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指定国立大学法人京都大学（以下「京都大学」という。）の研究チームは、国立研究開発法
人国立環境研究所（以下「国立環境研究所」という。）と共同で、エコチル調査の約 2 万人
の妊婦の血中鉛濃度と、新生児の体格（体重、身長、頭囲）との関連について解析しました。
その結果、わずかですが出生体重の減少が認められました。また、血中鉛濃度が高くなるに
つれて、SGA（在胎週数に見合う標準的出生体重に比して小さい）や低出生体重（在胎週数
によらず、出生時体重が 2,500g 未満）で生まれる児が、わずかに多かったことがわかりま
した。なお、本研究の結果は、あくまで参加妊婦の範囲内での影響に関するものです。本研
究の成果は、令和 2 年 11 月 3 日付で疫学分野の学術誌「International Journal of
Epidemiology」に掲載されました。
※本研究の内容は、すべて研究チームの意見であり、環境省及び国立環境研究所、京都大
学の見解ではありません。

発表のポイント
・

京都大学と国立環境研究所が共同で、妊婦の血中鉛濃度と新生児の出生時体格との関連
を調べました。

・

本邦における妊婦の血中鉛濃度は、他の国・地域からの報告と比べて、極めて低いこと
が明らかになりました。

・

妊婦の血中鉛濃度が高くなるにつれて、わずかですが新生児出生体重の減少が認められ
ました。

・

また、血中鉛濃度が高くなるにつれて、SGA※1（在胎週数に見合う標準的出生体重に
比して小さい）や低出生体重で生まれる児※2 が、わずかに多かったことがわかりまし
た。

・

男女児ともに、妊婦の血中鉛濃度が高くなると、わずかに出生時の身長、頭囲が減少
していたことが示されました。

・

本調査では、妊婦の血中鉛濃度と妊娠期間の短縮や早産※3 との関連は認められません
でした。

・

本調査の妊婦の血中鉛濃度の範囲では、新生児の出生時体格への個人的な影響は限定的
であることがわかりました。
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研究の背景
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下「エコチル調査」という。
）は、胎児期から小
児期にかけての化学物質ばく露※4 が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成
22（2010）年度より全国で 10 万組の親子を対象として開始した、大規模かつ長期にわたる
出生コホート調査です。母体血や臍帯血、母乳等の生体試料を採取保存・分析するとともに、
参加する子どもが 13 歳になるまで追跡調査し、子どもの健康に影響を与える環境要因を明
らかにすることとしています。
エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療
研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で
調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンター
を設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。調査期間は 5 年間のデータ
解析期間を含み、令和 14（2032）年度までを予定しています。
小さく生まれた赤ちゃんは、生後の疾患や成長後に慢性疾患になりやすいことが指摘され
ています。エコチル調査では子どもの健康の一つの要素として、胎児の成長に関わる要因を
調べる研究を進めています。
鉛は、ばく露すると人体に悪影響を及ぼすことが知られています。近年、ガソリンや塗料
中の鉛使用が規制され、日常生活環境での高濃度のばく露は極めて少なくなりました。一方
で、日常的な低濃度ばく露の影響があらたに報告されるようになってきました。なお、これ
らの鉛の慢性低濃度ばく露は、母体からばく露される胎児期から始まっていると想定されて
います。
これまでの海外での研究では、自然流産・早産の増加、先天性疾患、出生時体格への影響
について報告がありますが、確定的なことは現在まで明らかになっていません。更に、本邦
における出生児体格への影響を調べた全国的大規模調査はこれまでにありませんでした。
研究内容と成果
本研究は、調査に参加した妊婦の妊婦健診（妊娠中期と後期）時の血液を用いて、母体血
中鉛濃度を測定しました。出生児の体格（体重、身長、頭囲）と妊娠期間、早産、SGA、低
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出生体重児の有無は、診療記録から調査しました。また、平成 28（2016）年 4 月までの出
産時全固定データ（新生児の情報）及び平成 29（2017）年 4 月までの金属類第一次固定デ
ータ（妊婦 2 万人に関する元素の血中濃度）を使用し、そのうち 16,243 人について解析を
行いました。
結果：参加妊婦のうち、解析対象となった妊婦の血液中鉛濃度は、中央値※5 が 0.63（範囲
0.16-7.4）µg/dL であり、約 91%（14,755 人）が 1.0 µg/dL 以下、CDC（米国疾病予防
管理センター）の参照水準（5.0 µg/dL 以上）を超える妊婦は 0.03%（4 人）でした。母体
血液中の鉛濃度が 0.1 µg/dL 上昇するごとに、5.4g (95%信頼区間※6:3.4-7.5g)体重が減
少していました。更に、母体血液中の鉛濃度が 0.1 µg/dL 上昇するごとに、SGA と低出生
体重で生まれる児が 1.03 倍(95%CI:1.02-1.04)多かったことがわかりました。一方で、妊
娠期間の短縮や早産は変わりませんでした。以上のことからまとめると、妊娠中の血中鉛濃
度が 1.0 µg/dL 以下と低濃度であっても、出生児体格に影響があることがわかりました。し
かしながら、その影響は個人個人に対しては小さく、臨床的には、胎児期における鉛ばく露
の影響は、極めて限定的であることがわかりました。
今後の展開
本研究における限界として、大多数の妊婦の血中鉛濃度が低く、高濃度のばく露の影響に
は言及できない点、血中鉛濃度の上昇や低下に関わる要因の詳細調査が未実施である点、が
あげられます。今回の出生時体格へのわずかな影響が、今後、児の成長発達に影響するのか、
社会全体でどのような影響があるのか、さらに研究を進めます。
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参考図

大部分の妊婦の血中鉛濃度は 1.0 µg/dL であり、母体血中鉛濃度が高くなるほど、出生児
体重は減少していました。ただし、母体血液中の鉛濃度が 0.1 µg/dL 上昇するごとに、5.4g
(95%CI:3.4-7.5g) の体重減少であり、その個人的な影響は限定的でした。
補足
妊娠中の鉛ばく露の胎児への影響は、知能などの中枢神経機能への悪影響が最も深刻と考
えられています。そのため、妊婦の鉛ばく露濃度には安全と判断できる閾値は設定されてい
ません。今回、妊娠中の低ばく露であっても、出生時体格との関連があったため、ばく露環
境での影響は注意が必要だと考えられます。しかしながら、国内における通常の日常環境で
は、個人的な影響の程度は極めて限定的であり、妊婦健診などでの全員スクリーニング検査
は不要と考えらます。
用語解説
※1 SGA：small-for-gestational-age の略、新生児の出生体重が、在胎週数に相当する標
準的な出生体重に比べて小さい状態での出生を指します。性別・在胎週数・分娩様式毎のグ
ループで 100 人中小さいほうから 10 番目以内に入る場合に SGA とみなされます。
※2 低出生体重児：在胎週数によらず、出生時体重が 2,500g 未満の児を示します。
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※3 早産：妊娠 37 週未満での出産を示します。
※4 ばく露：化学物質などの環境要因にさらされることをいいます。
※5 中央値：すべての測定値を順に並べた時に中央の値を示します。
※6 95%信頼区間（Confidence Interval ;CI）
：調査の精度を表す指標です。精度が高け
れば狭い範囲に、低ければ広い範囲となります。
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

妊婦の血中カドミウム濃度と児の出生時体格の関連について： 子どもの
健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）での研究成果
（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、富山県内等報道機関同時配付）

令和 2 年１０月２日（金）
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センター長

稲寺 秀邦
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エコチル調査コアセンター
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次長

山崎 新
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国立大学法人富山大学（以下「富山大学」という。）のエコチル調査富山ユニットセンター
の研究チームは、約 2 万組の妊婦とその出生児を対象に、妊娠中の母親の血中カドミウム濃
度と新生児の出生時体重、身長、頭囲及び胸囲との関連について男女別に調べました。妊娠
後期（28〜40 週）の血中カドミウム濃度を濃度が低い順に４つのグループに分けて解析し
た結果、女児の中で最も低いグループに比較して濃度が最も高いグループでは SGA※1 とな
る出生児が 1.9 倍多かったことがわかりました。
妊娠後期の血中カドミウム濃度が高いと、低い場合と比べて胎児の成⻑が抑制される可能
性が示唆されますが、本研究の結果から断言できるものではありません。
本研究の成果は、令和２年 9 月 20 日に環境保健の国際専門誌である「Environmental
Research」に掲載されました。
※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではあり
ません。
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発表のポイント


富山大学と国立環境研究所が共同で、妊婦の血中カドミウム濃度と新生児の出生時体格
との関連を調べました。



妊娠中の母親の妊娠中期及び後期の血中カドミウム濃度とその母親から生まれた子ども
の出生時の体重・身長・胸囲・頭囲および SGA との関連について男女別に解析を行い
ました。



その結果、女児においては、母親の妊娠後期の血中カドミウム濃度が最も低いグループ
に比べ、最も高いグループで SGA になる児が 1.9 倍多くなりました。



以上より、妊娠後期の血中カドミウム濃度が高いと、低い場合と比べて胎児の成⻑が抑
制される可能性が示唆されますが、本研究で示した結果から断言できるものではありま
せん。

研究の背景
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下、
「エコチル調査」）は、胎児期から小児期に
かけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成 22
（2010）年度より全国で 10 万組の親子を対象として開始した、大規模かつ長期にわたる出
生コホート調査です。母体血や臍帯血、母乳等の生体試料を採取保存・分析するとともに、
参加する子どもが 13 歳になるまで追跡調査し、子どもの健康に影響を与える環境要因を明
らかにすることとしています。エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコ
アセンターを、国立成育医療研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンタ
ーを、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の
拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。
調査期間は 5 年間のデータ解析期間を含み、令和 14（2032）年度までを予定しています。
赤ちゃんは、
一定の期間をお母さんのお腹の中で過ごし、十分に成長してから出生します。
しかし、十分に成長できず⼩さな体格で⽣まれると、小児期の疾患や成人になってから慢性
疾患にかかるリスクが⾼くなることが指摘されています。そのため、お母さんの体内で赤ち
ゃんの成⻑に悪影響を与える物質について調べる研究は非常に重要です。
母親のカドミウム摂取と赤ちゃんの胎児期の成長との関連については、これまで海外で調
査が行われていました。その中では、妊娠中の⺟親の⾎中カドミウム濃度が高いと出⽣体重
が減少する、あるいは SGA 児の出生が多くなるという報告がありました。しかし、調査に
よって結果が異なっており、より精度の高い研究が求められていました。
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研究内容と成果
解析には、平成 28（2016）年 4 月固定「出産時全固定データ（新生児の情報）」及び平
成 29（2017）年 4 月に固定された金属類第一次固定データ（妊婦 2 万人に関する元素の血
中濃度）を使用し、そのうち 17,584 人の妊婦の⾎中カドミウム濃度と、その妊婦から生ま
れた新⽣児の出⽣時の体重、⾝⻑、頭囲、胸囲との関連について解析を⾏いました。また、
SGA 児の出生割合の解析も行いました。
解析には、妊娠中に⾎中カドミウム濃度を測定した⺟親と双⼦や三つ⼦ではない単胎の新
⽣児 17,584 組からの情報を使⽤しました。赤ちゃんの出⽣時の体格は、お母さん自身の年
齢、体格、妊娠中の栄養摂取の状況など複数の要因が関連して決まると考えられます。そこ
で、赤ちゃんの体格に影響を与えると考えられる複数の要因も同時に検討し、統計学的な⼿
法を⽤いてそれらの影響を取り除く分析を実施しました。
１）妊婦の⾎中カドミウム濃度
⽇本国内の妊婦 17,584⼈について妊娠中後期に採血を行い、血中カドミウム濃度を
ICP-MS 法※２にて測定を⾏ったところ、⾎中カドミウム濃度は 0.11〜4.73 μ g/L（中央値
※３

0.66 μ g/L）でした。本研究では、濃度別に 4 つのグループ（濃度の最も低いグループ

を Q1 として濃度別に Q4 までに分類）に分けて出生時体格との検討を行いました（表１）
。
これまでの海外の研究からは、男児より女児のほうが影響が出やすいという報告があったた
め、性別に分けて解析を行いました。また、カドミウムの影響は、妊娠時期により異なる可
能性があります。そのため、血中カドミウム濃度を測定した時期別に、妊娠中期（14〜27
週）と妊娠後期（28〜40 週）に分けた解析も⾏いました。
表1

分析に用いた妊娠中の血中カドミウム濃度別グループ
血中カドミウム

検討した人数

濃度

男児

女児

(μ g/L)

妊娠中期

妊娠後期

妊娠中期

妊娠後期

Q1

≤ 0.497

1,426

817

1,361

779

Q2

0.498 - 0.663

1,349

936

1,292

840

Q3

0.664 - 0.906

1,288

954

1,194

949

Q4

≥ 0.907

1,270

1,014

1,134

981
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２）妊婦の⾎中カドミウム濃度と出生児体格の関係
血中カドミウム濃度が最も低いグループ（Q1）と比べ より濃度が高い Q2、Q3、Q4 に
おいて、出生体重、身長、胸囲、頭囲の平均値に差があるかを確認しました。その結果、出
生体重の平均値は、Q1 と比べ、Q3,Q4 では減少する傾向が見られました（図１）
。性別や採
血時期に分けた検討では、男児においては、いずれの採血時期においても、Q1 と比べ より
濃度が高いグループの間で出生体重、身長、胸囲、頭囲に何らかの傾向は認められませんで
した。しかし、女児において、妊娠後期に血中カドミウム濃度を測定したグループに関して
は、Q1 と比べ 最も濃度が高いグループ（Q4）で出生体重と胸囲の減少が認められました。
3）妊婦の⾎中カドミウム濃度と SGA 児出生リスクの関係
今回は、SGA の判定に、日本小児科学会が日本国内の出生児の体重をもとに算出し、2014
年に発表した基準値を用いました。この分析では、帝王切開で生まれた子を除いた 13,969
組の母子を検討しました。
その結果、男児の検討においては、妊娠中期、妊娠後期ともに、Q1 と比べ より濃度が高
いグループの間で SGA 児が生まれるリスクに差はありませんでした（図 2-1, 図 2-2)。し
かし、女児において、妊娠後期にカドミウム濃度を測定したグループに関しては、Q1 と比
べ Q4 で SGA 児が 1.9 倍多く生まれました（図 2-4）
。一方、女児においても、妊娠中期に
カドミウム濃度を測定したグループでは、濃度が高いグループでも SGA 児が生まれる割合
が上昇するわけではありませんでした（図 2-3）
。
今後の展開
本研究では、妊娠後期（28 週以降）の⾎中カドミウム濃度が⾼値の場合に、低値の場合と
比較して、女児の出⽣時体重と胸囲が減少し、SGA 児が⽣まれる割合が⾼くなることが⽰さ
れました。この結果から、
「妊娠後期の血中カドミウム濃度量が高いと胎児の成⻑が抑制され
る可能性」が示唆されますが、この報告から直ちに妊娠中の体内カドミウムの影響を断言で
きるものではありません。
本研究では、⾎中カドミウム濃度差、男⼥差、採血した妊娠期による差が観察されました
が、その理由は明らかではありません。今回の解析では、赤ちゃんの体格に関連する複数の
項目を考慮しましたが、喫煙や飲酒といった項目は母親の質問票の回答から得ており客観的
なデータではありません。また、カドミウム以外の化学物質濃度や遺伝的な背景については
考慮できていません。さらに、カドミウムを測定した採血の時期を、妊娠中期、妊娠後期と
区別しましたが、いずれかで測った人をグループ化したのみで、両時期で測定した経時的な
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変化を考慮したわけではありません。
以上のようなことから、本研究から示唆された「妊娠後期に体内カドミウム量が多いと胎
児の成⻑が抑制される可能性」を明確にするためには、今後さらに別の検討を行って確かめ
ていく必要があります。しかしながら、これまでの研究より多い 17,584 組の母子で確認で
きた点、カドミウム濃度の採血時期を明確にして確認した点で、これまでの研究より精度が
高い報告といえます。
エコチル調査では、引き続き環境因⼦、社会経済的因⼦、遺伝的要因について調査し、子
どもの発育や健康に影響を与える要因を検討していきます。

参考図

図 1：母親の血中カドミウム濃度別に見た出生児体重（男児・女児の合計の平均）
血中カドミウム濃度別の出生時体重の平均値を示している。このグラフは男児と女児を合わ
せて計算した平均値を示している。
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図２：母親の血中カドミウム濃度別に見た、出生児が SGA となる割合のＱ１に対する比
血中カドミウム濃度が最も低い Q1 とより濃度が高いグループとを比較したとき、SGA 児
が生まれる割合の比を示した図。１）妊娠中期に採血したグループの男児、２）妊娠後期に
採血したグループの男児、３）妊娠中期に採血したグループの女児では、Q1 と比較してよ
り濃度が高い Q2、Q3、Q4 のいずれも SGA 児が生まれる割合に差はなかった。一方、４）
妊娠後期に採血したグループの女児では、Q1 と比較して最も血中カドミウム濃度が高い Q4
で、約 1.9 倍 SGA 児が生まれる割合が高かった。
用語解説
※1 SGA︓small-for-gestational-age の略で、新⽣児の出⽣体重が、在胎週数に⾒合う標
準的な出⽣体重に⽐べて⼩さい状態を指します。在胎週数毎のグループで 100⼈中⼩
さいほうから 10 番⽬以内に⼊る場合に SGA とみなされます。
※2 ICP-MS 法︓誘導結合プラズマ質量分析法（Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry）の略で、調べたい物質にどのような元素が含有されているかを明らか
にする目的で、プラズマのエネルギーを照射し含有されている元素（原子）を励起さ
せて計測する方法です。励起された元素の質量より、元素の種類を識別します。
※3 中央値︓50%の⼈がそれ以下となり、残りの 50%の⼈がそれ以上になる値です。
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※4 95%信頼区間︓調査の精度を表す指標で、精度が⾼ければ狭い範囲に、低ければ広い
範囲となります。
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

「母体の妊娠中の殺虫剤・防虫剤の使用と、治療を要する新生児高ビリルビン血症との関連」
について
（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、文部科学記者会、科学記者会、
松本市政記者会、長野市政記者会、同時配布）

