
【は　じ　め　に】

　現在，私たちが生活している身の周りには様々な人工
的に作り出された化学物質が利用されている。そのよう
な化学物質は，利用価値が高く生活から切り離すことは
できない。しかしながら化学物質から作られた商品から
環境ホルモン（外因性内分泌撹乱物質）や急性毒性を持
つ物質などが溶出されることもあり留意する必要がる１－３）。
　特に，化学物質の影響を強く受けると考えられる胎児，
乳児，幼児の時期に化学物質の暴露を受けることは，ア
レルギー，奇形，発癌以外にも様々な病気の原因になる
ことが危惧される。化学物質の影響の怖さは，ごく微量
で効力を持つので目で確認することができない。また，
急に症状が現れることもあれば何年もかけて症状が現れ
ることがあるので安心できない４）。
　本研究では，乳児期によく口にする可能性があるもの
に着目した。哺乳瓶，乳首，おしゃぶり，乳児用玩具な
どであり，溶出される化学物質に留意する必要がある。
それらの中でも哺乳瓶や必ず口にするゴム製乳首から溶
出される化学物質の有無，物質の同定，影響について検
討した。化学物質の有無を調べた実験の試料として哺乳
瓶（２社），天然ゴム（１社），シリコンゴム（１社），イ
ソプレンゴム（２社）製の乳首を用いた。それぞれの哺
乳瓶，ゴム製乳首は薬局で販売され一般的である。私た
ちは，哺乳瓶，ゴム製乳首を蒸留水で煮沸した。煮沸に
使用した蒸留水を検査溶液とし，ジクロロメタンによっ
て抽出を行った。抽出溶液についてガスクロマトグラ
フィー・マススペクトル分析を行った４）。

【材 料 ， 方 法】

１）　材料
哺乳瓶
　Ａ哺乳瓶：原材料（ポリプロピレン，シリコンゴム，

ポリエーテルサルホン）
　Ｂ哺乳瓶：原材料（ポリプロピレン，シリコンゴム）
ゴム製乳首
　天然ゴム，シリコンゴム，イソプレンゴム（Ａ，Ｂ）

２）　方法
検査溶液の調整と検出，分析
哺乳瓶検査法
①　１００ ml蒸留水を９０°C以上に調整する。
②　検査対象である哺乳瓶に高温の蒸留水を入れて１０
分間放置する。
③　哺乳瓶から蒸留水をビーカーに移し室温に戻す。
これを検査溶液とする。
④　検査溶液にジクロロメタンを １０ ml加え抽出を行
う。抽出に使ったジクロロメタンを真空ポンプに
よって蒸発させ １．５ mlまで濃縮する。
⑤　濃縮したジクロロメタン １．５ mlを分析溶液とし，
ガスクロマトグラフィー・マススペクトル（ヒュー
レットパッカード社・G１０９８A，分析カラム：HP-５，
分析温度：７０－２８０°C，検出限界： １ pg）によって
検出，分析を行った。

ゴム製乳首検査法１
①　１００ mlの蒸留水を９０°C以上に調整する。
②　検査対象であるゴム製乳首を蒸留水（９０°C以上）
に１０分間浸けておく。
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③　蒸留水からゴム製乳首を取り出し室温まで戻す。
これを検査溶液とする。
④　検査溶液にジクロロメタンを １０ ml加え抽出を行
う。抽出に使ったジクロロメタンを真空ポンプに
よって蒸発させ １．５ mlまで濃縮する。
⑤　濃縮したジクロロメタン １．５ mlを分析溶液とし，
ガスクロマトグラフィー・マススペクトル分析を
行った。

ゴム製乳首検査法２
①　１００ mlの蒸留水を４０°C～５０°Cに調整する。
②　検査対象であるゴム製乳首を蒸留水（４０°C～
５０°C）に１０分間浸けておく。
③　その後，ゴム製乳首検査法１の③～⑤と同じ操作
を行う。

【結果および考察】

コントロール実験（蒸留水：ナカライテック）
　検査時に使う蒸留水に化学物質が混入していないか事
前に検査を実施した。また，検査に使用する器具や機器
からの混入も考えられるため，コントロール実験は，実
際に使う器具や機器を使い，上記の手順に従って実施し
た。結果，蒸留水，実験途中の過程においても化学物質
の混入は検出されなかった（図１）。

哺乳瓶検査の結果
　Ａ哺乳瓶：原材料（ポリプロピレン，シリコンゴム，
ポリエーテルサルホン）とＢ哺乳瓶：原材料（ポリプロ
ピレン，シリコンゴム）を上記に示している哺乳瓶の検
査法を用いて化学物質の溶出検査を行った。結果，どち
らの哺乳瓶においても化学物質は検出されなかった（図
２，図３）。原材料としてポリプロピレンを基本に，パッ
キンなどにシリコンゴムを使ってある一般的な哺乳瓶は，
高温の湯でミルクを作る場合でも安定であることが証明
されたと考えられる。ガラス哺乳瓶などが奨められてい
るが，ポリプロピレンを基本材料とする哺乳瓶も消費者
の安全性に対応していると考えられる。

