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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「環

境と健康」分野の大規模研究事業の実施、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ならびに多様化する問題に取り組む人材の育成・訓練を目標

として設置されました。発足以来、2 年間ごとにセンターの活動を年報の形でまとめており、本年報は、2012 年

度と 2013 年度の歩みをまとめたものです。 

本センターには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

の部門を置いて多彩な研究教育活動を推進しています。 

プロジェクト研究推進部門では、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）」や「環境と子どもの健康に関する北海道研究」等の大規模なコホート研

究を推進し、着実に成果をあげています。これらの研究活動の詳細は部門の研究活動報告をご覧下さい。 

この２年間で大きく進展した国際的活動についてご紹介しますと、2012 年度には、アジア地域の長期大規模疫

学研究の連携組織としてアジアの出生コホートコンソーシアム（Birth Cohort Consortium in Asia：BiCCA）を

韓国、台湾、中国の研究者らとともに立ち上げました。今後 BiCCA を中心にして、アジア地域の環境と健康に関

する教育研究連携の強化、化学物質の次世代影響の実態把握とその予防に向けた共同研究に取り組んでいきたい

と考えています。 

さらに、環境と子どもの健康に関する専門機関として、本センターが WHO のコラボレーティングセンター

（WHOCC）に推挙されるための準備を、WHO/WPRO（WHO 西太平洋オフィス）と連携して進めています。 

上記の研究活動の基盤となる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

う人材育成が必須になりますので、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。 

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。 

2014 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        齋藤 健 

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・特任教授  岸 玲子 

 

 

 

 

 

 



Introduction -Greetings from the Directors- 

The Hokkaido University Center for Environmental and Health Sciences (CEHS) was established on April 1, 2010, 

as a university-wide communal education and research facility to achieve the following aims: 1) implementation of 

large-scale research programs in the field of environments and health; 2) advancement of basic and applied research 

concerning environmental and health sciences; 3) provision of information on CEHS research results in Japan and 

elsewhere; 4) strengthening of partnerships with research centers at home and abroad; and 5) provision of education 

and training to produce individuals capable of tackling a wide variety of issues. CEHS publishes biennial reports on its 

activities, with this edition covering academic 2012 and 2013. 

    CEHS promotes a wide range of research and education activities through its four divisions: the Division of 

Research Project Advancement, the Division of Research Support, the Division of International Cooperation and the 

Division of Collaborative Education. 

    The Division of Research Project Advancement steadily produces results from large-scale cohort studies it 

promotes, such as the Ministry of the Environment’s national Japan Environment and Children’s Study (JECS) program 

(2011 – 2032) and the Hokkaido Study on Environment and Children’s Health. For more details of these activities, see 

the individual division reports on research work. 

    CEHS international activities have made great strides over the past two years. Progress includes the 2012 

establishment of the Birth Cohort Consortium in Asia (BiCCA; a collaborative organization for long-term large-scale 

epidemiological studies in Asia together with researchers in Korea, Taiwan and China). Through BiCCA, CEHS intends 

to promote the reinforcement of education and research collaboration concerning environments and health in Asia and 

the advancement of joint research intended to support the understanding/prevention of health effects from 

environmental chemicals on future generations. 

    CEHS works closely with WHO/WPRO (the WHO Regional Office for the Western Pacific) to ensure that the 

Center will be proposed for approval as a WHO Collaborating Centre (WHOCC) in recognition of its role as a 

specialized institution in the fields of the environment and child health. 

    The implementation of surveys and studies with global recognition and scientific validity, which serve as the 

foundation of the aforementioned research activities, requires the fostering of individuals to conduct them. To develop 

the necessary infrastructure for this, CEHS offers Society, Health and Environment courses that are open to all graduate 

students in collaboration with graduate schools and faculties of Hokkaido University. It also runs the Visiting 

Researcher Program, under which young researchers are hosted and opportunities are provided for advanced education 

and training. 

    Amid today’s challenging socioeconomic conditions, environmental issues can be difficult to resolve due to 

intricately connected factors. Against such a background, CEHS believes that a research system allowing professionals 

to work with broad and innovative viewpoints and the development of outstanding professionals are essential elements 

of efforts to overcome environmental and health issues in Japan and around the world. The Center is committed to 

doing its utmost in these endeavors. 

    Lastly, it is hoped that this annual report will help to enhance public understanding of CEHS activities. Candid 

feedback toward the Center’s further development is welcomed. 

