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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
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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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　　（2）2011 年（H23 年度）
（2011.8 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

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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　　（2）2011 年（H23 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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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（１）部門紹介

岸　玲子
環境健康科学研究教育センター　センター長・特任教授

　現在、大規模プロジェクト研究が 4 件、実施中です。環境省「環境と子どもの健康に関する研究」（通称エコチ

ル調査）が予算規模は大きいが、委託研究であるため費用はすべてリサーチ・コーディネーター、参加者、協力

医療機関謝金、必要な消耗品などで占められています。そこで、24 年度以降は、北海道大学独自の追加研究を実

施する方向で現在、競争的資金を申請中です。

　そのほか、センター特任教員が学内兼務教員等と協力して、文部科学省、厚生労働省などの外部競争的資金を

得て、「環境と子どもの健康に関する北海道スタデイ」「室内環境とアレルギーの関係に関する研究」などの数プ

ロジェクトを実施しています。

　国際的には、Asian…Birth…Cohort…Consortium…(アジア出生コホート・コンソーシウム)を韓国の国立ソウル大学校、

梨花大学や国立台湾大学などと設立するための共同研究が始まっています。
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　１）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）」

１－１）研究概要

　環境省では 2011 年 1 月から、全国 15 カ所のユニットで、10 万人のお母さんと赤ちゃんに参加してもらう「子

どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を開始しました。赤ちゃんがお母さんのお腹にいる時から

13 歳に達するまで、定期的に健康状態を確認し、化学物質の曝露や生活環境などの環境要因が子どもたちの成長・

発達にどのような影響を与えるのかを明らかにする大規模な疫学調査です。

　北海道ユニットは、札幌地区サブユニット、旭川地区サブユニット、北見地区サブユニットの 3 つのサブユニッ

トからなり、調査対象地区は、札幌地区が札幌市北区と豊平区、旭川地区は旭川市全市（2011 年 9 月までは旭川

市の1/2地域）、北見地区は北見市と近隣４町（美幌町、置戸町、津別町、訓子府町）です。北海道ユニットセンターは、

北海道大学環境健康科学研究教育センター内に設置され、札幌医科大学、旭川医科大学、日本赤十字北海道看護

大学と協力して、2011 年から 1 年間に 3000 人、3 年間で 9000 人の妊婦さんを募集し、調査を行って行く予定です。

１－２）進捗状況

　● 2010 年（H22 年度）

1.　地域エコチル調査運営協議会の設置　

　札幌地区、旭川地区、北見地区に、各地区の大学関係者、及び各地区の自治体、医療機関、医療・教育関係諸

団体と連携を図り、エコチル調査を円滑に実施することを目的として、地区運営協議会を設置しました。また、

各地区運営協議会を総括する地域運営協議会を設置しました。地域運営協議会を年１回、地区運営協議会を各地

区年１〜２回開催していくことになりました。

2.　広報　

　産科、小児科医師など医療関係者に対しては、北海道地域での医学的な研究会開催等の際にエコチル調査につ

いて説明を行い、調査開始前から周知を行いました。ポスターの作成及び掲示、講演会の開催、地域のマスコミ

との連携、コアセンターから提供される広報資料の配布等を通じて広報活動を行いました。また、関係地方公共

団体の協力を得て、札幌市など地域の広報、母子健康手帳発行窓口などでの周知を行ないました。

3.　協力医療機関の登録

　調査地区に在住する妊婦が受診・出産すると考えられる産科施設のリストを作成し、それに基づき産科施設に

対して本調査への協力を依頼しました。札幌地区は 34 カ所、旭川地区は 13 カ所、北見地区は 4 カ所の医療機関

が調査協力医療機関として登録されました。全協力医療機関において調査説明会を開催し、北海道ユニットセン

タ－で独自に作成した調査手順書を配付しました。

4.　調査スタッフの教育・研修

　各地区において参加者のリクルート、質問票の配布・回収、医療機関での調査のサポートを行なうリサーチコー

ディネーター及び、コアセンターから提供されるデータシステムへの同意書や調査票入力を行なうスタッフを確
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保し、コアセンターが指示する研修を受講するとともに、北海道ユニットセンターにて調査実施のために必要な

教育・研修を行いました。

　● 2011 年（H23 年度）

1.　調査対象者のリクルート及び登録

　調査対象者の妊婦のリクルートは、旭川、北見地区は 2011 年 2 月 3 日から、札幌地区は 3 月 7 日から開始しま

した。コアセンターのリクルートマニュアルに基づき、協力医療機関及び保健センター（札幌市北区および豊平区、

北見市）にてリクルートを行いました。また、調査に参加した妊婦が出産する子どもの父親に対しても、調査に

対する説明と参加依頼を行ないました。妊婦および父親の参加同意書は、速やかにデータシステムに登録しました。

2012 年 1 月 31 日現在の各地区の参加登録数は、表１に示したとおりです。母親参加登録数は 1980 人で、3 年間

の目標数 9000 人に対して 22.0％の達成率です。この数値は当初の目標の 6 割程度で、今後、さらに対象者への参

加呼びかけに力を入れる必要があります。

　

2.　調査の実施

　参加登録した妊婦、子ども、父親から、血液、尿、毛髪、母乳等の生体試料の採取および質問票等の回収を行

いました。参加協力医療機関からは診察記録票の回収を行いました。生体試料はコアセンター指定の回収業者が

医療機関で直接回収しました。また、回収した質問票等をデータシステムに登録しました。参加者および医療機

関には、実施された調査内容に応じて謝礼を送付しました。

3.　リスク管理

　北海道ユニットセンターには、専任のリスク管理責任者が常勤し、アクシデントやインシデントに迅速に対応

しました。また、通話料無料のフリーアクセスの開設、独自のホームページを作成し、調査参加者および医療機

関への情報発信・連絡対応を行いました。

4.　広報

　エコチル調査の認知度を上げるために、地元市報、地元新聞、地元フリーペーパーへの広告掲載、新聞折込チ

ラシを配布して地元住民への調査の周知を積極的に行いました。調査対象妊婦さんへは、対象地域保健センター

表１　北海道ユニットリクルート状況（2012 年 1 月 31 日現在）

札幌サブユニットセンター
母親

父親

母親

父親

母親

父親

母親

父親

1807

410

463

186

871

162

3141

758

声かけ数（人）
同意数
（同意率）

不同意数
（不同意率）

未回答
（未回答率）

同意数
達成率

2011年度の
目標同意数

64.5％

37.7％

84.6％

60.4％

1900

880

500

3280

1225

319

332

94

423

100

1980

513

（67.8％）

（77.8％）

（71.7％）

（50.5％）

（48.6％）

（61.7％）

（63.0％）

（67.7％）

323

53

68

20

281

25

672

98

（17.9％）

（12.9％）

（14.7％）

（10.8％）

（32.3％）

（15.4％）

（21.4％）

（12.9％）

259

38

63

72

167

37

489

147

（14.3％）

（9.3％）

（13.6％）

（38.7％）

（19.2％）

（22.8％）

（15.6％）

（19.4％）

旭川サブユニットセンター

北見サブユニットセンター

北海道ユニットセンター
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での母親学級や妊婦向けのイベント、母子衛生研究会主催の妊婦向けセミナー、幼稚園父母会、各種政党・団体

活動での PR 活動を継続的に実施しました。また、北海道ユニットセンター独自のロゴマーク＆キャラクターを

作成し、リクルート時の配布によるエコチル調査の PR を行いました。

１－３）活動報告

【会議・委員会等】

● 2010 年（H22 年度）

　H22 年度第 1 回エコチル調査北海道ユニットセンター（UC）会議　2010 年 8 月 3 日

　H22 年度第 2 回エコチル調査北海道 UC 会議　2010 年 8 月 17 日

　H22 年度第 1 回エコチル調査北海道 UC 運営委員会　2010 年 10 月 13 日

　第 1 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2010 年 12 月 9 日

　エコチル調査北海道 UC 国際交流会議　2011 年 2 月 7 日

　H22 年度第 2 回エコチル調査北海道 UC 運営委員会　2011 年 3 月 9 日

● 2011 年（H23 年度）

　第 2 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2011 年 4 月 18 日

　エコチル調査札幌・北見地区による WEB 会議　2011 年 5 月 24 日

　エコチル調査札幌・旭川地区による WEB 会議　2011 年 6 月 28 日

　第 3 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2011 年 7 月 6 日

　H23 年度第 1 回エコチル調査業務担当者会議　2011 年 8 月 29 日

　エコチル調査・北海道スタディ産科担当者会議　2011 年 9 月 15 日

　平成 23 年度第１回エコチル調査追加調査申請者会議　2011 年 10 月 7 日

　第 4 回エコチル調査北海道 UC　WEB 会議　2011 年 12 月 22 日

【定例会議】

　エコチル調査事務局会議　毎週木曜日　13:30 〜開催

　エコチル調査 RC ミーティング　毎週火曜日　15:30 〜開催

　エコチル調査 RC 全体会議　　毎月第 2 木曜日　15:30 〜開催

【行事・イベント等】

● 2010 年（H22 年度）

　エコチル調査北海道 UC 立ち上げ式　2010 年 9 月 22 日

　エコチル調査 RC 全道研修　2010 年 12 月 17 日

● 2011 年（H23 年度）

　エコチル調査環境省ヒアリング　2011 年 11 月 7 日
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【PR 活動】

● 2011 年度

　１．札幌市北保健センター

　　①母親教室　　毎月第４週目の水曜日に開催

　　②プレママクッキングスクール（3 カ月に 1 度、金曜日に開催）

　　　2011 年 5 月 27 日、8 月 26 日、11 月 25 日

　　

　２．札幌市豊平保健センター

　　①母親教室　　毎月第４週目の金曜日に開催　

　　②両親教室にてパンフレット配布

　　　2011 年 4 月 25 日、8 月 19 日、11 月 11 日

　３．プレママわくわくセミナー　ハロー赤ちゃん……( 財 ) 母子衛生研究会

　　　2011 年 7 月 21 日、8 月 20 日、9 月 28 日、10 月 31 日、11 月 29 日、12 月 20 日

　４．ワーキングマタニティスクール　( 財 ) 母子衛生研究会

　　　2011 年 1 月 14 日

保健センターでのリクルートブース

病院説明会での様子

エコチルエプロン着用

北区保健センターでのリクルート風景

母親教室
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　２）環境と子どもの健康に関する北海道研究（北海道スタディ）

２－１）研究総括

　2001 年から立ち上げた「環境と子どもの健康に関する北海道研究（以下北海道スタディ）」が節目の 10 年を過

ぎました。北海道スタディは、道内 40 カ所ほどの病院からご協力いただいている「北海道大規模コホート」（以

下大規模コホート）と「札幌市内 1 産科病院コホート」（以下東豊コホート）の 2 つのコホートから成っています。

　研究目的は、一般環境における化学物質曝露が先天異常や、感染症、アレルギー、行動発達に影響するのか、

胎児期から調査測定し、影響を解明することにあります。大規模コホートと小規模コホートとも、早い時期に登

録したお子さんは 8 歳に達し始め、乳幼児期とは異なる面での評価が可能な年齢に成長しました。

①大規模コホート
　大規模コホートでは登録数が２万人を超

え（2012 年 1 月 16 日時点登録者数 20,243 人）

目標を達成しました。研究の流れを右の図に

示しました。

　この 2 年間の大きな特徴は、7-8 歳児を対

象にした 3 つの研究グループが立ち上げられ

たことです。

　7 歳は、幼児期には確定診断がつかなかっ

た疾患（軽度発達障害など）が確定する年齢であり、入学を機に社会集団との接触など環境が変化する時期にあ

たります。この重要な時期に、研究 1 ではアレルギーの発症リスクの解明、研究２では軽度発達障害（ADHD など）

発症リスク・環境による発達への影響の解明、さらに研究３でアレルギーと軽度発達障害の先天的・後天的遺伝

要因と疾病発症リスクの解明を目的としています。次に各研究について簡単に説明します。

●研究１．アレルギーの発症リスクの解明……

　７歳児に質問票調査および、調査票に加えて同意が得られた対象者から、尿の試料採取、自宅環境調査を実

施します。質問票は ISSAC、住環境、食生活、社会経済的要因から構成され、尿試料からは可塑剤・難燃剤と

して多用されるフタル酸エステル類・リン酸トリエステル類の尿中代謝物を測定します。自宅環境調査では自

宅ダストを採集し、フタル酸エステル類・リン酸トリエステル類濃度、ダニアレルゲン量を測定します。

●研究２．軽度発達障害（ADHD など）発症リスク・環境による発達への影響の解明……

　8 歳児全員に ADHD 評価スケールとして国際的に使用されている Conners3 日本語版、ADHD-RS のほか、

睡眠時間、テレビメデイアとの接触、親や兄弟との関わり、遊びの性向性などの質問票調査を行います。　　

　Conners3 日本語版の高得点児を症例群として症例内対照研究を行い、同意を得られた方に対面調査により、

保護者への質問票調査（CBCL はじめ行動発達）、児への対面調査を行う計画です。性向調査と併せて、児の第

2 指 / 第 4 指比を測定し、環境化学物質濃度と性ホルモンとの関係について検討していきます。また経腟か帝王
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切開かを含めた分娩時の状況ならびに新生児・幼児期の麻酔薬の曝露が、その後の行動発達に影響するかどう

かを解明する研究も組み込まれています。

●研究３．先天的・後天的遺伝要因と疾病発症リスクの解明……

　研究１および研究２で見出されたアレルギーあるいは軽度発達障害症例群と対照群について、それぞれ臍帯

血ゲノム DNA 中のアレルギー関連遺伝子、ADHD 関連遺伝子および代謝酵素遺伝子のメチル化部位および近

傍領域塩基配列の比較をパイロシーケンサーを用いて行う研究です。アレルギーや軽度発達障害発症に関与す

る先天的および後天的遺伝要因を同定し、さらに環境要因との交互作用から発症リスクを解明する事を目的と

しています。7-8 歳調査に平行して、調査票データの連結を進めています。

②東豊コホート
　東豊コホートは、母体血中のダイオキシン／ PCB、ビスフェノールなどの胎児期曝露影響について、発達の詳

細な検査を実施し評価しています。現在 8 歳児の対面調査が、学校の長期休暇に合わせて継続しており、データ

を収集している段階です。

　研究成果の社会へのフィードバックとして、今年度は、道民カレッジ「ほっかいどう学」大学放送講座において、

「環境と子どもの健康〜 2 万人が協力する疫学研究〜」を放映しました（HBC 北海道放送、放送日 2011 年 10 月

29 日）。放送に際し、これまで研究にご協力いただいた医療機関と対象者にご出演いただいたほか、調査の流れを

順を追って説明することで、改めて調査の意義について知っていただく機会が得られました。

２－２）活動報告

【会議・委員会等】

● 2010 年（H22 年度）

　第 1 回班会議　2010 年 8 月 3 日　17 時　ホテル KKR 札幌

　第 2 回班会議　2011 年 2 月 9 日　17 時　ホテル KKR 札幌

● 2011 年（H23 年度）

　第 1 回班会議　2011 年 7 月 26 日　17 時

　ホテル KKR 札幌

　第 2 回班会議　2011 年 2 月 6 日　… 17 時

　ホテル KKR 札幌　　　

　エコチル調査・北海道スタディ産科担当者会議

　2011 年 9 月 15 日

【定例会議】

　北海道スタディ週例会議

　毎週月曜日　10：00 〜開催

北海道スタディ班会議
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　３）室内空気質と健康

３－１）研究総括

室内空気質と健康に関する研究プロジェクト　研究の背景

　近年の人は、1 日のうちの 90% を室内で過ごします。従って、良好な室内空気質を保つことが、病気の予防や

健康の維持に重要となってきます。シックビルディング症候群（Sick…Building…Syndrome:…SBS）とは、特定の建

物で非特定の症状を呈し、欧州では 1970 年代の建物の省エネルギー化に伴い主にオフィスビルで問題となりまし

た。日本では 1990 年代後半から、むしろ一般住宅での高気密・高断熱に伴ういわゆるシックハウス症候群 (Sick…

House…Syndrome:…SHS) が問題となり始めました。そこで、我々は 2000 年より、SHS の要因として化学物質曝露

のみならず、湿度環境や生物学的要因も加えた研究を立ち上げました。

　日本 6 地域の築 6 年未満の戸建て住宅を対象にしたプロジェクトでは、札幌、福島、名古屋、大阪、岡山、北

九州の 6 地域で統一プロトコールを用い、同一住宅で環境変化と健康に関する調査を開始しました。戸建て住宅

6080 軒に調査票を郵送、2297 軒 ( 有効回答率 41%) から回答を得て、425 住宅で気中化学物質濃度、気中真菌同定、

ダスト中ダニアレルゲン量を測定、家族全員に健康に関する質問紙調査を実施しています。その後、ダスト中の

可塑剤・難燃剤として使用されるフタル酸エステル類、リン酸トリエステル類、および殺虫剤類、そして日本で

は初めてとなる微生物由来 VOC 類 (MVOC) の測定を追加調査として実施しています。これらの結果から、全国

の保健所や SHS 相談窓口で使用できる「シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル」を執筆、刊行しま

した。研究結果を以下にまとめます。

1)…住宅あたりの有訴率：自宅を離れるとよくなる症状が「いつもある」2.0%、「いつも・あるいは時々ある」4.3%

（Kishi…et…al.,…2009）。

2)…化学物質：指針値超の住宅はホルムアルデヒド…3.5%、アセトアルデヒド…12.2%、パラジクロロベンゼン…5.6%、

総揮発性有機化合物（VOC）8.0%。アセトアルデヒド濃度を四分位とし最も濃度が低い群に対し、濃度が高い群

の SHS の OR と量反応関係を示しました（Takigawa…et…al.,…2010）。札幌では、連続する 3 年間でアセトアルデヒ

ドやトルエン濃度は減少しましたが、リモネン濃度はむしろ増加し、化学物質によっては居住者の住宅内持込に

よる濃度増加に注意が必要です（荒木ら、2011）。

3)…湿度環境：結露、カビ、カビ臭、浴室の湿気、水漏れの項目が多いほど SHS 症状出現が多かった (p…for…trend…0.03)

