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はじめに

　北海道大学環境健康科学研究教育センターは、本学の学内共同利用教育研究施設として、2010 年 4 月 1

日に発足し、本年 3 月末で 2 周年を迎えます。そこで過去 2 年間の歩みを年報の形でまとめました。

　北海道大学では従来から「持続可能な開発（Sustainability）」を大学としての最重要課題として、多くの

部局が取り組んできました。しかし「環境と健康」に関する様々な研究は、種々の部局で実施されてきたに

もかかわらず、それら研究者の存在や研究内容、見出された知見や成果については、学内でも学外者にも見

えづらい存在でした。

　本センター設立の背景と趣旨は、2010 年 2 月の平成 21 年度第 10 回教育研究評議会に出された設置提案

書に書かせていただきましたとおりです。現代社会がかかえる広範囲の環境問題が人々の健康に及ぼす影響

を学問的に検証し、21 世紀に生きる人々の健康と安寧、豊かで安全な生活のために資する科学的なデータ

をお示しすることにより、わが国と国際社会の課題解決に貢献することです。

　そこで、本センターは、人の一生（すなわち胎児期から青年期、壮年期、そして高齢期）に関わる広範な

環境と健康の課題について大型のプロジェクト研究を体制を整えながら、推進しています。

　また、国際的にも優れて科学的な妥当性の高い調査研究を実施するためには、それを担うための人材育成

が必須になりますので、あわせてその基盤整備として学内の研究科（院）と協力して大学院共通講義「社会

と健康」を実施し、訪問研究員制度を作り若手研究員などを受けいれ、フィールドを提供し高度な教育訓練

の場として活用いただいています。

　一方、これまでの諸活動は掲げた設置目標に比べればまだまだ十分とは申せませんし、当センターの財務

基盤はすべてがその年度の競争的資金の獲得次第であるなどの課題を抱えております。しかし、昨今の厳し

い社会経済状況のもと、複雑な要因が絡み合った解決の難しい環境問題に対しては、俯瞰的にかつ斬新な視

点で取り組むことができる研究体制と、優れた人材の育成こそが、わが国と世界の人々の環境と健康の困難

な課題を克服する鍵になると信じます。今後もできるだけの努力を続けてまいりたいと存じます。

　最後に、この年報を通じまして、当センターの活動に御理解を賜りますとともに、今後のさらなる発展の

ためにどうか忌憚のないご意見をいただけますよう衷心よりお願い申し上げます。

2012 年 3 月

北海道大学環境健康科学研究教育センター　センター長・特任教授　　岸　玲子
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Introduction – Greetings from the Director

Hokkaido University - Center for Environmental and Health Sciences was established on April 1st, 2010 as the 

university-wide communal education and research facilities.  For our second anniversary, we are pleased to present the 

Annual Report reflecting our activities and achievements for the past two years.

At Hokkaido University, many departments have been working on issues on “Sustainability” as a primary 

role.  However, despite having been carried out in various departments, the presence of researchers as well as their 

perceptions and achievements on Environment and Health, were not so visible either inside or outside the university.

Our mission is, as stated on the proposal for the establishment submitted to the Council on February 2010: to 

scientifically verify the impact of a broad range of environmental issues the modern society faces on the human health, 

showing the useful scientific data for health and well-being, for affluent and safe life of the people living in the 21st 

century, and contributing to solve problems of our country as well as the international community. 

Therefore, we are promoting the wide-range of issues on Environment and Health of the human life, from fetal 

life to old age, while developing a research system to implement the large-scale project study. In addition to the 

above, we believe it is essential to develop the foundation of the human resources to carry out the researches that are 

excel internationally and of a high scientific validity.  In collaboration with the schools and institutions of Hokkaido 

University, we offer common Graduate School lectures on “Society and Health”, organize the Visiting Researcher 

Program to accept young researchers, and provide the infrastructure of advanced education and training 

Our activities so far are still insufficient to achieve our established goals.  We have another challenge that our 

financial base totally depends on the acquisition of competitive funds each year.  However, we believe that the 

development of research system and outstanding human resources, who can overlook and bring a novel perspective 

to address the complex Environmental issues, is the key to overcome the Environmental and Health challenges of the 

people in our country and the world under the recent severe socio-economic stress.  We would spare no effort for the 

future.

Lastly, we hope you will find this annual report useful in understanding our activities.  

We sincerely value your opinions for our further development.

