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和文要旨
「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）
」は，2011年から全国10万組の親子を対象
にスタートした。エコチル調査は，産科施設にて登録された母子を子どもが13歳に達するまで追いかけ
る大規模な「出生コホート研究」である。その目的は，妊娠中や出生後の環境要因が，子どもたちの成
長や発達にどのような影響を及ぼすのかについて，明らかにすることであり，大きく妊娠・生殖，先天
性形態異常，精神神経発達，免疫・アレルギー，代謝・内分泌系等の 5 つの分野毎に仮説が立てられて
いる。本総説では，エコチル調査の概要・目的について報告し，主に富山ユニットセンターから発表し
たこれまでの成果について概説する。
Abstract
The Japan Environment and Children’s Study (JECS) is a large-scale birth cohort study, in which
mothers and children enrolled in maternity homes are followed-up until their children reach 13 years
of age. JECS was launched in 2011 and included 100,000 pairs of parents and children. The purpose
of JECS is to investigate the effects of environmental factors during pregnancy and after birth on
children’s growth and development; it has been applied to five major areas, including pregnancy and
reproduction, congenital malformations, neuropsychiatric development, immunity and allergy, and
metabolism and endocrine systems. In this review, the outline and objectives of the JECS are
reported, primarily focusing on reports from the Toyama Regional Center.
Key words: Japan Environment and Childrenʼs Study，childrenʼs health，cohort study，chemical
exposure

Ⅰ．はじめに
近年，子ども達に，喘息やアトピー性皮膚炎といった
アレルギー疾患，肥満などの代謝内分泌異常，自閉症な

したがって，子どもを対象として化学物質等の影響を明
らかにし，その結果を環境化学物質の適切なリスク管理
体制の構築につなげる必要がある。

どの神経発達異常の増加が報告されている。様々な疾患

「子どもの健康と環境に関する全国調査」は，環境要

の発症には遺伝要因と環境要因が複雑に関与している

因が子どもたちの成長や発達にどのような影響を及ぼす

が，ヒト集団の遺伝要因が短期間で急激に変化すること

のかについて 明 らかにすることを 目 的 として 計 画 さ

は考えにくいため環境要因の変化が影響していると予測

れ1），
「エコロジー」と「チルドレン」を組み合わせて，

される。とくに子どもは成人とは異なり体格が小さいこ

通称「エコチル調査」と呼ばれている。なかでも，胎児

とから，環境要因に対する感受性が高いと考えられる。

期に子宮内で受ける化学物質曝露について調べること
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は，脆弱な胎児への安全性を評価するうえで重要である