（Kishi…et…al.,…2009）。さらに同一住宅で項目が増加すると SHS 症状数が増加しました（荒木ら、2011）。SHS の予

防には湿度環境についても十分な留意が必要です。

4)… 総真菌量と SHS 有訴に有意な関連はありませんでしたが、ホルムアルデヒド調整後の属別解析では

Rhodotorula が SHS の OR1.66… (95% 信頼区間 1.08-2.55)、Aspergillus は SHS 眼症状の OR2.38… (1.29-4.39)、ダニア

レルゲン量は SHS 眼症状の OR1.45… (1.01-2.10)、鼻症状の OR1.47… (1.14-1.88) と有意な OR 上昇を認めました（Saijo…

et…al.,…2011）。

5)…MVOC のうち 1-octen-3-ol は SHS 粘膜刺激症状の OR4.6…(1.7-12.9) と、VOC、総真菌量、ダニアレルゲン調整後

も有意の関連を認めました (Araki…et…al.,…2010)。
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6)…可塑剤・難燃剤 : ダスト中 DEHP、TBEP 濃度は欧米よりも高く (Kanazawa…et…al.,…2010)、現在健康について、

さらに影響の検証を続けています。

　これまでの調査から、小学生は SHS の有訴が高くハイリスク集団であることが明らかになりました。そこで

2008 年からは全国 5 地域（旭川、札幌、福島、大阪、大宰府）22 公立小学校で全生徒 10816 人に質問紙調査票を

配付、7064 人（回収率 69.9%）から回答を得ました。178 人の児童の自宅環境調査（気中ホルムアルデヒド、アセ

トアルデヒド、アセトン、VOC・MVOC 類、ダスト中ダニアレルゲン量、エンドトキシン量、βグルカン量を測

定）を実施しました。加えて札幌市では、ダスト中のフタル酸エステル類・リン酸トリエステル類および家族全

員の尿を採取しました。

　2008 年の質問紙調査から、小学生児童の SHS 有訴率（MM080school により、症状がいつも・毎週のようによ

くあると回答した者）は 5 地域で 3.6-8.5%。SHS の要因としては「カーペットの敷きつめ」「目に見えるカビの生

育あり」「結露あり」、さらに築年数はむしろ経過する（古くなる）ほど SHS の OR は有意に大きくなり、現在さ

らに自宅環境の曝露と SHS との関連要因について解析を行っています。

　全国規模で一般住居の空気およびダスト中のフタル酸エステル類濃度を測定してきた結果、フタル酸エステル

類の中で最も使用量が多いとされる DEHP（フタル酸ジ (2- エチルヘキシル )）の空気中、ダスト中濃度は独・北

欧の報告よりも我が国の室内環境の DEHP 濃度が若干高いことが明らかになってきました。DEHP 等のフタル酸

エステル類はポリ塩化ビニルの可塑剤として広く使用されてきた物質です。DEHP は内分泌かく乱物質としての

影響が問題となり、日本でも玩具や油性食品に接触する器具・容器包装等など経口摂取に関してはある程度の規

制が成立していますが、多くの建築資材、内装材、家庭用電化製品等の規制は未だありません。リン酸トリエス

テル類は電化製品や建築素材を燃焼から守るために添加される難燃性可塑剤として日本で使用頻度が高く、世界

的に残留性汚染物質として規制の対象となり始めている臭素系難燃剤に代わり、各国で今後使用量の増加が懸念

されている物質です。これら、合成化学物質が環境中に放出されるとともに、それらの曝露による健康への影響

が懸念されるようになりました。そこで、アレルギー疾患をアウトカムとして、フタル酸エステル類やリン酸ト

リエステル類曝露によるアレルギー症状への影響について明らかにすることを目的とした研究を進めています。

３－２）活動報告

○ 2010 年（平成 22 年）度　厚生労働科学研究「シックハウス症候群の原因解明のための全国規模の疫学研究－

化学物質及び真菌・ダニ等による健康影響の評価と対策－」

【会議・委員会等】

● 2010 年（H22 年度）

　第 1 回班会議　2010 年 4 月 28 日

　第 2 回班会議　2011 年 2 月 27 日

【定例会議】

　週例会議　毎週金曜日　10:30 〜開催
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【行事・イベント等】

● 2010 年（H22 年度）

厚生労働科学研究「健康安全・危機管理対策総合研究推進事業」に係る海外研究者招へい事業として、スウェー

デンウプサラ大学より Dr.…Dan…Norbäck 招へい

　2011 年 2 月 23 日〜 3 月 8 日

… 2 月…23 日… 札幌着、歓迎夕食会

… … 25 日… 北海道立衛生研究所・札幌市立衛生研究所を訪問、講演及び討論

… 　… 28 日… 公衆衛生学分野にてセミナー

… 3 月… 1 日… 公衆衛生学分野にてセミナー、懇親会

… 　… 2 日… 市民講演会「スウェーデンに学ぶ、室内環境と健康」

… 　… 7 日… 中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センターを訪問、見学及び討論

住宅訪問調査実施

　2010 年 9 月〜 11 月　48 軒

○ 2011 年（平成 23 年）度　環境研究総合推進費「可塑剤・難燃剤の曝露評価手法の開発と小児アレルギー・リ

スク評価への応用」

【会議・委員会等】

アドバイザリーボード会合

　第 1 回会合　2011 年 8 月 23 日

【定例会議】

週例会議　毎週金曜日 10：00 〜開催

アドバイザリーボード会合 住宅調査
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　４）高齢者のサポートネットワークと健康に関する研究

４－１）研究総括

　介護保険制度が導入され、地域で高齢者の生活や健康を支える基盤整備が進められています。専門機関や行政

による支援の充実と同時に、家族・友人・近隣などの身近な人間関係が高齢者の心身にもたらす影響に注目し、

高齢者をめぐる手段的・情緒的なサポートネットワークの拡充を図っていくことが重要です。

　高齢者のサポートネットワークと健康に関する研究グループでは、1991 年から道内 3 地域（大都市、農村、旧

産炭過疎地）で長期的な前向きコホート研究を行い、高齢者をめぐるサポートネットワークと種々の健康指標

（ADL、抑うつ、早期死亡、要介護状態、医療費など）の関連について多面的に検討を行ってきました。この研究

で得られた知見をもとに、2007 年から在宅高齢者を対象とした予防的家庭訪問による介入調査を試験的に行いま

した（2007 年；本別町、鷹栖町）。さらに試験的研究で用いた作業療法学をベースとした『一日の暮らしぶり』を、

より高齢者が理解し使用しやすい形にした大規模な研究（2008 年；日高町、新ひだか町）を無作為化対照試験の

デザインで実施しました（UMIN 登録番号 000003877）。この結果、作業療法学的ツールを利用した家庭訪問によ

り認知機能や抑うつ症状に予防的に作用することが示唆されました。

　2010 年〜 2011 年にかけては、大規模研究の介入効果の限界（介入効果は FIT の直接的な効果か訪問による効

果なのか区別が出来ないというもの）を解決するための追加研究を、同じ対象地区にて、時期や回数、期間を同

一にして実施しました（UMIN 登録番号 000004767）。訪問内容は FIT を用いた家庭訪問と会話のみの訪問の 2 群

設定し無作為に分けて訪問前後の効果を検証したところ、認知機能の中の前頭葉機能検査（FIT）で有意な改善

効果が認められました。

　2011 年は、協力自治体への研究結果の総括を報告したほか、大規模研究の介入効果に関する学会発表、英文雑

誌への投稿、予防型家庭訪問の活動報告（いずれも業績

参照）など、成果報告を中心とした活動となりました。

　日本の高齢化はますます進み、2012 年度に介護予防制

度の変更、長寿医療制度問題など、高齢者を取り巻く保

健医療福祉の環境は変化し続けています。高齢者グルー

プでは、機会を見つけて、これまでの知見を活かし、か

つソーシャル・サポートやネットワークといった社会資

源と高齢者の QOL を維持・増進する研究にも着手したい

と考えています。

予防型家庭訪問研究のアセスメントの様子
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４－２）　活動報告
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　５）労働環境と働く人の健康

５－１）研究総括

　わが国では職域の健康診断の対象は 1000 万人以上に昇り、かつ労働安全衛生法のもと毎年膨大なデータが蓄積

されています。しかし、心電図検査などは予防医学的効果が疑問視されており、どのような健診が労働者の健康

管理と疾病予防に真に有効かを検討する必要があります。本研究では、虚血性心疾患や脳血管疾患など循環器疾

患を中心とした生活習慣病の様々な危険因子について検討を行い、健診現場で活用することを目的に、職域にお

ける大規模前向きコホート研究による疫学的検討を行っています。

　前向きコホート研究は、３自治体職員、１運輸会社の約 9000 人を対象に開始されました。2003 年度にベース

ライン調査を実施し、2008 年度まで追跡調査を行いました。ベースライン時には、1 自治体について健診時に動

脈の脈波測定（PWV）を行い、現時点の脈波から推定される動脈の硬さと危険因子の関係についての横断的な研

究を行いました。また脈波のその後の動脈硬化性疾患発症の予測因子としての役割を縦断的に検討する予定です。

その他の危険因子については、介入可能な危険因子である喫煙、高血圧、肥満、耐糖能異常、高コレステロール

血症、高トリグリセライド血症、低 HDL…血症、職業性ストレス、不眠（アテネ不眠調査票）を要因として評価し、

さらに新しい危険因子として注目されている感染因子（高感度 CRP、ヘリコバクター・ピロリ感染等）について

も検討を行います。職業ストレスの評価は要求度―コントロールモデル、努力―報酬不均衡モデルの 2 つの尺度

を用いて検討を行います。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検討を行っています。

　以上のように、働く人々について、ストレスも含めた生活習慣病危険因子について、どのように発症に関係し

ているかを疫学的に明らかにし、さらに今後の予防対策に役立てることをめざします。

５－２）活動報告

　追跡調査は、2008 年度で終了したため、2010 年度および 2011 年度は、データ入力およびデータクリーニング、

データ解析を実施しました。主な研究成果は、以下です。

　吉岡らは、ベースライン調査のデータ解析を行い、不眠の性差が労働環境（職業性ストレスなど）、家庭要因（家

事時間など）といった社会的な要因が不眠の有病率の性差に寄与していることを明らかにしました。本研究の成

果は、雑誌 Social…psychiatry…and…psychiatric…epidemiology…(2011…Apr…8) に掲載されました。次に、吉岡らは、ベー

スラインデータの解析を行い、1 日の平均睡眠時間が 7 時間の労働者と比べて、9 時間以上のもので有意に動脈硬

化リスクが高くなることを明らかにしました。本研究の成果は、第83回日本産業衛生学会総会（2010年5月26-28日、

福井）で報告し、更に雑誌 Sleep…(2011…Dec…1;34:1681-6) に掲載されました。喜多らは、2003 および 2007 年度のデー

タを縦断的に解析し、糖尿病の家族歴を有さない群において、1 日の平均睡眠時間が 7 時間以上の群と比べて、5

時間以下のものは有意に糖尿病発病のリスクが高いことを明らかにしました。本研究の成果は、第 69 回日本公衆

衛生学会（2010 年 10 月 26-29 日、東京）および平成 23 年度日本産業衛生学会北海道地方会（2011 年 10 月 15 日、

美唄）で報告し、さらに雑誌 Diabetes…Care…(2012…Feb;…35：313-8) に掲載されました。森永らは、ベースラインデー

タの解析を行い、女性の地方公務員において非飲酒者と比較して低量飲酒者は有意に動脈硬化リスクが低下する

ことを明らかにしました。本研究の成果は、平成 23 年度日本産業衛生学会北海道地方会（2011 年 10 月 15 日、美唄）
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および第 70 回日本公衆衛生学会総会（2011 年 10 月 19-21 日、秋田）で報告しました。
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（２）各研究プロジェクト報告
　　　　６）その他の研究プロジェクト

西村正治

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野　教授）

難治性気管支喘息患者の背景因子、臨床的特徴に基づく病型分類と臨床経過に関する観察調査

　（UMIN 登録番号 000003254）

　気管支喘息の治療・管理は吸入用ステロイド薬の導入により格段の進歩がありました。しかしながら、今なお、

吸入用ステロイド薬を用いても十分な管理目標に達することができない一部の患者が存在します。これら難治性

気管支喘息患者に対しては、この 20 年間抗 IgE 抗体治療を除いて新規治療薬の登場がない状況が続いています。

その理由は、難治性喘息の背景が様々であり、新規治療薬の開発に結びつくような適切な病型分類が確立してい

ないことにあります。言い換えるならば、将来の個別化治療を目標とした適切な病型分類の確立こそが現在期待

されている研究の方向性です。そこで、日本人難治性気管支喘息患者を対象に患者背景調査、精密検査各種を行

い、日本人難治性喘息患者の臨床的特徴・病型を明らかにします。さらに、少なくとも 3 年間の前向き追跡調査

を行い、病型分類毎の経年変化や季節変動の違いを検討します。疾患の自然歴を加味した難治性喘息の病型分類

はまだ世界的にも試みがありません。対象は医師によって気管支喘息と診断され 1 年以上治療を継続し、ATS の

refractory…asthma…criteria に該当する患者です。なお、高用量ステロイドの用量規定に関しては当科で独自に規

定します。また、対照群は上記基準よりも軽症の気管支喘息患者とします。この研究を通じて得られる成果は、

難治性喘息に関する今後の研究の方向性に大きな影響を与えるものと期待されます。

清水　宏

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院医学研究科医学研究科医学専攻感覚器病学講座　教授）

アトピー性皮膚炎におけるフィラグリン遺伝子変異についての研究

　アトピー性皮膚炎の病因はこれまで不明であったが、最近、我々は日本人アトピー性皮膚炎患者の約 30% がフィ

ラグリン遺伝子変異を持つことを明らかにしました。フィラグリンは、皮膚バリアにおいて最も重要な角質の形

成に必須であり、かつ皮膚の保水にも重要な働きをするタンパク質であるため、フィラグリンが遺伝的に減少す

ると、皮膚バリア機能不全とドライスキンを生じます。従って、フィラグリン遺伝子変異を持つ患者皮膚は、種々

のアレルゲンに対して易感作性となり、アトピー性皮膚炎を発症しやすくなっています。さらに、フィラグリン

遺伝子変異は、気管支喘息やアレルギー性鼻炎といった他のアトピー疾患の重要な発症因子であることも明らか

になってきています。
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　皮膚科では、このような表皮バリア機能障害に伴う慢性抗原刺激がアトピー性皮膚炎の病因であるという新し

い知見に基づき、アトピー性皮膚炎の新規治療法・予防法の開発と、環境物質を含む各種アレルゲンの経皮感作

に着目したアトピー性皮膚炎の病因解析を行っています。

山内太郎

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院保健科学研究院保健科学部門健康科学分野　准教授）

① インドネシア共和国中部ジャワ州における国際研究プロジェクト

　研究協力機関：Diponegoro…University、Dr.…Kariadi…Hospital、筑波大学医学部

　研究テーマ：「農村と都市の学童とフィットネス」、

　　　　　　　「ラマダン月の断食によるライフスタイルの変化と子どもの栄養状態」

　インドネシア共和国中部ジャワ州のデポネゴロ大学医学部の小児科と 2003 年より共同研究を続けています。イ

ンドネシアでは経済発展にともない急激に都市化が進行する中で、農村では依然として低体重や年齢に対する低

身長が問題となっているものの、都市の子どもたちは肥満化し、同時に低体力水準であることが判明しました。

先進国でみられる肥満・体力低下よりも途上国の都市部ではドラスティックで問題はより深刻です。2011 年度は

ラマダン月の断食が子どもの栄養状態にどのように影響を与えているかを検証しました。

② カメルーン共和国東部州における国際研究プロジェクト

　研究協力機関：University…of…Yaoundé、浜松医科大学医学部、山梨大学人間教育学部、

　　　　　　　　京都大学アジア・アフリカ地域研究科

　研究テーマ：「狩猟採集民のライフスタイル、環境適応と健康」

　1996 年から長きにわたり、アフリカ中央部コンゴ盆地に居住するピグミー系狩猟採集民のライフスタイル、生

存戦略、健康に関する調査研究を行っています。人間の健康について考えるときに、我々の身体は１万年前の狩

猟採集を行っていた頃と本質的に変わらないという人類進化的視座に立つと、狩猟採集民のライフスタイルから

学ぶ点は大きいです。21 世紀に世界にごくわずかしか残存していない狩猟採集社会に深く入り込み、自然と共生

して生きる人々から多くを学び、現代さらに将来の人類の健康に寄与することを意図しています。

③ ザンビア共和国南部州における国際プロジェクト

　研究協力機関：Zambia…Agricultural…Research…Institute…(ZARI)、総合地球環境学研究所、一橋大学経済研究所

　研究テーマ：「気候変動が地域住民の栄養と健康へ及ぼす影響、世帯の適応戦略」、

　　　　　　　「サブサハラアフリカの地域住民の成長チャートの構築と栄養状態の評価」

　本プロジェクトの母体は、大学共同利用機関法人総合地球環境学研究所の大型プロジェクトである。40 人を超

える多国籍、異分野の研究者を擁し、土壌・植生、世帯の経済と健康、歴史と土地制度の変遷、衛星画像による
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土地利用の側面から人間社会と生態系の環境変動の影響からの回復を解明することを目指しています。私たちは

