
107

Ⅵ．委員会委員名簿

１．運営委員会委員一覧

　　平成 22 年度　運営委員会名簿（順不同　敬称略）

　　平成 23 年度　運営委員会名簿（順不同　敬称略）
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２．企画運営会議メンバー

　　平成 22 年度　企画運営会議名簿
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　　平成 23 年度　企画運営会議名簿
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３．倫理委員会委員一覧

　　平成 22-23 年度　倫理委員会名簿
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４．評価委員会委員一覧

　　平成 23 年度　評価委員会名簿
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Ⅶ．環境健康科学研究教育センター　専任スタッフ名簿
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添付資料

平成 21 年度第 10 回教育研究評議会（2010.2.18 開催）提出資料

１．設立趣旨
　　（１）背景
　　　　１）「環境と健康」をめぐる研究の現状と課題

１－１）人間と環境の関係

　人間は日々環境に触れ、また環境を変えながら自身の生命を維持し活動を続けています。加えて、人類は他の

生物とともに生態系を構成し地球全体の環境激変のただ中に生きています。

　環境と健康の問題を考えるときに重要な視点は人間と自然および社会環境の複雑な関係への理解です。すなわ

ち、①社会環境、特に産業活動によって自然環境も大きな影響を受けることは水俣病やカドミウムによるイタイ

イタイ病など過去の幾多の歴史的事例から学ぶことができる。近年は②食や住居、交通や都市計画のような生活

環境が健康に与える影響の重みが増加しつつあります。一方で③健康や疾病、安全には人びと自身のライフスタ

イルが大きな役割を果たしています。しかし、実は我々の行動やライフスタイルは労働態様や社会経済的要因の

影響を強く受けています。近年は④世界各国で貧困や高齢化など社会環境要因が健康に大きな影響を与える因子

として顕在化し、対策が急務です。他方、⑤一国の取り組みだけでは解決できない地球規模の課題が増えていま

す（オゾン層破壊、地球温暖化、新興感染症や化学物質汚染など）。このように現代は人々の健康と安全に対して

環境の与える影響が多大で、かつ子どもから高齢者まで健康障害を引き起こすリスクは自然環境と社会の有り様

が複雑に絡んでいることを直視する必要があります。

１－２）環境と健康研究の世界的な現状

　世界的な環境と健康研究の現状を概括すると、先進国では、①燃料や廃棄物を中心にした粒子状大気汚染物質

などの健康影響や、大量に使用されている難燃剤やプラスチック可塑剤などによる空気質汚染や食品汚染などの

生活環境の安全問題、② PCB やダイオキシン類、あるいは農薬など環境残留性の高いいわゆる POPS の人間や生

態系への影響、③社会経済状況の激変により生ずる労働生活と健康上の課題に関する研究、例えば不安定な非正

規雇用条件によるメンタルヘルスや、長時間過重労働等の循環器疾患への影響や、肥満やメタボリック・シンドロー

ム発症との関係に関する研究、④労働環境では、毎年数千にのぼる新規化学物質暴露による影響と職場での対策

に関する研究、⑤近年比率が高まっている高齢労働者の労働能力維持や女性の職場進出に伴う問題、⑥発展途上

国においては、衛生環境の不備による感染症の蔓延、⑦依然として解決されない貧困と児童労働の問題や乏しい

社会インフラによる高濃度暴露汚染による中毒など、多種多様な環境と健康に関する課題に対して種々の研究が

行われています。

　

１－３）今後の研究の方向性

①…新しい優れた研究デザインによる疫学研究の推進

　過去 1 世紀半、我が国も欧米先進国にあっても人々の健康と環境に関する研究は課題への後追い的な対応に追

われてきました。今後は真に有効な予防対策を立てるために斬新な前向き（Prospective）研究や鋭敏なモニタリ

ング調査によって、環境と健康影響との関係を早期に明らかにし健康被害に対して迅速に対応すること、重篤な

健康障害の発生を未然に防止するための予測や予防に関する研究を進めることが極めて重要です。さらに、疾病
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と環境リスクの因果関係を究明するためには介入研究が必要であり、最近は世界で影響力のある医学および環境

保健分野のジャーナルではほとんどが大規模前向き研究か介入研究のどちらかです。

②ハイリスク・グループを対象にした調査研究の重要性

　小児のアレルギーや ADHD など行動障害が急増しており環境因子との関連が示唆されているが、十分な研究は

行われていません。北海道大学では世界に先駆けて胎児期から立ち上げの大規模出生コーホートを立ち上げ研究

が進んでいるが、今後も追跡を継続し免疫や神経系への影響を検討することが必須です。環境保健分野では、特

に脳血液関門が脆弱で代謝機能も弱い胎児期から小児期、あるいは臓器の諸機能が低下する高齢者は環境因子に

よる健康障害出現のハイリスク集団と考えられています。そのほか遺伝的に感受性が高いグループに対するリス

ク評価も重要です。子どもは成長を追ってより長期間の縦断的な観察が必須で、たとえば近年世界的に重要視さ

れてきている Developmental…origin…of…Health…and…Disease…(DOHaD) は、胎児期の母体栄養環境が、その子どもの

成人期以降の疾患感受性を決定する重要な原因になるという概念で、心血管疾患の重要な risk…enhancer である肥

満やメタボリック・シンドロームの大きな要因の一つとも考えられることに起因した考え方です。

③今後、期待される多面的で総合的な研究

　１．環境要因により引き起こされる疾病や健康障害概念の科学的な整理と自然環境と社会環境の両面を視野に

　　入れた総合的な環境アセスメント

　２．環境化学物質に対する規制ガイドラインの妥当性の疫学的な検証。未だガイドラインのない物質や、より

　　代替物質の使用が増加することが懸念される化学物質について実態調査や、人への影響調査など総合的な環

　　境リスクアセスメント

　３．環境汚染物質の人体に対する曝露濃度レベルと影響に関する正確な情報を収集しリスク評価に資する必要

　　があります。

　４．新しい鋭敏な毒性や健康障害の影響評価法の開発

　５．疫学研究から特定されるヒトに対する影響と動物実験から得られた知見の統合的解釈、評価が必要です。

　　それにより毒性やストレスメカニズム等を踏まえた普遍的な予防対策を樹立することが可能になります。

　６．複合汚染を念頭に置いたリスクアセスメント研究の推進を図ります。

　７．生物学的要因や心理社会的要因などを含む多角的な原因の追究と予防対策。

④社会や文化を包含するアプローチの重要性

　日本をはじめ世界の先進諸国で子どもの体力低下が社会問題となっています。

　一つの原因としては、飽食と非活動的なライフスタイルによって肥満化が進行していることが挙げられます。

一方、都市化や肥満の問題と同時平行して「自然との関わりの低下」が子どもの生きる力を低下させ、体力低下

に繋がっているのではないかと言われています。子どもの本来の体力・フィットネスの原点として、産業革命以

前の農耕・漁労社会、さらには農耕革命以前の狩猟採集社会の子どもの日常生活の中に一つの答えがある可能性

も示唆されています。そこで子どもの体力、身体活動の基本である「遊び」と、生存の基本であり社会や文化を

も包含する「食」の２つの視座から子どもの体力と健康について伝統社会の「遊び」と「食」から考える人類学

的アプローチの重要性が言われています。

　一方、我が国では、1970 年代後半から 20 〜 30 代の妊娠期女性における痩身傾向は持続し、BMI 値 18.5 未満の
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痩身女性の比率は 20% にもおよび、OECD 加盟国の中でも 1 〜 2 位を争うほど高率であります。母体栄養環境の