Reiko Kishi, MD, PhD, MPH, 

Professor and Director

Center for Environmental and Health Sciences



6

Ⅰ．センター概要

１．設立趣旨

　環境健康科学研究教育センターは、北海道大学の学内共同教育研究施設として平成 22 年 4 月に設置され

ました。本センターは、全学の関係者に対してより開かれた組織として、「環境と健康」分野の新しい研究

プロジェクト開発と推進、人材育成に資する体制を確実に構築することを目標としています。本センターの

設置により、環境と健康に関して、医学研究科と保健科学研究院、教育学研究院などとの間で初めて協力体

制が組まれることになります。

　さらに将来は、食の安全に関わる農学・水産学などの領域、あるいは毒性研究の経験が豊富な獣医学や予

防医学で接点の多い歯学、６年制もでき臨床的な接点も多い薬学、あるいは都市計画や水・廃棄物で人間環

境系の研究が多い工学や統計解析を専門とする情報系、環境・生命倫理や社会科学など理系文系の他部局と

の共同研究が増えれば、「環境と健康」に関しては、学内に多様な共同研究・教育を展開する基盤を発展さ

せることができると考えます。

　本センターの主たる業務として、研究プロジェクトを推進させることがあります。その一つの柱になるの

が、環境省が、2011 年から 2032 年まで国の事業として実施する「子どもの健康と環境に関する全国調査（エ

コチル調査）」（以下「エコチル調査」）です。この他、現在進行中の大きなプロジェクト研究としては、（１）

「環境と子どもの健康に関する北海道研究（2001 年から実施の 2 万人規模の前向きコホートで、環境省エコ

チル研究のモデルになったものです）」、（２）室内空気質と健康に関する研究（全国規模のシックハウス症

候群に関する大規模疫学研究を実施）、（３）高齢者のサポートネットワークと健康に関する研究などがあり

ます。

　全学の位置づけでは、北海道大学は「持続可能な開発（Sustainability）」国際戦略本部を設置し、（１）地

球温暖化、（２）水の統合的管理、（３）循環型社会の構築、（４）食糧・森林の安定的確保、（５）感染症対策、

の５つの代表的な学問領域での研究と教育の高度化と国際社会への成果の貢献に取り組んできました。本セ

ンターの設立により、我が国と世界の人々の健康をめぐる課題に真正面から専門的に取り組む、（６）「環境

と健康」が新たな領域として加わることになります。

　本センターの活動は、多様な共同研究や教育を展開させる基盤となり、将来的には、国内外の「環境と健康」

領域のリーダー的な役割を果たすことができるだろうと考えています。
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Ⅰ．センター概要

２．概要・組織

　当センターは、環境と健康に関する対外プロジェクト研究を確実に担うことができるように、１．プロジェ

クト研究推進部門、２．研究支援部門、３．国際連携部門、４．連携教育推進部門の 4 つの部門を設置して

います。

その他 関連研究院等

医学研究科

保
健
科
学
研
究
院

教
育
学
研
究
院

運営委員会

環境健康科学研究教育センター

プロジェクト研究推進部門

倫理委員会 評価委員会

研究支援部門 国際連携部門 連携教育推進部門

（企画運営会議）

・環境省エコチル調査委託事業
　（北海道ユニットセンター）
・他省庁の事業
・将来的には民間や市町村委託事業など

・新規研究開発
・安全リスク管理
・倫理
・広報・コミュニケーション

・情報発信
・国際セミナー開催

・高度専門人材育成
・連携大学院教育
・実践的教育
　（疫学、フィールド調査）

他大学・自治体・研究機関等との
組織的な連携体制の構築

【北海道大学】
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Ⅰ．センター概要

3．本学における位置づけ
　　（1）中期計画における位置づけ

創成研究機構構成組織の長期的理念（設置目的等）及び

第二期中期目標・中期計画期間における研究目標

組織名 : 環境健康科学研究教育センター

設置年月 :…平成 22 年 4 月 1 日

●長期的理念（設置目的等）

・…共同教育研究施設として、環境健康科学に関する質の高い大規模疫学研究を実施し、その研究成果を継続

的に発信することによって、社会の健全な発展に貢献する。

・…国内外の研究拠点との密接な連携強化を通して、環境健康科学に関する研究分野の確立と発展に寄与する。…

・…多様化する環境健康問題に対し、学際的視野をもって課題に取組むことができる実践的かつ先駆的な専門

的人材の育成を行う。

●研究目標（第二期（平成 22 年度～平成 27 年度））

・…学内外の関連施設および研究者との緊密な連携による学術研究体制を構築し、環境健康科学分野を集約す

る北海道の研究教育拠点を形成し、質の高い疫学研究の企画立案を行い、その研究成果を継続的に発信す

る。

・…環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」研究などの大規模な調査研究を推進する。

・…海外研究拠点との密接な情報交換および人的交流を通して、環境健康科学分野における国際的な取組みを

積極的に推進する。

・…複雑化する環境・健康問題解決に参画する若手研究者等の育成を行うための実践的な教育訓練プログラム

の開発を行う。
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Ⅰ．センター概要

3．本学における位置づけ
　　（2）創成研究機構の 1 組織としての位置づけ
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4．予算・人員措置
　　（1）予算
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Ⅰ．センター概要

