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子供と大人の違い 子供は成長する！

1. 成長ホルモンへの影響：身体の成長に
異常が出る

2. 細胞分裂が活発：遺伝子の修復ミスが
起こりやすい

3. 神経系が発達途上：知能への影響
4. 生殖器官が発達途上

子供と大人の違い 暴露量

1. 子供は大人に比べて体重あたりの摂食量、呼吸量が多
い。 体重あたりに換算すると、水5倍、食品2～2.5倍
（1.5～4歳）、ミルク9倍（年少）、飲料16倍（年少）

2. 毒物によっては、母乳中に高濃度に蓄積する場合があ
る（主に脂溶性のもの）

3. 土いじり、おもちゃを舐めるなど、環境中の毒物を摂取す
る機会が多い

4. 体重に対して、表面積が大きい（環境中の毒物を取り込
みやすい。特に経皮吸収）
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子供と大人の違い 感受性

1. 免疫力の発達
2. 胃腸、肝臓、腎臓の成熟：6～12ヶ月程度で成熟
3. 吸収、分布、代謝、排泄の能力は、大人と同じではない

子供と大人の違い子供と大人の違い子供と大人の違い子供と大人の違い 時間時間時間時間
1. 残りの人生が長いので、慢性的な病気が発病するまで

の時間がある
2. 残りの人生が長いので、体内に蓄積する時間が長い

水銀は人間が排出している
UNEP, 2013. Global Mercury Assessment 2013
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水銀は、天然物だが、人間の
活動によって、増加したリスク

人の歯
ベルーガの歯
アザラシの歯
ホッキョクグマの毛
シロハヤブサの羽毛
ハヤブサの羽毛

水銀に対する水俣条約の国内対応委員会資料 平成26年3月
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発達中の脳に対するメチル水銀の毒性が公発達中の脳に対するメチル水銀の毒性が公発達中の脳に対するメチル水銀の毒性が公発達中の脳に対するメチル水銀の毒性が公
衆の健康と経済的な損失をもたらしている。衆の健康と経済的な損失をもたらしている。衆の健康と経済的な損失をもたらしている。衆の健康と経済的な損失をもたらしている。

public health and economic consequences of public health and economic consequences of public health and economic consequences of public health and economic consequences of methymethymethymethy mercurymercurymercurymercury
toxicity to the toxicity to the toxicity to the toxicity to the developiugdevelopiugdevelopiugdevelopiug brainbrainbrainbrain

―lennardo trasande ハーバード大学小児医学
environmental health perspectives volume113 number5 may 2005―

メチル水銀は、発達中の神経に対する毒物である。曝露は主に水銀に汚染された海産物を妊婦が食べることによって生じる。水銀汚
染の原因は人為的なものが70％、天然由来のものが30％である。1990年代を通して、EPA（アメリカ環境保護庁）は、人為的な汚染、
とくに火力発電所由来の水銀の放出を減らし続けてきた。しかし、最近になってEPAは、コストが高いことを理由に、その流れを抑制す
ることを提案した。

私たちは、アメリカ国内の火力発電所からの、放出を減らすコストについて考えるために、火力発電所由来のメチル水銀の経済的コ
ストを試算してみた。

子どもの血中及び臍帯血中の水銀濃度を測定しているフェロー諸島（デンマーク）の研究によると、子どもの知能低下は臍帯子どもの知能低下は臍帯子どもの知能低下は臍帯子どもの知能低下は臍帯
血中（メチル水銀）濃度が血中（メチル水銀）濃度が血中（メチル水銀）濃度が血中（メチル水銀）濃度が5.85.85.85.8μgμgμgμg////LLLL（（（（ppbppbppbppb））））にから起きる。にから起きる。にから起きる。にから起きる。CDC（アメリカ疾病予防管理センター）の血中水銀データにあて
はめてみると、アメリカ国内で、毎年31万6588から、63万7233人に知能低下が起こることになる。
知能低下は、その子ども達の生涯にわたって、生産量を減少させることになる。これが、メチル水銀の毒性のコストであり、毎年、8.7
ビリオンドル（8700億円--1ドル、100円として）（範囲として2200億円～4兆3800億円）に値する。
このうち、1.3ビリオンドル（1300億円 範囲 100億円～6500億円）分が毎年のアメリカの火力発電所由来の水銀放出分である。火力発電所由来の水銀放出分である。火力発電所由来の水銀放出分である。火力発電所由来の水銀放出分である。