令和 2 年 9 月 1 日（火）
国立大学法人信州大学
エコチル調査甲信ユニットセンター（信州大学）
教授

野見山哲生

講師（特定雇用）

元木倫子

小児医学教室

柴崎拓実

国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長

山崎 新

次長

中山祥嗣

甲信ユニットセンター（信州大学）が中心となって、エコチル調査で収集した妊婦約 10
万人のデータのうち 61,751 人のデータを解析対象とし、母親の妊娠中の殺虫剤・防虫剤の
使用と児の高ビリルビン血症との関連について調べました。
血中のビリルビンが高くなると、
皮膚や目が黄色く見える黄疸※1 となり、新生児では脳の障害を来すこともあるため、適切に
光線療法などの治療を行う必要があります。研究の結果、屋内でのスプレー式殺虫剤の使用
頻度が多いと光線療法を要する新生児高ビリルビン血症の発生が 1.21 倍高くなっていまし
た。一方、スプレーもしくはローションタイプの虫よけ剤の使用頻度が多い場合は発症が
0.70 倍と低くなっていました。また、衣類用防虫剤、蚊取り線香・電気式蚊取り器、園芸用
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農薬・殺虫剤の使用に関しては、その頻度と治療を要する新生児高ビリルビン血症との関連
は認められませんでした。
本研究では妊娠末期の殺虫剤・防虫剤ばく露※2 の評価が行われていないこと、殺虫剤・防
虫剤のばく露に関する情報が血中濃度など客観的なデータとして得られていないこと、また
各医療機関間で新生児高ビリルビン血症に対する光線療法の施行基準が若干異なっているこ
とによる影響は検討されていません。今後これらの課題について考慮した検討が必要です。
本研究の成果は、令和 2 年 8 月 5 日付で American Pediatric Society、the European
Society for Paediatric Research、the Society for Pediatric Research から刊行される小
児科学分野の学術誌「Pediatric Research」に掲載されました。
※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではあり
ません。
１．エコチル調査とは
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下、「エコチル調査」）は、胎児期から小児期
にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成 22
（2010）年度より全国で 10 万組の親子を対象として開始した、大規模かつ長期にわたる出
生コホート調査です。母体血や臍帯血、母乳等の生体試料を採取保存・分析するとともに、
参加する子どもが 13 歳になるまで追跡調査し、子どもの健康に影響を与える環境要因を明
らかにすることとしています。
エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療
研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で
調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンター
を設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。調査期間は 5 年間のデータ
解析期間を含み、令和 14（2032）年度までを予定しています。
２．研究の背景
血清ビリルビンが高値になると黄疸となります。黄疸は新生児期によく見られる症状の一
つで、一般的におよそ 60%の児が顕性黄疸※3 を呈します。新生児期に黄疸を呈する頻度に
は人種による差があり、アジア人（黄色人種）は白色人種に比べて 2 倍、黒色人種の 3 倍の
頻度です。高ビリルビン血症は核黄疸※4、脳性麻痺※5 のリスク因子であり、アジア人は核黄
疸のリスクが他の人種よりも高いと考えられます。
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世界中で広く使用されている農薬や殺虫剤、虫よけ剤には、有機リン、ピレスロイド、カ
ーバメート、ネオニコチノイド系、DEET などがあります。これらの薬剤は体内で抗酸化作
用を有する酵素である SOD(superoxide dismutase)、カタラーゼ、グルタチオンリダクタ
ーゼなどの活性低下を来し、酸化ストレスを誘導するとされています。過剰な酸化ストレス
は赤血球の脂質過酸化から溶血を引き起こします。妊娠中の殺虫剤等のばく露により児の赤
血球が溶血を来すと、新生児期の高ビリルビン血症のリスク因子となる可能性があります。
そこで本研究では、母親の妊娠中の殺虫剤・防虫剤の使用頻度が光線療法を要した新生児
高ビリルビン血症の発生に与える影響について、
疫学的手法を用いて調べることにしました。
３．研究内容と成果
本研究では、平成 28（2016）年 4 月に確定された妊婦約 10 万人のデータを使用しまし
た。解析対象は、妊婦約 10 万人から、妊娠中の衣類用防虫剤、屋内でのスプレー式殺虫剤、
蚊取り線香・電気式蚊取り器、園芸用農薬・殺虫剤、スプレーもしくはローションタイプの
虫よけ剤の使用頻度に関するデータがそろった母親のうち、死産、流産、出生体重が 2500g
未満の児、および関連因子と考えたものに何らかの欠測データがある人を除いた 61,751 名
としました。
新生児高ビリルビン血症のため光線療法を受けていたのは 5,985 名(9.7%)でした。母体
の殺虫剤・防虫剤へのばく露の程度は、妊娠中期/後期に行った自己記入式質問票への回答を
使用しました。母親が妊娠中に衣類用防虫剤を使用していたのは 36,610 名(59.2%)、屋内
でスプレー式殺虫剤を使用していたのは 20,352 名(33.0%)、蚊取り線香・電気式蚊取り器
を使用していたのは 19,518 名(31.6%)、園芸用農薬・殺虫剤を使用していたのは 5,333 名
(8.6%)、スプレーもしくはローションタイプの虫よけ剤を使用していたのは 15,309 名
(24.8%)でした。
一般的に新生児高ビリルビン血症の関連因子として考えられているものには、妊婦の年齢、
児の性別、在胎週数、出生体重、出生時仮死の有無、妊娠中の母体合併症の有無、産科的合
併症の有無、世帯収入、母の教育歴などがあります。そのため、これらの影響について考慮
した研究デザインを用い、妊娠中の殺虫剤・防虫剤の使用頻度と光線療法を要した新生児高
ビリルビン血症の発生との関連についてロジスティック回帰分析※6 により検討しました。

18

その結果、母親が妊娠中に屋内でスプレー式殺虫剤を使用した頻度が週に数回以上と多い
群では、全く使用していない母親から出生した児に比べて光線療法を要する新生児高ビリル
ビン血症の発生が 1.21 倍（95%信頼区間※7 1.05-1.38）高いという結果でした。それ以外
の使用に関しては、その使用頻度が高いことは光線療法を要する新生児高ビリルビン血症の
発生の有無とは明らかな関連がありませんでした。一方、スプレーもしくはローションタイ
プの虫よけ剤については、全く使用していない群と比べて使用頻度が週に数回以上と多い群
の方が、光線療法を要する新生児高ビリルビン血症の発生が 0.70 倍（95%信頼区間
0.61-0.81）と低いという結果になりました。なお、出生体重が 2,500g 未満の低出生体重
児を含めて解析した場合でも同様の傾向となりました。
４．今後の展開
本研究は、妊娠中の殺虫剤・防虫剤へのばく露が新生児に与える影響の 1 つとして、治療
を要する新生児高ビリルビン血症を引き起こすリスクについて検討した初めての研究です。
今回の研究の結果、妊娠中に屋内でのスプレー式殺虫剤の使用頻度が週に数回以上と多い
母親から出生した児は、使用していなかった群に比べ、光線療法を要する新生児高ビリルビ
ン血症の発生の可能性が 1.21 倍高いという結果でした。一方、スプレーもしくはローショ
ンタイプの虫よけ剤の使用頻度が多い群の方が、光線療法を要する新生児高ビリルビン血症
の発生の可能性が低くなる結果となった理由を説明しうる機序については不明です。
本研究では、母親の殺虫剤・防虫剤のばく露に関する情報が血中濃度など客観的なデータ
として得られていません。また、調査時期が妊娠中期/後期であり、最も新生児の高ビリルビ
ン血症に影響を与えると考えられる妊娠末期（出産直前）におけるばく露について正確に評
価できていません。加えて、各医療機関で光線療法を行う基準となる血清ビリルビンの値が
異なっている可能性もあり、これらの課題について考慮する必要があります。
エコチル調査では、化学物質以外の環境因子、遺伝要因、社会要因、生活習慣要因等につ
いても調べています。今後これらの因子と新生児高ビリルビン血症との関係についても知見
が出てくることが予想されます。そのため、これらの化学物質以外の因子等との関係の知見
も総合して殺虫剤・防虫剤ばく露と新生児高ビリルビン血症の発生との関係について検討す
る必要があります。引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を
明らかとなることが期待されます。
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５．用語解説
※1 黄疸：高ビリルビン血症により、ビリルビンが皮膚や粘膜に沈着し、黄色く見える状
態のことを言います。
※2

ばく露：私たちが化学物質などの環境にさらされることを言います。

※3 顕性黄疸：血清ビリルビン値が 2～3mg/dl 以上となり、皮膚や眼球結膜（白目の部分）
などが見た目に黄色く見える状態のことを言います。
※4 核黄疸：新生児期にビリルビン値が異常に高くなることにより、脳（大脳基底核や脳
幹核）へのビリルビンの沈着が原因で起こる脳の損傷のことを言います。
※5 脳性麻痺：胎児期から生後 4 週までの間に、周産期仮死、核黄疸、低出生体重等が原
因で受けた脳の損傷によって引き起こされる、運動機能の障害を来す症候群のことを言いま
す。
※6 ロジスティック回帰分析：ある一つの現象を、複数の要因によって説明する統計モデ
ルを用いた解析手法です。例えば、新生児高ビリルビン血症の発生を、妊婦の各種農薬・殺
虫剤へのばく露、妊婦の出産時の年齢、児の性別、在胎週数などの要因で説明し、それぞれ
がどのくらい先天性形態異常の発生に関連しているのかを説明しているかが分かります。
※7 95%信頼区間：調査の精度を表す指標で、精度が高ければ狭い範囲に、精度が低けれ
ば広い範囲になります。
６．発表論文
題名（英語）：Association between pesticide usage during pregnancy and neonatal
hyperbilirubinemia requiring treatment: The Japan Environment and Children’s
Study
著者名（英語）
：Takumi Shibazaki1, Noriko Motoki2, Yuka Misawa3, Satoshi Ohira4, Yuji
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1

柴崎 拓実：信州大学医学部小児医学教室

2

元木 倫子：信州大学医学部小児環境保健疫学研究センター

3

三澤 由佳：長野県立こども病院リハビリテーション科

4

大平 哲史：信州大学医学部小児環境保健疫学研究センター
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７．問い合わせ先
【 研 究 に関 す る問 い 合わ せ 】
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倫子
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

妊娠期における母親の殺虫剤・防虫剤の使用と新生児の体重・身長の発育との関連
Association between prenatal exposure to household pesticides and neonatal
weight and length growth in the Japan Environment and Children’s Study
（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、名古屋市政記者クラブ、名古
屋教育医療記者会同時配付）
令和 2 年 7 月 31 日（金）
名古屋市立大学
特任助教

氏名 松木太郎

エコチル調査愛知ユニットセンター
センター長

氏名 上島通浩

国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長
次長

氏名 山崎新
氏名 中山祥嗣

愛知ユニットセンター（名古屋市立大学）特任助教松木太郎らの研究チームは、エコチル調
査約 10 万人の妊婦を対象に、妊婦の殺虫剤・防虫剤の使用と子どもの体格の発育の各指標
（出生時体重・身長、生後 1 か月までの体重増加量・身長増加量）との関連についてそれぞ
れ調べました。解析の結果、特定の殺虫剤・防虫剤の使用は出生時体重や身長増加量の減少
と関連していましたが、個人レベルで見るとそれらの影響は大きくはありませんでした。た
だし、妊婦の殺虫剤・防虫剤の使用が、子どもの体格の発育のみならず様々な発達とも関連
するかについては十分に解明されていないため、今後はさらなる検討が必要です。
本研究の成果は、令和２年６月２６日付で MDPI から刊行された公衆衛生学分野の学術誌
「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載されまし
た。
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※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではあり
ません。
１.発表のポイント
●

妊婦が燻煙式殺虫剤を使用した場合、使用しなかった場合に比べて、出生体重の推定平
均値（用語解説※1）が約 12g 減少しました（図 1 参照）。

●

妊婦の蚊取り線香/電気式蚊取り器の使用頻度が増えるほど、生後 1 か月までの身長増
加量の推定平均値が減少し、毎日使用した場合は一度も使用しなかった場合に比べ、推
定平均値が約 0.1cm 小さくなることが示されました（図 2 参照）。

●

妊婦の殺虫剤・防虫剤使用の組み合わせパターン上位 5 つのうち、衣類用防虫剤、屋内
用スプレー式殺虫剤、蚊取り線香/電気式蚊取り器、虫よけスプレー/虫よけローション
をすべて使用したパターンの身長増加量の推定平均値が最も小さく、衣類用防虫剤のみ
使用及び何も使用しなかったパターンに比べて推定平均値が約 0.2cm 小さくなること
が示されました（図 3 参照）。

●

これらの結果から、
妊婦の殺虫剤・防虫剤の使用が子どもの体格の発育に及ぼす影響は、
個人レベルで見ると大きくありませんでした。ただし、殺虫剤・防虫剤の妊娠中の使用
が、子どもの体格の発育にとどまらない様々な発達とも関連するかについては十分に解
明されていないため、今後はさらなる検討が必要です。

２.研究の背景
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下、「エコチル調査」）は、胎児期から小児期
にかけての化学物質ばく露（用語解説※2）が子どもの健康に与える影響を明らかにするた
めに、平成 22（2010）年度より全国で約 10 万組の親子を対象として開始した大規模かつ
長期にわたる出生コホート（用語解説※3）調査です。この調査の目的は、母体血や臍帯血、
母乳等の生体試料を採取保存・分析するとともに、参加する子どもが 13 歳になるまで追跡
調査し、子どもの健康に影響を与える環境要因を明らかにすることです。
エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療
研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で
調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンター
を設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。この調査は 5 年間のデータ
解析期間を含み、令和 14（2032）年度までを予定しています。
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日本では様々な害虫に対して、殺虫剤、防虫剤、虫よけ、除草剤などが一般家庭で使用さ
れています。一方で、それらを妊娠中に母親が使用すると、生まれてくる子どもの体重や身
長の発育にどのような影響が現れるかについては十分に明らかにされていません。そこで本
研究では、妊娠期における母親の家庭内での殺虫剤や防虫剤（衣類用防虫剤、屋内用スプレ
ー式殺虫剤、蚊取り線香/電気式蚊取り器、ウジやボウフラ用の液体殺虫剤、除草剤や園芸用
殺虫剤、虫よけスプレー/虫よけローション、燻煙式殺虫剤）の使用と、子どもの体格の発育
の指標（出生時の体重・身長と生後 1 か月までの体重増加量・身長増加量）との関連につい
て、93,718 名の妊婦が自身で回答した質問票から得られたデータと、医療機関で得られた
出生時と生後 1 か月の子どもの身長・体重のデータをもとに、それぞれ調べました。
3.研究内容と成果
①妊婦の燻煙式殺虫剤の使用と子どもの出生体重との関連
妊婦が燻煙式殺虫剤を使用した場合、使用しなかった場合に比べて、出生体重の推定平均
値が 11.55g 減少しました（図 1 参照）。
②妊婦の蚊取り線香/電気式蚊取り器の使用と子どもの身長増加量との関連
妊婦の蚊取り線香/電気式蚊取り器の使用頻度が増えるほど生後 1 か月までの身長増加量
の推定平均値が減少し、毎日使用した場合は一度も使用しなかった場合に比べ、推定平均値
が 0.11cm 小さくなることが示されました（図 2 参照）。
③妊婦の殺虫剤・防虫剤使用の組み合わせパターン上位 5 つと子どもの身長増加量との関連

妊婦の殺虫剤・防虫剤使用の組み合わせパターン上位 5 つのうち、衣類用防虫剤、屋内用
スプレー式殺虫剤、蚊取り線香/電気式蚊取り器、虫よけスプレー/虫よけローションをすべ
て使用したパターンの身長増加量の推定平均値が最も小さく、衣類用防虫剤のみ使用及び何
も使用しなかったパターンに比べて、推定平均値が 0.21cm 小さくなることが示されました
（図 3 参照）。
4.今後の展開
本研究の結果から、特定の殺虫剤・防虫剤の使用は、出生時体重や身長増加量の減少と関
連していたものの、出生体重の減少量は 12g 程度、生後 1 か月までの身長増加量の減少量は
0.1cm 程度であったため、個人レベルで見ると必ずしも大きな影響があったとは言えません
でした。しかし、これらの影響が子どものその後の体格の発育を含む様々な発達とどのよう
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に関わっていくのかについてはまだ十分に解明されていません。そのため、妊娠中の殺虫剤・
防虫剤の使用の子どもへの影響については、今後さらなる検討が必要です。
今回の研究の限界点は主に 2 つあります。ひとつは、本研究で用いた殺虫剤・防虫剤の使
用に関する情報は、7 種類の殺虫剤・防虫剤をそれぞれどの程度使用したかについての妊婦
の自己記入式質問票の回答に基づくため、実際の化学物質のばく露量はわからなかったこと
です。もうひとつは、殺虫剤・防虫剤に含まれる成分のうちどれが子どもの体格の発育と関
わるかについての検討は困難であったことです。そのため、今後は生体試料なども用いた検
討が必要になります。
こうした研究を蓄積していくことにより、殺虫剤・防虫剤の使用がもたらす恩恵とリスク
のバランスについて、より詳細な評価を行うことが可能になると考えられます。
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5.参考図表
図１：妊婦の燻煙式殺虫剤の使用と子どもの出生体重との関連
出
生
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図 2：妊婦の蚊取り線香/電気式蚊取り器の使用と子どもの身長増加量との関連
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図 3：妊婦の殺虫剤・防虫剤使用の組み合わせパターン上位 5 つと子どもの身長増加量 (※1)

妊婦の殺虫剤・防虫剤使用の上位5パターン

全体における
このパターンの割合

出生後から
生後1 か月までの
身長増加量( c m)

１位：衣類用防虫剤のみ使用

約15%

4.34

２位：何も使用しなかった

約13%

4.34

３位：衣類用防虫剤と屋内用スプレー式殺虫剤のみ使用

約4%

4.27

４位：衣類用防虫剤と蚊取り線香/電気式蚊取り器のみ使用
５位：衣類用防虫剤、屋内用スプレー式殺虫剤、
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蚊取り線香/電気式蚊取り器、
虫よけスプレー/虫よけローションを使用