ンター（以下，UC）が設置され，コアセンターやメディ

ため，妊娠中にリクルートして情報収集する必要があ

カルサポートセンター，各地域の自治体および研究協力

る。また，環境中の化学物質との影響が指摘されている

機関と連携をとりながら対象者をリクルートし，追跡調

極めて発症率が低い事象，低濃度でも影響を及ぼす化学

査を実施している。調査の種類は大きく 3 つに分けら

物質の関与について更なる検討が必要であり，そのため

れ，10万人を対象に行う「全体調査」，その一部である

には10万人規模のデータを収集する必要性がある2）。

5,000人程度を無作為に選んで行う「詳細調査」，UCの

そこで，2010年より，国立環境研究所（コアセンター）
が中心となって調査を取りまとめ，国立成育医療研究セ

大学を中心に地域の特徴やアイデアを生かして行う「追
加調査」から成る。

ンター（メディカルサポートセンター）が医学的評価の

対 象 者 のリクルートは2011年 1 月 からスタートし，

サポートを行う体制で，10万人の妊婦を登録する出生コ

2014年 3 月までで103,099名の母親，51,909名の父親が登

ホートであるエコチル 調 査 がスタートした3）
（図 １ ）
。さ

録され，100,148名の出生児が登録された（図 2 ）。登録

らに，北海道から九州・沖縄まで全国に15のユニットセ

された母親・父親・子どもの特性は，人口動態統計の情

図１

エコチル調査の組織体制
環境省エコチル調査ホームページより改変引用

図２

エコチル調査ロードマップ
環境省エコチル調査ホームページより改変引用

妊 娠 中 の 血 中 カドミ
ウムおよび 鉛 濃 度 と
妊娠糖尿病との関連

妊婦の血液中金属濃
度とIgE抗体の関係

11）
Oguri, T., et al.（2019）

12）
Tsuji, M., et al.（2019）

ン濃度と出生児体格
との関連

8） 妊 娠 中 の 血 中 マンガ
Yamamoto, M., et al.（2019）

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

7）
Kobayashi, S., et al.（2019）

エコチル 調 査 におけ 鉛
る妊娠女性の血中水
銀，鉛，カドミウム，
マンガン， セレン 濃
度とその予測因子

Nakayama, S. F.,
13）
et al.（2019）

妊婦の血中金属類濃
度 と 前 置 胎 盤・癒 着
胎盤との関係

妊娠女性の血中水銀，
鉛， カドミウム， マ
ンガン， セレン 濃 度
とその予測因子

Nakayama, S. F.,
5）
et al.（2019）

10）
Tsuji, M., et al.（2019）

妊婦の血液中の重金
属濃度と早産の関係

6）
Tsuji, M., et al.（2018）

曝露因子

カドミウム， 鉛，
水銀，セレン，
マンガン

カドミウム，鉛

マンガン

水銀，セレン

カドミウム， 鉛，
水銀，セレン，
マンガン

水銀，鉛，
カドミウム，
マンガン，
セレン

総IgE及 び 特 異
的IgE（卵 白，
ハウスダストマ
イト， スギ， 動
物上皮，蛾

妊娠糖尿病

出生時体格

出生時体格

前置胎盤
癒着胎盤

平均血中鉛濃度

妊婦血中金属類
濃度の測定

早期・後期早産

アウトカム

結果概要

鉛，水銀，カドミウム，マンガン，セレンで
そ れ ぞ れ，0.63 （0.51–0.78） µg/dl，3.83
（2.70–5.43）µg/l，0.70（0.52–0.95）µg/l，
16.1（13.2–19.6）µg/l，178（165–192）µg/lで
あった。

母 親 の 年 齢，BMI，喘 息，アレルギー性 鼻 炎，
アトピー性 皮 膚 炎，アレルギー性 結 膜 炎，食 物
アレルギー，薬 物 アレルギー，妊 娠 中 の 喫 煙，
父親の喫煙，妊娠中の飲酒，ペットの有無，総
IgE濃度

母親年齢，妊娠前のBMI，妊娠高血圧，炭水化
物摂取量，妊娠中の飲酒，血中脂肪，カルシウ
ム摂取量，亜鉛摂取量，低色素性貧血，喫煙歴，
たばこの本数，血圧

母親年齢，教育歴，妊娠前BMI，妊娠中の体重
増加，妊娠中の栄養摂取量，血中葉酸値，喫煙，
飲酒，鉄剤の使用，採血の週数，妊娠高血圧，
妊娠糖尿病，採血した妊娠週数，児の性別

児の性別，母親の年齢，妊娠前BMI，出産回数
喫煙，飲酒，教育歴，世帯年収，産婦人科系の
既往歴，経腟分娩のタイプ，帝王切開

母親年齢，母親の喫煙，父親の喫煙，飲酒，妊
娠回数，出産回数，帝王切開の回数

水銀とマンガン濃度が高いほど，ハウスダス
ト及び動物上皮特異的IgEが高濃度群になる
リスクが低くなる。
水 銀 とセレン 濃 度 が 高 いほど，スギ 特 異 的
IgEが高濃度群になるリスクが高くなること
が分かった。

妊婦の血中カドミウム，鉛濃度と妊娠糖尿病
リスクとの間に関連はみられなかった。

男児において，妊娠後期の血中マンガン濃度
が 高 い 場 合，SGA（small for gestational
age）のリスクが高くなった。

妊婦の血中水銀，セレン濃度は出生時体格と
統計学的に有意な関係を認めなかった。

妊婦の血中カドミウム濃度と鉛濃度は最も低
い群と比較して前置胎盤の頻度が上昇するこ
とがわかった。

喫 煙，母 親 年 齢，BMI，コーヒー消 費 量，お 茶 フランス，ドイツ，日本の 3 つの研究所で集
の消費量，水道水の消費量，市販飲料の消費量， められたデータの結果，全体の平均血中鉛濃
飲酒，チョコレートの消費量
度 は8.66µg/l（95％信 頼 区 間：8.59–8.72µg/
l）であった。