5．構成員
　　（1）2010 年（H22 年度）

（2010.12 月時点）
センター長… …
… 岸　　　玲　子… 特任教授… 北海道大学環境健康科学研究教育センター

副センター長… …
… 河　口　明　人… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 齋　藤　　　健… 教授… 北海道大学保健科学研究院

兼務教員… …
… 有　賀　　　正… 教授… 北海道大学医学研究科
… 水　上　尚　典… 教授… 北海道大学医学研究科
… 櫻　木　範　明… 教授… 北海道大学医学研究科
… 野々村　克　也… 教授… 北海道大学医学研究科
… 西　村　正　治… 教授… 北海道大学医学研究科
… 清　水　　　宏… 教授… 北海道大学医学研究科
… 玉　城　英　彦… 教授… 北海道大学医学研究科
… 寺　沢　浩　一… 教授… 北海道大学医学研究科
… 藤　田　博　美… 教授… 北海道大学医学研究科
… 傳　田　健　三… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 小笠原　克　彦… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 千　葉　仁　志… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 河原田　まり子… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 室　橋　春　光… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 水　野　眞佐夫… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 大　塚　吉　則… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 松　井　佳　彦… 教授… 北海道大学工学研究院
… 蔵　田　伸　雄… 教授… 北海道大学文学研究科
… 八　若　保　孝… 教授… 北海道大学歯学研究科
… 井　上　農夫男… 教授… 北海道大学歯学研究科
… 細　川　敏　幸… 教授… 北海道大学高等教育推進機構
… 長　　　和　俊… 准教授… 北海道大学病院
… 山　内　太　郎… 准教授… 北海道大学保健科学研究院
… 安　達　真由美… 准教授… 北海道大学文学研究科
… 三　上　直　之… 准教授… 北海道大学高等教育推進機構
… 吉　岡　英　治… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 佐々木　成　子… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 川　畑　秀　伸… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 中　村　利　仁… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 山　田　　　俊… 助　教… 北海道大学病院
… 上　野　倫　彦… 助　教… 北海道大学病院
… 白　石　秀　明… 助　教… 北海道大学病院

招へい教員… …
… 遠　藤　俊　明… 客員教授… 札幌医科大学医学部　産婦人科学講座
… 千　石　一　雄… 客員教授… 旭川医科大学医学部　産婦人科学講座
… 西　條　泰　明… 客員教授… 旭川医科大学医学部　健康科学講座
… 花　岡　知　之… 客員教授… 北海道療育園　美幌療育病院診療部
… 伊　藤　善　也… 客員教授… 日本赤十字北海道看護大学　看護学部看護学科　臨床医学領域
… 馬　場　　　剛… 客員准教授… 札幌医科大学医学部　産婦人科学講座
… 宮　本　敏　伸… 客員准教授… 旭川医科大学医学部　産婦人科学講座

専任教員・研究員… …
… 安　住　　　薫… 特任講師… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 半　田　　　康… 特任助教… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 荒　木　敦　子… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 宮　下　ちひろ… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 池　野　多美子… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 伊　藤　佐智子… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
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センター長… …
… 岸　　　玲　子… 特任教授… 北海道大学環境健康科学研究教育センター

副センター長… …
… 河　口　明　人… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 齋　藤　　　健… 教授… 北海道大学保健科学研究

兼務教員… …
… 有　賀　　　正… 教授… 北海道大学医学研究科
… 水　上　尚　典… 教授… 北海道大学医学研究科
… 櫻　木　範　明… 教授… 北海道大学医学研究科
… 野々村　克　也… 教授… 北海道大学医学研究科
… 西　村　正　治… 教授… 北海道大学医学研究科
… 清　水　　　宏… 教授… 北海道大学医学研究科
… 玉　城　英　彦… 教授… 北海道大学医学研究科
… 寺　沢　浩　一… 教授… 北海道大学医学研究科
… 藤　田　博　美… 教授… 北海道大学医学研究科
… 傳　田　健　三… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 小笠原　克　彦… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 千　葉　仁　志… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 河原田　まり子… 教授… 北海道大学保健科学研究院
… 室　橋　春　光… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 水　野　眞佐夫… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 大　塚　吉　則… 教授… 北海道大学教育学研究院
… 松　井　佳　彦… 教授… 北海道大学工学研究院
… 蔵　田　伸　雄… 教授… 北海道大学文学研究科
… 八　若　保　孝… 教授… 北海道大学歯学研究科
… 井　上　農夫男… 教授… 北海道大学歯学研究科
… 細　川　敏　幸… 教授… 北海道大学高等教育推進機構
… 長　　　和　俊… 准教授… 北海道大学病院
… 山　内　太　郎… 准教授… 北海道大学保健科学研究院
… 安　達　真由美… 准教授… 北海道大学文学研究科
… 三　上　直　之… 准教授… 北海道大学高等教育推進機構
… 山　田　　　俊… 講　師… 北海道大学病院
… 吉　岡　英　治… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 佐々木　成　子… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 川　畑　秀　伸… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 中　村　利　仁… 助　教… 北海道大学医学研究科
… 上　野　倫　彦… 助　教… 北海道大学病院
… 白　石　秀　明… 助　教… 北海道大学病院