約4%

4.27

約3%

4.13

0.21cm

6.用語解説
※1 推定平均値：推定平均値は、母親の年齢や子どもの疾患の有無など、殺虫剤・防虫剤
の使用および子どもの体格の発育に関わる様々な要因の影響を調整して算出した平均値です。
そのため、実際に観測された平均値とは異なります。
※2 ばく露：化学物質などの環境要因にさらされることをいいます。
※3 出生コホート：子どもが生まれる前から成長する期間を追跡して調査する疫学手法で
す。胎児期や小児期のばく露が、子どもの成長と健康にどのように影響しているかなどを調
査します。
7.発表論文
題名（英語）：Association between prenatal exposure to household pesticides and
neonatal weight and length growth in the Japan Environment and Children’s Study
著者名（英語）：Taro Matsuki 1, Takeshi Ebara 1, Hazuki Tamada 1, Yuki Ito 1, Yasuyuki
Yamada 2, Hirohisa Kano 1, Takahiro Kurihara 1, Hirotaka Sato 1, Sayaka Kato 1,3,
Shinji Saitoh 3, Mayumi Sugiura‐ Ogasawara 4, Michihiro Kamijima
Environment and Children’s Study Group
1
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and the Japan

5

松木太郎、榎原 毅、玉田葉月、伊藤由起、加納裕久、栗原崇浩、佐藤博貴、加藤沙耶香、
上島通浩：名古屋市立大学大学院医学研究科 環境労働衛生学
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長
掲載誌：International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI: 10.3390/ijerph17124608
8.問い合わせ先
【 研 究 に関 す る問 い 合わ せ 】
名古屋市立大学大学院医学研究科
環境労働衛生学 特任助教 松木太郎
tmatsuki（末尾に@med.nagoya-cu.ac.jp をつけてください）
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052-853-5212
【 報 道 に関 す る問 い 合わ せ 】
名古屋市立大学事務局企画広報課広報係
ncu_public（末尾に@sec.nagoya-cu.ac.jp をつけてください）
052-853-8328
国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室
茨城県つくば市小野川 16-2
kouhou0（末尾に@nies.go.jp をつけてください）
029-850-2308
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

血中鉛濃度と妊婦のメンタルヘルスの関連：エコチル調査の結果
（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、厚生労働記者会同時配付）

令和２年 7 月 7 日（火）
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
エコチル調査メディカルサポートセンター
研究員

石塚 一枝

センター長

大矢 幸弘

国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長
次長

山崎 新
中山祥嗣

子どもの健康と環境に関する全国調査(以下、エコチル調査)のメディカルサポートセンタ
ーである、国立成育医療研究センター（住所：世田谷区大蔵 2-10-1 理事長：五十嵐隆）
の石塚一枝らの研究チームは、エコチル調査の約 2 万人のデータを用いて妊婦の血中鉛濃度
と妊婦のうつ症状との関連について調査を行いました。鉛には神経毒性があり、成人ではう
つなどの精神疾患のリスクを高めることが知られています。
今回の調査では、血中鉛濃度の違いによって妊婦を５つのグループに分け、うつ症状を有
することのリスクに違いがあるかを調べました。その結果、妊婦の血中鉛濃度とうつ症状と
の間に関連性は見られませんでした。
本研究の成果は、令和 2 年 6 月 15 日に国際神経毒性学会から刊行される学術誌
「Neurotoxicology」７月号に掲載されました。
※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省、国立環境研究所および、国立成育
医療研究センターの見解ではありません。
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エコチル調査について
エコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影
響を明らかにするために、平成 22（2010）年度より全国で 10 万組の親子を対象として開
始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査※１です。母体血や臍帯血、母乳等の生体
試料を採取保存・分析するとともに、参加する子どもが 13 歳になるまで追跡調査し、子ど
もの健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています。
エコチル調査は、研究の中心機関として国立環境研究所にコアセンターを、医学的支援を
行う機関として国立成育医療研究センターにメディカルサポートセンターに設置しています。
また、日本の各地域で調査を行うために、公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点
となるユニットセンターを設置し、環境省とともに各関係機関が協働して実施しています。
調査期間は 5 年間のデータ解析期間を含め、令和 14（2032）年度までを予定しています。
研究の背景
鉛には神経毒性があり、成人ではうつなどの精神疾患のリスクを高めることが知られてい
ます。鉛の濃度は国によって異なりますが、例えば、アメリカの大規模調査である国民健康
栄養調査(NHANES)によると、妊娠可能年齢の女性で、鉛濃度が高い場合は、うつやパニッ
ク障害のリスクが高まると報告されています。また、中国の調査でも、妊娠中の血中鉛濃度
が高いとうつ症状を持つリスクが高まると報告されています。世界的に環境中の鉛は減って
いるものの、低濃度でも健康に悪影響を及ぼすことが懸念されています。
日本では、妊婦のうつと鉛との関連についての知見が乏しいという課題があり、今回エコ
チル調査で得られたデータを使用して妊婦のうつ症状と血中鉛濃度の関連性について調べま
した。
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研究内容と成果
本研究は、エコチル調査に参加している女性のうち、平成 29（2017）年 4 月までに妊娠
中の血中鉛濃度の測定が終了した 17,267 件を対象としました。また、うつ症状については
メンタルヘルスを計測する質問票である K6※2 を用いて調べています。
本研究参加者の平均の血中鉛濃度は、0.58 μ g/dl (範囲は 0.14– 6.75 μ g/dl)でした。
なお、血中鉛濃度とは血液 1dl あたり、どれぐらいの量の鉛が含まれているかということを
指します。血中鉛濃度が最も低い妊婦のグループを「１」（下図参照）とし、そこから濃度
が高くなるごとに「2」～「５」とした５つのグループ※3 に分け、それぞれのグループでう
つ症状を有するリスクにどの程度違いが出るのかを検討しました。その結果、鉛濃度とうつ
症状との間に関連がないことが分かりました。なお、これらの関連は、年齢、婚姻状態、社
会経済状況を考慮した解析を行いましたが、結果は同じく鉛濃度とうつ症状との間に関連が
ありませんでした。

【血中鉛濃度とうつ症状のリスクの関連性について※4】
今後の展開
今回の研究では、妊娠中のうつ症状と血中鉛濃度に関連は見られませんでした。一方で、
血中鉛濃度は社会的要因と関連がありました。今後、エコチル調査により、様々な化学物質
と社会指標やメンタルヘルス・健康影響との関係が明らかとなることが期待されます。
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用語解説
※１

「出生コホート」：子どもが生まれる前から成長する期間を追跡して調査する疫学手法で

す。胎児期や小児期の環境因子が、子どもの成長と健康にどのように影響しているかを調査
します。大人になるまで追跡する場合もあります。

「K6」：Kessler らが開発した国際的な疫学調査で使われている心理的ストレスを評価す

※2

る質問票で、うつ・不安のスクリーニングにも使用されています。Kessler 心理的ストレス
尺度とも呼ばれています。
※3

「血中鉛濃度の５つのグループ分けについて」：血中の鉛濃度が低い方から１つのグルー

プの同じ人数になるように５つのグループに分けています。(1 グループ：血中鉛濃度
0.143– 0.433 μ g/dl, 2 グループ: 0.434– 0.523 μ g/dl, 3 グループ：0.524– 0.616
μ g/dl, 4 グループ: 0.617– 0.7533 μ g/dl, 5 グループ: 0.754– 6.752 μ g/dl。
※４

「血中鉛濃度とうつ症状のリスクの関連性について」：グループ１の女性がうつ症状にな

るリスクを１としたときに、他のグループの女性がうつ症状になる割合が何倍になるのかを
示したグラフです。今回は、いずれのグループもグループ１と比べ 0.9 倍前後と１に近いた
め、鉛の血中濃度によるうつのリスクは差がない結果となりました。
※５

「95％信頼区間」：今回のような疫学調査では、偶然のバラつきをみるため、幅をもた

せて推定する 95％信頼区間とよばれる値の範囲を算出することが一般的です。本研究では、
例えば、グループ２の信頼区間の下限（ひげの下端）は、0.72 と１より低く、信頼区間の上
限(ひげの上端)は、1.32 と１より大きいため、グループ１はグループ２と比べて、うつにな
りやすいかどうかどちらとも言えない状態（＝この現象を関連が見られないと呼ぶことが多
い）です。
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【題名】：「血中鉛濃度と妊婦のメンタルヘルスの関連」
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佐々木 八十子１、西里 美菜保１、佐藤 未織１、小枝 達也２、大矢 幸弘１、
Japan Environment and Children’s Study Group３
1 所属

国立成育医療研究センター

エコチル調査研究部

2 所属

国立成育医療研究センター

こころの診療部

3 グループ：コアセンター長、メディカルサポートセンター代表、各ユニットセンター長
【掲載誌】：Neurotoxicology
doi: 10.1016/j.neuro.2020.06.003

問い合わせ先
国立成育医療研究センター

企画戦略局 広報企画室 村上・近藤

〒157－8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1
TEL：03-3416-0181（代表） Ｅmail：koho（末尾に@ncchd.go.jp をつけてください）

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2
TEL: 029-850-2308

Email: kouhou0（末尾に@nies.go.jp をつけてください）
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

「妊娠期のパーソナルケア製品使用と男児新生児の泌尿器異常との関連」について
令和 2 年２月 14 日（金）
国立研究開発法人国立環境研究所
（環境省記者クラブ、環境記者会、

エコチル調査コアセンター
コアセンター長 山崎 新

筑波研究学園都市記者会同時配付）

次長 中山 祥 嗣

国立環境研究所エコチル調査コアセンターの特別研究員の西浜らが中心となり、宮城ユニ
ットセンター（東北大学）と共同で、子どもの健康と環境に関する全国調査（以下、
「エコチ
ル調査」）の約 10 万人のデータのうち 86,899 名を解析対象として、母親の妊娠中の化粧品
等のパーソナルケア製品※1 の使用と新生児の先天性腎尿路異常との関連について調べまし
た。その結果、母親のパーソナルケア製品の使用と新生児の腎尿路異常との間に関連は見ら
れませんでした。
本研究の成果は、令和 2 年 1 月 23 日付で、Elsevier から刊行される生殖毒性学分野の学
術誌「Reproductive Toxicology」に、オンライン掲載されました。
※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではありま
せん。
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発表のポイント
•

エコチル調査の全国データを用いて、妊娠中の化粧品等のパーソナルケア製品の使用と
新生児の先天性腎尿路異常（水腎症、嚢胞性腎疾患、腎無形成、膀胱外反症）との関連
について調べました。

•

パーソナルケア製品としては、抗菌石鹸、制汗剤、香りの強い化粧品、マニキュア、ヘ
アカラー、日焼け止めを対象としました。

•

パーソナルケア製品の使用と新生児の先天性腎尿路異常との間に関連は認められません
でした。

研究の背景
エコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露*2 が子どもの健康に与える
影響を明らかにするために、平成 22（2010）年度より全国で 10 万組の親子を対象として
開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査です。母体血や臍帯血、母乳等の生体
試料を採取保存・分析するとともに、参加する子どもが 13 歳になるまで追跡調査し、子ど
もの健康に影響を与える環境要因を明らかにすることを目的としています。
エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療
研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で
調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンター
を設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。調査期間は 5 年間のデータ
解析期間を含み、令和 14（2032）年度までを予定しています。
先天性腎尿路異常は、低・異形成腎、腎無形成、後部尿道弁や様々な下部尿路障害による
閉塞性尿路疾患などを含む病態で、小児慢性腎臓病あるいは末期腎不全の最大の原因と考え
られています。海外の調査では、発症頻度は 500 人に 1 人とされていますが、日本では十分
な統計が取られていません。また、原因についても特定されていません。
フタル酸、パラベン類、トリクロサンなどは、内分泌かく乱作用を有する疑いがあるとさ
れていますが、プラスチックや化粧品、抗菌石けんなどのパーソナルケア製品に含まれてい
ます。これらの物質は、動物の体内で性ホルモン作用を示したり、性ホルモンの分泌を抑制
したりする作用を示す疑いがあり、新生児の腎尿路系発達を妨げる可能性が指摘されていま
す。
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そこで本研究では、母親の妊娠中のパーソナルケア製品（抗菌石鹸、制汗剤、香りの強い
化粧品、マニキュア、ヘアカラー、日焼け止め）の使用頻度と新生児の先天性腎尿路系異常
との関連について疫学的手法を用いて調べました。
研究内容と成果
本研究では、妊娠女性約 10 万人のデータを使用しました。解析対象は、調査への同意を
撤回した人、多胎、死産、流産有無のデータ、パーソナルケア製品（抗菌石鹸、制汗剤、香
りの強い化粧品、マニキュア、ヘアカラー、日焼け止め）の使用頻度およびこれらの関連因
子のデータに欠測がある人を除いた 86,899 人としました。
新生児先天性腎尿路系異常と診断されたのは 215 名で、1,000 人に 2.5 人という頻度で
した。母親のパーソナルケア製品（抗菌石鹸、制汗剤、香りの強い化粧品、マニキュア、ヘ
アカラー、日焼け止め）の使用は、妊娠中後期に実施された自己記入式質問票への回答を使
用しました。妊娠中（妊娠してから質問票に答えるまで）に、エコチル調査が対象としたパ
ーソナルケア製品をどれか 1 点以上使用していた母親は、77,722 人（89%）でした。
これまでの研究で、新生児先天性腎尿路異常の関連因子として報告されているものには、
妊娠女性の年齢、喫煙、飲酒、葉酸の摂取、母親の腎疾患の既往歴、児の性別などがありま
す。とくに、母親の年齢は、パーソナルケア製品（抗菌石鹸、制汗剤、香りの強い化粧品、
マニキュア、ヘアカラー、日焼け止め）の使用状況と先天性腎尿路異常の発生の両方に関連
していると考えられ、本研究では統計学的に母親の年齢の影響を取り除いた上で解析しまし
た。
その結果、妊娠中に抗菌石鹸、制汗剤、香りの強い化粧品、マニキュア、ヘアカラー、日
焼け止めのどれか 1 点を使用した群では、全く使用しなかった群に比べて、先天性腎尿路異
常の発生頻度は 0.48〜1.23 倍でした。2 点使用した群では 0.60〜1.46 倍、3 点以上使用
した群では 0.44〜1.06 倍でした。このように、母親の妊娠中のパーソナルケア製品使用と
新生児先天性腎尿路異常との間に、関連は見られませんでした。
今後の展開
本研究は、妊娠中のパーソナルケア製品の使用と新生児の先天性腎尿路異常との間の関連
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を検討した初めての研究です。
今回の調査の結果、妊娠中のパーソナルケア製品の使用と新生児の先天性腎尿路異常との
間に関連は見られませんでした。しかし本研究では、パーソナルケア製品（抗菌石鹸、制汗
剤、香りの強い化粧品、マニキュア、ヘアカラー、日焼け止め）の使用は、質問票を用いて
調査しました。そのため、使用頻度が必ずしも正確に測れていない可能性があります。
用語解説
＊1

パーソナルケア製品：日用品のうち、身体の手入れに用いられる製品。エコチル調査で

は、パーソナルケア製品として、抗菌石鹸、制汗剤、香りの強い化粧品、マニキュア、ヘア
カラー、日焼け止めを対象とし、それぞれの製品について、妊娠してから質問票に答えるま
での使用頻度を 4 段階（よく使った、ときどき使った、あまり使わなかった、使用しなかっ
た）で調査しました。
＊2

ばく露：私たちが化学物質などの環境にさらされること。

発表論文
題名（英語）
：The association between gestational use of personal care products and
neonatal urological abnormality at birth: The Japan Environment and Children’s
Study
著者名（英語）
：Yukiko Nishihama1, Nozomi Tatsuta2, Miyuki Iwai-Shimada1, Kunihiko
Nakai2, Takahiro Arima2, Ikuma Fujiwara3, Nobuo Yaegashi2, Ayano Takeuchi4, Shoji
F. Nakayama1, and the Japan Environment and Children’s Study Group5
1

西浜柚季子、岩井美幸、中山祥嗣：国立環境研究所

2

八重樫伸生、仲井邦彦、有馬隆博、龍田希：東北大学大学院医学系研究科

3

藤原幾磨：東北大学大学院医学系研究科（現、仙台市立病院）

4

竹内文乃：国立環境研究所、慶應義塾大学

5

グループ：コアセンター長、メディカルサポートセンター代表、各ユニットセンター長

掲載誌：Reproductive Toxicology
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環 境 リ スク ・ 健康 研 究セ ン タ ー
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

父親の化学物質への職業性ばく露と出生児の性比との関連について：
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）での研究成果
（Paternal occupational exposure to chemicals and secondary sex ratio: results
from the Japan Environment and Children’s Study）
（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、大阪科学・大学記者クラブ同
時配付）

令和元年 12 月 24 日（火）
兵庫医科大学
エコチル調査兵庫ユニットセンター
特任助教

足立 祥

センター長

島 正之

国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長
次長

山崎 新
中山祥嗣

兵庫医科大学（兵庫県西宮市、学長：野口 光一）のエコチル調査兵庫ユニットセンター
が中心となり、子どもの健康と環境に関する全国調査（以下、「エコチル調査」）の約 5 万
人のデータを用いて父親の化学物質への職業性ばく露と出生児の性比の関連について解析
しました。その結果、パートナーの妊娠前に週に 1 回以上殺虫剤を使用する職に就いてい
た父親について、生まれてきた子ども全体に占める男児の割合が低くなっていました。本研
究は、大規模出生コホート調査において、父親の化学物質へのばく露が生まれてくる子ども
の性比と関連する可能性を示した世界で初めての研究であり、画期的なものといえます。
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一方で、今回の研究では、父親の仕事での化学物質の使用やその頻度は、質問票への回答
によって評価したものであり、血中の化学物質濃度などの客観的な指標を用いたものではあ
りません。また、殺虫剤の種類までは調べていません。そのため、これらの点に留意する必
要があります。
本成果は、令和元年 12 月 20 日（日本時間午前 8 時 30 分）に環境保健の専門誌である
The Lancet Planetary Health に掲載されました。
※