婚姻歴，妊娠中の体重増加，教育歴，世帯収入，
妊娠中の喫煙，妊娠中の受動喫煙，妊娠中の飲
酒，初産婦，単胎/多胎，地域

妊娠前BMI，喫煙，父親の喫煙，飲酒，出産回数， 妊婦の血中カドミウム濃度と早期早産の発生
帝王切開，世帯収入，教育レベル，児の性別，
に関連があった。一方，鉛，水銀，セレン，
産婦人科系の既往歴
マンガン濃度は早期・後期早産と統計学的に
有意な関係を認めなかった。

交絡因子

これまで出版されたエコチル調査中心仮説論文

カドミウム， 鉛，
水銀，セレン，
マンガン

論文

著者 出版年

表1

井上ほか：エコチル調査開始から10年を迎えて
3

妊 娠 中 の 母 体 のカド
ミウム 濃 度 と 新 生 児
の 出 生 体 重，身 長，
頭 囲，胸 囲，体 格 の
関連

9）
Inadera, H., et al.（2020）

カドミウム

燻煙式殺虫剤，蚊
取り線香，電気式
蚊取り器など 7 種
類

出生時体格

出生時体重
出生時身長
生 後 1 ヵ月 まで
の体重増加量
生 後 1 ヵ月 まで
の身長増加量

うつ症状

剤・防 虫 剤 の 使 用 と
治 療 を 要 した，新 生
児 高 ビリルビン 血 症
との関連

ケア 製 品 使 用 と 男 児
新生児の泌尿器異常
との関連

路系異常

衣類用防虫剤，殺 児の高ビリルビ
虫剤，蚊取り線香， ン血症
虫除け剤など

香 りの 強 い 化 粧
品， マニキュア，
ヘアカラー，日 焼
け止め

妊娠中に自宅内装工事を行った母親から出産
した児は，行っていない母親から出産した児
と比べて，男性外性器異常（停留精巣，尿道
下裂）の発症が1.81倍高かった。

仕事で殺虫剤または医療用消毒剤を週 1 回以
上使用する父親では，それぞれ使用しない父
親に比べて男児が生まれる相対リスクが有意
に低かった。

母親年齢，教育歴，分娩回数，妊娠前BMI，
妊娠中の体重増加，世帯年収，就職，喫煙，飲酒，
妊娠中の栄養摂取量，血清葉酸値，ヘモグロビ
ン，妊娠高血圧，糖尿病・妊娠糖尿病，分娩様式，
児の体格，子宮内発育

児の性別，母親年齢，体重，妊娠中の体重増加，
胎盤の重さ，出産回数，喫煙歴，飲酒，妊娠年齢，
世帯年収，妊娠糖尿病，妊娠高血圧，分娩様式，
農薬の使用

妊娠中に屋内でのスプレー式殺虫剤を週に数
回以上使用した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倍高かった。

水腎症，嚢胞性腎疾患，腎無形成，膀胱外反
症母親の妊娠中のパーソナルケア製品の使用
と男児の先天性泌尿器異常との間に関連は認
められなかった。

妊婦の血中カドミウムの濃度と出生時体格と
の関連は男児では見られなかったが，女児で
は母親の妊娠後期の血中カドミウム濃度の最
も高い群は最も低い群よりも出生時体重と胸
囲が減少し，SGA児が生まれる割合が高く
なることが示された。

妊婦が燻煙式殺虫剤を使用した場合，出生体
重が減少した。
妊婦の蚊取り線香/電気式蚊取り器の使用頻
度が増えるほど身長増加量が減少した。

母親年齢，出産回数，婚姻歴，教育歴，世帯年収， 妊婦の血中鉛濃度とうつ症状の間に関連はみ
職 業，喫 煙，飲 酒，居 住 年 数，リビングの 清 掃 られなかった。
頻度，ベッドルームの清掃頻度

母親の年齢，BMI，教育歴，世帯年収，妊娠中
の喫煙，父親の喫煙，妊娠中の飲酒，分娩方法，
母親の感染症，母親の葉酸の使用，住宅改装，
職場での有機溶剤やホルムアルデヒドの使用

母親年齢，衣類防虫剤の使用頻度，室内での殺
虫剤の使用頻度，蚊取り線香の使用頻度，除草
剤や農薬の使用頻度，スプレー式もしくはロー
ションタイプの防虫剤，児の性別，在胎週数，
アプガー指数，妊娠中の母体合併症の有無，妊
娠中のサプリメントの使用，世帯収入，母の教
育歴

