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4．連携教育推進部門
（1）部門紹介
　　 小笠原　克彦

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（保健科学研究院健康科学分野　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、2014 年度より大

学院共通授業科目「社会と健康」を中心として健康科学に関する 20 単位を取得することで、Diploma を授

与する「社会と健康」Diploma Program を開始しております。今後、国立保健医療科学院と連携しながら

Diploma をステップアップさせ、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。

　2014 ～ 2015 年度の具体的な活動内容としては、上述の「社会と健康」Diploma を開始し、8 名に

Diploma を授与いたしました。また、国立医療保健科学院との包括連携に向けて、相互訪問およびシンポ

ジウムを実施しております。その他、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）教育活動
①大学院共通授業「社会と健康」

　　

　　2014（平成 26）年度

授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）
パブリックヘルス総論－研究と活動の最前線 Public Health Overview:Hot topics of Researches ＆
Activities   

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）

○岸　玲子（環境健康科学研究教育センター）　池野　多美子（環境健康科学研究教育センター） 
　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（保健科学院） 小笠原　克彦（保健科学院） 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） 大塚　吉則（教育学研究院）   

授業の目標

急速に進む少子高齢社会、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・変貌する現代社
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、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
い保健医療制度や健康政策展開のために必要な理論と研究方法を学ぶ。

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

 1. コース全体のガイダンス、健康を規定する要因（岸玲子）
 2. 高齢者の健康と社会環境（池野多美子）
 3. ストレス・健康リスクと健康行動（増地あゆみ）
 4. 法医学の役割（寺沢浩一）
 5. 地域における保健師活動（佐伯和子）
 6. 医療安全と公衆衛生（小笠原克彦）
 7. 癌の予防と対策について（玉腰暁子）
 8. 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）
 9. 国際保健の役割（大林由英）
10. 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）
11. 市民参加型合意形成と環境政策（三上直之）
12. 日本における自殺の現状と対策（吉岡英治）
13. 労働者の健康と安全（岸玲子）
14. 生活習慣病とヘルスプロモーション（大塚吉則）　
15. レポート作成 
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授業科目名
社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）   
Basic Medical Biology I （基礎医学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：13

担当教員
（氏名・所属）

○大滝　純司（医学研究科） 畠山　鎮次（医学研究科） 渡辺　雅彦（保健科学研究院）
　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。
Provide basic knowledge of biomedical science to graduate students.

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
Learn basic knowledge of biomedical science necessary to research of medicine and related 
discipline.       

授業計画

オリエンテーション Orientation
医化学入門Ⅰ Medical Chemistry
解剖発生学入門Ⅰ Anatomy and Embryology
神経生物学入門Ⅰ Neurobiology
神経生理学入門Ⅰ Systems Neuroscience
神経薬理学入門Ⅰ Neuropharmacology
細胞薬理学入門Ⅰ Cellular and Molecular Pharmacology
分子病理学入門Ⅰ Pathology
病原微生物学入門Ⅰ Infectious Diseases
腫瘍病理学入門Ⅰ Cancer Pathology
癌生物学入門Ⅰ Cancer Biology      
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授業科目名 社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）　Basic Clinical Medicine Ⅰ（基礎臨床医学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：10

担当教員
（氏名・所属）

○大滝　純司（医学研究科） 西村　正治（医学研究科） 渥美　達也（医学研究科） 
　白土　博樹（医学研究科） 玉木　長良（医学研究科） 横式　尚司（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） 船越　忠直（北海道大学病院）
　北市　雄士（医学研究科） 小野澤　真弘（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。
Provide basic knowledge of clinical medicine to graduate students.

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
礎的知識を習得する。
Learn basic knowledge of clinical medicine necessary to research of medicine and related 
discipline. 

授業計画

オリエンテーション Orientation
呼吸器内科入門Ⅰ Respiratory Medicine
循環病態内科入門Ⅰ Cardiovascular Medicine
放射線医学入門Ⅰ Radiation Medicine
核医学入門 I Nuclear Medicine
整形外科学入門Ⅰ Orthopedic surgery and related research
新生児医学入門Ⅰ Neonatal Medicine
皮膚科学入門Ⅰ Dermatology
消化器内科入門Ⅰ Gastroenterology
免疫・代謝内科入門Ⅰ Clinical Immunology and Metabolism

　
授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）Survey MethodsI（研究調査法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：6
担当教員

（氏名・所属）
○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

1. An overview of the sample survey process
2. Designing effective questionnaires. 
3. Developing survey questions
4. Utilizing focus groups in the survey research process
5. Theoretical basis of sampling
6. Determining the sample size
7. Presenting analysing survey results
8. Preparing an efffective final report 
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授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）Survey Methods Ⅱ（研究調査法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）

○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」を実際の研究事
例の検討・課題演習に基づいて学ぶ。
To learn advanced methodology of survey research 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、研究計画法などを事例研究・実習により実践的に学ぶ。 
To discuss practical scientific survey research and analysis
To learn survey research design: questionnaire design, sampling and analysis

授業計画

1. Case studies of survey research
－Designing effective questionnaires. 
－Developing survey questions
－Utilizing focus groups in the survey research process
－Sampling methods and their justification
2. Informaiton technology assistance for survey research
－Effective use of softwares
－Database management
－Statistical Analysis 
3. Discussion and Presenting analysing survey results 