本研究は、国立環境研究所（茨城県つくば市、理事長：渡辺 知保） から委託を受け
て兵庫医科大学で実施されました。

※

本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではあり
ません。

発表のポイント
・エコチル調査の全国データを用いて、パートナーの妊娠が判明するまでの約 3 か月間の父
親の仕事における化学物質へのばく露と生まれた子どもの性比※1 との関連を調べました。
・仕事での殺虫剤の使用頻度が高くなる父親ほど、生まれてきた子ども全体に占める男児の
割合が低くなる傾向があり、殺虫剤を扱うことがなかった父親の子どもに比べて、週に１
回以上使用した父親の子どもは男児の割合が低くなっていました。
・母親の化学物質の使用などについて統計学的に調整しても、父親の殺虫剤使用と子どもの
性比との関連がありました。
・医療用消毒剤を週に１回以上使用した父親の子どもも男児の割合がわずかに低くなってい
ましたが、その関連は殺虫剤ほど強いものではありませんでした。
・仕事で使用するその他の化学物質については、父親の使用頻度と生まれてくる子どもの性
比との明確な関連はありませんでした。
研究の背景
エコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影
響を明らかにするために、平成 22（2010）年度より全国で 10 万組の親子を対象として開
始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査※2 です。母体血や臍帯血、母乳等の生体
試料を採取保存・分析するとともに、参加する子どもが 13 歳になるまで追跡調査し、子ど
もの健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています。
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エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療
研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で
調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンター
を設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。調査期間は 5 年間のデータ
解析期間を含み、令和 14（2032）年度までを予定しています。
わが国における出生性比は、昭和 43（1968）～55（1980）年には出生女児 100 人に対
して男児が 106～107 人でしたが、昭和 56（1981）年以降の男児は 105～106 人とわずか
に低下しています。日本だけでなく、他の先進国でも生まれる子どもの男児の割合が減少傾
向にあることが報告されています。
これまでに行われた研究では、子どもが生まれる前に両親が特定の化学物質にばく露する
ことが、生まれる子どもの性比に影響を与える可能性が指摘されています。しかし、こうし
た研究の多くは断面研究※3 であり、出生コホート研究では妊娠時の親の化学物質へのばく露
と生まれてくる子どもの性比との関連はほとんど報告されていませんでした。
われわれは、エコチル調査で得られたデータを使用して、妊娠前に父親が仕事で使用して
ばく露された化学物質およびその頻度と、生まれてくる子どもの性比との関連性について、
疫学的な手法を用いて検討しました。
研究内容と成果
本研究では、妊娠中の両親に対する自記式質問票に有効な回答があり、出生時の産科医師
による医療記録から子どもの性別が判明した 50,283 名（男児 25,657 名、女児 24,626 名）
のデータを使用しました。
23 種類の化学物質について、パートナーの妊娠が判明するまでの約 3 か月間に、父親が
仕事で半日以上かけて使用した頻度を回答してもらい、生まれてきた子どもの性別の割合を
比較しました。また、父親の職業分類、両親の年齢、飲酒歴、喫煙歴、社会経済状態等を考
慮した修正ポアソン回帰モデル※4 によって検討し、男児が生まれる割合を比較しました。さ
らに、母親が妊娠初期に仕事で使用した化学物質の種類とその頻度について考慮した解析も
行いました。

41

仕事で殺虫剤を使用することがない父親（42,185 名）のパートナーから生まれた子ども
の男児の割合は 51.1%でしたが、月に 1～3 回使用する父親（4,551 名）では 50.7%、週 1
回以上使用する父親（659 名）では 44.5%であり、使用頻度が高くなるほど男児の割合が
低いという結果でした（図 1 左）
。医療用消毒剤についても、週 1 回以上使用する父親（2,428
名）のパートナーから生まれた子どもの男児の割合は 48.9%であり、使用することがない父
親（43,214 名）の 51.1%よりも低くなっていました（図 1 右）
。
さらに、父親の職業分類、両親の年齢、飲酒歴、喫煙歴、社会経済状態について統計学的
に調整したところ、仕事で殺虫剤を使用しない父親（不使用群）での男児の生まれる割合を
1 としたときに、月に 1～3 回使用する父親では男児の生まれる割合の不使用群に対する比
が約 0.96（約 4%減）、週 1 回以上使用する父親では 0.86（約 14%減）となっていました
（図 2 左）。医療用消毒剤については、仕事で使用しない父親（不使用群）において、生ま
れてきた子ども全体に占める男児の割合を 1 としたときに、週 1 回以上使用する父親では、
男児の生まれる割合の不使用群に対する比が 0.95（約 5%減）となっていました（図 2 右）
。
こうした関連性は、母親が妊娠初期に仕事で使用した化学物質の種類とその頻度について
考慮してもほとんど同じでした。また、父親の仕事でのその他の化学物質の使用と出生した
子どもの性比との関連はありませんでした。
今後の展開
今回の研究では、仕事での化学物質の使用やその頻度は質問票への回答によって評価した
ものであり、血中の化学物質濃度などの客観的な指標を用いたものではありません。また、
殺虫剤の種類までは調べていません。そのため、これらの点に留意する必要があります。
今回の研究では、
パートナーの妊娠前に父親が仕事で殺虫剤や医療用消毒剤を使用すると、
生まれてくる子どもの男児の割合が低いという結果となり、特に殺虫剤の使用との関連は顕
著でした。一方で、水銀や放射線を使用する職に関しては、子どもの性比との関連は認めら
れませんでした。これまでに発表された他の研究には、父親が高濃度の水銀や放射線にばく
露されることによって子どもの男児の割合が低くなるという報告がありますが、本研究の結
果は、それらの先行研究とは一致していません。また、殺虫剤の使用と性比との関連につい
ては、過去に報告はなく、本研究を支持する成果が今後得られるかが重要であり、今後、両
親の生体試料中の化学物質やその代謝物の濃度と子どもの性比との関連について検討を進め
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るなど、更なる知見の蓄積が必要となります。
エコチル調査では、妊娠中の両親の血液などの生体試料を採取して、化学物質濃度などの
分析を行っており、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにす
るために、引き続き調査を進めていきます。
参考図

図１

父親の化学物質の使用頻度別にみた、生まれた子どもの男児の割合

■ 不使用群に対する比※5
図２

父親の化学物質の使用頻度別にみた、男児が生まれる割合の不使用群に対する比

用語解説
※1

95%信頼区間※6

性比：男性と女性の比率のことです。
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※2

出生コホート：子どもが生まれる前から成長する期間を追跡して調査する疫学手法です。

胎児期や小児期の環境因子が、子どもの成長と健康にどのように影響しているかを調査しま
す。大人になるまで追跡する場合もあります。
※3

断面研究：ある一時点において、要因と結果との関連を調べる研究手法です。例えば、

子どもが生まれたときに両親の化学物質にさらされる頻度について調べるような方法です。
※4

修正ポアソン回帰モデル：一つの現象を、複数の要因によって説明する多変量解析と呼

ばれる解析手法の一つです。例えば、生まれてくる子どもの性別を、妊娠時の父親の年齢、
生活習慣、化学物質にさらされる頻度などの要因で説明し、それぞれの要因が子どもの性別
についてどの程度説明できるのかがわかります。
※5

不使用群に対する比：図２の左のグラフでは、仕事で殺虫剤を使用しない父親のグループ

での男児が生まれる割合を１としたときに、使用する父親での男児が生まれる割合が何倍に
なっているのかを示します。0.86 の場合、男児が生まれる割合が殺虫剤を使用しないグルー
プに比較して 0.86 倍（14％減）であることを示します。図２の右のグラフも同様です。
※6

95%信頼区間：調査の精度を表す指標で、精度が高ければ狭い範囲に、精度が低ければ

広い範囲になります。
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

＜妊娠中の自宅内装工事と児の先天性形態異常との関係＞について
（Maternal Exposure to Housing Renovation During Pregnancy and Risk of Offspring with
Congenital Malformation: The Japan Environment and Children’s Study）

（環境省記者クラブ、環境記者会、
筑波研究学園都市記者会、
松本市政記者会、長野市政記者会、
同時配付）

令和元年８月２７日（火）
国立大学法人信州大学
エコチル調査甲信ユニットセンター（信州大学）
教授
野見山哲生
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国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長
山崎 新
次長
中山祥嗣

はじめに
環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国立環境研究所」という。
）では、全
国 15 地域のユニットセンター及びメディカルサポートセンターと協働して、子どもの発達
や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにし、次世代の子どもたちが健やかに
育つことのできる環境の実現を図ることを目的として、
「子どもの健康と環境に関する全国調
査（エコチル調査）
」を実施しています。
今回、甲信ユニットセンター（信州大学）が中心となって、妊婦約 10 万人のデータのうち
67,503（うち、男児：34,342 人、女児：33,161 人）人のデータを解析対象とし、妊娠中の自
宅内装工事（増改築含む）や職業上の有機溶剤※1 の使用と先天性形態異常の発生との関連に
ついて調べました。その結果、妊娠中に住居で自宅内装工事が行なわれた母親から出生した
児は、行なわれていない母親から出生した児と比べて、男児外性器異常（停留精巣、尿道下
裂）の発生が 1.81 倍高かったことがわかりました。なお、職業上の有機溶剤の使用について
は、先天性形態異常の発生との関連は認められませんでした。しかし、本研究では妊娠中の
どの時期に自宅内装工事が行われたかの情報は得られておらず、器官形成時期のばく露※2 で
あったか正確な検討はできていません。また、どの物質がどの程度（量や頻度）影響してい
るかについても評価できていません。今後、これらの課題について考慮した研究が必要です。
本成果は、令和元年８月９日（日本時間 18 時）に科学・医学の専門誌である Scientific Reports
に掲載されました。

発表のポイント
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エコチル調査の全国データを用いて、妊娠中の自宅内装工事（増改築を含む）や職業上
の有機溶剤の使用と、先天性形態異常の発生との関連を調べました。
先天性形態異常としては、先天性心疾患、男児外性器異常、四肢形成異常、口唇口蓋
裂、消化管閉鎖の 5 種を対象としました。
妊娠中の自宅内装工事と、出生した児の男児外性器異常（停留精巣、尿道下裂）の発生
との間に関連が認められました。
妊娠中の職業上の有機溶剤の使用については、先天性形態異常の発生との関連は認め
られませんでした。
本研究では、自宅内装工事や有機溶剤へのばく露の正確な時期や量的な検討はできて
おりません。胎児の器官形成時期のこれらのばく露が先天性形態異常の発症に影響し
ているかについての検討が必要と考えられます。

*本発表の内容は、すべて著者の意見であり、環境省の見解ではありません。

エコチル調査とは
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下「エコチル調査」という。
）は、化学物質など
の環境要因が子どもの健康にどのように影響するのかを明らかにし、
「子どもたちが安心して
健やかに育つ環境をつくる」ことを目的に平成 22 年度（2010 年度）に開始された大規模か
つ長期にわたる疫学調査です。
母親の体内にいる胎児期から出生後の子どもが 13 歳になるま
での健康状態や生活習慣を令和 14 年度（2032 年度）まで追跡して調べることとしています。
エコチル調査は、研究の中心機関として国立環境研究所にコアセンターを、医療面からサ
ポートを受けるために国立成育医療研究センターにメディカルサポートセンターを、また、
日本の各地域で調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユ
ニットセンターをそれぞれ設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。

研究の背景
先天性形態異常は臓器や体の部位の構造的な生まれつきの異常のことであり、小児の健康
状態に重大な影響を及ぼすことがあります。先行研究からは、様々な職業的あるいは環境的
な要因が先天性形態異常の発生に関与しているとされています。特に妊娠初期の 3〜8 週の器
官形成期の胎児の化学物質へのばく露と先天性形態異常との関連性が疑われています。また、
胎児の各器官の形成時期の違いから、化学物質へのばく露のタイミングや、ばく露する量に
よって、発生する先天性形態異常の種類が異なる可能性が示唆されています。
内装工事に使用される塗料、染料、接着剤などに対する妊婦の職業的、あるいは非職業的
ばく露は、出生する児の先天性形態異常の危険因子である可能性があると、海外の研究グル
ープから報告されています。一方、関連がないとする報告もあり、因果関係ははっきりして
いません。妊娠中の有機溶剤など内装工事に使用される材料へのばく露が先天性形態異常の
リスクを増加させるかどうかについての研究は、
これまで日本では行われていませんでした。
そこで本研究では、1）妊娠中の自宅内装工事（増改築を含む）、および 2）母親の職業上
の有機溶剤やホルムアルデヒド※3 へのばく露が先天性形態異常の発生率に及ぼす影響につい
て、疫学的手法を用いて調べることにしました。
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研究内容と成果
本研究では、平成 28 年 4 月に確定された妊婦約 10 万人のデータを使用しました。解析対
象は、妊婦約 10 万人から、妊娠中の自宅内装工事、職業上の有機溶剤やホルムアルデヒドへ
のばく露、先天性形態異常に関するデータがそろった母親のうち、死産、流産、および双子
以上の場合、さらに関連因子と考えたものに何らかの欠測データがある人を除いた 67,503
（うち、男児：34,342 人、女児：33,161 人）人としました。男児外性器異常については、男
児のみを解析対象としました。
対象となる先天性形態異常は、生後１か月までに診断された先天性心疾患、男児外性器異
常（停留精巣、尿道下裂）、四肢形成異常（多指、裂指、合指など）、口唇口蓋裂、消化管
閉鎖（食道閉鎖、十二指腸閉鎖、鎖肛など）に分けて解析しました（それぞれ 756 人、253
人、176 人、160 人、45 人）。なお、染色体異常、上記 5 群以外の先天性形態異常を有する
例、複数の異常を合併している例は除外して解析しました。妊娠に気づいて以降の自宅内装
工事（増改築を含む）の有無、職業上の有機溶剤やホルムアルデヒドの使用については、妊
娠中期/後期に行った自己記入式質問票への回答を使用しました。職業上の有機溶剤（シンナ
ー、試験・分析・抽出用溶剤、ドライクリーニング用洗浄剤、染み抜き溶剤、ペイント塗料、
除光液など）やホルムアルデヒドの使用があった例は、半日以上の使用が１か月に１回以上
あった例としました。妊娠中に自宅内装工事が行われた母親は 2,106 人、職業上、有機溶剤
やホルムアルデヒドを使用していた母親は 6,305 人でした。
先天性形態異常発生の関連因子として考えられている妊婦の年齢、
妊娠前の体格指標（BMI）
、
喫煙歴（本人、配偶者）、飲酒歴、教育歴、世帯収入、妊娠中の母体合併症などについて考
慮した研究デザインを用い、妊娠中の自宅内装工事や職業上の有機溶剤の使用と児の先天性
形態異常との関連についてロジスティック回帰分析※4 により検討しました。
その結果、妊娠中に住居で自宅内装工事が行なわれた母親から出生した児は、行なわれて
いない母親から出生した児と比べて、男児外性器異常（停留精巣、尿道下裂）の発生が 1.81
倍（95%信頼区間※5 1.03— 3.17）高かったことがわかりました。他の先天性形態異常は、妊
娠中の自宅内装工事の有無と統計学的に有意な関係を認めませんでした。妊娠中の職業上の
有機溶剤やホルムアルデヒドを１か月に１回以上使用したとの回答と先天性形態異常の発生
との間には統計学的に有意な関係を認めませんでした。

今後の展開
妊娠中に自宅で自宅内装工事が行なわれた母親から出生した児は、行なわれていない母親
から出生した児に比べて、男児外性器異常（停留精巣、尿道下裂）の発生の可能性が 1.81
倍高かったことがわかりました。
しかし、本研究では妊娠中のどの時期に自宅内装工事が行われたかの情報は得られておら
ず、器官形成時期のばく露であったか正確な検討はできていません。また、自宅内装工事に
使用される化学物質の種類は多く、どの物質がどの程度（量や頻度）影響しているかについ
ても評価できていません。今後、これらの課題について考慮した研究が必要です。
本研究では、
妊娠中の職業上のばく露と先天性形成異常との関連は認められませんでした。
職業上の有機溶剤やホルムアルデヒドの使用頻度は低く、高頻度のばく露が少数であったた
め、量— 反応関係については検討できていません。
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男児外性器異常のうち、停留精巣については１歳くらいまでに自然軽快することもありま
す。従って、出生時のデータを使用している本研究では、発生数を過大評価している可能性
があります。
以上の課題を考慮すると、本研究では器官形成期以外の自宅内装工事のばく露や自然軽快
する可能性のある男児外性器異常の発生が含まれており、今回検出された自宅内装工事と男
児外性器異常との関連性は、統計学的に偶然検出された可能性もあります。
エコチル調査では、化学物質以外の環境因子、遺伝要因、社会要因、生活習慣要因等につ
いても調べています。今後これらの因子と先天性形態異常との関係についても知見が出てく
ることが予想されます。そのため、これらの化学物質以外の因子等との関係の知見も総合し
て有機溶剤ばく露と先天性形態異常との関係について検討する必要があります。引き続き、
子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにする研究が必要です。

補足
○ 先天性形態異常に影響を及ぼす環境化学物質の従来の研究は、本研究と同様の質問紙調
査、面接、電話インタビューなど間接的な方法によるものがほとんどでした。最近は、
尿道下裂・停留精巣に関して、胎盤、血液、母乳等の生体試料を用いて化学物質を測定
する方法で、化学物質ばく露との関連を報告した研究が行われ始めてきていますが、一
方で先天性形態異常は、発生数自体は少ないことから、より正確な科学的知見を得るに
は、対象者数の多いより大規模な研究を行うことが期待されています。
○ 本研究では、ばく露の評価には質問紙調査から得られたデータを利用しました。今後は、
ばく露量をより正確に反映する生体試料の分析結果を用いて、化学物質と先天性形態異
常との関係を推論する研究も実施する予定です。

