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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、2014 年度と 2015 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」等の大規模なコーホート研究を推進

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。

本センターは 2015 年 4 月 22 日に WHO 研究協力機関（WHO…Collaborating…Centre… for…Environmental…Health…and…

Prevention…of…Chemical…Hazards）に推挙されました。WHO/WPRO（WHO 西太平洋オフィス）と連携して人々を

化学物質曝露による健康障害から予防するための活動を進めています。また、2012 年度韓国、台湾の研究者らととも

に立ち上げた、アジア地域の長期大規模疫学研究の連携組織、アジアの出生コホートコンソーシアム（Birth…Cohort…

Consortium…in…Asia：BiCCA）は、現在 9 ヶ国 23 コーホートが参加しています。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を活性化

していきたいと考えています。

　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。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院や研修生などを受けいれ、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。2014 年度後期より Diploma プログラムを開始しました。これまでに医学研究科、保健科学研究院、文学研

究科、教育学院から 8 名の方が Diploma を受与されました。

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。

2016 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



Introduction
…………The…Hokkaido…University…（HU）…Center…for…Environmental…and…Health…Sciences…（CEHS）…was…established…

on…April…1,…2010,…as…a…university−wide…communal…education…and…research… facility…under…Creative…Research…
Institution.… Its…missions…are…to:…1）…implement… large−scale…epidemiological…research…programs… in…the…fields…of…
the…environment…and…health;…2）…promote…basic…and…applied…research… in…environmental…and…health…sciences;…
3）…provide… information…on…CEHS…research…findings… in…Japan…and…elsewhere;…4）…strengthen…partnerships…with…
research…centers…domestically…and…internationally;…and…5）…provide…education…and…training…to…produce…individuals…
capable…of…tackling…a…wide…variety…of…related…issues.…CEHS…publishes…biennial…reports…on…its…activities,…with…this…
edition…covering…academic…2014…and…2015.

… … … …The…Center…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…conducts…and…promotes…the…large−scale…cohort…studies,…
such…as…Japan…Environment…and…Children's…Study…（JECS）…founded…by…the…Ministry…of…the…Environment,…and…the…
Hokkaido…Study…on…Environment…and…Children's…Health.…For…more…details…of…these…activities,…see…the…individual…
division…reports…on…research…work.

… … … … I…would… like… to… take… this…opportunity… to…highlight…CEHS… international…activities… in…which…significant…
progress… has… been…made… over… the… past… two… years.…On…April… 22,… 2015,… CEHS…was… designated… a…WHO…
Collaborating…Centre… for…Environmental…Health…and…Prevention…of…Chemical…Hazards.… It…works…closely…with…
WHO/WPRO…（the…WHO…Western…Pacific…Regional…Office）…to…prevent…health…hazards…caused…by…exposure…to…
environmental…chemicals.…The…Birth…Cohort…Consortium…in…Asia…（BiCCA）…–…a…collaborative…organization…for…long
−term… large−scale…epidemiological… studies… in…Asia…established… in…2012… together…with…researchers… in…Korea…
and…Taiwan…–…covers…23…birth…cohorts…in…nine…countries…today.…Through…BiCCA,…CEHS…works…to…help…reinforce…
education…and…research…collaboration…concerning…environments…and…child…health… in…Asia…and…to…promote…joint…
research… intended…to…clarify… the…adverse…health…effects…of…environmental…chemicals…and…prevent… them…from…
affecting…future…generations.

…………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…in…collaboration…with…HU…graduate…schools…and…faculties…
offers…“Health,…Society…and…Environment”…courses…that…are…open…to…all…HU…graduate…students.…CHES…also…runs…
the…Visiting…Researcher…Program,…under…which…young…researchers…and…interns…are…hosted…and…opportunities…are…
provided…for…advanced…education…and…training.…CEHS…launched…a…“Health,…Society…and…Environment”…Diploma…
Program…in…the…second…semester…of…academic…2014,…and…diplomas…have…been…awarded…to…eight…students…from…the…
Graduate…School…of…Medicine,…the…Graduate…School…of…Health…Sciences,…the…Graduate…School…of…Letters…and…the…
Graduate…School…of…Education.

… … … …Amid… today's… challenging…socioeconomic…conditions,… environmental… issues…can…be…difficult… to… resolve…
due… to… the… intricate… interconnection…of… related… 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.

March…2016

Takeshi…Saito
Director

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

ことになりました。

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「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ています。

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。その一つは柱になるのが、

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

領域として加わりました。

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、国内外の「環境と健康」領域のリー

ダー的な役割を果たしています。
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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ができるように、国際連携部門、

プロジェクト研究推進部門、研究支援部門、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）創成研究機構の一組織としての位置づけ
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4. 予算・専任職員
（1）予算

年　度 予算額

2014（平成 26）年度 18,352 千円

2015（平成 27）年度 19,630 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）専任職員
① 2014（平成 26）年度… … （2015 年 2 月現在）

特任教授
（副センター長） 准教授 特任

講師
特任
助教

学　…術
研究員

特定専
門職員

嘱託
職員

事　務
補助員

技　術
補助員 合計

1 1 2 2 5 1 1 13 13 39

② 2015（平成 27）年度… … （2016 年 2 月現在）…

准教授
（副センター長）

特別招
へい教授

特…　任
准教授

特任
講師

特任
助教

学　…術
研究員

特定専
門職員

嘱託
職員

事…　務
補助員

技　術
補助員 合計

1 1 1 1 3 3 1 1 15 10 37

5. 構成員
（1）2014（平成 26）年度 （2015 年 2 月時点）　　　　　
　センター長… …
… 齋　藤　　　健… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… … …
　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
… 小笠原　克　彦… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… … …
　兼務教員… …
… 有　賀　　　正… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 水　上　尚　典… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 櫻　木　範　明… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 西　村　正　治… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 清　水　　　宏… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 寺　沢　浩　一… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 大　滝　純　司… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 玉　腰　暁　子… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 伊　藤　陽　一… 准教授… 北海道大学大学院医学研究科
… 川　畑　秀　伸… 准教授… 北海道大学大学院医学研究科
… 佐々木　成　子… 助　教… 北海道大学大学院医学研究科
… 大　林　由　英… 助　教… 北海道大学大学院医学研究科
… ハンリー　シャロン… 特任助教… 北海道大学大学院医学研究科
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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
… 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… 北海道大学大学院教育学研究院
… 大　塚　吉　則… 教　授… 北海道大学大学院教育学研究院
… 松　本　伊智朗… 教　授… 北海道大学大学院教育学研究院
… 河　口　明　人… 特任教授… 北海道大学大学院教育学研究院
… 室　橋　春　光… 特任教授… 北海道大学大学院教育学研究院
… 齋　藤　　　健… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 傳　田　健　三… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 小笠原　克　彦… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 千　葉　仁　志… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 山　内　太　郎… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 蔵　田　伸　雄… 教　授… 北海道大学大学院文学研究科
… 安　達　真由美… 教　授… 北海道大学大学院文学研究科
… 八　若　保　孝… 教　授… 北海道大学大学院歯学研究科
… 本　多　丘　人… 特任准教授… 北海道大学大学院歯学研究科
… 松　井　佳　彦… 教　授… 北海道大学大学院工学研究院
… 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… 北海道大学大学院地球環境科学研究院
… 長　島　美　織… 准教授… 北海道大学大学院メディア・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
… 河原田　まり子… 客員教授… 札幌市立大学看護学部
… 矢　野　公　一… 客員教授… 札幌市手稲区役所保健福祉部
… 小　島　弘　幸… 客員教授… 北海道立衛生研究所
… 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……
… 荒　木　敦　子… 准教授… 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
… 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… 特任助教… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 湊　屋　街　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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… 小　林　澄　貴… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 西　原　進　吉… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 山　﨑　圭　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
… アイツバマイゆふ… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… グウダルジ　ホウマヌ… JSPS 外国人特別研究員

（2）2015（平成 27）年度 （2016 年 2 月時点）　　　　　
　センター長… …
… 齋　藤　　　健… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… … …
　副センター長… …
… 小笠原　克　彦… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 荒　木　敦　子… 准教授… 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… 北海道大学大学院医学研究科
… 西　村　正　治… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 清　水　　　宏… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 大　滝　純　司… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 玉　腰　暁　子… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 篠　原　信　雄… 教　授… 北海道大学大学院医学研究科
… 伊　藤　陽　一… 准教授… 北海道大学大学院医学研究科
… 川　畑　秀　伸… 准教授… 北海道大学大学院医学研究科
… 佐々木　成　子… 助　教… 北海道大学大学院医学研究科
… 大　林　由　英… 助　教… 北海道大学大学院医学研究科
… 櫻　木　範　明… 特任教授… 北海道大学大学院医学研究科
… ハンリー　シャロン… 特任助教… 北海道大学大学院医学研究科
… 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
… 守　屋　仁　彦… 講　師… 北海道大学病院
… 白　石　秀　明… 講　師… 北海道大学病院
… 水　野　眞佐夫… 教　授… 北海道大学大学院教育学研究院
… 大　塚　吉　則… 教　授… 北海道大学大学院教育学研究院
… 松　本　伊智朗… 教　授… 北海道大学大学院教育学研究院
… 齋　藤　　　健… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 傳　田　健　三… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 小笠原　克　彦… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 千　葉　仁　志… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 山　内　太　郎… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 惠　　　淑　萍… 教　授… 北海道大学大学院保健科学研究院
… 蔵　田　伸　雄… 教　授… 北海道大学大学院文学研究科
… 安　達　真由美… 教　授… 北海道大学大学院文学研究科
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… 八　若　保　孝… 教　授… 北海道大学大学院歯学研究科
… 松　井　佳　彦… 教　授… 北海道大学大学院工学研究院
… 松　井　利　仁… 教　授… 北海道大学大学院工学研究院
… 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… 北海道大学大学院地球環境科学研究院
… 長　島　美　織… 教　授… 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院
… 石　塚　真由美… 教　授… 北海道大学大学院獣医学研究科
… … …
　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
… 矢　野　公　一… 客員教授… 札幌市手稲区役所保健福祉部
… 小　島　弘　幸… 客員教授… 北海道立衛生研究所
… 喜　多　歳　子… 客員教授… 北海道情報大学医療情報学部
… 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……
… 岸　　　玲　子… 特別招へい教授… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 宮　下　ちひろ… 特任准教授… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 伊　藤　佐智子… 特任講師… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 湊　屋　街　子… 特任助教… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 小　林　澄　貴… 特任助教… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 山　﨑　圭　子… 特任助教… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 西　原　進　吉… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… アイツバマイゆふ… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… 三　浦　りゅう… 学術研究員… 北海道大学環境健康科学研究教育センター
… グウダルジ　ホウマヌ… JSPS 外国人特別研究員

　　





Ⅱ．部門報告

9

Ⅱ．部門報告

1. 国際連携部門
（1）部門紹介

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。また市民を対象としたシンポジウムや講演会を開催して研究成果を広く一

般に公開することに努めています。

2014−2015年度はこれまでに引き続いてWHOコラボレーティングセンター（WHOCC）の認定を目指し、

WHO 西太平洋オフィス（WPRO）の訪問、WPRO が管轄する WHOCC の初めてのフォーラムへの参加な

ど準備活動を重ねました。これまでの努力とセンターの長年の実績が認められ、2015 年 4 月に WHOCC に

指定されました。2015 年 11 月 16 日に北海道大学において WHO…WPRO の事務統括部長および担当官を招

へいし、北海道大学総長のご臨席のもと厳粛に WHOCC 認証式を執り行いました。環境と健康分野におけ

る化学物質による健康被害の予防に関する WHO の研究協力機関として、国内および世界の健康リスク評

価、健康影響の軽減・管理、予防のための政策や環境衛生に関する基準作りやガイドラインの策定に貢献

する所存です。

2011 年に設立されたアジア出生コーホートコンソーシアム（BiCCA）に関連した取り組みとして、2014

− 2015 年度はシアトル、上海、サンパウロ、シンガポールでシンポジウムやミーティング、セミナーが

開催され、センターからも多くのメンバーが出席しました。センターが取り組む「北海道スタディ」は、

BiCCA 設立にかかわったコーホート研究であり、最大規模の参加者数を有しています。今後も BiCCA の

活動を通じてアジアにおけるこの分野のリーダーシップを担っていきます。

その他の世界の大学・研究機関との交流としては、マレーシア科学大学（マレーシア）、ソウル大学校（韓

国）、インファ大学（韓国）、シンシナティ大学（米国）、ウプサラ大学（スウェーデン）、台湾国立衛生研究所（台

湾）から研究者を招へいし、またセンターからメンフィス大学（米国）、カリフォルニア大学ロサンゼルス

校（米国）に研究者を派遣いたしました。また中国医薬大学（台湾）から研修生を受け入れました。

当センターは、毎年秋に開催される北海道大学サステナビリティウィークに参画して国際シンポジウム

を開催しています。2014 年度は「環境と健康と科学コミュニケーション」と題して当センターの教員な

らびに国内外の招待発表者のコラボレーションによる一般公開シンポジウムを行いました。2015 年度は

WHOCC 指定記念シンポジウムとして「環境化学物質ハザードと人の健康障害の予防」を開催しました。

両シンポジウムともに一般市民の参加も多く、北海道ならびに世界における環境と健康の課題について市

民と一緒に考えていくよい機会となりました。今後もさまざまな機会を設けて、広く一般市民に向けて環

境と健康について知識・理解を広げる活動を行っていきます。
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（2）WHO 研究協力機関
1）WHO Collaborating Centre for Environmental Health and Prevention of 

Chemical Hazards 認証
北海道大学環境健康科学研究教育センターは、平成 27 年 4 月 22 日付けをもって世界保健機関（WHO）

の 研 究 協 力 機 関 WHO…Collaborating…Centre（WHOCC）for…Environmental…Health…and…Prevention…of…
Chemical…Hazards に指定されました。

WHOCC は、保健分野の研究を通じて WHO の活動を支える施設で、世界で 700 機関、国内では国
立保健医療科学院などの研究を行う 35 機関が指定されています。日本ではこれまで、環境保健分野

（Environmental…Health）では、水銀、放射線、水衛生など 5 機関が指定されていましたが、「環境化学物
質のハザードと健康障害予防」に関する調査研究で専門的に協力する施設の指定は当センターが初めてと
なります。また、北海道大学としては、人獣共通感染症リサーチセンターが、平成 23 年 11 月に WHO 人
獣共通感染症対策研究協力機関に指定されており、2 機関目となります。

今回の指定は、当センターがこれまで実施してきた長年の環境と健康に関する疫学研究の実績が認めら
れたものです。たとえば PCB やダイオキシン類、あるいは農薬、有機フッ素化合物などの環境化学物質の
汚染が広がる中で特に曝露の影響を受けやすい集団（子どもや妊婦、高齢者、労働者など）への影響を世
界的な規模で検討する必要性が高まっている現状から、今後、当センターは WHO と協力して国際的な研
究協力体制の構築に重要な役割を果たすことになります。環境と健康分野における化学物質による健康被
害の予防に関する WHO 研究協力機関として、日本国内外の様々な研究機関や組織とも連携し、国内及び
さまざまな地域や国における健康リスク評価、環境リスクによる健康への影響の軽減や管理、予防のため
の政策や規制の実施に関する能力向上や、環境衛生に関する基準作りやガイドラインの制定に貢献してい
きます。

2）2014 − 2015 年の活動
①…WHO…WPRO（WPRO：Western…Pasific…Regional…Office：西太平洋地域事務局）
　…訪問

WHOCC への推挙に向けて、フィリピンマニラ市の WHO 西太平洋地域事務局を訪問し、当 WHOCC
責任担当官である Nasir…Hassan 博士（Regional…Coordinator、Health…and…the…Environment、Division…of…
Non…Communicable…Disease…and…Health…through…Life−Course）、町田宗仁博士（Programme…Medical…
Officer,…Technology…Transfer,…External…Relations…and…Coummunications,…WHO…WPRO）らと、WHOCC
としての活動に関する討論を行いました。

日　　時：2014 年 3 月 4 日
訪 問 者：齋藤健センター長、岸玲子副センター長、山内太郎国際連携部門長、
　　　　　大林由英国際連携副部門長、荒木敦子特任講師

プログラム
Time Activities Room

8:00 Meeting…with…Dr.…Nasir…Hassan,…Team…Leader,…Environmental…Health…Unit
（ENH） DHP…

meeting…
room8:30 Courtesy…call…–…Dr.…Susan…Mercdo,…Director,…Division…of…Building…Healthy…

Communities…and…Populations（DHP）
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8:45 Meeting…with…Dr.…Munehito…Machida,…Medical…Officer,…Programme…on…
Technology…Transfer（PTT）/WPRO 313−E

9:00 Meeting…with…Dr.…Manju…Rani,…Senior…Technical…Officer（Health…Research…
Policy）,…Health…Information,…Evidence…and…Research（IER）,…and…Regional…
Focal…Point…of…the…WHO…Collaborating…Centre…in…WPRO

406−H

10:00 Internal…discussion…with…ENH…Unit…in…WPRO…on…Hokkaido…University's…
existing…collaboration…with…WHO…and…its…proposed…designation…as…WHOCC

DHP…
meeting…
room

12:00 BROWN…BAG:…
Introduction:…Dr.…Mohd…Nasir…Hassan
Presentation:…Professor…Reiko…Kishi
Environment…and…Children's…Health:…Ten…years…in…the…Hokkaido…Birth…Cohort…
Study
Question…and…Answer:…Moderator,…Dean…Romeo…Quizon,…College…of…Public…
Health,…University…of…the…Phillipiines−Manila

Upper…
Lounge…
Conference…
Hall

13:00 Lunch Cafeteria…
function…
room

14:00 Meeting…with…Dr.…Howard…Lawrence…Sobel,…Team…Leader,…Maternal,…Child…
Health…and…Nutrition（MCN）

DHP…
meeting…
room

15:30 Courtesy…call…to…the…Director…Programme…Management,…Dr.…Han…Tieru 319−A

Dinner

① WHO WPRO 中庭

③ BROWN BAG で講演する岸副センター長を紹介する
Hassan 博士

④フィリピン大学公衆衛生学院 Dean, Prof. Quizon に
よる質疑応答

② 左から：町田、大林、荒木、岸、Hassan、齋藤、山内（敬
称略）
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②…WHO…Europe,…Identification…of…risks…of…endocrine−disrupting…chemicals:…overview……
　…of…existing…practices…and…steps…ahead 出席

日　　時：2014 年 7 月 7 − 8 日
場　　所：ボン、ドイツ
訪 問 者：岸玲子特任教授
WHO　Regional…Office…for…Europe 主 催 の Identification…of…risks…of…
endocrine−disrupting…chemicals:
overview…of…existing…practices…and…steps…ahead に当センターの岸玲
子特任教授が出席し、Early… life…exposure…assessment:…challenges…and…
methodologies…–…based…on…the…Hokkaido…Birth…Cohort…Study…について
発表致しました。

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/
health-impact-assessment/publications/2015/identification-of-risks-
of-endocrine-disrupting-chemicals-overview-of-existing-practices-and-
steps-ahead-2015

③…First…Regional…Forum…of…WHO…Collaborating…Centres… in… the…Western…Pasific…
　…Countries 参加

WHO および WHO…WPRO、WHOCC 相互のネットワークと連携を強化することを目的に、WHO…
WPRO で初めてとなる WHOCC フォーラムが開催されました。世界の WHOCC の 4 分の 1 は WPRO に
所属しており、本フォーラムへは WHO…WPRO の 184…WHOCC のうち 125 機関が参加し（日本からは全
CC が参加）、10 機関はテレビ会議で参加しました。フォーラムでは、WHO から現在の WPRO の課題
が挙げられ、WHOCC を代表して 6 機関からは活動が紹介され、今後の WHO…Action…Plan に WHOCC
がどう貢献できるかの討論が行われました。パラレルセッションでは、分野に分かれての討論、および
WHO と WHOCC の連携強化に向けた課題についての討論が行われました。また、2 日間にわたって各
WHOCC の活動を紹介するポスター掲示があり、今後の WHOCC 間の連携に向けた情報交換も積極的に
行われました。当センターは WHOCC…in…progress として参加し、WHOCC 認証後の活動に向けた貴重
な機会と致しました。