改善を図り、出産状況を分析し、経過を長年月に亘って検証することは、健全な人間の再生産と生活習慣病予防は、

我が国が引き続き活力ある健全な国家として持続（Sustainability）するための基本的な課題です。

⑤地球温暖化の健康影響を解明する組織的な取り組み

　地球温暖化の生物生態系への影響は甚大です。しかし、人への影響は気候変化が長期的でかつ多くの不確実性

を抱えていることから国民にはわかりづらい面があります。日本では熱中症など断片的に健康との関係が取り扱

われることが多かったです。今後、人間の健康や安全への影響、社会的インパクトの大きさ、我々の努力の方向

性も含めての科学的な評価の推進と組織的な取り組みを急ぐ必要があります。

⑥新たな環境モニタリング法や生物学的モニタリング手法の開発と人間生態系汚染モニタリング

　地球上で急速に増え続ける合成化学物質に対し、毒性評価が手がけられたものはごく一部です。国家間の共通

認識に基づく化学物質規制も限られており、環境に排出された化学物質による健康危機に対しては依然として無

防備なままです。そこで、生態系を含めた環境モニタリングの推進により増え続ける化学物質による汚染や人へ

の影響を可能な限り早期に察知、健康危機を回避するのが必須です。このため生態系を含めた汚染モニタリング

と人への影響評価を継続的に行う必要があります。

⑦リスクに対応するレギュラトリーサイエンスの推進

　リスクの概念は自然環境分野にとどまらず、食の安全、医療の安全管理、SARS や新型インフルエンザ等の感

染症対策、巨大災害管理等の様々な分野にまで広がっており、リスクに対する恐れからくる過剰な反応、それに

伴うゼロリスクの追求、あるいは逆に情報不足や無知からくるリスクの過小評価や無関心といった問題も存在し

ます。そこで、リスクに対応するレギュラトリーサイエンスの推進と「リスク管理（レギュラトリーサイエンス）」

を支える疫学の発展やハザード ( 危害因子 ) 検出技術の開発が必要です。また、リスク評価のためのデータ作出や

評価解析手法の開発、さらに、リスク管理措置の選定のための費用・効果分析、措置の効果のモニタリングを支

える研究が必要です。このようなリスク管理研究あるいはガイドラインの作成を、文理融合型で学際的に進めて

いく環境を整え、行政、企業の担当者を含めた人材養成が重要な課題となっています。

⑧市民参加型研究、行動科学など、新たな実践研究方略の開発推進

　健康と環境は、人々のもっとも身近な問題や課題を取り扱う学問です。それゆえ、科学的な知見を迅速に国民

に還元することが必須です。それによって、環境リスクや食の安全など健康危機の回避が可能になります。また

人間生活を営む主体、当事者の視点が、研究課題の焦点化、研究成果の予測、研究の実施、評価の一連のプロセ

スに活かされ、研究成果を国民が実感でき、社会に利用できる社会資源やシステムとして還元・浸透していくこ

とが重要です。そのために、市民参加型研究、行動科学など、新たな実践研究方略の開発推進が望まれます。

⑨環境倫理やリスクコミュニケーション教育研究の推進

　我が国ではメデイアに環境に関する専門家が少ないため報道が科学的根拠に基づかず、取り扱いは一面的、感

情的になりがちなこともあります。このような背景の中で我が国では環境の人体に対する影響とリスク、健康障

害を引き起こす可能性について科学的で正確な情報をわかりやすく市民に提供する必要があります。行政や研究
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者やメディアはリスクコミュニケーションについて配慮しながら積極的に国民に情報を提供することにより、国

民の環境への認識が高まることが期待されます。今後は特に人々の健康（Public…Health）と環境倫理に関する研

究やリスクコミュニケーションについて連携した研究の推進と、当事者国民が科学的に問題認識する力をエンパ

ワーするような、リスク・コミュニケーション・システムの構築が重要です。

　また研究の成果について、国民の理解を得、国民が科学を力とするためには、小学校、中学校、あるいは、高

等学校など学校教育の早期から系統だった「働く職場での環境衛生」「環境リスク」「食の安全」等に関する教育

や学習が重要であると考えられます。そのための教材開発なども重要な課題として取り上げるべきです。

１－４）専門人材養成は喫緊の課題

　今後、上記の環境と健康の問題に対してより積極的に取り組み、ＥＵなどで行われている予防的なアプローチ、

全ての化学物質のリスクの最小化などの原則に則り、リスク評価、リスクマネジメント、リスクコミュニケーショ

ンの総合的な角度から環境と人々の健康の課題を研究する専門家・人材の養成を行っていくことが喫緊の重要な

課題であり、我が国では、日本学術会議から出される「日本の展望」でもそれらの方向性が打ち出されています。

特に、関連の研究分野にかかわる研究科（院）を多数有し、「持続可能な開発（Sustainability）」について戦略的

に研究教育を行っている北海道大学においてこそ、リーダーシップを発揮できるとも言えます。

２）北海道大学における「環境と健康」研究の現状

　現在、本学では、医学研究科、教育学研究院、保健科学研究院の研究者が中心となり、あるいは旭川医科大学、

札幌医科大学などとも連携して環境と健康に関する大規模で組織的な研究が行われています。カバーしている研

究領域は幅広い。環境リスク評価研究では世界的にみてもトップレベルの研究が多く、大型の研究費も導入され

ていたが、必ずしも学内ではよく知られていません。以下に本学で実施されている研究の現状を示します。

２－１）環境化学物質の次世代影響評価に関する前向きコーホート研究

　胎児期環境化学物質暴露に焦点をあて出生前から追跡した研究は世界的にもほとんどありませんでした。そこ

で、医学研究科では 2001 年から文部科学省および厚生労働科学研究により「環境と子どもの健康に関する北海道

研究」を立ち上げ、胎児期の母の血液、分娩時の臍帯血などを長期保存し、先天異常、出生時体格、神経発達、

アレルギー疾患など種々のアウトカムを追跡調査しています。全道で 2 万人規模および 500 人の規模、二つの前

向きコーホート研究です。その特徴は①低濃度の環境要因の影響解明に焦点を当て、②母体血および臍帯血を前

向きに採取保存し、器官形成期など胎児期の環境要因について曝露測定値に基づき、③先天異常、出生時体格、

ADHD など発達行動障害を含む神経発達、甲状腺機能、アレルギー・免疫機能など種々のアウトカムを対象に、

④ PCB ダイオキシン類、有機フッ素系難燃剤 PFOS/PFOA、農薬、ビスフェノール A など種々の化学物質のリ

スク評価を行い、更に⑤個人の感受性素因に着目し、化学物質代謝酵素・Ah レセプター・神経伝達物質受容体等

の遺伝子多型も考慮したハイリスク群の発見と予防対策の検討を行っています。ダイオキシン類や難燃剤 PFOS/

PFOA の出生体重、生後神経行動発達、免疫（感染症や IgE）への影響が、特に男児でのみ有意であった等、数

多くの新しい知見が得られています。この「北海道研究」がモデルになり平成 22 年度から全国 10 万人規模で「環

境省 Eco-Child…研究」がスタートすることになりました。
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２－２）母体の栄養環境と子の出生体重に関する研究