用語解説
※ １ 有機溶剤：他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、溶剤として塗装、
洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。有機溶剤は常温では液体ですが、一般
に揮発性が高いため、蒸気となって呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に
溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。
※ ２ ばく露：私たちが化学物質などの環境にさらされることを言います。身体の表面か
ら中に入ってくることは吸収などと呼び、曝露とは区別しています。
※ ３ ホルムアルデヒド：合成樹脂や接着剤、塗料などに幅広く使われている化学物質で、
吸い込むと目や鼻の粘膜を刺激し、接触により皮膚の硬化や潰瘍を起こす可能性があり
ます。また、呼吸器のアレルギー症状を引き起こす可能性があり、発がん性も報告され
ています。
※ ４ ロジスティック回帰分析：ある一つの現象を、複数の要因によって説明する統計モ
デルを用いた解析手法です。例えば、先天性形態異常の発生を、妊婦の自宅内装工事へ
のばく露、妊婦の出産時の年齢、体格指標及び生活習慣などの要因で説明し、それぞれ
がどのくらい先天性形態異常の発生に関連しているのかを説明しているかが分かりま
す。
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※ ５ 95%信頼区間：調査の精度を表す指標で、精度が高ければ狭い範囲に、精度が低け
れば広い範囲になります。
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エコチル調査
「妊婦の血中金属類濃度と前置胎盤・癒着胎盤との関係（エコチル調査）」
について
（筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、北九州市政記者会同時配付）
令和元年 6 月 13 日（木）
産業医科大学医学部

教授
辻 真弓
名誉教授
川本俊弘
エコチル調査福岡ユニットセンター産業医科大学サブユニットセンター
センター長
楠原浩一
国立研究開発法人国立環境研究所エコチル調査コアセンター
コアセンター長
山崎 新
次長
中山祥嗣

はじめに
環境省及び国立環境研究所では、全国 15 箇所のユニットセンターと協働して、子ども
の成長や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにし、次世代の子どもたちが
健やかに育つことのできる環境の実現を図ることを目的として、「子どもの健康と環境に
関する全国調査（エコチル調査）」を行っています。
今回、福岡ユニットセンター（産業医科大学）が中心となって取りまとめ、平成 28 年
4 月に固定が終了した約 2 万人の調査データを分析した論文が、令和元年 6 月 7 日《衛生・
公衆衛生学》の専門誌である《Environmental Health and Preventive Medicine》に掲載
されました。引き続き、子どもの成長や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明ら
かとなることが期待されます。
今回の論文の主な意義
○血中カドミウム濃度の低いグループと比べて、高いグループでは前置胎盤の人が 2.1
倍多くいました。
○血中鉛濃度と前置胎盤の関係においては、最も前置胎盤の人が多かったグループは血
中濃度がやや低いグループであり、用量反応関係はありませんでした。
○癒着胎盤に関しては、血中金属濃度との間には統計学的に有意な関係はありませんで
した。
○喫煙や食事などを通してカドミウムを摂取していると考えられますが、本研究からカ
ドミウムのばく露源は特定できません。
○今回は 2 万人弱のデータを使用しての解析でした。これから 10 万人のデータを解析
して、再度検討を行う予定です。
妊婦の血中金属類濃度を 4 つのグループ(低い、やや低い、やや高い、高い)に分けて解析しました。

(本研究に示された見解は著者ら自らのものであり、環境省の見解ではありません。)
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１. エコチル調査について
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下、「エコチル調査」という）は、子ど
もの健康に化学物質等の環境要因がどのように影響するのかを明らかにし、「子ども
たちが安心して健やかに育つ環境をつくる」ことを目的に 2010 年度（平成 22 年度）
に開始された大規模かつ長期に渡る疫学調査です。妊娠期の母親の体内にいる胎児期
から、出生後の子どもが 13 歳になるまでの健康状態や生活習慣を 2032 年度まで追跡
して調べることとしています。
エコチル調査は、研究の中心機関として国立環境研究所にコアセンターを設置し、
国立成育医療研究センターに医療面からサポートを受けるためのメディカルサポー
トセンターを設置し、また、日本の各地域で調査を行うために、公募で選定された 15
の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機
関が協働して行われています。
２．研究の背景について
前置胎盤や癒着胎盤は分娩時の大量出血の原因になることがあります。近年、妊娠
期の環境中化学物質ばく露と前置胎盤・癒着胎盤との関連性が指摘されていますが、
現在までの国内外の研究においてはまだ十分に検討されていません。そこで、大規模
コホート調査の結果を用いて環境中化学物質のひとつである金属類の血中濃度と前
置胎盤・癒着胎盤との関係を調べることにしました。
このような大規模コホート調査の結果を用いて複数の金属類と前置胎盤・癒着胎盤
との関係を検証した研究は世界で初めてであり、画期的な研究といえます。
前置胎盤とは
胎盤が正常より低い位置（膣に近い側）に付着してしまい、そのために胎盤が子宮
の出口の一部または全部を覆っている状態をいいます。
癒着胎盤とは
胎盤が母体の子宮に癒着して剥がれない状態をいいます。
使用したデータ：平成 28 年 4 月に確定した妊娠～出産時までのデータ及び平成 29 年
4 月に確定した妊婦約２万人に関する金属類の分析データを使用しています。解析対
象者は単胎妊娠母親のうち、生産（死産を含まない）に限定しており、本論文に使用
した最終解析対象者は 17,414 名です。解析には多変量ロジスティック回帰分析を使用
しました。補正した因子は年齢、喫煙歴（本人、配偶者）、飲酒歴、妊娠回数、出産
回数、子宮の手術歴、居住地域の 8 因子です。
血中金属類濃度：解析対象者を血中金属類濃度のレベルにより 4 つのグループ（金属
類の濃度：低い、やや低い、やや高い、高い）に分けて解析しました。このとき、各
グループの人数がおおよそ同数になるように各グループの金属類濃度のレベルを設
定しました。
３. 主な結果
各金属グループの血中濃度は以下の通りです。（低い、やや低い、やや高い、高いの
順）
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カドミウム ≦0.496 ng/g, 0.497-0.661 ng/g, 0.662-0.904 ng/g, ≧0.905 ng/g
鉛
≦4.79 ng/g, 4.80-5.95 ng/g, 5.96-7.44 ng/g, ≧7.45 ng/g
●金属濃度と前置胎盤
血中カドミウム濃度と前置胎盤の関係
＊：統計学的に有意な結果
前
置
胎
盤
へ
の
な
り
や
す
さ

2.5

2.1*

2.0

1.4

1.5

1.7

1.0
1.0
0.5
0.0

低い

やや低い

やや高い

高い

カドミウム濃度

○血中カドミウム濃度の低いグループと比べて、高いグループでは前置胎盤の
人が 2.1 倍多くいました。

血中鉛濃度と前置胎盤の関係
3.0

前
置
胎
盤
へ
の
な
り
や
す
さ

2.6
*

2.5
2.0
1.5

1.3

1.3

やや高い

高い

1.0

1.0
0.5
0.0

低い

やや低い

鉛濃度

○血中鉛濃度の低いグループと比べて、やや低いグループでは前置胎盤の人が
2.6 倍多くいました。しかしながら血中鉛濃度のやや高いグループ、高いグル
ープでは低いグループと比べて統計学的に有意な関係はみられず、用量反応関
係はありませんでした。
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○血中の水銀、セレン、マンガンの各濃度と前置胎盤へのなりやすさには統計学
的に有意な関係は認められませんでした。
●金属類濃度と癒着胎盤
血中金属類濃度（カドミウム、鉛、水銀、セレン、マンガン）と癒着胎盤へのなり
やすさの間には統計学的に有意な関係は認められませんでした。
４. 考察および今後の展望について
○今回の研究では、カドミウム、鉛のばく露と前置胎盤の機序との関係を明らかにす
ることはできません。今後様々な研究が行われ、機序の解明が行われることが期待
されます。
〇一般的には、たばこ、食品、大気、水、土壌等が金属類のばく露源として考えられ
ますが、本研究では金属類のばく露源を特定することはできません。今後は、妊娠
期においてどのような経路で金属類にばく露しているかについて調査研究が必要
であると考えられます。
○本研究で血中濃度と前置胎盤・癒着胎盤と統計学的に有意な関係が認められなかっ
た金属類のばく露が、必ずしも前置胎盤・癒着胎盤の発症に関係がないとは断定で
きません。
今回は 2 万人弱のデータを使用しての解析でした。これから 10 万人のデータを解
析して、再度検討を行う予定です。
○エコチル調査では、金属類以外の環境因子、既往歴、社会経済的因子、精神的肉体
的ストレス、さらには遺伝要因についても調べています。今後これらの因子と前置
胎盤・癒着胎盤との関係についても知見が出てまいります。これらを総合して血中
金属類濃度と前置胎盤・癒着胎盤の関係について検討する必要があります。
引き続き、子どもの成長や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかにな
ることが期待されます。
なお、本研究に示された見解は著者ら自らのものであり、環境省の見解ではありま
せん。
５. 発表論文
著者：
辻 真弓、柴田 英治、David J Askew、諸隈 誠一、愛甲 悠希代、千手 絢子、
荒木 俊介、實藤 雅文、石原 康宏、田中 里枝、楠原 浩一、川本 俊弘、
JECS グループ
タイトル：
Associations between metal concentrations in whole blood and placenta previa and placenta
accreta: the Japan Environment and Children’s Study (JECS)
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掲載雑誌：Environmental Health and Preventive Medicine
６． 問い合わせ先
国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康研究センター
エコチル調査コアセンター
jecscore（末尾に@nies.go.jp をつけてください）（担当：中山祥嗣）
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妊婦の血中マンガン濃度と児の出生時体格の関連について：
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）での研究成果
（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、千葉県政記者クラブ同時配布）
平成 31 年 2 月 21 日（木）
国立大学法人千葉大学予防医学センター
エコチル調査千葉ユニットセンター
助教

山本緑

センター長

森千里

国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長代行 新田裕史
室長

中山祥嗣

環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国立環境研究所」という。）では、国立大学法人千
葉大学（以下「千葉大学」という。）をはじめ全国 15 大学・機関（ユニットセンター）とともに、子どもの発育や
健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにし、次世代の子どもたちが健やかに育つことのでき
る環境の実現を図ることを目的として、「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を行って
います。
今回、平成 28 年 4 月にデータが確定した約 2 万人の妊婦と出生児のデータを分析した結果、血中マンガン
濃度と新生児の出生時体重及び頭囲との関連が認められました。
本成果は平成 31 年 2 月 8 日に環境保健の国際専門誌である「Environmental Research」に掲載されました。
エコチル調査により、引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかとな
ることが期待されます。

１. 発表のポイント
•

国立環境研究所と千葉大学が共同で、妊婦の血中マンガン濃度と新生児の出生時体格との関連
を調べました。

•

妊婦の血中マンガン濃度が低い場合と高い場合に、男児の出生体重の減少が認められました。

•

妊婦を血中マンガン濃度により 4 つのグループ（Q1～Q4）に分けて比較すると、濃度が低いグ
ループ（Q1）や高いグループ（Q4）はやや高いグループ（Q3）に比べて、男児の新生児が SGA
※1

（在胎週数に見合う標準的な出生体重に比べて小さく生まれた状態）となるリスクが高いことが示

されました。
•

女児の出生体重と妊婦の血中マンガン濃度との関連は認められませんでした。

•

男女児ともに、妊婦の血中マンガン濃度が低くなると、わずかに出生時の頭囲が減少すること
が示されました。

*本研究は環境省の予算（子どもの健康と環境に関する全国調査）により実施しました。本発表の内容は、すべて著者らの意見で
あり、環境省の見解ではありません。

２．エコチル調査とは
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下「エコチル調査」という。）は、化学物質などの環境要
因が子どもの健康にどのように影響するのかを明らかにし、
「子どもたちが安心して健やかに育つ環
境をつくる」ことを目的に平成 22 年度（2010 年度）に開始された大規模かつ長期にわたる疫学調査
です。妊娠期の母親の体内にいる胎児期から出生後の子どもが 13 歳になるまでの健康状態や生活習
慣を平成 44 年度（2032 年度）まで追跡して調べることとしています。
エコチル調査は、研究の中心機関として国立環境研究所にコアセンターを、医療面からサポートを
受けるために国立成育医療研究センターにメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で
調査を行うために公募で選定された千葉大学を含む 15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセ
ンターをそれぞれ設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。

３．研究の背景
小さく生まれた赤ちゃんは、生後の疾患や成長後の慢性疾患のリスクが高くなることが指摘されていま
す。エコチル調査では子どもの健康の一つの要素として、胎児の成長に関わる要因を調べる研究を進め
ています。
マンガンは人に必須な微量金属です。多くの食品に含まれ、体内の酵素の働きや骨の形成に関わって
います。胎児の成長にも必要な栄養素です。一方、体内に多く取り込まれると神経毒性を示すことがありま
す。
これまでの海外の研究により、出産時の母親の血中マンガン濃度が出生体重と関連することが報告され
ています。妊娠中に体内に取り込まれたマンガンと胎児の成長との関わりを明らかにするためには、より多
くの妊婦について血中マンガン濃度を測定する研究が必要ですが、これまでこのような研究はなく、妊娠中
の血中マンガン濃度と新生児の体格との関連はよくわかっていませんでした。

57

４．研究の内容
本研究は、妊娠中の母親の血中マンガン濃度と、新生児の出生時の体重、身長、頭囲との関連につい
て、解析を行いました。解析には、妊娠中の血中マンガン濃度を測定した母親と単胎（双子や三つ子でな
い）新生児 16,473 組のデータを使用しました。出生時の体格にかかわるさまざまな要因の影響を取り除くた
めの統計学的な手法を用いて分析を実施しました。
１） 妊婦の血中マンガン濃度と出生時の体格との関連
男児の出生体重は妊娠中の血中マンガン濃度 19 µg/L で最も多く、マンガン濃度が低値あるいは高値では
出生体重の減少が認められました（図１）。女児の出生体重は、妊婦の血中マンガン濃度との関連は見ら
れませんでした。

19 µg/L

図 1 妊婦の血中マンガン濃度と男児の出生体重との関係
実線は出生体重の推計値、点線は 95%信頼区間※3、横軸上
の縦線は一人一人の測定値を示しています。
男児の出生体重は、妊婦の血中マンガン濃度 19 µg/L 付近
で最も多く、低濃度、高濃度では出生体重が減少しました。

出生時の頭囲は男女児ともに、妊娠中の血中マンガン濃度が低値になるとわずかに減少する傾向が認
められました。血中マンガン濃度と出生時の身長との関連は見られませんでした。
マンガンの影響は、妊娠時期により異なる可能性があるため、妊娠第 2 期（14～27 週）の血中マンガン
濃度を測定したグループと妊娠第 3 期（28～40 週）の濃度を測定したグループに分けての分析も行いまし
た。その結果、妊娠第 3 期の血中マンガン濃度が低値あるいは高値の場合にのみ男児の出生体重の減少
が認められ、妊娠第 2 期の血中マンガン濃では男女児とも出生体重との関連は認められませんでした。
２） 妊婦の血中マンガン濃度と SGA 児出生リスクとの関連
SGA は small-for-gestational-age の略で、新生児の出生体重が、在胎週数に見合う標準的な出生体重に
比べて小さく生れてくることを指します。在胎週数毎のグループで 100 人中小さいほうから 10 番目以内に入
る場合に SGA とみなされます。血中マンガン濃度を低い順に Q1～Q4 の 4 つのグループに分け、SGA の新
生児が生まれるリスクを比較しました。
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男児では、妊婦の血中マンガン濃度が最も低いグループ（Q1）で、やや高いグループ（Q3）群と比較して
SGA 児が生まれるリスクが 1.4 倍高くなりました（図 2 左）。女児の SGA 児が生まれるリスクは、妊婦の血中
マンガン濃度との関連は見られませんでした。
妊娠時期別の分析では、妊娠第 3 期の血中マンガン濃度が最も高いグループ（Q4）で、やや高いグルー
プ（Q3）と比較して男児の SGA 児が生まれるリスクが 1.6 倍高くなりました（図 2 右）。妊娠第 2 期のマンガン
濃度と SGA 児が生まれるリスクとの関連は男女児とも認められませんでした。

図 2 妊婦の血中マンガン濃度別に見た男児の SGA 児が生まれるリスク

男児全体

妊娠第 3 期のマンガン濃度を測
定したグループの男児

リスクが
1.4 倍 高
い

Q1
Q2
Q3

リスクが
1.6 倍高
い

マンガン濃度

SGA 児の割
合

≤ 13.24µg/L
13.25－16.07 µg/L
16.08－19.54 µg/L

9.4%
7.8%
7.0%

Q4 19.55 µg/L ≤

Q1
Q2
Q3

7.5%

マンガン濃度
（妊娠第 3 期）

SGA 児の割
合

≤ 14.50µg/L
14.51－17.44 µg/L
17.45－21.01 µg/L

9.7%
7.9%
6.8%

Q4 21.02 µg/L ≤
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9.4%

５．考察および今後の展望
本研究では、日本国内の妊婦約 1 万 6 千人について測定を行いましたが、血中マンガン濃度は 4.3～
44.5 µg/L（中央値※416.2 µg/L）で、過去の論文で報告された濃度と比較して、特に高い値は見られませんで
した。血中マンガン濃度の低値や高値がどのような原因により生じたのかは、本研究ではわかりません。マ
ンガンはさまざまな食品に含まれ、通常の食生活では欠乏しないと言われていますが、マンガンの血中濃
度が低い場合は、食事からのマンガンの摂取量が少ないことが考えられます。一方、消化管にはマンガン
の吸収を調節する仕組みがあるため、マンガンを多く含む飲食物をたくさん摂取しても、それによって血中
マンガン濃度が高くなるとは限りません。鉄の摂取量が少ない場合には血中マンガン濃度が高くなる傾向
があります。また、大気中に浮遊する物質を吸い込むことにより、マンガンが体内に吸収されることがありま
す。なお、国内でも海外でも、マンガンの血中濃度の基準値は定められていません。
本研究では、妊娠 28 週以降の血中マンガン濃度が低値あるいは高値の場合に、男児の出生時体重が
減少し、SGA 児が生まれるリスクが高くなることが示されました。妊婦が体内に取り込むマンガンが少なくて
も多くても胎児の成長が抑制される可能性がありますが、その仕組みはまだ明らかになっていません。マン
ガンは胎盤を保護する酵素の成分であることから、胎児に栄養を供給する胎盤の機能に影響している可能
性があります。この影響は男児のみに認められましたが、男女で差が生じた原因については、まだわかっ
ていません。また、出生児の体格が、その後の健康や発達とどのように関連するかについては、今後さら
に研究が必要です。
エコチル調査では、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにするため、
金属以外の環境因子、社会経済的因子、精神的肉体的ストレス、遺伝的要因についても調べています。

