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Endocrine disruption may have faded as an issue in Japan.  

盛り上がりに欠ける 

日本での内分泌かく乱に関する議論 
But it is more important than ever. 

これまで以上に増大するその重要性 
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妊娠中のビスフェノールAとフタル酸代謝物の尿内濃度測定と妊娠高血圧腎症リスク 





Living the plastic dream 

プラスチックまみれの生活 

 

70’s – Breathing 

70年代‐呼吸 
90’s – Eating 

90年代‐食事 
80’s – Bathing 

80年代‐入浴 



So here are our questions… 

そこで湧いてくる疑問… 

How did we get into this predicament? 

いかにしてこうした状況に陥ったのか？ 

Why did we let EDC chemicals  become so common? 

なぜ内分泌かく乱化学物質（EDC）の蔓延
が放置されたのか？ 

Is there a path forward? 

この先に進むべき道はあるか？ 



Miracle material: Better living through chemistry 

奇跡の素材： 化学の力でより良い生活 



Hormones guide gene expression 

ホルモンが遺伝子発現を誘導 
EDCs hack the system 

EDCが遺伝子発現系を改変 

EDCs change how genes behave 

遺伝子の挙動を変化させるEDC 



内分泌かく乱物質 

内分泌学会科学声明 



A
s
th

m
a

 

ぜ
ん
そ
く

 

Hormone-related cancers 

ホルモン関連がん 
Learning disabilities 

学習障害  Pre-term birth 
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Degenerative diseases 

変性疾患 

Infertility 

不妊症 

Autism 

自閉症 
Fibroids 

子宮筋腫 

Heart disease 

心疾患 
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Endometriosis 

子宮内膜症 

Obesity 

肥満 
polycystic ovaries 

多嚢胞性卵巣 

ADHD 

注意欠陥・多動性障害 
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50% decline in human sperm count over 5 decades in western countries 

西洋では今後50年間で人の精子数が 

50パーセント減少 

No sign of it slowing down 

減少が減速する兆しはない 

Faster declines now reported from China 

中国からは、もっと速く減少が進んているこ
とが現在報告されている 



精子数の経時変動： 

系統的レビューとメタ回帰分析 



Revolution in science 

科学革命 

1. EDC曝露は遍在する 

1. Exposure to EDCs is ubiquitous 

2. 少量でも影響は深刻 

 

2. Low doses matter a lot 

3. 子宮内の事象は子宮に留まらない 

3. Events in the womb don’t stay in the womb 

4. 試験方法に大きな不備 

4. Testing methods are deeply flawed 



アマゾンの熱帯雨林におけるフタル酸汚染 
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Are ‘low doses’ really low? 

 「低用量曝露」は本当に影響も少ないのか？ 

What’s a part per billion? 

何が10億分の1か？ 

 How many molecules? 

分子数は？ 

I began to have questions… 

私は疑問を抱くようになった… 

2.65 trillion 

2兆6500億個 



Perfluorinated compounds in artificial turf 

人工芝に含まれる 

有機フッ素化合物 

有機フッ素化合物に起因する男性ホルモン活性の内分泌かく乱： 臨床お
よび実験からのエビデンス 



Perfluorinated compounds PFCs 

有機フッ素化合物（PFC） 

1. 多くの健康影響に関連 

1. Linked to many health outcomes 

2. 非常に分解しにくい 

2. Incredibly persistent 

3. 曝露する可能性が至るところに存在 

3. Widespread exposure 

4. 直近の安全推定値： 0.1ppt 

4. Most recent safe estimate: 0.1 ppt 
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ビスフェノールA 





ビスフェノールAの継世代効果は認識機能を低下させ、

マウスのシナプス後部の遺伝子発現を変化させる 



除草剤グリホサートによる健康障害と精子のDNA上の化学的修飾異常（エピジェネティック変異）による

世代を越えて継続する異常： 継世代毒性 



世代を重ねて女性ホルモンかく乱物質を曝露することで 

オスのマウスで生殖細胞と生殖器官への影響が増大 
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Painful realizations 

痛ましい現実の認識 

Most chemicals haven’t been tested 

ほとんどの化学物質が未試験 

Core assumptions are wrong 

中核をなす前提が間違っている 

Analyses manipulated to hide problems 

問題を隠すために分析結果が操作されている 

The tests used are flawed and outdated 

使用される試験には不備があり時代遅れのもの 



High baseline toxicity was detected in all  

“bioplastics” made of polylactic acid (PLA). 
 

プラスチック製品の4分の3は有害 

プラスチック製品の細胞毒性と 
化学組成の評価 



Profoundly flawed assumptions 

前提に大きな不備 
The Paracelsus problem 

パラケルススの問題 
The cocktail effect 

カクテル効果 





Same strain of mice 同じ血統のマウス 

Same caloric intake 同じカロリー摂取量 

Same activity levels 同じ活性レベル 

Newbold et al. 2005, 2007 

1 part per billion 

10億分の1（1ppb） 



Newbold et al. 2005, 2007 

1 part per billion 

10億分の1 

What about 1000 ppb? 

1000 ppbではどうか？ 

Same strain of mice 同じ血統のマウス 

Same caloric intake 同じカロリー摂取量 

Same activity levels 同じ活性レベル 



NON-MONOTONICITY OF TAMOXIFEN 

タモキシフェンの 
濃度依存性にはならない影響 

Welshons, in Vandenberg et al. 2012 
タモキシフェン：女性ホルモンの作用を抑える抗女性ホルモ
ン剤。乳がんの治療などに使用される。 

無毒性量 
真の 

無毒性量 

一定の濃度で 

影響が出る 
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ビスフェノールA 



Profoundly flawed assumptions 
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カクテル効果 



What’s the first thing your doctor does before giving you a prescription? 

処方箋を出す前に医師がまずすることは何か？ 

But what question does regulatory toxicology never answer? 

しかしながら、規制毒物学が決して回答しない
疑問は？ 



MIXTURES INTERACT 

混合物は相互作用を起こす 
US Centers for Disease Control data (NHANES)… 

米国疾病対策センターのデータ（国民健康栄養調査）… 

Estradiol alone 

エストラジオールのみ 

11 weak estrogens 

11の弱エストロゲン 

Simple  

Prediction 

単純予測 

Observed 

実測値 

Rajapaske et al. 2002 
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次世代化学物質による内分泌かく乱のデザイン 



A new day 

新時代 

Redesign 

デザイン変更 

Reform 

修正 
Recharge 

再投入 




