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全国共通のエコチル調査コールセンターでは、調査
についてのお問い合わせだけでなく、育児相談も承っ
ています。看護師、保健師、栄養士など実務経験豊
かなスタッフが親身になって対応いたします。
　　お気軽にお電話ください。

　　　　6か月～ 2 歳の４つの質問票を全てご提出く
　ださった方に感謝をこめてプレゼントをお送りし
てきた「質問票返送キャンペーン」。4 歳も引き続き
キャンペーンを行っており、以降も継続予定です。
お子さまも大きくなられ、日頃頑張っていらっしゃる
みなさまに喜んでいただけるようなお品を、スタッフ
が心を込めて選びました。楽しみにお待ちくださいね。 

お引っ越しなどで住所や電話番号などが変更になった場
合、お手持ちの「登録内容変更届」にご記入いただき、
質問票等と一緒にご返送ください。または、京都ユニッ
トセンター（木津川地区の皆さまは同志社大学サブユニッ
トセンター Tel :0774-65-6066 ）までご連絡ください。

■ひなまつりであそぼう！
開催日：３月１日（水）

場　所：北保健センター

■くまごろうものがたり
　開催日：３月４日（土）

　場　所：京都子どもみらい館

■人形劇
どうぞのいす
ブレーメンの音楽隊
開催日：2月25日（土）

場　所：同志社大学
　　　　学研都市キャンパス2階

 フリーダイヤル・年中無休
　9︓00 ～ 22︓00 

質問票に答えていると、あれこれ・・・・

各地区のイベントのお知らせ

京都大学大学院 医学研究科 
エコチル調査京都ユニットセンター
特定教授・小児科医

呉 東進 （ごう とうしん）

 毎月 2 回程度、京都ユニットセンター
よりお送りするメルマガ会員になり
ませんか。医師や専門家によるコラム

 京都ユニットセンターに登録されているエコチル調査
参加者の方を対象に、小児科医が個別に無料で面談し
て相談にのります。お子さんの健康や発達に関して心
配なこと、気がかりなことがありましたら、お気軽に
ご相談ください。

メルマガに

登録しませんか？

育児健康相談のお知らせ 質問票返送キャンペーン

エコチル調査
コールセンター

変更はありませんか？

【京都・長浜地区】
TEL︓075-366-7400　９:00 ～ 16:00

【木津川地区】
TEL︓0774-65-6066　10:00 ～ 16:00

要予約

0120－53－5252

全国

詳細はHPをご覧ください

電話番号と電話受付時間★平日のみ申込について

プチイベントエコチル☆
ファミリア

エコチルカフェ

１8

※薬や診断書は出ませんので、ご了承ください。
※前日までにお電話にてお申し込みください。折り返し詳細

をご案内いたします。 HP のお申し込みフォームからもお
申し込みいただけます。

★対象地区の皆さまにはイベントチラシを同封しております。詳細は、チラシをご覧ください。
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　呉先生、はじめまして。
私は京都地区でエコチル調査
に参加しているんですが、
京都大学には初めて来ました。
今日は、よろしくお願いします。

　　　　　エコチルフェスタ、私も京都地区で参加しま
したよ。楽しかったです。そういえば京都ユニットセン
ターは３つの地区に分かれていたんですよね 。3800人
くらいのエコチルキッズがいるって聞いたことがあるの
ですが、京都地区・木津川地区・長浜地区のそれぞれの
地区で、どのくらいの参加者の方がいるんですか。

　　　　私は京都市の左京区に住んでいます。私自身は
車を運転しないんですが、地域によっては子育て中は車
は必須アイテムなんだろうな・・・と感じます。京都ユニッ
トセンターの 3 地区だけを比較しても、子育ての環境は
ずいぶん違うんだろうなあって思いますが、沖縄から北
海道まで全国に15 か所もユニットセンターがあること

