
Ⅱ．部門報告

71

4．連携教育推進部門
（1）部門紹介
　　 大滝　純司

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（医学研究科医学教育推進センター　教授）

　当部門は「Public Health」を担う次世代の研究者を教育・育成するために設立されました。本学におけ

る大学院共通科目「社会と健康」を擁し、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の講義を

受講できる構成にすることで、広い視野を持った研究者の教育を目指しています。また、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満たした場合に、MPH（Master of Public Health）の学位

を取得する制度を準備したいと考えています。

　2012 〜 2013 年度の具体的な活動内容としては、大学院共通講義「社会と健康」の企画と運営を継続する

とともに、MPH の学位を取得する制度の準備として、北海道公衆衛生協会研究事業の補助を得て「北海道

における公衆衛生大学院の役割と設置への協力体制」の研究活動、および客員研究員や訪問研究員の受け

入れを行いました。
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（2）大学院共通講義「社会と健康」
　環境健康科学研究教育センターは、実施学内共同教育研究施設として、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のために、大学院生
の実践的な訓練の場として、部局を超えた大学院連携教育プログラム（「社会と健康」）を提供し、複雑化
する環境健康問題に対処できる若手研究者の育成に貢献し続けています。さらに、グローバルスタンダー
ドを見据えたシステマティックな大学院連携教育プログラム（Diploma）等の構築を目指した活動を精力的
に行っています。
　社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）、Ⅱ（研究方法科目）、Ⅲ（環境保健科目）、Ⅳ（健康増進科目）、Ⅴ（ヘ
ルスリサーチ科目）という講義群は前後期合わせて 17 科目 27 単位で、センター特任教員はもとより、医
学研究科、保健科学研究院、教育学研究院、歯学研究科などの兼務教員と獣医学研究科、人獣共通感染症
リサーチ、情報科学研究科、情報基盤センター、遺伝子病制御研究所、北海道大学病院、大学入試センター
などの教員が講義を担当しています。
　環境と健康に関わる講義を多彩な教員により受講できる構成にすることで、広い視野を持った研究者の育
成を目指すとともに、新たな教育プログラムの開発に取り組んできました。その結果、医学研究科、保健科
学研究院、教育学研究院、公共政策専門大学院、文学研究院など幅広い分野の大学院生が受講しています。
　このように健康と環境や社会を軸に、これほど学際的な講義を提供できる体制は、国内でも数少なく、
大学院生のニーズに答え、かつ関連分野の人材の育成に寄与しています。

　　

　　1）2012（平成 24）年度 　 　

授業科目名
社会と健康Ⅰ（概要 ･ 倫理学科目群）　［Social Determinants of Health I］
高齢化社会と持続可能な開発Ⅰ（Ageing Society&Sustainable Development Ⅰ）

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：7

担当教員
（氏名・所属）

○玉城　英彦（医学研究科）  伹野　　茂（情報科学研究科）
　大橋　俊朗（情報科学研究科）  山本　　強（情報科学研究科）
　新井明日奈（医学研究科）

授業の目標
全学の大学院生を対象に、持続可能な開発の概念の基で、「健康な高齢社会」を構築するための基
礎知識を包括的に提供する。

到達目標
「健康な高齢社会」を構築するために不可欠な、学際的な基礎的知識の習得および「持続可能な開発」
の概念の理解

授業計画

・世界の少子高齢化の現状　　　　　　・日本 ･ イタリア ･ スイスの少子高齢化の現状と国際比較
・高齢社会に伴う健康と開発　　　　　・高齢社会と公共政策
・高齢社会への医用工学的アプローチ　・高齢社会への福祉生活工学的アプローチ
・高齢社会と情報・健康な高齢社会モデルとは、等

　 　 　

授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）　［Social Determinants of Health I］
基礎医学Ⅰ（Basic Medical Biology I）

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：11

担当教員
（氏名・所属）

○玉城　英彦（医学研究科）  畠山　鎮次（医学研究科）
　渡辺　雅彦（医学研究科）  神谷　温之（医学研究科）
　本間　さと（医学研究科）  吉岡　充弘（医学研究科）
　三輪　聡一（医学研究科）  笠原　正典（医学研究科）
　有川　二郎（医学研究科）  田中　伸哉（医学研究科）
　野口　昌幸（遺伝子病制御研究所） 田中　真樹（医学研究科）

授業の目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などを専攻する修士 ･ 博士課程の
学生を対象に、医学・生物学の基礎知識を包括的に提供し、基本的な知識を習得する。

到達目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などの研究に必要な生化学、解剖学、
生理学、病理学、薬理学の基礎的知識の習得する。

授業計画
・生化学入門Ⅰ  ・解剖学入門Ⅰ  ・生理学入門Ⅰ 
・病理学入門Ⅰ  ・薬理学入門Ⅰ  ・微生物学入門 I
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授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）［Social Determinants of Health I］
臨床基礎医学Ⅰ（Basic Clinical Medicine I）

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：11

担当教員
（氏名・所属）

〇玉城　英彦（医学研究科）　　　西村　正治（医学研究科）　　　筒井　裕之（医学研究科）
　白土　博樹（医学研究科）　　　玉木　長良（医学研究科）　　　安田　和則（医学研究科）
　有賀　　正（医学研究科）　　　清水　　宏（医学研究科）　　　橋野　　聡（医学研究科）
　渥美　達也（医学研究科）

授業の目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などを専攻する修士 ･ 博士課程の
学生を対象に、臨床医学の基礎知識を包括的に提供し、基本的な知識を習得する。

到達目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などの研究に必要な臨床医学の基
礎的知識の習得

授業計画
・呼吸器内科入門Ⅰ ・免疫・代謝内科入門Ⅰ　・消化器内科入門Ⅰ
・循環器内科入門Ⅰ ・放射線医学入門Ⅰ　　　・核医学入門 I
・膝関節外科学入門Ⅰ ・小児科学入門Ⅰ　　　　・皮膚科学入門Ⅰ

　

授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）　［Social Determinants of Health I］
パブリックヘルスとその関連科学 -- 現在の課題

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：14

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター）　　　　　　 吉岡　英治（旭川医科大学）
　玉城　英彦（医学研究科）　　寺沢　浩一（医学研究科）　　佐伯　和子（保健科学研究院）
　河口　明人（教育学研究院）　本多　丘人（歯学研究科）　　喜田　　宏（獣医学研究科）
　増地あゆみ（北海学園大学）