　母体の栄養環境、低栄養状態（食物供給が僅少な under-nutrition と不適切なエネルギー摂取という意味の

malnutrition）を意味し、その表現は、妊娠期女性の痩身である。この痩身女性から生まれる子どもには、低出生

体重児（Low…Birth…Weight<2,500g）や IUGR(Intrauterine…Growth…Retardation) のリスクが高まることが確認さ

れ、同時に、LBW 児は、将来の生活習慣病罹患リスクが高まることが報告されています。教育学研究院では、1,000

名の 2 世代に亘る母子健康手帳の調査研究から、母親の妊娠前 BMI は子どもの出生体重を決定する重要な因子で

あることを明らかにしました。さらに、母親の出生体重は、父親の出生体重および妊娠週数を補正したのちも、

子の出生体重の重要な規定因子でした。母の出生体重は、子の出生体重を規定し、この世代間効果(Intergenerational…

effect）は人間の再生産と疾病罹患について深刻な“悪性サイクル”の存在が示唆されました。

２－３）安全保障・健康と地球環境に関する人類生態学研究

　保健科学研究院では、アジア（インドネシア）と太平洋（ソロモン諸島）の地域社会において、環境化学物質（環

境ホルモン、農薬、食品添加物）に着目し、環境が子どもへおよぼす健康影響を「生物学的側面」と「社会経済的側面」

から複眼的に把握する研究に取り組んでいます。

　具体的には、フィールドで生体試料を収集し、化学分析および生化学的分析によって各種の化学物質への曝

露と生体反応とを測定し、同時に身体計測、食事調査によって子どもの成長、栄養状態を評価します。さらに、

GPS やスポットチェック法による行動観察、加速度計を用いた身体活動評価を行っています。

２－４）子どもの安全・健康と環境に関する国際保健学研究

　保健科学研究院では 1990 年代初頭より、アジア、太平洋、アフリカの 10 ヶ国において地域社会のミクロな生

活環境における徹底的なフィールドワーク（エコロジカルアプローチ）によって、地域住民、とくに環境ストレ

スに対して最も脆弱な存在である子どもの体格・成長、栄養と身体活動についての基礎データを収集しています。

　これらの詳細で厚みのあるライフスタイルに関するデータを用いて、「気候変動（旱魃）」「栄養（肥満と低栄養）」

「感染症（マラリア）」「社会不安（民族紛争と QOL）」「フィットネス（体力低下）」などといった、広義の「環境

と健康」に関するテーマに取り組んでいます。

２－５）地域産業構造、生活形態の違いによる水質汚染の特徴の評価に関する環境保健学的研究

　世界保健機関によると、発展途上国においては、14 歳以下の病気の 22％、死亡の 25％が安全な水を利用できな

いことが原因であるとされています。また、先進国においても産業排水や生活排水による水質汚染が地域住民の

健康に与える影響が懸念されています。安全な水の確保は、地域住民とりわけ子供たちの疾病の予防、健康の増

進に不可欠であり、２１世紀における環境保健の最も重点な研究課題の一つです。現在、保健科学研究院を中心

にして、北海道およびアジアの河川の水質汚濁の調査を継続的に実施し、地域産業構造、生活形態および自然環

境の違いによる水質汚染の特徴を抽出し、生態系や人への影響評価を行っています。

２－６）室内空気質の健康影響（シックハウス症候群）に関する研究

　医学研究科では国内で唯一の長期的で大規模なシックハウス症候群に関する厚生労働省班研究が実施されてい

ます。平成 15 年から原因解明と室内環境改善の具体的対応策をたてることを目的に、全国共通プロトコールを用

いて北海道、福島、名古屋、大阪、岡山、九州の 6 地域で 6000 軒の全国規模の疫学研究が行われました。この結
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果、有訴者の住宅ではホルムアルデヒド平均濃度が厚生労働省の室内濃度指針値より低い 70 μ g/m3 であり、指

針値が示されていない多くの物質もシックハウス症候群の有訴との関連を示すことなどが報告されました。特に、

世界的にも評価が十分でなかった可塑剤・難燃剤のフタル酸エステル類、リン酸トリエステル類の室内濃度も測

定し、さらに微生物由来とされる Microbial…VOC 類についても捕集方法と分析を確立し室内濃度を実測調査する

など、さまざまな環境中暴露要因との関連が明らかになりました。研究結果から住宅の気密性の高い本道では本

州に比べて室内化学物質濃度が高いなどの地域差や、大人よりも子どもがハイリスクであることなどが明らかに

なりました。そこで、平成 20 年度からは全国 5 地域の 21 公立小学校に通う全児童、約 1 万名を対象に調査を開

始しました。現在、症例対照研究の形で子どものシックハウス症候群とアレルギーの予防対策を提案するための

疫学研究を継続しています。なお、これまでの知見は、「シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル」と

して全国の保健所、医療機関に配付されました。

２－７）職業ストレスと働く人の健康に関する前向きコーホート研究と介入研究

　医学研究科では３つの自治体と１運輸会社の協力を得て計１万人を対象に前向きコ－ホート研究を行っていま

す。動脈の脈波測定（PWV）、高感度 CRP、ヘリコバクター・ピロリ感染、職業ストレス（要求度―コントロー

ルモデル、努力―報酬不均衡モデル）、不眠（アテネ不眠調査票）などを測定し、特に職域における生活習慣病、

メタボリック・シンドロームや動脈硬化性疾患と職業ストレスの関連、VDT…作業と睡眠時間、職種とストレスの

関連について研究を行っています。

　さらに、保健科学研究院では、幾つかの職場において介入研究を実施し、ストレスマネジメントシステム導入

が労働者の行動変容に有意にプラスの影響を与えることを示す新しいデータを出し始めています。

２－８）高齢者の健康のための社会的サポートネットワーク研究と介護予防システムに関する研究

　医学研究科では、高齢者の社会的なネットワークの意義に関する研究を我が国でも最も早い時期から取り上げ

て研究してきました。札幌・夕張・鷹栖の三地域で社会的サポートとネットワークが十分でない人が早期に死亡

し、ADL 低下・認知機能低下、抑うつなどを起こしやすいこと、医療費や健診受信行動にも関係していることな

どを明らかにしました。さらに、北欧デンマークとスウェーデン・フィンランドとの連携研究で「予防的家庭訪問」

に関する研究を行っています。特に新しく作業療法的視点を取り込んだ無作為化比較対照試験を保健科学研究院

と共同で行っています。本別町と鷹栖町、日高町、新日高町などの地域をベースに先駆的な取り組みが進められ

ています。

２－９）そのほか

　本趣意書では、主として医学研究科、保健科学研究院、教育学研究院で行われている自然・社会環境と人々の

健康に関する研究を取り上げて記述しました。しかし、持続できる発展（Sustainability）…を大学の研究戦略とし

て掲げる本学では、3 部局に留まらず、多くの研究科で多様な「環境と健康」研究が行われています。それらの諸

研究者や教育担当者の輪を広げ、一層高度な研究開発や大学院教育の連携をはかることは今後、重要な課題とい

えます。
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（２）設置の趣旨と必要性

１）環境省研究プロジェクトとセンター設置の必要性

　今般、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）」（以下，「エコチル調査」という。）に協力して本学は北海道地域で研究を進めることになり

