お知らせ
★それぞれの対象地区の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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。
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プチイベント
■先生と話そう︕

エコチルカフェ
■エコチル春まつり

■冬の音楽会

（子ども対象）
子どもたちの健やかな成長に科学的な根拠を
～環境省「エコチル調査」に込められた思い～ 日時︓３月 14 日（土）
10︓00 ～ 12︓00
日時︓３月７日（土）13︓30 ～ 15︓00（予定）
場所︓京都市北文化会館
会場︓京都こどもみらい館 第 3 研修室（和室）
（キタオオジタウン内）
講師︓金谷久美子〈京都大学医学研究科・医師・研究員〉

※長浜・木津川地区の皆さまもお申込みいただけます。
詳しくは 075-366-7402（京都大学オフィス）まで

メルマガ に
登録しませんか？

今年度のイベントは全て
終了いたしました。
来年度も、お楽しみに︕

エコチル調査だより（全国版）と
エコチルどすえかわら版（京都地方版）
を 1 年度内に合わせて 3 冊
お届け予定です。全国版では
調査の結果報告も掲載して
います。一度に 2 冊同時に
お届けする場合もありますが、
それぞれの紙面をお楽しみください。

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
「子育て情報」と、エコチルスタッフに

質問票返送キャンペーン

発達・健康相談のお知らせ

詳しくは HP をご覧ください

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。

対象の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贈りしています。
8 歳の キャンペーンからは、
さらにお手軽にチャ
レンジ しやすく、たった１冊でもプレゼント
の対象になりました︕

※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も ご
利用ください。

■4 歳：オリジナルふろしき
対象：２歳 6か月、3 歳、3 歳 6か月、
4 歳の 4 つの質問票

■6 歳：オリジナルトートバッグ
対象：４歳 6か月、5 歳、5 歳 6か月、
6 歳の 4 つの質問票
■8 歳：ポンキー 8 色セット
対象：8 歳質問票のみ

申込について 電話番号と電話受付時間 ★平日のみ
【京都・長浜地区】
TEL︓075-366-7400
【木津川地区】
TEL︓0774-65-6066

９:00 ～ 16:00
10:00 ～ 16:00

2020 年 3月までの日程は HP をご覧ください。

変更 は ありませんか？

全国 エコチル調査コールセンター
フリーダイヤル・年中無休 0120－53－5252
9︓00 ～ 22︓00

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。

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、栄養士などが親身になって対応いたします。

https://ecochil-kyoto.jp/
mail: info@ecochil-kyoto.jp
Tel︓075-366-7400
発行 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
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53 分子生物実験研究棟129号室

今日はエコチル調査京都ユニットセンター長の
中山先生にお話を伺いに京都大学の研究室にやってきました。
先生にお目にかかるのは 2 年ぶり！ママチャリで来たことを
思い出します。どんなお話が伺えるか楽しみです。
京都大学には、ノーベル賞を受賞された有名な先生が
いらっしゃるので、もしかしたら構内でお会い
できたりして。。。

ニュースレターは 2 種類あります

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。次回の配信よりお届けします。

要予約

研究成果って難しい？！

エコチル☆ファミリア

小さな遊びコーナーです。
お買い物のついでに
一緒に遊びましょう︕

エコチル調査でわかってきたことを担当医師がご紹介します。 氾濫する
健康情報の見分け方も伝授します︕特別ゲストも登場するかも︖

ecochil-kyoto
@wadm.jp

日時︓2 月 9 日（日）
11︓00 ～ 12︓00
会場︓同志社大学
赤ちゃん学研究センター
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エコチルどすえかわら版 はエコチル調査京都ユニットセンターと京都・長浜・木津川の参加者の皆さまを繋ぐ会報誌です