授業の目標

急速に進む高齢化社会、増大する医療費、先進諸国・開発途上国を問わず拡大する環境汚染や新興・
再興感染症の問題、健康と疾病に対する国民の価値観の多様化は、「２１世紀に向けて変貌する社
会と環境における人間」という大きな視点からわが国の保健医療を捉え直し、医学のみならず関連
分野と協力を進めていくことにおいて大きな課題となる。本講義では、医学研究科のみならず他研
究科諸分野の専門家の育成と教育も視野にいれ、人をとりまく環境要因と健康の関係を、総合的に
広い視野から考究し、健康障害の予防、健康保持増進、QOL の向上、新しい保健医療制度や政策
の展開のために必要な理論と研究方法を学ぶ。歯科の役割や看護学の視点も理解する。

到達目標
現代社会と人びとの健康に関わるさまざまな課題に対し、問題の所在、解決の方向を具体的に討論
できる。同時に、自らの役割、特にそれぞれの専門学問分野がどのように人々のために役立つこと
ができるかを考察できる。

授業計画

・コース全体のガイダンス（岸玲子）
・健康を規定する要因・高齢者の健康と社会環境（岸玲子）
・エイズ・性感染症の疫学（玉城英彦）
・法医学の役割（寺沢浩一）
・地域における保健師活動の役割（佐伯和子）
・生活習慣病と社会―疾病概念の変遷（河口明人）
・歯科保健の役割（う蝕、歯周病と生活習慣との関係など）（本多丘人）
・人獣共通感染症の克服戦略：インフルエンザとレプトスプラ病を例に（喜田宏）
・ストレス・健康リスクと健康行動（増地あゆみ）
・地域における自殺予防（吉岡英治）
・レポート作成
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授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Social Determinants of Health II］
研究調査法Ⅰ（Survey Methods I）

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：8

担当教員
（氏名・所属）

○玉城　英彦（医学研究科） Eurgene R. Boostrom（名桜大学）
　大林　由英（医学研究科） LEE ROMEO（医学研究科）
　新井明日奈（医学研究科）

授業の目標
社会医学・社会学分野など、人間集団を対象する科学の基本である「調査の手法」を体系的に英語
で学ぶ

到達目標
社会医学、社会学、行動科学などの分野で不可欠な調査の研究手法を体系的に英語で学ぶ。これら
の分野における研究ツール（instrument）である調査票の作成方法、調査における標本の意味、標
本数の計算、研究計画法などを系統的に学び、より科学的な社会調査法を学び、実践に備える。

授業計画

・An overview of the sample survey process
・Designing effective questionnaires ・Developing survey questions
・Utilizing focus groups in the survey research process
・Theoretical basis of sampling  ・Determining the sample size
・Presenting analyzing survey results ・Preparing an effective final report

　

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　［Social Determinants of Health II］
疫学Ⅰ（Epidemiology I）

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：13

担当教員
（氏名・所属）

○玉城　英彦（医学研究科）   堀内　基広（獣医学研究科）
　杉本　千尋（人獣共通感染症リサーチセンター） 大林　由英（医学研究科）
　新井明日奈（医学研究科）   Eugene R.Boostrom（名桜大学）

授業の目標 社会医学・社会科学分野で不可欠な疫学の基礎を体系的に英語で学ぶ

到達目標
疫学の基礎を英語で系統的に学習し、今後の研究計画に役立てる。また、社会医学・科学に関する
英語発表に必要な基本語彙や表現方法を習得する

授業計画

・コースのオリエンテーション Course orientation
・疫学の定義と歴史 Definition and history of Epidemiology
・健康と疾病の指標 Measuring health and disease
・疫学研究の手法 Types of epidemiological study
・疫学における因果論 Causation in epidemiology
・概論：疫学の応用 Application of Epidemiology

　

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Social Determinants of Health II］
疫学Ⅱ（Epidemiology Ⅱ）

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：9

担当教員
（氏名・所属）

○玉城　英彦（医学研究科） 　大林　由英（医学研究科）
　新井明日奈（医学研究科） 　高島　郁夫（獣医学研究科　名誉教授）
　Eugene R.Boostrom（名桜大学） 　杉本　千尋（人獣共通感染症リサーチセンター）

授業の目標 社会医学・社会科学分野で不可欠な疫学の研究手法を体系的に英語で学ぶ

到達目標
疫学 I（Epidemiology I）における疫学の基礎を踏まえて、疫学における研究手法を英語によって
系統的に学習し、個々の今後の研究また計画に役立てる。また、社会医学・科学に関する英語研究
発表に必要な語彙や表現方法を訓練する。

授業計画

・コースのオリエンテーション Course orientation
・社会要因と保健リスク Social determinants and health risk
・疫学研究における誤差とその制御 Bias and its control
・疫学研究と倫理 Epidemiological study and ethical issues
・疫学研究と公衆衛生対策 Epidemiological study and public health interventions
・疫学と保健政策 Epidemiology, health policy and planning
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授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Social Determinants of Health II］
統計解析の基礎

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：12

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター）　佐々木成子（医学研究科）
　水田　正弘（情報基盤センター）　　　　　　　伊藤　陽一（医学研究科）
　大津　起夫（大学入試センター）

授業の目標
関連分野で必要な統計解析方法を学ぶ。
生物統計の基礎から定量的なリスク解析の初歩を取り上げる。

到達目標 院生が各分野で適切な解析方法を選び研究を発展させることができる。

授業計画
・探索的データ解析 ・検証的データ解析 　　　　 ・ＪＭＰによる統計解析実習（1）
・一般線形モデル　 ・分布と相関、単回帰式の求め方　・重回帰分析
・共分散分析  ・クロス表・オッズ比・ロジスティック回帰分析

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　［Social Determinants of Health II］
統計解析の応用

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：13

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター） 佐々木成子（医学研究科）
　水田　正弘（情報基盤センター）   伊藤　陽一（医学研究科）
　佐藤　俊哉（京都大学）    増地あゆみ（北海学園大学）

授業の目標
各分野の研究に必要不可欠な定量的な分析方法を学ぶ。
多変量解析とその応用手法を取り上げる。

到達目標 院生が各分野で適切な解析方法を選び研究を発展させることができる。

授業計画
・主成分分析・因子分析１　　・主成分分析・因子分析２　・離散データ分析
・ロジスティック回帰分析　・心理学における実例紹介―SPSS・SAS を用いて
・JMP による統計解析実習（2）

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　［Social Determinants of Health II］
疫学研究のデザインと実際