日　　時：2014 年 11 月 12 − 14 日
場　　所：WHO…WPRO,…Manila,…Philippines
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④…WHOCC 認証式および WHOCC 打ち合わせ会議
環境健康科学研究教育センターが世界保健機関の研究協力機関である「WHO…Collaborating…Centre

（WHOCC）for…Environmental…Health…and…Prevention…of…Chemical…Hazards（WHO 研究協力機関）」に
指定されたことを記念し、認証式および指定記念シンポジウム（北海道大学サステナビリティー 2015 の
企画）を開催致しました。認証式には WHO 西太平洋地域事務局より Director…Programme…Management

（事業統括部長）の葛西…健博士と、担当官の Nasir…Hassan 博士の 2 名を招へいし、満席となった百年記
念会館にて認証プレートが授与されました。また厚生労働省医薬・生活衛生局化学物質安全対策室化学
物質国際情報調査分析官の束野正明氏、環境省環境リスク評価室室長補佐の工藤喜史氏、厚生労働省北
海道厚生局長の野田広氏、北海道保健福祉部技監の森昭久氏、札幌市保健福祉局札幌市保健所長の館石
宗隆氏から祝辞を述べられました。シンポジウムには認証式の来賓者らも参加し、化学物質汚染と環境
保健に関する 4 演題の講演がありました（詳細はサステナビリティ―ウィーク 2015）。また、翌日には葛
西博士、Hassan 博士と、今後の WHOCC 活動に向けた打ち合わせ会議を実施いたしました。

WHOCC 認証式
日　　時：2015 年 11 月 16 日…13：30 − 14：45
場　　所：北海道大学　百年記念会館大会議室

プログラム：
開会の辞

式　　辞 WHO…Regional…Office…for…Western…Pacific
Director…Programme…Management 葛　西　　　健　様

認証授与

挨　　拶 北海道大学総長 山　口　佳　三　　

来賓祝辞 厚生労働省　医薬・生活衛生局、化学物質安全
対策室　化学物質国際情報調査分析官 束　野　正　明　様

環境省　環境リスク評価室　室長補佐 工　藤　喜　史　様

厚生労働省　北海道厚生局長 野　田　　　広　様

北海道保健福祉部　技監 森　　　昭　久　様

札幌市保健福祉局　札幌市保健所長 館　石　宗　隆　様

挨　　拶
WHO…Collaborating…Centre…for…Environmental…
Health…and…Prevention…of…Chemical…Hazards,…
Director

岸　　　玲　子　　

閉会の辞

認証プレート授与 WHOCC 認証式集合写真
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WHOCC 打ち合わせ会議
日　　時：2015 年 11 月 17 日　9：00 − 10：15
場　　所：エンレイソウ第 1 会議室
参 加 者：WHO…WPRO… Dr.…Takeshi…Kasai,…Dr.…Nasir…Hassan
　　　　　Hokkaido…University… Professors…Takeshi…Saito,…Reiko…Kishi,…Taro…Yamauchi,…
… Drs.…Yoshihide…Obayashi,…Atsuko…Araki,…Chihiro…Miyashita,…
… Sachiko…Ito,…Machiko…Minatoya,…Keiko…Yamazaki,…Houman…
… Goudarzi,…Yu…Ait…Bamai,…Shinkichi…Nishihara,…Ryu…Miura,…
… Ms.…Sachiko…Kobayashi,…Naomi…Tamura
… Mr.…Hiroshi…Enomoto（国際本部）
プログラム：
… Opening
… 1．Imnput…from…WHO…WPRO
… 2．WHOCC…Activity…Plans
… 3．Input…from…collaboration…with…JICA
… 4．Others
… Closing

⑤…WHO…WPRO の Policy…Advisor 就任（岸玲子 WHOCC…Director）
WHO…Collaborating…Centre（WHOCC）for…Environmental…Health… and…Prevention… of…Chemical…

Hazards の岸玲子 Director が WHO…WPRO の Policy…Advisor に就任し、活動を開始しました。

１．First…Meeting…of…the…WPRO…Policy…Advisors…on…Environment…and…Health 出席
　　日　　時：2014 年 8 月 19 − 21 日
　　場　　所：WHO…WPRO,…Manila,…Philippines

２．Informal…Meeting…to…Review…the…draft…regional…framework…on…health…and…the　environment…for…
　　　the…western…pacific（2017 − 2021）出席

　　日　　時：2016 年 1 月 27 − 29 日
　　場　　所：WHO…WPRO,…Manila,…Philippines

⑥…The…First…Regional…Training…on…Health,…Environment…and…Development（HEAD）
　…参画

WHO…WPRO に属する国々、特に小さな島国では、水衛生、大気、有害な化学物質、廃棄物、あるい
は気候変動による健康影響が大きな問題となっています。そこで、WHO…WPRO は韓国環境省の協力の
もと、The…First…Regional…Training…on…Health,…Environment…and…Development を開催いたしました。当
センターからは齋藤センター長、岸 WHOCC…Director が参画し、Session…5:…Review…on…Environmental…
Health…Principal…Lecture…2−b　Case…study…applied…Environmentl…Epidemiology…to…Child…Health の講義
を齋藤センター長が行いました。

日　　時：2014 年 11 月 13 − 14 日
場　　所：Best…Western…Premier…Incheon…Airport…Hotel,…Korea
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⑦…WHOCC…Children's…Environmental…Health（CEH）networking
子どもの健康と環境に関する WHOCC が連携して、WHOCC…Children's…Environmental…Health ネッ

トワークを形成し、当 WHOCC も参画しています。このネットワークでは、WHO の Framework…of…
Action…for…Children's…Health…and…the…Environment（2014 − 2018）に基づき、必要な活動領域や課題を
協力して進めています。

2014 年 10 月 29 日
18：00−20：00

In…person…meeting…at…Prenatal…Programming…and…Toxicology…（PPTOX）…IV
（Boston,…MA,…USA）：Working…meeting…of…the…network…of…WHO…Collaborating…
Centres…on…children's…environmental…health（出席者：荒木）

2014 年 10 月 30 日
8：00−10：00

NIEHS…WHO…Collaborating…Center…Working…Meeting…on…Developmental…Origins…
of…Health…and…Disease（DOHaD）:…Future…planning

（出席者：荒木）

2014 年 12 月 1 日 Telephone…conference:……WHOCC…CEH　−…network…call
（参加者：荒木、湊屋）

2015 年 4 月 16 日 Telephone…conference:……WHOCC…CEH　−…network…call
（参加者：岸、荒木、湊屋、グウダルジ）

2015 年 6 月 22 日 Telephone…conference:……WHOCC…CEH　−…network…call
（参加者：岸、荒木、湊屋、グウダルジ）



Ⅱ．部門報告

17

（3）BiCCA（Birth Cohort Consortium of Asia）
1）アジア出生コーホートコンソーシアム設立の趣旨

近年、世界中の様々な組織や機関により、環境からの化学物質曝露による健康への悪影響が問題視され
るようになり、特に子どもにとってより重要であることが世界的に認識されるようになりました。これを
受けて、世界各地で胎児期から前向きに追跡するコーホート研究（出生コーホート研究）が行われるよう
になっています。

歴史的に最も多くの国で疫学研究の実績がある欧州では、既存の（あるいは新規に計画中の）出生コーホー
ト研究が集まり“Environmental…Health…Risks…in…European…Birth…Cohorts（ENRIECO）Project”が 2009
年に設立され、37 コーホートが参画しています。ENRIECO として各コーホート研究結果のレビュー、デー
タの統合やメタアナリシスの結果など多くの研究結果が出ているます。

一方、アジアには様々な人種がおり、生活習慣、経済発展の段階、環境問題もまた多様です。国境を越
える化学物質の移動、廃棄物処理の問題、気候変動による影響などの世界で同じ問題に直面している反面、
急速な経済発展とグロバリゼーションや急増する都市化（顕著な大都市集中）など、欧州と異なる諸問題
も存在しています。これに対し、アジア・太平洋地域の国々では、環境と子どもの健康に関する問題が十
分に認識されているとはいえない状況があります。さらに、近年新規の疫学研究の開始や計画が進んでい
るため、既存のコーホート研究間による国際協力は欠かせません。

そこで、アジアでの先駆的な 3 つの出生コーホート研究である台湾の Taiwan…Birth…Panel…Study（TBPS）
の研究代表者（Principle…Investigator:…PI）である Pau−Chung…CHEN 教授、韓国の The…Mothers…and…
Children's…Environmental…Health…Study（MOCEH）の PI である Eun…Hee…HA 教授、そして当センターが
推進する The…Hokkaido…Study…on…Environment…and…Children's…Health（北海道スタディ）の PI である岸
玲子によって、2011 年にアジアの出生コーホート研究コンソーシアム（Birth…Cohort…Consortium…in…Asia:…
BiCCA）が設立せれました。現在 10 か国 23 コーホートが参画し、コーホートと研究者間の知識交換と協
力の促進、そして、子どもの環境と健康に関する研究に今後必要とされる課題を明らかにしていくことを
目的に活動しています。

2）2014 − 2015 年の活動
①シンポジウム、セミナー、PI ミーティング

No. 開催地 日時 北海道スタディからの参加者

1 シアトル
（米国）

2014 年 8 月 24 − 28 日
26th…Annual…Conference…ISEE（International…
Society…for……Environmentla…Epidemiology）
にてシンポジウム「Early…life…exposure…to…
endocrine…disrupting…chemicals…on…children's…
health…–…evidence…from…birth…cohort…
studies」

岸玲子、荒木敦子、グウダルジホウマヌ、
小林祥子、アイツバマイゆふ

2014 年 8 月 26 日…18:00 − 21:30
PI ミーティング

2 上海
（中国）

2014 年 11 月 29 日− 12 月 2 日
ISEE − Asia…Chapter にて、BiCCA シン
ポジウム「Symposium…on…Birth…Cohort…
Consortium…in…Asia（BiCCA）」
2014 年 11 月 30 日…13:30 − 17:00
PI ミーティング

荒木敦子、湊屋街子
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3 サンパウロ
（ブラジル）

Small…PI ミーティング
2015 年　8 月 30 日…16:30 − 17:30

岸玲子、荒木敦子、湊屋街子、小林澄
貴、グウダルジホウマヌ

4 シンガポール
2015 年　9 月 21 − 22 日
第 6 回 BiCCA セミナー、PI ミーティング

（Skype 参加）荒木敦子、伊藤佐智子、
グウダルジホウマヌ

5 Skype 2015 年 10 月 1 日…13:00 − 15:00 Executive…Comimittee…Meeting

②…共著論文執筆
　　Cohort…Profile:…Birth…Cohort…Consortium…of…Asia（BiCCA）投稿中（2015 年 1 月 12 日現在）
　　参画する各コーホートのフレームワーク、曝露や健康アウトカム測定項目、母児の特徴、他

3）参加コーホート

BiCCA には日本（4）、…韓国（5）、台湾（3）、中国（3）、フィリピン（1）、シンガポール（1）、マレーシ
ア（1）、ベトナム（3）、ネパール（1）、スリランカ（1）の 10 か国 23 コーホートが参加しています（2015
年 1 月 12 日現在）。

各コーホートの参加母児ペアを合計すると 7 万組以上になりますが、その中でも北海道スタディのうち
北海道コーホートの母児ペア約 2 万組は最大規模です。

4）今後の予定
現在 BiCCA に参加している全コーホート PI から成る Scientific…Committee、および Membership…

committee、Data…Harmonization…Committee を新たに立ち上げ、BiCCA 内での研究プロジェクト実施にむ
けた体制整備を行っています。今後は個別の仮説に基づき、アジアにおける既存の研究成果やデータの評
価を実施する研究プロジェクトが開始されます。

5）まとめ
環境健康科学研究教育センターの取り組む北海道スタディは、BiCCA の設立にかかわったコーホート研

究であるとともに、最大規模の参加母児ペア数を持ち、リーダーシップを担う大きな役割が期待されてい
ます。また、将来は、アジアの新興各国において、BiCCA の活動を通じた新規出生コーホートの開始も期
待されます。急速に発展していくアジアで、環境健康科学研究教育センターが BiCCA の活動を通じて、国
際交流や国際貢献に取り組むことは、今後ますます大きな意義を持つと考えられます。
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（4）北海道大学サステナビリティウィーク
1）北海道大学サステナビリティウィーク 2014
「環境と健康と科学コミュニケーション」
日　　時：2014 年 11 月 17 日（月）…13:30 − 17:00
場　　所：学術交流会館　小講堂
主　　催：環境健康科学研究教育センター
共　　催：北海道大学大学院医学研究科・大学院保健科学研究院・
　　　　　大学院地球環境科学研究院
後　　援：環境省北海道地方事務局
　　　　　北海道教育委員会・札幌市教育委員会
ゲ ス ト：Jonghan…Leem　（Department…of…Occupational…&…
　　　　　Environmental…Medicine,…Inha…University…Hospital）
　　　　　大島　寿美子（北星学園大学文学部　心理・
　　　　　応用コミュニケーション学科）

< プログラム >
司会 山内　太郎

　北海道大学大学院保健科学研究院、環境健康科学研究教育センター兼務
田中　俊逸
　北海道大学大学院地球環境科学研究院、環境健康科学研究教育センター兼務

13：30−13：35 挨拶　
　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

13：35−14：00 科学コミュニケーションの話を始める前に
　　　～これだけは押さえておきたい三つの視座～
　三上　直之
　北海道大学高等教育推進機構、環境健康科学研究教育センター兼務

14：00−14：25 子ども・社会がより健康になるために
　　　韓国におけるリスクコミュニケーション戦略
　Jonghan…Leem
　Department…of…Occupational…&…Environmental…Medicine、Inha…University…Hospital

2014　米国シアトル ISEE にて
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14：25−14：50 北海道に住む人々のよりよい生活環境を目指して
　　　～北海道スタディの成果から～
　伊藤佐智子
　北海道大学　環境健康科学研究教育センター

15：05−15：30 科学コミュニケーションの技術：
　　　子宮頸がんワクチンの受容が英国・豪州・日本で異なるのはなぜか
　Sharon…Hanley
　北海道大学大学院医学研究科 ,…環境健康科学研究教育センター兼務

15：30−15：55 受け手からみた健康研究と成果発信～市民やジャーナリズムの視点から
　大島　寿美子
　北星学園大学文学部　心理・応用コミュニケーション学科

16：05−16：50 　パネルディスカッション

16：50−16：55 閉会の辞
　田中　俊逸
　北海道大学大学院地球環境科学研究院、環境健康科学研究教育センター兼務

まず初めに三上直之准教授（高等教育推進機構）が、「科学コミュニケーションの話を始める前に～これ
だけは押さえておきたい三つの視座～」と題して、リスク社会に生きる我々に今なぜコミュニケーション
が必要か、コミュニケーションの目的の多様性、またコミュニケーションへのステークホルダーの参加が
欠かせない点に関して講演しました。次いで韓国 Inha…University の Jonghan…Leem 教授が、「子ども・社
会がより健康になるための、韓国におけるリスクコミュニケーション戦略」と題して、韓国における子ど
もの健康に関する問題とリスクコミュニケーションについて講演しました。同じく子どもの研究に関して、
伊藤佐智子特任助教（環境健康科学研究教育センター）が、「北海道に住む人々のよりよい生活環境を目指
して～北海道スタディの成果から～」と題して、環境化学物質曝露による影響に関する「環境と子どもの
健康に関する北海道スタディ」の紹介と、研究結果に関して地域社会とのコミュニケーションのあり方に
ついて講演しました。Sharon…Hanley 特任助教（医学研究科）は、「科学コミュニケーションの技術 : 子宮
頸がんワクチンの受容が、英国・豪州・日本で異なるのは何故か」と題して、子宮頸がんワクチン接種導
入に当たり、イギリス政府が行った啓発・教育・リスクコミュニケーションの事例を紹介しました。最後に、
大島寿美子教授（北星学園大学）より、「受け手から見た健康研究と成果発信～市民やジャーナリズムの視
点から」と題して、科学研究者による情報発信を受け手である市民やメディアが理解を共有する重要性や
手法について講演がありました。

続くパネルディスカッションでは、参加者からの質問や意見を交え、司会の山内太郎教授（保健科学院）、

講演中の風景 総合討論
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田中逸俊教授（地球環境科学院）及び講演者による討論を行いました。研究成果発信においては、Leem 教
授による発表に見られた①科学的証拠（エビデンス）の確立、②正直・率直な情報の開示、③政策決定の
協力者としての国民の参加の必要、④国民の不安の共有、といった 4 つの科学コミュニケーション戦略に
見習う点が多くありました。最後に、北海道スタディ研究の代表者、岸玲子特任教授より、これまでも参
加者コミュニケーションとして継続的に行ってきたこと、今後北海道の地域のデータで世界に貢献してい
くことの重要性に関する発言があり閉会となりました。

20 名以上の市民参加も得て、有意義なシンポジウムとなりました。

2）北海道大学サステナビリティウィーク 2015
「環境化学物質ハザードと人の健康障害の予防」
日　　時：2015 年 11 月 16 日（月）…15:00 − 17:00
場　　所：北海道大学　百年記念会館大会議室　
主　　催：環境健康科学研究教育センター
共　　催：北海道大学大学院・保健科学研究院
後　　援：札幌市・札幌市教育委員会
招 へ い：葛西…健　（Director…Programme…Management,…WHO,
　　　　　Western…Pacific…Regional…Office）
　　　　　Nasir…Bin…Hassan（Regional…Coordinator,…Health…and…the
　　　　　Environment,…WHO,…Western…Pacific…Regional…Office）

< プログラム >
15：00−15：05 開会の辞

　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

15：05−15：30 急速に変化する世界における WHO と WHO 研究協力センターの役割
　葛西　健
　Director…Programme…Management,…World…Health…Organization,…Western…Pacific…
　Regional…Office

15：30−15：55 西太平洋地域における環境衛生−その問題と課題、今後の方向性
　Nasir…Hassan
　Regional…Coordinator,…Health…and…the…Environment,…Division…of…Non−Communicable…
　Disease…and…Health…through…Life−Course,…World…Health…Organization,…Western……
　PacificRegional…Office

15：55−16：20 グローバルな視点で環境化学物質による健康障害の予防を考える：WHOCCの活動に向けて
　岸　玲子
　北海道大学　環境健康科学研究教育センター…特別招へい教授

16：20−16：45 アフリカにおける環境汚染の現状
　石塚　真由美
　北海道大学大学院獣医学研究科教授
　北海道大学環境健康科学研究教育センター…兼務教員

16：45−16：50 閉会の辞
　山内　太郎
　北海道大学大学院保健科学研究院教授
　北海道大学環境健康科学研究教育センター…兼務教員
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本行事は、環境健康科学研究教育センターが世界保健機関の研究協力機関である「WHO…Collaborating…
Centre（WHOCC）…for…Environmental…Health…and…Prevention…of…Chemical…Hazards（WHO 研究協力セン
ター）」に指定されたことを記念し、認証式および指定記念シンポジウムとして開催されました。

化学物質に汚染された環境は、健康にどんな影響を与えているか、また国内外でどのような問題があり、
どのような支援が必要とされているかについて、WHO 西太平洋事務局における環境と健康の課題、化学物
質による健康障害とその予防についての現状を紹介し、安全で持続可能な社会実現に向け、今後の課題と
責任を市民の皆さんと一緒に考えました。

まず、葛西健氏が、「WHO…and…its…Collaborating…Centre's…roles…in…rapidly…changing…world（急速に変化
する世界における WHO と WHO 研究協力センターの役割）」…として、変わりつつある世界の構造、またこ
れまで以上に強く結びついている世界における健康に関するアプローチと、他国との関係を 2 国間から地
球規模に転換させる必要性について講演を行いました。続いて、Nasir…Hassan 氏　（WHO 西太平洋地域
事務局　医療環境地域コーディネーター）より、「Environmental…health… in…the…Western…Pacific…Region…–…
Issues,…challenges…and…future…directions（西太平洋地域における環境衛生―その問題と課題、今後の方向性）」
として、WHO 西太平洋地域の課題と環境保健の役割について話をしました。