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・身長との関連

17）
Matsuki, T., et al.（2020）

鉛

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

母親の年齢，飲酒，喫煙，職業

19） 母 体 の 妊 娠 中 の 殺 虫
Shibazaki, T., et al.（2020）

血中鉛金属濃度と妊
婦 のメンタルヘルス
の関連

16）
Ishitsuka, K., et al.（2020）

有 機 溶 剤，ホルム
アルデヒド

生れる児の性比

出産時の母親年齢，喫煙歴，飲酒量，妊娠 １ 年
前から妊娠12週までの葉酸サプリメントの使用，
世帯年収，出産回数，妊娠糖尿病，妊娠高血圧，
腎臓病歴，早産，児の性別

妊娠中の自宅内装工
事と児の先天性形態
異常との関連

15）
Motoki, N., et al.（2019）

殺虫剤および医療
用消毒剤など23種
類の化学物質

18） 妊 娠 期 のパーソナル 抗菌石鹸，制汗剤， 児の先天性腎尿
Nishihama, Y., et al.（2020）

父 親 の 化 学 物 質 への
職 業 性 ばく 露 と 出 生
時の性比との関連

14）
Adachi, S., et al.（2019）
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報とほぼ一致する結果であり，エコチル調査は日本の出

Ⅱ．富山ユニットセンターからの成果

産状況を反映していると考えられる4）。リクルートした

富山UCでは，他のUCとも連携しながら，中心仮説お

母親に対しては，妊娠期に 2 回と産後 1 ヵ月時に質問票

よび中心仮説以外のテーマに取り組んできた。本稿で

調査を実施し，採血，採尿，毛髪，母乳の生体試料採取

は，富山UCにおけるこれまでのエコチル調査の成果発

を行った。出生児についてはカルテ転記により出生時と

表について，それぞれの分野で明らかになったことを総

産後 1 ヵ月時のアウトカム情報を収集し，臍帯血，ろ紙

括する。

血，毛髪の試料採取を行った。出生 6 ヵ月以降は，年に
2 回の質問票調査を郵送法にて配布回収を行って追跡し
ている。

A．中心仮説
エコチル調査では，胎児が子宮内で受ける化学物質曝

調査の仮説は，妊娠・生殖，先天性形態異常，精神神

露の影響を調べることで，脆弱性の高い時期の子どもに

経発達，免疫・アレルギー，代謝・内分泌系等の 5 つの

基づいた環境基準を策定するための基本情報を収集する

分野毎に立てられており，大気汚染物質など環境中の化

ことを大きな課題としている。これに対するテーマは，

学物質曝露の影響を検討するテーマを「中心仮説」と呼

上述したように「中心仮説」と呼ばれ，富山UCからは，

ぶ。2020年 9 月現在，中心仮説にかかわる15報の論文が

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

発表されている（表 1 ）
。Nakayamaら5）が， 2 万人の妊

連について検討した成果を発表した9）。

婦を対象に血中金属類（水銀，鉛，カドミウム，マンガン，

妊娠中の母親の血中のカドミウム濃度が高いと，新生

セレン）濃度を測定したプロファイルペーパーをはじめ

児の出生体重の減少やSGA（Small-for-Gestational-Age）

として，血中金属類の濃度と，早産6），出生児体格7-9），

の出生が多くなるという研究結果がこれまでに報告され

前置胎盤や癒着胎盤 ，妊娠糖尿病 ，lgE抗体 など

ている。SGAとは，新生児の出生体重が，在胎週数に

の関連性について明らかにしてきた。中心仮説のほか，

見合う標準的な出生体重に比べて小さい状態を示し，在

エコチル調査全体で216報の論文が発表された。詳細に

胎週数毎のグループで100人中小さい方から10番目以内

ついては，環 境 省 エコチル 調 査 ホームページ（http://

に入る場合に見なされる20）。赤ちゃんが十分に成長でき

www.env.go.jp/chemi/ceh）等で公表されている。

ず小さな体格で生まれると，小児期の疾患や成人期の慢

10）

11）

12）

性 疾 患 のリスクが 高 まることが 報 告 されている。しか

図3

エコチル調査の中心仮説
環境省エコチル調査ホームページより改変引用
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し，これまでは調査の結果に一貫性がなく，対象数も少