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：8

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター） 吉岡　英治（旭川医科大学）
　本多　丘人（歯学研究科）   西條　泰明（旭川医科大学）
　福田　勝洋（久留米大学）   伊藤　陽一（医学研究科）

授業の目標 健康科学関連分野で必要な疫学の基礎を学ぶ。
到達目標 院生がそれぞれの分野で適切な方法（デザイン）を選び研究を実施できる。

授業計画

・コース全体のガイダンス、研究デザインの基礎
・リスク解析（1）相対危険と信頼区間
・リスク解析（2）疫学研究における誤差概論、交絡の調整（層別化、 M-H 法）
　　　　　　　　 傾向性の検定、ロジスティック回帰分析
・疫学研究例（症例対照研究、コーホート研究）
・スクリーニング ･ 生存分析入門（生命表、コックスハザードモデル）
・臨床疫学入門　　　　・臨床試験概論
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授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）［Social Determinants of Health III］
国際保健医学と人類生態学Ⅰ（Global Health and Human Ecology I）

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：7
担当教員

（氏名・所属）
○玉城　英彦（医学研究科） 山内　太郎（保健科学研究院）
　大林　由英（医学研究科） 新井明日奈（医学研究科）

授業の目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、その他の生物学などを専攻する修士 ･ 博士課程の学生を対象に、
国際保健医学と人類生態学の基礎知識を英語で包括的に提供し、基本的な知識を習得する。

到達目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、その他の生物学などの研究に必要な国際保健医学と人類生態
学の基礎的知識の習得

授業計画

・Orientation & Introduction
・Function and Work of World Health Organization（WHO）
・Communicable Diseases　　　　　　　   ・Non-Communicable Diseases
・Environment, Sustainability and Health Systems
・Bio-cultural Adaptation in Human Communities
・Field Research in Human Population Biology
・Population Ecology of Human Survival ・Modernization and Health Transition
・Discussion and Evaluation

授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）［Social Determinants of Health III］
環境と子どもの健康・発達（The environment and child health and development）

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：11

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター） 齋藤　　健（保健科学研究院）
　河口　明人（教育学研究院）　　　　　　　　　　金澤　文子（旭川大学）
　池野多美子、荒木　敦子（環境健康科学研究教育センター）

授業の目標
環境汚染が子どもの健康や安全に与える影響とそのリスク評価の方法および予防対策について学
ぶ。

到達目標
環境と子どもの健康に関する最近の知見を知り、子どもの健やかな発達が保証される環境を日本で
作る方策を考えることができる。

授業計画

1. 環境と子どもの健康（総論）：岸
2. 環境と子どもの健康：河口
3. 環境と子どものアレルギー：荒木
4. 軽度発達障害と環境：池野
5. 環境保健：齋藤
6. 栄養と子ども：金澤
7-8. レポート作成
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授業科目名
社会と健康Ⅳ（健康増進科目）［Social Determinants of Health IV］
栄養と薬物様効果：サプリメント利用の科学的考察

第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：1

担当教員
（氏名・所属）

○井関　　健（薬学研究院） 　　柴山　良彦（薬学研究院）
　山口　浩明（薬学研究院） 　　早狩　　誠（弘前大学）
　笠師久美子（北海道大学病院）

授業の目標

「サプリメント・健康栄養食品」について体内動態学的相互作用の観点から学習し、その情報を科
学的に構築し発信するための方法論を学ぶ。本講義では、非医薬品による医療（代替医療・統合医療）
を正しく評価し、医療のプロセスに必要な部分、不必要な部分を正確に情報提供できる科学的専門
性を確立することを目標とする。

到達目標

・健康維持にバランスの取れた食生活が重要であることを理解する。
・食事成分の消化吸収、異化と同化、栄養成分の生体利用、老廃物の排泄等に関する知識を体系付

けて説明できる。
・生体調節機能を持つ食品それぞれの機能性を分類し系統的に説明できる基本的知識を修得する。
・健康維持のために用いる食品成分と病気加療の補助として用いられる成分をそれぞれ区別して説

明できる。
・生体調節機能を有する食品の品質を管理できるようになるために、それぞれの食品区分について

の品質管理方法を例示することができる。

授業計画

・（概論講義）食品の機能表示：食品機能の系統的解析と生体調節機能（三次機能）
・（概論講義）生体調節機能を有する食品の分類と目的：特定保健用食品・栄養機能食品および特

定保健用食品の科学的根拠
・各サプリメント成分に対する生体調節機能に関する科学的根拠、その品質管理、医薬品との相互

作用について担当者によるプレゼンテーションと総合討議
・科学的で正確な情報提供のあり方についての総合討論

授業科目名
社会と健康Ⅳ（健康増進科目）［Social Determinants of Health IV］
歯・口腔と健康

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：3
担当教員

（氏名・所属）
○本多　丘人（歯学研究科） 兼平　　孝（北海道大学病院）
　柏﨑　晴彦（歯学研究科） 竹原　順次（歯学研究科）

授業の目標 健康科学関連分野に役立つ歯科関連の情報を学ぶ
到達目標 歯や口腔の健康が全身の健康に役立つことを説明できる

授業計画
・歯・口腔のはたらき ・歯と食生活 　　　　　  ・歯を失う原因とその解決法
・口腔の健康とＱＯＬ ・加齢と食生活・生活習慣　　・唾液のはたらき
・口腔の健康と医療費
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授業科目名
社会と健康Ⅳ（健康増進科目）［Social Determinants of Health IV］
社会健康科学論

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：18
担当教員

（氏名・所属）
○河口　明人（教育学研究院） 大塚　吉則（教育学研究院）
　水野眞佐夫（教育学研究院）

授業の目標
生活習慣病予防を中心とする日常生活における健康保持・増進への必要性とその理解を深め、社会
の各領域で展開されうる健全な社会にむけた活動を支える基本的な素養を習得し、実践的活動につ
なげる。

到達目標
予防・健康概念の積極的側面を認識し、生活習慣病の実態を認識するとともに、各種慢性疾患が、
日常生活の反省と改善によって達成されることを認識する。またその方法論を習得し、日常生活に
実践的に応用する方途について考える。

