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さまざまな毒性
●ぱく露経路別分類
“経口毒性

“経皮毒性

〃経腑（吸入）毒性

●悪影響の出現期別
“急性毒性

“亜急性毒性

・慢性（長期）毒性

◎新たな毒性として

●悪影響が及ぶ対象別
・人毒性
〃生態毒性

●悪影響の種類別
・発がん性
“生殖毒性
“免疫毒性
〃神経毒性
・発達毒性　銑C．

シグナル毒性

子どもの脳の発達と環境ホルモン
ctパンフP，9

＜環境ホルモン物質＞　　　　　＜子における影響＞

PCB　　　　　　　　→　　　IQ低下

難燃剤（PBDE）　　→　　　　多勤

ビス71l一弘（BPA）・7れ叢エステん－→　　攻撃的、多勤

水銀、鉛　　　　　　－→　　　　脳の発育の遅れ、重い障害

学晋機能・注意力低下、問
題行動の増加

◎「発達神経毒性物質」の同定ははじまったばかり
ゲランジャン博士　201種の物質同定（2006）
←氷山の一角
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胎児期の環境と病気の関係

●胎児期の環境ホルモンぱく露は、糖尿病、高
血圧、肥満、心疾患、脳こうそくなどの病気
の要因となる？（成人病胎児期起源説＝
DoHAD仮説）

葺環境ホルモンの影響は次世代にも伝わる？
（エビジェネティクス）

34

導赤ちゃんの臍辞血から検出された主な化学物質

鉛、水銀、メチル水銀、臭素化ダイオキシン、臭
素化フラン、過フッ素化合物（PFCs）、ポリ塩化

ナフタレン、PCB類、ダイオキシン類、フラン類

（PCDF）、ビスフェノールA、臭素系難燃剤

（PBDE）、過塩素酸塩（パークロレイト）、多環ム
スク類

（資料・アメリカ環境ワーキンググループiEWGIの2009年発表の

調査）

も
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身の回りの環境ホルモン
その2：生活用品“化粧品等。lパンフP，1。＿P．1，

壌トijクロサン
・薬用ハンドソープ・石けん、浅鍋フォームなど

・環境ホルモン作用？

聾ベンゾフエノン類
・紫外線吸収刺など

・環境ホルモン作用？

種合成ムスク類
“合成香料

・環境ホルモン作用、発がん性？

曹パラベン
・合成防腐剤

・環境ホルモン作用？

39

39

身の回りの環境ホルモン
その4：食品。医薬品　　　　話パンフ。．2。＿P．21

＜食品＞
蹄カドミウム

種水銀

農ヒ素

e鉛

＜医薬品“医薬部外品＞

連パラベン

41

41
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伊

身の回りの環境ホルモン
その1：プラスチック cfパンフP．14－P15

垂　ビスフェノールA（BPA）

iポリカーポネイト（PC）…缶緒のコーティング、食器など

・女性ホルモン作用、生蒐・発生毒憾、発達神軽毒性あり

基フタル酸エステル競
“ポリ壇化ビニルの可塑苅

・子どもの学習能力に影響を与える、アレルギー疾患との関連柱？

種難燃剤（PBDE）
・カーテン、カーーペット、テレビ、パソコンなどに添加

・子どもの注意力、連動能力、lQ低下の可能性あり

●有機フッ素化合物（PFCs）
・焦げ付き防止加工（テフロン加工）の鍋・フライ′U、防水スプレーなど

・パーフルオ田オクタンスルホン酸P晴OS）はR劇毒東館で原則度用雛止（2脚9．5）

・パープルオ〇オクタン酸（許OA）は撮纏対象機質への追加の勧告決定（2018．9）

38
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身の回りの環境ホルモン
その3：農薬
連環境ホルモンの疑いのある農桑

は少なくない

SPEED’98のリストでは67物

質中44物質

蜜米国のスクリーニングプログラム
（EDSP）の第1陣は67物質の農

業が対象

車EUで男性ホルモン阻害作用が見
つかった農薬のうち、日本で使用

実績のある農薬とその生産量（右
図）

cfパンフP18－P．18

40

環境ホルモンを避けるために
一暮らしの中で気をつけること

①食べ物など
手槍入作物はポストハーベスト農薬が使用されていないものを

違加工食品よりも生鮮食品を

筆輸入缶詰はビスフェノールAを使用している可能性があるので

注意

書妊産婦や子どもは、できるだけ無農薬“減農薬の食材を

録妊産婦や子どもは、マグロ、キンメダィ、メカジキを食べない

さ食器はプラスチック製ではなく陶器“ガラス製のものを

韓フッ素加工のフライパン“鍋等の使用を避ける

e
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（②化純品など
学妊娠中の女性は、化雑品の使用を最小限に