アフリカの乾燥地帯（ザンビア共和国南部州）で、気候変動が地域社会、地域住民に及ぼす影響について、体格、

栄養状態、成長の側面から縦断的調査を行っています。2011 年度には農村地域に暮らす 1000 名以上の子どもに身

体計測を行い、ローカルな成長チャートを作成しました。

④ ソロモン諸島国ガダルカナル州における国際プロジェクト

　研究協力機関：National…Health…Training…and…Research…Institute…(NHTRI)、群馬大学医学部、

　　　　　　　　国立感染症研究所寄生動物部

　研究テーマ：「民族紛争後の社会復興における地域住民の健康、マラリア罹患」、

　　　　　　　「肥満化のメカニズムの解明：思春期女子のライフスタイルと栄養・健康」

　太平洋の島嶼国もグローバル化の例に漏れず、急速な経済発展、近代化の渦中にあります。ところが、2000-

2004 に首都ホニアラで起きた民族紛争によって、この流れが一時的に停止され、昔の半自給自足的な農耕・漁労

システムへと逆行を余儀なくされました。その後、オーストラリア軍を中心とした多国籍軍によって治安は回復

され、現在、遅れを取り戻すかのように近代化が急速に進行しています。民族紛争以前の栄養、健康データと紛

争後のデータを比較することにより民族紛争の地域住民への健康影響を明らかにします。とくにマラリア罹患と

健康・栄養の関連、急激に太り出す年代である思春期女子に焦点を当てた調査を実施しています。

⑤ パプアニューギニア国西部州における国際プロジェクト

　研究協力機関：National…Research…Institute…(NRI)、高崎経済大学地域政策学部、群馬大学医学部、

　　　　　　　　宮城大学看護学部…

　研究テーマ：「狩猟採集社会の人口構造復元」、「狩猟採集民の子どもの未来可能性」

　東京大学医学部人類生態学教室（代表：大塚柳太郎名誉教授）が 1960 年代末から集約的に調査を行ってきたパ

プアニューギニア西部州の狩猟採集耕作民について再調査を行い、1980-81、1989、2003 に実施された人口センサ

スと合わせて解析し、1980 から 30 年間の人口構造の復元を行います。

　熱帯林の消失とともに急速に失われつつある狩猟採集活動を最新の機器（例：GPS、加速度計、代謝量ガス分析機）

と妥当性・信頼性の高い方法論を用いてその実態を評価します。また、伝統的なライフスタイルを営む狩猟採集

民の子どもの身体に肥満化や体力低下などの異変が起きているか検証します。

安達真由美

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院文学研究科人間システム科学専攻心理システム科学講座　准教授）

①「胎児が音楽に触れるとき：胎児と妊婦の個人特性に注目した縦断的探究」

　（日本学術振興会科学研究費補助金平成 23 〜 24 年度挑戦的萌芽研究代表者）
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　ヒトの胎児の音や音楽に対する学習能力については、1980 年代以降、様々な形で研究されてきましたが、その

多くは、聴覚形成後の 30 週齢以降の胎児を対象としています。しかし、音は振動として伝わるため、聴覚よりも

早く形成される触覚や皮膚感覚で知覚されている可能性もあります。さらに、外界の音は母胎を通して胎児に伝

わりますが、母胎が仲介するのは音の物理的要素だけではありません。その音を妊婦がどう聴くか、すなわち、

ストレスを感じるのかリラックスするのか、それによって、妊婦自身の生理的反応、すなわち母胎内の環境が変

化することで、胎児の音に対する反応が影響を受ける可能性もあります。

　このような問題意識から、この研究では妊婦の音や音楽に対する生理的・心理的反応に見られる個人差と、胎

児の音や音楽に対する反応の関係を、聴覚形成前の妊娠中期〜後期までを縦断的に追うことで、これまでとは異

なった視点から、胎児と外部の音や音楽との関係について探索的に調べます。この研究により、市場にあふれて

いる胎教や妊婦向けの音楽 CD の妥当性について、科学的視点から検討できると思います。

②「幼児期気質に関する 20 年間の時代変化と規定要因についての学際的研究」

　（日本学術振興会科学研究費補助金平成 23 〜 25 年度基盤研究 B 分担者）

　乳児期早期から観察される活動性、情動性、注意における個人差は気質とよばれ、遺伝的基盤をもち後の人格

発達の中核をなすと言われています。近年、子どもの気質的個人差が後の問題行動、対人関係、認知・言語発達、

学業成績等の広範囲に影響を及ぼすことが明らかとなり、発達の先行変数としてその重要性が再認識され始めま

した。また、ADHD や自閉症スペクトラム障害などの発達障害はそれぞれ特徴的な気質プロフィールを持つこと

が示されています。この研究では、幼児の気質と様々な環境要因（例えば、両親の気質・育児観、音楽視聴など

の心理社会的側面、食生活や有害物質暴露状況などの環境化学物質的側面）との関係を調べます。それにより、

次世代の健全育成に関わる有益な知見を得ると同時に、学校適応、発達障害等へのリスク要因を探索的に検討す

ることで社会貢献を目指しています。

白石秀明

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学病院小児科　助教）

胎児期、あるいは、小児期の環境汚染物質、内分泌かく乱物質への曝露による、熱性痙攣発症および重症化の　

影響

　小児期に好発する痙攣疾患である熱性痙攣は、家族集積性が報告されており、遺伝子異常との関連も示唆され

ていますが、発症要因に関する研究は未だ実施されていません。熱性痙攣の発症や重症化に、胎児期、あるいは

発達期の生活環境に存在する環境化学物質の暴露による影響があるのかを明らかにするのがこの研究の目的です。

　この研究は、環境省エコチル調査に参加する北海道ユニットの 9,000 人の児の中で、熱性痙攣を来した患者さん

に対して、質問票形式によるアンケート調査を行い、これらの結果と、エコチル調査で得られる、出生時臍帯血、

６歳時尿、妊娠中母体血と母体尿中の重金属や環境化学物質濃度との関連性を検討します。また、特に必要な例

に関しては、北海道大学病院、あるいは関連病院を受診して頂き、その病状を調査します。



36

　この研究により、熱性痙攣の発症要因に何らかの環境要因が存在しないか、また、その重症化においての関連

が無いかを明らかにしたいと思います。また、この研究により、環境化学物質曝露の健康への影響を評価するこ

とが可能になり、次世代における健康被害の増大を防止することが可能となると考えています。
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Ⅲ．研究活動報告

１．プロジェクト研究推進部門
　　（３）競争的資金獲得状況（特任教員分のみ）
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Ⅲ．研究活動報告

２．研究支援部門
　　（１）部門紹介

齋藤　健

環境健康科学研究教育センター　副センター長・兼務教員

（北海道大学大学院保健科学研究院保健科学部門健康科学分野　教授）

　研究支援部門は、環境健康科学研究教育センターで行われる長期的継続性、公共性の高い環境健康科学研究を

円滑かつ安全に推進するために、倫理面、安全リスク管理面、科学技術コミュニケーションに関する支援体制を

整えると共に、環境健康科学分野の新たな情報を国内外に広く発信するためのマスメディアやホームページ等に

よる広報活動や啓発活動としてのセミナー・講演会の実施と、新規の大型研究教育プロジェクトを展開するため

の研究開発コンサルテーションを行う部門です。

　この 2 年間の活動内容の詳細は、次ページ以降に記載いたしましたのでご覧ください。

　倫理面に関しては、環境健康科学研究教育センターに倫理委員会を設置し、本センターで行われる環境省「子

供の健康に関する全国調査（エコチル調査）」や北海道独自で実施されている「環境と子どもの健康に関する北海

道研究」等に関連する研究の倫理審査を行いました。

　広報活動に関しては、環境健康科学研究教育センター開設に合わせて、センター WEB ページを開設し、その

後センターの独立した URL の取得に伴い WEB ページをリニューアル、併せてエコチル調査北海道ユニットセン

ター WEB ページを開設しました。また、新聞、ラジオ、テレビなどマスメディアを通じてエコチル調査の説明

と PR を行いました。

　セミナー ･ 講演会活動に関しては、１）北海道大学サステナビリティウィークでの市民講演会や国際シンポジ

ウム、２）センター主催の市民講演会、公開セミナーおよびワークショップ、３）環境省「子供の健康と環境に

関する全国調査（エコチル調査）」国際交流会議などを実施し、環境健康科学の研究拠点としての基礎研究、応用

研究の成果を発信するとともに、国内外の研究拠点との連携を図ってきました。また、連携教育部門と共同で、

大学院共通講義「社会と健康」の中で、疫学の基礎から応用に関する知識と実践力を備えた人材の育成にも取り

組んでいます。現在、研究支援部門の円滑な運営のための組織の整備と、環境健康科学研究教育センターが支援

する新たな大型研究教育プロジェクトの開発の準備を進めています。
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Ⅲ．研究活動報告

２．研究支援部門
　　（２）倫理
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Ⅲ．研究活動報告

２．研究支援部門
　　（３）広報

○メディアでの記事掲載・放送
【新聞記事】
　1）新聞

　　①… 2010 年 2 月 25 日毎日新聞朝刊　新教育の森北海道『環境リスクの影響追跡』

　　②… 2010 年 11 月 9 日北海道新聞朝刊　全道遅版　社会 p25　『化学物質の影響 13 歳まで追跡』

　　③… 2010 年 11 月 10 日北海道新聞朝刊　全道遅版　生活・くらし p15　『子どもの健康何が影響？　環境要因…

… を探れ』

　　④… 2011 年 3 月 7 日北海道新聞朝刊　全道遅版　社会 p30　『子どもの化学物質影響分析「エコチル調査」開…

… 始　環境省』

　　⑤… 2011 年 9 月 6 日北海道新聞朝刊　『柏原原発 3 号機　大学教授ら 50 人緊急声明』

　　⑥… 2011 年 12 月 19 日北海道新聞朝刊『ひと　2011「子どもの健康と環境に関する調査に取り組む　岸玲子…

… さん」』

　　⑦… 2012 年 1 月 12 日 Medical…Tribune　p38『環境因子が児の健康に及ぼす影響を検討』

　2）ラジオ

　　①　2011 年 4 月 15 日（日）Air-G　8：30-8：55　『にこにこギュ　千葉ひろみ、ひだのかな代』にてエコチ…

… ル調査 PR

　3）テレビ

　　①　2011 年 10 月 29 日（土）HBC 北海道放送　5：00-5：30　（再放送 2011 年 11 月 4 日（金）1:56-2:26）『道民…

… カレッジ「ほっかいどう学」大学放送講座　第 4 回　環境と子どもの健康　〜 2 万人が協力する疫学研究〜』

… http://www.hbc.co.jp/tv/d-college/index.html にて動画配信（2012 年 9 月 30 日まで）

○道民カレッジ「ほっかいどう学」大学放送講座　への番組提供
　環境健康科学研究教育センターでは、道民カレッジ「ほっかいどう学」大学放送講座の第 4 回「環境と子ども

の健康〜 2 万人が協力する疫学研究〜」の番組を作製しました。

　これまで、当センターが地域に住む様々な人びとを対象に、健康に与える環境の影響について疫学的な研究を

行ってきました。今回の番組では「環境と子どもの健康に関する北海道研究（北海道スタディ）」を紹介しました。

　番組の内容は「ほっかいどう学」放送大学講座テキストとして道民カレッジ事務局より販売されています。また、

番組制作のため、9 月 5-7 日の 3 日間をかけてセンター内および函館と札幌市内でロケを実施しました。また、10

月 11 日には番組講師としてセンター長　岸玲子特任教授、荒木敦子特任助教が HBC のスタジオにて収録を行い

ました。

　北海道スタディは 2001 年に開始し、当センターが行う疫学研究の中でも最も大規模なもので、2 万人の妊婦さ

ん（お母さん）とその子どもたちの協力を得て進めてきた研究ですが、必ずしも一般の方がたにとって調査の趣

旨や進め方は容易に想像できるものではありませんでした。今回、道民カレッジ「ほっかいどう学」大学放送講
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座としてテレビ番組を制作することができ、実際に調査に協力している参加者の方の「自分が提供した血液や調

査票がどのように使われるのだろうか」との疑問に答えて、血液の保管や分析の様子、データ処理などを映像に

することで、とても解り易く伝えることができたのではないでしょうか。また、ご協力いただいている医療機関

の先生や職員の方、妊婦さんやお母さんの率直な声を私たち自身が TV を通じて伺い、調査に対する皆さんの大

いなる期待を肌で感じる、とてもよい機会となりました。実験室で黙々と行う研究とは異なり、疫学研究は多く

の方の協力によって初めて成り立つ研究です。北海道スタディはもちろん、すべての疫学研究に参加いただいた

皆さんにあらためて感謝するとともに、皆様から頂いたデータから、将来の人びとの病気の予防や健康に役立つ

エビデンスを、一つでも多く示すことが我々の使命であると考えます。また、番組制作を通じて、地域の環境と

健康の問題を世界的な環境問題への取り組みにつなげ、今後ますます重要度を増していく、環境と健康にかかわ

る諸問題の解決に取り組んで行きたいと考えている次第です。

○北海道大学広報誌「北大時報」記事
　●　平成 22 年（2010 年）10 月号 No.679　全学ニュース

　　　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（エ

　　　コチル調査）」北海道ユニットセンター立ち上げ式等を開催

　●　平成 23 年（2011 年）5 月号 No.686　お知らせ

　　　環境健康科学研究教育センターで環境省「エコチル調査」を開始しました

　●　平成 23 年（2011 年）10 月号 No.691　お知らせ

　　　「環境省エコチル調査」および「北海道スタディ」への参加のお誘い

○環境健康科学研究教育センター WEB の開設
　●　2010 年、環境健康科学研究教育センター開設に合わせて、センター WEB ページを開設　http://cehs.med.

　　　hokudai.ac.jp

　●　2011 年、センターの独立した URL 取得に伴い、WEB ページをリニューアル、併せてエコチル調査北海道

　　　ユニットセンター WEB ページを開設した。

　　　www.cehs.hokudai.ac.jp

　　　www.cehs.hokudai.ac.jp/ecochil/



43

Ⅲ．研究活動報告

２．研究支援部門
　　（４）セミナー・講演会
　　　　１）北海道大学サステナビリティウィーク

① 2010 年
環境健康科学研究教育センター設立記念　市民公開講演会
　　　　　　　　　　「みんなで考えよう－身近な環境と子どもの健康－」
開催日時：平成２２年１０月２４日（日）１３：３０〜１７：００

開催場所：北海道大学学術交流会館　２階講堂

主　　催：北海道大学環境健康科学研究教育センター

後　　援：札幌市、札幌市産婦人科医会、札幌市小児科医会

プログラム：

開会挨拶… 半田　康… 北海道大学・環境健康科学研究教育センター

演　　者… 宮下　ちひろ… 北海道大学・環境健康科学研究教育センター

… … 荒木　敦子… 北海道大学・環境健康科学研究教育センター　　…

… … 矢野　公一… 札幌市保健福祉局　

… … 水上　尚典… 北海道大学大学院医学研究科・産科・生殖医学分野

… … … … 環境健康科学研究教育センター　兼任

… … 岸　　玲子… 北海道大学・環境健康科学研究教育センター

総合討論司会… 河口　明人… 北海道大学大学院教育学研究院人間発達科学分野

… … … … 環境健康科学研究教育センター　兼任　

… … 齋藤　健… 北海道大学大学院保健科学研究院創成看護学分野

… … … … 環境健康科学研究教育センター　兼任

　北海道大学環境健康科学研究教育センター設立記念として、平成 22 年 10 月 24 日（日）に市民公開講演会「み

んなで考えよう―身近な環境と子どもの健康―」が開催されました。

　総合司会の環境健康科学研究教育センター・半田康特任助教の開式挨拶にてはじまり、環境健康科学研究教育

センター学術研究員の宮下ちひろが「環境と子どもの健康に関する北海道スタディ」のこれまでの研究結果をも

とに、環境科学物質が引き起こす健康影響について「私たちを取り巻く身近な環境」として講演し、続いて環境

健康科学研究教育センター学術研究員の荒木敦子が「シックハウス症候群の原因解明のための全国規模のための

全国規模の疫学研究」のこれまでの研究結果をもとに、室内汚染による健康問題や室内の汚染物質について「子

どもの健康はおうちの健康から」として講演しました。

　次に、札幌市保健福祉局保健所の矢野公一所長から、札幌市保健所、区保健センター、衛生研究所の共同制作

DVD の上映後、札幌市における喫煙率や妊娠中の喫煙・受動喫煙、乳幼児の受動喫煙、受動喫煙対策について「パ

パ、ママ、タバコやめて！小さな命のために」としてご講演いただきました。

　そして、医学研究科・環境健康科学研究教育センター兼任の水上尚典教授が、小さな赤ちゃんの出生率の増加、

それによって懸念される病気について「生まれてくる赤ちゃんへ―産科医からのメッセージ」として講演し、続
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いて環境健康科学研究教育センターの岸玲子センター長が「環境と子どもの健康に関する北海道スタディ」の概

要と結果について、環境省エコチル研究の概要、当センターの理念と活動について「環境と子どもの北海道スタディ

の成果と今後の環境省全国調査について」として講演しました。…

　最後に、教育学研究院・環境健康科学研究教育センター副センター長兼任河口明人教授、保健科学研究院・環

境健康科学研究教育センター副センター長兼任齋藤健教授の司会で、会場に集まっていただいた参加者の方々か

ら質問を募集し、その質問に講演者がパネラーとして答える形で総合討論を行いました。

　多数の様々な質問が会場から寄せられたため、パネラーが質問に答えながら、活発に意見交換をし、それを興

味深く聞き入る参加者の方々の関心の高さがうかがえ、有意義な市民公開講演会となりました。

…

② 2011 年
「国際シンポジウム　現代社会の呪縛構造―社会環境・生活習慣に潜む病根―」
開催日時：平成２３年１０月２６日（水）１３：３０〜１７：００

開催場所：北海道大学学術交流会館　小講堂

主　　催：北海道大学環境健康科学研究教育センター

後　　援：札幌市・札幌市教育委員会・札幌市保健所

プログラム：

開会挨拶… 岸　　玲子… 北海道大学・環境健康科学研究教育センター

演　　者… Peiyu…Wang… Social…Medicine…and…Health…Education,…

… … Peking…University,…China

… 河口　明人… 北海道大学大学院　教育学研究院人間発達科学分野

… … 環境健康科学研究教育センター　兼任

… 山内　太郎… 北海道大学大学院　保健科学研究院創成看護学分野

… … 環境健康科学研究教育センター　兼任　

… Bo…Kyung…Koo… Seoul…National…University,…College…of…Medicine,…Korea

　北海道大学環境健康科学研究教育センターは、昨年のオープニングシンポジウムに引き続き、サステナ 2011 に

おける国際シンポジウムとして、10 月 26 日『現代社会の呪縛構造…―社会環境・生活習慣に潜む病根―』を開催

いたしました。本シンポジウムの焦点は、東アジアの主要国、すなわち目覚ましい発展をとげている中国および

講演中の風景 総合討論
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韓国と、日本における社会環境および生活習慣の違いが