授業計画

・予防学総論（予防や健康に対する歴史的変遷と考え方）
・生活習慣病総論（生活習慣病の実態、病態としての動脈硬化症）
・危険因子論（危険因子の条件とその内容）
・脂質代謝総論（心血管危険因子としてのリポタンパク代謝）
・糖代謝総論（メタボリック・シンドローム）
・社会疫学（社会格差と健康科学）
・健康保養論（保養による健康保持・増進の方法と実際）
・栄養教育総論（食生活と生活習慣病の関わり）
・温泉療法（自然環境を活かした療法の実際と効果 1）
・気候療法（自然環境を活かした療法の実際と効果 2）
・森林療法（自然環境を活かした療法の実際と効果 3）
・糖代謝総論 II（糖尿病とその合併症）
・体力科学論（健康を脅かす諸問題と健康基盤である行動体力・防衛体力）
・身体トレーニング論（運動・トレーニングに対する生体の応答・適応）
・スポーツ栄養論（運動・トレーニングの効果を高める栄養と摂取タイミング）

授業科目名
社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）［Social Determinants of Health Ⅴ］
地域保健活動

第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：2
担当教員

（氏名・所属）
○佐伯　和子（保健科学研究院） 河原田まり子（保健科学研究院）

授業の目標
保健医療福祉の変革期において、治療から予防ならびにヘルスプロモーションへと地域保健活動の
意義は大きくなっている。住民参加による保健活動としてのセルフヘルプグループ活動、地域組織
活動について学ぶ。

到達目標
1. 地域保健活動におけるヘルスプロモーションについて説明できる。
2. セルフヘルプグループや住民参加の保健活動について説明できる。

授業計画
・地域保健活動の動向と課題　　　・ヘルスプロモーションの理念と活動
・セルフヘルプグループ　　　　　・保健活動の対象としてのコミュニティ
・住民参加による保健活動
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授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）［Health, Society and Environment I（Overview）］
基礎医学Ⅰ（Basic Medical Biology I）

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：11

担当教員
（氏名・所属）

〇大滝　純司（医学研究科）　　　　　　畠山　鎮次（医学研究科）
　渡辺　雅彦（医学研究科）　　　　　　神谷　温之（医学研究科）
　クルキン　セルゲイ（医学研究科）　　吉岡　充弘（医学研究科）
　三輪　聡一（医学研究科）　　　　　　笠原　正典（医学研究科）
　有川　二郎（医学研究科）　　　　　　田中　伸哉（医学研究科）
　野口　昌幸（遺伝子病制御研究所）

授業の目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などを専攻する修士 ･ 博士課程の
学生を対象に、医学・生物学の基礎知識を包括的に提供し、基本的な知識を習得する。

到達目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などの研究に必要な生化学、解剖学、
生理学、病理学、薬理学の基礎的知識の習得

授業計画
・生化学入門Ⅰ  ・解剖学入門Ⅰ  ・生理学入門Ⅰ
・病理学入門Ⅰ  ・薬理学入門Ⅰ  ・微生物学入門Ⅰ

授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）［Health, Society and Environment I（Overview）］
基礎臨床医学Ⅰ（Basic Clinical Medicine Ⅰ）

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：6

担当教員
（氏名・所属）

〇大滝　純司（医学研究科）　　　　　西村　正治（医学研究科）
　筒井　裕之（医学研究科）　　　　　白土　博樹（医学研究科）
　玉木　長良（医学研究科）　　　　　髙畑　雅彦（北海道大学病院）
　長　　和俊（北海道大学病院）　　　清水　　宏（医学研究科）
　坂本　直哉（医学研究科）　　　　　アメングアル　オルガ（医学研究科）

授業の目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などを専攻する修士 ･ 博士課程の
学生を対象に、臨床医学の基礎知識を包括的に提供し、基本的な知識を習得する。

到達目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、微生物学、その他の生物学などの研究に必要な臨床医学の基
礎的知識の習得

授業計画
・呼吸器内科入門Ⅰ ・免疫・代謝内科入門Ⅰ　　・消化器内科入門Ⅰ
・循環器内科入門Ⅰ ・放射線医学入門Ⅰ　　　　・核医学入門 I
・膝関節外科学入門Ⅰ ・小児科学入門Ⅰ　　　　　・皮膚科学入門Ⅰ
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授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）［Health, Society and Environment I（Overview）］
環境健康科学特論ーパブリックヘルスの役割

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：5

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター）　池野多美子（同左）
　増地あゆみ（北海学園大学経営学部）　　　　　寺沢　浩一（医学研究科）
　佐伯　和子（保健科学研究院）　　　　　　　　小笠原克彦（保健科学研究院）
　玉腰　暁子（医学研究科）　　　　　　　　　　喜田　　宏（獣医学研究科）
　大林　由英（医学研究科）　　　　　　　　　　本多　丘人（歯学研究科）
　三上　直之（高等教育推進機構）　　　　　　　吉岡　英治（旭川医科大学）

授業の目標

急速に進む高齢化社会、増大する医療費、先進諸国・開発途上国を問わず拡大する環境汚染や新興・
再興感染症の問題、健康と疾病に対する国民の価値観の多様化は、「２１世紀に向けて変貌する社
会と環境における人間」という大きな視点からわが国の保健医療を捉え直し、医学のみならず関連
分野と協力を進めていくことにおいて大きな課題となる。本講義では、医学研究科のみならず他研
究科諸分野の専門家の育成と教育も視野にいれ、人をとりまく環境要因と健康の関係を、総合的に
広い視野から考究し、健康障害の予防、健康保持増進、QOL の向上、新しい保健医療制度や政策
の展開のために必要な理論と研究方法を学ぶ。歯科の役割や看護学の視点も理解する。

到達目標
現代社会と人びとの健康に関わるさまざまな課題に対し、問題の所在、解決の方向を具体的に討論
できる。同時に、自らの役割、特にそれぞれの専門学問分野がどのように人々のために役立つこと
ができるかを考察できる。

授業計画

・コース全体のガイダンス、健康を規定する要因（岸玲子）
・高齢者の健康と社会環境（池野多美子）　　・生活習慣病と社会―疾病概念の変遷（河口明人）
・法医学の役割（寺沢浩一）　　　　　　　　・地域における保健師活動（佐伯和子）
・医療安全と公衆衛生（小笠原克彦）　　　　・癌の予防と対策について（玉腰暁子）
・人獣共通感染症の克服戦略：インフルエンザを例に（喜田宏）
・国際保健の役割（大林由英）
・歯科保健の役割（う蝕、歯周病と生活習慣との関係など）（本多丘人）
・政策形成への市民参加の手法（三上直之）　・地域・職域における自殺予防（吉岡英治）
・レポート作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Health, Society and Environment II（Methodology）］
研究調査法Ⅰ（Survey Methods I）

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：5
担当教員

（氏名・所属）
〇大林　由英（医学研究科） 新井明日奈（医学研究科）

授業の目標
社会医学・社会学分野など、人間集団を対象する科学の基本である「調査の手法」を体系的に英語
で学ぶ。To learn fundamentals of survey methods for social science research, such as sociology 
and medicine.