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　Epidemiology I（疫学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）

○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または日本語で学ぶ。
To learn basic epidemilogy in English/Japanese

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。
To understand basic epidemiology and its role in one health 

授業計画

1. コースのオリエンテーション Course orientation
2. 疫学の定義と歴史 Definition and history of epidemiology
3. 健康と疾病の指標 Measuring health and disease
4. 疫学研究の手法 Types of epidemiological study
5. 疫学における因果論 Causation in epidemiology
6. 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）Epidemiology II（疫学Ⅱ）　
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：2

担当教員
（氏名・所属）

○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

1. コースのオリエンテーション Course orientation
2. 健康と疾病の指標 Measuring health and disease
3. 疫学研究における誤差とその制御 Bias and its control
4. 疫学研究の手法 Types of epidemiological study 
5. 社会要因と保健リスク Social determinants and health risk 
6. 疫学研究と公衆衛生対策 Epidemiological study and public health interventions

授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）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：4
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

1） コース全体のガイダンス、調査研究計画のたてかた（岸）
2） 疫学研究の種類と方法（荒木）
3） 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（本多）
4） 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（福田）
5） 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）（福田）
6） 疫学研究応用（２）（介入研究の事例と進め方）（河原田）
7）演習（岸・荒木） 
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授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）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：23

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。
To learn several statistical methods for scientific research.
To learn how to use the statistical software （JMP）. 

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。
Students can select correct statistical methods and analyze own data and interpret the results. 

授業計画

4/07 （Tue） 1）探索的データ解析 （1, 2, 3, 7 章） Exploratory data analysis （ch 1,2,3,7）
4/14 （Tue） 2）検証的データ解析 （5, 15 章） Confirmatory data analysis （ch 5,15）
4/21 （Tue） 3）統計解析ソフトJMPの使い方 （6章） How to use the statistical software JMP （ch 6）
5/12 （Tue） 4）統計解析の原理 （8 章） Principles of statistical analysis （ch 8）
5/19 （Tue） 5）理論分布の利用 （4 章） Theoretical distributions （ch 4）
5/26 （Tue） 6）連続データの群間比較 （9 章） Comparing groups － continuous data （ch 9）
6/02 （Tue） 7）分割表の解析 （10 章） Comparing groups － categorical data （ch 10）
6/09 （Tue） 8）信頼性データの解析と検査の特性 （14 章） Reliability studies and diagnostic tests 
　　　　　　　（ch 14）

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）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：20

担当教員
（氏名・所属）

○伊藤　陽一（医学研究科）   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）

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。
To learn several statistical methods for scientific research.
To learn how to use the statistical software （JMP）. 

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。
Students can select correct statistical methods and analyze own data and interpret the results.

授業計画

6/17 （Tue） 1）回帰分析と変数選択 （11, 12 章） Regression analysis and variable selection 
　　　　　　　（ch 11,12）
6/24 （Tue） 2）一般線形モデルと対比 （9, 12 章） General linear models and contrasts （ch 9,12）
7/01 （Tue） 3）ロジスティック回帰 （12 章） Logistic regression analysis （ch 12）
7/15 （Tue） 4）生存時間解析 （13 章） Survival data analysis （ch 13）
7/22 （Tue） 5）ノンパラメトリック法 （8 章） Nonparametric methods （ch 8）
7/29 （Tue） 6）サンプルサイズ設計 （15 章） Sample size estimation （ch 15）
8/09 （Tue） 7）多変量解析 （12 章） Multivariate analysis （ch 12）
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授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）
Global Health and Human EcologyI（国際保健医学と人類生態学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）
○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

1. Orientation & Introduction
2. Function and Work of World Health Organizatin （WHO）
3. Communicable Diseases
4. Non－Communicable Diseases
5. Environment, Sustainability and Health Systems
6. Bio－cultural Adaptation in Human Communities
7. Field Reseach in Human Population Biology
8. Population Ecology of Human Survival
9. Modernization and Health Transition
10. Discussion and Evaluation

授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）環境と子どもの健康・発達
[The enviroment 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：2

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

授業の目標
自然環境や社会環境が、子どもの健康や発達、疾病に与える影響及び疫学的な調査方法、予防のた
めの対策について学ぶ。

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と安全・安心が保証される
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. 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（岸） 
2. 子どもの健康と地域社会～保健福祉行政からの視点（矢野） 
3. 室内環境と子どもの健康（荒木） 
4. 環境と子どもの発達（池野） 
5. 社会環境と子どもの虐待（松本） 
6. 地域保健活動からみた子どもの生活と健康　（喜多） 
7. 環境適応と子どもの成長（山内） 
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）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：3

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） 小林　正紀（薬学研究院）
　早狩　誠（弘前大学） 高橋　夏子（北海道薬科大学 講師）  

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
15） 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）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：14

担当教員
（氏名・所属）

○大塚　吉則（教育学研究院）  水野　眞佐夫（教育学研究院）
　河口　明人（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