もの神経発達，アレルギーとの関連を調査し新たな知見

なかったため大規模な調査が必要であった。エコチル調

を報告してきた。ここでは，アウトカム別に報告する。

査では，妊娠中後期（14～40週）に血中カドミウム濃度
を測定し，新生児の男女別に，出生児の体重，身長，頭

1 ．早産・分娩様式

囲，胸囲との関連について解析を行った。血中のカドミ

富山UCでは，早産や分娩様式に影響を与える要因に

ウム濃度を誘導結合プラズマ質量分析法（Inductively

ついて，発酵食品の摂取頻度との関連21）と妊娠中の身体

coupled plasma - mass spectrometry; ICP-MS）で 測 定

活動量との関連22）ついて検討した。早産とは，妊娠37週

し，濃度別に四分位に分け解析した。その結果，男児で

未満の出産であり，その中でも22～33週での出産を早期

はカドミウム濃度と関連はみられなかった。しかし，女

早産，34～36週での出産を後期早産に分類される。特に

児においては妊娠後期に血中カドミウム濃度が高値の第

早期早産で生まれてきた赤ちゃんは，体の臓器や器官が

4 四分位群（Q 4 : ≥ 0.907μg/l）で，第 1 四分位群（Q 1 :

≤ 0.497μg/l）の約1.9倍SGA児が生まれる割合が高かっ
た（図 4 ）
。また，Q 4 はQ 1 と比較し，出生時体重が減
少し，胸囲も減少することが分かった。

未熟な状態であることも多く，後遺症が残る可能性が高
くなり，生存率が低下する。
早産に関連する 1 つの要因として，妊娠前後の食生活
が注目されており，野菜，果物，ジャガイモ，魚などの
伝統的な食事が早産のリスクを低減させることが報告さ

B．中心仮説以外

れている23）。日本の伝統的な食事である味噌汁や納豆な

中心仮説以外では，食事摂取からの栄養素や社会的な

どは，栄養豊富な発酵食品であり，腸内細菌を改善する

要因などと，妊娠転帰や，母親のメンタルヘルス，子ど

役割がある。そこで，富山UCでは，妊娠前の味噌汁，

図4

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Ｑ １ に対する比
血中カドミウム濃度が最も低いQ 1 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，Q 1 と比較してより濃度が高いQ 2 ，Q 3 ，Q 4 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，Q 1 と比較して最も血中カドミウム
濃度が高いQ 4 で，約1.9倍SGA児が生まれる割合が高かった。
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ヨーグルト，チーズ，納豆の摂取頻度と，早産の関連に