　をイメージすると、子どもを取り巻く環境
の違いはなおさらですよね。調査の結果は、
とても楽しみです。
・・・でもね、先生。

　　　　どうしたんですか。えこさん。　
　　　　少し元気がないように見えますが・・・・︖

　　　　 春に向けて、ゆうの入園の準備もあるし、「質
問票を書く」ということに、私はちょっと疲れてきまし
た・・・。今日は、私から先生に「質問」をしたいんです︕

　　　　どうぞ、えこさん。でも、答えにくい質問には
× を付けてしまってもいいですか︖（笑）

　　　　　え︕先生、そのフレーズは、
エコチルの質問票にも書いてありますね。
もちろん、質問には「できる範囲」で
お答えくださいね。

Q１ 3 つの地区で、それぞれどのくらいの
エコチルキッズが参加しているのですか︖

呉先生

呉先生呉先生

A

えこさん

えこさん

えこさん

えこさん

「子育て情報」と、エコチルスタッフによるコラム「ほっ
とひと息」をお届けしています。新規ご登録の方、ア
ドレス変更のため再登録をご希望の方は空メールを送
信してください。氏名のご登録は不要です。次回の配
信より皆さまにお届けします。　

編集後記

こんにちは、えこさん。
　ゆうくんと一緒に来てくれたんですね。
ここまで来るのは大変だったでしょう？
ぼくは小児科医で、もう大人になった 2人
の娘がいます。もしかしたら、毎年夏に開
催しているエコチルフェスタや各地の小規
模のイベントなどで、すでにお目にかかった
　ことがあるかもしれませんね。
　こちらこそ、よろしくお願いします。

木津川市

長浜市

京都市
・左京区
・北区

1243人

682人

1885人

琵
琶
湖

2016 年12月末の段階で京都では 1885人、
長浜では 1243 人、木津川では 682 人のエ
コチルキッズが参加しています。

たくさんの子どもたちの
ご参加と、ご家族のご協
力を、とてもありがたく
感じています。

好評のぷちヨガ教室を最後に、今年
度の「エコチル☆ファミリア」はす
べて無事終了いたしました。ご参加
くださったみなさま、ありがとうご
ざいました。次年度は、もっともっ
と心と体がリフレッシュできるよう
なイベントを企画していますので、

ぜひ、ご参加
ください︕

スタッフと一緒に、ひなまつりにちなんだ紙芝居
を見たり、歌を歌ったり、工作をして遊びます。

野生動物の調査に実際に関わっている里山生きも
の研究所さんによる人形劇ワークショップです。
クマの親子の山でのくらしを紹介した後、クマの
スタンプを使ったオリジナルハンカチを作ります。

木津川地区で活動している
「ぐう・ちょき・ぱあ」の皆
さんといっしょに手あそび
したり、おゆうぎしたり、
楽しい時間を過ごし
ましょう～

　　　　　　寒い毎日、春の訪れが待ち遠しいですね。2012年から発行が始まったこのかわら版も11号。昨年からペー
ジ数を増やし、年に 2 回の発行としました。お子さまの年齢によってエコチル調査に入られた時期が違いますので、
初めの頃のかわら版をご存じない方もおられるかも。そんな方は、ぜひエコチル京都の HP「エコチルどすえ＠京都」
からご覧くださいね。今回のかわら版も盛りだくさんな内容をお届けしました。ご意見、ご感想などお寄せください︕
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　　　　妊娠中にお母さんからいただいた血液などの解
　　　　析は、現在進行中です。これから少しずつ論文
　　　　などで発表されていく予定ですが、まだまだ時
間がかかります。また、皆さんからいただいたデータは、
将来新たに発見されるような知見について振り返って調
べる場合の貴重な資料にもなるのです。
例えば、京都ユニットセンターの各地で実施したプレマ
マ講座でも紹介した「葉酸」についてお話します。

　　　　「葉酸」ですか︕耳慣れない言葉でしたが、私
も妊娠をきっかけに言葉を知り、関心を持つようになり
ました。けれど、今年 58 歳になる私の母にたずねてみ
ても、一体何のこと︖︖という雰囲気でした。昔は妊婦
さんにも知られていなかったことなんでしょうか。　　