ゴム製乳首の検出結果
　天然ゴム，シリコンゴム，イソプレンゴム（Ａ，Ｂ）
について上記のゴム製乳首の検査法１によって化学物質
の溶出検査を行った。化学物質が検出された場合，ゴム
製乳首の検査法２を用いて溶出検査を行った。結果，天
然ゴム，シリコンゴムからは化学物質は検出されなかっ
た（図４，図５）。天然ゴムやシリコンゴムは，家庭で使
用する高温の湯による影響が少ないと考えられる。乳幼
児が直接口にする乳首としては比較的安全だといえるか
もしれない。
　イソプレンゴム（Ａ，Ｂ）からは検査法１によって化
学物質が検出された（図６，図７）。続いて検査法２を用
いて検査を行ったところ，かすかではあるが化学物質の
ピークが見られた（図８）。
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図１　コントロール実験（蒸留水）

図３　Ｂ哺乳瓶

図２　Ａ哺乳瓶

図４　天然ゴム製乳首



　また，一度検査を行ったイソプレンゴム製乳首Ａを用
いて，再び（２回目）検査方法１によって化学物質の溶
出検査をおこなったところ同じ化学物質のピークが見ら
れた（図９）。これらの結果から，イソプレンゴム製乳首

から溶出される化学物質は，イソプレンゴム特有に溶出
される化学物質である可能性がある。さらに，４０°C～
５０°Cのような比較的低い温度の湯にもかすかながら溶出
し，高い温度であれば再び溶出する可能性が示唆された。
イソプレンゴム製乳首は，天然ゴムやシリコンゴムに比
べて安価であるため消費者にとっては手に入りやすいと
考えられる。しかしながら，少量ながらも化学物質の溶
出が認められるため留意する必要もある。この化学物質
は，すぐに人体に影響が出るものではないかもしれない
が，乳児が口にする製品であることも考えて改良をする
必要があるかもしれない１－３）。

溶出された化学物質について
　ガスクロマトグラフィーによって検出された物質をマ
ススペクトル分析によって既存の物質と比べたところ，
候補としてジベンジルアミンがあげられた（図１０）。

　ジベンジルアミンは，候補としてあげられたが，実際
に溶出した物質については詳細な分析が必要である。こ
の溶出した化学物質とイソプレンゴムとの関係について
もさら調査する必要がある。

【結　　　　　語】

　本研究では，乳児が口にするイソプレンゴム製乳首か
ら化学物質が検出されたことを報告した。検出された化
学物質はマススペクトル分析によってジベンジルアミン
である可能性が考えられた。２つの製造元の違うイソプ
レンゴム製乳首を用いても検出されたことからイソプレ
ンゴム特有な物質であることが考えられた。また，１回
検査をした乳首を用いて２回目の検査を実施しても化学
物質が検出された。この物質が熱い湯を加えることに
よって何度でも溶出する可能性が示唆された。さらに，
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図８　イソプレンゴム製乳首Ａ（検査法２）

図７　イソプレンゴム製乳首Ｂ

図６　イソプレンゴム製乳首Ａ

図５　シリコンゴム製乳首

図９　イソプレンゴム製乳首Ａ（検査法１，２回目）

図１０　ジベンジルアミン



５０°C以下の湯によっても微量ながら溶出することが分
かった。このような溶出してくる化学物質は，微量でも
外因性内分泌攪乱物質（環境ホルモン）のような働きを
する場合があるため留意する必要がある。乳児が口にす
るので，成人とは違った影響も考える必要がある。ジベ
ンジルアミンについての詳しい知見が示され，生体への
影響が研究されることが望まれる。

【要　　　　　約】

　乳児用の哺乳瓶やゴム製乳首の材料は，熱い湯や消毒
液に対しての耐久性や，化学物質の溶出について常に留
意される１－３）。特に化学物質については，微量であっても
外因性内分泌攪乱物質（環境ホルモン）のように働く可
能性も考えられる。本研究は，哺乳瓶，ゴム製乳首（天
然ゴム，シリコンゴム，イソプレンゴム）を用いて，熱
い湯によって溶出してくる化学物質の有無を検査した。
２種類の哺乳瓶からは化学物質は検出されなかった。ま
た，天然ゴム製，シリコンゴム製の乳首からも化学物質
は検出されなかった。しかし，イソプレンゴム製の乳首
からは，微量の化学物質が検出された。検出された化学
物質はジベンジルアミンの可能性が示唆された。微量な

ジベンジルアミンが生体にどのような影響を与えるかに
ついてウサギの肝臓における代謝データが発表されてい
る５）。しかし，人体に与える影響について詳しいデータ
はない。乳児は様々な物質の影響を強く受けると考えら
えるため，これからもこのような化学物質について調査
され，注意する必要がある。
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Summary

Materials used to make baby feeding bottles and rubber nipples are constantly monitored for their durability to hot 
water and antiseptic solutions and their elution of chemical compounds.　Chemical compounds in particular can, 
even in trace amounts, act as endocrine-disrupting chemicals (endocrine disruptors).　This study inspected baby bot-
tles and rubber nipples (natural rubber, silicone rubber, and isoprene rubber) for chemical compounds eluted by hot 
water.　Chemical compounds were not detected from 2 types of baby bottles.　In addition, chemical compounds 
were not detected from natural rubber and silicone rubber nipples, either.　However, trace amounts of a chemical 
compound were detected from isoprene rubber nipples.　The chemical compound detected may be dibenzylamine.　
There are no detailed data on the effect that trace amounts of dibenzylamine have on the human body.　Infants are 
readily affected by various substances, so in the future chemical compounds like dibenzylamine must be studied and 
monitored.