3 番目は、岸…玲子…特別招へい教授（WHO 研究協力センター・北海道大学環境健康科学研究教育センター）
による、「グローバルな視点で環境化学物質による健康障害の予防を考える：WHOCC の活動に向けて」と
題する、特に脆弱な人々をまもるための WHO やアジア各国との協力の必要性についてでした。最後に、
獣医学研究科（環境健康科学研究教育センター兼務）の石塚真由美教授より、「アフリカにおける環境汚染
の現状」というテーマで、途上国に共通する環境汚染の課題として、アフリカの鉛中毒を例に報告しました。

参加者アンケートでは、「あまりテレビなどで取り上げていない話でとても興味を持った」、「環境汚染の
状況が良くわかり大変、勉強になった」「一般市民への高いレベルのお話、又は、誰でもわかりやすいお話
を企画されていることに感謝します」といったコメントが得られました。世界規模で環境化学物質による
汚染が懸念されるなかで、環境と健康の現状と課題を国連機関と研究者の異なる視点から紹介し、安全で
持続可能な社会実現に向け、WHO と当センターが担うべき今後の課題と責任を市民と一緒に考える機会と
なりました。

講演の様子 耳を傾ける聴衆
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（5）大学間協定交流事業
日　　時：2014 年 3 月 2 日（月）− 6（金）

内　　容：マレーシア科学大学 Prof.…Hamid…Jan…B.…Jan…Mohammed、Dr.…Loy…See…Ling（現 KK…Women's…　　

　　　　　Hospital,…Singapore）との学術交流

①…オープンセミナー
日　　時：2014 年 3 月 2 日（月）12:30 − 14:45

場　　所：北海道大学　環境健康科学研究教育センター

< プログラム＞

Introduction…of…Universiti…Sains…Malaysia（USM）

USM…Pregnancy…Cohort

Share…other…research…activities…at…USM.　…　

Prof.…Hamid…Jan…B.…Jan…Mohammed

…　

'Snapshots'…of…main…findings…of…USM…Pregnancy…cohort

（Pre−Pregnancy…–…3…years）.…

…Dr.…Loy…See…Ling…

②…インフォーマルミーティング
日　　時：2014 年 3 月 3 日（火）9:30 − 12:00

場　　所：北海道大学　エンレイソウ第 1 会議室

< プログラム＞
9:30−10:30 Findings…on…adiponectin,…leptin…and…vitamin…D…in…association…with…maternal…and…

infant…adiposity（Prof.…Hamid…Jan…B.…Jan…Mohammed）
Findings…on…oxidative…stress…levels…and…postpartum…development…of…obesity…and…
adipose…tissues…in…early…life（Dr.…Loy…See…Ling）

Brief…introduction…of…Hokkaido…study/…Prenatal…exposure…to…PCB…and…Dioxin…on…
birth…weight…and…allergy…and…infectious…diseases…during…infancy……………………………

（Dr.…Chihiro…Miyashita）,…30…min　

13:00−13:30 Effects…of…Prenatal…Exposure…to…Perfluorinated…Chemicals…on…Maternal…Essential…
and…Long…Chain…Polyunsaturated…Fatty…Acids…during…Pregnancy

（Dr.…Houman…Goudarzi）

13:30−14:00 Prenatal…bisphenol…A…exposure…and…birth…outcomes（Dr.…Machiko…Minatoya）

14:00−14:30 Prenatal…smoking…and…birth…size:…Gene−Environment…interaction（Dr.…Sumitaka…
Kobayashi）



Ⅱ．部門報告

24

14:30−15:00 Exposure…to…House…Dust…Phthalates…in…Relation…to…Asthma…and…Allergies…in…Both…
Children…and…Adults（Dr.…Yu…Ait…Bamai）

③…Visit…to…Professor…Taro…Yamauchi's…lab
日　　時：2014 年 3 月 4 日（水）9:30

場　　所：北海道大学大学院保健科学研究院

Two…presentations…have…made…by…Prof.…Takeshi…Saito…and…Prof.…Taro…Yamauchi.…Then,…Prof.…Hamid…

Jan…bin…J.…Mohammed…discussed…the…contents…of…presentations…with…Profs.…Saito…and…Yamauchi.…After…

the…discussion,We…visited…Prof.…Chiba's… lab;he…explained… their…ongoing…projects…regarding…novel… lipid…

measurement…methods…and…we…had…a… lab…visit… to…see…LC−MS−MS…machines.…Finally,… scientists… from…

Japan…and…Malaysia…had…fruitful…discussion…about…common…future…plans…and…collaborations.…

④…ラウンドテーブルディスカッション
日　　時：2014 年 3 月 4 日（水）14:00

場　　所：北海道大学　環境健康科学研究教育センター

⑤…市民講演会『子どもの健康と栄養』
日　　時：2014 年 3 月 5 日（木）10:00 − 11:30

場　　所：札幌エルプラザ　札幌市男女共同参画センター

　　　　　4 階大研修室 B（札幌市中央区北 8 条西 3 丁目）

主　　催：北海道大学　環境健康科学研究教育センター

言　　語：英語（通訳あり）、日本語

マレーシアから講師を招き、「ビタミンＤ：太陽光ビタミン」、「喫煙と家族

の健康」について講演をしました。また、当センターで行っている調査で、

現在までにわかっている調査結果の一部をご報告しました。

プログラム
10:00−10:05 挨　　拶：　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

10:10−11:15 講　　演：　ビタミンＤ：太陽光ビタミン
　　　　　　Hamid…Jam…B.Jan…Mohammed
　　　　　　マレーシア科学大学保健科学部栄養科
　　　　　　喫煙と家族の健康
　　　　　　Loy…See…Ling
　　　　　　ＫＫウーマンアンドチルドレン病院研究員
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11:15−11:30 センターからの報告「北海道スタディ、エコチル調査でわかったこと」
　　　　　　湊屋　街子
　　　　　　北海道大学　環境健康科学研究教育センター　特任助教

11:30 閉会の辞：　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

⑥…Excursion
On…2015.03.06,…we…had…a… tour… in…Sapporo…city…visiting…chocolate… factory…and…Tanuki…Kouji…enjoying…

Japanese…sweets…and…culture.…Prof.…Hamid…Jan…B.…Jan…Mohammed…and…Dr.…Loy…See…Ling…bought…several…

Japanese…souvenirs…and…took…at…back…to…Malaysia.

（6）ソウル大学校－北海道大学ジョイントシンポジウム
当センターでは、2014 年より、ソウル大学校公衆衛生大学院の Prof.…Kyungho…Choi とソウル大学−北海道

大学ジョイントシンポジウムにて、環境化学物質と健康に関する分科会を開催しています。

1）The 17th Seoul National University and Hokkaido University Joint Sympoirum
第 17 回ソウル大学−北海道大学ジョイントシンポジウムにおいて、環境健康科学研究教育センターでは

初めて分科会を開催いたしました。11 月 28 日遠友学舎にて、「内分泌かく乱物質曝露による健康影響：特
に脆弱な人々への影響」をテーマに、ソウル大学校公衆衛生大学院環境健康学部から Kyungho…Choi 教授、
Sungkyoon…Kim 教授、Kiyoung…Lee 教授の 3 名が来日しました。分科会代表である Choi 教授、岸特任教
授がそれぞれ進める、両国の内分泌かく乱物質のばく露と子どもの健康に関する疫学研究の紹介とその成
果、Lee 教授からは日用品使用による化学物質曝露のリスク評価、北海道立衛生研究所食品科学部食品安
全グループの小島弘幸主幹からは核内受容体を介した内分泌かく乱物質の影響に関する細胞実験の報告が
ありました。本学環境健康科学研究教育センターからの 5 名を加えた、計 9 演題の発表と総合討論を行い
ました。本分科会には、農学院、環境科学院の大学院生、工学研究院教員、北海道立衛生研究所の研究員
など総勢 22 名が参加し、活発な質疑応答が行われました。自由討論では今後の研究・教育協力に関して、
来年度以降の分科会の継続開催、研究情報交換を目的としたオンラインセミナーの開催、研究者の相互派
遣による人的交流を推進していくことに合意するなど、今後の共同研究・教育に向けて大きな成果を得る
ことができました。

講演会後の質疑応答 講演の様子
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日　　時：2014 年 11 月 28 日
場　　所：遠友学舎
プログラム：内分泌かく乱物質曝露による健康影響：特に脆弱な人々への影響
Time

9:30 Opening…remarks Prof.…Reiko…Kishi,…HU

9:40 − 10:55 Session Ⅰ : Seoul National University（Chair: 
Kiyoung Lee）
Children's…Health…and…Environmental…Chemicals…of…
Korea…Panel−Aims,…accomplishments,…and…plans

Prof. Kyungho Choi, SNU

Tissue…dosimetry…and… follow−up…health…outcomes…
after…prenatal… exposure… to…diethylhexylphthalate…
and…bisphenol…A…in…CHECK…Panel,…Korea

Prof.…Sungkyoon…Kim,…SNU

Associations…between…POPs…exposure…and…thyroid…
hormones…among…pregnant…women…and…matching…
newborns

Prof.…Kyungho…Choi,…SNU

11:10 − 12:25… Session Ⅱ: Hokkaido University（Chair:  Reiko Kishi）
Hokkaido…Study… of…Environment… and…Children's…
Health:… overview,… and… findings… of… perfluoroalkyl…
acids… exposure… and…various… health… outcomes… on…
offspring

Assistant…Prof.…Sachiko…
Itoh,…HU

Phthalate… exposure… and… health… :… Findings… from…
Hokkaido…study…and…Indoor…air…quality…study

Associate Prof. Atsuko 
Araki ,HU

In…vitro…endocrine−disrupting…effects…of…pesticides…
via…nuclear…receptors

Dr.…Hiroyuki…Kojima,…
Hokkaido…Institute…of…
Public…Health

14:00 − 15:00 Session Ⅲ（Co−chair: Sungkyoon Kim, Atsuko 
Araki）
Prenatal…exposure…to…PCB…&…Dioxin…on…birth…weight…
and…allergy…and…infectious…diseases…during…infancy

Assistant…Prof.…Chihiro…
Miyashita,…HU

Prenatal…dioxin…concentrations…in…blood…and…genetic…
polymorphisms…in…the…AHR…and…CYP1A1

Dr.…Sumitaka…Kobayashi,…
HU

Consumer…Product…Exposure…and…Risk（COPER）
study…in…Korea Prof.…Kiyoung…Lee,…SNU

15:15 − 16:45 Br ie f … introduct ion… o f … SNU… Department… o f…
Environmental…Health
Brief…introduction…of…HU…Center…for…Environmental…
and…Health…Sciences

Prof.…Kyungho…Choi
Lecturer…Dr.…Tamiko…Ikeno

Discussion… for… future… collaboration（research/
education）

16:45 Closing…Remarks Prof.…Kyungho…Choi,…SNU

17:30 − Banquet…at…Center…for…Environmental…Health…Sciences,…HU（Kita…12,…Nishi…7）

分科会集合写真
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2）The 18th Seoul National University − Hokkaido University Joint Symposium
2 回目となる化学物質曝露による健康影響に関する分科会には、当センターからは岸玲子、荒木敦子、グ

ウダルジホウマヌの 3 名がソウルを訪問し、ソウル大学校からは教員、研究員、大学院生 16 名に加えて、
漢陽大学校、順天郷大学校、梨花女子大学の共同研究者、韓国国立環境研究所、韓国環境省担当官から 8 名、
合計 33 名が参加しました。セッション 1 ではソウル大学校で行っている「CHECK（Children's…Health…
and…Environmental…Chemicals… in…Korea）」と当センターから北海道スタディの研究紹介を行いました。加
えて、本年初めて企画したポスター紹介では、20 演題以上のポスターが準備され、お互いの研究に関する
理解を深めました。セッション 2 はコーホートの維持と曝露評価について、お互いが研究を進めていくう
えでの課題解決への議論を行いました。セッション 3 は今後の共同研究計画や講義提供に関する意見交換
を行い、今後の研究・教育連携に向けた意見交換を行いました。最後は梨花女子大学のEunhee…Ha教授より、
新しく始まる韓国の出生コーホートに関する特別講演がありました。全会を通じて、活発な意見交換が行
われました。

Date：2015 年 11 月 27 日（金）
Venue：Graduate…School…of…Public…Health,…Bldg.…221,…Room…611
Chair…Persons：Prof.…Choi,…Kyungho,…SNU
…… Prof.…Kishi,…Reiko,…HU

Program：
9:30−9:45 Coffee Prof.…Kyungho…Choi

9:45−10:00 Welcome…remarks Dean…Byeonghee…Cho,…
GSPH…SNU

Session 1: Progress in Children's Environmental Health Studies Chair: K Lee

10:00−10:35 Hokkaido…update…–…Health…and…Exposure R…Kishi（HU）

10:35−11:10 CHECK…update…–…Health…and…Exposure K…Choi（SNU）

11:10−12:00 Poster…session…with…short…introduction Co−chair:
A…Araki,
SK…Kim

12:00−12:40 Virtual…Tour（presentation） HB…Moon

12:40−14:00 Lunch（Sodammaru）

Session 2: Challenges in Children's Environmental health Studies Chair: K Lee

14:00−14:30 Cohort…maintenance A…Araki（HU）
SK…Kim（SNU）

14:30−15:00 Exposure…assessment J…Park（SCH）,
H…Goudaruzi（HU）

15:00−15:30 Coffee

Session 3: Opportunities in HU−SNU collaboration Co−chair:
R Kishi（HU）
K Choi（SNU）

15:30−16:00 Collaboration…research…ideas H…Goudaruzi（HU）
SK…Kim（SNU）

16:00−16:30 Future…steps…for…collaboration K…Lee（SNU）
A…Araki（HU）
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Invited lecture（moderated by R Kishi）

16:30−17:00 Korea…Birth…Cohort…Study…–…Design…and…Plan

17:00−17:15 Closing…remarks Prof.…Reiko…Kishi

18:00−20:00 Dinner…reception（Hoam…Faculty…House）

（7）研究交流セミナー
1）韓国 Inha 大学よりJong Han Leem 教授を迎えて

日　　時：2014 年 11 月 18 日（火）…9:30 − 17:00
場　　所：北海道大学　エンレイソウ第 1 会議室
ゲ ス ト：Prof.…Jong…Han…Leem　
　　　　　（Inha…University…School…of…Medicine,…Korea）…

< プログラム >
Part 1: Introduction and Hokkaido Study on Environment and Children's Health

9:30−9:45 Opening…remarks…and…introduction （Prof.…Reiko…Kishi）

9:45−10:00 Brief…introduction…of…Hokkaido…University,…CEHS…and…
research…projects

（Dr.…Atsuko…Araki）

10:00−10:25 Effects… of… Prenatal…Exposure… to… Perfluorinated…
Chemicals…on…Maternal…Essential…and…Long…Chain…
Polyunsaturated…Fatty…Acids…during…Pregnancy:…
The…Hokkaido…Study

（Dr.…Houman…Goudarzi）

10:25−10:50 Prenatal…bisphenol…A…exposure…and…birth…outcomes （Dr.…Machiko…Minatoya）

Part 2: SNPs and Epigenetics

11:00−11:25 Prenatal…dioxin…concentrations…in…blood…and…genetic…
polymorphisms…in…the…AHR…and…CYP1A1

（Dr.…Sumitaka…Kobayashi）

11:25−11:50 The…Effects… of…Perfluoroalkyl…Acids…Exposure… in…
utero…on…IGF2/H19…DNA…Methylation…in…Cord…Blood

（Ms.…Sachiko…Kobayashi）

Part 3: Endocrine disrupting

13:30−13:55 Prenatal…exposure…to…PCB…and…Dioxin…on…birth…weight…
and…allergy…and…infectious…diseases…during…infancy

（Dr.…Chihiro…Miyashita）

13:55−14:20 Exposure…to…House…Dust…Phthalates… in…Relation…to…
Asthma…and…Allergies…in…Both…Children…and…Adults

（Dr.…Yu…Ait…Bamai）

分科会集合写真 分科会における討論風景



Ⅱ．部門報告

29

14:20−14:45 Effect…of…prenatal…exposure… to…PFAAs…on… infants'…
thyroid…and…reproductive…hormones

（Dr.…Sachiko…Itoh）

Part 4: Prof. Leem's Lecture

15:00−16:30 Prof.… Jong…Han…Leem,… Inha…University…School… of…
Medicine,…Korea…
"What…kinds…of…research…are…needed…to…protect…
children…against…environmental…pollutants?"

16:30 Closing…remarks

2）米国シンシナティ大学より Alvaro Puga 教授、東京大学より遠山千春 教授を迎えて
日　　時：2015 年 2 月 9 日（月）…13:15 − 17:00
場　　所：北海道大学　エンレイソウ第 1 会議室
ゲ ス ト：Prof.…Alvaro…Puga（Department…of…Environmental…Health,…University…of…Cincinnati…College…of…
　　　　　Medicine）
　　　　　Prof.Chiharu…Tohyama（Laboratory…of…Environmental…Health…Sciences,…Center… for…Disease……
　　　　　Biology…and…Integrative…Medicine,…Graduate…School…of…Medicine,…The…University…of…Tokyo）

< プログラム >
13:15−13:25 Opening…remark Prof.…Reiko…Kishi

13:25−13:35 Introduction… of…Hokkaido…University…CEHS… and…
Hokkaido…
Study…on…Environment…and…Children's…Health

Dr.…Chihiro…Miyashita

13:35−14:00 Effects… of… prenata l… exposure… to… dioxin−like…
compounds…on…allergies…and…infections…during…infancy

Dr.…Chihiro…Miyashita…

14:00−14:25 Effects…of…prenatal…exposure…perfluoroalkyl…acids…on…
cord…blood…IGF2/H19…Methylation…and…associations…
with…birth…size

Ms.…Sachiko…Kobayashi…

14:35−15:20 Novel…Methodology…for…Detection…of…Developmental…
Neurotoxicity…
Induced…by…Environmental…Chemicals

Prof.…Chiharu…Tohyama

15:30−17:00 Perinatal…Lead…Exposure… in…Mice…Causes…Long−
Term…Changes…in…Brain…DNA…Methylation

Prof.…Alvaro…Puga

17:00 Closing…remark…
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3）Sweden Upplala 大学 Dr. Dan Norbäck、Juan Wang（PhD Candidate）を迎えて
日　　時：2015 年 5 月 19 日（月）− 20 日（火）
場　　所：北海道大学　エンレイソウ第 1 会議室
主　　催：環境健康科学研究教育センター
ゲ ス ト：…Dr.…Dan…Norbäck,…Department…of…Med…Sciences,…Occupational…and…Environmental…Medicine,…
… Uppsala…University,…Sweden
… Ms.…Juan…Wang,…Department…of…Med…Sciences,…Occupational…and…Environmental…Medicine,…
… Uppsala…University,…Sweden

プログラム
Day…1：Impact…of…Indoor…Air…Quality…on…Human…Health

9:15−9:30 Opening…remarks Prof.…Reiko…Kishi

9:30−11:00… Recent…Studies…on…Indoor…Environment…and…Health…
and…a…Short…Presentation…of…Uppsala…University

Dr.…Dan…Norbäck,…
Department…of…Medical…
Sciences,…Occupational…and…
Environmental…Medicine,…
Uppsala…University,…
Sweden

11:10−11:40… Rhinitis,…Asthma… and…Airway… Infections… among…
Adults… in…Relation… to… the…Home…Environment… in…
Sweden… and… a…Short…Presentation… of… the…CCHH…
Study…in…Chongging,…China…

Ms.…Juan…Wang,…
Department…of…Medical…
Sciences,…Occupational…and…
Environmental…Medicine,…
Uppsala…University,…
Sweden

11:40−12:10… Differential… Determination… of… Plasticizers… and…
Organophosphorus…Flame…Retardants…in…Residential…
Indoor…Air

Dr.…Shinji…Takeuchi,…
Hokkaido…Institute…of…
Public…Health,…Sapporo,…
Japan

13:30−14:00 Communicating…the…Risks:…Indoor…Air…Pollution…and…
Health…

Prof.…Ayumi…Masuchi,…
Hokkai−Gakuen…
University…facility…of…
Business…Administration,…
Sapporo,…Japan