する調査が行われていなかったこと，妊娠中後期の結果

ついて検討した。その結果，妊娠前の味噌汁の摂取頻度

が一貫していないことなどから，富山UCでは，妊娠初

が週 1 日未満の女性は，週 1 日以上摂取する女性よりも

期・中期・後期，産後など様々な側面から更なる調査を

早期早産のリスクが高まることが明らかになった。また

進めてきた。抑うつの測定には，Kesslerの心理的苦痛

妊娠前のヨーグルトの摂取が週 5 回以上の群は週 1 回以

38）
尺 度（K 6 ）
を，産 後 うつの 測 定 には，エジンバラ 産

下の群よりも，妊娠前の納豆の摂取頻度が週 3 回以上の

後 うつ 病 尺 度（Edinburgh Postnatal Depression Scale,

群は週 1 回以下の群よりも，早期早産のリスクを減少さ

以 下EPDS）39）を 使 用 した。血 清 脂 肪 酸 は，ガスクロマ

せることが示された21）。

トグラフィーにて測定した。その結果，妊娠前期におい

妊娠中は，つわりや体重増加による体調変化や運動不

て，血中のEPAの高い群は，抑うつ状態になりにくい

足など，身体的および心理的ストレスが増加する。妊娠

ことが 示 された26）。さらに，妊 娠 中 の 魚 の 摂 取 量 や

中の身体活動が，身体的健康や精神的健康にプラスの影

PUFAの 摂 取 量 が 多 い 群 は，妊 娠 中 期 から 産 後 1 ヵ

響を与えることも報告されており，米国産婦人科医会議

月28），産後 6 ヵ月， 1 年時点29）における抑うつ状態に陥

（The American College of Obstetricians and

りにくいことが示された。これらの調査を通じて，魚を

Gynecologists : ACOG）は，すべての妊婦が 1 日30分以

積極的に摂取することにより，妊娠中および出産後の抑

上のエアロビクスなど中程度の強度の運動を推奨してい

うつ状態を改善する可能性が示唆された。

る 。そこで，富山UCでは，神奈川UCとの共同研究に
24）

より，妊娠中の身体活動量と早産および分娩様式との関

b）母親の教育歴と産後うつの関連

連について解析を行った。身体活動量は，自記式質問票

経済的水準の低さは，うつ病など精神疾患のリスクを

である 国 際 標 準 化 身 体 活 動 量（International Physical

増大させることが報告されてきた。しかし，産後うつと

25）
Activity Questionnaire：IPAQ）
により 測 定 し，週 当

の関連性については一貫性がなく，研究によって結果が

たりの 身 体 活 動 量 の 強 さ（Metabolic Equivalents：

異なる。そこで，富山UCでは，母親の教育水準と産後

Mets）を算出し四分位に分けて検討を行った。その結果，

うつ病との罹患率，産後うつの症状および重症度との関

妊娠前身体活動量と早産の関連性は認められなかった。

連について調査を進めた。母親の教育水準は，最高教育

しかし，妊娠中の身体活動量については，
「中等度」と

レベルが「16年以上」，
「12年から16年未満」，
「12年未満」

見なしている第 3 四分位群と比較し，
「非常に少ない」

の 3 つに分類した。産後うつの評定には，EPDSを用い，

第 1 四分位群で早産や帝王切開，器械分娩の頻度が高く

産 後 1 ヵ月 と 6 ヵ月 におけるEPDSの 総 得 点 と，EPDS

なることが明らかとなった 。

の因子構造から求められる“不安”，“快楽消失”，“抑う

22）

つ”の各因子得点との関連を検討した。その結果，教育
2 ．母親のメンタルヘルス

歴の短いことは，産後 1 ヵ月と 6 ヵ月の両方において，

精神神経発達分野では，母親の血中n- 3 系多価不飽和

産後うつの有病率が高く，不安，快楽消失，抑うつの全

脂 肪 酸（Polyunsaturated Fatty Acid；PUFA）濃 度 や

ての得点が高いことを報告した。特に，抑うつの得点の

食事調査票から推定した魚食状況およびPUFAと妊娠中

高さと関連することが明らかになった。以上より，教育

26-29）