（1）予防学総論（予防概念、健康増進概念）
（2）生活習慣病と危険因子（生活習慣病に関わる危険因子論）
（3）メタボリック・シンドロームおよび糖代謝総論
（4）脂質代謝総論（リポ蛋白代謝とその意義）
（5）臨床試験総論（生活習慣病予防における Evidence－based Health Care）
（6）健康保養総論（保養における立地・要件・機能）
（7）健康保養医科学論（環境・自然を媒介とした健康づくり）
（8）健康保養計画論（自然環境、保養医学に関するプログラム）
（9）環境健康医科学総論（自然環境下における健康医科学）
（10）食育・栄養総論（環境に依存する食育・栄養）
（11）現代社会における健康を脅かす体力科学的諸問題
（12）健康の保持・増進の基盤となる行動体力・防衛体力
（13）身体運動・トレーニングに対する生体の応答と適応
（14）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
（15）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）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（北海道大学病院）
　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

1） 歯・口腔のはたらき
2） 歯と食生活
3） 歯を失う原因とその解決法
4） 口腔の健康とＱＯＬ
5） 加齢と食生活・生活習慣
6） 唾液のはたらき
7） 口腔の健康と医療費 

授業科目名 社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）　地域保健活動
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：12

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

少子高齢化の進展や核家族の増加、また医療の高度化や生活スタイルの多様化など、社会や生活環
境の変化に伴い複雑困難な健康課題を有する住民が増加している。児童虐待や高齢者虐待への対応、
身体・知的・精神障害者および難病患者の緊急時の医療確保ならびに地域生活移行に向けた支援な
ど、地域保健では複雑困難な健康課題を有する住民への支援が求められている。また、これらの支
援を展開するには、多様な職種や機関とのネットワークの構築やケアシステムづくりが必要となる。
本科目は、地域保健活動における複雑困難な健康課題を有する住民への支援について、個人・家族・
集団・組織への支援と協働の観点から講義を行う。受講生は本科目の受講により、地域保健活動に
おける複雑困難な健康課題を有する住民への支援の基本について理解を深め、地域での保健・福祉・
医療・行政などの協働活動を円滑に行うための基礎を養うことができる。

到達目標

1．児童虐待や高齢者虐待の実態を、統計資料をもとに説明できる。
2．地域保健活動における児童虐待と高齢者虐待への対策を考察できる。
3．身体・知的・精神障害者および難病患者の地域保健活動を説明できる。
4．これからの保健・福祉・医療・行政などの協働活動の在り方を考察できる。

授業計画

1．児童虐待の実態と保健医療福祉施策の動向
2．児童虐待の性質とリスク要因および虐待予防に向けた保健・福祉・医療・行政における協働
3．高齢者虐待の実態と保健医療福祉施策の動向
4．高齢者虐待の対応と予防
5．身体・知的・精神障害者および難病患者をとりまく保健医療福祉施策の動向
6．身体・知的・精神障害者および難病患者への保健福祉医療の協働における保健活動
7．高次脳機能障害者の健康課題ならびに地域における支援体制
8．社会的弱者を取り巻く状況とセーフティーネット構築の重要性 
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授業科目名 社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）医療マネージメント特講
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）

○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）    

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

1） 医療マネージメント概論
2） 医療経済学概論
3） 医療組織論
4） 病院情報システムとマネージメント
5） 医療の広報戦略
6）北海道での患者移動の現状
7）医療政策と DPC 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　2015（平成 27）年度
授業科目名

社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）パブリックヘルス総論－ 研究と活動の最前線
Public Health Overview:Hot topics of Researches ＆ Activities

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）

○荒木　敦子（環境健康科学研究教育センター）  岸　玲子（環境健康科学研究教育センター）  
　池野　多美子（環境健康科学研究教育センター） 寺沢　浩一（医学研究科）
　佐伯　和子（保健科学院） 小笠原　克彦（保健科学院）
　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） 大塚　吉則（教育学研究院）   
　増地　あゆみ（北海学園大学経営学部）

授業の目標

急速に進む少子高齢社会、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 世紀に変貌する現代社
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上で大きな課題となる。本講義では、人をとりまく環境要因と健康の関係
を、総合的な視野から考究し、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
度や健康政策展開のために必要な理論と研究方法を学ぶ。

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

1. コース全体のガイダンス、健康を規定する要因（岸玲子） 
2. 高齢者の健康と社会環境（池野多美子） 
3. ストレス・健康リスクと健康行動（増地あゆみ） 
4. 法医学の役割（寺沢浩一） 
5. 地域における保健師活動（佐伯和子） 
6. 医療安全と公衆衛生（小笠原克彦） 
7. 癌の予防と対策について（玉腰暁子） 
8. 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） 
9. 国際保健の役割（仮題）（大林由英） 
10. 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） 
11. 市民参加型合意形成と環境政策（三上直之） 
12. 室内環境が健康におよぼす影響（荒木敦子） 
13. 労働者の健康と安全（岸玲子） 
14. 生活習慣病とヘルスプロモーション（大塚吉則） 
15. レポート作成 
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授業科目名 社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）   （Basic Medical Biology I （基礎医学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：18

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。
Provide basic knowledge of biomedical science to graduate students.

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
Learn basic knowledge of biomedical science necessary to research of medicine and related 
discipline.  