ました。環境省プロジェクトは前述のように医学研究科が過去 10 年実施してきた「北海道スタデイ」がモデルで

あり、日本全体で 10 万人の子どもを 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る。中心仮説は環境化学物質の影響を調べるものです。同時にそれぞれの地域センター単

位で外部資金を獲得し独自の研究を行うことも奨励されています。

　環境省研究プロジェクトの特徴は、それぞれの地域特性を生かしながらポピュレーション・ベースでできるだ

け高いカバー率を目指して対象者をリクルートすることになります。北海道の面積は広く、日本全体の 2 割を占

めていることから、人口 190 万人の札幌と、人口 36 万人の中核都市・旭川、オホーツク海に面し、農業、林業、

漁業地域を周辺にもつ北見市周辺 1 市 4 町合計 16 万人の 3 つのエリアにおいて実施します。

　北海道地域の環境暴露の特徴は、PCB ダイオキシン類濃度はオランダより低く台湾より高いが、POPS の暴露

濃度は我が国の中では比較的低いと予想されます。しかし、北海道では農業生産量は全体で我が国の 200％を占め、

特に作物の種類が多様であるため農薬暴露人口が多いです。また、最も寒冷地にあるため、住宅の気密性・断熱

性は極めて高く、全国的なシックハウス症候群の疫学調査による室内空気汚染状況では北海道は揮発性有機化合

物 VOC、ホルムアルデヒド類や難燃剤・フタル酸エステル類などは本州および九州地域に比較して有意に濃度が

高く子どもや妊婦は室内環境の影響を受けやすいことから、北海道が環境曝露としても特徴的な地域であること、

寒冷地であること、自然が豊かであることから、北海道として長期的な研究に取り組み、子どもの健康や安全の

課題に取り組む意義が大きいと考えられます。

　そこで、北海道大学大学院医学研究科を中心とし、札幌医科大学、旭川医科大学および北海道日赤看護大学の

公衆衛生学、産科、小児科、腎泌尿器科、健康科学講座、北海道大学大学院教育学研究院、北海道大学大学院保

健科学研究院など、関連する諸分野間の連携、協力体制を構築し、北海道センターとして申請することとなりま

した。特に、今回、思春期まで追跡する長期的な研究体制を整えるために、教育学研究院、保健科学研究院が加

わることになりました。

　環境省の委託調査として北海道大学内に環境省エコチル調査北海道ユニットセンターが作られることになるが、

一方、国は今後、16 年間の長期間にわたり安定的な研究を継続する人的、組織的な基盤の形成を各大学に求めて

います。そこで、より広い環境研究と専門教育訓練の基盤となる環境健康科学・教育研究推進センター（仮称）

を本学に設置することを提案します。環境省エコチル調査」プロジェクトに係る委託事業は、本センター内に設

置する「プロジェクト研究推進部門」の中に含まれ、今後増える大規模なプロジェクト研究の一つとして、長期

的に安定して研究事業が実施できるようにはかります。これにより、今後、環境と健康に関する他の多くの新規

疫学研究プロジェクトの開発や発展にも寄与することができるだろうと考えます。

２）本センターを設置する意義

１－１）「持続可能な開発（Sustainability）」との関係

　「持続可能な開発（Sustainability）」に関わる研究と教育の重要な一翼を担う

　北海道大学では 2005 年から、「持続可能な開発（Sustainability）」に関わる研究と教育の高度化を図り、成果

を国際社会に貢献するため、「持続可能な開発」国際戦略本部を設置し、特に次の 5 つの代表的な学問領域につ
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いて持続可能な社会の実現に向けた研究・教育に取り組んできました。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感染症対策です。本センター設立により、「持続可能な開発

（Sustainability）」の研究と教育に、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

番目に「環境と健康」が加わることになります。環境省「エコチル調査」プロジェクトのみならず、既に本学が

文部科学省や厚生労働省など他省庁の大型研究費を得て主体的に実施している他の大型プロジェクトや、今後の

新規申請課題を含めて、「持続可能な開発（Sustainability）」の一翼を担う重要な研究教育領域になると考えられ

ます。

１－２）学内共同教育研究施設としての意義

　環境と健康に関する諸課題解明と対策樹立には、一研究科（院）の研究枠組みにとどまらず、専門家がそれぞ

れのバックグラウンドを生かしながら、学際的に研究協力を行うのが望ましいと考えられます。

　学内共同教育研究施設として本センターを設置することにより、全学の関係者に対しては、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

ができます。本学には医学研究科のほか、保健科学研究院、歯学研究科、薬学研究院、獣医学研究科の保健医療

系大学院が同じキャンパスの至近距離にある極めて有利な条件を有しながら、部局の壁は高く、研究協力につい

ては幾つかの分野間で行われているが、これまで大学院教育での協力は少なくありませんでした。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との間で初めて協力体制が組まれることになり

ます。また、今般、環境省「エコチル調査」プロジェクトが思春期までの行動発達や身体発達に対する環境要因

を検討するプロジェクトであるために教育学研究院の教員も加わることとしています。

　本センターが設置され、さらに将来、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、倫理や社会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

できます。環境と健康は、「観光学」など新しい学問分野でも将来、密接に研究や教育の関連が生まれる可能性の

ある領域です。全学的な「環境と健康」に関する研究開発と教育展開が進めば、本センターの活動は国内外の「環

境と健康」領域のリーダーとしての役割を一層果たすことができるでしょう。

（３）組織の概要

１）設置の目的と形態

１－１）我が国では激変する自然社会環境の中、人々の健康と安寧を第一に追及する方向でのパラダイム・シフ

ト（価値観の転換）がなされつつあります。その中で、環境と健康に関する研究を全学的に、および北海道内、

全国の関係機関と連携して展開し、研究に関する学内外との連携を進め、大規模で先端的な研究をなしうる体制

を整備します。

１－２）平成 22 年度から開始される環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」に係る委

託事業など、環境と健康に関する大型のプロジェクト研究を推進します。

１－３）多様なバックグラウンドの学問分野を持ちながら、環境と健康の課題を深く学び、広い視野で 21 世紀の

グローバルな世界で働くことができる人材育成に貢献します。本センターは、研究科（院）と連携した教育活動

を行い、実践的な訓練を行うことで大学の役割を一層確実なものとすることになります。
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１－４）本センターの設立により、さらなる国際的な取り組みと世界へ向けた研究・教育成果の発信や、それを

可能にするより豊かな学内外の共同研究教育体制を確立します。

　以上を目的として、環境健康科学・教育研究推進センター」（以下「センター」という）を置きます。

２）センターの概要

２－１）新センターは、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北海道大学

環境健康科学・教育研究推進センター ( 仮称 ) として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 つの部門を備えます。