６．用語解説
※1 SGA：small-for-gestational-age の略で、新生児の出生体重が、在胎週数に見合う標準的な出生体重
に比べて小さい状態を指します。在胎週数毎のグループで 100 人中小さいほうから 10 番目以内に入る場
合に SGA とみなされます。

※2 オッズ比：ある現象の起こりやすさを 2 つの群で比較して示した値です。例えば、基準とするグループ
での SGA 児が生まれる割合と比較して、あるグループでは SGA 児の生まれやすさ（リスク）が何倍
になるかを示します。
※3 95%信頼区間：調査の精度を表す指標で、精度が高ければ狭い範囲に、低ければ広い範囲となります。

※4 中央値：50%の人がそれ以下となり、残りの 50%の人がそれ以上になる値です。
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子どもの健康と環境に関する全国調査
エコチル調査

妊婦の血中水銀及びセレン濃度と児の出生時体格との関連：
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）での研究成果

（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、北海道教育庁記者クラブ、文
部科学記者会、科学記者会同時配布）
平成 31 年 2 月 15 日（金）
国立大学法人北海道大学
エコチル調査北海道ユニットセンター
センター長
岸 玲子
特任講師
小林澄貴
国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
室長
中山祥嗣
コアセンター長代行 新田裕史
環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国立環境研究所」という。）では、国立
大学法人北海道大学（以下「北海道大学」という。）をはじめ全国 15 大学・機関（ユニット
センター）とともに、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかに
し、次世代の子どもたちが健やかに育つことのできる環境の実現を図ることを目的として、
「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を行っています。
今回、平成 28 年 4 月にデータが確定した約 2 万人の妊婦の血中水銀及びセレンと出生時体
格との関連を検討しました。血中セレン濃度が最も低い群の中で、血中水銀濃度と出生時体
格との関連を調べたところ、血中水銀濃度は出生体重及び出生頭囲と関連が認められたもの
のわずかでした。
妊婦の血中セレン濃度と出生時体格との間に関連は認められませんでした。
本成果は、平成 31 年 2 月 9 日に環境科学の国際専門誌である「Environment International」に
論文掲載されました。
エコチル調査により、引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因
が明らかとなることが期待されます。

発表のポイント
•
•

エコチル調査の全国データを用いて、国立環境研究所と北海道大学等が共同で、妊婦の
血中水銀及びセレン濃度と出生時体格との関連を調べました。
血中水銀濃度と出生時体格（出生体重、出生身長、出生頭囲、出生胸囲など）との関連
について、出生頭囲との関連が認められました。血中セレン濃度が最も低い群の中で、
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•

血中水銀濃度と出生時体格との関連を調べたところ、血中水銀濃度は出生体重及び出生
頭囲と関連が認められたもののわずかでした。
妊婦の血中セレン濃度と出生時体格との間に関連は認められませんでした。

*本研究は環境省の予算により実施しました。本発表の内容は、すべて著者の意見であり、環
境省の見解ではありません。

エコチル調査とは
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下「エコチル調査」という。
）は、化学物質などの
環境要因が子どもの健康にどのように影響するのかを明らかにし、
「子どもたちが安心して健
やかに育つ環境をつくる」ことを目的に平成 22 年度（2010 年度）に開始された大規模かつ
長期にわたる疫学調査です。妊娠期の母親の体内にいる胎児期から出生後の子どもが 13 歳
になるまでの健康状態や生活習慣を平成 44 年度（2032 年度）まで追跡して調べることとし
ています。
エコチル調査は、研究の中心機関として国立環境研究所にコアセンターを、医療面からサポ
ートを受けるために国立成育医療研究センターにメディカルサポートセンターを、また、日
本の各地域で調査を行うために公募で選定された北海道大学を含む 15 の大学に地域の調査
の拠点となるユニットセンターをそれぞれ設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施
しています。

研究の背景
出生時体格とは、子どもが生まれる時点の体格のことです。出生時体格（出生体重、出生身
長、出生頭囲、出生胸囲など）は、胎児期の子どもの発育の指標でもあります。出生時体格
が小さすぎる場合と大きすぎる場合に、生後に肥満、メタボリックシンドロームが発症しや
すくなる可能性があることが指摘されています。
出生時体格が小さくなる原因として様々な要因がありますが、これまでに、海外の研究グル
ープによる疫学研究では、胎児期のメチル水銀ばく露※1 が出生時体格に影響する可能性が指
摘されています。わが国では、メチル水銀の主要ばく露源は魚介類であると言われています
（多く蓄積している魚種と少ない魚種があります）。セレンは人にとって必須微量元素であり、
主な摂取源は食事です。これまでに、動物実験からセレンは酸化ストレスを防ぐ可能性が指
摘されています。また、セレンはその他有害金属と相互作用し、互いの毒性を軽減させるこ
とも報告されています。しかし、妊婦の水銀とセレンが出生時体格に及ぼす影響の報告はほ
とんどなく、妊婦の水銀及びセレンばく露と出生時体格との関連はよくわかっていません。
われわれは、妊婦の血中水銀とセレン濃度が子どもの出生時体格（出生体重、出生身長、出
生頭囲、出生胸囲など）に影響しているのではないかと考え、疫学的手法を使って検討しま
した。

研究の方法
本研究では、平成 28 年 4 月に確定された妊婦約 10 万人のデータ「出産時全固定データ」と、
妊娠中期（22 週以降）から後期までに採取した妊婦の血液のうち、ランダムに選んだ約 2 万
人分の妊婦の血中金属類元素濃度データ「金属類第一次固定データ」（平成 29 年 4 月確定）
を使用しました。
このうち、
血中金属類元素データ及び出生時体格のデータがそろった 17998 人の妊婦のうち、
死産、流産、及び双子以上の場合、さらに関連因子と考えたものに何らかの欠測データがあ
る人を除いた 15444 人を解析対象としました。
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出生時体格の関連因子として考えられている妊婦の年齢、妊娠前の妊婦の体格指標、
出産歴、
妊娠中の喫煙習慣、妊娠中の飲酒習慣、教育歴、世帯収入、在胎週数、子どもの性別、さら
に出産様式（経腟分娩・帝王切開）を考慮した研究デザインを用い、血中水銀及びセレン濃
度（水銀とセレン濃度はそれぞれ四分位※2 に 4 分割したもの）と出生時体格との関連につい
て重回帰分析※3 あるいはロジスティック回帰分析※3 を使って検討しました。さらに血中水銀
濃度と出生時体格との関連については血中セレン濃度別で分けた解析も行いました。

主な結果
最も水銀濃度が低い妊婦集団（3848 人）と比較して、最も水銀濃度が高い妊婦集団（3868
人）から生まれた子どもは出生体重が 13 g（95%信頼区間※4: − 28, 3）小さかったものの、統
計学的に有意な関連はありませんでした。また、最もセレン濃度が高い妊婦集団（3928 人）
と比較して、最もセレン濃度が低い妊婦集団（3818 人）から生まれた子どもは出生体重が 9
g（95%信頼区間: − 6, 25）大きかったものの、統計学的に有意な関連はありませんでした。
頭囲に関しては、最も水銀濃度が低い妊婦集団と比較して、最も水銀濃度が高い妊婦集団か
ら生まれた子どもは出生頭囲が 0.076 cm（95%信頼区間：0.014, 0.137）小さいという結果で
した。
妊婦のセレン濃度で分け、水銀濃度と出生時体格との関連を検討したところ、最もセレン濃
度が低い妊婦集団の中で、最も水銀濃度が低い妊婦集団（1423 人）と比較して、最も水銀濃
度が高い妊婦集団（474 人）から生まれた子どもは出生体重が 41 g（95%信頼区間: 5, 75）小
さく、出生頭囲が 0.156 cm（95%信頼区間: 0.017, 0.294）小さいという結果でした。

考察及び今後の展望
血中水銀濃度と出生時体格との関連について、血中セレン濃度でわけない全数での解析では
出生頭囲との関連が認められました。さらに、最もセレン濃度が低い妊婦集団の中で、血中
水銀濃度と出生体重及び出生頭囲との関連が認められました。
血中水銀濃度と出生時体格との関連について、血中セレン濃度を考慮したとき、妊婦のセレ
ン濃度が最も低い妊婦集団の中で、血中水銀濃度が最も低い妊婦集団と比較して最も高い妊
婦集団で出生体重は 41g の減少、出生頭囲は 0.156 cm の減少が認められました。平均出生体
重は 3025.9 g（標準偏差 405.3 g）
、出生頭囲は 31.8 cm（標準偏差 1.8 cm）であり、検出され
た出生体重や出生頭囲の減少量は、その 1％前後の変化量でした。現時点では、出生児の健
康状態が危惧されるような差ではないと考えられます。
本研究はわが国で妊婦の血中水銀及びセレン濃度と出生時体格との関連を調べた報告です。
エコチル調査では、これらの金属以外の環境要因、遺伝要因、および社会経済要因も調べて
います。引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかとな
ることが期待されます。
なお、本研究に示された見解は著者ら自らのものであり、環境省の見解ではありません。

用語解説
※1 ばく露：私たちが化学物質などの環境にさらされることを言います。身体の表面から
中に入ってくることは吸収などと呼び、ばく露とは区別しています。
※2 四分位：データの値を小さいほうから順番に並べたとき、4 等分する位置の値を四分位
数といいます。本研究の最も低い濃度の妊婦集団は、4 等分した最も小さい濃度の妊婦集団

64

を指します。また最も高い濃度の妊婦集団は、4 等分した最も高い濃度の妊婦集団を指しま
す。
※3 重回帰分析・ロジスティック回帰分析：ある一つの現象を、複数の要因によって説明
する統計モデルを用いた解析手法です。例えば、出生時体格を、妊婦の血中水銀濃度、妊婦
の体格指標、及び生活習慣などの要因で説明し、それぞれがどのくらい出生時体格の変化を
説明しているかが分かります。
※4 95%信頼区間：調査の精度を表す指標で、精度が高ければ狭い範囲に、精度が低ければ
広い範囲になります。
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子どもの健康と環境に関する全国調査
エコチル調査

「妊婦の血液中金属濃度と IgE 抗体の関係」について

（筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、北九州市政記者会同時配布）
平成 31 年 1 月 18 日（金）
産業医科大学医学部
准教授
辻 真弓
名誉教授
川本俊弘
エコチル調査福岡ユニットセンター
産業医科大学サブユニットセンター
センター長
楠原浩一
国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長代行 新田裕史
室長
中山祥嗣
はじめに
環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国立環境研究所」という。）では、全
国 15 箇所のユニットセンターと協働して、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等
の環境要因を明らかにし、次世代の子どもたちが健やかに育つことのできる環境の実現を図
ることを目的として、
「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を行ってい
ます。
今回、福岡ユニットセンター（産業医科大学）が中心となって取りまとめ、平成 28 年 4
月に固定が終了した約 2 万人の母親、血液、金属類測定結果データを含んだ論文が、平成 31
年 1 月 12 日疫学の専門誌である Journal of Epidemiology に online で掲載されました。
今回の論文の主な意義
妊婦の血中水銀濃度と特異的 IgE 抗体の関係
〇血中水銀濃度の低いグループと比べて、高いグループではスギ特異的 IgE 抗体高濃度（≧
0.35 UA/mL）の人が 1.4 倍いました。
〇反対に、血中水銀濃度の低いグループと比べて、高いグループではハウスダスト及び動物
上皮特異的 IgE 抗体高濃度の人はそれぞれ 0.9 倍及び 0.8 倍いました。
※特異的 IgE 抗体の量はアレルギー診断の参考値として臨床の現場で使用
妊婦の血中セレン濃度と特異的 IgE 抗体の関係
〇血中セレン濃度の低いグループと比べて、高いグループではスギ特異的 IgE 抗体高濃度（≧
0.35 UA/mL）の人は 1.3 倍いました。
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・妊婦の血中金属類濃度を 4 つのグループ(低い、やや低い、やや高い、高い)に分けて解析
しました。
・特異的 IgE 抗体は低濃度（<0.35 UA/mL）、高濃度（≧0.35 UA/mL）の 2 つのグループに分け
て解析しました。
〇エコチル調査では約 10 万組の親子を追跡しています。今回の研究結果は、約 2 万人のデ
ータを用いた成果であり、今後、約 10 万組のデータの解析等をしていく中で、アレルギ
ーや化学物質等の環境について、さらに解明が進むことが期待されています。
（本研究に示された見解は著者ら自らのものであり、環境省の見解ではありません。
）

エコチル調査について
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下「エコチル調査」という。
）は、子どもの健康
に化学物質等の環境要因がどのように影響するのかを明らかにし、
「子どもたちが安心して健
やかに育つ環境をつくる」ことを目的に 2010 年度（平成 22 年度）に開始された大規模かつ
長期に渡る疫学調査です。妊娠期の母親の体内にいる胎児期から出生後の子どもが 13 歳に
なるまでの健康状態や生活習慣を 2032 年度まで追跡して調べることとしています。
エコチル調査の実施は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを設置し、
国立成育医療研究センターに医療面からサポートを受けるためのメディカルサポートセンタ
ーを設置し、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の
調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が協働して行われて
います。

研究の背景
近年、海外の研究グループによって金属曝露と IgE 抗体に関係がある可能性が報告されて
います。また臍帯血の IgE 抗体と小児のアレルギー疾患との関係も指摘されています。した
がって妊婦の金属曝露と IgE 抗体との関係を明らかにすることは、お母さんと生まれてくる
赤ちゃんの健康の保持・増進のために重要なことであると考えられます。
そこで本研究では、妊婦の血中金属類濃度（カドミウム、鉛、水銀、セレン、マンガン）
と IgE 抗体との関係を調べることにしました。本研究は大規模コホート調査の結果を用いて
複数の金属と特異的 IgE 抗体（卵白・ハウスダスト・スギ・動物上皮・蛾）の関係を検証し
た世界で初めての研究であり、画期的な研究といえます。
IgE 抗体とは
私たちの体には異物が体内に入ってくると攻撃し排除する仕組みがあります。この侵入し
てきた物質を抗原といいます。抗原の中でも特にアレルギーの原因となるハウスダスト、花
粉、食物などをアレルゲンと呼んでいます。そしてアレルゲンを認識して排除する仕組みを
アレルギー反応と呼んでいます。
アレルギー反応に関係する物質には様々な物質がありますが、今回私共の研究で着目した
物質は IgE 抗体です。IgE 抗体の中でも特に固有のアレルゲンにだけ結合することのできる抗
体を特異的 IgE 抗体と呼びます。アレルゲンが体内に侵入することで産生される IgE 抗体は、
体内の細胞や血球の表面にくっつきアレルゲンと出会うのを待ちます。これを感作と呼びま
す。感作されただけではアレルギー反応はおこりませんが、感作された状態で再びアレルゲ
ンが侵入して IgE 抗体と反応すると、ヒスタミンやロイコトリエンといったアレルギー症を
引き起こす様々な物質が放出されます（即時型アレルギー反応）。IgE 抗体の値と臨床症状と
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は必ずしも相関するわけではないという点は注意する必要がありますが、特異的 IgE 抗体の
量はアレルギー診断の参考値として広く臨床の現場で使用されています。
使用したデータ：2016 年 4 月に固定された出産時全固定データ（出産に関する情報）及び
2017 年 4 月に固定された第一次金属類一部固定データ（妊婦約 2 万人に関する重金属の分析
結果）中の妊婦の血中金属類濃度（カドミウム、鉛、水銀、セレン、マンガン）を使用。金
属類濃度を測定しており、かつ総 IgE 及び特異的 IgE 抗体（卵白・ハウスダスト・スギ・動物
上皮・蛾）値を測定した母親 14,408 名が解析対象者数です。
血中金属類濃度：4 つのグループ(低い、やや低い、やや高い、高い)に分けて解析されました。
特異的 IgE 抗体：低濃度（<0.35 UA/mL）と高濃度（≧0.35 UA/mL）の 2 つのグループに分け
て解析されました。
解析には多変量ロジスティック回帰分析※1 を使用しました。補正した因子は年齢、BMI
（妊娠前）
、アレルギー既往歴、喫煙歴（本人、配偶者）、飲酒歴、ペットの有無、血液採取
時期、エコチル調査登録ユニットの 9 因子です。

主な結果
各金属グループの血中濃度は以下の通りです。（低い、やや低い、やや高い、高いの順）
水銀
≦2.55 ng/g, 2.56-3.61 ng/g, 3.62-5.11 ng/g, ≧5.12 ng/g
セレン
≦156 ng/g, 157-168 ng/g, 169-181 ng/g, ≧182 ng/g
マンガン
≦12.4 ng/g, 12.5-15.1 ng/g, 15.2-18.4 ng/g, ≧18.5 ng/g
特異的 IgE 抗体高濃度グループへのなりやすさ（オッズ比※2）
：
オッズとは IgE 高濃度グループの人数を低濃度グループの人数で割って得られる値です。
a. 水銀濃度とスギ特異的 IgE 抗体の関係 ＊：統計学的に有意な結果

水銀濃度
スギ特異的 IgE 抗体高濃度を 0.35 UA/mL 以上としたとき、血中水銀濃度の低いグループと比
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べて、やや高いグループでは 1.2 倍、高いグループでは 1.4 倍スギ特異的 IgE 抗体高濃度の人
がいた。
b. 水銀濃度とハウスダスト特異的 IgE 抗体の関係

水銀濃度
血中水銀濃度の低いグループと比べて、高いグループは 0.9 倍ハウスダスト特異的 IgE 抗体高
濃度の人がいた。
（すなわち、水銀濃度が高いグループの方がハウスダスト特異的 IgE 抗体高
濃度の人が少なかった。
）
c. 水銀濃度と動物上皮特異的 IgE 抗体の関係