水銀による影響の試算（アメリカ）

アメリカ環境保護庁アメリカ環境保護庁アメリカ環境保護庁アメリカ環境保護庁
2009200920092009----2010201020102010年に行われた、年に行われた、年に行われた、年に行われた、16161616才～才～才～才～49494949才の婦人の調査才の婦人の調査才の婦人の調査才の婦人の調査

血中水銀濃度が血中水銀濃度が血中水銀濃度が血中水銀濃度が5.85.85.85.8μμμμgggg/ℓ/ℓ/ℓ/ℓの基準を超過していた人の基準を超過していた人の基準を超過していた人の基準を超過していた人

全体の全体の全体の全体の2.32.32.32.3％％％％
（全米で妊娠可能な女性の（全米で妊娠可能な女性の（全米で妊娠可能な女性の（全米で妊娠可能な女性の140140140140万人に相当）万人に相当）万人に相当）万人に相当）

↓↓↓↓
毎年毎年毎年毎年75000750007500075000人以上人以上人以上人以上の新生児が、子宮内でメチル水銀を曝露されの新生児が、子宮内でメチル水銀を曝露されの新生児が、子宮内でメチル水銀を曝露されの新生児が、子宮内でメチル水銀を曝露され
ることによってることによってることによってることによって知能が低下（水銀量知能が低下（水銀量知能が低下（水銀量知能が低下（水銀量2222倍で、倍で、倍で、倍で、IQIQIQIQがががが1111....5555低下低下低下低下）している）している）している）している

可能性がある可能性がある可能性がある可能性がある
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日本人の日本人の日本人の日本人の平均値は、平均値は、平均値は、平均値は、
5.8μg/L5.8μg/L5.8μg/L5.8μg/Lを超えている！を超えている！を超えている！を超えている！

日本人のさい帯血水銀濃度、平均値、範囲日本人のさい帯血水銀濃度、平均値、範囲日本人のさい帯血水銀濃度、平均値、範囲日本人のさい帯血水銀濃度、平均値、範囲
（μg/L）

調査地域調査地域調査地域調査地域 平均平均平均平均 範囲範囲範囲範囲

1974年 鹿児島 22.3 12～64

1984年 名古屋 30 1～735

1985年 鹿児島 21.1

2007年 福岡 9.81 6.96 ～13.6

日本人は大丈夫？日本人は大丈夫？日本人は大丈夫？日本人は大丈夫？
2002年、秋田県在住154人女性（25～48才）を調べた論文

（tohoku j exp.med, 2003, 200, 67-73）

一人当たりの水銀の平均摂取量

15.3μg/日
（0.21μｇ/kg体重/日に相当、アメリカの基準の2倍）

この研究によると

アメリカの基準を超過している女性アメリカの基準を超過している女性アメリカの基準を超過している女性アメリカの基準を超過している女性 90909090％以上％以上％以上％以上
日本の基準を超過している女性日本の基準を超過している女性日本の基準を超過している女性日本の基準を超過している女性 23.4%23.4%23.4%23.4%

日本でも水銀の暴露により知能低下を起こしている
子供が少なくないと考えるのが自然です。
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フェロー諸島前向き研究（コホート調査）

対象者
1986年3月1日～1987年12月末の間に出生した児と母親1,023組
（この時期の出生総数の全体の75.1%）

検査時期
対象者が7歳及び14歳の時に検査を実施

フェロー諸島の特徴
• ゴンドウ鯨を食べる習慣があり、水銀の摂取量が多い。また、鯨を食べない人もいる
• 他の地域との行き来が少なく、人種的、生活環境の差が少なく、対象者の追跡も容易

