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１．研究⽬的 

我が国の平均的な鉛及びヒ素の曝露量は低い。しかし、上⽔道に残存する鉛管

や地域限定的に⼟壌中鉛の⾼い地域がある。また、ホンダワラ科の海藻の多⾷者

や井⼾⽔および⽶からのヒ素経⼝曝露の⾼い事例が散⾒される。鉛及びヒ素曝

露は胎児、⼩児がハイリスク集団であり、現時点での⽣体負荷量とその曝露源を

確認し、健康影響および⽣体影響の可能性の有無について調査することを⽬的

とする。 

【貢献】⾎中鉛濃度 10 µg/dL 以下では、⼩児の IQ 低下との相関は明らかでな

いが、出⽣前後における低濃度の鉛曝露による⼩児の IQ の低下が危惧されてお

り、JECFA、EFSA などで耐容摂取量の再評価が予定されている。胎児期および

幼児期の無機ヒ素曝露の影響評価のためのバイオマーカーの検索が喫緊の課題

である。さらに、⾷⽣活や曝露経路およびヒ素の化学型分布が欧⽶とは⼤きく異

なるため、我が国の曝露実態と影響評価が必要である。 

 

２．研究⽅法 

【調査地域の条件】 

アガカーン⼤学医学部地域医療学講座 Zafar Fatmi 准教授とのパキスタンにお

ける調査地域（カラチ市及びインダス川流域のハイルプル地区ガンバット町）

を、鉛及びヒ素曝露の陽性対照群として選んだ。因みに、パキスタンでは有鉛ガ

ソリンや化粧品として硫化鉛を多く含むスルマがいまだに使⽤されているため

鉛汚染が酷く、また、インダス川流域では地下⽔のヒ素汚染が酷い。 



国内で鉛及びヒ素の曝露の⾼い可能性のある地域で、調査の実施可能性から、旭

川市を選んだ。また、農村地帯が広がる対照地区として、エコチル調査のパイロ

ット調査を実施している⾃治医⼤のある栃⽊県下野市近郊を選んだ。 

【実施計画】調査地域で妊婦をリクルートし、出⽣児及びその兄弟姉妹（8〜42

⽉齢）を被験者とする。25〜27 年度に旭川市では吉⽥貴彦が、下野市では⾹⼭

不⼆雄が、パキスタンのカラチ市およびハイルプル地区ガンバット町では Zafar 

Fatmi が、それぞれ被験者を募る。妊娠後期の時期に、リクルートした妊婦（⺟

親）の家庭から、⺟親及び出⽣児の兄姉（⼩児）の 3 ⽇分の陰膳、井⼾⽔または

上⽔道の飲料⽔、約 2 週間分の掃除機ゴミなどを収集する。これらの鉛及びヒ

素濃度を測定し、その耐容摂取量を算出し、鉛及びヒ素の曝露を評価する。⽣体

負荷量としては、⽣体試料（⺟親末梢⾎、臍帯⾎、⼩児末梢⾎など）中の鉛及び

総ヒ素濃度を測定する。健康影響に関しては、ヒ素曝露の⾼いパキスタンのハイ

ルプル地区ガンバット町から収集する⽣体試料との差を解析する。また、平成

25、26 年度に、各地域（カラチ、ガンバット、旭川、下野）の試料を利⽤して、

野原による解析遺伝⼦の候補検索、平成 27 年度に影響のバイオマーカーと推定

される遺伝⼦発現及びエピジェネティック変異解析を実施する。 

 