中山 健夫（なかやま

たけお）

エコチル調査京都ユニットセンター長 / 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野 教授

Q１ 医学研究を共に
えこさん

中山先生 ごめんね、えこさん。びっくりさせてしまい

エコチル調査に参加して 6 年たちました。

ましたね。実は、医学研究は、長い間、動物実験など

正直めんどくさいなぁ、って思うこともあるんで

が主で、人間を対象にした研究が注目されてきたのは

す。でも、いつか私たち親子も大きな研究に貢献

ここ２０年くらいのことなのです。はじめの頃は、研

できたなって思える日が来るかもしれない…そう

究参加者さんへの十分な説明や同意がないまま行われ

思って何とか続けています。調査が始まって、も

る、などという問題もあったのですが、その反省を踏

う 8 年。最近環境省エコチル調査の HP で「成果

まえて現在では参加者さんと一緒に、という姿勢が定

発表一覧」というお知らせを見つけたんですが、

着してきました。私たちは研究者と参加者さんが共創

な～んか、難しいんですよね、これ。

できるような研究をしたいと考えているのです。

あ、先生、ご無沙汰しております。お忙しい中お

えこさん え、一緒にですか︖︕共創って︖私たちは、

時間いただいてありがとうございます。早速です

いったい何をするんでしょう。

が、今日は HP に登場する成果発表について伺い

中山先生 大丈夫ですよ、えこさん。安心してください。

たいなあ、と思ってきました。

私たちは特別なことをお願いしたいわけではありませ

中山先生 こんにちは。よく来てくれましたね、え

ん。エコチル調査では参加者さんのデータを通して次

こさん。参加者さんと直接お話しする機会は少な

の世代の健康作りを目指しているわけですから、参加

いので私も楽しみにしていました。まずは私から

者さんと一緒にいろいろなことをわかるようにしてい

先に質問させてくださいね。えこさんは「医学研

くことが、共に研究しているということだと考えてい

究」というとどんなものをイメージしますか︖

ます。えこさんは、いくら役に立つと納得していても、

「医学研究」
えこさん え、いきなりですね、先生。

いきなり知らない人に血をとられて、知らない間に

ですか︖そうですねぇ、う～ん。血液検査とか、

データ解析されるって不安ではないですか︖ご存知の

ピコピコする機械を付けるとか、病気を治す研究

ようにエコチル調査は、長い期間にわたってお付き合

とか、えらい先生

いをお願いする医学研究です。参加者さんと研究者の

方が病気について

距離が近い研究の一つではないでしょうか。私たちは、

新しい発見を

どんな人間が、どんなつもりで研究を行おうとしてい

してくださる、

るのか、顔の見える研究者を目指すことで、参加者さ

などが浮かび

んに安心感と参加意識をもってもらい、自分たちの研

ますが。

究の戒めにもしたいと考えています。

令和2年2月1日 発行
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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～

ぬりぬり★ぬりえ

2020 年度カレンダー

まだまだ さむいけれど、
そとで げんきにスケート！
ぼくたちに、すてきな いろをぬってね。

エコチル調査京都ユニットセンターのオリジナル
カレンダーを今年も京都ユニットセンターのホー
ムページに掲載予定です。
ダウンロードして、ご自宅でプリントアウトして
お使いください︕

2020 年 4 月スタートの
カレンダーだよ！
エコチルキッズの予定を
たくさんかきこんでね。

いつもエコチルカレンダーをお使いいただき、
ありがとうございます。
2020 年度のカレンダーをお届けいたします。
★このカレンダーの祝日は 2020 年２月現在のものです。
祝日法の改定により一部変更になる場合があります。
★このカレンダーはエコチル調査京都ユニットセンターの
ホームページ「エコチルどすえ＠京都」よりダウンロード
していただけます。

httpｓ://ecochil-kyoto.jp/calendar2020
2020年3月上旬にホームページよりダウンロードしていただけます！

！
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エコチル調査京都ユニットセンターのホームページ「それゆけエコチルキッズ」は、
エコチル調査に参加されているみなさまの投稿コーナーです。
京都地区にご参加の小町ママさんと Midori さんよりステキなお写真とあたたかい
メッセージをご投稿いただきました。ありがとうございます︕
みなさまからのイラストやメッセージのご投稿、お待ちしてます︕
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お知らせ
★それぞれの対象地区の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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プチイベント
■先生と話そう︕

エコチルカフェ
■エコチル春まつり

■冬の音楽会

（子ども対象）
子どもたちの健やかな成長に科学的な根拠を
～環境省「エコチル調査」に込められた思い～ 日時︓３月 14 日（土）
10︓00 ～ 12︓00
日時︓３月７日（土）13︓30 ～ 15︓00（予定）
場所︓京都市北文化会館
会場︓京都こどもみらい館 第 3 研修室（和室）
（キタオオジタウン内）
講師︓金谷久美子〈京都大学医学研究科・医師・研究員〉

※長浜・木津川地区の皆さまもお申込みいただけます。
詳しくは 075-366-7402（京都大学オフィス）まで

メルマガ に
登録しませんか？

今年度のイベントは全て
終了いたしました。
来年度も、お楽しみに︕

エコチル調査だより（全国版）と
エコチルどすえかわら版（京都地方版）
を 1 年度内に合わせて 3 冊
お届け予定です。全国版では
調査の結果報告も掲載して
います。一度に 2 冊同時に
お届けする場合もありますが、
それぞれの紙面をお楽しみください。

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
「子育て情報」と、エコチルスタッフに

質問票返送キャンペーン

発達・健康相談のお知らせ

詳しくは HP をご覧ください

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。

対象の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贈りしています。
8 歳の キャンペーンからは、
さらにお手軽にチャ
レンジ しやすく、たった１冊でもプレゼント
の対象になりました︕