どのような健康課題を抱えているかを議論し合う点にあ

りました。

　保健科学研究院・齋藤健教授の司会のもと、中国から

は北京大学の Peiyu…Wang 教授から、『Chronic…Diseases,…

Behavior…and…Social…Environment… in…China』と題して、

急速な経済発展に伴う生活習慣病の急増、とくに最大の

死因である脳血管疾患、ストレスの増加、都市部と農村

部の格差や医療アクセス事情も含めて、深刻な現状につ

いて講演をいただきました。

　続いて本学の教育学研究院・河口明人教授は、『食生

活に潜在する生活習慣病リスク－肥満と痩身－』と題し

て、糖尿病患者やメタボリック・シンドローム患者が増

加している背景に植物性脂肪の過剰摂取が関連している

可能性とともに、青年期女性の過剰なダイエットによる

痩身が、低出生体重児の増加要因であること、さらに将

来の生活習慣病にも連続する懸念が示されました。　　

　一方、保健科学研究院・山内太郎准教授からは、『肥

満化・体力低下時代を生きるアジアの子どもたち：現状

と緩和方策』と題して、先進国と途上国を対比しつつ、

先進国都市部の子どもたちの急速な肥満化と体力低下の

一方で、途上国農村部の子どもたちには体力低下は認め

られないことから、伝統社会に生きる子どもたちのライ

フスタイルと健康を、アジアの子どもたちに生かす可能

性について講演をいただきました。

　さらに、韓国から招いたソウル大学の Bo…Kyung…

Koo 准教授が、『Metabolic…syndrome…and…the… life…style…

modification…to…overcome… it… in…the…Korean…population』

と題して、韓国におけるメタボリック・シンドロームの

特徴に運動不足が大きく関与していること、さらに環境

汚染物質がインスリン抵抗性を引き起こしている可能性

について、介入研究の事例の紹介とともに講演されまし

た。

　最後の総合討論では、上記の生活習慣病に加え、現代

社会の深刻な健康課題として、自殺者数が韓国、日本ともに大きく増えていることが取り上げられ、中国の潜在

的なストレス社会の側面とともに、今後とも密接な情報交換の必要性を意識させ、三国の連携を深める上でも、

実り多いシンポジウムとなりました。

講演中の Prof.Wang

聞き入る会場

総合討論の様子
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Ⅲ．研究活動報告

２．研究支援部門
　　（４）セミナー・講演会
　　　　２）市民講演会「スウェーデンに学ぶ、室内環境と健康」

開催日時：平成 23 年 3 月 2 日　18：40 〜 20：30

開催場所：かでる 2.7（札幌市中央区北 2 条西 7 丁目）

主　　催：北海道大学環境健康科学研究教育センター

後　　援：札幌市・札幌市教育委員会

プログラム：

開会挨拶… 岸　　玲子… 北海道大学・環境健康科学研究教育センター

演　　者… Dan…Norbäck… スウェーデン・ウプサラ大学

… 荒木　敦子… 北海道大学・環境健康科学研究教育センター

意見交流ゲスト… 小林　智… 北海道立衛生研究所

　当日は 34 名の専門家・一般市民の皆様が参加され、会場はほぼ満席となりました。

　岸玲子センター長による、聴講者への感謝と本市民講演会の趣旨についての挨拶により市民講演会を開始しま

した。

　まずは、スウェーデンの室内環境研究の第一人者であるダン・ノルバック博士より、化学物質による室内空気

汚染、健康問題（シックビルディング症候群・シックハウス症候群）への対応策、スウェーデンの環境問題（ゴ

ミの分別など）への取り組みについて、スウェーデンの風景の写真を交えながら、講演がありました。

　引き続き、荒木敦子特任助教より北海道における室内環境の研究結果についての講演があり、スウェーデンと

日本とを対応させるように、北海道立衛生研究所・小林智博士が札幌の問題点を指摘しました。これに対し、ノ

ルバック博士よりスウェーデンの事例をもとに、今後の日本での室内環境を改善するための対策案を市民に向け

て、提言がなされました。

　最後の質疑応答では、時間いっぱいまで参加者からの質問に講演者が回答しました。また、アンケートの記入

により一般市民が室内環境問題について、どんな意見を持ってるのか、どんなことを知りたがっているのかを具

体的に知ることができました。

　今後の室内環境の研究や講演会の開催にむけて、非常に意義のある講演会となりました。
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Ⅲ．研究活動報告

２．研究支援部門
　　（４）セミナー・講演会
　　　　３）CEHS ワークショップ

①第 1 回　「ソウル国立大学校 Prof. Yun-Chul HONG を迎えて」
開催日時：2010 年 10 月 26 日（火）18：30 〜 19：35

場　　所：北海道大学　環境健康科学研究教育センター　センター長室

ゲ ス ト：Yun-Chul…Hong…MD,…PhD

　Director,…Institute…of…Environmental…Medicine

　Professor,…Department…of…Preventive…Medicine

　College…of…Medicine,…Seoul…National…University

プログラム :

　18:30-18:35… Opening…remarks…and…introduction…–…Prof.…Reiko…Kishi…

　18:35-19:05… Researches…on…susceptible…populations…in…environmental…health…-…Prof.…Yun…Chul…Hong…

　19:05-19:20… Sapporo…birth…cohort…project…team…overview…-…Dr.…Seiko…Sasaki…

　19:20-19:35… Indoor…Air…Quality…project…team…overview…–…Atsuko…Araki…

　19:35… Closing…remarks…-…Prof.…Kishi…

　北海道大学環境健康科学研究教育センターの第 1 回目となる CEHS ワークショップが、10 月 26 日に開催され

ました。

　当日は今シーズン初雪、というよりは「嵐」となるあいにくの天気でしたが、CEHS の研究員のみならず、医

学研究科公衆衛生、教育学研究院、薬学研究院等から総勢 13 人が集まりました。

　Hong 教授からは、ソウルにおいて新生児から高齢者に至る幅広い世代を対象に実施された、様々な環境曝露と

健康に関する研究について発表をいただき、神経発達をどう測定するか、パネルスタディとはどう実施するのか、

といった討論がなされました。

　また、CEHS の研究プロジェクトとして、佐々木助教からは北海道における出生コーホート研究について、荒

木研究員からは室内空気質に関する研究について発表がありました。

　引き続き歓迎の意を込めた会食では、フランクな雰囲気

の中で、研究に関するアドバイスを頂き、韓国や日本 ( 北

海道 ) における食やお酒に関する話題にも花が咲きまし

た。

　会の最後に Hong 教授から「10 年後には、大勢の観衆

の前で、私が CEHS ワークショップの第 1 回のゲストス

ピーカーでした、と胸を張っているでしょう」といわれ、

CEHS メンバーとしてはこの言葉が現実のものとなるよ

う、有意義な CEHS ワークショップを継続していかなけ

れば、と決意した次第です。

… Hong 教授との会食風景
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②第 2 回　CEHS ワークショップ　　「北京大学 Prof. Peiyu WANG を迎えて」
開催日時：2011 年 10 月 27 日（木）13:30-16:15

場　　所：北海道大学　環境健康科学研究教育センター　センター長室

ゲ ス ト：Prof.…Peiyu…Wang…,…Social…Medicine…and…Health…Education,…Peking…University

プログラム :

　13:30-… Opening…remarks…–…Prof.…Reiko…Kishi…

　13:35-14:05… Researches…in…Dept.…of…Global…Health…and…Epidemiology…–…Dr.…Yoshihide…Obayashi…

　14:05-14:35… Researches…in…Dept.…of…Public…Health:…Job…stress…and…the…metabolic…syndrome…–Eisaku…Okada…

　14:45-15:15… Researches…in…Center…for…Environmental…and…Health…Sciences…–…Chihiro…Miyashita…

　15:15-16:15… Lecture…-…Prof.…Peiyu…WANG…

　北海道大学サステナビリティウィーク 2011 の国際シン

ポジウムに当たり、環境健康科学研究教育センターでは

北京大学より Peiyu…Wang 教授、ソウル大学より Koo…Bo…

Kyong 先生を招へいしました。

　翌 10 月 27 日に Wang 教授とともに、2 回目となる

CEHSワークショップを開催。今回のワークショップでは、

医学研究科・国際保健医学分野・大林由英助教から、北

海道およびスリランカにおける HIV/AIDS の知識、意識、

行動などに関する疫学調査、医学研究科・公衆衛生学分

野・博士課程・岡田栄作氏から職域のストレスとメタボ

リックシンドロームに関する疫学調査、そして当センター

からは宮下ちひろ学術研究員が主となる 4 つのプロジェ

クトの紹介と出生コホートから化学物質曝露による影響

の性差について紹介しました。北京大学Wang教授からは、

北京大学の紹介と中国における医療の現況を公衆衛生学

的な視点から講義を頂きました。

　夜は中国からの留学生も交えて、総勢 13 人にて居酒屋

で交流会を開催。Wang 教授の「両“北大”が一層親密に

なることをお祈りいたします」という言葉どおり、今後

の健康と環境の分野での日中間の交流がさらに発展して

いくことを願っています。

講演中の Wang 先生

セミナー風景
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Ⅲ．研究活動報告

２．研究支援部門
　　（４）セミナー・講演会
　　　　４）CEHS 公開セミナー

開催場所：… 中央キャンパス総合研究棟 1 号館 2 階　環境科学研究教育センター
第 1 回　平成 23 年 10 月 4 日　17：10 〜 18：40
　講師 ( 所属 )：岸玲子特任教授、池野多美子特任助教、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 )
　演題：世界で最も有名な出生コーホート“ALSPAC”視察報告

第 2 回　平成 23 年 10 月 18 日　17：10 〜 18：40
　講師 ( 所属 )：齋藤健教授　( 北海道大学・大学院保健科学研究院 )
　演題：ヒトが創る環境、環境が創るヒト

第 3 回　平成 23 年 11 月 1 日　17：10 〜 18：40
　講師 ( 所属 )：石塚真由美教授　( 北海道大学・大学院獣医学研究科 )
　演題：環境毒性学

第 4 回　平成 23 年 11 月 8 日　17：10 〜 18：40
　講師 ( 所属 )：金澤文子教授　( 旭川大学・女子短期大学部 )
　演題：食品と健康

第 5 回　平成 23 年 11 月 29 日　16：30 〜 18：30
　第１部 (16：30 〜 17：30)
　　講師 ( 所属 )：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 )
　　演題：子どもの健康と環境に関する全国調査 ( 環境省エコチル調査 ) について日本で初めて立ち上げ、既に 10
　　　　　年行ってきた「北海道スタディ」の経験もご紹介しながら
　第 2 部 (17：40 〜 18：30)
　　講師 ( 所属 )：吉岡英治准教授（旭川医科大学・健康科学講座地域保健疫学分野）
　　演題：1. エコチル調査旭川地区の現状について
　　　　　2. 疫学研究における病院との連携・協力関係の築き方

第 6 回　平成 23 年 12 月 13 日　17：10 〜 18：40
　講師 ( 所属 )：吉岡英治准教授（旭川医科大学・健康科学講座地域保健疫学分野）
　演題：メンタルヘルスの疫学

第 7 回　平成 24 年 1 月 10 日　17：10 〜 18：40
　講師 ( 所属 )：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 )
　演題：環境と遺伝の交互作用
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Ⅲ．研究活動報告

３．国際連携部門
　　（１）部門紹介

山内太郎

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院保健科学研究院保健科学部門健康科学分野　准教授）

　国際連携部門は、北海道大学環境健康科学研究教育センター（CEHS）の研究成果を国内外へ発信すること、ま

た海外の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り組みを

積極的に推進しています。

　センター立ち上げ期であった 2010-2011 年度は情報発信と国際セミナー開催に注力しました。

　今後、海外からの研究者の受け入れ、日本からの派遣を推進するとともに、国際共同研究の実施を視野に入れ

ています。
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Ⅲ．研究活動報告

３．国際連携部門
　　（２）海外研究拠点との情報交換・人的交流

１）2010 年

①招へい

●サステナビリティウィーク 2010
　招聘者：Prof.…Yun-Chul…HONG,…Seoul…National…University,…Korea

　　スケジュール：

　　10 月 24 日（日）… 来日

　　10 月 25・26 日（月・火）　…9：00 〜 18：15　SW2011 オープニングセミナー

　　10 月 26 日（火）… 18：30 〜 19：35　第 1 回 CEHS ワークショップ

　　　　　　　　　… 20：00　懇親会（古径）

　　10 月 27 日（水）… 出国

● International Research Meeting of JECS in Hokkaido（「エコチル調査」国際交流会議）
　招聘者：

　　Dr.…Edward…CLARK,…National…Children’s…Study,…USA

　　Dr.…James…QUACKENBOSS,…NCS,…USA

　　Dr.…Eun…Hee…HA,…Mothers…and…Children’s…Health…and…Environment,…Korea

　　Dr.…Mads…MELBYE,…Danish…National…Birth…Cohort,…Denmark

　　Dr.…Terence…DWYER,The…International…Childhood…Center…Cohort…Consortium,…Australia

　　Dr.…Ruth…ETZEL,…WHO,…Switzerland…

　スケジュール：

　　2 月 6 日（日）… 札幌到着　18：30　Welcome…party（キリンビール国際館）

　　2 月 7 日（月）… 10：00 〜 17：15　国際交流会議

　　　　　　　… 18：30　懇親会（シェ・フルーレ）

　　2 月 8 日（火）… 出国

●厚生労働科学研究健康安全・危機管理対策総合研究推進事業」に係る海外研究者招へい事業
　招聘者：Dr.…Dan…NORBÄCK,…Uppsala…University

　スケジュール：

　　2 月 23 日…( 水 )… 来日、18：00　歓迎会（古径）

　　2 月 24 日…( 木 )… 室内空気質研究グループと研究打ち合わせ

　　2 月 25…日 ( 金 )… 午前　札幌市衛生研究所訪問

… 午後　北海道立衛生研究所訪問

　　2 月 27 日 ( 日 )… 厚生労働科学研究　第二回班会議出席

　　2 月 28・3 月 1 日 ( 月・火 )… 10：00 〜 16：55　大学院医学研究科　公衆衛生学分野にてセミナー

　　3 月 1 日 ( 木 )… 13：10 〜 14：25　Dr.…Norbäck 講演会
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　　… 18：30-　懇親会（サッポロビアガーデン・ガーデングリル）

　　3 月 2 日 ( 水 )… 室内空気質研究グループと研究打ち合わせ

… 18:40…–…市民講演会

　　3 月 3 日 ( 木 )… 大阪に移動

　　3 月 7…日 ( 月 )… 中央労働災害防止協会　大阪労働衛生総合センター訪問

　　3 月 8…日 ( 火 )… 出国

２）2011 年

①招へい

●サステナビリティーウィーク 2011
　招聘者：Prof.…Peiyu…WANG,…Peking…University

　　　　　Dr.…Bo…Kyung…KOO,…Boramae…Medical…Center

　スケジュール：

　　10 月 25 日（火）… Prof.…Wang 来日

　　10 月 26 日（水）… Dr.…Koo 来日

… 13：30 〜 17：00　SW2011 国際シンポ

… 18：00　懇親会（えりも）

　　10 月 27 日（木）… 13：30 〜 17：00　第 2 回 CEHS ワークショップ

… 18：00　親睦会（咲か蔵）

　　10 月 28 日（金）… 出国

②訪問

● ALSPAC 視察訪問
　訪問先：School…of…Social…and…Community…Medicine,…The…University…of…Bristol

　訪問者：岸玲子、池野多美子、宮下ちひろ

　スケジュール：2011 年 8 月 12 日（金）

　　…9：30 〜 10：00… 1.……Introduction…to…ALSPAC:…Karen…Birmingham

… … … (ALSPAC…Ethics…Manager)

　　10：00 〜 11：00… 2.……Tour…of…ALSPAC…Laboratory:…Karen…Ho…(Research…Assistant)

　　11：00 〜 11：45… 3.……Genetic…Analyses:…Dr…Nic…Timpson

… … … (Lecturer…in…Genetic…Epidemiology)

　　12：00 〜 14：00… 4.……Development…and…Development…disorder:…Professor…Alan…Emond

… … … (Professor…of…Community…Child…Health)

　　14：30 〜 15：15… 5.……Asthma…and…Allergies…Professor…John…Henderson

… … … (Professor…of…Paediatric…Respiratory…Medicine,

… … … … ALSPAC…Executive…Committee)

　　15：30 〜 16：30… 6.……Discussion…&…Questions… Professor…Jean…Golding

… … … (Emeritus…Professor…of…Paediatric…and…Perinatal…Epidemiology,

… … … … Former…Director…of…ALSPAC)
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　ALSPAC（The…Avon…Longitudinal…Study…of…Parents…And…Children の略称）とは、Bristol 大学（イギリス）が