水銀濃度
血中水銀濃度の低いグループと比べて、やや高いグループは 0.9 倍、高いグループは 0.8 倍
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動物上皮特異的 IgE 抗体高濃度の人がいた。
（すなわち、水銀濃度が高いグループの方が動物
上皮特異的 IgE 抗体高濃度の人が少なかった。）
d. セレン濃度とスギ特異的 IgE 抗体の関係

セレン濃度
血中セレン濃度の低いグループと比べて、やや高いグループは 1.2 倍、高いグループでは 1.3
倍スギ特異的 IgE 抗体高濃度の人がいた。
e. マンガン濃度と動物上皮特異的 IgE 抗体の関係

マンガン濃度
血中マンガン濃度の低いグループと比べて、やや低いグループは 0.9 倍、やや高いグループ
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では 0.8 倍動物上皮特異的 IgE 抗体高濃度の人がいた。（すなわち、マンガン濃度が高いグル
ープの方が動物上皮特異的 IgE 抗体高濃度の人が少なかった。）

用語解説
※1 ロジスティック回帰分析：一つの現象を、複数の要因によって説明する統計モデルを用
いた解析手法です。例えば、特異的 IgE 抗体との関係を、母親の健康・性質や生活習慣など
の要因で説明し、それぞれが特異的 IgE との関係を説明しているかが分かります。
※2 オッズ比：ある現象の起こりやすさを示した統計的な尺度です。例えば、オッズ比が 1
とは、特異的 IgE 抗体高濃度グループへのなりやすさはそれぞれの群で同じということであ
り、1 より大きいと、特異的 IgE 抗体高濃度グループへのなりやすさがある群で高いことを意
味し、1 より小さいと、ある群で特異的 IgE 抗体高濃度グループへなりにくいことを意味しま
す。

考察及び今後の展望について
○水銀濃度と特異的 IgE 抗体の関係に関して
・血中水銀濃度の低いグループと比べて、やや高い及び高いグループではスギ特異的 IgE
抗体高濃度の人が多かった。
・反対に、血中水銀濃度の低いグループと比べて、高いグループではハウスダスト及び動
物上皮特異的 IgE 抗体高濃度の人が少なかった。
血中水銀濃度は特異的 IgE 抗体によって、特異的 IgE 抗体高濃度グループが高い場合と低い
場合とがありました。
ヒトの細胞や動物を用いた実験において、水銀曝露が IgE 産生に関わるリンパ球の活性化
に関係しているという報告もありますが、どのような機序で IgE 産生を促進しているかはわ
かっていません。今後様々な研究が行われ、機序の解明が行われることが期待されます。
〇セレン、マンガン濃度と特異的 IgE 抗体の関係に関して
・血中セレン濃度の低いグループと比べて、やや高い及び高いグループではスギ特異的 IgE
抗体高濃度の人が多かった。
・血中マンガン濃度の低いグループと比べて、やや高いグループでは動物上皮特異的 IgE
抗体高濃度の人が少なかった。
セレン、マンガンは必須微量元素といわれ、我々の生命活動に必要な元素です。セレン及
びマンガン曝露が IgE 産生に影響を及ぼすのかどうかを調べる研究は、現在までにほとんど
行われていません。今後、様々な研究をもとに必須微量元素と IgE 産生の関係が明らかにさ
れていくことが期待されます。
〇本研究の限界と今後の展望
・本研究は 1 時点での金属類と特異的 IgE 抗体の関係をみたものであり、因果関係を明らか
にした研究ではありません。これを明らかにするためには、要因である金属類の濃度と結
果である特異的 IgE 抗体濃度の測定に時間的な前後関係のある研究により検討を行う必要
があります。
・本研究で使用された血液は採取された時期が個々人で異なります。スギ特異的 IgE 抗体値
はスギ花粉の飛散量によって影響を受ける可能性があります。従って血液採取の時期やス
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ギ花粉の飛散量等を考慮した研究が今後必要です。
・小児期における抗原への曝露が成人期の特異的 IgE 抗体値に影響を及ぼしている可能性が
あります。今回の研究の対象者は成人期である妊婦を対象とした横断研究です。従って今
後は小児期～成人期を通した縦断的な研究が必要です。
・本研究対象者の金属の曝露源は本研究ではわかりません。今後は食品や環境中に含まれる
金属の曝露源の特定が必要になると考えられます。
・IgE 抗体の多寡が必ずしもアレルギーの発症や臨床症状と相関するわけではありません。今
回 IgE 抗体との関連が見られた水銀、セレン、マンガンなどの金属類が必ずしもアレルギ
ーの発症につながることを意味するものではありません。
・今回は約 2 万人のデータを使用しての解析でした。今後の研究において 10 万人のデータ
を解析して、本研究と同様に妊婦の血中金属類濃度と特異的 IgE 抗体値の間に統計学的に
有意な関係が認められるかについて、検討を行う必要があります。
引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかとなること
が期待されます。
なお、本研究に示された見解は著者ら自らのものであり、環境省の見解ではありません。
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妊娠期間中母親血中カドミウム及び鉛と妊娠糖尿病との関連について：子どもの健康と環境
に関する全国調査（エコチル調査）における研究

平成 30 年 11 月 12 日（月）
国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター 室長 中山祥嗣
コアセンター長代行 新田裕史
共同研究員 小栗朋子
（現：国立研究開発法人産業技術総合研究所
安全科学研究部門 主任研究員）
公立大学法人名古屋市立大学
エコチル調査愛知ユニットセンターセンター長 上島通浩

（筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、名古屋市政記者クラブ、名古
屋教育医療記者会同時配布）
環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国立環境研究所」という。
）では、公
立大学法人名古屋市立大学（以下「名古屋市立大学」という。）をはじめ全国 15 大学・機関
（ユニットセンター）ともに、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を
明らかにし、次世代の子どもたちが健やかに育つことのできる環境の実現を図ることを目的
として、「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）
」を行っています。
今回、平成 28 年 4 月にデータが確定した約 2 万人の母親の血中カドミウム及び鉛と妊娠糖
尿病との関連を調べた結果、両者には関連が認められませんでした。また、従来の報告と同
様に、母親の高齢、肥満、過去に妊娠糖尿病にかかった経験があることは、妊娠糖尿病の予
測因子であることが確認されました。
本成果は、平成 30 年 10 月 30 日に環境保健の国際専門誌である「International Archives
of Occupational and Environmental Health」に掲載されました。

発表のポイント
•
•
•

国立環境研究所と名古屋市立大学が共同で、妊婦の血中カドミウム及び鉛と妊娠糖尿病
の関連を調べました。
妊婦の血中カドミウム及び鉛と妊娠糖尿病との間に関連は認められませんでした。この
研究は妊婦のカドミウム及び鉛ばく露と妊娠糖尿病の関連を調べた初めての報告です。
従来の報告と同様に、母親の高齢、肥満、過去に妊娠糖尿病にかかった経験があること
は妊娠糖尿病の予測因子でした。

本研究は環境省の予算により実施しました。本発表の内容は、すべて著者の意見であり、環
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境省の見解ではありません。

研究の背景
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下「エコチル調査」という。
）は、環境が子ども
の健康にどのように影響するのかを明らかにし、子どもたちが安心して健やかに育つ環境を
つくることを目的に、平成 22 年度（2010 年度）に開始された大規模かつ長期に渡る出生コ
ホート※2 調査です。胎児期から小児期の環境因子へのばく露※1 が、子どもの健康と成長にど
のように影響するかを、参加する子どもが 13 歳になるまで追跡調査します。調査期間は 5
年間のデータ解析期間を含み、平成 44 年度（2032 年度）までを予定しています。
エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療
研究センターに医療面からサポートを受けるためのメディカルサポートセンターを、また、
日本の各地域で調査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユ
ニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。
妊娠糖尿病とは、妊娠期間中に初めて発見・発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常の
ことです。妊娠糖尿病を発症することで、妊娠期間中の母親や子どもに対して様々な合併症
を生じさせるリスクが増加します。
さらに出産後も、母親や生まれた子どもの両方に対して、
2 型糖尿病、肥満、メタボリックシンドロームが発症しやすくなる可能性があることが指摘
されます。
糖代謝異常の原因として様々な要因がありますが、近年、海外の研究グループによる疫学
研究では、カドミウムや鉛ばく露により糖尿病を引き起こす可能性や、動物実験では、カド
ミウムや鉛ばく露により高血糖や糖代謝異常を引き起こす可能性が指摘されています。しか
しながら、妊娠中の糖代謝異常である妊娠糖尿病については報告がなく、カドミウムや鉛ば
く露と妊娠糖尿病との関係性はよくわかっていません。
われわれは、カドミウムや鉛ばく露がすい臓の炎症や肝臓の糖代謝に影響しているという
仮説があることから、妊婦のカドミウム及び鉛ばく露と妊娠糖尿病が関係するのではないか
と考えて、疫学的に検討しました。

研究内容と成果
本研究では、平成 28 年 4 月に確定された妊娠期間中の母親 10 万人のデータ「出産時全固
定データ」と、妊娠 22 週から 28 週に採取した母親の血液のうち、最初の年度に測定された
約 2 万人分の母親の血中金属類元素濃度データ「金属類第一次固定データ（平成 29 年 4 月
確定）」を使用しました。
このうち、子ども一人を妊娠した母親で、血中金属類元素濃度データ及び妊娠糖尿病の診
断データがそろった 17,718 名のうち、1 型及び 2 型糖尿病に以前かかったことがある方、糖
代謝に関与する薬剤を使用して治療中の方など、環境要因とは別の要因による糖代謝異常を
もった方 763 名を除き、16,955 名を解析対象としました。
本研究では、こうして得られた 16,955 名の金属類元素濃度データ及び妊娠糖尿病の診断デ
ータを用いて、妊婦の血中カドミウム及び鉛濃度と妊娠糖尿病との関連について統計解析を
行いました。
妊娠糖尿病のリスク因子※3 と考えられている、母親の年齢、妊娠前の体格指標、過去に妊
娠糖尿病にかかった経験の有無、現在の妊娠高血圧症候群発症の有無、さらに喫煙習慣を考
慮した研究デザインを用い、妊娠糖尿病発症の有無と、血中カドミウム及び鉛濃度（カドミ
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ウムは 0.5 ng/g ごと、鉛は 5 ng/g ごとに 4 分割したもの）
、これらの関係性についてロジステ
※4
ィック回帰分析 を行いました。
母親の出産経験の有無（初産、経産）で分け、それぞれの群について、ロジスティック回
帰分析を行ったところ、血中カドミウム濃度及び鉛濃度の両方を考慮したモデルでは、初産
の血中カドミウム濃度についてのオッズ比※5 は 0.76（95%信頼区間※60.28–2.08）、鉛濃度につ
いては 2.51（95%信頼区間 0.72–8.72）
、経産の血中カドミウム濃度についてのオッズ比は 0.64
（95%信頼区間 0.29–1.44）
、鉛濃度については 0.31（95%信頼区間 0.04–2.29）であり、妊娠
糖尿病発症との間に統計的に有意な関係は認められませんでした。またカドミウム及び鉛濃
度それぞれを別々に解析したモデルも同様に、初産及び経産ともに妊婦の血中カドミウム及
び鉛濃度と、妊娠糖尿病発症との間に統計的に有意な関係は認められませんでした。
経産の群における母親の年齢についてのオッズ比は 1.08（95%信頼区間 1.05–1.11）
、妊娠
前の体格指標については 5.10（95%信頼区間 2.97–8.78）
、過去に妊娠糖尿病にかかった経験
の有無については 7.75（95%信頼区間 3.66–16.4）
、現在の妊娠高血圧症候群発症の有無につ
いては 2.25（95%信頼区間 1.22–4.15）、喫煙習慣については 2.29（1.00–5.24）であり、母親
の高齢、肥満、過去に妊娠糖尿病にかかった経験ありで、妊娠糖尿病発症との間に統計的に
有意な関係は認められました。これは初産の群でも同様の傾向を示しました。
これまでカドミウムや鉛ばく露と妊娠糖尿病との関係性については報告がされていません。
また糖尿病発症に影響するかどうかについても、まだほとんど疫学研究による検証がされて
おらず、数少ない既往報告においてはカドミウムや鉛ばく露と糖尿病発症の関係性は一貫し
ていないことから、よくわかっていません。
本研究では妊娠糖尿病発症の有無は主治医からの報告に基づき、血糖やインスリンの個々
の濃度測定値は解析していないため、妊娠糖尿病発症に至っていない軽度の糖代謝異常との
関係やそのメカニズムに関しては明らかにすることができません。今後、様々な研究が行わ
れ、これらの点に関して解明されることが期待されます。
カドミウムや鉛ばく露がすい臓の炎症や肝臓の糖代謝に影響しているという仮説があるこ
とから、本研究では妊婦のカドミウム及び鉛ばく露と妊娠糖尿病が関係するかどうかについ
て検証を行いました。妊娠糖尿病のリスク因子には、母親の高齢、肥満、過去に妊娠糖尿病
にかかった経験のあることが指摘されています。本研究の結果は、母親の高齢、妊娠前の肥
満、過去に妊娠糖尿病にかかった経験があることが、妊娠糖尿病発症と関係することを示し
ており、妊娠糖尿病発症に関与する要因を再確認する結果でした。
本研究は妊婦のカドミウム及び鉛ばく露と妊娠糖尿病の関連を調べた初めての報告です。
エコチル調査では、血中カドミウムや鉛濃度以外の環境要因、社会経済的要因、遺伝的要因
についても調べています。エコチル調査では、今回の調査結果を踏まえつつ、引き続きさま
ざまな環境要因、社会経済的要因、遺伝的要因などと子どもの健康との関係を総合的に解析
していく予定です。

用語解説
※1

ばく露：われわれが化学物質などの環境にさらされることをいいます。体の表面がさ
らされることをばく露といい、そこから体の中に入ってくることは吸収などと呼び、ば
く露とは区別しています。

※2

出生コホート：子どもが生まれる前から成長する期間を追跡して調査する疫学手法で
す。胎児期や小児期のばく露が、子どもの成長と健康にどのように影響しているかを調
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査します。大人になるまで追跡する例もあります。
※3

リスク因子：ある病気を引き起こす因子、ある病気に付加的にはたらく因子のことを
指します。多くの疾病は、一般に単一の原因では起こりません。体質にさまざまな因子
が複合して発症すると考えられています。
その個々の因子をリスク因子と呼んでいます。

※4

ロジスティック回帰分析：一つの現象を、複数の要因によって説明する統計モデルを
用いた解析手法です。例えば、妊娠糖尿病へのかかりやすさを、母親の健康・性質や生
活習慣などの要因で説明し、それぞれがどのぐらい妊娠糖尿病へのかかりやすさを説明
しているかが分かります。

※5 オッズ比：ある現象の起こりやすさを示した統計的な尺度です。例えば、オッズ比が 1
とは、妊娠糖尿病へのかかりやすさはそれぞれの群で同じということであり、1 より大
きいと、妊娠糖尿病へのかかりやすさがある群で高いことを意味し、1 より小さいと、
ある群で妊娠糖尿病にかかりにくいことを意味します。
※6 95%信頼区間：同じ調査を 100 回行えば、確率的に 95 回程度の頻度で「真の値がこの範
囲の間にある」という結果が得られることを示す統計用語です。ここではオッズ比の真
の値が入る範囲を数値（下限値と上限値）で表現しています。
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はじめに
環境省及び国立環境研究所では、全国 15 箇所のユニットセンターと協働して、子ども
の発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにし、次世代の子どもたち
が健やかに育つことのできる環境の実現を図ることを目的として、
「子どもの健康と環境
に関する全国調査（エコチル調査）
」を行っています。
今回、福岡ユニットセンター（産業医科大学）が中心となって取りまとめ、平成 28 年
4 月に固定が終了した約 2 万人の《母親、血液、重金属》測定結果データを含んだ《論文》
が、平成 30 年 6 月 28 日《環境科学・疫学》の専門誌である《Environmental Research》
に掲載されました。
引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかとなる
ことが期待されます。
今回の論文の主な意義
○血中カドミウム濃度を低い方から高い方に並べて四群に分けた時、最も低い濃度の
群（第 1 四分位群）に比べて最も高い群(第 4 四分位群)では早期早産の頻度が 1.9
倍高いことがわかりました。
（早期早産 22～33 週、後期早産 34～36 週、正期産 37 週～42 週未満）
鉛、水銀、セレン、マンガンと早期・後期早産の間には関係が認められませんでし
た。
○たばこ、食品、環境中に含まれるカドミウムが曝露源として考えられますが、本研
究では曝露源は同定できません。今後は曝露源の探索が必要です。
○今回は 2 万人弱のデータを使用しての解析でした。これから 10 万人のデータを解析
して、再度検討を行う必要があります。
(本研究に示された見解は著者ら自らのものであり、環境省の見解ではありません。)
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１. エコチル調査について
子どもの健康と環境に関する全国調査（以降、「エコチル調査」と表示）は、子ど
もの健康にどのように影響するのかを明らかにし、「子どもたちが安心して健やかに
育つ環境をつくる」ことを目的に平成 22 年度（2010 年度）に開始された大規模かつ
長期に渡る疫学調査です。妊娠期の母親の体内にいる胎児期から出生後の子どもが
13 歳になるまでの健康状態や生活習慣を平成 44 年度（2032 年度）まで追跡して調べ
ることとしています。
エコチル調査の実施は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを設
置し、国立成育医療研究センターに医療面からサポートを受けるためのメディカルサ
ポートセンターを設置し、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された
15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関
係機関が協働して行われています。
２．研究の背景について
早産とは 37 週に満たない時期の出産のことですが、出産の時期によってさらに早
期早産と後期早産に分けられます。特に早期早産によって小さく生まれた赤ちゃんは、
臓器や器官が未成熟であることが多くあるため、生存率の低下や後遺症のリスクが高
くなることが指摘されています。早産の原因として様々な因子がありますが、近年海
外の研究グループによって重金属曝露が早産に関係している可能性が報告されてい
ます。しかしながら現在報告されている研究対象者の人数はそれほど大きいものでは
なく、測定されている重金属の数も少ないため、重金属曝露と早産の関係はよくわか
っていません。
そこで本研究では、大規模コホート調査の結果を用いて、妊婦血中の複数の金属濃
度と早期・後期早産との関係を調べることにしました。このような大規模コホート調
査の結果を用いて複数の金属と早産の関係を検証した研究は世界で初めてであり、画
期的な研究といえます。
使用したデータ：平成 28 年 4 月に固定された出産時全固定データ（出産に関する情
報）及び平成 29 年 4 月に固定された第一次金属類一部固定データ（妊婦２万人に関
する重金属の分析結果）中の妊婦の血中金属濃度（カドミウム, 鉛, 水銀, セレン, マ
ンガン）を使用。解析対象者は単胎妊娠母親のうち、生産（死産を含まない）に限定
しており 14,847 名が本論文に使用した最終解析対象者数です。対象者は早期早産（22
～33 週）、後期早産（34～36 週）、正期産（37 週以降）の 3 群に分けて解析されまし
た。各金属濃度は濃度の小さい方から大きい方へ 4 分割して解析に使用しました(第 1
四分位群：Q1、第 2 四分位群：Q2、第 3 四分位群：Q3、第 4 四分位群：Q4)。なお
解析には多変量ロジスティック回帰分析を使用しました。補正した因子は BMI（妊
娠前）、喫煙歴（本人、配偶者）、飲酒歴、妊娠回数、出産回数、子宮の手術歴、子宮
内感染の有無、収入、教育歴、児の性別の 11 因子です。
３. 主な結果
○オッズは、早期早産数を正期産数で割って得られる値ですが、早期早産の出現
オッズは第 1 四分位群に比べて第 4 四分位群の方が 1.9 倍高くなりました。
P=0.018 となり、このオッズ比の増加は統計学的に有意であると判断されま
した。なお、早期早産は妊娠 22～33 週、後期早産は 34～36 週、正期産は
37 週～42 週未満の出産です。
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○妊婦の血中鉛、水銀、セレン、マンガン濃度は早期・後期早産と統計学的に有
意な関係を認めませんでした。