掌表示をよく見て、「パラペン」「オキシベンゾン（ペンゾ
フ工ノン）」「トリクロサン」を含む化粧品の使用を避け
る

吾「香料」が使われていない化雑品を選ぶ

垂妊産婦や子どもは、なるべく入浴剤を使わない

草子どもの染毛剤“化粧品の使用は避ける

還「薬用（抗菌）せっけん」を使わず、普通の「せっけん」
を使う

13

43

提言：環境ホルモンに対する法規制の
早期実施

a環境ホルモンを含むシグナル毒性を有する化学物質
についての危椿的規制の枠組みを早期に確立するこ
と

奪掠境ホルモンを含む農薬、化粒品、おもちゃの使用を
禁止すること

畢環境ホルモンを含む食品、容器“包装、家庭用品、子
ども用品について、その旨の表示を義務づけること

著「香料」「抗菌剤」「芳香剤」「可塑剤」等の添加剤につ
いて、その成分表示を義務づけること

醤胎児教子ども、妊産婦の農薬など環境ホルモンへのぱ
く霧を削減するための有効な措置を講じること

45

45

基本理念（3条～10条）

①離臨勝北学物質の製造使用（化学物質の

②ノーデータノーマーケット原則

⑧鱒鵠鑑繋認怒れ、人々（朋“子ど

④諒諾擢腺離陸醸幣製造・使用・

⑤予防原則
⑥代替原則
⑦すべての関係者の参加（協働原則）
⑧国際的協調

47

8

③生活用品など
鶴妊産婦“子どものいるところでは、ガーデニング農薬

や殺虫剤、ペット用殺虫剤の使用を避ける

蚤新築“改築の家、新しい家具、カーペット、塗料など
からの臭気を避ける

窒「抗菌」製品はなるべく使わない

醤「塩ビ」製品は使用を避ける

婁「防水スプレー」は使わない

聾妊産婦や子どもは、なるべく新車に乗らない

琶「香料」が含まれているシャンプー、ボディソープ、柔

軟剤、芳香剤、消臭剤を使わない

14

44

46

基本施策（17条～38条）
①化学物質基本計画の策定
②化学勧賞の登録”離籍…掘擬酪馬頭職鰭用
“犠鮮璃績罷髄攫強寵鰭曙内に、所要のリスク評

●詩誌繰鶉絃輔蘭酷擢読者は、赫要のリスク灘を行

③富懸念綱要への紀綱の実施
・裏道、輸入、運搬、使用、排出を網隈
・事業者による回収、適正処理を確保

④ナノ櫓賞への規網の実施

“鶉鵜から、使用・廃棄する者への適切な情報提供（上流→下流へ

”採掘鞭繍醸潤醗酵識能諷ヒ却貫の差遣・輸入

48
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⑥醗擦続騰穿つ、適切な表示鵬を構築（GHS陛

⑦鵜嶽漕醐鞠酪移動に係る化学物質の毒の届出

⑧非意図的化学物質の管理の推進
⑨緊急事態への適切な対処の確保
⑩国際協力の推進
⑪高懸念物質の国際移動の抑制
⑫紛争の処理及び被害の救済のために必要な据置の実施
⑬原状回復のための必要な措置の実施
⑭情報及び意見交換の促進
⑮関係大臣等に対する申出
⑱関係行政機関相互の密接な連携の下での施策の策定
⑲試験研究体制の整備、研究開発の推進、研究者の養成等
⑬化学物質に関する情報の収集、整理、活用
⑩化学物質に関する教育、学習の振舞及び広報活動の充実