授業計画

オリエンテーション Orientation
医化学入門Ⅰ Medical Chemistry
解剖発生学入門Ⅰ Anatomy and Embryology
神経生物学入門Ⅰ Neurobiology
神経生理学入門Ⅰ Systems Neuroscience
神経薬理学入門Ⅰ Neuropharmacology
細胞薬理学入門Ⅰ Cellular and Molecular Pharmacology
分子病理学入門Ⅰ Pathology
病原微生物学入門Ⅰ Infectious Diseases
腫瘍病理学入門Ⅰ Cancer Pathology
癌生物学入門Ⅰ Cancer Biology

授業科目名 社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）  Basic Clinical Medicine Ⅰ（基礎臨床医学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：14

担当教員
（氏名・所属）

○大滝　純司（医学研究科） 西村　正治（医学研究科） 渥美　達也（医学研究科）
　白𡈽　博樹（医学研究科） 玉木　長良（医学研究科） 横式　尚司（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） 船越　忠直（北海道大学病院）  
　小野澤　真弘（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。
Provide basic knowledge of clinical medicine to graduate students.

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
礎的知識を習得する。
Learn basic knowledge of clinical medicine necessary to research of medicine and related 
discipline. 

授業計画

オリエンテーション Orientation
呼吸器内科入門Ⅰ Respiratory Medicine
循環病態内科入門Ⅰ Cardiovascular Medicine
放射線医学入門Ⅰ Radiation Medicine
核医学入門 I Nuclear Medicine
整形外科学入門Ⅰ Orthopedic surgery and related research
新生児医学入門Ⅰ Neonatal Medicine
皮膚科学入門Ⅰ Dermatology
消化器内科入門Ⅰ Gastroenterology and Hematology
免疫・代謝内科入門Ⅰ Clinical Immunology and Metabolism
精神医学入門Ⅰ　Psychiatry
血液内科学入門Ⅰ　Clinical Heamatology
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授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）Survey MethodsI（研究調査法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：4

担当教員
（氏名・所属）

○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

1. An overview of the sample survey process
2. Designing effective questionnaires. 
3. Developing survey questions
4. Utilizing focus groups in the survey research process
5. Theoretical basis of sampling
6. Determining the sample size
7. Presenting analysing survey results
8. Preparing an efffective final report 

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）Survey Methods Ⅱ（研究調査法Ⅱ）
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：8

担当教員
（氏名・所属）

○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」を実際の研究事
例の検討・課題演習に基づいて学ぶ。
To learn advanced methodology of survey research 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、研究計画法などを事例研究・実習により実践的に学ぶ。 
To discuss practical scientific survey research and analysis
To learn survey research design: questionnaire design, sampling and analysis

授業計画

1. Case studies of survey research
－Designing effective questionnaires. 
－Developing survey questions
－Utilizing focus groups in the survey research process
－Sampling methods and their justification
2. Informaiton technology assistance for survey research
－Effective use of softwares
－Database management
－Statistical Analysis 
3. Discussion and Presenting analysing survey results
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授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　Epidemiology I（疫学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）

○新井　明日奈（医学研究科） 玉城　英彦（国際本部）  
　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または日本語で学ぶ。
To learn basic epidemilogy in English/Japanese 

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。
To understand basic epidemiology and its role in one health

授業計画

1. コースのオリエンテーション Course orientation
2. 疫学の定義と歴史 Definition and history of epidemiology
3. 健康と疾病の指標 Measuring health and disease
4. 疫学研究の手法 Types of epidemiological study
5. 疫学における因果論 Causation in epidemiology
6. 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）Epidemiology II（疫学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：8

担当教員
（氏名・所属）

○大林　由英（医学研究科） 玉城　英彦（国際本部）  
　新井　明日奈（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および日本語で学ぶ。
To learn epidemiology in English/Japanese  

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

1. コースのオリエンテーション Course orientation
2. 健康と疾病の指標 Measuring health and disease
3. 疫学研究における誤差とその制御 Bias and its control
4. 疫学研究の手法 Types of epidemiological study 
5. 社会要因と保健リスク Social determinants and health risk 
6. 疫学研究と公衆衛生対策 Epidemiological study and public health interventions

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）  Practice in Epidemilogy Ⅰ疫学演習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：7

担当教員
（氏名・所属）

○大林　由英（医学研究科）   
　新井　明日奈（医学研究科）

授業の目標
疫学研究の実例を通して、研究のクリティカルな評価を行うための視点を得る。
調査計画の立案、アプレイザル、実施、結果の評価などの研究の実例を通して学ぶ  

到達目標
疫学研究手法の事例研究による概念の理解度の向上
研究対象・期間・サンプルの設定・評価手法のなど研究手法の流れをつかむ

授業計画

1.Basic Concepts of Epidemiology
2.Asking the Right Questions
3.Selecting the Study Population and Follow－up Period
4.Obtaining Information on Exposures
5.Follow－up of Disease Occurrence
6.Sampling from the Base
7.Assignment of Exposure  
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授業科目名
社会と健康Ⅱ（研究方法科目）疫学研究のデザインと実際
Epidemiological Studies :Design and Practice

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：7

担当教員
（氏名・所属）

○荒木　敦子（環境健康科学研究教育センター） 
　岸　玲子（環境健康科学研究教育センター）
　宮下　ちひろ（環境健康科学研究教育センター）
　伊藤　佐智子（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