３．進捗状況及び⾒込まれる研究結果（達成度） 

【調査地域】鉛及びヒ素の曝露が⽐較的⾼い旭川市を選び、その対照地区として

栃⽊県下野市を選んだ。さらに、陽性対照群として、⼤気汚染や⾷品汚染からの

鉛曝露の⾼い地域であるパキスタンのカラチ市を、地下⽔からのヒ素曝露の⾼

い地域であるインダス川流域のハイルプル地区ガンバット町を調査地域として

選んだ。 

【実施計画】調査地域で妊婦をリクルートし、出⽣児及びその兄姉（8〜42 ⽉齢）

を被験者とした。25〜27 年度に、旭川地域では吉⽥貴彦が、下野地域では⾹⼭

不⼆雄が、パキスタンでは Zafar Fatmi が、それぞれ被験者を募った。それぞれ

の被験者から陰膳（3 ⽇分）、飲料⽔、ハウスダスト（2 週間分）などを回収し

た。回収試料中の鉛及びヒ素濃度を測定し、その耐容摂取量を算出することで、



陰膳等からの曝露量を明らかにした。また、被験者の⾎液、尿、⽖等の⽣体試料

を回収し、⾎中の鉛及び総ヒ素濃度を測定して⽣体負荷量を算出した。健康影響

に関しては、現在調査中である。 

【結果と考察】平成 27 年度までに、①パキスタンの調査では、研究代表者の⾹

⼭がカラチ市のアガカーン⼤学に⾏き、試料の回収・調整等の指導を⾏った。

Zafar Fatmi が陰膳およびハウスダスト等の収集を担当した。カラチ地域で 66 家

族、ガンバット地域で 44 家族のリクルート並びに試料の回収に成功した。また、

回収した陰膳等試料は、分析のために⾹⼭もしくは Fatmi が⽇本へ搬⼊した。

②下野地域では、⾃治医科⼤学附属病院産科、⽊村クリニック、樹レディスクリ

ニック、和⽥マタニティクリニック、⼭中レディースクリニック、やまなかレデ

ィースクリニック、池⽻レディースクリニック、こいけレディスクリニックにて

妊婦のリクルートを実施し、合計 86 家族をリクルートに成功して陰膳等試料を

回収した。③旭川地域では、最終的に、⺟親 15 名、⼩児が 17 名のリクルート

に成功し、陰膳等試料が回収できた。 

陰膳中の鉛及び総ヒ素、無機ヒ素濃度は、⽇本⾷品分析センターにて測定し

た。また、ハウスダスト中の鉛濃度は、栃⽊県産業技術センターにて測定した。

さらに、飲料⽔中の鉛及び総ヒ素濃度、並びに、⾎中鉛及び総ヒ素濃度は国⽴環

境研究所にて測定した。 

パキスタンにおける陰膳からの鉛摂取量は、⺟親で 8.12 µg/kgBW/week、⼩

児で 18.29 µg/kgBW/week であった。これは、⺟親の陰膳からの鉛摂取量が⽇

本の約 8 倍、⼩児の陰膳からの鉛摂取量が約 7 倍多い量である。さらに、パキ

スタンにおける⺟親と⼩児の陰膳からの鉛摂取量は、鉛の旧 PTWI を超える⺟

親が 5％、⼩児が 30％みられ、パキスタンにおける⾷品の鉛汚染が⼤きな問題

であることが明らかとなった。 

⼀⽅、⽇本における陰膳からの鉛摂取量は、⺟親で 0.98 µg/kgBW/week、⼩

児で 2.70 µg/kgBW/week と⺟親に⽐較して⼩児の⽅が多かった。ハウスダスト

からの推定鉛摂取量は、⺟親で 0.17 µg/kgBW/week、⼩児で 0.74 µg/kgBW/week

であった。これらの結果から、⽇本における⺟親と⼩児の陰膳とハウスダスト両



⽅からの鉛摂取量は、2011 年に JECFA により撤回された鉛の旧耐⽤摂取量

（PTWI：25 µg/kgBW/week）よりもかなり低いことが明らかになった。 

⽇本の⺟親末梢⾎、臍帯⾎、⼩児末梢⾎の⾎中鉛濃度は、それぞれ 0.67 µg/dL、

0.81 µg/dL、1.19 µg/dL と国際的な値と⽐較して、⾮常に低い範囲内であった。

⼀⽅、パキスタンの⺟親末梢⾎、臍帯⾎、⼩児末梢⾎の⾎中鉛濃度は、それぞれ

8.87 µg/dL、7.01 µg/dL、15.28 µg/dL と⽇本と⽐較して⾮常に⾼い値であった。 

パキスタンの⾎中鉛濃度は、カラチの場合に⾮常に⾼く、⺟親で 14.52 µg/dL、

臍帯⾎で 12.52 µg/dL、⼩児で 20.17 µg/dL であった。また、ガンバットの場合

