒木敦子准教授が「住環境と子

どもの喘息やアレルギーについて」、山﨑圭子特任助教が「幼児期初期の自閉症スペクトラム傾向と母児

の特徴」を発表しました。また、2018（平成 30）年 2 月 15 日に『北海道の子どもを取り巻く環境と健康

～ 2 万人の調査から～』として市民講演会を開催し、当センター兼務教員である守屋仁彦准教授（北海

道大学大学院医学研究院）が「胎児期における性ホルモンの役割と環境ホルモン～なぜ女の子はままご

とをするのか～」、当センター教員である伊藤佐智子特任講師が「2 万人の出生コーホート調査からわかっ

たこと」、小林澄貴特任講師が「妊婦の受動喫煙と子どもの健康影響について」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市民講演会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では湊屋街子特任講師（2016

（平成 28）年 10 月 27 日：北海道札幌南高等学校、2017（平成 29）年 10 月 26 日：北海道札幌南高等学校）

が講義し高校生との対話を行いました。

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 ホームページの運営とコミュニケーションマークの運用
2015（平成 27）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。2016

および 2017（平成 28 および 29）年度には調査票や環境化学物質などに関するご

質問への回答、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、さらに研究成果発信のページを作成しました。

コミュニケーションマークは北海道スタディをもっと身近に感じていただくため

に活用しています。
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4）活動報告
① 会議・委員会等

● 2016（平成 28）年度

・厚生労働科学研究費補助金平成 28 年度第 1 回班会議

　2016 年 8 月 9 日　18：00 ～ 20：00　KKR ホテル札幌

・厚生労働科学研究費補助金平成 28 年度第 2 回班会議

　2017 年 1 月 30 日　18：00 ～ 20：00　ホテルマイステイズ札幌アスペン

● 2017（平成 29）年度

・環境省環境研究総合推進費平成 29 年度アドバイザリーボード会合

　2017 年 11 月 30 日（木）　16：00 ～ 18：00　ファカルティハウス「エンレイソウ」

・厚生労働科学研究費補助金平成 29 年度第 1 回班会議

　2018 年 1 月 31 日　18：00 ～ 20：00　北海道大学学術交流会館

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
● 2016（平成 28）年度

・4 月 1 日「ポプラの綿毛 2016 上半期号」

・10 月 1 日「ポプラの綿毛 2016 下半期号」

● 2017（平成 29）年度

・4 月 1 日「ポプラの綿毛 2017 上半期号」

（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、

これまで言われてきたシックハウス症候群の原因となるとされる建材などに含まれる合成化学物質のア

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ました。これまで報告されてきたアルデヒド類や VOC 類のみ
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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。

当初のマニュアル作成から 10 年が経過し、今日までに多くの知見を得ています。そこで平成 26 年度

からは、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）』を作成し、厚生労働省のホームページ、生活衛生対策 > シックハウス

対策のページに掲載されています。これは、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、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られています。

その他、シックハウス症候群の有訴率が高い児童を対象に、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による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 2 つの研究を実施しました。1 つは、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」。もう 1 つは、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」です。これらの研究から、ハウスダスト中のフタ

ル酸－2－ジエチルヘキシル（DEHP）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。さらに、ハウスダスト中濃度からも 1

日摂取量を推定し、それぞれについてアレルギーとの関連を検討した結果、ハウスダスト中濃度から推

定した DEHP の 1 日摂取量が高いと児の鼻結膜炎のリスクを上げること、また DEHP およびフタル酸ブ

チルベンジル（BBzP）は床ダストからの曝露の寄与が大きいことが明らかとなりました。また、室内空

気中の 2－エチル－1－ヘキサノール（2E1H）濃度が高いとシックハウス症候群の粘膜症状およびいずれ

かの症状（皮膚、粘膜、一般症状のいずれかあり）のリスクを上げることが明らかとなりました。さらに、

平成 28 年度からは、健康影響については世界的にも未だ科学的知見が殆どない、リン酸トリエステル類

の尿中代謝物の測定をベルギーのアントワープ大学 Adrian Covaci 教授との共同研究のもと実施しまし

た。健康影響との関連については今後検討を行う予定です。平成 15 ～ 29 年度までの調査研究では、こ

れまでに 2 編の著書と 46 編の論文を発表しています。

② 研究成果
平成 28 年度は、札幌市の小学生の尿 128 検体を用いて、リン酸トリエステル類の尿中代謝物 14 化合

物の一斉分析を行いました。リン酸トリエステル類は、カーテンや壁材などの内装剤および電化製品を

燃えにくくするための難燃剤や住宅の床材の光沢剤や仕上げ剤として使用される合成化学物質で、室内

環境が主な曝露源です。リン酸トリエステル類の尿中代謝物の分析ができる分析機関は世界でも数少な

く、中でもその第一人者であるベルギーのアントワープ大学 Adrian Covaci 教授との共同研究として実

施しました。

平成 29 年度には、ハウスダスト中濃度および尿中代謝物濃度からフタル酸エステル類の 1 日摂取量は、

ハウスダスト中濃度から推定した DEHP の 1 日摂取量が高いと児の鼻結膜炎のリスクを上げること、ま
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た DEHP およびフタル酸ブチルベンジル（BBzP）は床ダストからの曝露の寄与が大きいことを明らに