到達目標

社会医学、社会学、行動科学などの分野で不可欠な調査の研究手法を体系的に英語で学ぶ。これら
の分野における研究ツール（instrument）である調査票の作成方法、調査における標本の意味、標
本数の計算、研究計画法などを系統的に学び、より科学的な社会調査法を学び、実践に備える。
To be familiar with scientific survey research and analysis. To learn basics of survey research 
design: questionnaire design, sampling and analysis.

授業計画

・An overview of the sample survey process
・Designing effective questionnaires.　　  ・Developing survey questions
・Utilizing focus groups in the survey research process
・Theoretical basis of sampling　　　　　・Determining the sample size
・Presenting analyzing survey results　　・Preparing an effective final report
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授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Health, Society and Environment II（Methodology）］
統計解析の基礎

第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：14
担当教員

（氏名・所属）
○伊藤　陽一（医学研究科） 　　　　　　　　　　佐々木成子（医学研究科）
　岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター）

授業の目標
関連分野で必要な統計解析の基本的な概念を解説する。学習した統計解析手法が実行できるように
統計解析ソフトウェアの実習を行う。

到達目標 統計解析における基本的な概念を理解し、単純な解析を実行することができる。

授業計画
・探索的データ解析　・検証的データ解析　　　・統計解析の原理
・理論分布の利用　　・連続データの群間比較　・分割表の解析
・信頼性データの解析と検査の特性　　　　　　・統計解析ソフト JMP の使い方

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Health, Society and Environment Ⅱ（Methodology）］
統計解析の応用

第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：14
担当教員

（氏名・所属）
○伊藤　陽一（医学研究科） 　　　　　　　　　　佐々木成子（医学研究科）
　岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター）

授業の目標
各分野の研究に必要不可欠な定量的な分析方法を学ぶ。高度な解析手法の原理を取り上げる。解析
手法を適切に適用できるように統計解析ソフトウェアの実習を行う。

到達目標 院生が各分野で適切な解析を行い、自らの研究を発展させることができる。

授業計画
・回帰分析と変数選択 ・一般線形モデルと対比  ・ロジスティック回帰
・生存時間解析  ・ノンパラメトリック法（8 章） ・サンプルサイズ設計

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Health, Society and Environment II（Methodology）］
疫学Ⅰ（Epidemiology I）

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：14
担当教員

（氏名・所属）
○新井明日奈（医学研究科） 大林　由英（医学研究科）

授業の目標
社会医学・社会科学分野で不可欠な疫学の基礎を体系的に英語で学ぶ。
To learn basic epidemiology in English

到達目標

疫学の基礎を学習し、人類の健康にそれがどのように活用されているのかについて理解する。また、
英語での講義や学習についても訓練する。
To understand basic epidemiology and its role in one health; 
To be familiar with lectures and learning in English.

授業計画

・コースのオリエンテーション Course orientation.
・疫学の定義と歴史 Definition and history of epidemiology
・健康と疾病の指標 Measuring health and disease
・疫学研究の手法 Types of epidemiological study
・疫学における因果論 Causation in epidemiology
・概論：疫学の応用　Application of epidemiology
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授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Health, Society and Environment II（Methodology）］
疫学Ⅱ（Epidemiology II）

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：4
担当教員

（氏名・所属）
○新井明日奈（医学研究科） 大林　由英（医学研究科）

授業の目標
社会医学・社会科学分野で不可欠な疫学の研究手法を体系的に英語で学ぶ。
To learn epidemiology in English.

到達目標

疫学 I（Epidemiology I）における疫学の基礎を踏まえて、本講義では演習を中心に、疫学におけ
る研究手法をより深く理解し、健康政策への活用について学習する。また、グループワークを通し
て、英語でのディスカッションや研究発表についても訓練する。
To understand epidemiological study and its application to health policy; To exercise discussion 
and presentation in English through a group work.

授業計画

・コースのオリエンテーション Course orientation
・社会要因と保健リスク Social determinants and health risk
・疫学研究における誤差とその制御 Bias and its control
・疫学研究と倫理 Epidemiological study and ethical issues
・疫学研究と公衆衛生対策 Epidemiological study and public health interventions
・疫学と保健政策 Epidemiology, health policy and planning

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）［Health, Society and Environment II（Methodology）］
疫学研究のデザインと実際（Epidemiological Studies: Design and Practice）

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：6

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子 　（環境健康科学研究教育センター）
　荒木　敦子  　（環境健康科学研究教育センター） 本多　丘人（歯学研究科）
　河原田まり子（札幌市立大学）   福田　勝洋（久留米大学医学部）

授業の目標 健康科学関連分野で必要な疫学の基礎を学ぶ。
到達目標 院生がそれぞれの分野で適切な方法（デザイン）を選び研究を実施できる力をつける。

授業計画

・コース全体のガイダンス、調査研究計画のたてかた（岸）
・疫学研究の種類と方法（荒木）
・リスク解析（1）相対危険と信頼区間、交絡、ロジスティック回帰分析の基礎
・リスク解析（2）疫学研究における誤差、交絡の調整（層別化、 M-H 法）、傾向性の検定、
  　　　　　　　 ロジスティック回帰分析の応用
・疫学研究応用（1）（症例対照研究とコーホート研究でわかること）
・疫学研究応用（2）（介入研究の事例と進め方） 
・演習
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授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）［Health, Society and Environmevnt III （Environmental Health）］
国際保健医学と人類生態学 Ⅰ（Global Health and Human Ecology I）

第 2 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：7
担当教員

（氏名・所属）
○山内　太郎（保健科学研究院） 　大林　由英（医学研究科）
　新井明日奈（医学研究科）

授業の目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、その他の生物学などを専攻する修士 ･ 博士課程の学生を対象に、
国際保健医学と人類生態学の基礎知識を英語で包括的に提供し、基本的な知識を習得する。

到達目標
医学、保健学、歯学、薬学、獣医学、その他の生物学などの研究に必要な国際保健医学と人類生態
学の基礎的知識の習得

授業計画

・Orientation & Introduction
・Function and Work of World Health Organization（WHO）
・Communicable Diseases  
・Non-Communicable Diseases
・Environment, Sustainability and Health Systems
・Bio-cultural Adaptation in Human Communities
・Field Research in Human Population Biology
・Population Ecology of Human Survival
・Modernization and Health Transition 
・Discussion and Evaluation

