2019年

秋号

今後のイベントスケジュール（10月 ~ 12月）
は
詳しい内容
ください
覧
ご
を
シ
同封のチラ

親子ふれあい会

お申し込み
います
お待ちして

エコチル☆ふくしま 主催

エコチル☆ふくしま 環境セミナー
（郡山市）

● 11/10
（日）白河市
（ミニ土器とミニはにわをつくろう！）

●10/20
（日）

…福島県文化財センター白河館／まほろん

場 所／郡山市音楽・文化交流館（ミューカルがくと館）

（風船ロケットをつくろう！）
● 12/ 1
（日）郡山市

時 間／14:00～15:30（受付13:30～）

…郡山市音楽・文化交流館（ミューカルがくと館）

発行／エコチル調査福島ユニットセンター

演 題／地球温暖化が進むと何が困るの？

（親子でキッズダンス）
● 12/24
（火）福島市

講 師／国立環境研究所 横畠 徳太 先生

…NCVふくしまアリーナ（福島市体育館・武道館）

エコチル調査
親として医師として

エコチル☆ふくしまnanacoカード
「お知らせメール」のご登録はお済みですか？

いて、アドレスの記載に誤りがありました。

訂正の内容は次のとおりです。

❷ 空メールのまま、メールを
送信してください。

誤）nanaco76000902********@ ecochil. jp

メールアドレスの登録完了です。
または

正）nanaco_p_76000902********@ecochil.jp

nanaco76000902＊＊＊＊＊＊＊＊@ecochil.jp
に空メールを送信してください。
＊＊＊＊＊＊＊＊はお持ちの
nanaco カード番号下８桁です。

読者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。

登録内容変更届が
新しくなりました
住所など連絡先が変わった場合は、質問票に同封され
ている登録内容変更届に必要事項をご記入の上、お送
りください。登録内容変更届がお手元にない場合はお
手数でも福島ユニットセンターまでご連絡ください。
※変更手続きにあたって、届出内容についてお電話や
メールで確認させていただくことがあります。
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記入する方の
お名前を
ご記入ください。
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お子さんの
生年月日を
ご記入ください。
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を開催しています。参加者の皆さまへ日ごろの感謝を込めて、

は東北大学病院産婦人科です。娘に障がいがあることから、

8月25日に、
「エコチル☆ふくしま子育て講演会＆ファミリー

親として医師として、是非エコチル調査に関わりたいと希

コンサート」
を開催しました。お楽しみいただけましたでしょ

望し、2011年調査の開始時から関わらせていただいてい

うか。今後の予定として、環境について親子で一緒に学べ

ます。どのような環境づくりをすれば、お母さんやお父さ

る機会として、
「エコチル☆ふくしま環境セミナー」
を10月

んがより順調な妊娠・産後の生活を過ごすことができるのか。

20日に開催しますが、今年度は地球温暖化について話して

子どもたちがより健やかに成長することができるのか。そ

いただく予定です。また、エコチルふれあい会は、
「ミニ土

のためにはどのような環境づくりをすればよいのか、という

器・ミニはにわをつくろう！」
、
「風船ロケットをつくろう！」
、

ことを生涯のテーマとしています。皆さまのご協力とご支

皆さまに好評いただいている
「親子でキッズダンス」
を開催

援をいただいた貴重なデータを解析させていただき、これ

予定です。特に、日頃は運動不足と思われるお父さん（私

までに20編以上のエコチル論文作成に関わり、世界に発

です…）
この機会に子どもたちと一緒に、体を動かしては

信させていただきました。これらを通じて、エコチル調査

いかがでしょうか！

から得られた情報は日本だけでなく国際的にも非常に貴重
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転居日をご
記入ください。
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http://www.ecochil-fukushima.jp/inquiry.php

国立研究開発法人

エコチル☆ふくしまの仲間にいれていただきました。前任
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お問い合わせに関する情報は、
HPに掲載しているプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。

0120-327-735

とのコミュニケーション”
をモットーとし、いろいろなイベント

ኚࠉࠉ᭦ࠉࠉᚋ

★みなさまの
「声」
をお聞かせください。
エコチル調査に関する質問・疑問、
本誌へのご感想やご要望などなんでもお気軽にお寄せください。

平日（土・日・祝日を除く）― 9：00～17：00 ―

引き続きご協力をお願いいたします。
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▶エコチル調査福島専用コールセンター

開始されました。福島から世界の未来の子どもたちのため、
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■ 調査の一般的な内容に関するお問い合わせ先

