


金谷先生海外では資金不足など様々な理由で中

止に追い込まれてしまった調査もあるんです

が、 日本では震災やコロナ禍など様々な苦難

があった中、 本当に多くの方がしつかり質問

票を返送くださいました。 海外の研究者からも「日本の

お母さん、すごい！」と、 熱い視線が注がれています。

また、 実際に妊娠中の質問票や血液のデ ー タからは、

日本の妊婦さんを代表する貴重なデー タベー スが既に

作成され、 たくさんの学術論文となり、 さっそく環境

政策にも活用されています。

とっても順調なんですね。 しかも世界から期―'’ ’’ 

待されているなんて•••ちょっと嬉しい！

金谷先生だからこそ「より長期的な化学物質の影響を

探るため、 13 歳以降の調査のあり方も検討していきた

い」と、 準備が進められることになりました。 調査開

始当初、 保護者の方には「お子さんが13歳になるまで」

ということでご同意いただきました。 延長の際には、

ご参加いただけるかどうか、 改めてご検討いただくこ

とになります。計画が具体的になりましたら改めてお

知らせしますね。 お手数をおかけしますが、 よろしく

お願いいたします。
9... 

研究成果もどんどん出てきているみたいです。

10周年では身近な研究成果を冊子でお知らせをいただ

きましたが、 全国版のホ ー ムペ ー ジでは、 いつでも成

果報告を見ることができるんですよね。
金谷先生そうなんです。 これからさらに増えていくは

ずなんです。 ぜひチェックしてくださいね。
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みなさんから既にご回答いただいた質問票からは、

今後アレルギ ー や発達障害など、 近年増えている

疾患についての解析結果が出てくる予定です。 ま

た、 コ ー ティング剤や消火剤などに使用される

PFAS (Poly-and Perfluoroalkyl Substances) と呼ば れ

る有機フッ素化合物や、 様々な農薬、 ダイオキシ

ン類など、 一般の方にも関心の高い化学物質の影

響についても解析が進む予定です。

そういえば、 遺伝子解析についても郵送

でお知らせが届いていましたが・・・・
※1 

金谷先生 同じ化学物質のばく露を受けていても、

影響を受けやすい方とそうでない方がいらっしゃ

います。私たち研究者は、 こうした「影響の受け

やすさの違い」に関する示唆が、 遺伝子解析の結

果から得られるのではと考えています。 感受性の

高い人たちにどのような影響があるのか、 さらに

は感受性が高い人でも安心して暮らせる環境を作

るにはどうすればよいか、 考えていきたいですね。
9 9● ● ●, 

私たちのエコチル調査、 未米に向かって

順調に発展中なんですね！

金谷先生 みなさんのおかげです。 保護者のみなさ

まからは、工コチルに参加している子どもたち「み

んな」への想いや、 温かいメッセ ー ジをたくさん

お寄せいただいています。私たちスタッフも、 ま

だまだ、 これから•••という気持ちです。 引き続き

ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
※1 :ばく露（曝語） 問題となる因子に特定の集団あるいは個人がさらされること ．
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「エコ千ルどすえかわら版」は、 京都ユニットセンタ ーに
約3600世帯のみなさまに年2回お届けしています。 全国規模でl

進んでいるエコチル鯛査は、たくさんの情報を発信していま

I エコチル調査全体について知りたい！

3つのホームペー ジでもれなく情報をキャッチ！
全国版には「環境省」と「コアセンタ ー」の2つ
のサイトがあり、どちらも全国規模の調査の流れ
をご案内しています。地方版の「エコチルどすえ
＠京都」は、この春プチリニュ ーアル！京都ユニッ
トセンタ ーにご登録の方を対象に学童期検査や乳
歯調査など、身近な調査情報をご案内しています。

＇調査結果が知りたい！
全国版のホームペー ジ内「調査の成果」コーナー

では、エコチル調査全体の成果を随時ご報告して
きました。その中の 「対話事業」 のペ ー ジでは、
いよいよこの6月、国民のみなさまに分かりやす
く調査の成果を紹介した全国版のパンフレットが
公開されました。
京都版では、既にみなさまにお届けした成果紹介
冊子 (2021 年発行）をご覧いただけます。
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CエE9 環境省 エコチル調査
http://www.env.go.jp/chemi/ceh/ 
index.html 

CEE9エコチル調査 コアセンター

https://www.nies.go.jp/jecs/index.html 

子どもの●●と●●9こ●9る土..皇「エコチル●●」京郷ユニットセンクー

ェコチIしどすえ＠京都
地方版男精罰ユニットセンター
https://ecochil-kyoto.jp/ 

＇乳歯調査について知りたい！
乳歯調査の目的や概要、参加者さまよりお寄せい
ただいたご質問へのご回答を掲載しています。乳
歯のご返送方法などを動画でご確認いただけます。

エコチル調査は全国15地域で行われています。
各ユニットセンタ ーのホームペー ジでは、地域
の調査情報や特色をご案内しています。
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1ゲノム・遺伝子解析について知りたい！
ゲノム・遺伝子解析研究計画や、ゲノム・遺伝子
解析研究（説明書）、動画などをご案内しています。