招へい教員… …
… 遠　藤　俊　明… 客員教授… 札幌医科大学医学部　産婦人科学講座
… 千　石　一　雄… 客員教授… 旭川医科大学医学部　産婦人科学講座
… 西　條　泰　明… 客員教授… 旭川医科大学医学部　健康科学講座
… 花　岡　知　之… 客員教授… 北海道療育園　美幌療育病院診療部
… 伊　藤　善　也… 客員教授… 日本赤十字北海道看護大学　看護学部看護学科　臨床医学領域
… 馬　場　　　剛… 客員准教授… 札幌医科大学医学部　産婦人科学講座
… 宮　本　敏　伸… 客員准教授… 旭川医科大学医学部　産婦人科学講座

専任教員・研究員… …
… 安　住　　　薫… 特任講師… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 池　野　多美子… 特任助教… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 荒　木　敦　子… 特任助教… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 伊　藤　佐智子… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 宮　下　ちひろ… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… イーラ　タマ　アヨ… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 多　島　秀　司… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
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Ⅱ．センターの立ち上げ

１．立ち上げ式（H22.9.22 開催）

　平成 22 年度から平成 38 年度まで環境省が国の事業として実施する「子どもの健康と環境に関する全国調査（エ

コチル調査）」に協力して、北海道大学は札幌・旭川・北見地域で前向きコーホート研究を進めることになりました。

　本環境省プロジェクトは医学研究科が過去 10 年実施してきた研究「環境と子どもの健康に関する北海道スタデ

イ」がモデルであり、今後、日本全体で 10 万人の子どもたちを 16 年間、思春期まで追跡し、子どもの健康と環

境に関する大規模な全国調査を実施するものであります。そのため、北海道大学内に環境省「子どもの健康と環

境に関する全国調査」北海道ユニットセンターが作られることとなりました。

　そこで本学としては、これを契機に一層広い見地で激変する社会および自然環境と人々の健康に関する全学的

な研究教育組織基盤として環境健康科学研究教育センターを設

置することとなり、9 月 22 日（水）に北海道大学環境健康科学

研究教育センター設立記念式、環境省「子どもの健康と環境に

関する全国調査」北海道ユニットセンター立ち上げ式が医学部

学友会館「フラテ」を会場に開催されました。

　環境健康科学研究教育センター設立記念式では，環境健康科

学研究教育センター副センター長の斎藤健教授による開式の辞

に続いて、岸玲子センター長の挨拶、佐伯浩総長の挨拶、岡田

尚武創成研究機構長の挨拶に続き、札幌市保健福祉局から矢野

公一保健所長および、北海道公衆衛生協会・三宅浩次会長から、

今後の健康政策の元となる科学的なエビデンスが生まれ、また

高度の研究と専門的な教育訓練を担う学際的な新しい組織が北

海道大学にできることに対する大きな期待を込めた祝辞を頂き

ました。引き続き、安田和則医学研究科長、所伸一教育学研究

院長、小林清一保健科学研究院長、川浪雅光歯学研究科長が祝

辞を述べられました。　　　

　続いて、環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査」北

海道ユニットセンター立ち上げ式では、環境省「子どもの健康

と環境に関する全国調査」北海道ユニットセンター副センター

長の水上尚典教授による開式の辞、岸玲子センター長の挨拶に

続いて、各地区サブユニットセンターより札幌医科大学から遠

藤俊明准教授、旭川医科大学から西條泰明教授、日本赤十字北

海道看護大学から伊藤善也教授の挨拶、引き続き、環境省から

森桂環境リスク評価室長補佐、国立環境研究所から新田裕史コ

アセンター次長、日本赤十字北海道看護大学より石井トク学長

が挨拶を述べられました。…

　その後、会場を移し、設立を記念した懇親会がざっくばらん

に催され、岡田尚武創成研究機構長の祝杯の後、祝宴となり、

盛会裡に終了となりました。

挨拶を述べる岸センター長

設立記念式での佐伯総長挨拶

懇親会での記念写真
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Ⅱ．センターの立ち上げ

２．年間行事一覧
　　（1）2010 年（H22 年度）

月 日 環境健康科学研究教育センター（CEHS）関係 各プロジェクト部門関係
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月 日 環境健康科学研究教育センター（CEHS）関係 各プロジェクト部門関係