２－２）①プロジェクト研究推進部門は、環境省「エコチル調査」に係る委託事業を行うとともに，省庁や民間

資金を得て行う「環境と健康」に関わる研究プロジェクトが今後、増加するであろうことを念頭におき、プロジェ

クト研究および新しい研究開発の高度化推進をはかるものである。関連の既設研究科 ( 院 ) と連携をとりながら、

それぞれの個別プロジェクト研究の着実な実施と運営ができるようにする。②研究支援部門は、それぞれの研究

に合わせて実務的および対外的な研究活動支援を行う部門です。個人情報を含む研究データの安全管理、データ

マネジメント、リスク管理など、実質的な研究のサポートに専門的な人材を育成します。さらに、③国際連携部

門は研究成果の国内外への発信、学内外の研究拠点との連携の強化もはかります。

２－３）加えて、本センターには「環境と健康」に関わる④連携教育推進部門をおきます。本学では、複雑で多

様な環境問題に対して課題解明に強い意欲を持つ人材、幅広い学問的視野で課題を深く掘り下げる専門的人材を

育成することを大学の目標としているからです。本学および連携して事業を進める各大学の研究科（院）の教育

プログラムや大学院共通授業科目と連携し、高度の研究能力開発や最新の教育訓練システムに何が必要かを吟味

しながら、大学や各研究科と協力して整えます。たとえば、環境省「エコチル調査」プロジェクトに関しては、

事業に参加するスタッフの専門的な訓練、あるいは大学院生に対しては疫学研究実践（PRACTICUM) 等を通じて、

高度の研究実施能力を培うように配慮します。これにより、環境省「エコチル調査」プロジェクトが国の事業と

して 16 年余の極めて長期間継続して実施するため、同プロジェクトに係る委託事業の公募にあたり、確実に長期

間安定して担うための組織と体制を構築するように求めていることにも同時に対応することができるでしょう。

３）組織

①センターに、センター長、センターが獲得する外部資金による特任教員、兼務教員その他必要な職員を置く。

②センター長は、総長が指名する本学専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。なお、

　センター長の任期は１期２年とし、再任を妨げない。

③センターを兼務する教員は、本センターの目的と密接な関連を持つ教育研究領域を専門とする本学の専任の教

　員とする。

④センターの運営に関する重要事項を審議するため、「運営委員会」を置く。

　1)…運営委員会は、センターの組織に関する事項、研究計画に関する事項、事業計画に関する事項、センター長

　　の選考に関する事項、教員の人事に関する事項、予算に関する事項、その他運営に関する重要事項を審議する。

　2)…運営委員会は、センター長及び以下に掲げる者をもって組織する。
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　　ⅰ )…センターの教員

　　ⅱ )…センター長が指名するセンターの兼務教員　若干名

　　ⅲ )…前 2 号以外の本学の専任の教員　若干名

　3)…2) のⅱ ) からⅲ ) の委員は、総長が委嘱する。

　4)…2) のⅱ ) からⅲ ) の委員の任期は、２年とする。

⑤センターの事務は、医学系事務部が担当する。

４）主たる業務

①プロジェクト研究推進部門では、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）」に係る委託

　事業を実施します。

②新プロジェクト研究開発に向けた活動

　主に学内の研究者・大学院生を対象に、新しい環境と健康領域の研究テーマの実施と外部資金獲得に必要な知

　識及び技術の供与を行います。　　　
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毎日新聞掲載記事（2011.2.25 掲載）
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Medical Tribune 掲載記事（2011.1.12 掲載）
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Medical Tribune 掲載記事（2012.2.23 掲載）
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環境健康科学研究教育センター規程

平成 22 年 4 月 1 日

海大達第 150 号

( 趣旨 )

第 1 条　この規程は，国立大学法人北海道大学組織規則 ( 平成 16 年海大達第 31 号 ) 第 36 条第 4 項の規定に基づき，

北海道大学環境健康科学研究教育センター ( 以下「センター」という。) の組織及び運営について定めるものとする。

( 目的 )

第 2 条　センターは，北海道大学 ( 以下「本学」という。) の共同教育研究施設として，環境健康科学に関する大

規模事業を実施するとともに，環境健康科学に関する基礎研究及び応用研究，当該研究の成果の国内外への発信，

国内外の研究拠点との連携強化の促進，並びに多様化する環境問題に取り組む広い視野を備えた人材の育成を行

い，もって環境健康科学に関する研究領域を確立し，及び発展させることを目的とする。

( 部門 )

第 3 条　センターに，次に掲げる部門を置く。

(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

( 職員 )

第 4 条　センターに，センター長その他必要な職員を置く。

( センター長 )

第 5 条　センター長は，本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。

2　センター長は，センターの業務を掌理する。

3　センター長の任期は，2 年とする。

4　センター長は，再任されることができる。

5　センター長は，第 8 条に規定する運営委員会の議を経て，総長が選考する。

( 副センター長 )

第 6 条　センターに，副センター長 2 名以内を置くことができる。

2　副センター長は，センターの専任の教授又は次条に規定するセンターの業務を兼務する教授をもって充てる。

3　副センター長は，センター長の職務を助け，センター長に事故があるときは，その職務を代理する。

4　副センター長の任期は，2 年とする。ただし，その任期の末日は，センター長の任期の末日以前とする。

5　副センター長は，再任されることができる。
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6　副センター長は，センター長の推薦に基づき，総長が任命する。

( 兼務教員 )

第 7 条　センターに，センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の専任教員のうち

から，センターの業務を兼務する者 ( 以下この条において「兼務教員」という。) を置く。

2　兼務教員の兼務は，次条に規定する運営委員会の議を経て，総長が命ずる。

3　兼務教員の兼務の期間は，2 年とする。

( 運営委員会 )

第 8 条　センターに，センターに関する重要事項を審議するため，運営委員会を置く。

2　運営委員会の組織及び運営については，別に定める。

( 雑則 )

第 9 条　この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は，運営委員会の議を経て，センター

長が定める。

附　則

この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
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環境健康科学研究教育センター運営委員会規程

平成 22 年 4 月 1 日

海大達第 151 号

( 趣旨 )

第 1 条　この規程は，北海道大学環境健康科学研究教育センター規程 ( 平成 22 年海大達第 150 号。第 3 条第 1 項

において「センター規程」という。) 第 8 条第 2 項の規定に基づき，北海道大学環境健康科学研究教育センター運

営委員会 ( 以下「委員会」という。) の組織及び運営について定めるものとする。

( 審議事項 )

第 2 条　委員会は，北海道大学環境健康科学研究教育センター ( 次条第 1 項において「センター」という。) の教

員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。

( 組織 )

第 3 条　委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。

(1)　センター長

(2)　副センター長

(3)　医学研究科長

(4)　教育学研究院長

(5)　保健科学研究院長

(6)　医学研究科の教授又は准教授のうちから　1 名

(7)　教育学研究院の教授又は准教授のうちから　1 名

(8)　保健科学研究院の教授又は准教授のうちから　1 名

(9)　センター規程第 7 条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授のうちから　若干名

(10)　その他総長が必要と認めた者

2　前項第 6 号から第 10 号までの委員は，総長が委嘱する。ただし，同項第 6 号から第 8 号までの委員の委嘱は

当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとし，同項第 9 号の委員の委嘱はセンター長の推薦に基づくものとす

る。

( 任期 )

第 4 条　前条第 1 項第 6 号から第 10 号までの委員の任期は，2 年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者