環境および遺伝要因が出生から青年期の子どもの健康と発育に与える影響を解明する事を目的に立ち上げた小児

コーホート研究です。1991 年 4 月から 1992 年 12 月に AVON 地区で分娩予定だった 14,541 人の妊婦を登録し、

14,062 人の新生児が生産しました。登録から現在まで 20 年間にわたって母親とそのパートナー、および児を追跡

しており、登録した母親から生まれた児は現在 17-18 歳に至り調査が進行中です。

　岸、池野、宮下は、8 月 12 日（金）に、Bristol 大学　社会・地域医療分野にある ALSPAC 事務局を訪ね、研

究立ち上げから組織化の流れ、データ収集とデータリンク状況、生体試料の保存管理と利用状況、進行中の遺伝

子解析、神経行動発達のアウトカム測定方法と注意点、アレルギーと喘息をアウトカムとする際の注意点などに

ついて、担当の研究者から説明を受けました。最後に、

本コーホートを立ち上げた Jean…Golding 名誉教授から

ALSPAC の現況と今後の展開について伺いました。世界

中の研究者が共同研究者としてALSPACに研究プロポー

ザルを提案しており、明確な研究計画により資金を獲得

し、研究論文へと成果を出すことが出来ます。コーホー

トで重要な高い追跡率を維持する工夫として、対象者に

オーナーシップのような意識を持ってもらうと共に、対

象者と様々な機会を通じて接触する事が大事であると、

コーホートを維持する上でのポイントを改めて教えてい

ただきました。

　訪問に際して、事前に北海道スタディのプロトコール

論文を送ってありましたが、ALSPAC と北海道スタディ

で曝露要因測定に違いはあるものの、コーホート研究を

さらに発展させるために必要な点を再確認できました。

北海道スタディの 7、8 歳調査に関しても、アレルギー（喘

息やアトピーなど）や神経行動発達をアウトカムに調査

を進める上でのアドバイスを受け、有意義な視察訪問と

なりました。

ALSPAC 前センター長である Professor Jean Golding ,
Ethics Manager の Kare Birmingham と一緒に、研究所にて

ALSPAC のトレードマーク
通称 “90 年代のエイボンに住む子ど
も達の研究 ” という .
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Achievement
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Reproduction
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(Golding J, et al. 2001)
Diagrammatic plan of the aims of the study.
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Description of the DBH-study and the Selma-study

● DBH&SELMA Study 研究グループ
　訪問先：Professor.…Carl-Gustaf…Bornehag,…Karlstad…University,…Sweden

　訪問者：荒木敦子

　スケジュール：9 月 19 日（月）

　　10.00　Welcome…to…Karlstad…University…(CG…Bornehag)

　　10.05　Introduction…to…the…program…“Children’s…life…and…health”…(CG…Bornehag)

　　10.10　Introduction…to…the…DBH…and…the…SELMA…study…(CG…Bornehag)

　　10.40　PVC…flooring…and…incidence…of…asthma…in…children…(Malin…Larsson,…PhD)

　　10.50　Sampling…of…indoor…dust…by…pizza…box…and…filter…socks…(Cecilia…Boman,…MPH)

　　11.00　PVC…flooring…and…uptake…of…phthalates…in…infants…(Fredrik…Carlstedt,…MD,…PhD))

　　11.10　AGD…measurements…in…300…baby…boys…(CG…Bornehag)

　　11.20　Does…eczema…lead…to…asthma?…(Laura…von…Kobyletzki,…MD,…PhD-student)

　　11.30　Language…delay…and…neurodevelopmental…disorder…(Carolina…Jernbro,…MPH)

　　11.40　Endotoxin…in…indoor…dust…and…asthma…in…children…(Syed…Moniruzzaman,…PhD)

　　11.50　Experimental…in-vitro…studies…(Ola…Olsson…PhD-student)

　　12.00　Lunch

　　13.00　Introduction…and…presentation…of…birth…cohort…study…(Atsuko…Araki)

　　13.45　Discussion…

　　15.00…　Closing…session

　Karlstad…大学の Carl-Gustaf…Bornehag 教授が率いるグループでは、スウェーデンにて DBH…(Dampness… in…

Buildings…and…Health) と SELMA…(Swedish…Environmental…Longitudinal,…Mother…and…child,…Asthma…and…allergy…

study) の 2 つの疫学研究を実施しています。

　荒木は、9 月 19 日（月）に、DBH&SELMA…Study 研究グループを訪問しました。まずは Bornehag 教授から

２つの疫学研究の背景および研究デザイン等の説明がありました。その後、これまでに既にいくつかの論文が報

告されている DBH から、Karlstad 大学の大学院生やポスドクを中心とした若い研究者から個々の研究結果の発

表がありました。昼食後に荒木より、室内空気質研

究から特にフタル酸エステル類やリン酸トリエス

テル類の研究結果、北海道スタディの紹介と現在計

画している７歳児の研究計画概要について紹介し

ました。SELMA と北海道スタディは研究デザイン

に類似な点が多く、特にアレルギー（ISAAC）を

アウトカムとしてい

る点、曝露としてフ

タル酸エステル類の

測定を行っている点

についてその方法や
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測定項目について情報を交換しました。フタル酸エ

ステル類の測定については、実際に研究で用いてい

るサンプル収集用品の実物をもらうことができま

した。また、住宅状況は基本的な状況が各国で異な

ることから、類似の調査票を用いて記述的に状況を

報告することが重要であることを再認識しました。

最後に、Bornehag 教授から、この先、若い研究者

らが互いの大学を訪問して研究を行う交流を進め

ていけるようにしたい、という言葉で訪問を終えま

した。

● UPPSALA 大学訪問
　訪問先：Dr.…Dan…Norbäck,…

　Uppsala…University,…Sweden

　訪問者：荒木敦子

　スケジュール：

　9 月 20-21 日 ( 火・水 )

　Tuesday…20th…September

　Presentation…of…research…on…MVOC…and…health…by…Atsuko…Araki,…Hokkaido…University,…Sapporo,…Japan

　9.00-10.00…Microbial…VOC…(MVOC)…in…homes…and…SBS,…asthma…and…allergy…(Atsuko…Araki)

　Presentation…of…indoor…environment/health…and…discomfort…research…from…Dept.…of…Medical…Science,…Uppsala…

　University

　　10.00-10.30… Dampness,…moulds…and…health…(Dan…Norbäck)

　　10.30-11.00… Exposure…chamber…studies…on…four…microbial…VOC…(MVOC)…(Robert…Wålinder)

　　11.00-11.10… Short…break

　　11.10-11.40… An…experimental…study…on…health…effects…of…two…types…of…water…based…paint…and…a…field…study……

… on…respiratory…inflammation…of…particles…in…dwellings…(Gunilla…Wieslander)…

　　11.40-12.10… Two…intervention…studies…on…ventilation…in…schools…(Greta…Smedje)

　　12.10-13.00… Lunch

　　13.00-13.30… Intervention…studies…on…air…filtration…and…cleaning…(Greta…Smedje)

　　13.30-14.00… Personality…traits…and…asthma,…allergy…and…SBS…(Roma…Runeson)

　　14.00-14.10… Short…break

　　14.10-14.40… Thermal…discomfort…in…relation…to…energy…use,…other…building…factors…and…personal……… …

… characteristics…(Karin…Engvall)

　　14.40-15.10… Longitudinal…studies…on…SBS…(Dan…Norbäck)

　　15.10-15.30… Coffee/tea…break…and…concluding…remarks

左より　Drs. Boman, Larsson, Prof. Bonehag,
　　　　Drs. Von Kobyletzki, Moniruzzaman
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Wednesday…21th…September

　　Research…on…health…effects…of…environmental…contaminants…at…our…department

　　9.00-9.30… Environmental…contaminants…and…arteriosclerosis…(Monika…Lind)

　　9.30-10.00… Mixtures…of…environmental…contaminants…and…arteriosclerosis…(Erik…Lampa)

　9 月 20-21 日（火・水）に、Karlstad 大学に引き

続き、Uppsala 大学の Norback 博士らの研究グルー

プを訪問しました。まずは、荒木より、MVOC 研

究について発表しました。MVOC 研究については、

初期の学校教員の喘息と MVOC 曝露の報告をした

Smedje 博士、1-octen-3-ol や 3-methylfuran のヒト

への曝露実験を報告した Wålinder 博士、職域での

MVOC 曝露に関する報告をしている Wieslander 博

士からそれらの研究について発表を聞けた事は感

慨深いものがありました。SBS と個人特性の研究を

報告している Runeson 博士との討論では、スウェー

デンのオフィスビルにおける化学物質過敏症と認

知療法について意見を交換しました。Engvall 博士

は集合住宅における室内空気質やシックビルディング症候群（SBS）についての解析を行っており、行政データ

を用いて室内温度やエネルギー使用と症状との関連についての検討報告を聞くことができました。Norback 博士

らのグループは、これまでに室内空気質研究で引用している多くの論文を発表しています。若い研究者が協力し

て研究を進めている Karlstad 大学と、個々の研究者が個別に調査を行っている Uppsala 大学、２つの対照的な研

究グループで多くの討論を行うことができ、非常に有意義な訪問となりました。

左より　Drs. Lind, Smedje, Runeson, Araki, Norback,
　　　　Engvall, Wålinder



57

Ⅲ．研究活動報告

４．連携教育推進部門
　　（１）部門紹介

河口　明人

環境健康科学研究教育センター　副センター長・兼務教員

（北海道大学大学院教育学研究院人間発達科学分野　教授）

　健康とは、人間の内部環境（Homeostasis）と外部環境の相互作用の結果であり、したがって環境健康科学研究

教育センターが対象にする教育的学術分野は広範に及びます。外部環境とは、地球物理的環境、微生物環境、社

会環境、そして生活環境と多次元的であり、それに関わる学術分野は、医歯薬系に止まらず工学系、理学系、農

学系、獣医・水産系、さらには生命倫理に関わる人文社会系に亘るまで、人間の科学である限り、あらゆる学問

分野が関連づけられています。これらの多次元的に重畳する "Public…Health" に関する学問は、次世代のリーダー

や研究者にとって、どのような専門性を究めようとも、"Public…Health" という filter にかける際の必須の素養であ

ると言いえます。いかなる学問も "Public…Health" と齟齬をきたしてはならないからです。したがって、環境健康

科学研究教育センターの連携教育推進部門は、"Public…Health" に anchoring された次世代の研究者を教育・育成

するという使命を現実化するものとして、センターの開設とともに設置されました。同時に、その範囲が広範で

あること、およびセンター自体が独自の学生を擁する教育養成機関ではないために、現在のところ明確な講義コー

スとして設定されているわけではありませんが、関連する科目群として、本学における大学院共通授業における「社

会と健康」の講義集合体があります。これは、5 年ほど以前から、"Public…Health" に関連する講義をコンパイルし、

あらたな学術教育機関を展望しながら位置づけられた一連の有用な講義群です。提供されている講義は、センター

教員はもとより、医学研究科、保健科学研究院、教育学研究院、歯学研究科、薬学研究院、生命科学院、工学研

究院、獣医学研究科などの多彩な教員を含み、講義群は、大きく倫理科目（I）群、研究方法・疫学科目（II）群、

環境保健科目（III）群、生活習慣病科目（IV）、医療マネージメント・福祉科目（V）群のカテゴリーに区分けさ

れています。大学院生の教育に対する実績としては、平成 22 年の講義数 18 科目で 224 名の院生が履修し、平成

23 年度の講義数は 19 科目で 230 名が履修しました。すでに全学から、その専門性を問わず、自由に履修できる環

境があります。さらにこれを向上させ、同時に関連科目の内的関連性とその統合を果たしつつ、新たなカリキュ

ラムを構成していくことが今後の連携教育推進部門の課題です。すくなくとも中期的な展望として、これらの講

義履修によって、一定の単位を充たした場合に、それぞれの専門学位（博士）と同時に、MPH…(Master…of…Public…

Health) の学位を取得する制度 (Joint…Degree) が準備されれば、センターの教育部門としての役割と貢献は拡大す

るものと考えられます。

　一方、本センターの目指す Public…Health に anchoring された研究者には、社会的かつ実践的な力量の涵養が必

要です。"Public…Health" に必須の、人間に関する疫学研究がもつ多彩な意義と困難とを体験的、実感的に学ぶこ

とは、ひときわ重要です。この意味で、環境健康科学研究教育センターは、多様な研究者を「専門研究員」や「訪

問研究員」（10 名）あるいは「客員研究員」（1 名）として受け入れています。これらの制度を利用して、学生自身が、

将来の社会的な活躍を含めて、本センターを意義あるものにしていくことを期待しています。
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Ⅲ．研究活動報告

４．連携教育推進部門
　　（２）教育活動
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Ⅲ．研究活動報告

４．連携教育推進部門
　　（３）客員研究員・専門研究員・訪問研究員の受け入れ状況

● H23 年度

　①客員研究員

　②専門研究員

　　受け入れなし

　③訪問研究員
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Ⅳ．今後の環境健康科学研究教育センターに期待すること

清水　宏

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院医学研究科医学専攻感覚器病学講座　教授）

　今ほど環境意識の高まった時代はありません。とりわけ、原発事故による放射能汚染、自動車の排気ガス、ホ

ルモン攪乱物質、そしてシックハウス症候群等々多くの問題に見られるように、環境とその健康への影響に対す

る人々の関心は増すばかりです。このような時代に環境健康科学研究教育センターの果たすべき役割はますます

大きく、また他分野との協力により新しい研究活動のハブたりうる大きな潜在力を持っていると考えます。

　環境健康科学研究教育センターでは環境省エコチル調査や環境と子ども北海道スタディなどの大規模なコホー

トを対象とした研究プロジェクトを進行し、多くの研究成果をあげると同時に、「環境と健康」領域のリーダーた

る人材育成が進められています。

　当皮膚科学領域に限っても、アトピー性皮膚炎をはじめとしてその病態、治療において環境因子の影響が無視

できない疾患が多くあります。アトピー性皮膚炎は、これまで病因が不明でしたが、私たちはその少なからぬ部

分において皮膚バリア機能に関与するたんぱく質であるフィラグリン遺伝子の異常が原因となっていることを明

らかにしてきました。また、フィラグリン遺伝子変異は、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、ピーナッツアレルギー

の重要な発症因子であることも明らかになっています。このように、環境物質が皮膚を介して健康に影響すると

いう視点は非常に重要なものとなりつつあります。同様に多くの分野で、環境と健康をキーワードにした新たな

視点がその重要性を増していると考えます。

　環境健康科学研究教育センターが「環境と健康」分野において日本のみならず世界のリーダーとして、多くの

研究分野と共同し、その中心となりながらこのような社会の要請に応えてゆくことを期待し、またそれを確信し

ております。

蔵田伸雄

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院文学研究科思想文化学専攻倫理学講座　教授）

　種々の化学物質の人体に対するリスク・影響を広域にかつ長期間にわたって調査するというエコチル調査と本

センターでの研究は、公衆衛生に対して大きな貢献をするだろうと期待しています。諸般の事情でセンターの活

動に十分コミットできていませんが、研究倫理の面で今後も協力をしていきたいと思います。公衆衛生の倫理や、

化学物質のリスクに関する倫理は私が専門としている生命倫理・環境倫理でも重要なトピックの一つであり、ま

た自分の研究テーマの一つでもあるので、本センターの活動からは今後も多くの示唆が得られると思います。ま

た、若い研究者の中に研究倫理に関する危惧や誤解があるようなので、研究倫理コンサルテーションとまではい

かなくても、倫理面で注意するべきことについてのアドバイスなどをする機会がもてればとも考えています。ま

た、他のエコチル調査ユニットセンターで倫理問題を担当している研究仲間との意見交換も行いたいと考えてい

ます。研究の推進と人権の擁護のバランスをとることは難しいです。何よりも次の世代の子どもたちの利益を考

えて、研究倫理面でのコミットを続けていきたいと考えています。
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Ⅴ．研究業績

１．プロジェクト研究業績一覧
　　（１）2012 年

１）論文

［原著（国際誌）］

Effects of Maternal 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T or A1298C Polymorphisms and Tobacco 

Smoking on Infant Birthweight in a Japanese Population. 

著 者：Yila…TA,…Sasaki…S,…Miyashita…C,…Braimoh…TS,…Kashino…I,…Kobayashi…S,…Okada…E,…Baba…T,…Yoshioka…E,…

Minakami…H,…Endo…T,…Sengoku…K…and…Kishi…R.…

雑誌名：Journal…of…Epidemiology…

年・巻号：2012…in…press…

Randomised controlled pilot study in Japan comparing a home visit program using a Functioning 

Improvement Tool with a home visit conversation alone. 

著者：Ukawa…S,…Yuasa…M,…Ikeno…T,…Yoshioka…E,…Satoh…H,…Murata…W,…Ikoma…K,…Kishi…R.…

雑誌名：Australasian…Journal…on…Ageing…

年・巻号：2012…in…press…

The relationship between exposure to microbial volatile organic compound and allergy prevalence in single-

family homes. 

著者：Araki…A,…Kanazawa…A,…Kawai…T,…Eitaki…Y,…Morimoto…K,…Nakayama…K,…Shibata…E,…Tanaka…M,…Takigawa…T,

Yoshimura…T,…Chikara…H,…Saijo…Y,…Kishi…R.…

雑誌名：Science…of…the…Total…Environment…

年・巻号：2012…in…press…

Prenatal exposure to perfluorinated chemicals and relationship with allergies and infectious diseases in 

infants. 

著者 :…Okada…E,…Sasaki…S,…Saijo…Y,…Washino…N,…Miyashita…C,…Kobayashi…S,…Konishi…K,…Ito…YM,…Ito…R,…Nakata…A,…

Iwasaki…Y,…Saito…K,…Nakazawa…H,…Kishi…R.…

雑誌名 :…Environmental…Research…

年・巻号 :…2012…112(1):…118-125

Validation of diffusive mini-samplers for aldehyde and VOC and its feasibility for measuring the exposure 

levels of elementary school children. 

著者：Araki…A,…Tsuboi…T,…Kawai…T,…Ait…Bamai…Y,…Takeda…T,…Yoshioka…E,…Kishi…R.…

雑誌名：Journal…of…Environmental…Monitoring…

年・巻号：2012…14(2)：368-374

（2012 年 2 月末日現在）
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Short Sleep Duration and Poor Sleep Quality Increase the Risk of Diabetes in Japanese Workers with No 

Family History of Diabetes. 