　　　　葉酸の摂取に関しては、ノルウェーで 1999 年
　　　　からスタートした「大規模出生コホート調査」
　　　　でわかってきたことなので、えこさんのお母さ
まが妊娠時期にご存知なかったのは無理もないことで
す。「妊娠初期の葉酸の摂取によって子どもの言葉の遅
れや自閉症の発症が少なくなる」という結果は、この調
査の結果でわかってきました。時間はかかりますが、こ
ういう役に立つ結果が、何年も後に日本のエコチル調査
　　　　　　　からも出て、世界中の子どもたちの役に
　　　　　　　立つことを期待しています。　　　　　

　　　　ゆうくんの成長が楽しみですね。とにかく、え
　　　　こさん、しばらくは半年に一度の質問票が続き
　　　　ます。あまり深く考えこまずに、気楽な気持ち
で質問票におつきあいください。もし、ゆうくんのこと
で不安なこと、気がかりなことがありましたら、いつで
もご相談くださいね。そのために育児健康相談があるの
ですから。

　　　　先生、ありがとうございました。
今日、先生とお話しして、少しすっきりしました。これ
からも私ができることで調査に参加していきたいと思い
ます。でも、先生。・・・あの・・・実は。

　　　　どうしたんですか、エコさん。

　　　　こんなふうに、質問票に対して悩んでいる間に
返送が遅れてしまって。しかも、返信用封筒を失くして
しまったんです。いまさらですが、質問票を返送したい
のですが、どうしたらいいでしょうか。

　　　　心配しないでください。075－366－7400　
　　　　（京都ユニットセンター）　までご連絡いただい
　　　　たら、返信用封筒を郵送させていただきます。
ぜひ、ご連絡ください。または、えこさんのご自宅にあ
る封筒に切手を貼付してご返送ください。謝礼を発送さ
せていただく際、同額の切手を同封いたします。
もし、封筒の有効期限が切れてしまっても、回答済みの
質問票を同封して、そのままご返送ください。郵送代は
郵便受取時に京都ユニットセンターでお支払いいたしま
すので、ご安心くださいね。 　　　　　　　　　　　　

Q7 有効期限が切れてしまいました・・・ 
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コアセンターからは年２回「エコチル調査だより（全国版）」が発行されています。少しずつですが参加者の皆さま
からいただいたご回答の結果が発表されていますが、エコチルママの年代別の表で紹介していることが多いですね。
そこで、京都ユニットセンターでは、3 地区で調査にご参加のエコチルママの年齢の分布をご紹介します。
今後、エコチルだよりをご覧になる際に参考にしてください。

データを見てみると ～京都ユニットセンター～

　　　　　私たちが、遠い国の調査によ
る恩恵を受けているなんて、考えてもみ
ませんでした︕私は今34 歳だから・・・
ゆうが 13 歳になるころには 44 歳︕
それから 5 年間も調査の解析を行うとい
うことは、結果がわかるころには、
私は 50 歳を超えているの
かもしれませんね︕
長いようで、あっという間　　　　　　

なのかもしれません。ゆうも 18 歳。
どんな子になっているのかしら・・・。

わかりました。

先生、今日は、

ありがとうございました︕

・登録時点（ドクターT1調査票）での年齢です。
・多胎の方はエコチルママの人数で集計しています。
・2回以上ご同意のエコチルママ（お子さまが兄弟姉妹でエコチルキッズのご家庭）は、1人目の登録時の年齢を集計しています。

（％）

19歳
以下

40歳
以上

不明20～
24歳

30～34歳 35～39歳25～29歳
0.9 1.1

エコチル調査にご登録時のエコチルママの年齢の分布 総数︓3814人

5.9 37.3 24.9 4.725.2

※大規模出生コホート調査
エコチル調査のように多くの人々に誕生から
長期に渡ってご協力いただく医学的な調査

※
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　　　　　では先生、質問です︕
ゆうは 9 月 5 日が 3 歳の誕生日
だったんですが、3 歳の質問票が
8 月の中旬に届いたんですよ～。
これって、届く時期が早くない
ですか︖︖︖
質問票には、「届いてから 2 週間を目安に記入を」って
書いてありますよね。でも、私は「3 歳の質問票」は、