Cd quartile concentration

Q1

妊娠期の金属濃度と早期早産の関係

Q3

Q2

妊婦の血中カドミウム濃度が
最も高い群は最も低い群と
比較して早期早産の頻度が
1.9 倍高いことがわかりまし
た。
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カ
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＊
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オッズ比ratio
Odds

＊カドミウム濃度：
Q1(≦0.497 ng/g), Q2(0.498-0.661 ng/g), Q3(0.662-0.901 ng/g), Q4(≧0.902 ng/g)
４. 考察および今後の展望について
○妊婦の血中カドミウム濃度が最も高い群は最も低い群と比較して早期早産の
頻度が 1.9 倍高いことがわかりました。妊婦の血中カドミウム濃度と後期早産の間に
統計学的に有意な関係は認められませんでした。しかしながら本研究では、カドミウ
ム曝露が早期早産にどのような機序で影響を及ぼしているか推察するために必要と
考えられる因子（例えば炎症性マーカーや妊娠を維持させるために必要なホルモン濃
度）の測定は行っておらず、カドミウム曝露と早期早産の機序を明らかにすることは
できません。今後様々な研究が行われ、機序の解明が行われることが期待されます。
〇本研究対象者の血中カドミウム濃度の中央値は 0.66(ng/g)でした。性や年齢
によって違いはありますが、過去の研究による日本人の血中カドミウム濃度は大体
1.0(ng/g)ぐらいなので、必ずしも本研究対象者の血中カドミウム濃度は高いわけで
はありません。本研究ではカドミウム曝露源を同定することはできませんが、一般的
にはたばこ、食品、環境中に含まれるカドミウムが曝露源として考えられています。
本研究対象者の喫煙妊婦の血中カドミウム濃度の中央値は 1.07(ng/g)であり非喫煙
妊婦の血中カドミウム濃度の中央値は 0.64(ng/g)でしたので、たばこがカドミウム
の曝露源になっている可能性は考えられます。ただし、たばこをカドミウムの曝露源
として考える場合、たばこの本数や受動喫煙による曝露を含めた検討が必要です。今
後はたばこのみならず、食品や環境中に含まれるカドミウムも含めた曝露源の特定が
必要になると考えられます。
○本研究で早産と関係が認められなかったその他の金属の曝露が、必ずしも早産
に関係がないとは断定できません。また今後の研究において、本研究と同様に妊婦の
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血中カドミウム濃度と早産の間に統計学的に有意な関係が認められるかはわかりま
せん。今回は 2 万人弱のデータを使用しての解析でした。これから 10 万人のデータ
を解析して、再度検討を行う必要があります。
〇早産に関係する因子は金属以外にもあります。本研究のみでは金属曝露がどの
くらいのリスクで早産に関係しているかはわかりません。例えばアメリカ人のカドミ
ウムの平均血中濃度は 0.29(ng/g)と本研究対象者より低いですが、本研究の早産発
生率は 4.5％、アメリカの早産発生率は約 10％であり、アメリカの早産発生率は本研
究のおおよそ 2 倍です。本研究では検討されていない人種、遺伝的要因、ストレス、
妊婦の既往歴といった早産の発症に関係する可能性のある因子を考慮した研究が金
属曝露と早産の関係を明らかにするために今後必要であると言えます。
○エコチル調査では、金属以外の環境因子、既往歴、社会経済的因子、精神的肉
体的ストレス、さらには遺伝要因についても調べています。今後これらの因子と早産
との関係についても知見が出てまいります。これらも総合してカドミウムと早産の関
係について検討する必要があります。
引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかにな
ることが期待されます。
なお、本研究に示された見解は著者ら自らのものであり、環境省の見解ではありま
せん。
５. 発表論文
著者：
辻 真弓、柴田 英治、諸隈 誠一、田中 里枝、千手 絢子、荒木 俊介、實藤 雅
文、郡山 千早、山元 恵、石原 康宏、楠原 浩一、川本 俊弘、JECS グループ
タイトル：
The association between whole blood concentrations of heavy metals in pregnant women and
premature births: The Japan Environment and Children's Study (JECS)
掲載雑誌：
Environmental Research
６． 問い合わせ先
国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康研究センター
エコチル調査コアセンター
jecscore@nies.go.jp（担当：中山祥嗣）
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）における妊娠期間中の母親の血液中
元素（水銀、鉛、カドミウム、マンガン、セレン）濃度の測定結果について
（環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配付）
平成 31 年 4 月 25 日（木）
国立研究開発法人国立環境研究所
エコチル調査コアセンター
コアセンター長
山崎 新
次長
中山祥嗣
環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所では、全国 15 箇所のユニットセンター及びメ
ディカルサポートセンターと協働して、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環
境要因を明らかにし、次世代の子どもたちが健やかに育つことのできる環境の実現を図るこ
とを目的として、
「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を実施していま
す。
今回、平成 28（2016）年 4 月に確定した約 2 万人の妊娠期間中の母親の血液中元素（水銀、
鉛、カドミウム、マンガン、セレン）の測定結果を取りまとめ、これらの元素の母親血中濃
度に影響を及ぼす因子について解析しました。これらの元素は、精神神経発達などへの影響
が報告されており、
他の環境要因と子どもの健康との関連を解析する際にも重要な因子です。
本研究成果は、日本人を代表する妊婦の測定値として初めての結果で、エコチル調査におけ
る化学物質等の環境因子の子どもの健康影響を解析する際の重要な基礎情報として利用され
ます。
本成果は、平成 31（2019）年 4 月 18 日に環境保健の国際専門誌である Journal of Exposure
Science and Environmental Epidemiology に掲載されました。

発表のポイント
•
•
•
•
•
•

エコチル調査で採取した妊娠期間中母親血液試料約 2 万検体について、元素（水銀、鉛、
カドミウム、マンガン、セレン）の測定を行いました。
日本人の血中鉛濃度は、過去 25 年間で 1/5 から 1/10 に減少しました。
自記式食事頻度調査票で魚を多く食べると答えた人ほど、血中水銀濃度が高い傾向があ
りました。
採血時の母親年齢が高いほど、また自記式質問票で喫煙していると答えた人ほど、血中
カドミウム濃度が高い傾向がありました。
採血時の妊娠週数が大きいほど、血中マンガン濃度が高い傾向がありました。
同時に採血した血清タンパク質濃度とリン脂質濃度が高いほど、血中セレン濃度が高く、
葉酸濃度が高いほどセレン濃度が低い傾向がありました。

*本研究は環境省の予算により実施しました。本発表の内容は、すべて著者の意見であり、環
境省の見解ではありません。
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研究の背景
子どもの健康と環境に関する全国調査（以下、「エコチル調査」）は、胎児期から小児期にか
けての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成 22（2010）
年度より全国で 10 万組の親子を対象として開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホー
ト調査です。母体血や臍帯血、母乳等の生体試料を採取保存・分析するとともに、参加する
子どもが 13 歳になるまで追跡調査し、子どもの健康に影響を与える環境要因を明らかにす
ることとしています。
エコチル調査は、研究の中心機関として国立環境研究所にコアセンターを、国立成育医療研
究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で調
査を行うために公募で選定された 15 の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンターを
設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。調査期間は 5 年間のデータ解
析期間を含み、平成 44 年度（2032 年度）までを予定しています。
エコチル調査は、化学物質をはじめとする様々な環境因子が、子どもの健康にどのような影
響を及ぼすのかを解明することを目的とします。平成 28（2016）年に出産時までのデータを
確定しました。また、平成 27（2015）年から始めた 10 万人の母親の妊娠期間中に採取した
血液中元素（以下、
「元素」という）濃度の測定のうち、最初の年度に実施した約 2 万件に
ついて、データを確定しました。測定した元素は、水銀、鉛、カドミウム、マンガン、セレ
ンの 5 種類で、これらは、子どもの健康（特に精神神経発達）に影響する可能性が、過去の
疫学研究などで報告されており、その他の環境要因が子どもの健康に及ぼす影響を解析する
上で、特に考慮をする必要がある項目として、最初に測定しました。

研究内容と成果
本研究は、元素濃度データを集計するとともに、過去の報告との比較及び血中元素濃度に影
響を及ぼす可能性のある要因について解析を行いました。解析には、平成 28（2016）年 4 月
固定「出産時全固定データ（妊娠期間中の母親についての情報）」及び平成 29（2017）年 4
月に固定された金属類第一次固定データ（妊婦 2 万人に関する元素の血中濃度）を使用しま
した。2 万人分の測定データのうち、同意撤回により削除した試料またはデータ（3 件）及
び品質管理基準を満たさなかったデータ（1,999 件）、さらに試料採取日が不明のデータを除
いた、17,997 件のデータを解析対象としました。過去のデータとの比較には国内外の論文報
告を参考にし、加えて国内外の血中濃度参照値との比較を行いました。血中濃度に影響を及
ぼす要因の解析では、試料採取時妊娠週数、出産時母親年齢、妊娠期間中母親体重増加、婚
姻状態、母親教育歴、家庭収入、妊娠期間中喫煙、妊娠期間中受動喫煙、妊娠期間中アルコ
ール摂取、妊娠回数、多胎、調査地域（ユニットセンター）、職業について、参加者に記入し
てもらう自記式質問票データを用いて検討しました。また、国立がんセンターが作成し、そ
の許可を得て使用した、自記式食事頻度調査票（食事調査票）により、妊娠中の食事摂取量
を推定しました。これらの変数の中から、元素と相関が比較的高い変数を選択し、重回帰分
析を実施しました。
測定結果は以下の表の通りです。

測定数
最低値
中央値
最大値

水銀
µg/l
17,997
0.35
3.83
30.6

鉛
µg/dl
17,997
0.16
0.63
7.45

カドミウム
µg/l
17,997
0.10
0.70
4.97
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マンガン
µg/l
17,997
4.35
16.1
44.5

セレン
µg/l
17,997
105
178
390

水銀：食品安全委員会がメチル水銀の週間耐容摂取量を定めたときに用いた毛髪中水銀濃度
11 ppm に相当する血中水銀濃度 44 µg/l を超える人はいませんでした。ドイツが定めている
HBM 参照値 I（5 µg/l）以上 HBM 参照値 II（15 µg/l）未満の人は全体の 30%でした。HBM 参
照値 II を超えた人は 0.6%でした。今回の測定値は、過去の日本の研究報告とほとんど同じで
した。また、台湾の研究結果とも同等でした。一方で、欧米に比べると約 10 倍高い値でし
た。重回帰分析の結果では、食事調査票で推計した魚の摂取量が主要な血中水銀濃度の寄与
因子でした。
鉛：アメリカ疾病予防管理センター（CDC）は妊婦の血中鉛が 5 µg/dl を超えた場合に、再検
査を行い、血中鉛濃度の低減対策を行うことを推奨しています。本研究で、5 µg/dl を超えた
人は 0.03%でした。日本の 1980 年代の研究結果と比べると、本研究の結果、日本人の血中鉛
濃度は過去 25 年間で、1/5 から 1/10 に減少したことがわかりました。欧米の報告とも同等
の結果でした。重回帰分析の結果では、血中鉛濃度を説明する大きな要因は、今回の調査で
調べた限り、見つかりませんでした。そのなかでも、母親年齢及び食事調査票で推計したア
ルコールを含まない飲料の寄与が高いことがわかりましたが、それぞれの影響は小さいもの
でした。
カドミウム：アメリカ CDC は、アクションレベルとして 5 µg/l を設定しています。本研究で、
この値を超えた人はいませんでした。日本の 1980 年代の研究と比べると、今回の結果は約
1/10 でした。一方、アメリカ、カナダの報告と比べると、2 倍から 3 倍程度高い値でした。
重回帰分析の結果、これまでの報告と同様に、血中カドミウム濃度は年齢とともに上昇し、
喫煙とも関連があることがわかりました。カドミウムは体外に排泄されるのに時間がかかる
ため、年齢とともに上昇するものと考えられます。
マンガン：マンガンは生命維持に欠かせない必須元素です。今回の結果は、カナダやオース
トラリアの報告とほぼ同じでしたが、韓国、台湾に比べると低い値でした。重回帰分析の結
果、これまでの報告と同様に、妊娠週数が血中濃度に影響することがわかりました。ただし、
今回の研究で集めた情報はほとんどマンガンの血中濃度を説明せず、マンガンの血中濃度は
ほぼ一定でした。
セレン：セレンは生命維持に欠かせない必須元素です。アメリカ CDC は 500 µg/l を超えると
対策が必要と考えています。本研究では、この値を超えた人はいませんでした。本研究の結
果は、中国の妊婦に関する報告と同等でした。一方、英国やオーストラリアの報告と比較す
ると、高い値でした。重回帰分析では、食事調査票で推計した魚摂取量に加え、同時に採血
した血清中のたんぱく質濃度とリン脂質濃度が血中セレン濃度の上昇に関連していました。
血清葉酸値は血中セレンの減少と関連していました。
本研究結果は日本人の妊婦を代表する値である可能性が高いですが、妊婦以外の女性あるい
はその他一般の日本人に当てはまるかどうかはわかりません。また、自記式質問票調査や食
事調査票の結果は、血中元素の測定データと比べて、より不正確である可能性があります。

今後の展開
すでに妊婦から採取した全血液の測定を終了しており、今後はこれらの測定値を確定し、解
析に利用します。また、一部の臍帯血の測定も終了しており、母親から胎児へのこれらの元
素の移行についても研究を進めます。さらに、出産時のデータと組み合わせて、妊娠期間中
のこれらの元素の血中濃度が、妊娠出産にどのように影響するかについて、解析中です。今
後、子どものデータが確定次第、子どもの健康への影響についても解析を行う予定です。
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参考図

図 1：妊娠中母親血液中水銀（Hg）
、鉛（Pb）
、カドミウム（Cd）
、マンガン（Mn）
、セレン（Se）
濃度のグラフ表示
対角線右上はスピアマンの順位相関係数（Corr）
、対角線左下は散布図（単位 µg/l）、対角線
は分布（密度プロット）を示しています。水銀、鉛、カドミウムは、右にすそを引く分布を
していました。
これは低い濃度により多くの結果が偏って位置していることを示しています。
マンガンとセレンも同様でしたが、より弱い偏りでした。カドミウムと鉛、カドミウムとマ
ンガン、水銀とセレンについては、弱い相関関係がありました。

用語解説
出生コホート：子どもが生まれる前から成長する期間を追跡して調査する疫学手法です。胎
児期や小児期のばく露が、子どもの成長と健康にどのように影響しているかを調査します。
大人になるまで追跡する例もあります。
相関係数：二つの事柄がお互いに関連している度合いを示します。どちらがどちらの原因か
は問いません。− 1 から 1 までの値を取り、0 では関連がないこと、1 に近いほど正の関連（一
方が大きいほど、もう一方も大きい）
、− 1 に近いほど負の関連（一方が大きいと、もう一方
は小さい）があることを示します。スピアマンの順位相関係数は、それぞれの測定グループ
（元素濃度）の中での順位の相関を表しています。
重回帰分析：一つの現象を、
多数の要因によって説明する統計モデルを用いた解析手法です。
たとえば、血中水銀濃度を説明する際に、関連すると考えられる母親の健康・体質や生活習
慣、食事などの複数の要因のうち、どれがどの程度、血中水銀濃度を説明しているか、また
全体でどのくらい説明しているかが分かります。
耐容週間摂取量：ヒトが一生にわたり摂取し続けても健康影響が現れない一週間あたりの摂
取量の指標です。
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中央値：50%の人がそれ以下となり、残りの 50%の人がそれ以上になる値です。
HBM 参照値：ドイツのヒトバイオモニタリング委員会が定めた、生体試料中の化学物質の濃
度について、疫学研究などから健康影響を勘案して定めた参照値です。HBM 参照値 I はそれ
未満であれば健康影響の可能性がないと考えられる濃度、HBM 参照値 II はそれ以上である場
合に健康影響のリスク上昇する濃度としています。
アクションレベル：アメリカ疾病予防管理センター（CDC）が、何らかの対応を必要とする、
あるいは、何らかの対応が推奨されるとしているレベル
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