著者：Kita…T,…Yoshioka…E,…Satoh…H,…Saijo…Y,…Kawaharada…M,…Okada…E,…Kishi…R.…

雑誌名：Diabetes…Care

年・巻号：2012…35(2)…:…313-318

［その他（解説など）］

胎生期低栄養と小児の健康 

著者：那須民江、岸玲子…

雑誌名：…日本衛生学雑誌

年・巻号：…2012…67(1)…:…21

２）報告書

３）学会発表

［国際学会］

Phthalate in house dust and its relation to sick building syndrome and allergic symptoms

発表者：Kishi…R,…Araki…A,…Saito…I,…Shibata…E,…Kanazawa…A,…Morimoto…K,…Nakayama…K,…Tanaka…M,…Takigawa…T,…

Yoshimura…T,…Chikara…H,…Saijo…Y.

学会名：30th…Congress…of…the…International…Commission…on…Occupational…Health(ICOH)…(Cancun,…Mexico)…

開催日：2012/3/18-23…

［国内学会］

第 14 回日本衛生学会学会賞 受賞講演：「出生コーホート研究による次世代影響解明など生涯を通じた人々の健康

増進のための環境疫学研究」

講演者：岸玲子…

催し：第 82 回日本衛生学会学術総会（京都）…

開催日：2012/3/26…

注意欠損・多動性障害（ADHD）の文献 Review(1)―有病率と発生に関する要因

発表者：池野多美子、小林澄貴、馬場俊明、岸玲子

催し：第 82 回日本衛生学会学術総会（京都）…

開催日：2012/3/24-26
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注意欠損・多動性障害（ADHD）の文献 Review(2)―環境要因と遺伝要因、その相互作用

発表者：小林澄貴、池野多美子、馬場俊明、岸玲子

催し：第 82 回日本衛生学会学術総会（京都）…

開催日：2012/3/24-26

妊婦血と毛髪の環境化学物質に関連する要因 ‐ 環境と子どもの健康北海道スタディ ‐

発表者：宮下ちひろ、佐々木成子、岡田恵美子、小林澄貴、蜂谷紀之、岩崎雄介、中澤裕之、梶原淳睦、戸髙尊、

岸玲子

催し：第 82 回日本衛生学会学術総会（京都）…

開催日：2012/3/24-26

札幌市小学生の喘息・鼻結膜炎有訴と自宅環境および気中 VOC・MVOC 濃度

発表者：荒木敦子、アイツバマイゆふ、河合俊夫、坪井樹、竹田智哉、多島秀司、鵜川重和、叢石、吉岡英治、

岸玲子

催し：第 82 回日本衛生学会学術総会（京都）…

開催日：2012/3/24-26

小学生のシックハウス症候群の有訴と床ダスト中有機リン酸トリエステル類濃度との関係

発表者：多島秀司、荒木敦子、斎藤育江、河合俊夫、坪井樹、アイツバマイゆふ、竹田智哉、吉岡英治、鵜川重和、

岸玲子

催し：第 82 回日本衛生学会学術総会（京都）…

開催日：2012/3/24-26

シンポジウム 4（室内空気質連携研究会）：シックハウス症候群に関する全国規模の疫学研究－化学物質、湿度環境、

生物学的要因－

発表者：荒木敦子、西條泰明、田中正敏、瀧川智子、吉村健清、森本兼曩、柴田英治、河合俊夫、斎藤育江、岸

玲子

催し：第 82 回日本衛生学会学術総会（京都）…

開催日：2012/3/24-26

４）講演 

日本における先行研究 環境と子どもの健康に関する北海道研究

講演者：岸玲子…

催し：環境省「エコチル調査」国際シンポジウム ( 北九州）…

開催日：2012/2/28…
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　　（２）2011 年

１）論文

［原著（国際誌）］

Self-reported tobacco smoke exposure and plasma cotinine levels during pregnancy - A validation study in 

Northern Japan. 

著者 :…Sasaki…S,…Braimoh…TS,…Yila…TA,…Yoshioka…E,…Kishi…R.…

雑誌名 :…Science…of…the…Total…Environment…

年・巻号 :…2011…412-413：114-118…

Concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, and polychlorinated 

biphenyls in blood and breast milk collected from pregnant women in Sapporo City, Japan. 

著者 :…Todaka…T,…Hirakawa…H,…Kajiwara…J,…Onozuka…D,…Sasaki…S,…Miyashita…C,…Yoshioka…E,…Yuasa…M,…Kishi…R,…Iida…

T,…Uchi…H,…Furue…M.…

雑誌名 :…Chemosphere…

年・巻号 :…2011…85(11)…:…1694-700…

…

Effects of prenatal exposure to dioxin-like compounds on allergies and infections during infancy. 

著者：Miyashita…C,…Sasaki…S,…Saijo…Y,…Washino…N,…Okada…E,…Kobayashi…S,…Konishi…K,…Kajiwara…J,…Todaka…T,…Kishi…R.…

雑誌名：Environmental…Research…

年・巻号：2011…111：551-558…

Cohort Profile: The Hokkaido Study on Environment and Children's Health in Japan. 

著者：Kishi…R,…Sasaki…S,…Yoshioka…E,…Yuasa…M,…Sata…F,…Saijo…Y,…Kurahashi…N,…Tamaki…J,…Endo…T,…Sengoku…K,…

Nonomura…K,…Minakami…H;…for…the…Hokkaido…Study…on…Environment…and…Children's…Health…

雑誌名：International…Journal…of…Epidemiology…

年・巻号：2011…40：611-618…

Relationships between mite allergen levels, mold concentrations, and sick building syndrome symptoms in 

newly built dwellings in Japan. 

著者：Saijo…Y,…Kanazawa…A,…Araki…A,…Morimoto…K,…Nakayama…K,…Takigawa…T,…Tanaka…M,…Shibata…E,…Yoshimura…T,…

Chikara…H,…Kishi…R.…

雑誌名：…Indoor…Air…

年・巻号：2011…21(3)：253-263…
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The effect of a Functioning Improvement Tool home visit program on instrumental activities of daily living 

and depressive status in older people. 

著者 :…Ukawa…S,…Yuasa…M,…Ikeno…T,…Ikoma…K,…Kishi…R.

雑誌名 :…International…Journal…of…Geriatric…Psychiatry…

年・巻号 :…2011…in…press…

A randomized controlled trial of a Functioning Improvement Tool home-visit program and its effect on 

cognitive function in older persons. 

著者：Shigekazu…Ukawa,…Hiroki…Satoh,…Motoyuki…Yuasa,…Tamiko…Ikeno,…Tomoko…Kawabata,…Atsuko…Araki,…Eiji…

Yoshioka,…Waka…Murata,…Katsunori…Ikoma,…and…Reiko…Kishi

雑誌名：International…Journal…of…Geriatric…Psychiatry…

年・巻号：2011…in…press…

Gender differences in insomnia and the role of paid work and family responsibilities.

著者：Yoshioka…E,…Saijo…Y,…Kita…T,…Satoh…H,…Kawaharada…M,…Fukui…T,…Kishi…R.…

雑誌名：Social…Psychiatry…and…Psychiatric…Epidemiology

年・巻号：…2011…in…press

Relation between Self-Reported Sleep Duration and Arterial Stiffness: A Cross-Sectional Study of Middle-

Aged Japanese Civil Servants.

著者：Yoshioka…E,…Saijo…Y,…Kita…T,…Okada…E,…Satoh…H,…Kawaharada…M,…Kishi…R.

雑誌名：Sleep

年・巻号：2011…34(12)…:…1681-1686

［原著（国内誌）］

北海道の妊婦の全血中 POPs 系農薬の濃度 -「環境と子どもの健康に関する北海道研究 

著者：金澤文子、宮下ちひろ、岡田恵美子、小林澄貴、鷲野考揚、湯浅資之、佐々木成子、吉岡英治、水谷太、

苣木洋一、岸玲子…

雑誌名：日本衛生学雑誌…

年・巻号：2011…66：95-107…

札幌市戸建住宅における 3 年の室内環境とシックハウス症候群有訴の変化 

著者：荒木敦子、金澤文子、西條泰明、岸玲子…

雑誌名：日本衛生学雑誌…

年・巻号：2011…66(3)：589-599…
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在宅高齢者生活機能向上ツールを用いた予防型家庭訪問 - 家庭訪問の意義と今後の課題 - 

著者：鵜川重和、池野多美子、川畑智子、湯浅資之

雑誌名：保健師ジャーナル…

年・巻号：2011…67(12)：1118-1123…

企業労働者の抑うつと首尾一貫感覚（SOC）との関連 

著者：河原田まり子、上田泉、平野美千代、吉岡英治、池野多美子、岸玲子…

雑誌名：北方産業衛生…

年・巻号：2011…48：9-14

［その他（解説など）］

スタートする「環境省エコチル調査」とその先駆け的研究モデルとなった「北海道スタディ」について：これま

での成果と今後の課題 

著者：岸玲子…

雑誌名：北海道の公衆衛生…

年・巻号：2011…37：37-41…

環境と子どもの健康に関する北海道コホートの成果と今後の課題 

著者：岸玲子…

雑誌名：保健の科学…

年・巻号：2011…53(2)：98-104…

在宅高齢者生活機能向上ツールを用いた家庭訪問研究 - 認知機能への効果 - 

著者：鵜川重和、佐藤浩樹、池野多美子、湯浅資之、川畑智子、吉岡英治、村田和香、生駒一憲、岸玲子…

雑誌名：北海道農村医学会…

年・巻号：2011…43：52-56…

２）報告書

平成 23 年度総括・分担研究報告書「前向きコーホート研究に基づく先天異常、免疫アレルギーおよび小児発達障

害のリスク評価と環境科学物質に対する遺伝的感受性の解明」 

研究代表者：岸玲子…

事業名：厚生労働科学研究費補助金　化学物質リスク研究事業…
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３）学会発表

［国際学会］

Effects of prenatal environmental tobacco smoke exposure on infant birth size. 

発 表 者：Titilola…S.…Braimoh,…Seiko…Sasaki,…Thamar…A.…Yila,…Toshiaki…Baba,…Chihiro…Miyashita,…Emiko…Okada,…

Ikuko…Kashino,…Kumiko…Ito,…Sumitaka…Kobayashi,…Eiji…Yoshioka,…Reiko…Kishi.…

学会名：The…American…Public…Health…Association…(APHA)…139th…Annual…Meeting…and…Exposition…(Washington,…

DC,…USA)

開催日：2011/10/29–11/2

The effects of PFOS and PFOA in maternal serum on maternal and infant thyroid hormones 

発表者：Sachiko…Itoh,…Shizue…Kato,…Motoyuki…Yuasa,…Seiko…Sasaki,…Eiji…Yoshioka,…Ikuko…Kashino,…Emiko…Okada,…

Chihiro…Miyashita,…Reiko…Kishi…

学会名：ISEE2011：23rd…International…Society…for…Environmental…Epidemiology…Conference…(Barcelona,…Spain)…

開催日：2011/9/13-16…

Organophosphate triesters in house dust and its relation to allergic symptoms. 

発表者：Atsuko…Araki,…Tomoya…Takeda,…Ayako…Kanazawa,…Ikue…Saito,…Kanehisa…Morimoto,…Kunio…Nakayama,…

Eiji…Shibata,…Masatoshi…Tanaka,…Tomoko…Takigawa,…Takesumi…Yoshimura,…Hisao…Chikara,…Yasuaki…Saijo,…Reiko…

Kishi…

学会名：ISEE2011：23rd…International…Society…for…Environmental…Epidemiology…Conference…(Barcelona,…Spain)…

開催日：2011/9/13-16…

…

Validation and feasibility study of the developed small diffusive samplers for aldehyde and VOC in 

elementary school children. 

発 表 者：Atsuko…Araki,…Toshio…Kawai,…Tazuru…Tsuboi,…Yu…Ait…Bamai,…Tomoya…Takeda,…Eiji…Yoshioka,…Reiko…

Kishi…

学 会 名：AIRMON2011：7th… International…Symposium…on…Modern…Principles… for…Air…Monitoring… and…

Biomonitoring…(Loen,…Norway)…

開催日：2011/6/19-23…

Effects of exposure to second-hand smoke during pregnancy on birth size.

発 表 者：Titilola…S.…Braimoh,…Seiko…Sasaki,…Thamar…A.…Yila,…Toshiaki…Baba,…Chihiro…Miyashita,…Emiko…Okada,…

Ikuko…Kashino,…Sumitaka…Kobayashi,…Eiji…Yoshioka,…Reiko…Kishi.…

学会名：Women’s…Health…Conference…(New…York,…USA)…

開催日：2011/4/…2
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［国内学会］

2008 札幌地区 自宅住環境とアトピー性皮膚炎に関する調査－札幌市の小学生 4,500 名を対象として－ 

発表者：鵜川重和、荒木敦子、金澤文子、湯浅資之、アイツバマイゆふ、吉岡英治、叢石、多島秀司、岸玲子…

学会名：第 63 回北海道公衆衛生学会（札幌）…

開催日：2011/11/10-11…

…

2009-2010 札幌地区 自宅空気中化学物質濃度とシックハウス症候群に関する調査研究－札幌市小学生を対象とし

て－ 

発表者：荒木敦子、アイツバマイゆふ、坪井樹、河合俊夫、竹田智哉、早川敦司、吉岡英治、多島秀司、叢石、

鵜川重和、岸玲子…

学会名：第 63 回北海道公衆衛生学会（札幌）…

開催日：2011/11/10-11…

…

2009-2010 札幌地区 小学生の住宅おけるハウスダスト中のエンドトキシンならびに beta- グルカン量と住宅特徴に

関する調査 

発表者：叢石、荒木敦子、アイツバマイゆふ、竹田智哉、早川敦司、吉岡英治、多島秀司、鵜川重和、岸玲子…

学会名：第 63 回北海道公衆衛生学会（札幌）…

開催日：2011/11/10-11…

アルコール摂取と動脈硬化との関連

発表者：森永幸子、吉岡英治、西條泰明、喜多歳子、岡田栄作、岸玲子

学会名：第 70 回日本公衆衛生学会総会（秋田）

開催日：…2011/10/19-21

肥満と睡眠時間による糖尿病発症リスク

発表者：喜多歳子、吉岡英治、西條泰明、河原田まり子、岸玲子

学会名：平成 23 年度日本産業衛生学会北海道地方会（美唄）

開催日：…2011/10/15

アルコール摂取と動脈硬化との関連

発表者：森永幸子、吉岡英治、西條泰明、喜多歳子、岡田栄作、岸玲子…

学会名：平成 23 年度日本産業衛生学会北海道地方会（美唄）

開催日：…2011/10/15
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環境リスクの次世代影響：わが国で最初の本格的な出生コホートによる先天異常・発達・免疫アレルギーの検討

「環境と子どもの健康に関する北海道研究」

発表者：岸玲子…

催し：第 28 回日本医学会総会（東京）…

開催日：2011/9/18…

シックハウス症状解明のための超小型、軽量、拡散型サンプラーの開発－アルデヒド測定用サンプラー 

発表者：河合俊夫、坪井樹、乾谷正樹、荒木敦子、岸玲子、住野公昭

学会名：第 84 回日本産業衛生学会（東京）…

開催日：2011/5/18-20…

シックハウス症状解明のための超小型、軽量、拡散型サンプラーの開発－ VOC 測定用サンプラー 

発表者：坪井樹、河合俊夫、乾谷正樹、荒木敦子、大前和幸、住野公昭、岸玲子…

学会名：第 84 回日本産業衛生学会（東京）…

開催日：2011/5/18-20…

妊婦葉酸値と先天異常リスクとの関連 - 環境と子どもの健康に関する北海道スタディ (1)- 

発表者：伊藤久美子、佐々木成子、Yila…TA、馬場俊明、宮下ちひろ、樫野いく子、岡田恵美子、小林澄貴、吉岡

英治、岸玲子…

学会名：第 81 回日本衛生学会学術総会（東京）…

開催日：2011/3/25-28…

…

抗エストロゲン様作用 PCBs 曝露と出生体格との関連 - 環境と子どもの北海道スタディ (2)- 

発表者：宮下ちひろ、佐々木成子、岡田恵美子、小林澄貴、西條泰明、吉岡英治、馬場俊明、梶原淳睦、戸高尊、

岸玲子…

学会名：第 81 回日本衛生学会学術総会（東京）…

開催日：2011/3/25-28…

…

母体血中ダイオキシン類と 6 ヶ月・18 ヶ月児の精神・運動発達への影響 - 環境と子どもの健康に関する北海道ス

タディ (3)-. 

発表者：中島そのみ、佐々木成子、加藤静恵、鵜野安希子、中村裕二、仙石泰仁、梶原淳睦、西條泰明、岸玲子

学会名：第 81 回日本衛生学会学術総会（東京）

開催日：2011/3/25-28
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生後 42 ヶ月児における認知能と胎児期 PCB・ダイオキシン類曝露との関連 - 環境と子どもの健康に関する北海道

スタディ (4)-. 