水銀の影響を比較するのに適している

臍帯血の水銀濃度
中央値 24.2（0.5～351）μg/L 250人が、40μg/L以上

母親の毛髪中の水銀濃度
平均 4.5（0.2～39.1）μg/g 130人が、10μg/L以上

7歳児調査
臍帯血水銀濃度が増加するに伴い、

悪いスコアとして統計的に有意な関連性が認められた。

知能・視覚・運動検査

・ 一定時間に指でタップする回数
・ 画面上に標的刺激が提示されるとキーをクリックする単純な作業を一定時間行うもの
・ 数字を何桁まで、記憶復唱できるかを見る検査

結 果
成績の悪い4分の1に群の児の臍帯血の水銀濃度の分布を見ると，

注意力，言語，記憶，において，水銀濃度の高い児の割合が増加していた。
また，母親の毛髪水銀中水銀濃度が10ppmを超える児を除いて分析した結果も

ほぼ同様であった。
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胎児期のメチル水銀暴露による脳への影響

左手を刺激した場合の脳の活動
をFunctionalMRIで観察

A: 出生前にメチル水銀に暴露し
た若者
B: コントロール（比較対象）

通常は、左手を刺激すると脳の
右の部分が反応するのに対して、
胎児の時にメチル水銀に暴露し
た人は、両方が反応している
（脳の機能が乱れている）

The Lancet N eurologyThe Lancet N eurologyThe Lancet N eurologyThe Lancet N eurology Volume Volume Volume Volume 
13, No. 313, No. 313, No. 313, No. 3, p330–338, March 2014
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胎児期のメチル水銀暴露による脳への影響

Neurotoxicology. 2011 Dec; 32(6): 975–980.

水銀濃度
（臍帯血）

PCB濃度
（へその緒の細胞）

水銀が高い 30.70–67.70 0.22–0.36

PCBが高い 10.10–13.30 3.93–6.08

両方高い 81.30–114.00 4.60–6.91

両方低い 4.30–13.80 0.40–0.53

単位：水銀（μg/L ）、PCB（ng/g）

検査をした人の汚染度（それぞれ男の子3人）

この濃度で、5%異常が増える
（5%ぐらいは許容しましょうという意味）
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許容量の比較 メチル水銀摂取量の基準

アメリカ環境保護庁 0.1 μg/ kg体重/ 日
EU 0.19μg/ kg体重/ 日
JECFA(国連) 0.23μg/ kg体重/ 日
日本 0.29μg/ kg体重/ 日