「3 歳になってから」記入したいんです・・・。　　　
ほら、このくらいの子って、ある日、急にできるように
なることってありますよね。ちょっと遅くなりますが、
お誕生日まで待ってから回答しても、いいでしょうか。
同じように感じているエコチルママも、いるんじゃない
のかなあと感じているんです。　　　　　　　　　　　

　　　　　保護者の皆さんのお気持ち、よくわかります
　　　　　よ。もちろん、質問票で指定している年齢に
　　　　　なってから回答してもらって結構です。でき
れば、到着後１か月以内に返送していただけると助かり
ますね。

　　　　　それから、先生、質問票にはエコチルキッズ
の「日常生活」に関連した質問項目がありますね。ゆう
の成長が楽しみではあるんですが、「あれができますか」

「こんなことをしていますか︖」と聞かれると、「あ︕も
うこんなことができないといけないのかな︖」「ゆうは、
まだ全然できていないわ～」と気になってしまうんです。
集団生活を始めている子、始めていない子で違いもある
と思いますし、そういったことをお伝えする記入欄もあ
るのですが、やっぱり気になって。質問票には「その年
齢の子どもたちができること」や、「できて当然のこと」
が書いてあるんでしょうか︖　　　　　　　　　　　

　　　　子どもの発達はバラエティーに富んでいるので
　　　　「質問票に書いていることができないとダメ」　
　　　　ということではありません。

　　　　それから先生、質問票の文章が難しいな、と感
じるところがあるんです・・・。　　　　　　　　
もっと、わかりやすい言葉で聞いてくださったら、私も
答えやすいんですが。どうして、このような長～くて、
わかりにく～い文章なんでしょう︖

　　　　　質問の各項目は世界で標準的に使われている
　　　　　尺度から翻訳して使われていることが多いと
　　　　　いうことと、作成者が誤解を少なくするため
に、かえって固い表現を使っているためかと思います。
参加者の方にお目にかかって質問させていただく場合と
は違い、質問全部を文章で表現するとどうしても難しく
なってしまうかもしれません。どうかご理解ください。

　　　　　後半に「子どもに対する親の気持ち」への質
問があることがありますね。これも難しいです・・・。
だって、日によって、自分の気分は変わりますし、どの
タイミングで記入したらよいのか、ちょっと戸惑ってし
まいます。前半の質問に回答した日と同じ日に記入しな
いとだめでしょうか︖

　　　　心配しないでください。同じ日でなくてもいい
　　　　ですよ。考え出すと悩んでしまうかもしれませ
　　　　んが、パッと頭に浮かんだことをサラッと書い
ていただければいいかと思います。

　　　　「パッと。サラッと。」ですね。

　　　　昨年（2016 年）に、すべてのエコチルキッズ
が 2 歳になったと聞きました。と、いうことは 2 年分︖
あっ、私は妊娠中からエコチル調査に参加していたから、
調査全体としても、質問票のデータは随分集まっている
ということですよね。集計結果は「エコチルだより」で、
グラフの形で時々公表されていますが、そこから「わかっ
たこと」を知りたいんです。例えば「あかちゃんには、
これはダメです」とか、「あれを使ってはいけません」
とか・・・。具体的にわかってきたことはないんですか︖
いつになったら、教えていただけるんでしょうか︖︖　
　　　　　　　　　　　　　　　

Q2 質問票は、いつ提出してもいいんですか︖

Q3「質問票」って、
ちょっとプレッシャーになる時も・・・

Q4 難しい文章で質問されても、
わからないんです・・・・

Q5 自分自身の気持ちは難しいんです 

Q6 調査の結果発表は、いつなの︖

呉先生

A

呉先生

A

呉先生

A

呉先生

A

えこさん

えこさん

えこさん

えこさん

えこさん

えこさん

「早くできたから上手になる」
というわけでもありません。
ですから、あまり
気にせずに回答し
てくださいね。
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アンケートなどで、エコチル参加者の皆さまから
いただいたご質問にお答えするコーナーです。

　　　長男は引っ込み思案で「石橋をたたいても渡らない」子。
　
　　　次男は何でも積極的で、考える前に行動してしまう「石橋
　　　をたたく前に渡って川に落ちる」子。同じ親から生まれ、
同じ親が育てていても、性格も成長のスピードも違う兄弟（1歳
4か月違い）のエピソードをご紹介！