しました。また、室内空気中 2E1H 濃度が高いとシックハウス症候群の粘膜症状およびいずれかの症状

（皮膚、粘膜、一般症状のいずれかあり）のリスクを上げることが明らかとなりました。本研究成果より、

高濃度の 2E1H がダンプネスで見られることから、室内のダンプネスを減らすことが、2E1H の発生を防

ぎ、居住者のシックハウス症候群のを防ぐことにつながるということを示唆しました。

また、平成 28 年度に実施した札幌市の小学生の尿中リン酸トリエステル類代謝物濃度とハウスダス

ト中リン酸トリエステル類濃度および住環境との関連について、ダスト中の TBEOP がその代謝物の

リン酸ビス－2－ブトキシエチル （BBOEP）、リン酸ビス－2－ブトキシエチル－2－ヒドロキシエチル

（BBOEHEP）、リン酸ビス－2－ブトキシエチル－3'－ヒドロキシ－2－ブトキシエチル （TBOEP－OH）

とそれぞれ強い相関が認められたことから、室内環境による TBOEP の曝露の寄与が大きいことを 37th 

International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants （POPs） －DIOXIN 2017 にて

発表しました。また、尿中リン酸トリエステル類代謝物濃度と児のアレルギー症状との関連について、

TCIPP の代謝物の総和が鼻結膜炎のリスクを上げること、TBOEP の代謝物の TBOEP－OH が湿疹、

BBOEP濃度がアレルギーのリスクを上げることを第88回日本衛生学会学術総会にて発表しました。我々

は、床の表面仕上げ材や光沢剤、ワックスとして使用される TBOEP が日本で特に濃度が高いことを既

に報告ています。しかし、健康影響については世界的にも未だ科学的知見が殆どありません。今回の研

究により、室内環境から児が TBOEP の曝露を受けていること、また、TBOEP 曝露濃度が高いことが

湿疹やアレルギーのリスクを上げることが明らかとなりました。今後は、リン酸トリエステル類のみな

らず、室内環境フタル酸エステル類やフェノール類などとの複合曝露による児のアレルギー疾患との関

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

2016 年 6 月 26 日に ISEE/ISES－Asian Chapter の「Recent Issue on Indoor Air and Health」のシ

ンポジウムにて、「Allergic disease in relation to phthalates and phosphorus flame retardants in house 

dust and urine」として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。

2016 年 9 月 7 日にベルギーのアントワープ大学を訪問し、そこで開催された　Informal Meeting にて

「Allergic disease in relation to phthalates and phosphorus flame retardants in house dust and urine － 

Studies of Indoor Air Quality－」として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。

住環境調査の様子 化学物質分析の様子
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（5）競争的資金獲得状況     

　 1）2016（平成 28）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

54,392 6,276

厚生労働科学研究費
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 1,690 195

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 A

岸　　玲子 環境化学物質の第二次性徴・神経行動
発達・アレルギーへの影響：分子メカ
ニズムの解明

24,600 3,660

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

4,200 540

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 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 800 82

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 前向き出生コーホート研究による
ADHD の病態関連バイオマーカーの解
明

1,100 165

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

730 －

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
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 560 84

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

700 105

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

1,100 165

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

小林　澄貴 児のエピゲノム変化に影響する母のダ
イオキシン類曝露と遺伝子との交互作
用の解明

1,500 225

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

西原　進吉 子どもにおける有機リン・ネオニコチ
ノイド系農薬の日常曝露と ADHD 傾
向との関係

1,900 285

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

アイツバマイ
ゆふ

思春期前のフタル酸エステル曝露が第
二次性徴発来へ及ぼす影響の解明 1,400 210

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

湊屋　街子 胎児期フタル酸エステル類曝露による
生後の子どもの体格・発育への影響の
検討

1,300 195

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 妊娠中の環境要因がエピゲノムを介し
て小児の脂質代謝と肥満・やせ型に与
える影響

1,200 180

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

33,463 5,020
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環境省
受託研究
環境研究総合推進費

岸　　玲子
（代表：篠原信雄）

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

9,339 1,400

合　計 　 139,975 18,787
（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
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
166,181

（一般管理費を含む）
0

　 2）2017（平成 29）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

厚生労働科学研究費
補助金
化学物質リスク研究
事業

岸　　玲子 網羅的エピゲノム解析を用いた化学物
質による次世代影響の解明：新しい試
験スキームへの基礎的検討 11,154 1,673

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 A

岸　　玲子 環境化学物質の第二次性徴・神経行動
発達・アレルギーへの影響：分子メカ
ニズムの解明

4,900 735

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

2,500 375

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 360 54

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 前向き出生コーホート研究による
ADHD の病態関連バイオマーカーの解
明

1,700 255

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：平工雄介）

喫煙に起因する低体重出生のリスクを
予測するマイクロ RNA の探索と役割
の解明

150 22

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

500 75

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

小林　澄貴 児のエピゲノム変化に影響する母のダ
イオキシン類曝露と遺伝子との交互作
用の解明

1,500 225

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

西原　進吉 子どもにおける有機リン・ネオニコチ
ノイド系農薬の日常曝露と ADHD 傾
向との関係

1,500 180

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

アイツバマイ
ゆふ

思春期前のフタル酸エステル曝露が第
二次性徴発来へ及ぼす影響の解明 1,000 150

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

湊屋　街子 胎児期フタル酸エステル類曝露による
生後の子どもの体格・発育への影響の
検討

1,100 165

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 妊娠中の環境要因がエピゲノムを介し
て小児の脂質代謝と肥満・やせ型に与
える影響

1,300 195

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

山﨑　圭子 学童期の行動抑制への有機フッ素化合
物胎児期曝露の影響：事象関連脳電位
による検討

1,000 150
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独立行政法人
環境再生保全機構
環境研究総合推進費

荒木　敦子 環境化学物質の複合曝露による喘息・
アレルギー、免疫系へ及ぼす影響の解
明

34,428 5,164

独立行政法人
環境再生保全機構
環境研究総合推進費

岸　　玲子
（代表：篠原信雄）

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

8,153 1,223

合　　計 70,946 10,641
（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
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
167,488

（一般管理費を含む）
0