発表者：小西香苗、坂晋、佐々木成子、鷲野孝揚、吉岡英治、梶原淳睦、戸高尊、中島そのみ、岸玲子

学会名：第 81 回日本衛生学会学術総会（東京）

開催日：2011/3/25-28

札幌市小学生のシックハウス症候群有訴と自宅の気中化学物質濃度 

発表者：荒木敦子、アイツバマイゆふ、竹田智哉、河合俊夫、坪井樹、早川敦司、吉岡英治、岸玲子…

学会名：第 81 回日本衛生学会学術総会（東京）…

開催日：2011/3/25-28…

シンポジウム 3（室内空気質連携研究会）：シックハウス症候群に関する全国疫学研究（その全体像と何がわかっ

たか） 

発表者：岸玲子、荒木敦子…

学会名：第 81 回日本衛生学会学術総会（東京）…

開催日：2011/3/25-28…

連携研究会 6（室内空気質連携研究会）：微生物由来 VOC による室内空気室汚染の実情と健康影響 

発表者：荒木敦子、岸玲子…

学会名：第 81 回日本衛生学会学術総会（東京）…

開催日：2011/3/25-28…

AhR および AhRR 遺伝子多型と母体血中ダイオキシン類濃度との関連 -「環境と子どもの健康に関する北海道ス

タディ」 

発表者：小林澄貴、佐々木成子、坂晋、宮下ちひろ、岡田恵美子、Limpar…M、吉岡英治、梶原淳睦、戸高尊、岸

玲子…

学会名：第 21 回日本疫学会学術総会（札幌）…

開催日：2011/1/21-22…

４）講演

働くもののいのちと健康を守る全国センター 講演

講演者：岸玲子…

催し：働くもののいのちと健康を守る全国センター…第 14 回総会 ( 東京）…

開催日：2011/12/9…
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北海道の環境問題と医療

講演者：岸玲子…

催し：北海道地域医療研修究会…平成 23 年度総会・定期研究会 ( 札幌）…

開催日：2011/10/29…

環境汚染による潜在的な健康リスクについて～その予防原則を考えながら～

講演者：岸玲子…

催し：恵迪寮同窓会…第 12 回開識者講演会（札幌）

開催日：2011/10/13…

健康リスクとリスクコミュニケーション

講演者：岸玲子…

催し：日本学術会議・日本生物環境工学会…市民公開シンポジウム「安全・安心な社会のための食料・健康・環境」

( 札幌）…

開催日：2011/9/7…

北海道の室内環境と健康 

講演者：荒木敦子…

催し：市民講演会「スウェーデンに学ぶ、室内環境と健康」（札幌）…

開催日：2011/3/2…

" 正規・非正規 " を超えて　働く人の健康と安全のための新しいシステム構築の動き 

講演者：岸玲子…

催し：北海道医師会（札幌）…

開催日：2011/1/28…

社会経済環境が激変する中での公衆衛生（健康・生活・安全） 

著者：岸玲子…

催し：北海道衛生公衆衛生セミナー発足 20 年記念講演会（札幌）…

開催日：2011/1/15…

５）賞

平成 23 年　第 7 回北海道大学大学院医学研究科・医学部医学科　音羽博次奨学金

受賞者：鵜川　重和（環境健康科学研究教育センター　訪問研究員）

平成 23 年度　北海道公衆衛生協会賞

表彰論文名：札幌市戸建住宅における 3 年の室内環境とシックハウス症候群有訴の変化

著者：荒木敦子、金澤文子、西條泰明、岸玲子
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平成 23 年度　第 14 回日本衛生学会　学会賞

研究業績：出生コーホート研究による次世代影響解明など生涯を通じた人々の健康増進のための環境疫学研究」

受賞者：岸　玲子（環境健康科学研究教育センター　センター長・特任教授）

　　（３）2010 年

１）論文

［原著（国際誌）］ 

Genetic Polymorphisms of 17 β -Hydroxysteroid Dehydrogenase 3 and the Risk of Hypospadias. 

著者：Sata…F,…Kurahashi…N,…Ban…S,…Moriya…K,…Tanaka…KD,…Ishizuka…M,…Nakao…H,…Yahata…Y,…Imai…H,…Kakizaki…H,…

Nonomura…K,…Kishi…R.…

雑誌名：The…Journal…of…Sexual…Medicine…

年・巻号：2010…7(8):2729-38…

Relationship between the concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, 

and polychlorinated biphenyls in maternal blood and those in breast milk. 

著者：Todaka…T,…Hirakawa…H,…Kajiwara…J,…Hori…T,…Tobiishi…K,…Yasutake…D,…Onozuka…D,…Sasaki…S,…Miyashita…C,…

Yoshioka…E,…Yuasa…M,…Kishi…R,…Iida…T,…Furue…M.…

雑誌名：Chemosphere…

年・巻号：2010…78(2)：185-192…

Relationship between selected indoor volatile organic compounds, so-called microbial VOC, and the 

prevalence of mucous membrane symptoms in single family homes. 

著者：Araki…A,…Kawai…T,…Eitaki…Y,…Kanazawa…A,…Morimoto…K,…Nakayama…K,…Shibata…E,…Tanaka…M,…Takigawa…T,…

Yoshimura…T,…Chikara…H,…Saijo…Y,…Kishi…R.…

雑誌名：Science…of…the…Total…Environment…

年・巻号：2010…408(10)：2208-2215…

Relationship between indoor chemical concentrations and subjective symptoms associated with sick building 

syndrome in newly built houses in Japan. 

著者：Takigawa…T,…Wang…BL,…Saijo…Y,…Morimoto…K,…Nakayama…K,…Tanaka…M,…Shibata…E,…Yoshimura…T,…Chikara…H,…

Ogino…K,…Kishi…R.…

雑誌名：International…Archives…of…Occupational…and…Environmental…Health…

年・巻号：2010…83(2)：225-235…
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Association between indoor exposure to semi-volatile organic compounds and building-related symptoms 

among the occupants of residential dwellings． 

著者：Kanazawa…A,…Saito…I,…Araki…A,…Takeda…M,…Ma…M,…Saijo…Y,…Kishi…R.…

雑誌名：Indoor…Air…

年・巻号：2010…20(1)：72-84…

［原著（国内誌）］ 

環境化学物質の次世代影響に関するわが国における研究事例 - 北海道スタディの概要とこれまでの成果 

著者：岸玲子、佐々木成子…

雑誌名：医学のあゆみ…

年・巻号：2010…235(11)：1117-1121.…

シックハウス症候群についての全国規模の疫学調査研究―寒冷地札幌市と本州・九州の戸建住宅における環境要

因の比較―. 

著者：金澤文子、西條泰明、田中正敏、吉村健清、力寿雄、瀧川智子、森本兼曩、中山邦夫、柴田英治、岸玲子…

雑誌名：日本衛生学雑誌…

年・巻号：2010…65：447-458…

小学生のシックハウス症候群の有訴と自宅の床ダスト中リン酸トリエステル類濃度との関連 

著者：竹田智哉、荒木敦子、アイツバマイゆふ、斎藤育江、早川敦司、吉岡英治、金澤文子、湯浅資之、岸玲子…

雑誌名：北海道公衆衛生学雑誌…

年・巻号：2010…24(2)：73-84…

［その他（解説など）］

子どもの環境と健康：「北海道スタディ」と環境省エコチル研究 

著者：岸玲子…

雑誌名：北海道小児保健研究会会誌…

年・巻号：2010…2-8…

シックハウス症候群に関する研究の現状と今後の課題 

著者：岸玲子、荒木敦子…

雑誌名：公衆衛生…

年・巻号：2010…74(4)：295-298…

環境リスクによる潜在的な健康障害の解明―特に次世代影響に関する研究

著者：岸玲子…

雑誌名：日本医師会雑誌…

年・巻号：2010…138(10)：56-59…
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人間らしい労働と健康で安寧な生活を確保するためのシステム構築 

著者：岸玲子、宮本太郎…

雑誌名：学術の動向…

年・巻号：2010…15(10)：59-64…

日本学術会議の「労働雇用と安全衛生」委員会の活動について－ 30 年ぶりの提言に向けて 

著者：岸玲子…

雑誌名：産業医学ジャーナル…

年・巻号：2010…33(5)：78-81…

２）報告書

平成 22 年度総括・分担研究報告書「前向きコホート研究による先天異常モニタリング、特に尿道下裂、停留精巣

のリスク要因と環境化学物質に対する感受性の解明」 

研究代表者：岸玲子…

事業名：厚生労働科学研究費補助金　化学物質リスク研究事業…

…

平成 20-22 年度総合研究報告書「前向きコホート研究による先天異常モニタリング、特に尿道下裂、停留精巣のリ

スク要因と環境化学物質に対する感受性の解明」 

研究代表者：岸玲子…

事業名：厚生労働科学研究費補助金　化学物質リスク研究事業…

平成 22 年度 総括・分担研究報告書「シックハウス症候群の原因解明のための全国規模の疫学研究 - 化学物質及び

真菌・ダニ等による健康影響の評価と対策」 

研究代表者：岸玲子…

事業名：厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対策総合研究事業…

平成 20-22 年度 総合研究報告書「シックハウス症候群の原因解明のための全国規模の疫学研究 - 化学物質及び真菌・

ダニ等による健康影響の評価と対策」 

研究代表者：岸玲子…

事業名：厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対策総合研究事業

平成 20-22 年度科学研究費補助金「作業バランス自己診断に着目したテーラーメイド型介護予防法の開発：無作為

介入研究」研究成果報告書 

研究代表者：湯浅資之　研究分担者：池野多美子…

３）学会発表
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［国際学会］ 

Symposium (Longitudinal Birth Cohort Studies in Asia)：Japan Environment and Children's Study (JECS) 

発表者：Toshihiro…Kawamoto,…Naoya…Tsukamoto,…Masaharu…Tanto,…Hiroshi…Nitta,…Katsutaka…Murata,…Fujio…

Kayama,…Reiko…Kishi,…Hiroshi…Satoh…

学会名：ISES-… ISEE…2010：Joint…Conference…of… International…Society…of…Exposure…Science…&… International…

Society…for…Environmental…Epidemiology…（Seoul,…Korea)…

開催日：2010/8/28-9/1…

Relationship between AhR gene polymorphisms and dioxin concentrations in maternal blood- Hokkaido 

Study on Environment and Children's Health- 

発表者：Sasaki…S,…Kobayashi…S,…Ban…S,…Yoshioka…E,…Miyashita…C,…Okada…E,…Limpar…M,…Yila…TA,…Baba…T,…Braimoh…

TS,…Kashino…I,…Otake…Y,…Kanazawa…A,…Yuasa…M,…Kajiwara…J,…Todaka…T,…Kishi…R.…

学会名：ISES-ISEE…2010：Joint…Conference…of…International…Society…of…Exposure…Science…&…International…Society…

for…Environmental…Epidemiology…（Seoul,…Korea)…

開催日：2010/8/28-9/1…

…

Prenatal Exposure to Dioxins in Relation to Allergy and Infection in Infancy- Hokkaido Study on 

Environment and Children's Health- 

発表者：Miyashita…C,…Sasaki…S,…Yoshioka…E,…Yila…TA,…Baba…T,…Braimoh…TS,…Kashino…I,…Okada…E,…Kobayashi…S,…

Otake…Y,…Limpar…M,…Kajiwara…J,…Todaka…T,…Kishi…R.…

学会名：ISES-ISEE…2010：Joint…Conference…of…International…Society…of…Exposure…Science…&…International…Society…

for…Environmental…Epidemiology…（Seoul,…Korea)…

開催日：2010/8/28-9/1…

Maternal Smoking and Alcohol Use During Pregnancy, Common Metabolic Polymorphisms and the Risk of 

Recurrent Pregnancy Loss 

発表者：Fumihiro…Sata,…Hideto…Yamada,…Hisanori…Minakami,…Reiko…Kishi,…Hiroyuki…Nakao,…Hirohisa…Imai…

学会名：ISES-ISEE…2010：Joint…Conference…of…International…Society…of…Exposure…Science…&…International…Society…

for…Environmental…Epidemiology…（Seoul,…Korea)…

開催日：2010/8/28-9/1…

…

Symposium (Chemical Exposures During Pregnancy and Development and Disease in Infants)：Sex 

Difference of Prenatal Effects to Dioxins Exposure on Birth Weight, Development, and Infectious Diseases in 

Offsprings; The Hokkaido Study on Environment and Children's Health in Japan 

発表者：Reiko…Kishi…

学会名：ISES-ISEE…2010：Joint…Conference…of…International…Society…of…Exposure…Science…&…International…Society…

for…Environmental…Epidemiology…（Seoul,…Korea)…

開催日：2010/8/28-9/1…
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Prevalence of Asthma, Atopic Dermatitis and Rhinitis and MVOC Exposure in Single Family Homes - A 

Survey in Six Cities of Japan 

発 表 者：Atsuko…Araki,…Toshio…Kawai,…Yoko…Eitaki,…Ayako…Kanazawa,…Kanehisa…Morimoto,…Kunio…Nakayama,…

Eiji…Shibata,…Masatoshi…Tanaka,…Tomoko…Takigawa,…Takesumi…Yoshimura,…Hisao…Chikara,…Yasuaki…Saijo,…Reiko…

Kishi…

学会名：ISES-ISEE…2010：Joint…Conference…of…International…Society…of…Exposure…Science…&…International…Society…

for…Environmental…Epidemiology…（Seoul,…Korea)…

開催日：2010/8/28-9/1…

…

Prevention of Ill-health Effects of Stress and Lifestyle (Part 55): Relationship among Sick Building Syndrome, 

Volatile Organic Compounds, and Lifestyle in Japan. 

発表者：Nakayama…K,…Morimoto…K,…Kishi…R,…Saijo…Y,…Tanaka…M,…Yoshimura…T,…Chikara…H,…Takigawa…T,…Shibata…E.

学会名：International…Symposium…on…Occupational…and…Environmental…Allergy…and…Immune…Diseases…2010…(Kyoto,…

Japan)…

開催日：2010/4/7-9…

Effect of Preventive Home Visits using the Functioning Improvement Tool for the Elderly: a Randomized 

Control Trial 

発表者：Yuasa…M,…Ikeno…T,…Ukawa…S,…Katsumata…M,…Kawabata…T,…Sato…H,…Yoshioka…E,…Kishi…R.…

学 会 名：The…Joint…Scientific…Meeting…of… IEA…Western…Pacific…Region…and…Japan…Epidemiological…Association

（Saitama,…Japan)…

開催日：2010/1/9-10…

［国内学会］ 

睡眠不足による糖尿病発症への家族歴の影響

発表者：喜多歳子、吉岡英治、西條泰明、岡田栄作、河原田まり子、岸玲子

学会名：第 69 回日本公衆衛生学会（東京）

開催日：…2010/10/26-29

小学生のシックハウス症候群と住環境に関する研究 ( １) 住宅特徴および床ダスト中リン酸トリエステル類濃度 

発表者：竹田智哉、荒木敦子、斎藤育江、アイツバマイゆふ、早川敦司、吉岡英治、岸玲子…

学会名：第 62 回北海道公衆衛生学会（旭川）…

開催日：2010/9/18…

…

小学生のシックハウス症候群と住環境に関する研究 ( ２) ダスト中フタル酸エステル類濃度との関連 

発表者：アイツバマイゆふ、荒木敦子、斎藤育江、竹田智哉、早川敦司、吉岡英治、岸玲子…

学会名：第 62 回北海道公衆衛生学会（旭川）…

開催日：2010/9/18…
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１日あたりの睡眠時間と動脈硬化との関連

発表者：吉岡英治、西條泰明、喜多歳子、岡田栄作、佐藤浩樹、福井知範、河原田まり子、岸玲子

学会名：第 83 回日本産業衛生学会総会（福井）

開催日：…2010/5/26-28

室内環境汚染物質 51 物質の分析・測定技術 

発表者：坪井樹、永滝陽子、河合俊夫、住野公昭、荒木敦子、大前和幸、岸玲子…

学会名：第 83 回日本産業衛生学会 ( 福井 )…

開催日：2010/5/26-28…

北海道スタディグループ . コホートプロファイル -「環境と子どもの健康　北海道スタディ」(1)- 

発表者：岸玲子、佐々木成子、吉岡英治、湯浅資之、佐田文宏、西條泰明、倉橋典絵、玉置淳子…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

母体血中ダイオキシン類の異性体濃度と乳幼児期の感染症との関連 -「環境と子どもの健康 北海道スタディ」(2)- 

発表者：宮下ちひろ、佐々木成子、鷲野考揚、小西香苗、岡田恵美子、吉岡英治、湯浅資之、梶原淳睦、戸高尊、

岸玲子…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

妊婦の喫煙と血中ダイオキシン類濃度との関連 -「環境と子どもの健康　北海道スタディ」(3)- 

発表者：坂晋、佐々木成子、小西香苗、吉岡英治、鷲野考揚、戸高尊、平川博仙、梶原淳睦、岸玲子…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

難分解性有機塩素系農薬の妊婦への曝露状況 -「環境と子どもの健康　北海道スタディ」(4)- 

発表者：金澤文子、佐々木成子、鷲野考揚、宮下ちひろ、岡田恵美子、小林澄貴、吉岡英治、水谷太、苣木洋一、

岸玲子…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

First Trimester Serum Folate Status of Japanese Women in Hokkaido-The Hokkaido Study on Environment 

and Children's Health (5) – 

発表者：Yila…TA,…Sasaki…S,…Baba…T,…Miyashita…C,…Braimoh…TS,…Kashino…I,…Kobayashi…S,…Okada…E,…Yoshioka…E,…

Kishi…R.…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…
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Self-Reported Exposure to Environmental Tobacco Smoke and Plasma Cotinine during Pregnancy-The 

Hokkaido Study on Environment and Children's Health (6) - 

発表者：Braimoh…TS,…Sasaki…S,…Yila…TA,…Baba…T,…Miyashita…C,…Okada…E,…Kashino…I,…Kobayashi…S,…Yoshioka…E,…

Kishi…R.…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の実施に向けて：胎児期および小児期曝露による健康影

響評価の重要性：環境省 feasibility study に参加して 

講演者：岸玲子…

催し：第 80 回日本衛生学会学術総会（仙台）…

開催日：2010/5/9-11…

喫煙者の有無別にみた室内環境化学物質濃度とシックハウス症候群の自覚症状 

発表者：アイツバマイゆふ、荒木敦子、西條泰明、森本兼曩、中山邦夫、瀧川智子、田中正敏、柴田英治、吉村健清、

力寿雄、岸玲子…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

…

シックハウス症候群についての全国規模の疫学調査研究　寒冷地札幌市と本州・九州の戸建住宅における環境要

因の比較 

発表者：金澤文子、…西條泰明、…田中正敏、…吉村健清、…力寿雄、瀧川智子、…森本兼曩、中山邦夫、柴田英治、岸玲子…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