14:00−15:00 Brief…Introduction…of…Hokkaido…University…CEHS/
Brief…Introduction…of…Indoor…Air…Quality…and…Health…
Study,…SVOCs…in…House…Dust…and…Allergies…among…
Newly…Built…Detached…House…in…Japan

Dr.…Atsuko…Araki（CEHS）

15:00−15:30 Indoor…Air… Quality… and… Health… Study… among…
Elementary…School…Children

Dr.…Yu…Ait…Bamai（CEHS）

Day…2:…Effects…of…Environmental…Chemicals…on…Children's…Health…in…Birth…Cohorts

9:30−9:50 Brief… Introduction… of…Hokkaido…University…CEHS…
and…Hokkaido…Study…on…Environment…and…Children's…
Health…

Dr.…Chihiro…Miyashita
（CEHS）

9:50−10:20 Dioxins,…Hg,…and…Children's…Allergies Dr.…Chihiro…Miyashita
（CEHS）

10:20−10:50 Effect…of…Prenatal…Organochlorine…Pesticides（OCPs）
Exposure…on…Mental…and…Motor…Development…

Dr.…Keiko…Yamazaki
（CEHS）
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11:00−11:30 The…Effects… of… Perfluoroalkyl…Acids…Exposure… In…
Utero…on…IGF2/H19…DNA…Methylation…in…Cord…Blood…

Ms.…Sachiko…Kobayashi
（CEHS）

11:30−12:00 Introduction… of… The… Japan… Environment… and…
Children's…Study（JECS）　

Dr.…Tamiko…Ikeno（CEHS）

12:00 Closing…remark

4）台湾国立衛生研究所より Dr. Shu−Li（Julie）Wang を迎えて
日　　時：2015 年 6 月 17 日（水）
場　　所：北海道大学　遠友学舎
ゲ ス ト：…Dr.…Shu−Li（Julie）Wang…
　　　　　Investigator,…Professor,…Division…of…Environmental…Health…and…Occupational…Medicine
　　　　　National…Health…Research…Institutes,…Taiwan

プログラム
9:30−9:45 Opening…remarks… Prof.…Reiko…Kishi

9:45−10:15… Introduction… of…Hokkaido…University,…CEHS…and…
Hokkaido…study

Dr.…Atsuko…Araki（CEHS）

10:15−10:45… Prenatal…BPA…and…MEHP…exposure…and…childhood…
neurodevelopment…

Dr.…Machiko…Minatoya
（CEHS）

10:50−11:20 Effect…of…prenatal…organochlorine…pesticides（OCPs）
exposure…on…mental…and…motor…development

Dr.…Keiko…Yamazaki
（CEHS）

11:20−11:50 Association…between…maternal…exposure…to…di（2−
ethylhexyl）phthalate…and…reproductive…hormone…
levels…in…fetal…blood

Dr.…Atsuko…Araki（CEHS）

13:00−13:30 Prenatal… exposure… to… PCB… and…Dioxin… on… birth…
weight…and…allergy…and… infectious…diseases…during…
infancy

Dr.…Chihiro…Miyashita
（CEHS）

13:30−14:00 Exposure… to…house…dust…phthalates… in… relation… to…
asthma…and…allergies…in…both…children…and…adults…

Dr.…Yu…Ait…Bamai（CEHS）

14:10−14:40 The…Effects… of…Perfluoroalkyl…Acids…Exposure… in…
utero…on…IGF2/H19…DNA…Methylation…in…Cord…Blood…

Ms.…Sachiko…Kobayashi
（CEHS）

14:40−15:10… Prenatal…dioxin…exposure…and…infant…birth…size:…gene
−environment…interaction

Dr.…Sumitaka…Kobayashi
（CEHS）
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15:20−16:50 Introduct ion… o f … Nat iona l … Hea l th… Research…
InstitutesIntroduction… of…Taiwan…Maternal… and…
Infant…Cohort… Study（TMICS）Main… findings… of…
TMICS…

Prof.…Shu−Li…Wang
（National…Health…Research…
Institutes,…Taiwan）

16:50−17:00 Closing…remarks… Prof.…Reiko…Kishi（CEHS）

ラウンドテーブルディスカッション
日　　時：2015 年 6 月 18 日（木）…13:15 − 17:00
場　　所：北海道大学　エンレイソウ第 2 会議室

（8）海外研究拠点訪問
1）2014 ISCHE（International Society for Children's Health and the Environment）

Inaugural Retreat 参加
日　　時：2014 年 8 月 21 − 24 日
訪 問 先：Whidbey…Institute,…Whidbey…Island,…WA,…USA
参 加 者：岸玲子、荒木敦子

ISCHE（International…Society…for…Children's…Health…and…the…Environment）の初めての会議である 2014…
Retreat に参加しました。ISCHE…Retreat は多くの専門分野の研究者が集まる学際的な組織です。第 1 回
目の Retreat が米国シアトルの郊外 Whidbey…Institute で開催されました。Retreat（静養所、避難所、瞑
想の意味）にふさわしい自然あふれる静かな施設で、60 人程の参加者が寝食を共にする合宿形式で行わ
れました。ネットワーク・共同研究形成、若手研究者の育成、科学コミュニケーション、等の Multi−
disciplinary、学際的な会であることが強調され、気候変動、化学物質マネージメント、ストレス、大気
汚染、神経発達、健康な環境とは、倫理に関する問題、等にかんする討論が行われました。化学物質、気
候変動、空気汚染などは地域によって異なる課題があること、NGO やジャーナリズム、policy…makers…
&…regulatory,…産業界など幅広い分野との連携、コミュニティ（地域）との対話や連携、既存の WHO や
WHOCC 等のネットワークを生かしていくことで、子どもの環境と健康の向上を目指していくことが提案
されました。北米からの参加者が多数を占めましたが、アジアからは、BiCCA メンバーでもある韓国の
Ha 教授、Hong 教授、台湾の Wang 教授、中国の Yan 教授が参加しました。互いを知り、オープンで自由
な討論と新しい人脈形成が可能になる場が提供され、参加者からは高い満足感が得られているました。会
議後にはシーカヤックを楽しみ、シアトルの夏を満喫しました。

Wang 先生を囲んで
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2）British Columbia 大学 Yila Thamar 客員研究員訪問
日　　時 :…2014 年 8 月 29 日（金）
訪 問 先：Yila…Thamar…Ayo,…University…of…British…Columbia,…Vancouver,…Canada
訪 問 者 :…荒木敦子

当センター客員研究員の Yila…Thamar…Ayo を訪問しました。Yila 博士は、2011 年に本学医学研究科予防
医学講座公衆衛生学分野で学位を取得、2011 年から 2013 年に当センターに在籍し、その後バンクーバーに
移られました。現在も引き続き北海道スタディで葉酸や遺伝子疫学の研究に従事しており、訪問した荒木
敦子准教授とともに、現在執筆中の論文や、今後取り組む予定の論文構成について討論を行いました。

3）メンフィス大学公衆衛生大学院 Karmaus 教授訪問
日　　時：2014 年 8 月 30 日（土）
訪 問 先：Professor…Wilfried…Karmaus（Division…of…Epidemiology,…Biostatistics,…and…Environmental…Health,…
　　　　　School…of…Public…Health,…University…of…Memphis）
訪 問 者：ホウマヌグウダルジ、小林祥子

Karmaus 教授らは Illumina 社 Infinium…HumanMethylation450…BeadChip を用いた網羅的 DNA メチル
化解析を積極的に行っている研究グループです。特に、肺機能やフタル酸エステル曝露との関連について
の論文を発表されています。Houman…Goudarzi博士と小林祥子技術補助員はKarmaus教授の研究室を訪れ、
最新の網羅的 DNA メチル化解析手法について情報収集を行いました。

Karmaus 教授の研究グループからは、生物統計学を専門とする Hougmei…Zhang 准教授を中心に、網羅
的 DNA メチル化データの前処理方法、バッチ効果の除去方法、末梢血細胞組成調整方法等の基本的な部
分から、曝露との関連解析・DNA メチル化部位スクリーニング方法にいたるまで、発表がありました。特
に、DNA メチル化部位スクリーニング方法については、Meredith…Ray 博士を中心に開発した R パッケージ、
ttScreening にて解説をいただきました。また Karmaus 教授からは、彼らの研究グループで網羅的 DNA
メチル化解析を行って分かったことや問題点、将来の展望について発表があり、Goudarzi 博士、小林技術
補助からは北海道スタディの概要の説明と現在行っている DNA メチル化解析の主な結果について紹介を
行いました。最後に解析方法等についての技術的な質疑応答や今後の研究協力の可能性等について討論を
行いました。網羅的 DNA メチル化解析について最新の解析手法について学ぶとともに、網羅的解析にて
重要となる再現性確認のためのコーホート間協力体制の構築への礎となる、大変有意義な訪問となりました。

当日のプログラム
1）Screening…Genome−wide…DNA…Methylation…Sites…via…Training…and…Testing…Data…utilizing…Surrogate…

Variables…—…Meredith…Ray
2）Cell…Mixture…Analysis…for…Epigenome…Wide…Association…study（EWAS）—…Akhiesh…Kaushal
3）Cell…Type…Estimation…using…minfi…—…Bilal…M.…Quraishi
4）Epigenetics…–…Memories…of…Past…Exposures…and…Predictors…of…Diseases…–…Methodological…considerations…

and…some…findings…—…Wilfried…Karmaus
5）Methylation…Data…and…Pre−processing/Data…Mining…and…Analysis…—…Hongmei…Zhang
6）Brief… Introduction…of… the…Hokkaido…Study…and…Recent…Findings… —…Houman…Goudarzi,…Sachiko…

Kobayashi
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4）カリフォルニア大学ロサンゼルス校公衆衛生大学院 Beate Ritz 教授 , Zeyan Liew
博士訪問

日　　時 :…2015 年 8 月 20 − 26 日
訪 問 先：UCLA,…School…of…Public…Health,…Department…of…Epidemiology
訪 問 者 :…Houman…Goudarzi

Professor…Ritz… is…currently…Professor…and…Vice…Chair…of… the…Epidemiology…Department…and…holds…co−
appointments… in… the…Environmental…Health…department…at… the…UCLA…School…of…Public…Health…and… in…
Neurology,…UCLA…School…of…Medicine.…

08.20:… Introduction…of… Jonathan…&…Karin…Fielding…School… of…Public…Health… and…ongoing…projects… in…
Professor…Ritz'…lab.
08.21:… I…had…a…presentation…regarding… introduction…of…Hokkaido…Study… for…Professor…Ritz…and…her…team…
on…August…21,…2015.…I…specifically…talked…about（1）the…cohort…profile…of…Hokkaido…study（2）presenting…
his…research…findings…regarding…adverse…health…effects…of…prenatal…exposure…to…Perfluorinated…Chemicals

（PFCs）.…It…was…followed…by…5…presentations…from…Professor…Ritz's…group…regarding…health…effects…of…PFCs…
on…children's…health,…air…pollution,…epigenetic…studies;…and…also…a…round−table…discussion.
08.24−26:…Every…day,… I…had…meeting…with…Dr.…Liew…regarding…exposure…assessment…of…environmental…
chemicals,… and… their…health…effects… in…children.…We…mainly… focused…on…PFCs…and…neurodevelopment…
of…children…which…was…common… interest…of…both…sides.…Professor…Ritz…and…Dr.…Liew…are…also…expert… in…

（後列）研究室メンバー、（最右）Karmaus 教授
（前列左より）Zhang 准教授、Karmaus 夫人、小林、Goudarzi
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assessment…and…controlling…bias… in…perinatal…epidemiological…studies.…They…explained…me…how…directed…
acyclic…graphs（DAGs）corresponding… to…alternative…models… for… the…causal… association…of… chemical…
exposure…and…children's…health…outcomes…help…epidemiologist…to…control…confounders…and…bias.

（9）研究生受け入れ
①…日本学術振興会、外国人特別研究員

研究員：ホウマヌグウダルジ

受け入れ期間：2014 年 10 月 14 日− 2016 年 3 月 15 日

My…name… is…Houman…Goudarzi… and… I… am…pleased… to… introduce…myself… as… a…member…of…Center… for…

Environmental…and…Health…Sciences,…Hokkaido…University.… I…was…born… in…Tehran,… Iran.… I…was…always…

interested…in…Medicine…and…it…was…my…burning…desire…to…be…a…medical…doctor.…I…entered…to…Medical…School…

of…Tehran…University…which… is… the…best…Medical…University… in…my…country.… I…graduated… in…2005…with…

MD…degree…and…I…worked…as… family…physician… for…2…years.…During…my…medical…practice,… I…noticed…that…

conventional…therapies…for…common…diseases…such…as…allergy,…asthma,…cancer…etc.…in…not…effective…enough.…

Then,…for…extension…of…my…knowledge,…I…applied…for…Genetic…Medicine,…PhD…course…in…Hokkaido…University,…

Graduate…School…of…Medicine…and…I…could…get…Mombukagakusgo…at…2008.…I…started…my…work…as…postdoc…in…

April,…2013…in…Center…for…Environmental…and…Health…Sciences,…Hokkaido…University.…I…have…been…focused…

on…the…effects…of…environmental…chemicals…and…genetic…susceptibility…on…several…children's…health…effects…

such…as…metabolic…endpoints,…neurodevelopment,…asthma…and…allergy.…I…am…happy…to…work…on…children's…

health… in…Center…for…Environmental…and…Health…Sciences…which…is…conducting…large…scale…ongoing…birth…

cohorts…with…wonderful…Japanese…colleagues.…Since…2014,…I…was…awarded…JSPS…postdoctoral…fellowship…to…

continue…my…research…in…a…higher…level.…I…hope…to…promote…children's…health…more…in…the…future…in…Japan…

as…medical…doctor…and…a…scientist.

②…訪問研究学生
研修生：陳麒任氏（Mr.…Chi−Jen…CHEN）,…中国医薬大学公共衛生学院（台湾）・学部 3 年（Junior,…China……

　　　　Medical…University…College…of…Public…Health,…Taiwan）

受け入れ期間：2014 年 6 月 30 日（月）− 2014 年 8 月 8 日（金）　計 29 日間

受け入れ教員：岸玲子特任教授、荒木敦子准教授

担当チューター：小林澄貴学術研究員、ホウマヌグウダルジ学術研究員

2014 年 6 月 30 日から 1 か月半にかけて、環境健康科学研究教育センターでは台湾の中国医薬大学公共衛

生学院・学部 3 年の陳麒任氏を研修生として受け入れました。

陳氏はこの研修期間に当センターのプロジェクト研究である出生前向きコホート研究「環境と子どもの

健康に関する北海道スタディ（以下、北海道スタディ）」に参加し、研究課題「胎児期の母の有機フッ素化

合物曝露と 4 歳児の感染症・アレルギー発症との関連」に取り組みました。陳氏は、文献検索、研究計画

書の作成、データ解析および報告書作成に取り組みました。研究課題に取り組む合間に、有機フッ素化合

物の化学分析（実習指導担当：グウダルジ学術研究員）、血液から遺伝子 DNA を抽出する方法と一塩基多
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型（SNPs）解析（実習指導担当：小林祥子技術補助員）の実習も行いました。陳氏は短期間ではありまし

たが、抄読会や研究報告で当センター教員・研究員を含めた各研究者と活発な意見交換を行い、研究成果

をあげました。さくらんぼ狩りなどの日本文化や北海道の季節を楽しみ、研修を受けた後、8 月 9 日に帰国

されました。

今後、当センターでは環境健康科学に関わる研究者を受け入れ、研修の場を提供します。研修修了者が

帰国後、環境健康科学に関わる研究推進のリーダーとして、世界における環境健康科学の発展に寄与する

ことに期待しています。

研修概要
日付 研修概要

6 月 29 日（日） 札幌に来日

6 月 30 日（月）～
7 月 4 日（金）

北海道スタディ会合参加、抄読会、環境健康科学研究教育センターの諸注意説明、北
海道スタディ導入講義、研究課題提示、文献検索、研究計画書作成、有機フッ素化合
物の化学分析実習（指導担当：ホウマヌグウダルジ学術研究員）

7 月 7 日（月）～
7 月 11 日（金）

北海道スタディ会合参加、抄読会、サステナビリティ学聴講、遺伝子解析実習（指導
担当：小林祥子技術補助員）、文献検索、研究計画書作成、研究進捗報告

7 月 14 日（月）～
7 月 18 日（金）

北海道スタディ会合参加、抄読会、データ解析、研究進捗報告

7 月 22 日（火）～
7 月 25 日（金）

データ解析、研究課題報告書作成、研究進捗報告

7 月 28 日（月）～
8 月 1 日（金）

北海道スタディ会合参加、抄読会、研究課題報告書作成、研究課題報告会（自由討論、
研修内容の質疑応答含む）

8 月 4 日（月）～
8 月 8 日（金）

北海道スタディ会合参加、北海道スタディ研究者間会合（平成 26 年度第一回厚生労働
科学研究費補助金・化学物質リスク研究事業班会議）参加、研究課題報告書提出

8 月 9 日（土） 台湾へ帰国

陳さんを囲んで
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2. 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　特別招へい教授

大規模な環境健康科学に関する疫学調査研究を推進するために、「プロジェクト研究推進部門」を置き、質

の高い大規模疫学研究を実施しています。その一つ目の柱になるのが、①環境省が 2011 年～ 2032 年まで実

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）」です。この他、センターの教員が中心となっ

て他省庁からの大規模な科学研究費、文部科学省の科研費、受託研究等の競争的資金の獲得に努めており、

現在進行中の大型プロジェクトとしては、②環境と子どもの健康に関する北海道研究（エコチル研究のモデ

ルとなった北海道スタディ、③室内空気質と健康に関する研究、④職域コホートによる働く人の健康に関す

る研究⑤高齢者サポートネットワーク研究などがあります。

得られた成果は、原著論文、学会などで発表しているだけでなく、市民講演会や調査参加者の方向けの報

告会、あるいは高校への出張講義などを通じて、一般市民向けに積極的に公開しています。

なお、センターの全体運営は、獲得した競争的資金の間接経費で運営しています。以下に各研究の現状を

記しています。

1）「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」
2010 年 4 月より当センター内に北海道ユニットセンターが設置され、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調査を行っています。2011 年 2 月から、3 年間で 8,250 人の妊婦さんの

参加をめざし、リクルートを行いました。2014 年 5 月末までに北海道全体で 8,362 人の参加同意を得ました。

現在は生後半年ごとの質問紙調査に加えて、約 400 人を対象に、詳細調査として自宅の環境調査、医学的

検査および発達調査を行っています。また、本調査に加えて北海道ユニットセンター独自の追加調査として、

生後 1.5 歳の子どもに早期社会性発達に関する調査を行っています。さらに北海道ユニットセンター独自研

究として、新生児の陰茎長・肛門性器間距離・精巣体積、第 2 指／第 4 指比を測定し、胎内における環境

化学物質曝露による性腺機能への影響を解明する調査も行っています。この研究では札幌地区の 33 のエコ

チル調査協力医療機関（産科）のうち 12 施設の協力を得て、本調査とは別に同意を取り、現在 3 歳以降の

子どもの性腺機能の発達に関する追跡を開始したところです。

2）「環境と子どもの健康に関する北海道スタディ」
2002 年から立ち上げた全道 20,926 人規模の前向きコホート研究と札幌市内 1 産院 514 人のコーホート研

究の 2 つで、一般環境における化学物質曝露が胎児発育や先天異常、感染症、アレルギー、行動発達に影

響するのかを解明し、科学的根拠がほとんどなかった低濃度 PCBs･ ダイオキシン類、有機フッ素系化学物

質、フタル酸エステル類、ビスフェノールなど数多くの化学物質による次世代影響、特に先天異常や発育、

神経発達、免疫アレルギー系などへの影響についてリスク評価を行っています。早い時期に登録いただい

たお子さまはすでに 13 歳に達しており、今後は保護者の方だけでなく、お子さまにも調査を理解してもら

い、納得してご協力いただくこと（インフォームド・アセント）も重要となってきます。そこで、2015 年

には調査への興味を持ってもらうため、北海道スタディについてまとめた子ども向けの情報冊子を作成し、

参加者に配付致しました。

当センターが発足以降、北海道スタディからは様々な研究成果があがり、現在までに 2 つのコーホー

トから 80 編以上の論文を発表しました。また、これまでの北海道スタディ研究の実績が中心になって
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BiCCA（Birth…Cohort…Consortium…of…Asia）や WHO 研究協力機関としてのセンター活動にもつながって