CZZ9 裏境省 エコチル調査（対話事業）
https://www.env.go.jp/chemi/ceh/results/dialogue.html 

地方版 エコチル調査京都ユニットセンター （発行物）
https://ecochil-kyoto.jp/publication/ 

I 全国のユニットセンタ ーについて知りたい！

cz口lエコチル調査コアセンター （乳歯調査）
https://www.nies.go.jp/jecs/pr/studyinfo/babyteeth.html 

ヽェコチル調査コアセンター （ゲノム ・ 遺伝子解析）
https://www.nies.go.jp/jecs/pr/studyinfo/genomics.html 

CエE9 環境省 エコチル調査（全国の調査対象地域）
http://www.env.go.jp/chemi/ceh/about/area.html 
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続く・つながる・エコチル調査
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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

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、質問票などと
一緒にご返送ください。または、京都ユニットセンター

（木津川地区の方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。

変更はありませんか？

mail: info@ecochil-kyoto.jp
Tel︓075-366-7400

https://ecochil-kyoto.jp/

令和4年７月20日 発行
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117号室

0120-858508
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 特定講師
内科医

金谷 久美子（かなたに　くみこ）

京都ユニットセンターオリジナル企画として、
対象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 歳か
らは 1 冊のみのご返送でプレゼントの対象に︕

メルマガに登録しませんか 質問票返送キャンペーン
ecochil-kyoto@wadm.jp

小学4年生対象 
乳歯調査

小学５年生児童の保護者のみなさま、
たくさんの乳歯をご提供いただき、ありがとうご
ざいました。小学４年生児童のみなさまには、順
次乳歯回収キットをお届けしております。お子さ
まの乳歯が抜けましたら、乳歯回収キット（右上の

写真）にて乳歯のご提供をお願いいたします。

 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。

お子さまの乳歯ご提供にご同意
いただいた保護者のみなさまへ

10歳

ポンキーペンシル8色セット
対象：8歳質問票 1冊

消せる色鉛筆５色セット
対象：９歳質問票1冊 

シャーペン＆エコノート
対象：10歳質問票 1冊

11歳 国産ヒノキ間伐材のエコおはし
対象：11歳質問票1冊

調査についてのお問い合わせや、　育児相談を承っ
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。

エコチル調査コールセンター
0120-535-252

お知らせ

（平日 9:00～17:00）   

 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。

発達・健康相談のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止・変更の
場合があります。ホームページにて事前にご確認ください。

※薬や診断書は出ませんので、ご了承ください。
※1 週間前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。

要予約

会場︓同志社大学赤ちゃん学研究センター
担当︓渡部 基信　開催日時︓主に第４金曜日

■木津川地区

web・電話

お問合せ

担当︓丹羽 房子　開催日時︓木曜日以外の平日
■京都地区 対面・web・電話

対面・web・電話
担当︓丹羽 房子　開催日時︓木曜日以外の平日
■長浜地区

木津川地区︓0774-65-6066（平日10︓00～17︓00）
京都・長浜地区︓075-366-7402（平日９︓00～17︓00）

会場︓京都大学　　

9︓00 ～22︓00

エコチル調査にご参加のお子さんに
直接ご利用いただける窓口です。

エコチル調査子どもコールセンター

0120-278-328 平日   9︓00 ～16:45
土日祝 10:00 ～16:45

フリーダイアル・年中無休全国版

https://ecochil-kyoto.jp/campaign2020/

9歳

8歳

抜けた歯をコレクションしているお子さまは 京都ユニットセンター
オリジナル企画犬歯（永久歯）の模型プレゼントにご応募ください︕

乳歯調査に関する Q＆A 

https://ecochil-kyoto.jp/tooth/

乳歯調査のご案内 乳 歯　調　査

●    ●    ●    ●    ●    ●   ●    ●    ●    ●    ●    ●     ●    ●    ●    ●    ●    ●   ●    ●    ●    ●    ●    ●     ●    ●

エコチル調査コアセンターの HP へ
https://www.nies.go.jp/jecs/pr/studyinfo/babyteeth.html

京都ユニットセンター

？

えこさん

金谷先生

久しぶりに全国版の「エコチル調査コアセンター」のHPを見たら、
　エコチル調査の継続（13歳以降の調査）についてのお知らせが
　　　　何度か掲載されていたんです！　えっ‥‥延長？
　　　　  私と息子のゆう、まだまだ調査に参加できるの？

　　プレゼントのポンキーというペンシル、
子どもが初めて使うものだったので、面白い書き
心地が気に入ったのか、大事に使っています。
　　ありがとうございました！

参加者の
ゆめぼし
アクア
さまより

エコチルキッズの
むぎくん

より
　　　　いつもエコチル調査へのご協力、

ありがとうございます。そうなんです︕

エコチル調査、13歳以降も続けられるこ

とになりそうです。この２年間はコロナ

禍の影響もありましたが、大変な中、協

力をご継続くださっているみなさんに心

から感謝しています。おかげさまで化学

物質対策の分野では世界に類を見ない、

大規模で詳細な調査が続けられています。

実は、大規模調査がこのように着実に

前に進んでいるというのは、世界的に

見てもスゴイことなんです。

参加者の
Rinka
さまより

全国版

※2021年11月に実施したタイムカプセル企画裏面へお寄せいただいた
　メッセージやイラストの一部をご紹介しています。

https://www.nies.go.jp/jecs/pr/studyinfo.html
参加者のみなさまへ（エコチル調査のご案内）
全国版 エコチル調査 コアセンター