 

Takeshi Saito 

Director 

Hokkaido University Center for Environmental and Health Sciences 

 

Reiko Kishi 

Deputy Director and Specially Appointed Professor 

Hokkaido University 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北海道スタディ）」、（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）高齢者サポートネットワーク研究などがあります

2005 年より北海道大学は「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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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. 国際連携

部門、2. プロジェクト研究推進部門、3. 研究支援部門、4. 連携教育推進部門の 4 つの部門を設置しています。
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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」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。

（2）創成科学研究機構の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

年　度 予算額

2012（平成 24）年度 14,751 千円

2013（平成 25）年度 18,159 千円
　※センター運営費は、競争的資金の
　　間接経費を財源としている。

（2） 人員措置
① 2012（平成 24）年度	 	 （2013 年 3 月 31 日現在）

副センター長
（特任教授）

特任
講師

特任
助教

学術
研究員

リサーチ
コーディネーター

プロジェクト
関係職員

事務
職員 合計

1 3 0 3 13 7 11 38

② 2013（平成 25）年度	 	 （2014 年 3 月 31 日現在）

副センター長
（特任教授）

特任
講師

特任
助教

学術
研究員

リサーチ
コーディネーター

プロジェクト
関係職員

事務
職員 合計

1 2 1 3 14 8 12 41

5. 構成員
（1） 2012（平成 24）年度
　センター長	 	
	 齋　藤　　　健	 教　授	 北海道大学保健科学研究

　副センター長	 	
	 河　口　明　人	 教　授	 北海道大学教育学研究院
	 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

　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
	 寺　沢　浩　一	 教　授	 北海道大学医学研究科
	 大　滝　純　司	 教　授	 北海道大学医学研究科
	 玉　腰　暁　子	 教　授	 北海道大学医学研究科
	 玉　城　英　彦	 特任教授	 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
	 大　林　由　英	 助　教	 北海道大学医学研究科
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	 長　　　和　俊	 准教授	 北海道大学病院
	 今　野　　　哲	 講　師	 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
	 三　井　貴　彦	 助　教	 北海道大学病院
	 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　本　伊智朗	 教　授	 北海道大学教育学研究院
	 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
	 山　内　太　郎	 准教授	 北海道大学保健科学研究院
	 蔵　田　伸　雄	 教　授	 北海道大学文学研究科
	 安　達　真由美	 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
	 本　多　丘　人	 准教授	 北海道大学歯学研究科
	 松　井　佳　彦	 教　授	 北海道大学工学研究院
	 細　川　敏　幸	 教　授	 北海道大学高等教育推進機構
	 三　上　直　之	 准教授	 北海道大学高等教育推進機構
	 田　中　俊　逸	 教　授	 地球環境科学研究院
	 長　島　美　織	 准教授	 メディア・コミュニケーション研究院

　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
	 堤　　　裕　幸	 客員教授	 札幌医科大学医学部小児科学講座
	 吉　田　貴　彦	 客員教授	 旭川医科大学医学部健康科学講座
	 東　　　　　寛	 客員教授	 旭川医科大学小児科学講座
	 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
	 吉　岡　英　治	 客員准教授	 旭川医科大学医学部健康科学講座

　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	 特任講師	 北海道大学環境健康科学研究教育センター
	 荒　木　敦　子	 特任講師	 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
	 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
	 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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（2）2013（平成 25）年度
　センター長	 	
	 齋　藤　　　健	 教　授	 北海道大学保健科学研究

　副センター長	 	
	 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

　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
	 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
	 寺　沢　浩　一	 教　授	 北海道大学医学研究科
	 大　滝　純　司	 教　授	 北海道大学医学研究科
	 玉　腰　暁　子	 教　授	 北海道大学医学研究科
	 野々村　克　也	 特任教授	 北海道大学医学研究科
	 伊　藤　陽　一	 准教授	 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
	 大　林　由　英	 助　教	 北海道大学医学研究科
	 長　　　和　俊	 准教授	 北海道大学病院
	 今　野　　　哲	 講　師	 北海道大学病院
	 白　石　秀　明	 助　教	 北海道大学病院
	 三　井　貴　彦	 助　教	 北海道大学病院
	 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　本　伊智朗	 教　授	 北海道大学教育学研究院
	 河　口　明　人	 特任教授	 北海道大学教育学研究院
	 室　橋　春　光	 特任教授	 北海道大学教育学研究院
	 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
	 山　内　太　郎	 准教授	 北海道大学保健科学研究院
	 蔵　田　伸　雄	 教　授	 北海道大学文学研究科
	 安　達　真由美	 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
	 本　多　丘　人	 准教授	 北海道大学歯学研究科
	 松　井　佳　彦	 教　授	 北海道大学工学研究院
	 細　川　敏　幸	 教　授	 北海道大学高等教育推進機構
	 三　上　直　之	 准教授	 北海道大学高等教育推進機構
	 田　中　俊　逸	 教　授	 地球環境科学研究院
	 長　島　美　織	 准教授	 メディア・コミュニケーション研究院
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　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
	 堤　　　裕　幸	 客員教授	 札幌医科大学医学部小児科学講座
	 吉　田　貴　彦	 客員教授	 旭川医科大学医学部健康科学講座
	 東　　　　　寛	 客員教授	 旭川医科大学小児科学講座
	 河原田　まり子	 客員教授	 札幌市立大学看護学部
	 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
	 吉　岡　英　治	 客員准教授	 旭川医科大学医学部健康科学講座

　専任教員・研究員		
	 池　野　多美子	 特任講師	 北海道大学環境健康科学研究教育センター
	 荒　木　敦　子	 特任講師	 北海道大学環境健康科学研究教育センター
	 宮　下　ちひろ	 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
	 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
	 ゴウダルジ　ホウマヌ	 学術研究員	 北海道大学環境健康科学研究教育センター

　　