および産後の抑うつとの関連（a）
，母親の教育歴と

歴の短い母親に対しては，より早い段階での支援の必要

産後うつの関連（b） ，さらには，産後うつ尺度の因子

性が示唆された30）。

30）

31）
構造（c）
に関する論文を発表した。また，産後うつや

帝王切開がボンディングに与える影響について報告した
（d）32-34）。

c）産後うつ尺度の因子構造
EPDSは，産後うつの評定に最もよく使用される質問
紙である。EPDSは，①笑い，②楽しみ，③不安，④自責，

a）魚食と抑うつに関する報告

⑤恐れ，⑥対処能力，⑦眠りにくさ，⑧悲しみ，⑨泣き，

n- 3 系PUFAは，
エイコサペンタエン酸（Eicosapentaenoic

⑩自傷行為の10項目を 4 件法で尋ねる形式の質問票であ

Acid ；EPA）やドコサヘキサエン酸（Docosahexaenoic

るが，EPDSの因子構造については，研究者間で異なる

Acid；DHA）の 総 称 であり，サバ・サンマ・カツオな

見解があり一貫していない。そこで，富山UCでは，そ

どの青魚に多く含まれている。n- 3 系PUFAの摂取がう

れぞれについて 産 後 1 ヵ月 と 6 ヵ月 の 2 時 点 の 回 答 よ

つ病や不安障害の減少に貢献することが報告されてい

り，両時点のEPDS得点を別々に探索的因子分析や確認

る

35, 36）

的因子分析を行って因子構造を検討した。その結果，産

特に妊娠中は，胎児の成長のために普段よりも多く摂

後 1 ヵ月と 6 ヵ月では，類似の因子構造を示し，不安

取することが必要であり，母体自身の必要量が欠乏する

（質問 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ），抑うつ（質問 7 ・ 9 ・10）
，快

ことで妊娠中の抑うつ気分や産後うつの発症リスクを高

楽消失（質問 1 ・ 2 ）のモデルの適合度が最も高いこと

める可能性が報告されてきた 。しかし，妊娠前期に関

を明らかにした31）。これまで因子解析を検討した研究

。

37）
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いことが明らかになった34）。

える約90,000例の妊婦を対象にした研究であり，より精
度の高い結果と言える。

3 ．神経発達への影響
子どもの神経発達に影響を与える要因の一つとして，

d）ボンディングに関する報告

妊娠期における子宮内での化学物質の曝露が着目されて

ボンディングとは，母親が子どもに感じる情緒的な関

いる。富山UCでは，子どもの神経発達と妊娠期間中の

心や愛情である。多くの母親が自然に抱く感情である

母親の魚の摂取量や空気清浄機使用の有無との関連につ

が，中には自分の子どもをうまく愛せず，虐待やネグレ

いて検討を行った。

クトへ 結 びつくことがある。富 山UCでは，ボンディン

子どもの神経発達を評価する方法として，保護者が子

グと関連する要因として，産後うつの程度や母親の出産

どもの発達度合いを記入する質問票（Ages and Stages

経験や分娩様式に着目した研究を進めている。産後うつ

Questionnaires, Third Edition：ASQ- 3 ）42）を 用 いた。

の測定にはEPDSを，ボンディングの測定には赤ちゃん

ASQ- 3 は， 5 領 域（コミュニケーション，粗 大 運 動，

への気持ち質問票日本語版（Mother to Infant Bonding

微細運動，問題解決，個人・社会）において，子どもの

Scale-Japan：MIBS-J） を使用し，関連を検討した。そ

発達状況を評価することができる。

41）

の結果，産後 1 ヵ月および 6 ヵ月時点のEPDSは，産後
1 年時点のMIBS-Jと関連し，産後うつの状態が悪いと，

a）魚の摂取量

ボンディングの感情が悪くなることが明らかになった。

魚に含まれるPUFAなどは，脳や神経の形成に必須の

また，EPDSの“不安”
，
“快楽消失”
，
“抑うつ”の 3 つ

栄養素であり，妊娠期に積極的に摂取することで子ども

の因子と，MIBS-Jの“愛情の欠如”と“怒りと拒絶”