の残任期間とする。

2　前項の委員は，再任されることができる。

( 委員長 )

第 5 条　委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。

2　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

3　委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。
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( 議事 )

第 6 条　委員会は，委員の 3 分の 2 以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2　委員会の議事は，別に定める事項を除き，出席委員の過半数をもって決するものとする。

( 委員以外の者の出席 )

第 7 条　委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。

( 専門委員会 )

第 8 条　委員会に，専門的事項を審議するため，必要に応じて専門委員会を置くことができる。

( 庶務 )

第 9 条　委員会の庶務は，医学系事務部において処理する。

( 雑則 )

第 10 条　この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。

附　則

この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
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環境健康科学研究教育センター企画運営会議内規

平成 22 年６月１日

運営委員会決定

（設置）

第１条　北海道大学環境健康科学研究教育センター（以下「センター」という｡）の運営に関する重要事項につい

て事前に意見を聴取し，またはセンター各部門との連絡調整を行うため，企画運営会議を置く。

（組織）

第２条　企画運営会議は，次に掲げる者をもって組織する。

　(1)　センター長

　(2)　副センター長

　(3)　センター各部門及び副部門長

　(4)…………その他センター長が必要と認めた者

２　前項第３号及び第４号に掲げる委員は，センター長が委嘱する。

３……第１項第３号及び第４号の委員の任期は，2 年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

４……前項の委員は，再任されることができる。

…（議長）

第３条　企画運営会議に議長を置き，センター長をもって充てる。

２……議長は，企画運営会議を主宰する。

（雑則）

第４条　この内規に定めるもののほか，企画運営会議の運営に必要な事項は，企画運営会議が別に定める。……

附　則…　この内規は，平成 22 年６月１日から施行する。



131

　

環境健康科学研究教育センター倫理委員会内規

平成…22 年…10 月…18 日

制………………………………定

（設置）

第１条　北海道大学環境健康科学研究教育センター（…以下「センター」と…いう。）等において行われる人体及び

人体より採取した試料等を用いて行う研究（以下「人体及びヒト試料研究」という。）において，倫理問題に係わ

る事項について調査・審議することを目的として，センターに倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（任務）

第２条　委員会は，センター等で行われる人体及びヒト試料研究の実施責任者（以下「実施責任者」という。）か

ら申請された研究計画について，倫理のあり方についての必要事項について，倫理的及び社会的観点から調査・

検討し審議することを任務とする。

（組織）

第３条　委員会は，次に掲げる者をもって組織する。

　(1)　副センター長

　(2)　センター長の推薦するセンター専任又は兼任の教授，准教授又は助教…５名以上

　(3)　センター以外の自然科学の有識者…若干名

　(4)　人文・社会科学（倫理・法律を含む。）の有識者…若干名

　(5)　一般の立場を代表する外部の者…若干名

　(6)　その他センター長が必要と認めた者

２　委員会は，男女両性の委員で構成されなければならない。

（任期）

第４条　前条第１項第２号から第６号までの委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者

の残任期間とする。

２　前項の委員は，再任されることができる。

（委員長）

第５条　委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。

２　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

３　委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

（議事）

第６条　委員会は，委員の３分の２以上が出席し，かつ第３条第１項第４号又は第５号に掲げる委員の出席がな

ければ議事を開くことができない。

２　審査対象となる研究計画に関係のある委員は，当該研究計画の審査及び議決に加わることができない。
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３　委員会が必要と認めたときは，実施責任者の出席を求め，研究計画の内容等について説明又は意見を聴くこ

とができる。

４　委員会の議事は，出席委員の３分の２以上の多数をもって決する。

（委員以外の者の出席）

第７条　委員会が必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。

（専門委員会）

第８条　委員会に，専門的事項を審議するため，専門委員会を置くことができる。

２　専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。

（特別委員会）

第９条　委員会に，特定の事項についての予備的な調査・検討を行うため又は申請された研究計画について，専

門的な立場から調査・検討を行うため特別委員会を置くことができる。

２　特別委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。

（迅速審査）

第…10…条　委員長は，次の各号のいずれかに該当する事項に関する審査については，あらかじめ委員長が指名する

委員に迅速審査を行わせることができる。

　(1)　研究計画の軽微な変更

　(2)　既に委員会において承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画

　(3)　共同研究であって，既に本センター以外の主たる研究機関において倫理委員会の承認を受けた研究計画

２　委員長は，迅速審査の結果については，全ての委員に報告するものとする。

３　前項の報告を受けた委員は，委員長に対し，改めて委員会の審査を求めることができる。この場合において，

委員長は，相当な理由があると認めるときは，速やかに委員会を開催し，当該事項について審議しなければなら

ない。

（庶務）

第…11…条　委員会の庶務は，医学系事務部において処理する。

（雑則）

第…12…条　この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。

附…則

この内規は，平成…22 年 10 月 18 日から施行し，平成…22…年 10 月 18 日から適用する。
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環境健康科学研究教育センター倫理委員会細則

平成…22…年 10…月 18…日

制…　　　　定

（趣旨）

第１条　この細則は，北海道大学環境健康科学研究教育センター倫理委員会内規（以下「内規」という。）第…12…

条の規定に基づき，北海道大学環境健康科学研究教育センター倫理委員会（…以下「…倫理委員会」という。）の運

営に関し必要な事項を定めるものとする。

（審議）

第２条　倫理委員会は，研究計画倫理審査申請書等に基づき，人体及びヒト試料研究の実施の適否について，「ヘ

ルシンキ宣言」並びに「臨床研究に関する倫理指針（平成…20…年厚生労働省告示第…415…号）」，「ヒトゲノム・遺伝

子解析研究に関する倫理指針（平成…16 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第…1…号）」，「疫学研究に関す

る倫理指針（平成…19…年文部科学省・厚生労働省告示第…1…号）」，「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針」（平

成…21…年文部科学省告示第…156 号）」及び「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」（平成…22…年文部科学省告示第…87 号）

の趣旨に添い審議するものとする。

（審査専門委員会）

第３条　倫理委員会に審査を迅速に処理するために，次の審査専門委員会を置き，倫理委員会委員長から付託さ

れた事項について審査を行う。

　(1)…　臨床・疫学研究審査専門委員会

　(2)…　遺伝子解析審査専門委員会

２…　臨床・疫学研究審査専門委員会は，次項に掲げる事項以外の審査を行うものとする。

３…　遺伝子解析審査専門委員会は，ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する事項の審査を行うものとする。

４…　審査専門委員会の委員長は，審査終了後速やかにその結果について，倫理委員会委員長に報告するものとす

る。

（審査専門委員会の構成等）

第４条　審査専門委員会は，倫理委員会委員及び北海道大学環境健康科学研究教育センター（以下「本センター」

という。）の専任又は兼任の教授，准教授又は助教のうちから倫理委員会委員長が指名する６名以上の委員をもっ

て構成する。

２　倫理委員会が必要と認めた場合は，本センター以外の者を審査専門委員会委員に加えることができる。

３　審査専門委員会委員の任期は２年とし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

４　審査専門委員会に委員長を置き，倫理委員会委員長が指名する委員をもって充てる。

５　審査専門委員会委員長は，審査専門委員会を招集し，その議長となる。

６　審査専門委員会委員長に事故があるときは，あらかじめ審査専門委員会委員長の指名する委員がその職務を

代行する。

７　審査専門委員会は，委員の３分の２以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
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８　審査専門委員会の議決は，出席委員の３分の２以上の合意をもって決する。