1） コース全体のガイダンス、調査研究計画のたてかた（岸）
2 ～ 4） リスク解析（1）～（3）　（本多、福田、宮下）
5 ～ 7） 疫学研究の種類と方法（1）～（3）　（荒木、池野、伊藤）
8 ～ 10） 疫学研究応用（1）～（3）　（福田、河原田、宮下）
11） SW2015 聴講をもって振替
12 ～ 14） 演習　（岸、荒木、宮下、伊藤）
15） レポート作成  

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）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：18

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

4/07 （Tue） 1）探索的データ解析 （1, 2, 3, 7 章） Exploratory data analysis （ch 1,2,3,7）
4/14 （Tue） 2）検証的データ解析 （5, 15 章） Confirmatory data analysis （ch 5,15）
4/21 （Tue） 3） 統計解析ソフトJMPの使い方 （6 章） How to use the statistical software JMP （ch 6）
5/12 （Tue） 4）統計解析の原理 （8 章） Principles of statistical analysis （ch 8）
5/19 （Tue） 5）理論分布の利用 （4 章） Theoretical distributions （ch 4）
5/26 （Tue） 6）連続データの群間比較 （9 章） Comparing groups － continuous data （ch 9）
6/02 （Tue） 7）分割表の解析 （10 章） Comparing groups － categorical data （ch 10）
6/09 （Tue） 8）信頼性データの解析と検査の特性 （14 章） Reliability studies and diagnostic tests 
　　　　　　　（ch 14）
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授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）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：20

担当教員
（氏名・所属）

○伊藤　陽一（医学研究科）   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）

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

6/16 （Tue） 1）回帰分析と変数選択 （11, 12 章） Regression analysis and variable selection 
　　　　　　　（ch 11,12）
6/23 （Tue） ２）一般線形モデルと対比 （9, 12 章） General linear models and contrasts （ch 9,12）
6/30 （Tue） ３）ロジスティック回帰 （12 章） Logistic regression analysis （ch 12）
7/07 （Tue） ４）生存時間解析 （13 章） Survival data analysis （ch 13）
7/14 （Tue） ５）ノンパラメトリック法 （8 章） Nonparametric methods （ch 8）
7/21 （Tue） ６）サンプルサイズ設計 （15 章） Sample size estimation （ch 15）
7/28 （Tue） ７）多変量解析 （12 章） Multivariate analysis （ch 12）

授業科目名 社会と健康Ⅲ（環境保健科目）Global Health and Human EcologyI（国際保健医学と人類生態学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：12

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

1. Orientation & Introduction
2. Function and Work of World Health Organizatin （WHO）
3. Communicable Diseases
4. Non－Communicable Diseases
5. Environment, Sustainability and Health Systems
6. Bio－cultural Adaptation in Human Communities
7. Field Reseach in Human Population Biology
8. Population Ecology of Human Survival
9. Modernization and Health Transition
10. Discussion and Evaluation 

授業科目名 社会と健康Ⅲ（環境保健科目）環境と子どもの健康・発達
The enviroment and child health and development

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：6

担当教員
（氏名・所属）

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

授業の目標 自然環境や社会環境が、子どもの健康や発達、疾病に与える影響及び疫学的な調査方法、予防のた
めの対策について学ぶ。

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と安全・安心が保証される
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. 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（岸） 
2. 子どもの健康と地域社会～保健福祉行政からの視点（矢野） 
3. 内分泌かく乱物質と子どもの健康（荒木） 
4. 環境と子どもの発達（池野） 
5. 社会環境と子どもの虐待（松本） 
6. 地域保健活動からみた子どもの生活と健康　（喜多） 
7. 環境適応と子どもの成長（山内） 
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）歯・口腔と健康
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：7

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（北海道大学病院） 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

1） 歯・口腔のはたらき
2） 歯と食生活
3） 歯を失う原因とその解決法
4） 口腔の健康とＱＯＬ
5） 加齢と食生活・生活習慣
6） 唾液のはたらき
7） 口腔の健康と医療費 

授業科目名 社会と健康Ⅳ（健康増進科目） 　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：4

担当教員
（氏名・所属）

○井関　健（薬学研究院） 鳴海　克哉（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
15） 科学的で正確な情報提供のあり方についての総合討論
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授業科目名 社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）　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：27

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） 谷　祐児（保健科学研究院）   

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

1） 医療マネージメント概論
2） 医療経済学概論
3） 医療組織論
4） 病院情報システムとマネージメント
5） 医療の広報戦略
6）北海道での患者移動の現状
7）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）　地域保健活動
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：7

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） 
　本田　光（保健科学研究院）  水野　芳子（保健科学研究院）  

授業の目標

少子高齢化の進展や核家族の増加、また医療の高度化や生活スタイルの多様化など、社会や生活環
境の変化に伴い複雑困難な健康課題を有する住民が増加している。児童虐待や高齢者虐待への対応、
認知症者や要介護高齢者への支援、身体・知的・精神障害者および難病患者の緊急時の医療確保な
らびに地域生活移行に向けた支援など、地域保健では複雑困難な健康課題を有する住民への支援が
求められている。また、これらの支援を展開するには、多様な職種や機関とのネットワークの構築
やケアシステムづくりが必要となる。本科目は、地域保健活動における複雑困難な健康課題を有す
る住民への支援について、個人・家族・集団・組織への支援と協働の観点から講義を行う。受講生
は本科目の受講により、地域保健活動における複雑困難な健康課題を有する住民への支援の基本に
ついて理解を深め、地域での保健・福祉・医療・行政などの協働活動を円滑に行うための基礎を養
うことができる。