授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）［Health, Society and Environment III （Environmental Health））］
環境と子どもの健康・発達（The Environment and Child Health and Development）

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：6

担当教員
（氏名・所属）

○岸　　玲子（環境健康科学研究教育センター）　　松本伊智朗（教育学研究院）
　荒木　敦子（環境健康科学研究教育センター）　　矢野　公一（札幌市保健所）
　池野多美子（環境健康科学研究教育センター）　　山内　太郎（保健科学研究院）
　喜多　歳子（北海道情報大学）

授業の目標
環境汚染が子どもの健康や安全に与える影響とそのリスク評価の方法、および予防対策について学
ぶ。

到達目標
環境と子どもの健康に関する最近の知見を知り、子どもの健やかな発達が保証される環境を日本で
作る方策を考えることができる。

授業計画

・コースのガイダンスと環境と子どもの健康：日本と世界の動向
・子どもの健康と地域社会 　・室内環境と子どもの健康
・環境と子どもの発達  　・社会環境と子どもの虐待
・保健師からみた子ども生活と健康　・環境適応と子どもの成長　 ・レポート作成



Ⅱ．部門報告

84

授業科目名
社会と健康Ⅳ（健康増進科目）［Health, Society and Environment IV］
社会健康科学論

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：8
担当教員

（氏名・所属）
○河口　明人（教育学研究院） 大塚　吉則（教育学研究院）
　水野眞佐夫（教育学研究院）

授業の目標

世界的な長寿化とそれに伴う慢性疾患（生活習慣病）の拡大は、社会の持続的発展のための大きな
脅威となっている。しかし医療制度やヘルスケアシステムは、おもに発症者や対象疾患を標的とし
て、日常生活に潜在しつつ進展する生活習慣病の病態の自覚の啓発や発症予防への体制は不十分で
ある。本科目は、日常生活過程における健康保持・増進という発症予防を越えたポジティブな活動
の意義と視座を涵養させるとともに、生活習慣病に関する生理的・医科学的背景とその対処法につ
いての専門的な理解を基に、日常生活における健康保持・増進を支える実践的方法を教授する。

到達目標
予防・健康概念の積極的な側面を認識し、世界的に拡大している生活習慣病の実態を理解するとと
もに、高齢化にともなう慢性疾患が、日常生活の改善によって達成されうる可能性とその実践的方
法について理解する。

授業計画

・予防学総論（予防概念、健康増進概念）
・生活習慣病と危険因子（生活習慣病に関わる危険因子論）
・メタボリックシンドロームおよび糖代謝総論
・脂質代謝総論（リポ蛋白代謝とその意義）
・臨床試験総論（生活習慣病予防における Evidence-based Health Care）
・健康保養総論（保養における立地・要件・機能）
・健康保養医科学論（環境・自然を媒介とした健康づくり）
・健康保養計画論（自然環境、保養医学に関するプログラム）
・環境健康医科学総論（自然環境下における健康医科学）
・食育・栄養総論（環境に依存する食育・栄養）
・現代社会における健康を脅かす体力科学的諸問題
・健康の保持・増進の基盤となる行動体力・防衛体力
・身体運動・トレーニングに対する生体の応答と適応
・身体トレーニングの効果を高めるための補助栄養とその摂取タイミング
・健康的な生活習慣の構築と健康主体の力量形成について
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授業科目名
社会と健康Ⅳ（健康増進科目）［Health, Society and Environment IV］
栄養と薬物様効果：サプリメント利用の科学的考察

第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：2
担当教員

（氏名・所属）
○井関　健（薬学研究院） 　　柴山　良彦（薬学研究院）
　早狩　誠（弘前大学）　　　 笠師久美子（北海道大学病院）

授業の目標

「サプリメント・健康栄養食品」について体内動態学的相互作用の観点から学習し、その情報を科
学的に構築し発信するための方法論を学ぶ。本講義では、非医薬品による医療（代替医療・統合医療）
を正しく評価し、医療のプロセスに必要な部分、不必要な部分を正確に情報提供できる科学的専門
性を確立することを目標とする。

到達目標

1. 健康維持にバランスの取れた食生活が重要であることを理解する。
2. 食事成分の消化吸収、異化と同化、栄養成分の生体利用、老廃物の排泄等に関する知識を体系付

けて説明できる。
3. 生体調節機能を持つ食品それぞれの機能性を分類し系統的に説明できる基本的知識を修得する。
4. 健康維持のために用いる食品成分と病気加療の補助として用いられる成分をそれぞれ区別して説

明できる。
5. 生体調節機能を有する食品の品質を管理できるようになるために、それぞれの食品区分について

の品質管理方法を例示することができる。

授業計画

1.（概論講義）食品の機能表示：食品機能の系統的解析と生体調節機能（三次機能）
2.（概論講義）生体調節機能を有する食品の分類と目的：特定保健用食品・栄養機能食品および
　　　　　　  特定保健用食品の科学的根拠
3-14. 各サプリメント成分に対する生体調節機能に関する科学的根拠、その品質管理、医薬品との相

互作用について担当者によるプレゼンテーションと総合討議

授業科目名
社会と健康Ⅳ（健康増進科目）［Health, Society and Environment IV］
歯・口腔と健康

第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：5
担当教員

（氏名・所属）
○本多　丘人（歯学研究科）　　兼平　　孝（北海道大学病院）
　柏﨑　晴彦（歯学研究科）　　竹原　順次（歯学研究科）

授業の目標 健康科学関連分野に役立つ歯科関連の情報を学ぶ
到達目標 歯や口腔の健康が全身の健康に役立つことを説明できる

授業計画
・歯・口腔のはたらき  ・歯と食生活 　　　　　　・歯を失う原因とその解決法
・口腔の健康とＱＯＬ  ・加齢と食生活・生活習慣
・唾液のはたらき 　　　　・口腔の健康と医療費
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授業科目名
社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）［Health, Society and Environment V］
医療マネージメント特講

第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：19

担当教員
（氏名・所属）

○小笠原克彦（保健科学研究院）　　　良村　貞子（保健科学研究院）
　松尾　　睦（経済学研究科）　　　　櫻井　秀彦（北海道薬科大学）
　遠藤　　晃（北海道大学病院）　　　藤森　研司（北海道大学病院）

授業の目標

近年、医療を取り巻く様々な社会的な問題が発生している。医療機関の倒産は、地域住民の医療に
大きな影響を及ぼすことから、「医療機関を倒産させない」ためのマネージメントが不可欠である。
本講義では、医療における経営管理の構成、およびマネージメントの基本を理解し、その実践方法
と問題点を理解する。