でも、⺟親で 4.01 µg/dL、臍帯⾎で 2.83 µg/dL、⼩児で 10.84 µg/dL とカラチ

よりは低いが、⽇本に⽐較すると⾼い値であった。これまでに、⾎中鉛濃度が 10 

µg/dL 以下でも、⼩児の神経⾏動発達に異常が⾒られることが報告されており、

カラチの⼩児⾎中鉛濃度は、その約 2 倍（最⼤で約 5 倍）の⾎中鉛濃度であっ

た。このため、カラチにおける鉛曝露は健康障害に危惧すべきレベルであること

が⽰唆された。 

⽇本の陰膳からの総ヒ素の摂取量は、⺟親で 6.15 µg/kgBW/week、⼩児で

16.68 µg/kgBW/week で あ っ た 。 無 機 ヒ 素 の 摂 取 量 は 、 ⺟ 親 で 1.45 

µg/kgBW/week、⼩児で 4.28 µg/kgBW/week であった。特に、陰膳中のヒジキ

の有無による無機ヒ素の摂取量は、⺟親ヒジキ無し 1.22 µg/kgBW/week、⺟親

ヒジキ有り 2.71 µg/kgBW/week、⼩児ヒジキ無し 3.90 µg/kgBW/week、⼩児ヒ

ジキ有り 7.59 µg/kgBW/week であった。この結果から、陰膳中にヒジキが含ま

れることで⺟親と⼩児で共に無機ヒ素摂取量が約 2 倍⾼くなることが分かった。

さらに、無機ヒ素の旧 PTWI（15 µg/kgBW/week）を超過していた⼩児（1 名）

の陰膳中にも、ヒジキが含まれていたことが確認された。 

⼀⽅、パキスタンの陰膳からの総ヒ素の摂取量は、⺟親で 2.08 µg/kgBW/week、

⼩児で 4.46 µg/kgBW/week であった。また、無機ヒ素の摂取量は、⺟親で 1.49 

µg/kgBW/week、⼩児で 5.81 µg/kgBW/week であった。カラチおよびガンバッ

トの⺟親および⼩児の陰膳からの無機ヒ素の摂取量は、カラチに⽐較してガン

バットの⽅が⺟親と⼩児共に摂取量が多い傾向が⾒られた。さらに、無機ヒ素の



旧 PTWI を超過していた⺟親 1 名と⼩児 13 名は、すべてガンバットの被験者

であった。カラチおよびガンバットの飲料⽔中総ヒ素濃度は、カラチ 1.28 µg/L、

ガンバット 3.03 µg/L であり、さらに、ガンバットの飲料⽔には WHO の飲料

⽔の暫定ガイドライン値 0.01 mg/L（10 µg/L）超えるものが 13 試料も含まれ

ていた。これらのことから、ガンバットにおける陰膳からの無機ヒ素摂取は、井

⼾⽔に由来することが⽰唆され、井⼾⽔が無機ヒ素の曝露源であることが推定

された。 

⽇本の陰膳では、海産物の摂取量が多いために総ヒ素の摂取量が⾼くなり、総

ヒ素に対する無機ヒ素の割合は 3 割と少なくなった。⼀⽅、パキスタンの陰膳

では、無機ヒ素を含む井⼾⽔からの曝露が主な経路になるため、無機ヒ素が 7〜

8 割と⾼い割合を⽰した。 

影響評価については、現在、⾎中および尿中 8-OHdG 濃度、他の影響指標の

検索は、別の研究予算を獲得して実施する予定である。また、エピゲノムへの影

響については、現在解析を進めている。⽇本 105 名、パキスタン 70 名の１歳〜

3.5 歳の被験者⼩児に、Bayley III 発達調査を実施したが、現在、交絡因⼦を含

め、解析途中である。 

【結果の総括】⽇本の鉛曝露は⼗分に低く、陰膳とハウスダストに由来する鉛摂

取量も⼗分に低いが明らかとなった。ヒ素曝露については、総ヒ素が⿂介類、海

藻の摂取量に由来するためパキスタンに⽐べ⾼いが、無機ヒ素は FAO/WHO 

JECFA の旧耐⽤摂取量に⽐べて⼗分に低かった。しかしながら、陰膳にヒジキ

が含まれると、それに由来する無機ヒ素摂取量が増加するため、ヒジキが⽇本に

おける無機ヒ素の曝露源となりうることが⽰された。 

パキスタンでは、カラチの⾼鉛曝露の家族において、陰膳由来の鉛摂取量が多

く、旧耐⽤摂取量を超えている家族も多数確認され、⾷品が鉛の主要な曝露源で

あることが⽰された。ヒ素曝露に関しては、ガンバットの様な特定地域の地下⽔

汚染が酷く、それが陰膳と飲料⽔を通して無機ヒ素の曝露源となっていること

が⽰された。 
 