います。以下に、具体的な研究成果を紹介します。

①　ダイオキシン PCDD/PCDFs 曝露により出生体重低下、6 か月児のベイリー運動発達遅延、臍帯血 IgE

低下、感染症罹患のリスク上昇等を異性体毎に世界で初めて明らかにしました。発達障害は出生後の生

活環境も考慮し、胎児期曝露の影響がいつまで持続あるいはキャッチアップするかなど詳細を明らかに

するので国民にわかりやすい貴重なデータとなります。

②　喫煙やダイオキシン曝露と関係する遺伝子（AhR,…CYP,…GST）の一塩基多型（SNPs）の組合せによる

ハイリスク群を示しました。今後さらに後天的（エピゲノム）修飾を解析し、遺伝的ハイリスク群の解

明と予防対策の提言に貢献しています。

③　有機フッ素系化学物質（PFCs）では POPs 条約の規政により PFOS と PFOA は濃度が低下しましたが、

PFNA、PFDA など炭素鎖が長い PFCs への曝露量がわが国で増加しています。胎児期の PFC 曝露は臍

帯血 IgE への影響を認め、また生後 2 歳のアトピー性湿疹の発症リスクを下げることから、免疫抑制へ

の懸念が明らかになりました。妊婦は PFC の曝露濃度が高いと特に必須脂肪酸濃度が低くなる関係も見

られたことから、胎児発育や発達への影響についても調査を進めています。

④　ビスフェノールA（BPA）の臍帯血濃度は母と同レベルであり、胎児への曝露が示唆されています。今後、

BPA の低用量曝露による神経系や性分化など次世代影響を科学的に検証します。

⑤　胎児期のフタル酸エステル DEHP 曝露により、男児の臍帯血中の性ホルモン Inhibin…B および Insulin

−like…factor…3 値が下がることが明らかになりました。その後の児の性腺機能への影響を現在追跡してい

ます。

⑥　フタル酸エステル類、有機リン系難燃剤の胎児期および 7 歳時点での曝露評価とリスク解析を行い、

アレルギーなど免疫系への影響を明らかにしました。

⑦　神経発達への PCBs･ ダイオキシン類や PFCs 曝露による影響について、遺伝的感受性要因を考慮した

報告はありません。そこで、化学物質のシグナル撹乱が示唆される核内受容体を介した DNA メチル化

への影響やエピゲノム修飾が児のアレルギー・発達等に及ぼす影響を解明します。

以上の諸研究は、WHO の“Endocrine…Disrupters…and…Child…Health（2012）”や第 3 回国際化学物質会議

（ICCM,2012…）…での「内分泌攪乱物質の理解促進」に沿って、2020 年までに環境化学物質による健康・環境

への影響を最少にする努力や国民の保健医療福祉の向上に直結するものです。

3）本学の多様な部局の兼務教員との共同研究
プロジェクト研究部門では本学の多様な部局の兼務教員との共同研究が進んでいます。具体的には

①　兼務教員（医学研究科生殖・発達医学講座産科・生殖医学分野：水上尚典教授）と共同で、北海道スタディ

の妊娠初期（第 1 三半期）の母体血清葉酸濃度と流早産リスク等に関する研究を開始し平成 25 年度には専

門誌に結果が掲載されました。

②　兼務教員（医学研究科腎泌尿器外科学分野：野々村克也教授ら）との共同研究では臍帯血中ホルモン濃

度を分析して環境化学物質曝露による性腺機能への影響を明らかにするとともに、児の第 2 指／第 4 指比

に与える影響や 8 歳児の遊びの傾向への影響を検討しています。既に数編の原著論文が発表されています。

③　兼務教員（医学研究科皮膚科学分野：清水宏教授、乃村俊史助教）との共同研究ではアトピー性皮膚炎

に関する環境要因と遺伝要因に関する研究を行っています。アトピー性皮膚炎の病因には、①免疫学的要因、

②皮膚のバリア機能異常、③環境の複合要因の関与が指摘されています。このうちアトピー性皮膚炎関連

遺伝子として着目され、角質形成と皮膚の保護作用に重要な役割を果たすフィラグリン遺伝子の変異を解
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析し、さらに自宅環境におけるダニアレルゲンや可塑剤曝露による影響を包括的に明らかにします。

④　兼務教員（医学研究科小児科学分野：有賀正教授、白石秀明講師）、医学研究科児童思春期精神医学講座

齊藤卓弥特任教授・須山聡特任助教らとの共同研究では、近年増加している自閉症スぺクトラム（ASD）

などの神経発達障害に関する環境化学物質と遺伝的要因に関する研究を推進しています。ASD や ADHD

の発症要因は、胎児期および乳幼児期の農薬やフタル酸エステル類など化学物質曝露によるとの報告があ

りますが、発症要因は単一ではありません。環境要因に起因する胎児期や出生後早期のエピゲノム変化や

疾患感受性遺伝子の関与も示唆されており、環境遺伝交互作用を明らかにします。

⑤　発達障害への影響解明については、兼務教員（教育学研究院室橋春光名誉教授）、医学研究科有賀正教授・

白石秀明講師らと、8 歳時調査票で、ADHD 関連症状の国際的指標である Conners3 日本語版、ADHD−

RS、ASQ、問題行動評価指標（CBCL）等を評価指標として調査しています。さらに ADHD 疑いを症例群

として、性・年齢をマッチさせた対照群を選出し、発達対面調査を実施し、児の知能検査など詳細な情報

を収集中です。

⑥　医学研究科麻酔・周産期医学分野：森本裕二教授らの研究では、北海道スタディの 8 歳に達した参加者

を対象に、帝王切開時の手術歴を調査し調査し、分娩時様式と乳幼児期の手術経験が、学童期行動発達に

及ぼす影響を評価しています。日本での大規模集団での報告はなく、北海道スタディの調査票データを用

いて関連性を検討しています

⑦　招へい教員である北海道情報大学の喜多歳子教授、客員研究員の池野多美子博士は 42 か月児の行動発達

について、K−ABC 心理・教育アセスメントバッテリー、問題行動評価指標（CBCL）を用いて、母体血

中ダイオキシン類、PFOS/PFOA、毛髪水銀などの環境化学物質曝露の影響や、妊娠中の社会経済環境が

子どもの発達に及ぼす影響を検討しています。

⑧　招へい教員である社会福祉法人北海道療育園美幌療育病院：花岡知之博士は北海道スタディの記述疫学

データの扱いについて毎月指導にあたり、生死流産、妊娠中の疾患あるいは SGA など児のアウトカムの頻

度と社会経済要因との関連性についても検討しています。

⑨　農学研究院・松浦准教授の協力を得て環境化学物質の中でも、特に有機フッ素化合物（PFC ｓ）11 種類

の一斉測定系を確立し、2003 ～ 2011 年の経年変化と PFOS,PFOA の出生体重への曝露評価、2 歳児、4 歳

児までのアレルギー症状との関連を検討しました。

⑩　獣医学研究科・石塚真由美教授との共同研究では、北海道スタディ小規模コーホートの出生児臍帯血

DNA（267 名）を用いて胎児期の内分泌かく乱物質曝露の DNA メチル化への影響を調べた結果、有機フッ

素化合物（PFOA）曝露による IGF2 低メチル化、MEHP 曝露による H19 低メチル化、メチル水銀曝露に

よる LINE1 高メチル化が示されました。これらメチル化の変化が児の発達・発育に与える影響を検討して

います。

4）「室内空気質と健康」に関する研究
これまでに、室内環境と健康に関する疫学研究として、①全国 6 地域の新築戸建て住宅 6080…軒と継続す

る 3 年間の自宅環境調査（425 軒とその全居住者 1479 人）、②全国 5 地域の国公立小学校 22 校で調査票調

査…（10871 人）と学童の自宅環境調査（178 軒）を実施してきました。これらの研究成果を基に、平成 19

年度に保健所や臨床に携わる医師などが市民への相談や対応等に用いる際の「シックハウス症候群に関す

る相談と対策マニュアル」を作成し、これら日本の研究から様々な科学的根拠を国際誌に発表してきました。

平成 26 − 27 年度はこれまでの多くの最新知見や、国内外の情報を体系的に整理し直し、科学的根拠に基

づく室内空気質およびシックハウス症候群に関する「新相談マニュアル（改訂版）」を作成するため、新た

に厚生労働省科学研究の研究班を組織しました。この研究班は、公衆衛生学、環境疫学、衛生学、産業医
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学、建築家やリスク心理学の専門家からなり、現在作成している新マニュアルによって、保健所職員や職域・

学校の保健担当者らが、科学的エビデンスに基づき SHS 予防や室内環境対策に役立てることが期待できま

す。あわせて、地域の医療関係者や住宅メーカー担当者にも参考になるよう工夫されています。「新シック

ハウス症候群相談マニュアル」は、当センターの WEB ページ上で公開される予定です。

5）職場の労働時間や働く人の睡眠、ストレスなどが勤労者の心身の健康（高血圧や糖
　 尿病など）に与える影響

職域集団を対象に招聘教員の西條泰明教授・吉岡英治准教授らと追跡を継続し長時間労働や職場のスト

レスなどの労働態様がどのように高血圧や糖尿病、慢性糖尿病などのいわゆる作業関連疾患リスクの罹患

リスクを上げるかについて研究しています。

6）「高齢者サポートネットワーク研究」
高齢者をめぐるサポートネットワークの重要性を明らかにする目的で、行政による支援と同時に、家族・

友人・近隣などの身近な人間関係が高齢者の心身の健康や Well−being にもたらす影響を解明する長期的

な前向きコホート研究を行っています。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の関連に

ついて多面的に検討しています。現在は介護予防に及ぼす効果についての調査の成果を報告していまする。

以上のように広範囲で、かつ新しい大規模プロジェクト研究を推進しています。

（2）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）研究概要

近年、化学物質等の環境要因による子どもの成長や発達に及ぼす影響、特に妊娠中の胎児期曝露による

影響に対して世界的に関心が高まっています。そこで環境省では 2011 年 1 月から、全国 15 カ所で、10 万

組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。

妊娠初期の妊婦をリクルートし、妊娠中の血液、尿、臍帯血、母乳などの生体試料から化学物質等の分

析を行い、半年ごとの自記式質問票でお子さんが 13 歳になるまで定期的に健康状態を追跡し、遺伝要因や

社会要因、生活習慣要因も考慮した上で、胎児期から小児期にわたる子どもの成長や発達に影響を与える

環境要因を統計学的解析により明らかにしていきます。また 2014 年 11 月より、参加者の 5％のお子さんに

ついて環境訪問調査、医学的検査や精神神経発達調査など詳細調査を実施しています。結果は、環境要因

による子どもの疾患の軽減や予防対策に利用され、最終的には化学物質の適切なリスク管理につなげるこ

とを目標としています。

北海道道内のエコチル調査は北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学、日本赤十字北海道看護大学の 4

大学が連携して調査を実施しています。北海道ユニットセンターは、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域（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。2011 年 3 月～ 2014 年 5 月末までの約 3 年間で、8362 人

の妊婦さんに参加の同意をいただきました。また、詳細調査は北海道ユニットセンター全体で 406 人のお

子さんに参加をいただく予定です。
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2）2014（平成 26）年度、2015（平成 27）年度の進捗状況
①…全体調査のリクルートおよび調査進捗

2011 年 2 月から開始したリクルートを行政窓口と医療機関の両方で引き続き行いました。2011 年度の

リクルート数が目標数より少なかったことから、2012 年以降はリクルート数増加のために、各サブユニッ

トで様々な対策を行い、対象者となるすべての妊婦に接触できるよう心掛け、その結果、2014 年 5 月末

までの約 3 年間に、目標数 8250 人を上回る 8362 人の参加同意を得ることができました。

参加登録した妊婦、子ども、父親からは、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。出産後は半年ごとに調査票への記入をお願いしていま

す。また、回収した質問票等を逐時データ管理システムに登録しています。

②…詳細調査のリクルートおよび進捗
詳細調査ではエコチル全体調査に参加していただいている参加者（子ども）のうち、2013 年 4 月 1 日

以降に生まれた方の中から、無作為に 5％（全国では約 5000 人、北海道では 406 人）を対象にして、参

加者それぞれの居住環境・生活環境についての環境訪問調査や、医学的検査および成長・発達について

の訓練を受けた検査者による精神神経発達検査を行うなど、エコチル全体調査では参加者全員に対して

実施できない調査を行います。詳細調査を行うことで、子どもの成長や発達、また生活環境等について、

専門的な観点から詳しく継続的に把握することができるようになります。

2014 年 10 月から開始した詳細調査のリクルートでは、現在までに 325 名（2016 年 1 月 31 日現在）の

方に参加同意を得ています。…

③…産科医療機関との連携
札幌 33 か所、旭川 13 か所、北見 4 か所の産科婦人科医療機関に調査医療機関として協力をしていた

だきました。協力医療機関には定期的に、エコチル調査から得られたデータを元に進捗報告会を行い、

連携を深めました。

④…小児科医療機関との連携
2013 年度から「疾患情報登録調査」が開始しました。これは参加している子どもが成長する過程で特

定の疾患に罹患された場合、保護者記入の質問票では把握できない専門的な事項について、かかりつけ

医療機関からの情報提供により、この調査をより医学的に正確なものとすることを目的としています。

対象となる子どものかかりつけ医療機関にはその都度調査協力医療機関になってもらい登録しています。

⑤…行政との連携
調査リクルートを行った母子手帳交付窓口の担当職員へ定期的に進捗報告を実施し、調査への興味・

理解を深めてもらいました。また、行政が行うイベントで随時調査の PR、リクルートを行いました。

⑥…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。
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⑦…広報
エコチル調査参加者の調査継続へのモチベーションを上げるため、親子で参加できるイベントの開催

や、定期的なニュースレターの送付を行いました。

また、ホームページを定期的に更新し、調査参加者への情報発信を行いました。

3）研究進捗と成果発表状況
北海道ユニットセンターでは、全国データを用いた成果発表課題（中心仮説に関わらないもの）につい

て 7 課題を担当することが確定しています。さらに 21 課題について、申請しています。ユニットセンター

が独自に行う追加調査については、これまで 6 課題が承認され、実施をしています。

エコチル調査に関する研究成果発表については、H26、27 年度に合計 23 件の発表を行いました（国内学

会 22 件、国際学会 1 件）。

4）活動報告
①…会議・委員会等

● 2014（平成 26）年度

・平成 26 年度エコチル調査北海道 UC 札幌地区運営協議会：2014 年 12 月 4 日

● 2015 年（平成 27）年度

・平成 27 年度エコチル調査北海道 UC 札幌地区運営協議会：2016 年 3 月予定

②…定例会議
エコチル調査事務局会議　毎週木曜日　10：00 −開催

③…行事・イベント等
● 2014（平成 26）年度

・エコチル調査神奈川・甲信・南九州ユニットセンターとの情報交換会……2014 年 2 月 9 日

● 2015（平成 27）年度

・エコチル調査福島ユニットセンターとの情報交換会……………………2015 年 3 月 7 ～ 8 日

・『エゾチル通信』第 6 号　写真撮影会

日　　時：2015 年 1 月 31 日（土）10:00 − 13:00（旭川）

　　　　　2015 年 2 月……1 日（日）10:00 − 13:00（北見）

　　　　　2015 年 2 月……3 日（火）10:00 − 13:00（札幌）

場　　所：『ミサワホームモデルハウス（旭川）』

　　　　　『セキスイハイムモデルハウス（北見）』

　　　　　『Sentir…La…Saison　センティール・ラ・セゾン（札幌）』

主　　催：エコチル調査北海道ユニットセンター

内　　容：プロカメラマンによる写真撮影会

　　　　　　・北海道ユニットセンター　5 周年記念祭

「エコチル北海道　みて！きいて！みんなで楽しむ 5 周年記念祭」

日　　時：2015 年 10 月……3 日（土）13：00 − 15：00（札幌）

　　　　　2015 年 10 月 17 日（日）10：30 − 12：00（北見）

　　　　　2015 年 10 月 24 日（土）13：30 − 15：00（旭川）
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場　　所：北海道大学　クラーク会館　講堂　（札幌）

　　　　　北地区公民館　（北見）

　　　　　旭川市公会堂　（旭川）

主　　催：エコチル調査北海道ユニットセンター

内　　容：歌、音楽、絵本読み聞かせ、調査からの報告、抽選会

④…ニューズレター発行
● 2014…（平成 26）年度

・3 月 17 日「エゾチル通信・第 4 号」

・10 月 23 日「エゾチル通信・第 5 号」

● 2015…（平成 27）年度

・3 月 5 月「エゾチル通信・第 6 号」

・10 月 26 日「エゾチル通信・第 7 号」　

・3 月 7 日「エゾチル通信・第 8 号」（発行予定）

（3）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）
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）」が調査立ち上

げから 15 年目を迎えています。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

海道大規模コーホート」（以下北海道コーホート）と「札幌市内 1 産科病院コーホート」（以下札幌コーホー

ト）の 2 つのコー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、成長、発達障害、お

よび性腺機能に影響するのか、胎児期および生後の環境化学物質の曝露評価を実施し、環境−遺伝交互作

用を含めてリスク評価することにあります。北海道コーホートと札幌コーホートとも、参加されているお

子さんのうち早い時期に登録された方が既に 13 歳に達しており、環境化学物質の内分泌攪乱作用が第二次

性徴に与える影響を評価することが可能な年齢に成長しています。

①…北海道コーホート
北海道コーホートでは登録数が 2

万人を超え（2015 年 12 月時点登録

者数 20,926 人）目標を達成します。

研究の流れを右の図に示しました。

研究開始から継続してコーホート

全体を追跡し、1 歳、2 歳、4 歳、7

歳時点のアレルギー・感染症罹患

および体格（身長・体重）、1 歳半、

3 歳、5 歳、6 歳、8 歳で ASD（自閉症スペクトラム）/ADHD（注意欠陥・多動性障害）等の神経行動

発達を評価しています。9 歳以降の思春期では第二次性徴発来のタイミングを評価いたします。
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この 2 年間の大きな特徴は、（1）就学前の 5 − 6 歳を対象とした ASD・ADHD 等の神経行動発達調査

が開始されたこと、（2）胎生期の性ホルモン、性役割行動および第二次性徴発来の調査が開始されたこ

とです。さらに（3）化学物質に脆弱なハイリスク集団を同定するため大規模な環境−遺伝交互作用の解

析も引き続き進めております。次に上記 3 つの研究について簡単に説明します。

●研究 1．就学前の 5 − 6 歳を対象に ASD/ADHD 等の神経行動発達調査……

近年、ASD（自閉症スペクトラム）や ADHD（注意欠陥・多動性障害）などの発達障害児の増加が世

界的に懸念されています。この要因の一つとして、環境化学物質曝露による影響が示唆されていますが、

疫学研究はほとんどありません。近年は、環境要因と遺伝要因との交互作用やエピゲノム変化（後天的

な遺伝制御）が毒性を修飾することが示唆されています。ASD や ADHD の遺伝要因として、児の神経

伝達物質代謝関連のドパミン系、セロトニン系やシナプトソーム関連タンパク質、脳由来神経栄養因子、

カテコールアミン−O−メチル基転移酵素、モノアミン酸化酵素などがこれらの疾患に関わることが報

告されていますが、環境化学物質の曝露との相互作用として検討した報告はありませんでした。そこで、

本研究は前向きコーホート研究で、胎生期の化学物質曝露と、生後早期から学童期までの神経行動発達、

および ASD/ADHD などの疾患アウトカムに与える化学物質の影響を、曝露と遺伝子多型やエピゲノム

などとの相互作用も含めて解明することを目的としております。また本研究を通じて、参加者とのコミュ

ニケーションにより、養育者の育児不安を少なくし、希望する場合は地域での支援体制と連携させるこ

とも目的の一つとしております。

●研究 2．胎生期の性腺機能、性役割行動および第二次性徴の調査……

性腺機能に関連する異常（停留精巣や尿道下裂など）の発生数は欧米で増加傾向にあります。これら

の原因として、胎生期の環境化学物質曝露や性ステロイド産生などの胎内でのホルモン環境の変化が、

出生後の発育や男児での精巣形成不全症候群や女児での遊び方や思春期発来の早期化など、性分化に影

響を与えていると考えられています。さらに、その影響には一塩基多型（SNPs）などの遺伝子型による

化学物質やステロイドへの感受性の差、化学物質曝露によるゲノムへのエピジェネティックな修飾も関

連していると考えられています。このように、環境化学物質曝露による性ホルモンや性腺機能への影響

については、動物を用いた実験データは数多く報告されていますが、一方で、ヒトの疫学研究は乏しい

です。本研究は、母の血液中の環境化学物質の濃度を曝露因子とし、化学物質濃度と胎内のホルモン環

境、胎児の性分化および性腺機能との関連について検討を行っています。また、ライフコース・アプロー

チで対象となった児を思春期まで長期に追跡して、性腺機能および第二次性徴発来のタイミングにおけ

る胎生期の環境化学物質曝露が与える長期間の影響についても知見を得たいと考えています。

●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 の就学前 ASD/ADHD および研究 2 の性腺機能や第二次性徴、および継続して追跡しているア