到達目標

1. 医療におけるマネージメントの役割を理解する。
2. 医療管理に必要な医療経済の基礎を理解する。
3. 医療組織の管理の特長と問題点と理解する。
4. 現在の医療政策の動向を理解する。
5. 医療における情報の役割を理解する。

授業計画
・医療マネージメント概論　　　　　　・医療経済学概論　　　・医療組織論
・病院情報システムとマネージメント　・医療の広報戦略
・北海道での患者移動の現状　　　　　・医療政策と DPC

授業科目名
社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）［Health, Society and Environment V］
地域保健活動

第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：2
担当教員

（氏名・所属） ○佐伯　和子（保健科学研究院） 　平野　美千代（保健科学研究院）

授業の目標 保健医療福祉の変革期において、治療から予防ならびにヘルスプロモーションへと地域保健活動の
意義は大きくなっている。高齢者を対象とした地域保健福祉活動を体系的に学ぶ。

到達目標 1. 地域保健活動におけるヘルスプロモーションについて説明できる。
2. 地域高齢者保健福祉活動の対策を説明できる。

授業計画

・高齢者をめぐる保健福祉の動向
・地域保健活動における予防とヘルスプロモーション
・健康な高齢者への保健活動
・介護予防活動
・要介護高齢者への支援と地域包括ケアシステム
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（3）北海道公衆衛生協会研究事業「北海道における公衆衛生大学院の役割と設置への　
　協力体制」

1） 事業の背景
今日、我が国は社会の大きな変化の真只中にあります。急速に進む少子高齢化や、貧困や格差の拡大

は、人々の健康や安全、well-being の向上を目指す公衆衛生の役割が益々大きいことを示しています。中

でも公衆衛生教育や研究活動を前に進めるため、各分野の人材の養成が最も大きな課題です。変動期こそ

社会から要請される諸課題を広い視点で俯瞰的に認識し、根拠に基づく新たな健康政策（Evidence based 

health policy）や、新しい社会システム構築をも考慮しながら、日々、現場で地道な活動を進めるための力量、

それを教育できる体制が要請されるからです。

2011（平成 23）年 9 月に出された日本学術会議「わが国の公衆衛生向上に向けた公衆衛生大学院の活用

と機能強化」の提言では、「国（文部科学省、厚生労働省など）は、公衆衛生大学院が全国のいわゆる８地

方ブロックに少なくとも１か所以上整備されるよう大学等に支援を行うとともに、自治体と協同して、そ

れぞれの地域において公衆衛生人材養成に向けて協力体制を構築することが望まれる。」とし、これを受け

て、既に京都大学・九州大学・東京大学などには公衆衛生専門大学院が設置され、毎年 20 〜 30 名の修了

者を輩出しているところです。

一方、従来から保健所医師、保健師、獣医師、事務職などの教育研修に果たしてきた国立保健医療科学

院の役割は大きいものの、現在、自治体の財政問題や人的資源が足りない問題より半年から 1 年間に渡って、

職員を長期で東京に派遣できる自治体はほとんどありません。特に北海道は遠隔地で地域的にも独立して

いることから、道内で各大学が協力して体制を作り、公衆衛生大学院教育を充実し、複雑かつ多様な健康・

医療問題を総合的に捉え、わが国の地域保健・職域保健・環境保健などの分野で、質の向上に貢献できる

人材を養成することが社会的にも求められています。以上から、公衆衛生分野における高度の専門人材育

成のためにはどのような教育体制が必要か、道内大学間の連携を模索しながら考え、専門的な大学院を早

く設置する努力がのぞまれます。

環境健康科学研究教育センターは、北海道における公衆衛生が当面する課題として、今後、本研究課題

の担当者を増やしつつ、各大学の医学系・看護系・歯科・獣医・薬学・衛生工学・食品衛生などの関連分

野と行政（北海道、札幌市など）、および民間諸機関がどのように連携協力して専門的な大学院教育を進め

ていくかをフォーラムなどを重ねながら検討を進めていくと共に、人材養成について北海道内の関係機関

にニーズ調査を行う予定です。
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2）これまでの活動
① フォーラム
　「北海道における公衆衛生大学院の役割と設置への協力体制」
　　日　　程：2013 年 3 月 11 日（月） 13:30 〜 17:00

　　場　　所：北海道大学医学部学友会館　フラテ特別会議室

　　　　　　　（札幌市北区北 15 条西 7 丁目）

　　総合司会：大滝　純司（北海道大学 大学院医学研究科　教授、環境健康

　　　　　　　　　　　　　　科学研究教育センター 連携教育推進部門長）

　　　　　　　小笠原克彦（北海道大学 大学院保健科学研究院　教授、環境健

　　　　　　　　　　　　　　康科学研究教育センター 連携教育推進副部門長）

 

　　プログラム

講演する文科省 渡辺氏

13:30 〜 ［開会挨拶・趣旨説明］
　　岸　玲子　　（環境健康科学研究教育センター　副センター長）

13:45 〜
［基調講演］　座長：大滝　純司（北海道大学 大学院医学研究科　教授）
　「医学教育をめぐる諸問題と専門職大学院制度の概要」
　　渡辺　真俊　（文部科学省高等教育局医学教育課　企画官）

14:20 〜

［第一部］　北海道の現状とニーズ　座長：齋藤　健
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道大学 大学院保健科学研究院　教授）
　「北海道大学での公衆衛生専門教育（｢社会と健康｣）の 10 年」
　　小笠原　克彦（北海道大学 大学院保健科学研究院）
　「公衆衛生行政に従事する専門職の現任教育〜現状と課題」
　　廣田　洋子　（北海道立心身障害者総合相談所　所長）

15:15 〜

［第二部］　先行事例の紹介　座長：玉腰　暁子（北海道大学 大学院医学研究科　教授）
　「東京大学公衆衛生大学院の 6 年の歩と認証評価について」
　　小林　廉毅　（東京大学大学院医学研究科　教授）
　「大阪大学医学系研究科医の医科学秀氏公衆衛生学コース」
　　磯　　博康　（大阪大学医学系研究科 社会環境医学講座 公衆衛生学　教授）
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② 北海道公衆衛生協会 研究集会
　「北海道における公衆衛生大学院の役割と設置への協力体制」
　〜現場からみた公衆衛生学への期待〜
　日　　程：2013 年 11 月 14 日（木） 17:20 〜 19:20