到達目標

1．児童虐待や高齢者虐待の実態を、統計資料をもとに説明できる
2．地域保健活動における児童虐待と高齢者虐待への対策を考察できる
3．身体・知的・精神障害者および難病患者の地域保健活動を説明できる
4．これからの保健・福祉・医療・行政などの協働活動の在り方を考察できる

授業計画

1．児童虐待の実態と保健医療福祉施策の動向
2．児童虐待の性質とリスク要因および虐待予防に向けた保健・福祉・医療・行政における協働
3．要介護高齢者の実態と保健医療福祉施策の動向
4．高齢者虐待の対応と予防
5．身体・知的・精神障害者および難病患者をとりまく保健医療福祉施策の動向
6．身体・知的・精神障害者および難病患者への保健福祉医療の協働における保健活動
7．高次脳機能障害者の健康課題ならびに地域における支援体制
8．社会的弱者を取り巻く状況とセーフティーネット構築の重要性 
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　②「社会と健康」Diploma Program
　１）プログラムの目的
　　　北海道大学環境健康科学研究教育センターでは、平成 26 年 2 学期より、“「社会と健康」Diploma 

　　　Program（以下、本プログラム）”を開始しました。
　　　本プログラムは、自然環境や社会環境の変化に伴う、健康問題の増加や新しい健康問題について

　　　広い視野から総合的に学び、問題解決に向けて必要な理論と手法を体系的に修得することを目的と
　　　しています。

　２）アドミッション・ポリシー
　　1. 北海道大学大学院に在籍するすべての大学院生
　　2. 「社会と健康」領域において、環境要因と健康・予防に関する知識、研究技法を学ぶ意欲がある

　　　　大学院生

　３）ディプロマ・ポリシー
　　　本プログラムでは、本学の 4 つの基本理念（フロンティア精神、国際性の涵養、全人教育、実学

　　　の重視）の下、たえず変化する「社会」と「健康」に資するための体系的な教育を行うことにより、
　　　豊かな人間性、高い倫理観及び国際的視野を備え、その能力の実践及び発展に寄与する人材を養成
　　　することを目的としています。本プログラムでは、この目標とする人材像に求められる具体的な能
　　　力（ディプロマ授与水準）を以下に定め、当該能力を身につけ、かつ、所定の単位を修得した学生
　　　にディプロマを授与します。

　　1. 「社会と健康」領域を俯瞰し、人々を取り巻く環境要因と健康に関して基礎となる学識と技術、　
　　　　倫理性を有する。

　　2. 科学的な分析・根拠に基づいて健康問題の解決方策、予防対策樹立を提示するために必要な、研
　　　　究手法と技術について修得している。

　　3. 世界の様々な健康安全ニーズ、健康増進や予防に向けた活動、地域保健活動や医療マネージメン
　　　　トについて思考できる能力を有する。

　４）カリキュラム・ポリシー
　　　本プログラムでは、たえず変化する「社会」と「健康」に資するための体系的な教育を行うこと

　　　により、豊かな人間性、高い倫理観及び国際的視野を備え、その能力の実践及び発展に寄与する人
　　　材を養成する目的を達成するために、研究課題に必要な Public Health にかかわる知識を得るととも
　　　に、ディプロマとしてその学習を証明するために、北海道大学大学院共通講義「社会と健康」を 6 
　　　領域 20 単位（うち必修科目 11 単位）として体系的に学ぶカリキュラムを編成します。

　　　本プログラムは、現在北海道大学に在籍している全ての修士課程・専門職学位課程・博士課程の
　　　大学院生を対象としております。また、該当年度以前に修得した「社会と健康」の単位も遡って単
　　　位認定致します。

　５）カリキュラム修了要件
　　　本プログラムは、従来の専攻 / 研究科 / 学院のプログラムとは違い、単に科目選択の指針を与え

　　　るものです。学位（修士や博士）はそれぞれの所属する研究科 / 学院から授与されます。本プログ
　　　ラムの指針に沿って科目選択し、単位が認められた学生に社会と健康に関する知識と実践教育を受
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　　　けたことを証明するディプロマを授与します。ディプロマは、北海道大学環境健康科学研究教育セ
　　　ンター長名で授与されます。

必修科目 選択科目

社会と健康
（注 1）

学院・研究科
（注 2・3）

社会と健康
（注 1）

学院・研究科
（注 2・3）

Ⅰ
概論 2

必修科目と合わせて
20 単位以上になるように自由に

選択

倫理科目群 1（注 4）

ⅡＡ 研究方法論－疫学科目群 2

ⅡＢ 研究方法論－統計科目群 2

Ⅲ 環境保健科目群 2

Ⅳ 健康増進科目群 1

Ⅴ ヘルスリサーチ科目群 1

合計 11

注 1： 北海道大学在籍中に取得した単位は遡って認定
注 2： 所属する学院・研究科の振替は最大 10 単位を上限
注 3： 振替科目についてはシラバスにて内容を確認した上でガイドラインを提示
注 4： 倫理（生命倫理に関する講義を含むもの）に関する科目に限定