ストレスとライフスタイルに関する予防医学研究 53：シックハウス症状と居間・寝室の VOC

発表者：中山邦夫、森本兼曩、岸玲子、竹田誠、西條泰明、田中正敏、柴田英治、瀧川智子、吉村健清、力寿雄…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…

新築家屋におけるシックハウス症候群に関する環境リスク因子についての縦断研究 

発表者：瀧川智子、王炳玲、坂野紀子、汪達紘、荻野景規、岸玲子…

学会名：第 80 回日本衛生学会学術総会 ( 仙台 )…

開催日：2010/5/9-11…
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シンポジウム（アレルギー疾患の疫学研究）：環境と子どもの免疫アレルギー - 胎児期曝露による次世代影響に関

する北海道コーホート研究

発表者：岸玲子…

学会名：第 22 回日本アレルギー学会春季臨床大会（京都）…

開催日：2010/5/8-9…

４）講演

オープニング行事　第 4 分科会（高齢者の健康と介護：幸せとは？）：北海道における介護予防活動 - 予防型家庭

訪問の事例 -」ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を目指して～わたしたちが直面する危機の原因を包

括的に探る～

講演者：池野多美子…

催し：北海道大学サステナビリティ・ウィーク 2010（札幌）…

開催日：2010/10/26…

自然と社会の健康への影響 2010 年 4 月北海道大学に「環境と健康全学センター」が発足 その意義と課題 

著者：岸玲子…

催し：北海道大学サステナビリティ・ウィーク 2010：オープニングシンポジウム（札幌）…

開催日：2010/10/25…

環境と子どもの北海道スタディの成果と今後の環境省全国調査について

講演者：岸玲子…

催し：北海道大学サステナビリティ・ウィーク 2010…市民公開講演会「みんなで考えよう ‐ 身近な環境と子ども

の健康 ‐ 」（札幌）…

開催日：2010/10/24…

私たちを取り巻く身近な環境 

講演者：宮下ちひろ…

催し：北海道大学サステナビリティ・ウィーク 2010…市民公開講演会「みんなで考えよう ‐ 身近な環境と子ども

の健康 ‐ 」（札幌）…

開催日：2010/10/24…

子どもの健康はおうちの健康から 

講演者：荒木敦子…

催し：北海道大学サステナビリティ・ウィーク 2010…市民公開講演会「みんなで考えよう ‐ 身近な環境と子ども

の健康 ‐ 」（札幌）…

開催日：2010/10/24…
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特別講演「" 正規・非正規 " を超えて、働く人の健康と安全を考える」 

著者：岸玲子…

催し：日本産業衛生学会…産業医・産業看護全国協議会（東京）…

開催日：2010/10/15…

…

日本の健康格差・貧困問題：我が国における特徴と課題 

著者：岸玲子…

催し：日本学術会議　基礎医学委員会・健康・生活科学委員会合同パブリックヘルス

分科会：社会格差と健康に関する市民公開シンポジウム（東京）…

開催日：2010/7/30

子どもの環境と健康：「北海道スタディ」と環境省エコチル研究 

講演者：岸玲子…

催し：北海道小児保健研究会　H22 年度総会（札幌）…

開催日：2010/5/15

聴き手からみえる語り手の変化－臨床心理士の立場から 

講演者：池野多美子…

催し：北海道大学大学院文学研究科公開シンポジウム『人の語りから人を知る』（札幌）…

開催日：2010/2/19…

５）賞

ベストポスター賞：Does dietary estrogen intake from meat relate to the incidence of hormone-dependent 

cancers?

発表者：Y.…Handa,…H.…Fujita,…Y.…Watanabe,…S.…Honma,…M.…Kaneuchi,…H.…Minakami,…R.…Kishi

学会名：American…Society…of…Clinical…Oncology…2010…Annual…Meeting（Chicago,…USA）

開催日：2010/6/4-8

平成 22 年度　第 29 回温泉関連功労者表彰（環境大臣表彰）

受賞者：大塚吉則（環境健康科学研究教育センター　兼務教員・北海道大学大学院教育学研究員教育学部門人間

発達科学分野　教授）

平成 22 年度　北海道大学　大塚賞

受賞者：荒木敦子（環境健康科学研究教育センター　学術研究員）
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Ⅴ．業績一覧

２．その他の業績一覧

西村正治

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野　教授）

Isada…A，Konno…S，Hizawa…N，Tamari…M，Hirota…T，Harada…M，Maeda…Y，Hattori…T，Takahashi…A，Nishimura…M．：

“A…functional…polymorphism…( － 603A → G)… in…the…tissue… factor…gene…promoter… is…associated…with…adult-onset…

asthma”，J…Hum…Genet，55：167-174(2010)

Hattori…T，Konno…S，Takahashi…A，Isada…A，Shigemura…M，Matsuno…K，Shimizu…C，Hizawa…N，Yamaguchi…E，

Nishimura…M．：“The…role…of…atopy…in…the…clinical…course…of…pulmonary…sarcoidosis…in…the…Japanese…population”，

Allergy…Asthma…Proc，31：238-243(2010)

Hattori…T，Konno…S，Takahashi…A，Isada…A，Shimizu…K，Shimizu…K，Taniguchi…N，Gao…P，……Yamaguchi…

E，Hizawa…N，Huang…SK，Nishimura…M．：“Genetic… variants… in…mannose… receptor…gene(MRC1)… confer…

susceptibility…to…increased…risk…of…sarcoidosis”，BMC…Med…Genetics，11：151-156(2010)

Shimizu…K，Hasegawa…M，Makita…H，Nasuhara…Y，Konno…S，Nishimura…M．：“Airflow…limitation…and…airway…

dimensions…assessed…per…bronchial…generation…in…older…asthmatics”，Respir…Med，104：1809-1816(2010)

Fukutomi…Y，Nakamura…H，Kobayashi…F，Taniguchi…M，Konno…S，Nishimura…M，Kawagishi…Y，Watanabe…J，

Komase…Y，Akamatsu…Y，Okada…C，Tanimoto…Y，Takahashi…K，Kimura…T，Eboshida…A，Hirota…R，Ikei…J，

Odajima…H，Nakagawa…T，Akasawa…A，Akiyama…K．：“Nationwide…cross-sectional…population-based…study…on…

the…prevalences…of…asthma…and…asthma…symptoms…among…Japanese…adults”，Int…Arch…Allergy…Immunol，153：

280-287(2010)

Gao…PS,…Shimizu…K,…Grant…AV,…Rafaels…N,…Zhou…LF,…Hudson…SA,…Konno…S,…Zimmermann…N,…Araujo…MI,…Ponte…

E,…Cruz…AA,…Nishimura…M,…Su…SN,…Hizawa…N,…Beaty…TH,…Mathias…RA,…Rothenberg…ME,…Barnes…KC,…Bochner…

BS．：“Polymorphisms…in…the…sialic…acid-binding…immunoglobulin-like…lectin-8…(Siglec-8)…gene…are…associated…with…

susceptibility…to…asthma”，…Eur…J…Hum…Genet…，18：713-719(2010)

Osawa…R,…Konno…S,…Akiyama…M,…Nemoto-Hasebe… I,…Nomura…T,…Nomura…Y,…Abe…R,…Sandilands…A,…McLean…

WH,…Hizawa…N,…Nishimura…M,…Shimizu…H.… :”Japanese-Specific…Filaggrin…Gene…Mutation… in…Japanese…Patients…

Suffering…from…Atopic…Eczema…and…Asthma”,…J…Invest…Dermatol ,…130:…2834-2836(2010)

Shimizu…K,…Hasegawa…M,…Makita…H,…Nasuhara…Y,…Konno…S,…Nishimura…M:…“Comparison…of…airway…remodeling…

assessed…by…computed…tomography…in…asthma…and…COPD”,…Respiratory…Medicine…105:…1275-1283(2011)
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Konno…S,…Makita…H,…Hasegawa…M,…Nasuhara…Y,…Nagai…K,…Betsuyaku…T,…Hizawa…N,…Nishimura…M:…“Beta2-

adrenergic…receptor…polymorphisms…as…a…determinant…of…preferential…bronchodilator…responses…to… β 2-agonist…

and…anticholinergic…agents…in…Japanese…patients…with…chronic…obstructive…pulmonary…disease”,…Pharmacogenet…
Genomics ,…21(11):687-693(2011)

Fukutomi…Y,…Taniguchi…M,…Nakamura…H,…Konno…S,…Nishimura…M,…Kawagishi…Y,…Okada…C,…Tanimoto…Y,…Takahashi…

K,…Akasawa…A,…Akiyama…K:”Association…between…Body…Mass…Index…and…Asthma…among…Japanese…Adults:…Risk…

within…the…Normal…Weight…Range”,…Int…Arch…Allergy…Immunol ,…157(3):281-287(2011)

Konno…S,…Kurokawa…M,…Ueda…T,…Nishimura…M,…Huang…SK:”…Role…of…osteopontin,…a…multifunctional…protein,… in…

allergy…and…asthma”,…Clin…Exp…Allergy,41(10):1360-1366(2011)

Nishimura…M,…Makita…H,…Nagai…K,…Konno…S,…Nasuhara…Y,…Hasegawa…M,…Shimizu…K,…Betsuyaku…T,…Ito…YM,…Fuke…

S,…Igarashi…T,…Akiyama…Y,…Ogura…S:”Annual…Change…in…Pulmonary…Function…and…Clinical…Phenotype…in…Chronic…

Obstructive…Pulmonary…Disease”,…Am…J…Respir…Crit…Care…Med,…185(1):44-52(2012)

Konno…S,…Hizawa…N,……Fukutomi…Y,……Taniguchi…M,…Kawagishi…Y,…Okada…C,…Tanimoto…Y,…Takahashi…K,……Akasawa…

A,…Akiyama…K,…Nishimura…M:”…The…prevalence…of…rhinitis…and… its…association…with…smoking…and…obesity… in…a…

nationwide…survey…of…Japanese…adults”,…Allergy,…in…press

Hattori…H,…Konno…S,…Shigemura…M,…Matsuno…K,…Shimizu…C,…Shigehara…K,…Shijubo…N,…Hizawa…N,…Yamaguchi…E,…

Nishimura…M:”Total…serum…IgE…levels…and…atopic…status…in…patients…with…sarcoidosis”,…Allergy…Asthma…Proc,…in…

press

清水　宏

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院医学研究科医学研究科医学専攻感覚器病学講座　教授）

1.…Watanabe…M,…Ujiie…H,…Iitani…MM,…Abe…R,…Shimizu…H:

Psoriatic…onycho-pachydermo…periostitis…that…progressed…to…generalized…pustular…psoriasis.

Clin…Exp…Dermatol,…in…press.

2.…Ujiie…H,…Shibaki…A,…Nishie…W,…Shinkuma…S,…Moriuchi…R,…Qiao…H,…Shimizu…H:

Noncollagenous… 16A…domain… of… type…XVII… collagen-reactive…CD4(+)…T… cells… play… a… pivotal… role… in… the…

development…of…active…disease…in…experimental…bullous…pemphigoid…model.

Clin…Immunol,…in…press.
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3.…Shimizu…S,…Inokuma…D,…Watanabe…M,…Sakai…T,…Yamamoto…S,…Tsuchiya…K:

Cutaneous…Manifestations…of…Helicobacter…Cinaedi…Infection.

J…Am…Acad…Dermatol,…in…press.

4.…Sasaki…K,…Akiyama…M,…Yanagi…T,…Sakai…K,…Miyamura…Y,…Satok…M,…Shimizu…H:

CYP4F22…is…highly…expressed…at…the…site…and…onset…of…keratinization…during…human…skin…development.

J…Dermatol…Sci,…in…press.

5.…Pavlovic…S,…Krunic…AL,…Bulj…TK,…Medenica…MM,…Fong…K,…Arita…K,…McGrath…JA:

Acral…Peeling…Skin…Syndrome:…A…Clinically…and…Genetically…Heterogeneous…Disorder.

Pediatr…Dermatol,…in…press.

6.…Natsuga…K,…Shinkuma…S,…Kanda…M,…Suzuki…Y,…Chosa…N,…Narita…Y,…Setoyama…M,…Nishie…W,…Akiyama…M,…Shimizu…H:

Possible…modifier…effects…of…keratin…17…gene…mutation…on…keratitis-ichthyosis-deafness…syndrome.

Br…J…Dermatol,…in…press.

7.…Mizuno…O,…Yanagi…T,…Baba…K,…Yamane…N,…Inokuma…D,…Ito…K,…Akiyama…M,…Shimizu…H:

Sweet's…syndrome…presenting…with…vegetative…nodules…on…the…hands:…relationship…to…neutrophilic…dermatosis…of…

the…dorsal…hands.

Int…J…Dermatol,…in…press.

8.…Koguchi…H,…Arita…K,…Yamane…N,…Shinkuma…S,…Shimizu…H:

Erythema…annulare…centrifugum-like…neutrophilic…dermatosis:Effects…of…potassium…iodide.

Acta…Derm…Venereol,…in…press.

9.…Izumi…K,…Yanagi…T,…Akiyama…M,…Moriuchi…R,…Arita…K,…Shimizu…H:

Intractable…erythematous…plaques…on…the…hands:…palmoplantar…eosinophilic…pustular…folliculitis.

Int…J…Dermatol,…in…press.

10.…Hsu…CK,…Akiyama…M,…Shimizu…H:

Update…on…filaggrin…mutations…and…atopic…dermatitis.

Expert…Rev…Dermatol,…in…press.

11.…Homma…E,…Aoyagi…S,…Baba…K,…Iitani…M,…Hata…H,…Shimizu…H:

Angiosarcoma…on…the…lower…abdominal…wall…associated…with…chronic…lymphedema…in…an…obese…woman.

Int…J…Dermatol,…in…press.
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12.…Hirata…Y,…Abe…R,…Kikuchi…K,…Hamasaka…A,…Shinkuma…S,…Nomura…T,…Nishie…W,…Arita…K,…Shimizu…H:

Intraepidermal…neutrophilic…IgA…pemphigus…successfully…treated…with…dapson.

Eur…J…Dermatol,…in…press.

13.…Hayashi…I,…Shinkuma…S,…Shimizu…S,…Natsuga…K,…Ujiie…H,…Yasui…C,…Tsuchiya…K,…Nishie…W,…Shimizu…H:

Mucous…membrane…pemphigoid…with…generalized…blisters:…IgA…and…IgG…autoantibodies…target…both…laminin-332…

and…type…XVII…collagen.

Br…J…Dermatol,…in…press.

14.…Hamade…Y,…Arita…K,…Toyonaga…E,…Inokuma…D,…Hamasaka…K,…Shimizu…H:
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24.…Natsuga…K,…Nishie…W,…Smith…BJ,…Shinkuma…S,…Smith…TA,…Parry…DA,…Oiso…N,…Kawada…A,…Yoneda…K,…Akiyama…M,…
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Rapid… immunochromatographic… test… for… serum…granulysin… is…useful… for… the…prediction…of…Stevens-Johnson…
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Regenerative…medicine…for…severe…congenital…skin…disorders:…restoration…of…deficient…skin…component…proteins…by…
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41.…Chen…AC,…McNeilly…C,…Liu…AP,…Flaim…CJ,…Cuttle…L,…Kendall…M,…Kimble…RM,…Shimizu…H,…McMillan…JR:

Second…harmonic…generation…and…multiphoton…microscopic…detection…of…collagen…without…the…need… for…species…
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43.…Yanagi…T,…Shimizu…H,…Shimizu…T:

Occupational…contact…dermatitis…caused…by…asparagus.

Contact…Dermatitis…63:…54,…2010.
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44.…Yanagi…T,…Akiyama…M,…Nishihara…H,… Ishikawa…J,…Sakai…K,…Miyamura…Y,…Naoe…A,…Kitahara…T,…Tanaka…S,…

Shimizu…H:

Self-improvement…of…keratinocyte…differentiation…defects…during…skin…maturation…in…ABCA12-deficient…harlequin…

ichthyosis…model…mice.

Am…J…Pathol…177:…106-118,…2010.

45.…Yamane…A,…Fukui…M,…Sugimura…Y,…Itoh…M,…Alea…MP,…Thomas…V,…El…Alaoui…S,…Akiyama…M,…Hitomi…K:
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Nakamura…H,…Shimizu…H:
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Am…J…Pathol…176:…914-925,…2010.

47.…Uo…M,…Asakura…K,…Watanabe…E,…Hayashi…I,…Yanagi…T,…Shimizu…H,…Watari…F:
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Fine…Structure…Analyses.
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48.…Ujiie…H,…Shibaki…A,…Nishie…W,…Sawamura…D,…Wang…G,…Tateishi…Y,…Li…Q,…Moriuchi…R,…Qiao…H,…Nakamura…H,…

Akiyama…M,…Shimizu…H:

A…novel…active…mouse…model…for…bullous…pemphigoid…targeting…humanized…pathogenic…antigen.

J…Immunol…184:…2166-2174,…2010.

49.…Ujiie…H,…Shibaki…A,…Akiyama…M,…Shimizu…H:

Successful…treatment…of…nail…lichen…planus…with…topical…tacrolimus.

Acta…Derm…Venereol…90:…218-219,…2010.

50.…Ujiie…H,…Kodama…K,…Akiyama…M,…Shimizu…H:

Hereditary…benign…telangiectasia:…two…families…with…punctate…telangiectasias…surrounded…by…anemic…halos.
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51.…Ujihara…M,…Nakajima…K,…Yamamoto…M,…Teraishi…M,…Uchida…Y,…Akiyama…M,…Shimizu…H,…Sano…S:

Epidermal…triglyceride…levels…are…correlated…with…severity…of…ichthyosis…in…Dorfman-Chanarin…syndrome.

J…Dermatol…Sci…57:…102-107,…2010.
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Eur…J…Dermatol…20:…241-242,…2010.
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99
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Japanese-specific…filaggrin…gene…mutations…in…Japanese…patients…suffering…from…atopic…eczema…and…asthma.
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Williams…M,…Traupe…H:
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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



118

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）



124

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。
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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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