レルギーや発達障害をアウトカムとして、母体血中 DNA の異物代謝酵素遺伝子（CYP、GST、UGT 等）、

核内受容体遺伝子…（PPAR、ER、GR 等）、葉酸代謝遺伝子（MTHFR 等）、臍帯血中の疾患感受性遺伝子

（OLMDL3、…BDNF、…DRD 等）等の大規模な一塩基多型解析、および後天的エピゲノム変異であるメチル

化部位および近傍領域塩基配列の比較をパイロシークエンシング（プロメガ社）や 450 万か所メチル化

サイト解析（イルミナ社）を用いて行う研究しています。性腺機能、成長、アレルギー、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。
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②…札幌コーホート
札幌コーホートは、母体血中のダイオキシン /PCB、有機フッ素化合物、有機塩素系農薬、ビスフェノー

ル A、フタル酸エステル類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。

8 歳児の対面調査が学校の長期休暇に合わせて実施され、また 9 歳以降の第二次性徴発来に関する調査が

始まった段階です。

2）お子さまへのインフォームドアセント（調査協力への同意）と子ども向け情報冊子
について
これまで、北海道スタディでは保護者の方からの同意を得て調査を実施してきました。しかし、早い時

期に登録いただいたお子さまはすでに 13 歳に達しており、成長に伴って理解力や自分の意思も十分に発達

していると予想されます。したがって今後は保護者の方だけでなく、お子さまにも調査を理解してもらい、

納得してご協力いただくこと（インフォームドアセント）も重要となっ

てきます。そこで、まずは調査への興味を持ってもらうため、北海道ス

タディについてまとめた子ども向けの情報冊子を作成しました。この情

報冊子では、調査の目的や概要の説明、これまでの調査から得られた身

長や体重、日常生活上の習慣や家族との関わり方、アレルギーやアトピー

などのデータに加え、今後の調査予定についてもわかりやすく図や表で

示しました。加えて、お子さまが興味を持ちやすいクイズなども併せて

掲載することで、調査に積極的に参加する気持ちを持ってもらえるよう

工夫しました。平成 26 年度には、コーホートの参加約 5600 名のお子さ

まにこの情報冊子を送付しました。今後の調査では保護者の方とお子さ

まの両者に丁寧な説明を行い、同意を得たうえで調査を進めていく予定

です。

3）研究成果の社会へのフィードバックについて
①…研究参加者・一般市民向け

研究成果の社会へのフィードバックとして、2014 年 11 月 17 日に『環境と健康と化学コミュニケーショ

ン』として国際シンポジウムを開催し、当センター教員が「北海道に住む人々のよりよい生活環境を目

指して～北海道スタディの成果から～」を発表しました。また、2015 年 3 月 2 日のオープンセミナーで

は、大学間協定校のマレーシア科学大学から Prof.…Hamid…Jan…B…Jan（マレーシア科学大学保健科学部栄

養学科）、Dr.…Loy…See…Ling（KK ウーマンアンドチルドレン病院）を招き『マレーシアの子どもの健康

と栄養について、最近問題になっていること』を講演いただきました。また、当センターの教員からは

『北海道スタディ、エコチル調査でわかったこと』として北海道スタディの研究成果を発表しました。こ

れまでに研究に協力いただいた研究参加者の多くの方々にご参加いただきました。また北海道大学では、

公的研究費の配分を受ける研究者が国民に成果を還元すると共にわかりやすく説明する事業「国民との

科学・技術対話」を展開しており、環境健康科学研究教育センターから荒木敦子准教授（2014 年 9 月 26 日、

北海道札幌北高等学校 ;…2014 年 12 月 17 日、北海道札幌開成高等学校）と湊屋街子特任助教（2015 年 11

月 5 日、北海道札幌東高等学校）が出張講義にて高校生との対話を行いました。
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②…研究協力医療機関向け
研究成果の参加協力機関へのフィードバックとして、毎年、当センター教員が北海道スタディ参加協

力機関を訪問し、研究成果を病院の医療スタッフに報告しています。これまで研究に協力いただいた多

くの医療機関の先生方に、調査の意義や最新の研究成果について知っていただく機会となりました。

③…コミュニケーションマークの作成
2015 年度より北海道スタディのホームページを開設し、また、その年の秋には北海道スタディのコミュ

ニケーションマークが決まりました。調査票や環境化学物質などに関するご質問への回答など、今後、

北海道スタディにご協力いただいている研究参加者の方々とのコミュニケーションを図るページや、北

海道スタディをもっと身近に感じていただくためのマークとして運営・運用していく予定です。

4）活動報告
①…会議・委員会等

● 2014（平成 26）年度

・第 1 回班会議　2014 年 7 月 1 日　18:00 − 20:00　KKR ホテル札幌

・第 2 回班会議　2015 年 1 月 26 日　18:00 − 20:00　KKR ホテル札幌

● 2015（平成 27）年度

・第 1 回班会議　2015 年 7 月 2 日　18:00 − 20:00　TKP 札幌駅カンファレンスセンター

・第 2 回班会議　2016 年 1 月 25 日　18:00 − 20:00　ホテルポールスター札幌

②…定例会議
●北海道スタディ週例会議

・毎週月曜日　9：30 ～（センターミーティング開催日は 10：00 ～）開催

③…ニューズレター発行
● 2014…（平成 26）年度

・4 月 1 日「ポプラの綿毛 2014 上半期号」

・10 月 1 日「ポプラの綿毛 2014 下半期号」　　　

● 2015…（平成 27）年度

・4 月 1 日「ポプラの綿毛 2015 上半期号」

・10 月 1 日「ポプラの綿毛 2015 下半期号」



Ⅱ．部門報告

47

・4 月「北海道スタディ」のホームページ開設

・9 月「北海道スタディ」コミュニケーションマー

クの作成

（4）室内空気質と健康
①…研究総括

近年、合成化学物質の増加により室内空気質の汚染によるシックハウス症候群やアレルギーへの影響

が懸念されています。私たちは平成 15 ～ 19 年度にかけて、厚生労働科学研究「シックハウス症候群な

らびに室内空気質と健康問題に関わる全国規模の疫学研究」を実施してきました。この調査研究では、

これまで報告されてきたシックハウス症候群の原因のひとつとされる建材などに含まれるアルデヒド類

や揮発性の高い揮発性有機化合物（VOC）に加え、微生物由来 VOC 類、室内の湿度環境、カビ真菌類、

ダニアレルゲン等にも着目し、これらのアルデヒド類や VOC 類のみならず真菌やダンプネス（過度の湿

度）もシックハウス症候群のリスクとなることや、成人よりも児童でシックハウス症候群の有訴率が高

いことを明らかにしました。平成 19 年度にはこれらの知見をまとめ、保健所や医師等が相談対応時に用

いる実用的なマニュアルとして『シックハウス症候に関する相談と対策マニュアル』を作成し、全国の

保健所に配布しました。

その後、シックハウス症候群の有病率が高い児童を対象に、室内環境要因として小児のアレルギー疾

患への影響が懸念されているプラスチックに流動性を持たせる可塑剤や燃焼から守る難燃剤として汎用

されるフタル酸エステル類やリン酸トリエステル類の曝露評価を加え、アレルギー症状やシックハウス

症候群への影響について明らかにすることを目的として、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」ならびに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」を実施しました。これらの研究から、屋外排気のない燃

焼性燃料（ガス ･ 灯油）の暖房の使用が喘息とアトピー性皮膚炎のリスク要因になること、またハウス

ダスト中のフタル酸−2−ジエチルヘキシル（DEHP）やリン酸トリスブトキシエチル（TBEOP）濃度

が諸外国より高く、一部のフタル酸エステル類、リン酸トリエステル類が喘息やアトピー性皮膚炎のリ

スク要因になること、フタル酸エステル類の尿中代謝物濃度から推定した DEHP、フタル酸ジブチル

（DBP）の 1 日摂取量は両親と比較して小学生や幼児で多いこと、等を明らかにしました。平成 15 ～ 27

年度までの調査研究では、これまでに 44 編の論文と、2 編の著書を輩出しています。

平成 19 年のマニュアル作成から 8 年が経過し、今日までに多くの科学的知見を国際誌に発表してきま

した。そこで平成 26 年度からは、新たな厚生労働科学研究として、国内外の情報を体系的に整理し直し、

最新の知見を加えた『新シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル（改訂版）』の作成を進めて

います。当センターが行った疫学研究の成果に、室内環境に関わる世界の規制や動向、住居者に応じた

予防法、室内空気質汚染のリスクコミュニケーション等の新たな項目を加えました。新マニュアル作成

により専門家のみならず全国の保健所、医療機関、消費生活センター、住宅センター、建築関連団体、

関係省庁や地方自治体等、一般住民や職場、学校などから相談を受ける機関の職員が、相談対応をする

際に利用するためのマニュアルとして役立てることが可能になります。
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②…研究成果
平成 26 年度は、マニュアルに追加すべき課題について検討し、過去のデータの再解析、最新の科学的

情報収集としてエビデンスに関する包括的なレビュー、関連する規制制度や法規、インターネット情報

や書籍等の収集と取りまとめを行いました。

平成 27 年度には情報収集と知見の整理を継続するとともに、マニュアルの執筆作業を行いました。新

マニュアルでは、5 部 11 章で構成し、シックハウス症候群の実態や対策を、疫学および建築学の両面か

らまとめました。序章では、室内環境の重要性を疫学および建築学の両面から記載しました。第Ⅱ部で

は、室内環境による健康影響を日本の疫学調査研究、および世界の規制の動向について整理の結果を踏

まえまとめました。第Ⅲ部では健康影響を及ぼす要因として、化学的要因、生物学的要因、ダンプネス、

受動喫煙、建築学的な要因を示しました。第Ⅳ部では建物の用途や構造による課題、居住者の特性によ

る課題を示しました。第 V 部では、リスクコミュニケーションや住宅や職場での支援、いわゆる化学物

質過敏症など症状を訴える相談にどう対応したらよいかを具体的に記述しています。仮設住宅や居住者

の年齢や季節に応じた予防策、特に熱中症など最近の問題についても調査結果を整理して記載しました。

保健所職員や地域・職域・学校の保健担当者の利用により、SHS に関する正しい知識の普及と、市民等

からの質問や相談に対して、科学的根拠を踏まえた回答が可能になることでしょう。

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」の調査では、札幌

市の小学生とその家族 462 名から尿を回収し、フタル酸エステル類の尿中の代謝物濃度を測定しました。

また、尿中の代謝物濃度から各フタル酸エステル類の1日摂取量を推定式により推定しました。その結果、

DEHP、DBP の尿中代謝物濃度および 1 日摂取量は両親と比較して小学生や幼児で多いことが明らかに

なりました。今後は、アレルギー疾患やシックハウス症状との関連についての検討を行う予定です。

③…活動報告
セミナー・講演会等

2015 年 5 月 19 日・20 日 に ウ プ サ ラ 大 学 よ り Dan…Norbäck 先 生 と Ms.…Juan…Wang を 迎 え て、

International…Seminar…on…Environmental…Health…Sciences を開催しました。

Norbäck 先生より『Recent…Studies…on…Indoor…Environment…and…Health…and…a…Short…Presentation…of…

Uppsala…University』、…Juan…Wang（PhD　Candidate）より『Rhinitis,…Asthma…and…Airway…Infections…

among…Adults…in…Relation…to…the…Home…Environment…in…Sweden…and…a…Short…Presentation…of…the…CCHH…

Study… in…Chongging,…China』として、スウェーデンと中国での研究成果をご講演いただきました。セン
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ターの教員、研究員からはこれまで行ってきた室内空気質と健康に関する調査研究に関する成果を発表

し、意見や情報交換を行う有意義な場となりました。

会議・委員会等

● 2014（平成 26）年度

・第 1 回班会議　2014 年 7 月 1 日　………13:00 − 16:30　北海道大学東京オフィス

・第 2 回班会議　2014 年 1 月 27 日　……13:00 − 16:00　北海道大学東京オフィス

● 2015（平成 27）年度

・第 1 回班会議　2015 年 6 月 29 日　……13:00 − 16:00　北海道大学東京オフィス

・第 2 回班会議　2015 年 11 月 17 日　…13:30 − 17:30　北海道大学ファカルティハウス

　　「エンレイソウ」第 2 会議室

（5）高齢者サポートネットワークの研究
研究総括

2000 年に介護保険制度が導入されてから早 15 年が過ぎ、団塊の世代が高齢期を迎えています。現在の

介護保険制度は、社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や認知症、鬱のリスクが低いとの報告（厚生労

働研究班）をもとに「平成 27 年度からの地域包括ケアシステムの構築に向け、自助・共助・公助だけで

なく、ボランティアなどの支援や地域住民の取り組みによる『互助』の強化」を掲げています。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、高齢者自らも含めた手段的・情緒的なサポートネットワークの拡充が重要です。

高齢者サポートネットワーク研究のグループでは、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ーホート研究を行い、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

験的研究（2007 年；本別町、鷹栖町）を行いました。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）を無作為対象化試験のデザインで介入研究を実施しました。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
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～ 2011 年にかけては、介入効果の限界（介入効果は在宅高齢者生活機能向上ツール（FIT）の効果か訪

問による効果なのか区別出来ない）を解決するための追加研究を、同じ対象地区にて、介入条件（時期

や回数、期間）を同じにして実施しました。訪問内容のみ FIT を用いた家庭訪問と会話のみの訪問に無

作為に分け、訪問前後の効果を検証したところ、認知機能の中でも前頭葉機能の検査である（FIT）で

有意な改善効果が認められました。

2012 年以降は、日高町、新ひだか町でのデータをもとに論文を数本まとめると共に、FIT を用いた家

庭訪問がソーシャル・キャピタル（社会的資源；以下 SC）に与える効果について検討しました。その結

果「社会的役割」では介入群、「社会参加」では介入・対照両群で SC が有意に低下しており、寒冷地や

積雪地区においては、冬季期間の住民交流の機会や手段をいかに構築していくか課題が明確になりまし

た。　　　

日本の高齢化はますます進み、福祉制度や医療制度問題など、高齢者を取り巻く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（Quality…of…Life）を維持・増進する研究にも着手し

ていきたいと考えています。

（6）働く人々の心身の健康に関する研究
①…研究総括

　わが国では職域の健康診断の対象は 1000 万人以上に上り、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ーホート研究による疫学的検討を行っています。

　前向きコーホート研究は、3 自治体職員、1 運輸会社の約 9000 人を対象としています。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 1 自治体では健診時に

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その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

断的に検討しています。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した。職業ストレスの評価は要求度―

コントロールモデル（JCQ モデル）、努力―報酬不均衡モデル（ERI モデル）の 2 つの尺度を用いて検討

を行いました。これまでのところ、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報告しました。

　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。

②…活動報告
　追跡調査は 2008 年度で終了した為、2014 年度および 2015 年度はデータ解析を実施しました。主な研

究成果としては、以下となります。

　佐々木らは、睡眠時間および交代制勤務と慢性腎臓病（CKD）罹患との関連を調査しました。交代制

勤務で層別解析（夜勤している／夜勤していない）を実施した結果、交代制勤務のものでは 1 日の睡眠
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時間が 6 − 7 時間の労働者と比較して、5 時間以下のものは、CKD 罹患リスクが有意に上昇し、そのリ

スク比は 3.6 でした。しかしながら、交代制勤務をしていないものでは、このような関連は観察されませ

んでした。本研究の成果は、雑誌 Journal…of…Occupational…and…Environmental…Medicine（2014…Dec…56

（12）:1243−8）に掲載されました。

（7）その他のプロジェクト
1）長　和俊

環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学病院周産母子センター　診療教授）

●母体因子が胎児の性分化に与える影響の解析
　胎児の器官形成、発育・発達には遺伝要因と環境要因が相互に関連しながら影響している。環境要因

としては、母体の生活習慣や食習慣などからなる母体因子、環境化学物質、放射線、感染症などの因子

が存在する。今回我々は、調査票から得られた母体因子と胎児の性分化の関係について解析を行いました。

【目的】
　母体因子と胎児の性分化の関係を明らかにすることを目的とした。性分化の指標として、肛門性

器 間 距 離（anogenital…distance,…AGD）、 第 2 指 と 第 4 指 の 比（the…ratio…of…the…second…to…fourth…digit…

lengths,2D/4D）、男児の伸展陰茎長（stretched…penile…length,…PL）および精巣容積（testicular…volume,TV）

を用いた。

【方法】
　2012年9月から2014年4月の間に、札幌サブユニットにおいて「子どもの健康と環境に関わる全国調査：

エコチル調査」への参加に同意した妊婦のうち、追加調査「環境化学物質と性腺機能に関する研究」へ

の参加に追加同意した妊婦と出生した新生児を対象とした。調査票より得られた母体因子 11 項目児の身

体計測値（出生時の身長（birth…length,…BL）、出生体重（birth…weight,…BW）、日齢 6 以内の AGD、PL、

TV および 2D/4D）の関係について解析した。

【結果】
　男児と女児で出生時の BL および BW と AGD の間に正の相関が認められた。BL、BW、AGD および

身長で補正した AGD は男児で有意に大きかった。2D/4D は男女の間で有意な差はなかった。AGD およ

び BL で補正した AGD と PL の間に正の相関が認められた。BL および BW と PL との間に有意な相関

は認められなかった。TV と AGD および PL の間に有意な相関は認められなかった。

　母体因子と児の身体計測値の関係では、PL は妊娠 10 − 16 週に母体喫煙のあった群で有意に長い結果

となった。妊娠 10 − 16 週に母体喫煙のあった…91 名では喫煙歴のない 470 名に比して BW は有意に小

さかったが（3073 ± 39…対…3186 ± 17…g,…p 値…0.009）、BL（49.0 ± 0.2…対…49.3 ± 0.1…cm…,…p 値…0.194）およ

び AGD（26.7 ± 0.6…対…26.8 ± 0.2…mm,…p 値…0.845）では有意な差はなかった。PL が上四分位に入ること

と関連する独立した因子として妊娠 10 − 16 週における母体喫煙が抽出された。

【考察】
　妊娠初期の母体喫煙が男性胎児のアンドロゲン曝露に対する反応性を増強する可能性が示唆された。
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2）西村　正治、今野　哲
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、北海道大学病院第一内科講師）