るとても大切な調査です。また、7月からは学童期検査が

はじめまして、2019年4月より、福島県立医科大学に参り、

エコチル☆ふくしま通信2019年夏号裏面のnanacoカードの記事につ

nanacoカード裏面の2次元

質の子どもへの影響を評価するうえで国際的にも意義のあ

さらに、福島ユニットセンターでは、
“顔の見える参加者

ポイント付与の 5～6 日後にメールでお知らせ

コードを読み取ってください。

乳歯提供のご協力確認を行っておりますが、これは化学物

西 郡 秀 和

おわびと訂正

ご登録方法

今、エコチル調査では、乳歯調査に向けてお子さんの

エコチル調査福島ユニットセンター副センター長
福島県立医科大学
ふくしま子ども・女性医療支援センター 教授

お 知らせ

❶ お手持ちの携帯電話で、

な知見であることを改めて実感しています。

■ エコチル調査福島ユニットセンターへのお問い合わせ先

・福島本部事務所（県北・相双地域）
TEL. 024-547-1449

・郡山事務所（県中・県南・会津・いわき地域）
TEL. 024-983-4780

〒960-1295 福島市光が丘1
（福島県立医科大学内）

〒963-8024 郡山市朝日三丁目6－4 レジデンス朝日 第2ビル2階
オフィシャル
WEBサイト

http://www.ecochil-fukushima.jp
エコチル

ふくしま

検索

第一部 子育て講演会

（日）
令和元年８月２５日

第二部 ファミリーコンサート

子育て講演会＆
ファミリーコンサート
開催しました
エコチル調査福島ユニットセンター主
催による
「子育て講演会＆ファミリーコン
サート」
を郡山女子大学建学記念講堂で
開催しました。
当日は、２５０名を超える皆さまにご来場いただきました。
第一部では、当ユニットの橋本浩一センター長からエコチ
ル調査の報告を、続いて、一般財団法人大原記念財団 大
原綜合病院副院長兼総合臨床研修センター副センター長鈴
木重雄先生に、
「アレルギーって何？正しい理解と正しい付き
合い方」
と題しご講演をいただきました。アレルギーについて

詳しくご講演いただき、保護者の皆さま
は熱心に聴いていらっしゃい ました。
第二部のファミリーコンサートは、
「中
川ひろたか＆鈴木翼ジョイントコンサー
ト」
を開催しました。絵本を読んだり、ダンスや体操、アドリ
ブありの面白トークで会場が盛り上がり、皆さまお子さんと一
緒に楽しんでいただけたようです。
参加者の皆さまとまたお会いできる日をスタッフ一同楽しみ
にしております。
ご来場いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

こんなこと
、
と
こ
な
！あん

おし
えて先生

学 童 期 検 査（ 小 学 2 年 生 ）が はじまりました！
7 月より、小学 2 年生を対象とした学童期検査が始まりました。実施にあたり、エコチル調査に参加するお子さまに、で
きる限り多く参加していただくこと、また、協力して良かったと思っていただけることを目標にしています。
令和元年度は、平成 23 年度生まれのお子さまが対象です。令和元年 9 月 9 日現在、約 460 人の皆さまにご協力、ご
予約をいただきました。ご連絡いただき、ありがとうございました。秋号、冬号の 2 回に分けて、今年度の学童期検査実
施についてご報告します。

予約状況について

2.4%

0.7%

学童期検査は、エコチル調査に参加するすべての方を

学童期検査ご案内資料を郵送し、検
査内容、日程をご案内しています。
予約方法は、（コアセンターが運用す

対象に、お子さまが小学 2 年生になるときに、ユニット

26.7%
70.2%

郵送の 2 種類で受付します。約 7 割
の方に、WEB 予約をご利用いただ
予約を申込書でご希望の方には申込
書と返信用封筒を同封します。

WEB 予約

来年度以降も、より多くのお子さまにご協力いただけ
るよう、県内各地域で開催予定です。
年度

学 童 期 検 査 のご 案 内 対 象

電話受付
その他

令和 2 年度 平成 24 年 4 月 2 日〜平成 25 年 4 月 1 日生まれのお子さま

n=416（予約変更分除く）
2019.8.2 時点の福島ユニットセ
ンターの暫定的な数値です

令和 4 年度 平成 26 年 4 月 2 日〜平成 27 年1月31日生まれのお子さま

申込書郵送

令和 3 年度 平成 25 年 4 月 2 日〜平成 26 年 4 月 1 日生まれのお子さま

予約方法について
検査会場で、保護者の方からアンケートにご回答いただいています。今回は、予約方法についてのご回答を一部ご紹介します。
●WEB からご予約いただいた方
・空いている時間がわかり、すぐに予約が確定できる。
・少し操作に迷った。
・簡単に操作できた。
・都合のよい時間に予約できた。など

8 歳食事調査
結果返却のお知らせ
８歳質問票には「食事質問票」

今年度もリレー形式で
４人の先生方にアレル
ギーについてお話をい
ただきます。

Q

答えいただきますと、お答えい
ただいた内容をもとに、お子さ
んの普段の食事・栄養の特徴や
食生活のアドバイスの書かれた

武山 彩 先生

うちの子は風邪をひくと咳がひどくなりやすいので、
将来喘息になるのではないかと心配です。

●申込書郵送でご予約いただいた方
・WEB 予約に慣れていないため、申込書の郵送が
便利だった。
・案内資料に同封されていたので簡単。
・確定日を電話で確認できる。など

乳歯調査ハガキご返送のお願い
■皆さまのお手元にこちらのハガキはございませんか？
※２０１９年５月３１日締め切りでご協力のお願いをしておりましたが、まだ目標の数に達し
ておりません。継続してご協力のお願いをしております。