‘9

49

道組織
一委員7名

一両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命

一委員会は、施策の立案にあたっては「ステー

クホルダー会議」を開いて、広く関係者と協議
しなければならない

－専門委員（300名以内）

一事務局の設置（1000名規模）

「消費者製品規制法」（仮称）の新規立
法化

看現行の家庭用品規制法と家庭用品品質表示
法、消費生活用製品安全法を統合

軍人の健康保護と生態系保全の観点から、事

前登録、高懸念物質規制、販売管理等を行う

津拡大生産者責任原則に基づき、事業者に回
収、再利用、適正処理を義務づける

53

9

伊

化学物質安全委員会の設置（39条～
58条）

等国家行政組織法3条2項の委員会（独立行政委員会）

寄現行の「公害等調整委員会」の抜本的改組

纏主要な所掌事務
一化学鋤簾の豊鯨

一事業考によるリスク評個の審査及び必要な糖種の実施
－リスク評髄の実施

－リスク評価の結果に基づく施策を関係大臣に勧告

一施策の実施状況の監視、必要な指直を関係大臣に勧告
一化学勅貫に係る紛争のあっせん、調停、仲裁、裁定

一関係機関の長に意見を述べる

一調査研究の実施

一関係者相互面の情報共有及び意見交換（リスクコミュニケーション）

50

50

「化学物質基盤法」（仮称）の新規立

法化

曹包括的・一元的Iけ‘一丁管理を行う

●現行の化審法と化管法を統合

奮化学物資の登録“審査・評価

書高懸念物質規制

●情報伝達、表示

場製造量、取扱量、排出量等の登録

筆事故時の措置

「殺虫剤等規制法」（仮称）の新規立

法化

筆殺生物剤としての薬剤の成分に着目した

管理“規制法

←農薬取繍法の抜本的見直し

義防除業者等への規制
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「化学物質被害者救済法」（仮称）の

新規立法化

書シックハウス“化学物質過敏症などの新た

な疾患に対応できる救済制度を整備

匡亘画
筆「ナノ粒子規制法」の新規立法化

ケミネットの活動くその3）

2008年11月8日　シンポジウム「くらしと化学物質一化学
物質基本法を求めて」開催

2008年11月20日　民主党「次の内閣」化学物質対策PT

鵠擬態醗鮮
2008年11月25日　院内集会開催（議員17名参加）

2009年4月2日　　院内集会開催（議員23名を含む約80
名参加）

2009年6月30日　院内集会＋署名提出（衆議院議長宛
30，236筆、参議院議長宛28．731筆）

2011年4月～8月　民主党内「化学物質政策PT」設置

立法化に取り組む←ケミネットの働き
かけ

59

59
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持

「化学物質政策基本法」を求めるネット
ワーク（ケミネット）の設立

92006年6月7日設立

婆共同代表：

中地重晴（有害化学物質削減ネットワーク）

中下裕子（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議）
●参加“賛同（予定）団体

Tウオッチ、国民会議、化学物質問題市民研究会、WWFジャパ
ン、エコケミストリー研究会、反農薬東京グループ、日本消費者
連盟、全国労働安全衛生センター連絡会議、中庭腫・じん肺・ア
スベストセンター、協同組合石けん運動連絡会、きれいな水と
いのちを守る合成洗剤追放全国連絡会、アイコープ宮城、生協
「オルタ」、市民がつくる政策調査会．市民科学研究室など

56

56

ケミネットの活動（その2）

回国
華団体署名一内閣総理大臣売
春個人署名（請願署名）

衆・参両院議長亮（2種類）
醤目標－3万葦
掌期間

第一次集約　2008年12月31日

第二次集約　2009年3月31日

第三次集約　2009年5月31日
掌署名提出　衆議院議長宛30，236等、参議院議長宛

28．731等

58
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噛基本法の制定をめぐる動き
筆化審法改正時の参議院付帯決議（2009．4）

「化学物質によるリスク低減・削減に関する施策を

長期的、総合的、計画的に推進するため、基本理念
を定め関係者の責務及び役割を明らかにするととも
に、施策の基本事項を定めるなど、化学物質に関す
る総合的、統一的な法制度及び行政組織の在り方等
について桟詩を早急に進めること」

繊民主党政策集INDEX2009

総合的な化学物質対策：「化学物質政策基本法（仮
称）」の制定を目指します。

鶏民主党「化学物質政策PT」による立法化作業（2011

年4月～8月、綜局立法化できず）
ヽ

00
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民主党「化学物質政策PT」の取り組み
2011．4．28　PT設置、「化学物質政策基本法」の制定をめざす

以後、遇1回程度会議開催（公開）

第1回ヒアリングにケミネットが講演

関係省庁、NGO、消費者団体、学会、産業界、労働組合
等からヒアリング

6．16「化学物質政策基本法案の概要」発表
←ケミネット・所属団体から意見提出

←関係省庁等からも意見提出

7．14「化学物質対策の方向性と基本法骨子案」発表

経度族議員から反対意見が相次ぐ（←経度省のロビー）

8．4　PTの取り組みのまとめ（立法化ならず…）

2012．12　衆蟻院繕員総選挙で民主党敗北→政権失う

61
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おわりに一

筆縦割り行政の限界を克服した化学物質の総合管理
を実現させましょう！

基新たな「シグナル毒性」への対処の仕組みを早期に
確立しましょう！

章環境中の有害化学物質から子どもの発達・健康を
守る「子ども環境保健法」を制定させましょう！

基そのためにも、ぜひ、「ダイオキシン”環境ホルモン
対策国民会議」にご入会を！！

－ご清聴ありがとうございました！！！
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