９　審査専門委員会は，研究計画の軽微な変更の審査，既に倫理委員会において承認されている研究計画に準じ

て類型化されている研究計画の審査，その他倫理委員会が認めた研究計画の審査の場合は，審査専門委員会委員

長を含む複数の委員により，迅速審査を行うことができる。迅速審査の結果については，その審査を行った委員

以外の全ての委員に報告しなければならない。

（特別委員会）

第５条　内規第９条に規定する特別委員会は，必要の都度設置するものとする。

２　特別委員会は，倫理委員会に対し調査・検討結果を答申しなければならない。

３　特別委員会は，倫理委員会に調査・検討結果を答申したときをもって解散するものとする。

（特別委員会の構成等）

第６条　特別委員会は，次に掲げる者をもって構成する。

　(1)　倫理委員会委員長が指名する本センターの専任又は兼任の教授又は准教授…３名

以上

　(2)　倫理委員会が必要と認めた者

２　特別委員会が必要と認めた場合は，本センター以外の者を特別専門委員会委員に加えることができる。

３　特別委員会に委員長を置き，特別委員会委員の互選により選出する。

４　特別委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。

５　特別委員会から倫理委員会への答申は，出席委員の３分の２以上の合意によるものとする。

６　特別委員会は，参考人として実施責任者の出席を求め，研究計画の内容等について説明又は意見を聴くこと

ができる。ただし，実施責任者が特別委員会委員である場合には，参考人として要請されない限り特別委員会に

出席することはできない。

（申請できる者）

第７条　内規第２条の規定に基づき申請できる者は，本センター等の教員である実施責任者とする。

（実施手続き）

第８条　実施責任者は，人体及びヒト試料研究を実施しようとするときは，研究計画倫理審査申請書（別紙様式

第１号）に必要書類を添えて，北海道大学環境健康科学研究教育センター長（以下「センター長」という。）に申

請し，承認を得なければならない。

（委員会への諮問）

第９条　センター長は，前条の申請があったときは，倫理委員会に諮問するものとする。

２　倫理委員会は，前項の諮問があったときは，当該研究計画の適否について審査を行い，その結果を倫理委員

会審査結果報告書（別紙様式第２号）によりセンター長に報告しなければならない。

（審査結果の決定及び通知）

第…10…条　センター長は，前条第２項の報告があったときは，当該人体及びヒト試料研究の実施について承認を与
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えるか否かの決定を行うものとする。

２　センター長は，前項の決定を行ったときは，倫理委員会審査結果通知書（別紙様式第３号）により実施責任

者に通知するものとする。

（意見書等の発行）

第…11…条　倫理委員会委員長は，次に掲げる目的のために実施責任者から要請があった場合には，倫理委員会の審

議結果に基づく意見書等の発行をすることができる。

　(1)　学術雑誌等に投稿する際に，当該学術雑誌等の投稿規定により，委員会の意見等の添付を要請された場合

　(2)　研究等の実施に際し，実施責任者が研究材料等の入手の場合に委員会の意見書等の提出が必要な場合

（異議の申立）

第…12…条　実施責任者は，倫理委員会の審査結果について異議があるときは，異議申立書（…別紙様式第４号）により，

センター長に対し再申請することができる。この場合，異　議申立書に異議の根拠となる資料を添付するものと

する。

２　センター長は，前項の再申請があった場合には，倫理委員会に諮問するものとする。

３　倫理委員会委員長は，倫理委員会としての意見をまとめ，再審査結果報告書（別紙様式第５号）によりセンター

長に報告するものとする。

４　センター長は，前項の報告があったときは，再審査結果通知書（別紙様式第６号）により実施責任者に通知

するものとする。

（実施状況の報告）

第…13…条　ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施責任者は，毎年４月末日までに前年度の当該研究の実施状況につい

て，次の事項を記載した報告書によりセンター長に報告しなければならない。

　(1)　提供された試料等の数及び試料等の保管の方法

　(2)　外部の機関への試料等又は遺伝情報の提供数及び提供理由

　(3)　ヒトゲノム・遺伝子解析研究が実施された試料等の数

　(4)　研究結果又は研究の進捗状況

　(5)　問題の発生の有無

　(6)　試料等の提供が行われる機関にあっては，匿名化を行った試料等の数

２　センター長は，前項の報告を受けたときは，速やかに総長に報告しなければならない。

（守秘義務）

第…14…条　倫理委員会委員は，職務上知り得た情報を正当な理由がある場合を除き漏らしてはならない。

２　前項の規定は，倫理委員会委員がその職を退いた後についても同様とする。

付…記

この細則は，平成…22…年 10 月 18 日から施行し，平成 22…年 10 月 18 日から適用する。
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環境健康科学研究教育センター評価内規

平成…23…年 11…月 21…日

制…　　　　定

（趣旨）

第１条　この内規は、国立大学法人北海道大学評価規程（平成１６年海大達第６８号）に基づき、北海道大学環

境健康科学研究教育センター（以下「本センター」という。）が行う教育研究活動等の状況についての点検及び評

価に関し、必要な事項を定めるものとする。

（評価委員会）

第２条　本センターに、次に掲げる事項を行うため、北海道大学環境健康科学研究教育センター評価委員会（以

下「委員会」という。）を置く。

　(1)…本センターの点検及び評価の基本方針並びに実施基準等の策定に関すること。

　(2)…本センターの点検及び評価の実施に関すること。

　(3)…本センターの点検及び評価に関する報告書等の作成及び公表に関すること。

　(4)…本センターの点検及び評価の結果についての学外者評価・第三者評価の実施に関する

こと。

　(5)…本センターの点検及び評価、学外者評価・第三者評価並びに中期目標期間評価（法人

評価）及び大学機関別認証評価の対応に関すること。

（組織）

第３条　委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

　(1)…センター長

　(2)…副センター長

　(3)…各部門長及び副部門長

　(4)…医学系事務部事務部長

　(5)…その他センター長が必要と認めた者　若干名

２　前項第５号の委員は、センター長が委嘱する。

３　前項の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４　前項の委員は、再任されることができる。

（委員長）

第４条　委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

２　委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

（議事）

第５条　委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
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２　委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（専門委員会）

第６条　委員会に、点検及び評価に係る専門的事項を処理するため、専門委員会を置くこ

とができる。

２　専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

（評価の公表）

第７条　センター長は、委員会が点検及び評価を実施し、その結果を取りまとめた場合は、

これを公表するものとする。

（学外者評価・第三者評価）

第８条　センター長は、委員会が行った点検及び評価の結果について、学外者・第三者による検証を受け、その

結果を公表するものとする。

２　学外者評価・第三者評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

（評価結果の対応）

第９条　センター長は、委員会が行った点検及び評価、学外者評価・第三者評価、中期目標期間評価（法人評価）

及び大学機関別認証評価の結果に基づき、改善が必要と認められるものについては、その改善に努めるものとする。

２　センター長は、前項の規定に基づき改善に努めるに当たっては、関連する委員会に検討を求めるものとする。

（庶務）

第 10 条　委員会の庶務は、医学系事務部総務課庶務担当において処理する。

（雑則）

第 11 条　この内規に定めるもののほか、本センターの点検及び評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附　則