の神経発達に好影響があると報告されてきた。しかし，

の因子の全ての組み合わせでも関連があることがわかっ

子どもの神経発達には，母親の魚の摂取と関連しないと

た。さらに，産後 1 ヵ月時点と産後 6 ヵ月時点のEPDS

の報告もあり，結果に一貫性がなかったため，更なる調

の高低より，健康群（EPDS得点の低い群）
，回復群（産

査を進めた。本研究では，生後 6 ヵ月と 1 歳の 2 時点に

後 1 ヵ月から産後 6 ヵ月にかけてEPDS得点が減少して

おけるASQ- 3 の回答を用いて，妊娠期間中の魚の摂取

いる 群）
， 遅 発 群（産 後 1 ヵ 月 から 6 ヵ 月 にかけて

量との関連について検討した。魚の摂取量は 5 分位に分

EPDS得点が上昇している群）
，慢性群（両地点におい

け評価した。その結果，生後 6 ヵ月の問題解決では第 5

てEPDS得点の高い群）の 4 群に分類した。その結果，

五分位（中央値69.3g/日）， 1 歳時の微細運動では第 5

産後 1 ヵ月と 6 ヵ月の両方において「健康群」は，それ

五分位（中央値69.1g/日）で， 1 歳時の問題解決では第

以 外 の 全 ての 群 よりもMIBS-J得 点 が 低 いこと，「回 復

4 五分位（中央値43.5g/日），第 5 五分位（中央値69.1g/

群」は，
「遅発群」や「慢性群」に比べてMIBS-J得点が

日）で有意なオッズ比の低下，トレンド検定においても

低いことが示された。以上の結果より，産後うつへの早

有意な関連が認められた。妊娠中の魚の摂取量が多いと

期介入が，ボンディング不良を予防する可能性があるこ

子どものいくつかの神経発達領域に良い影響を及ぼすこ

とが示唆された 。

とが示された43）。

32）

この他，EPDSおよびMIBS-Jの経産による変化を検討
した。その結果， 1 回目の出産後よりも 2 回目の出産後

b）空気清浄機の使用

の方がEPDS得点ならびにMIBS-J得点の両方が減少し，

粒子状物質は，大気汚染の原因物質であり，胎児の子

特にEPDSおよびMIBS-Jの“不安”に関する感情が改善

宮内での曝露が小児のIQの低下など認知発達や精神発

することが観察された。これらのことより，初産婦には，

達の障害に影響し，より長い時間を過ごすとされる室内

不 安 を 解 消 するための 早 期 対 応 の 重 要 性 が 示 唆 され

汚染が特に有害であることなどが報告されている44）。本

た33）。

研究では，妊娠中における母親の空気清浄機の使用と，

帝王切開はこれまでボンディング不良のリスク因子と

その後生まれてきた子の精神神経発達との関係性につい

されていた。帝王切開での出産をすると，次子の出産も

て調べた。その結果，妊娠中後期の質問票から得られた

計画的に帝王切開となる事例が多々ある。そこで，初産

過去 1 年間の空気清浄機の利用率は，50.8％であった。

婦と経産婦で対象を分けた検討を行い，経産婦では前回

空気清浄機の使用が，生後 6 ヵ月時点の微細運動，問題

出産が経腟分娩か帝王切開であったかに区分し，帝王切

解決及び，生後 1 歳時点のコミュニケーション，微細運

開がボンディングに与える影響を検討した。その結果，

動，問題解決，個人・社会の発達の遅れとの間に有意な

前回経腟分娩で今回帝王切開である群は，帝王切開の既

負の関連を認めた。しかし，本研究は，観察研究である

往歴がない群と比較して，ボンディングとの関連におい

ため，因果関係を結論づけるには至らず，空気清浄機の

て統計的有意差が確認されたが，臨床的意味のある差で

導入によって子の精神神経発達の遅れを予防できるかど

はなく，帝王切開はボンディングに大きな影響を与えな

うかまでは明らかにならなかった45）。
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４ ．黄砂とアレルギー症状
黄砂は，中国大陸内部の砂漠など，乾燥・半乾燥地域
で風により数千メートルの高度にまで巻き上げられた土
壌・鉱物粒子が偏西風に乗って日本に飛来し，大気中に
浮遊・降下する現象である。近年では，輸送途中で人為
起源の大気汚染物質が取り込まれている可能性も示唆さ
れている。また，大気中に浮遊する微小粒子状物質（fine
particulate matter：PM2.5）も大気汚染物質とされ，こ
れらの 粒 子 の 健 康被害報告がなされていることから，
様々な研究が進められている。富山UCでは，京都大学
や鳥取大学との共同研究を通じて，黄砂飛来時の妊娠中
の母親のアレルギー症状46）と，母親の血中ビタミンDの
濃度と黄砂・花粉飛来時のアレルギー症状47），黄砂や
PM2.5飛来時の子どものアレルギー症状48）の関連につい
て 3 報の論文を発表した。
富山県が設置するライダー観測装置（Light Detection
and Ranging：LIDER）を用いて，黄砂飛来時には，参
加者のモバイル端末にアンケート配信を行い症状の情報
を取得した。その結果，黄砂濃度の高い日は，母親の鼻
や目のアレルギー症状が出現しやすいこと，また外出時
間が長いほどアレルギー症状が出現しやすいことが明ら
かになった46）。一方，子どものアレルギー症状について，
喘鳴の既往歴の有無にかかわらず黄砂濃度の高さがアレ
ルギー症状の発現と関連すること，喘鳴の既往歴がある
群では，より長期的にアレルギー症状を経験することが
示された。また，外出時間の短い群，定期的にロイコト
リエン拮抗薬を使用している群では，アレルギー症状と
の関連性が低いことを報告した48）。そのほか，血中ビタ
ミンＤが少ない妊婦では，不足していない妊婦に比べ
て，黄砂飛来時や花粉飛散時のアレルギー症状を発現す
るリスクが高いことが報告された47）。
Ⅲ．おわりに
エコチル調査が始まって2020年で10年が経った。この
10年間に富山UCでは，他の大学やユニットと連携を取
りながら，エコチル調査が掲げる中心仮説のテーマのほ
か，妊婦や出生児の心身の健康状態についての多くの研
究結果を報告してきた。今後は，より年齢の進んだ小児
のアウトカムについての成果発表に取り組んでいく予定
である。
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