必修科目　11 単位
（1）社会と健康Ⅰ [ 概論・倫理科目群 ]
　　「パブリックヘルス総論－研究と活動の最前線」（必修 2 単位）および、所属する学院・研究

　　　科のあるいは本学の大学院共通講義で提供する倫理関係科目（生命倫理に関する講義を含む
　　　もの）から 1 単位
（2）社会と健康Ⅱ A [ 研究方法論－疫学科目群 ]
　　「社会と健康」疫学科目群、あるいは所属する学院・研究科から合計 2 単位以上

（3）社会と健康Ⅱ B [ 研究方法論－統計科目群 ]
　　「社会と健康」統計科目群、あるいは所属する学院・研究科またはその他の大学院共通講義の

　　　統計科目から合計 2 単位以上
（4）社会と健康Ⅲ [ 環境保健科目群 ]
　　「社会と健康」環境保健科目群、あるいは所属する学院・研究科またはその他の大学院共通講

　　　義の環境保健関連科目から合計 2 単位以上
（5）社会と健康Ⅳ [ 健康増進科目群 ]
　　「社会と健康」健康増進科目群、あるいは所属する学院・研究科またはその他の大学院共通講

　　　義の健康増進科目から合計 1 単位以上
（6）社会と健康Ⅴ [ ヘルスリサーチ科目群 ]
　　「社会と健康」ヘルスリサーチ科目群、あるいは所属する学院・研究科またはその他の大学院

　　　共通講義のヘルスリサーチ科目から合計 1 単位以上
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選択科目
　　社会と健康で必須科目として履修しなかった科目、あるいは、所属する学院・研究科が提供する振

　　替可能科目の中から必修科目と合わせて 20 単位以上になるよう自由に選択

６）申請者および授与者数
登録申請者数 認定申請者数 授与数

平成 26 年度 後期 ４ ３ ２

平成 27 年度 前期 ６ １ １
後期 １ ５ ５

平成 28 年 3 月 2 日現在

必修科目：「社会と健康」開講科目一覧

平成 26年度授与式

平成 27年度授与式

〈ディプロマ授与式にて〉



Ⅱ．部門報告

97

（3）北海道公衆衛生協会第 11号課題調査
「北海道における公衆衛生専門大学院の役割と設置への協力体制などについて」

これまでの活動（平成 26 年度）
・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：2015 年 3 月 23 日（月）17：00 － 18：30
場　所：北海道大学百年記念会館　大会議室

（北海道札幌市北区北 9 条西 5 丁目）

総合司会：岸　玲子　　（北海道大学環境健康科学研究教育センター　特任教授）
　　　　　廣田　洋子　（北海道立心身障害者総合研究所　所長）

【テーマ】　エビデンスに基づいた公衆衛生活動に向けて　　
　　　　　―地域と大学・研究機関との協働の現状と課題

　　　   プログラム
17：00 ～ 基調講演

「公衆衛生従事者の教育と地域や大学・研究機関との連携：国立保健医療科学院の

経験から」

曽根　智史　氏　（国立保健医療科学院　企画調整 主幹）
17：30 ～ 講演　1

「感染症研究と大学院教育：北海道および海外との連携による経験」
小林　宣道　氏　（札幌医科大学医学部　衛生学　教授）

17：45 ～ 講演　2
「旭川地域での大学コンソーシアムを中心とした地域住民の健康保持増進と地域
振興を目指す活動」
吉田　貴彦　氏　（旭川医科大学医学部　教授）

18：15 ～ 講演　4
「北海道における保健師教育の今後：「公衆衛生人材の育成と大学との協働」
佐伯　和子　氏　（北海道大学大学院 保健科学研究院　教授）

18：30 ～ 参加者との意見交流会
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講演を傾聴する聴衆

講演する国立保健医療科学院　曽根氏
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（4）客員研究員・専門研究員・訪問研究員の受け入れ状況
2014（平成 26）年度

① 客員研究員
名前 所属大学・研究科 職名 共同研究者 研究題目 期間

金澤　文子 北海道大学 客員研究員 岸　玲子
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 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 年 3 月 31 日

松本　寛
㈱化合物安全性研
究所・安全性研究

部門
試験責任者 岸　玲子

AhR 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 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 年 3 月 31 日

喜多　歳子 北海道情報大学 教授 岸　玲子
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 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 年 3 月 31 日

大竹　裕子 ロンドン大学衛生・
熱帯医学大学院 学生 岸　玲子

「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 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 年 3 月 31 日

樫野　いく子 国立国際医療研究
センター 研究員 岸　玲子

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 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 年 3 月 31 日

Yila Thamar 
Ayo

ブリティッシュコ
ロンビア大学 研究員 岸　玲子

「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 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 年 3 月 31 日

叢　石 北海道大学
医学研究科

元公衆衛生学
分野学生 岸　玲子

自宅環境中エンドトキシン・β
グルカン量と学童のアレルギー
との関連

平成 26 年 7 月 1 日
　　　　～
平成 27 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 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 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

（葉酸代謝関連遺伝子多型、ラ
イフスタイル因子との相互作用
による先天異常発生への影響）

平成 26 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 27 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

北海道研究における PCB と甲
状腺・発達の関連

平成 26 年 8 月 1 日
　　　　～
平成 27 年 3 月 31 日
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2015（平成 27）年度
③ 客員研究員