日本は、アメリカの約3倍許容している

日本日本日本日本 ヨーロッパ共同体ヨーロッパ共同体ヨーロッパ共同体ヨーロッパ共同体 アメリカアメリカアメリカアメリカ

基になるデータ
（母親の水銀濃度）

11ppm
（毛髪）

11.5ppm
（毛髪）

49～79ppb
（臍帯血）

母親の血中濃度
（計算値）

44ppb 46ppb 49～79ppb

母親の摂取量
（μg/kg体重/日）

1.167 1.2 0.857～1.472

誤差の想定
（血中濃度の計算）

2倍 2倍 0.78 .78 .78 .78 ～～～～4.364.364.364.36倍倍倍倍

誤差の想定
（摂取量の計算）

2倍 3.2倍倍倍倍 1.7 1.7 1.7 1.7 ～～～～3.3倍倍倍倍

許容量

（μg/kg体重/日）
カッコ内は、週あたり

0 .290 .290 .290 .29
（（（（2.02.02.02.0））））

0.19.19.19.19

（（（（1.31.31.31.3））））

0.1.1.1.1

（（（（0.70.70.70.7））））

なぜ、基準が違うのか？
同じデータを使っていても、解釈が甘い
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日本の評価をよく読んでみると
・報告されている生物学的半減期は、ボランティアが放射性メチル水銀を摂取した実験で、全身では
70日程度であり、血液のコンパートメントでは血液のコンパートメントでは血液のコンパートメントでは血液のコンパートメントでは50505050日とされ、その排泄係数は日とされ、その排泄係数は日とされ、その排泄係数は日とされ、その排泄係数は0.0140.0140.0140.014となる（Miettinen et 
al,1971(25)）。実際に魚を摂取して求めた排泄係数もほぼ同様の値で、0.0099から0.0165であった
（Sherlock et al. 1984(26)）。イラクの中毒事件で毛髪中の水銀濃度の変動から見た生物学的半減期
では、二つのピークを持つ分布（bimodal）を示し、低い値を取る群では平均65日（排泄係数にすると

0.0107）、高い値を取る群では平均高い値を取る群では平均高い値を取る群では平均高い値を取る群では平均119119119119日（排泄係数にすると日（排泄係数にすると日（排泄係数にすると日（排泄係数にすると0.00580.00580.00580.0058）で最高値は）で最高値は）で最高値は）で最高値は
189189189189日という報告もある日という報告もある日という報告もある日という報告もある（Al-Shahristani and Shihab, 1974(27)）。この最高値は外れこの最高値は外れこの最高値は外れこの最高値は外れ
値であると考えられている。値であると考えられている。値であると考えられている。値であると考えられている。したがって生物学的半減期が長期化（すなわち排出定数bを小さ
く）する方向への変動は、毛髪中の水銀濃度の変動から見た生物学的半減期が全身の半減期を表

すと考えると、平均値では1.70倍（119/70）、血液のコンパートメントを表すとすれば、2.382.382.382.38倍倍倍倍
（（（（119/50119/50119/50119/50））））となる可能性がある。

要約すると
「水銀の排出速度のばらつきを調べたところ、排出の早
いグループと遅いグループに分かれるので、遅いグルー
プの平均値でも大丈夫なように計算した。このとき、特別
に遅い人がいたが、普通ではないので無視した」

排出速度

全体の
平均

排出の遅い
グループの

平均

ココ↑
じゃないの？

妊婦が注意すべき魚介類の種類とその摂取
量（筋肉）の目安の算定にあたっては、日本
人の水銀の平均摂取量（表1.4.2参照）のうち、
魚介類経由の量を求め、その半分を水銀濃
度の低い魚介類から摂取していると仮定して
いる。耐容量は、平成17年の食品安全委員
会の食品健康影響評価結果の耐容週間摂
取量（メチル水銀2.0μg/kg体重/週）を用い
て算定されたものである3。この食品安全委
員会によるメチル水銀の耐容量は、懸念され
る胎児に与える影響を十分保護できる量で

あることから、平均的な食生活をしている平均的な食生活をしている平均的な食生活をしている平均的な食生活をしている
限り、我が国における健康への影響に限り、我が国における健康への影響に限り、我が国における健康への影響に限り、我が国における健康への影響に
ついて懸念されるようなレベルではないついて懸念されるようなレベルではないついて懸念されるようなレベルではないついて懸念されるようなレベルではない
とされている。とされている。とされている。とされている。

水銀に関する国内外の状況等について

平成26年3月 水銀に関する水俣条約の
国内対応検討委員会

日本の対応
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日本とアメリカの考え方の違い

Journal of Health Science, 50(2) 120-125 (2004)

日本政府の見解：毛髪中の水銀濃度が10ppmを超える妊娠可能女性は0.1%に過ぎない
ので、現状のままで問題ない
アメリカの見解：基準値の設定とは別に、臍帯血で5.8ppb（毛髪換算で1.5ppm）から影響
が出ると考えて、リスク（水銀2倍でIQ1.5 低下）とベネフィット（対策コスト）を計算