ある日・・公園にて
砂場で、自分のおもちゃを取られてしまい、私のところ
に泣きながら来ました。おもちゃを取った子のお母さん
が「すみません・・・」と謝りに来てくださいました。

砂場で、お兄ちゃんが取られたおもちゃを取り返しに行
き、その子を泣かしてしまいました。私は次男と一緒に
謝りました。

長男に対しては、「おもちゃを取られてばかりで情けない・・・」
と思ったりもしましたが、すぐに友だちを泣かしてしまう次男と
一緒に謝りに行くのも嫌でした。謝られるのと、謝るのと、どっ
ちがいいかなあ・・・？？

私がスーパーの陳列棚の角を少し曲がっただけでも、私
が見えなくなると泣きました。私の存在をいつも確認し
ていました。
私が買い物かごを取っている間に先にお店の中に入り、
自分の行きたいところにまっしぐら。後ろを振り返るこ
とさえしませんでした。どうせママは後ろからついてく
るだろうという信頼感があるように思えました。

いつも一緒にいるのに長男には「どうして母を信頼できないのか
・・・」と思ってしまいました。その反面、次男の母に対する絶
対の信頼感は何だったのでしょうか？！

スーパーにて・・・

あなたのエピソードも、ぜひエコチルキッズへご投稿ください！

長男

次男

長男

次男

どうして？どうして？

気になることや失敗・・。今になったら「まあ、いいか！」と

思えてしまう。そんなエコチルスタッフの子そだてコラムです。

この冬に赤ちゃんが産まれました！上の子がエコチルに参加しているので、下の子もエコチル
調査に参加したいんですが、保健センターでも、病院でも声をかけてもらわなかったんです・・・。
どうやったら、エコチルに参加できるんですか？

ご出産、おめでとうございます！ご家族が増えて、ますます賑やかな毎日になりますね！
エコチル調査のリクルートは2014年３月に終了していて、新しい参加者の募集は行っていません。申し訳ありませ
んが、「今からエコチルに参加したい！」とおっしゃる方や興味をもってくださる方に、ご参加いただくことはでき
ないのです。このようなご質問を受ける度に、現在、調査にご参加いただいている方へのご縁を感じます。京都ユニッ
トセンターでは、京都地区、長浜地区、木津川地区での限られた募集期間のうちにご出産され、様々な条件が合致し
た方のみ、この調査にご参加いただいております。選ばれた皆さん、出会いのあった皆さんと一緒に13年間を共に歩
んでいくことができるよう、サポートしていきたいと思います。また、各地区ではエコチルキッズだけでなく、ご家
族であればご一緒にご参加いただくことができるイベントも企画しております。外出できるようになられましたら、
ぜひ、赤ちゃんも一緒に遊びにいらしてくださいね。
これからも、よろしくお願いいたします！
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ゴー！ゴー！えこさん
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http://ecochil-kyoto.jp/
　　　　　　 ecochilkids/
エコチルキッズの日々のようすを
写真やコメントで紹介したり、ぬ
りえやイラストを投稿してみませ
んか︖エコチル京都のホームペー
ジ内の「それゆけエコチルキッズ」
は、エコチル調査にご参加されて
いるみなさまの投稿コーナーです。

めいろをたどってみよう。
どんなチョコレートがもらえるのかな？

ぼくは、うさまろだよ。
ぼくに、すてきな
いろをぬってほしいな。

エコチル　バレンタイン

ゆうくん
「えこさん」の
子ども。3さいの
エコチルキッズ

うさみ
京都ユニット
センターの

メインキャラです。

ぬりぬり・ぬりえ

たくさんのご投稿、
お待ちしています。

うさ P
現在の地球の様子をさぐる
ために未来からやってきた
ロボットで、「うさみ」の子
孫です。未来の地球は環境
が破壊されていて、地上に
は住むことができません。
困ったなあ～。

うさまろ
平安時代から
やってきました！
うさみのご先祖様
です。
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それゆけ　エコチルキッズ　～おたのしみと交流のページ～