名前 所属大学・研究科 職名 共同研究者 研究題目 期間

大竹　裕子 ロンドン大学衛生・
熱帯医学大学院 学生 岸　玲子

「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 27 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

樫野　いく子 国立国際医療研究
センター 研究員 岸　玲子

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 27 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

Yila Thamar 
Ayo

ブリティッシュコ
ロンビア大学 研究員 岸　玲子

「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 27 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

叢　石 太原理工大学 教務 岸　玲子
自宅環境中エンドトキシン・β
グルカン量と学童のアレルギー
との関連

平成 27 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

松本　寛
㈱化合物安全性研
究所・安全性研究

部門
試験責任者 岸　玲子

AhR 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 27 年 5 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

三井　貴彦 山梨大学医学部付
属病院 講師 岸　玲子 性分化・性腺機能に及ぼす影響

の解明

平成 27 年 5 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

河口　明人 北海道科学大学 教授 岸　玲子
低出生体重児の出生に関わる因
子（体組成、栄養素）の探索的
研究

平成 27 年 5 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

池野　多美子 － 元当センター
特任講師 岸　玲子

「環境と子どもの健康に関する
北海道スタディ」の発達調査に
関する研究

平成 27 年 7 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

鵜野　安希子 近畿大学豊岡短期
大学 非常勤講師 岸　玲子 産後うつ病の遺伝環境交互作用

の解明

平成 27 年 7 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日

④ 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

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

（葉酸代謝関連遺伝子多型、ラ
イフスタイル因子との相互作用
による先天異常発生への影響）

平成 27 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 28 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

北海道研究における PCB と甲
状腺・発達の関連

平成 27 年 4 月 1 日
　　　　～
平成 28 年 3 月 31 日
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（5）包括連携等事業　
　　「国立保健医療科学院との連携協力協定の締結に向けた活動」

1） 事業の背景
　国立保健医療科学院は、保健、医療、福祉に関係する職員などの教育訓練や、それらに関連する調査及

び研究を行う機関です。環境健康科学研究教育センターでは、北海道大学と国立保健医療科学院との平成

27 年度以降の新規連携協力協定に向けた準備を推進しています。

2） これまでの活動
①国立保健医療科学院訪問と打ち合わせ会議
　日　　時：平成 26 年 10 月 30 日

　訪 問 者：齊藤センター長、岸副センター長、小笠原副センター長

本学から国立保健医療科学院訪問による打ち合わせ会議では、国立保健医療科学院が提供可能と考え

ている連携内容として、まずは以下に示す３課題から検討することを合意しました。

1）国立保健医療科学院が開講する専門課程研修の本学大学院生による受講と本学による単位認定

2）国立保健医療科学院研究官による本学における講義担当

3）国立保健医療科学院への本学大学院生派遣と研究・博士論文指導

②本学で連携可能部局への説明と相談
本学保健科学研究院、医学研究科、工学研究科、歯学研究科、獣医学研究科、公共政策大学院に対し、

本学での大学院教育における連携を関連部局に提案しました。

③フォーラム「北海道大学－国立保健医療科学院共同フォーラム －健康・安全社会
　の構築に向けて－」の開催
　日　　時：2015 年 3 月 23 日（月）14：00 － 16：30

　場　　所：北海道大学百年記念会館　大会議室

　　　　　　（北海道札幌市北区北 9 条西 5 丁目）

　司　　会：齋藤　健（北海道大学環境健康科学研究教育センター　センター長／

　　　　　　　　　　 北海道大学大学院　保健科学研究院教授）

　　　　　　岸　玲子（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）
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プログラム
14：00 ～ 北海道大学の紹介

「北海道大学発「社会と健康」Diploma プログラム」
小笠原　克彦　氏　（連携教育推進部門長　/　北海道大学大学院　保健科学研究院
教授）

14：15 ～ 国立保健医療科学院の紹介
「国立保健医療科学院の養成訓練と調査研究について」
曽根　智史　氏　（国立保健医療科学院　企画調整主幹）

14：35 ～ 国立保健医療科学院の研究について
「生活環境研究について」
欅田　尚樹　氏　（国立保健医療科学院　生活環境研究部　部長）

「歯科口腔保健について」
安藤　雄一　氏　（国立保健医療科学院　生涯健康研究部　上席主任研究官）

「健康危機管理～災害時保健活動の高度化に向けた教育の検討～」
奥田　博子　氏　（国立保健医療科学院　健康危機管理研究部　上席主任研究官）

15：35 ～ 北海道大学から国立保健医療科学院と北大の研究協力事例
「水道における水質リスク評価および管理に関する総合研究」
松井　佳彦　氏　（北海道大学大学院　工学研究院　教授　/　環境健康科学研究教
育センター兼務）

「室内空気質とシックハウス症候群に関する研究」
荒木　敦子　氏　（北海道大学 環境健康科学研究教育センター　准教授）

16：00 ～ 総合討論　─ 連携のあり方を考える ─

3） 今後の計画
　将来の連携大学院に向けた活動も見越して、教育学研究院、薬学研究院、農学研究院、などに国立保健

医療科学院との連携について呼びかけを行い、連携協定の取り組みについて浸透させ、潜在的なニーズの

掘り起こしに努めていきます。さらに、協議会の設立、協定書（案）の作成などの具体的な事務手続きを

進める予定です。

講演する国立保健医療科学院　欅田氏