ヨーロッパ共同体の場合

魚に含まれる水銀の毒性を議論する場合、魚の有用性と
合わせて考えなければならない

どれだけ魚を食べたらn-3系脂肪酸の推奨量を満たすか？

どれだけの魚を食べると水銀の許容量を超えるか？
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ｎ-3系脂肪酸の推奨摂取量（EU）

• 成人は、EPAとDHAの合計で250 mg/day
• 6～24ヶ月の子供は、100 mg/day
• 2～18才は、根拠となるデータが無いが、成人と同じとする
• 妊娠中、授乳中は、成人の量に追加してDHAを100～200 

mg/day

フィンランドの幼児の場合
n-3系脂肪酸の観点からは、週に4回以上魚を食べて欲しい
水銀の観点では、週に2回で超えてしまう



2015/11/5

13

• 幼児、子供、出産可能年齢の女性は、メチル水銀の少ない魚
介類の喫食を増やす事による対応を推奨

• 出生後も脳は発達するので、胎児だけでなく、幼児、
子供も水銀の神経毒性の影響を考慮する

EUの評価

日本は、水銀の多い魚について、摂取量の上限を設定

（妊婦のみ）

ｎ-3系脂肪酸の推奨摂取量（日本）

現状
子供： DHA 0.1 g/日, EPA 0.05 g/日
成人： DHA 0.2 g/日, EPA 0.1 g/日

推奨量（18歳以上）
DHAとEPAの合計 1 g/日
（子供、妊娠中、授乳中は、特に設定無し）

「日本人の食事摂取基準」（2010年版）より

成人は、3倍摂取する事を推奨

政府としては、もっと摂
取する事を推奨してい
るのに、水銀の毒性を
評価する上では、現状
を基準として判断
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有害影響の出る範囲とは？

研究が進むにつれて、よ
り低い暴露での影響が
観察される事がある

いちご栽培に良く使用されるプロシミドンが、
高濃度に残留する事が発覚

参考文献：施設イチゴにおける数種農薬の残留性 井内晃・谷 博(1993)：施設イチゴにおける数種農薬の残留性．徳島農試研報，(29)：37～44

散布間隔7日以
上で、最後に散
布してから収穫
するまで14日
以上空けない
と残留基準が
守れない
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基準が変更されたけど・・・

残留基準

1993年

3ppm 10ppm

1993年 今まで通り使っても、
10ppm残留する事は無
いから、違反にはなら
ない

こんなに残っていても大丈夫？

プロシミドンは、EUでは使用禁止

毒性の評価 (ADIの比較)

日本

0.035 mg/kg体重/日

EU

0.0028 mg/kg体重/日
ARfDでも 0.012 mg/kg体重/日

ADI：一日摂取許容量。体重1kgあたり、1日にこの量までなら一生食べ続けても影響が出ないと考えられる量
ARfD：急性参照用量。ADIが一生食べ続けて場合を想定しているのに対して、ARfDは1日限りの摂取を想定

日本の評価では、EUの評価より10倍以上多く食べても大丈夫という
事になっています。たくさん食べても大丈夫という事になっているので、
日本の残留基準値は10ppm、EUは0.01ppm（使用できないけど、輸入品や一
応数値としては設定してある）
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プロシミドンの毒性って？プロシミドンの毒性って？プロシミドンの毒性って？プロシミドンの毒性って？

イチゴ、野菜などでよく残留が検出されるプロシミドン（殺菌剤）は、ホルモ
ン作用をもっており、環境ホルモン物質に特有な毒性を持っています。

1kgの実験動物に対し、
12.5mgの投与により

①肛門性器間距離減少
②尿道下裂
③精巣の萎縮
④停留精巣

1kgの実験動物に対し、
2.5mgの投与により

①前立腺の重さの減少
②精巣の重さの増加

2011年から2014年に行われた日本
の評価では、2009年にEUが採用して
いる、この実験結果は無視

尿道下裂、停留精巣

http://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/shonigeka/kanja02_05.html
https://www.urol.or.jp/public/symptom/10.html
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プロシミドン（実際の検出例）