●クラスター解析による喫煙者を含む難治性喘息の病型分類
　喫煙は、種々の喘息病態に対し負の効果をもたらすことが知られている。しかし、この結論は、喫煙

が及ぼす影響は 1 方向性である　との仮説に基づき、例えば、喫煙者と非喫煙者の 2 群比較の検討によ

り導き出されてきた。いっぽう、喫煙が気道炎症に与える影響については、好酸球性炎症の減弱、増強

と相反する報告も存在し、喫煙の影響は決して1方向性ではない可能性も示唆される。我々は、クラスター

解析により、喫煙が喘息病態に及ぼす多様性の理解が深まることを期待した。

　対象は、喫煙歴、併存する慢性閉塞性肺疾患（COPD）の有無を問わず、episodic な呼吸器症状、過去

いずれかの時点における気道可逆性の証明、また、現在の加療の減量に伴う喘息症状の悪化を確認でき

た、米国胸部疾患学会 2000 の定義に合致する難治性喘息 127 人。喫煙歴、喫煙指数、末梢血好酸球数、

%FEV1、FEV1/FVC1 を含む 12 因子を意図的に選択し、階層的クラスタリング法（Ward 法）により病

型分類を試みた。

　得られた dendrogram において、分岐ごとの患者群の臨床的特徴を見ていくと、高齢発症喘息群が喫

煙群と非喫煙群の 2 群に分かれることがわかり、特に喫煙群は FEV1/FVC 低値を特徴としていた。つ

まり、難治性喘息において、喫煙は気流閉塞の進展に関与していることが推察された。更に、喫煙・気

流閉塞を特徴とする群は、次の分岐（分類）において、好酸球性炎症、重症副鼻腔炎スコアを特徴とし、

Th2 関連指標の強い群と（Cluster2）と、逆に非好酸球性炎症を特徴とし、Th2 関連指標の弱い群（Cluster3）

に分類された。

　本研究結果により、喫煙が気流閉塞に与える細胞分子学的機序は単純化すべきではなく、背景となる

炎症病態が異なる 2 群が存在する可能性が推測された。クラスター解析を用いることにより、従来の仮

説に基づく分類では得ることのできない、新たな仮説が得られたと考えられた。

3）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講師）

●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解明されていません。

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曝露による

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。
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　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。

　エコチル調査も 5 年が経過しようとしており、調査に基づいた色々な示唆が得られ始めようとしてお

ります。本研究の調査に関しても、調査年齢に近づいてきており、具体的進捗を目指します。

4）水野　眞佐夫
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院　教授）

　教育学研究院体力科学研究室では、①子どもの発育・発達とからだづくりに関する研究、②競技スポー

ツ・生涯スポーツ・積雪寒冷環境と体力づくりに関する研究、そして、③身体運動・栄養・休養を融合

した健康づくりの実践を構築するための体力科学的研究に取り組んでいます。体力は「行動体力」と「防

衛体力」の二つに分けることができます。「行動体力」は筋力、柔軟性、瞬発力、持久力など行動や身体

運動に必要な基本的要素です。一方、「防衛体力」はウイルスなどの外界からの浸襲、温度変化、精神的

ストレスなどから体を守る免疫系・自律神経系・内分泌系・高次神経系からなります。

　最近の子どもたちは昔と比べると体力不足だと言われ続けています。子どもの体力低下を国民に予感

させているのは、「行動体力」の変化だけではなくて、「防衛体力」の低下であることが明らかとなって

きています。子どもの体力低下を食い止めるための鍵となるのが身体運動であり、防衛体力の限りない

発達を保障する科学的根拠に基づく実践の構築が早急な課題です。

　競技スポーツ、生涯スポーツ・積雪寒冷環境における体力づくり、あるいは健康の保持・増進を目的

とした身体運動において、トレーニングの効果をより高めるためには栄養と休養のタイミングとバラン

スが重要であると考えられます。運動・栄養・休養を融合した科学的根拠に基づく体力づくり・健康づ

くりの実践の構築を可能とする実験的検証の充実が期待されています。　からだづくり・体力づくり・

健康づくりは、家庭・学校・職場・地域と全ての生活領域に抱合されており、また生涯を通しての累年

的蓄積が大きな規定性を有しています。体力科学における研究成果の蓄積を土台として、他領域との連

携により、個々が実践の主体となるための力量形成を可能とする教育学的プログラムの構築が、研究活

動の到達目標です。

5）傳田　健三　
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生活機能学分野　教授）

　第 1 に、児童・青年期の気分障害（うつ病性障害・双極性障害）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、自

閉スペクトラム症（ASD）に関する臨床的、疫学的研究を行っている。児童・青年期の気分障害は、成

人のそれとは異なり、単独で出現することは少なく、ADHD や ASD と併存して出現することが多い。

そのため、それらの疾患の臨床的研究および疫学的研究を行うことは、疾患相互の内的関連性を解明す

ることにつながっていくと考えられる。生物学的研究との連携により、疾患本態の解明につながってい

くことをめざしている。

　第 2 に、児童・青年期の気分障害、ADHD、ASD の認知機能障害に対する認知リハビリテーションを
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行っている。児童・青年期の気分障害、ADHD、ASD は臨床症状だけでなく、認知機能の障害が認めら

れる。認知機能障害が患者の生きづらさ、コミュニケーション障害および社会性の障害と関連している。

従来の精神科治療は、薬物療法と精神療法に限られていたが、新たな認知リハビリテーションが脚光を

浴びている。現在、児童・青年期の気分障害、ADHD、ASD に対する認知リハビリテーションの有効性

の検証を行っている。

6）松井　利仁
環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門…教授）

（1）交通騒音による健康損失の推定方法に関する研究（科学研究費（基盤 C））
　道路・鉄道・航空機などの交通騒音によって、環境性の睡眠障害が生じること、それに起因して虚血

性心疾患や脳卒中などの罹患率の上昇することが、近年の疫学研究によって明らかになっています。西

欧諸国において、様々な環境因子による健康損失（DALY：障害調整生存年）を比較した結果では、交

通騒音に起因する睡眠障害・心疾患等の DALY は、大気汚染の PM による健康損失に次いで高く、受動

喫煙と同程度の高い健康損失が算定されています。本研究では、我が国における交通騒音による DALY

を推定するために、騒音曝露人口推定手法の検討・開発を行なっています。

（2）航空機騒音による睡眠影響に関する疫学研究
　交通騒音による心疾患等の様々な健康影響は、睡眠妨害／睡眠障害を経由して生じると考えられてい

ます。夜間に離着陸が行なわれている軍用空港周辺の住民を対象として、心拍数・呼吸数などの睡眠状

態を長期間に渡って計測を行い、夜間に発生した航空機騒音の最大騒音レベルや継続時間などを同時に

計測し、睡眠状態の変化との関連性を明らかにするための疫学調査を行なっています。

7）長島 美織
環境健康科学研究教育センター…兼務教員…

（北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院　教授）

●リスク社会論研究…
　科学研究費の助成のもと、「リスク社会論のための概念的フレームワーク構築とリスク化指標の抽出」

（平成 24 − 26 年度）と題する研究プロジェクトを推進しています。本研究は、リスク社会論のための方

法論の構築と社会のリスク度に関する指標を提案することを通して、リスク社会研究およびリスクマネ

ジメントシステム開発のための基礎を提供することを目的とします。このため以下の…2…つの理論的およ

び実証的課題の達成を目指します。

（1）「リスク社会論」のための概念的フレームワークの構築
　ベックのリスク社会論をもとにして、個人化、サブ政治、再帰性、公共性などのリスク社会分析に特

徴的で重要な概念を取り出し、それを社会科学の伝統のなかに位置づけることによりそれらの分析装置

のなかの隠れた概念を発掘します。それら隠れた概念も含めた様々な主要概念の構図を提案、社会的リ

スク分析のための方法論を提示します。

（2）リスク社会度判定のための指標の抽出―理論と現象の架橋
　（1）の分析をもとに、それが翻ってどのような社会現象と結びつくかを、様々な社会現象に踏みこん
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で詳細に検討します。これ…を通して、各々の社会がどの程度リスク化しているかを判定することを可能

にするいくつかの指標を…抽出します。…上記プロジェクトの中で、プロジェクトリーダとしての役割に加
えて、特に自然科学によるリスク…評価に含まれる不確実性についてサブ政治やガバナンスの観点から分
析を行っています。

（8）競争的資金獲得状況  … … …

　 1）2014（平成 26）年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
研究事業等名 研究代表者 研究課題名 直接経費 間接経費

厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

岸　　玲子 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化学物質に対す
る遺伝的感受性の解明

44,462 44,462

厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

伊藤佐智子 妊娠期の PFAAs･OH−PCB 曝露によ
る次世代への甲状腺機能攪乱作用と生
後の神経発達へ与える影響の解明 2,000 600

厚生労働省
科学研究費補助金
健康安全・危機管理
対策総合研究事業

岸　　玲子 科学的エビデンスに基づく「新シック
ハウス症候群に関する相談と対策マ
ニュアル（改訂版）」 4,431 1,869

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 A

岸　　玲子 出生コホート研究による環境化学物質
の次世代影響ならびに環境遺伝交互作
用の解明

7,600 2,280

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

岸　　玲子
（代表：佐田　文宏）

胎児期の環境・ゲノム・エピゲノム交
互作用と出生後の成長斬跡：DOHaD
学説の検証

340 102

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

荒木　敦子 出生コーホートを用いた 7 歳児のアト
ピー性皮膚炎に関する環境要因と遺伝
用要因の解明

2,400 540

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究Ｃ

池野多美子
（代表：喜多　歳子）

親の社会経済要因とこどもの成長発達
コホート研究 750 225

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究Ｃ

池野多美子 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と予
防策の解明

700 210

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

岸　　玲子 ADHD 発症リスクの解明：エピジェネ
ティクス及び環境遺伝交互作用 1,200 360

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

荒木　敦子 フタル酸エステル類への胎児期および
学童期曝露が第二次性徴初来に与える
影響解明

1,600 480

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

宮下ちひろ 妊婦の葉酸摂取が後天的遺伝子修飾を
介して小児喘息発症リスクに与える影
響

1,300 390

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

伊藤佐智子 OH−PCB 妊娠期曝露による体内代謝
経路と次世代への甲状腺ホルモン攪乱
作用の解明

1,000 300
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日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

ホウマヌ
グウダルジ

Effects…of…prenatal…perfluorinated…
chemicals…exposure…and…genetic…
vulnerability…on…glucocorticoids…
hormone…profiles,…growth…and…risk…of…
infectious…diseases…in…next…generation

1,800 540

日本学術振興会
科学研究費補助金
研究活動スタート
支援

小林　澄貴 児の ADHD 発症と胎児期受動喫煙と
の遺伝−環境交互作用の解明 1,000 300

日本学術振興会
科学研究費補助金
研究活動スタート
支援

山﨑　圭子 長期記憶情報に基づく視覚的短期記憶
における視覚表象の性質の解明 600 180

環境省
受託研究
環境研究総合推進費

岸　　玲子 環境化学物質による ASD 等の神経発
達障害と環境遺伝−エピゲノム交互作
用の解明

32,500 9,750

環境省
受託研究
環境研究総合推進費

岸　　玲子 妊娠中及び胎児期における内分泌攪乱
物質が性分化及び性腺機能に及ぼす影
響について

12,870 3,861

環境省
受託研究
エコチル調査…

岸　　玲子 子どもの健康と環境に関する全国調査
232,515

（一般管理費を含む）
0

合　　計 349,068 36,525

　 2）2015（平成 27）年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（単位：千円）
研究事業等名 研究代表者 研究課題名 直接経費 間接経費

厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

岸　　玲子 前向きコホート研究に基づく先天異
常、免疫アレルギー及び小児発達障害
のリスク評価と環境化学物質に対する
遺伝的感受性の解明

52,300 15,690

厚生労働省
科学研究費補助金
化学物質リスク
研究事業

伊藤佐智子 妊娠期の PFAAs･OH−PCB 曝露によ
る次世代への甲状腺機能攪乱作用と生
後の神経発達へ与える影響の解明 1,700 510

厚生労働省
科学研究費補助金
健康安全・危機管理
対策総合研究事業

岸　　玲子 科学的エビデンスに基づく「新シック
ハウス症候群に関する相談と対策マ
ニュアル（改訂版）」 6,068 1,819

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究Ａ

岸　　玲子 出生コホート研究による環境化学物質
の次世代影響ならびに環境遺伝交互作
用の解明

6,200 1,800

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 B

荒木　敦子 学童のアトピー性皮膚炎発症への FLG
遺伝子変異と環境化学物質曝露によ…る
影響解明

5,400 1,440

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 C

池野多美子 社会経済要因と幼児期発達コーホート
のマルチレベル・共分散構造分析 1,100 255

日本学術振興会
科学研究費補助金
基盤研究 C

池野多美子
（代表：喜多　歳子）

親の社会経済要因とこどもの成長発達
コホート研究 860 258

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

荒木　敦子 フタル酸エステル類への胎児期および
学童期曝露が第二次性徴初来に与える
影響解明

1,300 327
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日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

岸　　玲子
（代表：佐田　文宏）

メンデル無作為化解析による胎児期環
境リスク評価と遺伝・環境交互作用 392 118

日本学術振興会
科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究

荒木　敦子
（代表：佐田　文宏）

メンデル無作為化解析による胎児期環
境リスク評価と遺伝・環境交互作用 168 50

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

伊藤佐智子 胎児期 OH−PCB 曝露による代謝経路
と次世代への性ホルモン攪乱作用の解
明

1,600 480

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

宮下ちひろ 妊婦の葉酸摂取が後天的遺伝子修飾を
介して小児喘息発症リスクに与える影
響

600 180

日本学術振興会
科学研究費補助金
若手研究Ｂ

山﨑　圭子 環境化学物質が ADHD 症状の多様性
に及ぼす影響：事象関連脳電位を用い
た検討

2,400 720

日本学術振興会
科学研究費補助金
研究活動スタート
支援

小林　澄貴 児の ADHD 発症と胎児期受動喫煙と
の遺伝−環境交互作用の解明 1,000 300

環境省
受託研究費
環境研究総合推進費

岸　　玲子 環境化学物質による ASD 等の神経発
達障害と環境遺伝−エピゲノム交互作
用の解明

39,533 10,637

環境省
受託研究費
環境研究総合推進費

岸　　玲子 胎児期の内分泌かく乱物質への曝露が
性分化・性腺機能および第二次性徴発
来に及ぼす影響：環境遺伝交互作用の
解明

9,999 2,999

環境省
受託研究
エコチル調査…

岸　　玲子 子どもの健康と環境に関する全国調査
186,906

（一般管理費を含む）
0

合　　計 317,526 37,583
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3．研究支援部門
（1）部門紹介

細川　敏幸
環境健康科学研究教育センター　兼務教員

（高等教育推進機構　教授）

　研究支援部門は、環境健康科学センターで行われる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、および科学技術コミュニケーション面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を、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設置された倫理委員会により、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。2014 年度は 14 件…2015 年度も

25 件について審査し、場合により修正意見を取り入れた上で研究計画を認可しました。研究者の変更など

些細な計画変更についてもすべて審査を実施しています。また、情報セキュリティの対策のため情報セキュ

リティ専門のタスクチームを結成し、情報の管理にあたるとともに、年 4 回程度ミーティングを開きその

運用の円滑化に努めています。

　公開セミナーは 2 ヶ月ごとに開催し、学内外からの講演者により 2014 年度には 7 回 2015 年度には 6 回

実施しました。さらに英語論文抄読会を毎月…3…回程度、2014年には34回、2015年には29回実施しています。

これにより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」を通じ、

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。

　センターに関する広報では、この 2 年間に朝日新聞（連載）、北海道新聞、北海道医療新聞、文教速報に

記事が掲載されるとともに、学内広報として北大時報に 2014 年 2 件 2015 年 5 件の記事を掲載しました。

テレビでもＮＨＫ放送局から「北大環境健康科学研究教育センターＷＨＯ協力機関に指定」が放送されま

した。2013 年に結成した広報コミュニケーション・ワーキンググループは、環境健康科学研究教育センター

ロゴマークの作成、「北海道スタディ」コミュニケーションマークの作成、さらには「北海道スタディ」のホー

ムページの開設をいたしました。これらの活動により、われわれの研究の認知度を高めるとともに社会へ

の還元をはかっています。
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（2）倫理審査
1）2014 年（平成 26）年度
①…第 1 回倫理委員会（2014 年 6 月 26 日開催）

課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

27 環境化学物質による ASD 等神経発達障
害への影響解明（北海道スタディ） 岸　　玲子 承認 2014/7/10 　

②…持ち回り倫理委員会（2014 年 7 月 25 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

28 子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）研究計画書（第 1.41 版） 岸　　玲子 承認 2014/8/20 変更申請

（19：変更）

29 環境化学物質による ASD 等神経発達障
害への影響解明（エコチル調査） 岸　　玲子 承認 2014/8/20 　

30
PFCs 胎児期曝露と遺伝子脆弱性が次世
代の糖質コルチコイドホルモンプロフィー
ルと成長に及ぼす影響の解明（和題）

Houman…
Goudarzi 承認 2014/8/20 　

31
PFAAs、OH−PCB 妊娠期曝露による
体内代謝経路と次世代への甲状腺ホル
モン攪乱作用の解明

伊藤佐智子 承認 2014/8/20 変更申請
（22：変更）

32 環境と子どもの健康に関する北海道研
究− 7 歳調査 岸　　玲子 承認 2014/8/20 変更申請

（13：変更）

33 環境と子どもの健康に関する北海道研
究（全道大規模コーホート） 岸　　玲子 承認 2014/8/20 変更申請

（14：変更）

34 環境と子どもの健康に関する北海道研
究（東豊コーホート） 岸　　玲子 承認 2014/8/20 変更申請

（15：変更）

35
妊娠中及び胎児期における内分泌攪乱
物質が性分化および性腺機能に及ぼす
影響について

岸　　玲子
（野々村克也） 承認 2014/8/20 変更申請

（16：変更）

36
胎児期の環境・ゲノム・エピゲノム交
互作用と出生後の成長軌跡：DOHaD
学説の検証

岸　　玲子 承認 2014/8/20 変更申請
（18：変更）

37 親の社会経済状況に関わる環境要因と
こどもの成長発達に関する研究 喜多　歳子 承認 2014/8/20 変更申請

（23：変更）

③…持ち回り倫理委員会（2014 年 12 月 22 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

38
子どもの健康と環境に関する全国調査

（エコチル調査）
研究計画書（第 1.41 版）

岸　　玲子 承認 2015/1/9 変更申請
（28：変更）

39 環境と子どもの健康に関する北海道研
究（東豊コーホート） 岸　　玲子 承認 2015/1/9 変更申請

（34：変更）

④…持ち回り倫理委員会（2015 年 2 月 18 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

40 尿中の難燃性可塑剤（有機リン酸トリ
エステル類）代謝物の分析トライアル 岸　　玲子 承認 2015/2/25 　
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2）2015 年（平成 27）年度
①…倫理審査委員会（2015 年 9 月 16 日開催）

課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

41 7 歳児のアトピー性皮膚炎に関する環境
要因と遺伝要因の解明… 荒木　敦子 承認 2015/10/22 変更申請

（17：変更）

②…倫理審査委員会迅速審査（2015 年 10 月 9 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

42
化学物質胎児期曝露の酸化ストレスと
DNA 損傷による生後発育、免疫機能へ
の影響解明

佐々木成子 承認 2015/10/22 変更申請
（21：変更）

43
妊婦の葉酸摂取が後天的遺伝子修飾を
介して小児喘息発症リスクに与える影
響

宮下ちひろ 承認 2015/10/22 変更申請
（24：変更）

44 喫煙に起因する低体重出生のリスクを
予測する血漿マイクロ RNA の探索 岸　　玲子 承認 2015/10/22 変更申請

（25：変更）

45 環境化学物質による ASD 等神経発達障
害への影響解明（北海道スタディ） 岸　　玲子 承認 2015/10/22 変更申請

（27：変更）

46 環境化学物質による ASD 等神経発達障
害への影響解明（エコチル調査） 岸　　玲子 承認 2015/10/22 変更申請

（29：変更）

47
PFCs 胎児期曝露と遺伝子脆弱性が次世
代の糖質コルチコイドホルモンプロフィー
ルと成長に及ぼす影響の解明（和題）

Houman…
Goudarzi 承認 2015/10/22 変更申請

（30：変更）

48
PFAAs、OH−PCB 妊娠期曝露による
体内代謝経路と次世代への甲状腺ホル
モン攪乱作用の解明

伊藤佐智子 承認 2015/10/22 変更申請
（31：変更）

49
胎児期の環境・ゲノム・エピゲノム交
互作用と出生後の成長軌跡：DOHaD
学説の検証

岸　　玲子 承認 2015/10/22 変更申請
（36：変更）

50 子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）研究計画書（第 1.41 版） 岸　　玲子 承認 2015/10/22 変更申請