※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も ご
利用ください。

■4 歳：オリジナルふろしき
対象：２歳 6か月、3 歳、3 歳 6か月、
4 歳の 4 つの質問票

■6 歳：オリジナルトートバッグ
対象：４歳 6か月、5 歳、5 歳 6か月、
6 歳の 4 つの質問票
■8 歳：ポンキー 8 色セット
対象：8 歳質問票のみ

申込について 電話番号と電話受付時間 ★平日のみ
【京都・長浜地区】
TEL︓075-366-7400
【木津川地区】
TEL︓0774-65-6066

９:00 ～ 16:00
10:00 ～ 16:00

2020 年 3月までの日程は HP をご覧ください。

変更 は ありませんか？

全国 エコチル調査コールセンター
フリーダイヤル・年中無休 0120－53－5252
9︓00 ～ 22︓00

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。

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、栄養士などが親身になって対応いたします。

https://ecochil-kyoto.jp/
mail: info@ecochil-kyoto.jp
Tel︓075-366-7400
発行 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
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53 分子生物実験研究棟129号室

今日はエコチル調査京都ユニットセンター長の
中山先生にお話を伺いに京都大学の研究室にやってきました。
先生にお目にかかるのは 2 年ぶり！ママチャリで来たことを
思い出します。どんなお話が伺えるか楽しみです。
京都大学には、ノーベル賞を受賞された有名な先生が
いらっしゃるので、もしかしたら構内でお会い
できたりして。。。

ニュースレターは 2 種類あります

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。次回の配信よりお届けします。

要予約

研究成果って難しい？！

エコチル☆ファミリア

小さな遊びコーナーです。
お買い物のついでに
一緒に遊びましょう︕

エコチル調査でわかってきたことを担当医師がご紹介します。 氾濫する
健康情報の見分け方も伝授します︕特別ゲストも登場するかも︖

ecochil-kyoto
@wadm.jp

日時︓2 月 9 日（日）
11︓00 ～ 12︓00
会場︓同志社大学
赤ちゃん学研究センター
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中山 健夫（なかやま

たけお）

エコチル調査京都ユニットセンター長 / 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野 教授

Q１ 医学研究を共に
えこさん

中山先生 ごめんね、えこさん。びっくりさせてしまい

エコチル調査に参加して 6 年たちました。

ましたね。実は、医学研究は、長い間、動物実験など

正直めんどくさいなぁ、って思うこともあるんで

が主で、人間を対象にした研究が注目されてきたのは

す。でも、いつか私たち親子も大きな研究に貢献

ここ２０年くらいのことなのです。はじめの頃は、研

できたなって思える日が来るかもしれない…そう

究参加者さんへの十分な説明や同意がないまま行われ

思って何とか続けています。調査が始まって、も

る、などという問題もあったのですが、その反省を踏

う 8 年。最近環境省エコチル調査の HP で「成果

まえて現在では参加者さんと一緒に、という姿勢が定

発表一覧」というお知らせを見つけたんですが、

着してきました。私たちは研究者と参加者さんが共創

な～んか、難しいんですよね、これ。

できるような研究をしたいと考えているのです。

あ、先生、ご無沙汰しております。お忙しい中お

えこさん え、一緒にですか︖︕共創って︖私たちは、

時間いただいてありがとうございます。早速です

いったい何をするんでしょう。

が、今日は HP に登場する成果発表について伺い

中山先生 大丈夫ですよ、えこさん。安心してください。

たいなあ、と思ってきました。

私たちは特別なことをお願いしたいわけではありませ

中山先生 こんにちは。よく来てくれましたね、え

ん。エコチル調査では参加者さんのデータを通して次

こさん。参加者さんと直接お話しする機会は少な

の世代の健康作りを目指しているわけですから、参加

いので私も楽しみにしていました。まずは私から

者さんと一緒にいろいろなことをわかるようにしてい

先に質問させてくださいね。えこさんは「医学研

くことが、共に研究しているということだと考えてい

究」というとどんなものをイメージしますか︖

ます。えこさんは、いくら役に立つと納得していても、

「医学研究」
えこさん え、いきなりですね、先生。

いきなり知らない人に血をとられて、知らない間に

ですか︖そうですねぇ、う～ん。血液検査とか、

データ解析されるって不安ではないですか︖ご存知の

ピコピコする機械を付けるとか、病気を治す研究

ようにエコチル調査は、長い期間にわたってお付き合

とか、えらい先生

いをお願いする医学研究です。参加者さんと研究者の

方が病気について

距離が近い研究の一つではないでしょうか。私たちは、

新しい発見を

どんな人間が、どんなつもりで研究を行おうとしてい

してくださる、

るのか、顔の見える研究者を目指すことで、参加者さ

などが浮かび

んに安心感と参加意識をもってもらい、自分たちの研

ますが。

究の戒めにもしたいと考えています。

令和2年2月1日 発行

8

１