年度年度年度年度 主体主体主体主体 品目品目品目品目 濃度濃度濃度濃度 基準値基準値基準値基準値

平成20年 東京都 ミツバ 3.1 5

平成20年 大阪府 イチゴ 0.87 10

平成24年 東京都 キュウリ 0.70 5

平成24年 大阪府 イチゴ 0.69 10

平成22年 東京都 キュウリ 0.66 5

一般のイチゴを食べるとどれくらい農薬を摂
取していることになるの？

大阪府の残留農薬検査で、イチゴからプロシミドンが0.87ppm検出されています

このイチゴ1パック約300 gを、6歳の子が半パック食べたとしたら？

150 gのイチゴに残っているプロシミドン

0.87(mg/kg)×0.15(kg)＝0.13 mg 
6歳児の体重は20 kgぐらいとすると

0.13 mg ÷ 20 kg = 0.0065 mg/kg体重

ＥＵの摂取許容量(ADI)の2.3倍ですが、日本のADIだと1/5なので、日本では「これ
ぐらい食べても健康に影響が出る事は無い」という事になります。EUの評価の場合、
1パック食べるとARfDにも達してしまいます。



2015/11/5

18

PBDEってなに？

• 難燃剤
• 建築資材、繊維、プラスチックに添加される
• 脂溶性が高く、生物濃縮される

• 臭素の数や位置の違いで多くの種類がある
• 製品として利用されているのは、臭素が5個、8個、10個のもの
• 臭素5個は、動物に蓄積しやすい（日本では業界が自主規制）
• 臭素8個、10個のものは、蓄積しにくい

PBDEsで神経発達に影響が出ている
（アメリカ）

一番多いグループ（一番多いグループ（一番多いグループ（一番多いグループ（42424242ngngngng/g /g /g /g 脂質）脂質）脂質）脂質）
では、では、では、では、

• AAAADHDDHDDHDDHDの増加の増加の増加の増加
• 知能指数の低下知能指数の低下知能指数の低下知能指数の低下
• 運動機能の低下運動機能の低下運動機能の低下運動機能の低下
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微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究

日本では、ほと
んどが臭素10個
なので安全？

微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究微量化学物質の胎児・新生児期曝露と乳幼児のアレルギー疾患の関連性に関する研究

アレルギー性皮膚炎と
関係があるかもしれない
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コスタリカ妊娠女性の尿中のエチレンチオウ
レア濃度とマンゼブの空中散布

Berna van Wendel de Joode 国立Heredia大学 コスタリカ
Enviromental Health Perspectives volume 122 no12 2014

バナナを、ブラックシガトカ病のような病気から守るために、毎年4万ヘクタール
の土地に200万ｋｇの農薬が散布されている（訳注 1ヘクタール当たり５０ｋｇ）。

このうちの約半分を占めるのがマンゼブ（殺菌剤）

体内で分解
（製品にも不純物として0.1～4.5%含まれている）

エチレンチオウレアエチレンチオウレアエチレンチオウレアエチレンチオウレア
原始神経芽細胞のえ死や脳水腫

甲状腺の重さ、ホルモン、ヨウ素の取り込みなどに影響
甲状腺がん

甲状腺ホルモンの適切な分甲状腺ホルモンの適切な分甲状腺ホルモンの適切な分甲状腺ホルモンの適切な分
泌を必要とする胎児の脳の泌を必要とする胎児の脳の泌を必要とする胎児の脳の泌を必要とする胎児の脳の
発達に大きな懸念がある発達に大きな懸念がある発達に大きな懸念がある発達に大きな懸念がある

Aerial Application of Mancozeb and Urinary Ethylene Thiourea (ETU) Concentrations among 
Pregnant Women in Costa Rica: The Infants’ Environmental Health Study (ISA)
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• 妊娠女性の中エチレンチオウレア量
の中央値は、一般の人の5倍以上
• 72％の女性は、アメリカ環境保護庁

のRFD値を超えていた