ぜん息（喘息）は、何かのきっかけで肺に向かう空
気の通り道（気道）が狭くなり、咳やゼーゼー（喘
鳴）、息が苦しくなる（呼吸困難）をくり返す病気です。喘
息をもっている人が、咳がひどくなったり、ゼーゼーして息
が苦しくなることを、喘息発作といいます。
どうして喘息になるのかについては、今も研究が進めら
れています。両親から受け継いだもともと喘息になりやす
い体質（遺伝素因）に、産まれてから接してきた環境（アレ
ルゲン、感染、受動喫煙、大気汚染など）が作用すると発
症するといわれています。
肺や、肺に向かう空気の通り道である気管でおこる感染
症を呼吸器感染症と呼びます。呼吸器感染症の原因とし
て、RSウイルス、ライノウイルス、ヒトメタニューモウイルス、
インフルエンザウイルスなどのウイルスや、肺炎マイコプラ

A

エコチル
ふれあい会

エコチル調査参加者様全員にこ
ちらの乳歯調査ハガキのご返送
をお願いしております。
乳歯調査への協力を希望され
ない方もこちらのハガキのご返
送をお願いいたします。

「結果報告書」をお届けいたし
ます。

●乳歯調査について
詳しくは、エコチル調査福島
ユニットセンターホームペー
ジでご確認いただけます。

親子で
キッズダンス

※記載されている締切日を過ぎて
も投函いただけます。
※ハガキがお手元に無くなってし
まった方、乳歯の提供に迷って
いる方など、お気軽に福島ユニッ
トセンターまでご連絡ください。

ズマ、百日咳菌などの細菌が知られています。このうちウ
イルス感染は喘息の発症と増悪（発作をおこすこと）のど
ちらにも関連していることがわかってきました。
アトピー素因を持つお子さん、つまりご家族にアトピー
や喘息、花粉症などの疾患があり、その体質を受け継ぎア
レルギーを起こしやすい体質のお子さんでは、RSウイルス
やライノウイルスなどのウイルス感染症にかかった時に重
症化することがあり、感染症を治そうとする力が強くはた
らくことにより気道の炎症がおこり、喘息の発症や重症化
がもたらさされるのではないかと考えられています。ウイル
ス以外にも、ダニ、カビ、たばこの煙などが直接気道を刺
激し、強い炎症が気道に起こることが報告されています。
このように、もともと喘息になりやすい素因があるお子
さんが、ウイルス感染などの呼吸器感染症にくり返しかか
ると、喘息を発症したり喘息発作が起きたりすると言えま
す。残念ながらどんなに注意しても風邪をひかないように
することは難しいですね。赤ちゃんのうちからスキンケア
をして肌をきれいに保ち、さまざまな環境の刺激に対する
皮ふのバリア機能を保つことは大切といわれています。ま
た、こまめな掃除によるダニ・カビ対策や、お子さんに関わ
るすべての人が禁煙するなど、保護者の方ができることは
たくさんあります。できることからお子さんを取り巻く環
境を整えるようにしてみましょう。

森のクラフトと
屋外のあそび

ようなところ
お話しできるサロンの
「参加者同士で気軽に
エコチル調査の参加
見から、
ご意
という
な」
いい
があったら
》を開催しています。
《エコチルふれあい会
者向けイベント

が含まれています。
「食事調査」の全ての質問にお

公立相馬総合病院
小児科長

センターから検査のご案内をお届けします。

る）WEB サイトからの予約と申込書

きました。

来年度以降の調査予定

気管支喘息と呼吸器感染症

7 月 7 日（日）
猪苗代町
国立磐梯青少年交流の家

6 月 16 日（日）
いわき市

【参加者の声】

●初めて参加しましたが、自然の中で遊んだり、森のクラフ
ト作りをしたりと楽しい時間を過ごすことができました。
●森のクラフトでは、みんなで意見を出し合い協力して、楽
しむ事ができました。

いわき産業創造館

エコチル☆ふくしま参加イベント

千 葉 ・ 神 奈 川 にお住まいの皆さまへ

千葉ユニットセンター

神奈川ユニットセンター

台風15 号により甚大な被害に遭われた皆さま、ならびにそのご家族の皆さまに心より
お見舞い申し上げます。被災された皆さまの安全、
そして１日も早い復興と穏やかな日々
が訪れることを心からお祈り申し上げます。
福島から千葉、神奈川の皆さまへエールを送りましょう！

【参加者の声】

●いつも一緒にいるようで、このように
一緒に何かをするという事はしてな
かったことに気づきました。気づきを
ありがとうございました。
●親子でキッズダンス楽しかったです。
汗もかけて体がスッキリしました。

福島市健康フェスタ 2019

9 月8 日（日）福島市 A・O・Z（アオウゼ）

PR ブースを出展しました。
「エコチル調査でわかっ
たこと」のパネル展示、資料配布を行いエコチル
調査に関心を持っていただきました。またブース
には多くのお子さまが遊びに来てくれ、エコチル
調査参加者の皆さまとも交流する事ができました。