　この内規は、平成２３年１１月２１日から施行する。
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環境健康科学研究教育センター客員研究員に関する申合せ

平成…23 年６月１日

環境健康科学研究教育センター運営委員会決定

第１　北海道大学環境健康科学研究教育センター（…以下「本センター」と…いう。）の客員研究員に関する取り扱

いについては，この申合せの定めるところによる。

第２　前条に規定する客員研究員とは，本センター教員と共同研究を行う者で，日本国内在住の研究者とする。

第３　各部門の長は，客員研究員を受け入れようとする場合は，あらかじめ別紙様式により，センター長に申請

するものとする。

第４　センター長は，前条の申請があった場合は，本センター企画運営会議で客員研究員候補者の資格等を審査

のうえ，受け入れを決定し，本センター運営委員会に報告するものとする。

第５　客員研究員は，本センターにおける図書、施設、設備を利用することができるほか，センター長が認めた

範囲において必要な便宜供与を受けることができるものとする。

第６　この申合せに定めるもののほか，客員研究員の取扱いに関し必要な事項は，センター長が別に定める。

付　記

この申合せは，平成…２３年６月１日から実施する。
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環境健康科学研究教育センター客員研究員に関する取り扱いについて

平成 23 年６月１日

センター長　裁定

１　北海道大学環境健康科学研究教育センター客員研究員に申請できる者の範囲は次のとおりとする。

　１）博士の学位を有する者，あるいはこれに相当する業績を有する者

　２）客員研究員としての期間は，学位申請要件となる研究歴には加算できないものとする。

　３）本務がある者は，その所属長からの許可を得た者

２　申請に要する書類

　１）履歴書（別紙様式１）

　２）研究業績（論文リスト等）　（別紙様式２）

　３）共同研究計画（別紙様式３）

　４）環境健康科学研究教育センター共同研究教員からの推薦書（別紙様式３）

　５）本務がある者は，その所属長からの許可書（様式任意）

３　研究期間

　１）１年以内とし，年度を単位とする。

　２）更新は妨げない。

４　科学研究費補助金に係る応募資格

　客員研究員は，科学研究費補助金に係る応募資格を有する。

５　研究実績報告書の提出

　客員研究員は，年度終了時に研究実績報告書を提出するものとする。

６　研究の取消

　センター長は，客員研究員に適当でないと認められる行為があった場合は，客員研究員としての資格を取消す

ことができる。

付　記

この取扱いは，平成…２３年６月１日から実施する。
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環境健康科学研究教育センター専門研究員内規

平成 23 年６月１日

制　　　定

（目的）

第１条　この内規は、北海道大学環境健康科学研究教育センター（以下「本センター」という。）における専門研

究員の取扱に関し必要な事項を定めることにより、北海道大学（以下「本学」という。）の大学院博士後期課程（医

学研究科、歯学研究科及び獣医学研究科にあっては、博士課程とする。以下同じ。）等を修了した者の研究の継続

を支援し、科学技術・学術活動の基盤となる人材の養成に貢献するとともに、本センターにおける研究活動の活

性化を図ることを目的とする。

（定義）

第２条　この内規において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

（１）専門研究員　　本学の大学院博士後期課程等を修了し、正規の職を有しない者であって、この内規に基づき

本センターにおいて報酬を受けないで研究を行うものをいう。

（２）担当教員　　専門研究員の研究の実施に関し、責任を有する本センターの教員をいう。

（申請）

第３条　専門研究員として研究を希望する者（以下「研究希望者」という。）は、受け入れ予定日の１月前までに

別紙様式第１号による専門研究員研究申請書を担当教員を経由して、センター長に提出しなければならない。

２　専門研究員の受け入れは随時行うことができる。

（研究期間）

第４条　専門研究員の研究期間は、１年以内とする。

２　前項の規定にかかわらず、センター長が引き続き専門研究員の研究を継続する必要があると認めるときは、

これを更新することができる。

３　期間更新にかかわる手続きは、第３条の規定を準用する。

（決定）

第５条　センター長は、第３条の規定により申請があったときは、本センターの運営委員会の議を経て、専門研

究員を決定するものとする。

２　センター長は、専門研究員を決定したときは、当該研究希望者に別紙様式第２号による専門研究員研究許可

通知書を交付するものとする。

（便宜供与）

第６条　専門研究員は、本センターの教育研究に支障のない範囲において、研究を遂行するために必要な本セン

ターにおける図書、施設、設備を利用することができる。
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（諸規則等の遵守）

第７条　専門研究員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。

（研究許可の取り消し）

第８条　専門研究員が前条の規定に違反し、又は専門研究員としてふさわしくない行為を行ったときは、センター

長は、許可を取り消すことができる。

（守秘義務）

第９条　専門研究員は、研究活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人、鑑定人と

して証言する場合は、この限りでない。

（傷害保険）

第１０条　専門研究員は、研究を開始する前に、傷害保険に加入するよう努めなければならない。

（損害賠償）

第１１条　本センターは、専門研究員が故意又は過失により本センターに損害を与えたときは、当該専門研究員

に対し、その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。

（雑則）

第１２条　この内規に定めるもののほか、専門研究員に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附　　則

この内規は平成 23 年６月１日から施行する。
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環境健康科学研究教育センター訪問研究員に関する申合せ

平成 23 年 11 月 21 日

環境健康科学研究教育センター運営委員会決定

第１　北海道大学環境健康科学研究教育センター（以下「本センター」という。）の訪問研究員（以下「研究員」

という。）に関する取り扱いについては，この申合せの定めるところとする。

第２　前条に規定する研究員は，本学及び他大学の大学院学生で本センター教員のもとで共同して研究に従事す

るものとする。

第３　研究員を希望する者は，あらかじめ訪問研究員申請書（別紙様式１）及び訪問研究員研究計画書（別紙様式２）

を所属大学の研究科長等からセンター長に申請するものとする。

第４　センター長は，前条の申請があった場合は，本センター企画運営会議で訪問研究員候補者の資格等を審査

の上，受入の可否を本センター運営委員会に報告するものとする。なお，受入許可の場合は訪問研究員受入承諾

書（別紙様式３）を申請者に通知する。

第５　研究員の研究期間は 1 年以内とし，年度を単位とする。ただし，更新は妨げない。

第６　研究員は，研究期間終了時（毎年度）に研究成果報告書（別紙様式４）をセンター長に提出するものとする。

第７　研究員は，本センター個人情報保護規定を遵守し，研究活動上知り得た秘密，個人情報を漏らしてはなら

ない。

第８　研究員は，本センターにおける図書，施設，設備を利用できるほか，センター長が定めた範囲において必

要な便宜供与を受けることができるものとする。

第９　研究員は，学生教育研究災害保険及び学研災付帯損害賠償保険に加入することを義務づける。

第 10　センター長は，研究員が適当でないと認められる行為があった場合は，訪問研究員としての資格を取り消

すことができる。

第 11　この申し合わせに定めるもののほか，研究員の取扱いに関し必要な事項があればセンター長が別に定める。

附　則

この申合せは，平成２３年１１月２１日から実施する。
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