　場　　所：札幌市生涯学習センターちえりあ　１階ホール（札幌市西区宮の沢 1 条 1 丁目 1-10）

　総合司会：廣田　洋子　（北海道心身障害者総合相談所　所長）

　プログラム
［第一部］　講　　演
　「北海道大学 大学院共通講義『社会と健康』の 10 年を振り返って」
　　　小笠原克彦　（北海道大学大学院　保健科学研究院　教授
　　　　　　　　　 環境健康科学研究教育センター 連携教育推進部門　副部門長）
　「北海道における『公衆衛生大学院』の設置に関する調査報告」
　　　佐伯　和子　（北海道大学大学院　保健科学研究院　教授）
　「公衆衛生大好き人間に持っていて欲しい力」
　　　山本　長史　（北海道保健所長会　副会長、北海道室蘭保健所長）
　「公衆衛生大学院への期待・実現性と課題」
　　　岸　　玲子　（環境健康科学研究教育センター　特任教授・副センター長

［第二部］　総合討論

講演を行う岸玲子特任教授 総合討論の様子
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（4）客員研究員・訪問研究員の受け入れ状況
1） 2012（平成 24）年度

① 客員研究員
名前 所属大学研究科 所属分野 役職 研究題目 期間

金澤　文子 － － －
子どもの喘息・アトピー、感染
症罹患への妊娠期の化学物質曝
露影響の解明

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

松本　　寛
（株）化合物安全
性 研 究 所・ 安 全
性研究部門

科学物質の変異
原性に関する試
験研究

試験
責任者

A 平成 R 仲介活性を指標とす
る大気浮遊粉じん中発癌性物質
への長期曝露評価

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

喜多　歳子 旭川大学
保健福祉学部 保健看護学科 助教

コーホート内症例対照研究によ
る学童期発達障害発症の環境リ
スク要因の解明

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

大竹　裕子
ロンドン大学
衛生・熱帯
医学大学院

PhD ｺｰｽ
（博士課程） 学生

「環境と子どもの健康に関する
北海道スタディ」に関する心理
社会的分野の研究

平成 25 年 3 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

② 訪問研究員
名前 所属大学研究科 所属分野 学年 研究題目 期間

アイツバマイ
ゆふ

北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

2 年

室内環境と健康に関する調査
（フタル酸エステル類曝露によ
る健康への影響の解明）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

鵜川　重和 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

3 年

室内環境と健康に関する調査
（室内環境と小学生児童の喘息・
アレルギーとの関係）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

叢　石 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

3 年

室内環境と健康に関する調査
（エンドトキシン・βグルカン
曝露と健康との関係）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

岡田 恵美子 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

3 年

環境と子どもの健康に関する北
海道スタディ（有機フッ素系難
燃剤 PFOS、PFOA 等の胎生期
発育および生後免疫アレルギー
への影響）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

小林　澄貴 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

3 年

環 境 と 子 ど も の 健 康 に 関 す
る 北 海 道 ス タ デ ィ（ 母 の
AHR､ AHRR､ CYP 等の遺伝
的感受性の差異と、PCB ダイ
オキシン類濃度の関係）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

伊藤 久美子 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

3 年

環境と子どもの健康に関する北
海道スタディ（母の妊娠中の葉
酸値と児の先天異常発生リスク
に関する研究）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

樫野 いく子 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

4 年

環境と子どもの健康に関する北
海道スタディ（有機フッ素系難
燃剤 PFOS、PFOA 等濃度と先
天異常リスクの関係）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

馬場　俊明 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

4 年

環境と子どもの健康に関する北
海道スタディ（前向き出生コー
ホートを用いた ADHD など児
の発達障害に関する研究）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日
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2） 2013（平成 25）年度
① 客員研究員

名前 所属大学研究科 所属分野 役職 研究題目 期間

金澤　文子 － － －
子どもの喘息・アトピー、感染
症罹患への妊娠期の化学物質曝
露影響の解明

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

松本　寛
（株）化合物安全
性 研 究 所・ 安 全
性研究部門

科学物質の変異
原性に関する試
験研究

試験
責任者

A 平成 R 仲介活性を指標とす
る大気浮遊粉じん中発癌性物質
への長期曝露評価

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

喜多　歳子 北海道情報大学 医療情報学部医
療情報学科 教授

コーホート内症例対照研究によ
る学童期発達障害発症の環境リ
スク要因の解明

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

大竹　裕子
ロンドン大学
衛生・熱帯
医学大学院

PhD ｺｰｽ
（博士課程） 学生

「環境と子どもの健康に関する
北海道スタディ」に関する心理
社会的分野の研究

平成 25 年 3 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

安住　薫 北海道大学

創成研究機構
未来創薬・
医 療 イ ノ ベ ー
ション推進室

マネジメ
ント・

スタッフ

環境化学物質によるエピジェネ
ティック変化と次世代影響の解
明

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

樫野 いく子 日本学術振興会 特別
研究員

有 機 フ ッ 素 系 難 燃 剤 PFOS、
PFOA 等の胎生期から出生後
発育および母親の栄養環境との
関連

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

Yila Thamar
Ayo

元本セン
ター学術
研究員

「環境と子どもの健康に関する
北海道スタディ」において葉酸
摂取と葉酸代謝酵素等の遺伝子
多型に関わる研究

平成 25 年 6 月 1 日
〜

平成 26 年 3 月 31 日

② 訪問研究員
名前 所属大学研究科 所属分野 学年 研究題目 期間

アイツバマイ
ゆふ

北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

3 年

室内環境と健康に関する調査
（フタル酸エステル類曝露によ
る健康への影響の解明）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

叢　　　石 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

4 年

室内環境と健康に関する調査
（エンドトキシン・βグルカン
曝露と健康との関係）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

岡田 恵美子 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

4 年

環境と子どもの健康に関する北
海道スタディ（有機フッ素系難
燃剤 PFOS、PFOA 等の胎生期
発育および生後免疫アレルギー
への影響）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

小林　澄貴 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

4 年

環 境 と 子 ど も の 健 康 に 関 す
る 北 海 道 ス タ デ ィ（ 母 の
AHR､ AHRR､ CYP 等の遺伝
的感受性の差異と、PCB ダイ
オキシン類濃度の関係）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日

伊藤 久美子 北海道大学
大学院医学研究科 公衆衛生学分野 博士課程

4 年

環境と子どもの健康に関する北
海道スタディ（母の妊娠中の葉
酸値と児の先天異常発生リスク
に関する研究）

平成 24 年 4 月 1 日
〜

平成 25 年 3 月 31 日