（38：変更）

51 尿中の難燃性可塑剤（有機リン酸トリ
エステル類）代謝物の分析トライアル 岸　　玲子 承認 2015/10/22 変更申請

（40：変更）

③…持ち回り倫理審査委員会（2015 年 10 月 30 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

52 PFCs 胎児期曝露が及ぼす先天性心疾
患リスクへの影響の解明（和題）

Houman…
Goudarzi 承認 2015/11/4 　

53 胎児期OH−PCB曝露による代謝経路と
次世代への性ホルモン攪乱作用の解明 伊藤佐智子 承認 2015/11/4 　

54 環境と子どもの健康に関する北海道研
究− 7 歳調査 岸　　玲子 承認 2015/11/4 変更申請

（32：変更）
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④…持ち回り倫理審査委員会（2015 年 11 月 20 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

55

胎児期の内分泌かく乱物質への曝露が
性分化・性腺機能および第二次性徴発
来に及ぼす影響：環境遺伝交互作用の
解明（北海道スタディ）

岸　　玲子 承認 2015/11/30 変更申請
（35：変更）

56

環境化学物質が ADHD（Attention−
Deficit/Hyperactivity…Disorder） 症 状
の多様性に及ぼす影響：事象関連脳電
位を用いた検討

山﨑　圭子 承認 2015/11/30 　

57 メンデル無作為化解析による胎児期環
境リスク評価と遺伝・環境交互作用 岸　　玲子 承認 2015/11/30 　

58 親の社会経済状況に関わる環境要因と
こどもの成長発達に関する研究 喜多　歳子 承認 2015/11/30 変更申請

（37：変更）

59 環境と子どもの健康に関する北海道研
究（全道大規模コーホート） 岸　　玲子 承認 2015/11/30 変更申請

（33：変更）

60 環境と子どもの健康に関する北海道研究
（東豊コーホート） 岸　　玲子 承認 2015/11/30 変更申請

（39：変更）

61 マタニティヨガの周産期予後改善効果
に関する研究 岸　　玲子 承認 2015/11/30 変更申請

（12：変更）

62
フタル酸エステル類への胎児期および
学童期曝露が第二次性徴発来に与える
影響解明

荒木　敦子 承認 2015/11/30 　

63
幼児期における親子の身体接触（スキ
ンシップ）頻度が、子供の健康に与え
る影響に関する研究

岸　　玲子 承認 2015/11/30 　

⑤…持ち回り倫理審査委員会（2015 年 12 月 18 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

64

胎児期の内分泌かく乱物質への曝露が
性分化・性腺機能および第二次性徴発
来に及ぼす影響：環境遺伝交互作用の
解明（エコチル追加調査）

篠原　信雄 承認 2015/12/24 　

⑥…持ち回り倫理審査委員会（2016 年 1 月 22 日開催）
課題
番号 審査課題名 研究

代表者 状況 判定結果通知書
発行日付 適用

65

環境化学物質が ADHD（Attention−
Deficit/Hyperactivity…Disorder） 症 状
の多様性に及ぼす影響：事象関連脳電
位を用いた検討

山﨑　圭子 承認 2016/1/27 　
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（3）情報セキュリティ対策活動
　環境健康科学研究教育センターでは、プロジェクト研究に伴い膨大な個人情報を取り扱っている。これ

らの漏えいを防ぐことは倫理審査における絶対必要条件とされており、情報の流出は許されるものではな

い。そのため、プロジェクトごとに個人情報の取り扱いに関わるマニュアルを作成し、「情報セキュリティ

専門のタスクチーム」が、業務で使用される情報機器、および、ソフトウェアの運用、個人情報管理につ

いての統括を行っている。タスクチームは、日常的に、情報セキュリティ強化についての意見交換を行っ

ている。加えて、定期的に会議を開催し、情報セキュリティに関する問題の洗い出しや対応についての議

論を行うとともに、最新の脅威に対して迅速に対応できるようマニュアルの整備・改訂を進めている。

1）環境健康科学研究教育センターの情報管理体制

①…役割
・トップマネジメント：齋藤健　センター長、荒木敦子・小笠原克彦　副センター長　　
・リスク管理責任者：土川陽子　RC 統括、小林澄貴
……リスク管理に係わる一切の事務を行い、実行する責任を負う。
・情報管理責任者：伊藤佐智子　特任講師
……情報セキュリティ・情報管理の具体的な対応策実施の指揮を執る。
・ 情報管理担当：西原、田村、伊藤（PCソフト管理担当）、槙口（エコチル調査担当）、中西（北海道スタディ担当）
・個人識別情報管理者：小笠原克彦　副センター長
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②…情報管理担当者の管理体制実施事項
・個人情報の所在の把握
・個人情報へのアクセス権の設定
・個人情報の適切な利用と管理
・個人情報が記録された媒体の管理
・自己点検リストによる情報取扱いルールの点検および管理（年 4 回、1 月、4 月、7 月 10 月に実施）
・新規 PC 購入時等ソフトウェア整備補助等
・ファイアーウォールの管理・設定
・北大 HINES チームに対する各種連絡・問い合わせ
・新種ウィルス、情報漏えいケースに関する情報収集と注意喚起

2）活動報告
情報管理担当者ミーティング

第 8 回　2014 年 3 月 27 日（木）

・新人研修時の、情報管理セキュリティに関する伝達事項について

・エコチル管理簿は 3 月から運用開始している状況確認

・ＥＳＥＴのソフト更新の手続き状況確認

（＊）2014 年 4 月 22 日小笠原克彦教授による内部監査実施

第 9 回　2014 年 8 月 28 日（水）

・2014 年 4 月度の内部監査の報告内容について

・ポートスキャンについての報告

・エコチル個人情報格納サーバーのセキュリティについて

・今後のセンターネットワーク環境の改善について

第 10 回　2014 年 7 月 15 日（火）

・ファイアーウォール導入にかかる業者選定について

・ヒヤリハット報告書の導入について

・自己点検リストの改訂について

第 11 回　2014 年 10 月 1 日（水）

・情報セキュリティの業務内容について確認

・共用サーバーの北海道スタディでの運用について

・自己点検リストの実施について

・自主内部監査について

（＊）2014 年 10 月 29 日小笠原克彦教授による内部監査実施

第 12 回　2015 年 1 月 7 日（水）

・自主内部監査について

・共用サーバーの今後の運用について
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・自己点検リストの実施について

・担当と締め切りの決定

・共用サーバーのパスワード変更

・今後の PC 等の購入業者について

第 13 回　2015 年 4 月 15 日（水）

・自己点検リストの回収状況

・共用サーバーの運営について

・個人情報管理台帳、管理簿の更新

・内部監査日程について

第 14 回　2015 年 8 月 11 日（火）

・情報セキュリティの業務内容について確認

・エコチル調査富山ユニットセンターでの事故を受けて

・共用サーバーの北海道スタディでの運用について

・自己点検リストの実施・自主内部監査について

（＊）2015 年 10 月 29 日小笠原克彦教授による内部監査実施

（4）講演会、セミナー等開催
①…公開セミナー

環境健康科学研究教育センターでは、年に数回、所属教員による公開セミナーを開催しています。教員が

それぞれの専門分野を活かして、互いに知識を提供しあう 90 分のセミナーです。

・開催場所

　　　中央キャンパス総合研究棟 1 号館　環境健康科学研究教育センター 2 階　共用講義室 3

● 2014（平成 26）年度

第 1 回　2014 年 5 月 20 日　17：10 − 18：30

　　　　講師：Sharon…Hanley　特任助教（北海道大学大学院医学研究科）

　　　　演題：若い女性の子宮頸がん予防：英国では、日本では

第 2 回　2014 年 7 月 29 日　17：10 − 18：30

　　　　講師：大林…由英　助教（北海道大学大学院医学研究科）

　　　　演題：スリランカに学ぶ国際保健医学研究

第 3 回　2014 年 9 月 18 日　17：10 − 18：30

　　　　講師：大塚…吉則　教授（北海道大学大学院教育学研究院）

　　　　演題：温泉・自然環境を利用した健康づくり
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第 4 回　2014 年 10 月 27 日　17：10 − 18：30

　　　　講師：山内…太郎　教授（北海道大学大学院保健科学研究院）

　　　　演題：子どもの成長：評価方法、日本の現状、進化的視点とライフステージ

第 5 回　2014 年 12 月 11 日　16：00 − 17：30

　　　　講師：川田…学　准教授（北海道大学大学院教育学研究院）

　　　　演題：乳幼児の発達教育環境を再考する：子育ての現場を歩いて見えること

第 6 回　2015 年 1 月 15 日　17：15 − 18：30

…　　　　講師：小島…弘幸　主幹（北海道立衛生研究所食品科学部）

　　　　演題：化学物質と核内受容体：毒性評価・環境測定・創薬への展開

第 7 回　2015 年 2 月 16 日　17：15 − 18：30

　　　　講師：松井…利仁　教授（北海道大学大学院…工学研究院）

　　　　演題：もはや感覚公害とは言えない―交通騒音の健康影響―

● 2015（平成 27）年度

第 1 回　2015 年 4 月 20 日　17：15 − 18：30

　　　　講師：千葉…仁志　教授（北海道大学大学院保健科学研究院）

　　　　演題：脂肪酸・脂肪酸エステル・脂肪滴の意義、分析、調節

第 2 回　2015 年 4 月 20 日　17：15 − 18：30

　　　　講師：室橋…春光　名誉教授（北海道大学大学院教育学研究院）

　　　　演題：発達障害における生物学的基盤と社会的環境

第 3 回　2015 年 7 月 21 日　17：15 − 18：30

　　　　講師：吉成…浩一　教授（静岡県立大学薬学部）

　　　　演題：化学物質の肝毒性発現と核内受容体 CAR および PXR

第 4 回　2015 年 9 月 14 日　17：15 − 18：30

　　　　講師：河口…明人　教授（北海道科学大学保健医療学部）

　　　　演題：DOHaD（疾患感受性胎児期起源説）

第 5 回　2015 年 12 月 22 日　17：15 − 18：30

　　　　講師：西村…正治　教授（北海道大学大学院医学研究科）

　　　　演題：北海道 COPD コホート研究で学んだこと

　　　　講師：今野…哲　講師（北海道大学大学院医学研究科）

　　　　演題：気管支喘息診療に残された課題−難治性喘息の克服に向けて−
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②…研究交流（セミナー詳細はⅡ 1．国際連携部門に記載）
● 2014（平成 26）年度

……日　時：2014 年 11 月 18 日（火）…9:30 − 17:00

……場　所：北海道大学　エンレイソウ第 1 会議室

……ゲスト：Prof.…Jong…Han…Leem　（Inha…University…School…of…Medicine,…Korea）

……日　時：2015 年 2 月 9 日（月）…13:15 − 17:00

……場　所：北海道大学　エンレイソウ第 1 会議室

……ゲスト：Prof.…Alvaro…Puga（Department…of…Environmental…Health,…University…of…Cincinnati…College…of…

……　　　　Medicine）

……　　　　Prof.…Chiharu…Tohyama（Laboratory…of…Environmental…Health…Sciences,…Center…for…Disease…

……　　　　Biology…and…Integrative…Medicine,…Graduate…School…of…Medicine,…The…University…of…Tokyo）

……日　時：2014 年 3 月 2 日（月）～ 5（金）

……ゲスト：Prof.…Hamid…Jan…B.…Jan…Mohammed（University…Sains…Malaysia）

……　　　　Dr.…Loy…See…Ling（現 KK…Women's…Hospital,…Singapore）（詳細はⅡ 1．国際連携部門に記載）

● 2015（平成 27）年度　

……日　時：2015 年 5 月 19 日（月）～ 20 日（火）

……場　所：北海道大学　エンレイソウ第 1 会議室

……主　催：環境健康科学研究教育センター

……ゲスト：…Dr.…Dan…Norbäck,…Department…of…Med…Sciences,…Occupational…and…Environmental…Medicine,…

……　　　　Uppsala…University,…Sweden

……　　　　Ms.…Juan…Wang,…Department…of…Med…Sciences,…Occupational…and…Environmental…Medicine,…

……　　　　Uppsala…University,…Sweden

……日　時：2015 年 6 月 17 日（水）

……場　所：北海道大学　遠友学舎

……ゲスト：…Dr.…Shu−Li（Julie）Wang…

……　　　　Investigator,…Professor,…Division…of…Environmental…Health…and…Occupational…Medicine

……　　　　National…Health…Research…Institutes,…Taiwan

③…国際シンポジウム（詳細はⅡ 1．国際連携部門に記載）
● 2014（平成 26）年度

・北海道大学サステナビリティウイーク 2014　国際シンポジウム

……「環境と健康と科学コミュニケーション」　

……日　　時：平成 26 年 11 月 17 日（月）13：30 − 17：00

……場　　所：北海道大学　学術交流会館　小講堂

……主　　催：環境健康科学研究教育センター

……内　　容：講演およびパネルディスカッション（日英同時通訳）
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・ソウル大学校−北海道大学ジョイントシンポジウム

……日　　時：2014 年 11 月 28 日

……場　　所：北海道大学　遠友学舎

……内　　容：内分泌かく乱物質曝露による健康影響：特に脆弱な人々への影響

● 2015（平成 27）年度

・認証式および WHO（世界保健機関）研究協力センター指定記念講演会

……「環境化学物質のハザードと人の健康障害の予防」

……日　　時：平成 27 年 11 月 16 日（月）13：30 − 17：00

……場　　所：北海道大学　百年記念会館　大会議室

……主　　催：環境健康科学研究教育センター

……内　　容：WHO 研究協力センター認証式、指定記念講演（日英同時通訳）

・市民講演会（詳細はⅡ 1．国際連携部門に記載）

……「子どもの健康と栄養」　

……日　　時：平成 27 年 3 月 5 日（木）10：00 ～ 11：30

……場　　所：札幌エルプラザ　大研修室 B

……主　　催：環境健康科学研究教育センター

……内　　容：マレーシアの研究員による招待講演

（5）英語論文抄読会
　　場所：環境健康科学研究教育センター 2F　共用講義室 3
　　日時：毎週月曜日　13:30 ～ 14:30

　　① 2014（平成 26）年度
月 日 担当者 論文名

4

7（月） 池野
Hsi…H.…C.,…Jiang…C.…B.,…Yang…T.…H.,…Chien…L.…C.;…The…neurological…effects…of…prenatal…and…
postnatal…mercury/methylmercury…exposure…on…three−year−old…children…in…Taiwan.…
Chemosphere.…100:71−76,…2014.

14（月） 湊屋
[Dissertation]…Minatoya…M.,…Kutomi…G.,…Asakura…S.,…Otokozawa…S.,…Sugiyama…Y.,…Ohnishi…
H.,…Akasaka…H.,…Miura…T.,…Mori…M.,…Hirata…K.;…Relationship…of…serum…isoflavone,…insulin…
and…adiponectin…levels…with…breast…cancer…risk.Breast…Cancer.…22（5）:452−61,2015.

28（月） 田村 Fujiwara…T.,… Ito…J.,…Kawachi…I.;… Income…inequality,…parental…socioeconomic…status,…and…
birth…outcomes…in…Japan.Am…J…Epidemiol.…177（10）:1042−1052,…2013.

5

12（月） グウダルジ

Strom…M.,…Hansen…S.,…Olsen…S.…F.,…Haug…L.…S.,…Rantakokko…P.,…Kiviranta…H.,…Halldorsson…
T.… I.;… Persistent… organic… pollutants…measured… in…maternal… serum… and… offspring…
neurodevelopmental… outcomes−A…prospective… study…with… long−term… follow−up.…
Environ…Int.…68C:41−48,…2014.

26（月） 小林澄貴

Williams…T.…A.,…Mars…A.…E.,…Buyske…S.…G.,…Stenroos…E.…S.,…Wang…R.,…Factura−Santiago…
M.…F.,…Lambert…G.…H.,…Johnson…W.…G.;…Risk…of…autistic…disorder… in…affected…offspring…of…
mothers…with…a…glutathione…S−transferase…P1…haplotype.…Arch…Pediatr…Adolesc…Med.…
161（4）:356−361,…2007.
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月 日 担当者 論文名

6

2（月） 宮下

Kiefte−de… Jong… J.… C.,…Timmermans… S.,… Jaddoe…V.…W.,…Hofman…A.,…Tiemeier…H.,…
Steegers…E.…A.,…de…Jongste…J.…C.,…Moll…H.…A.;…High…circulating…folate…and…vitamin…B−12…
concentrations…in…women…during…pregnancy…are…associated…with…increased…prevalence…
of…atopic…dermatitis…in…their…offspring.…J…Nutr.…142（4）:731−738,…2012.

9（月） 小林祥子
Koestler…D.…C.,…Avissar−Whiting…M.,…Houseman…E.…A.,…Karagas…M.…R.,…Marsit…C.… J.;…
Differential…DNA…methylation…in…umbilical…cord…blood…of…infants…exposed…to…low…levels…
of…arsenic…in…utero.…Environ…Health…Perspect.…121（8）:971−977,…2013.

16（月） 伊藤
Fei…C.,…Olsen… J.;…Prenatal… exposure… to…perfluorinated…chemicals… and…behavioral… or…
coordination…problems…at…age…7…years.…Environ…Health…Perspect.… 119（4）:573−578,…
2011.

23（月） 荒木

Joensen…U.…N.,…Jorgensen…N.,…Meldgaard…M.,…Frederiksen…H.,…Andersson…A.…M.,…Menne…T.,…
Johansen…J.…D.,…Carlsen…B.…C.,…Stender…S.,…Szecsi…P.…B.,…Skakkebaek…N.…E.,…De…Meyts…E.…R.,…
Thyssen…J.…P.;…Associations…of…filaggrin…gene…loss−of−function…variants…with…urinary…
phthalate…metabolites…and…testicular… function… in…young…Danish…Men.…Environ…Health…
Perspect.…122（4）:345−350,…2014.

30（月） 池野
Eriksen…H.…L.,…Kesmodel…U.…S.,…Underbjerg…M.,…Kilburn…T.…R.,…Bertrand…J.,…Mortensen…E.…L.;…
Predictors…of…intelligence…at…the…age…of…5:…family,…pregnancy…and…birth…characteristics,…
postnatal…influences,…and…postnatal…growth.…PLoS…One.…8（11）:e79200,…2013.

7

7（月） 湊屋
Tellez−Rojo…M.…M.,…Cantoral…A.,…Cantonwine…D.…E.,…Schnaas…L.,…Peterson…K.,…Hu…H.,…
Meeker…J.…D.;…Prenatal…urinary…phthalate…metabolites…levels…and…neurodevelopment…in…
children…at…two…and…three…years…of…age.…Sci…Total…Environ.…461−462:…386−390,…2013.

14（月） 陳…麒任

Dong…G.…H.,…Tung…K.…Y.,…Tsai…C.…H.,…Liu…M.…M.,…Wang…D.,…Liu…W.,…Jin…Y.…H.,…Hsieh…W.…
S.,…Lee…Y.…L.,…Chen…P.…C.;…Serum…polyfluoroalkyl… concentrations,… asthma…outcomes,…
and…immunological…markers… in…a…case−control…study…of…Taiwanese…children.…Environ…
Health…Perspect.…121（4）:507−513,…513e1−8,…2013.

28（月） 田村 Meng…G.,…Thompson…M.…E.,…Hall…G.…B.;…Pathways… of…neighbourhood−level… socio−
economic…determinants…of…adverse…birth…outcomes.…Int…J…Health…Geogr.…12:32−47,…2013.

9

1（月） 小林澄貴
Strom…M.,…Hansen…S.,…Olsen…S.F.,… et… al.;…Persistent… organic…pollutants…measured… in…
maternal…serum…and…offspring…neurodevelopmental…outcomes−A…prospective…study…
with…long−…term…follow−up.…Environ…Int.68:…41−48,…2014.

8（月） 伊藤

Joensen…U.N.,… Veyrand…B.,…Antignac… J.P.,… Blomberg… Jensen…M.,… Petersen… J.H.,…
Marchand…P.,…Skakkebæk…N.E,…Andersson…A.M.,…Le…Bizec…B.,… Jørgensen…N.;…PFOS

（perfluorooctanesulfonate）in…serum…is…negatively…associated…with…testosterone…levels,…
but…not…with…semen…quality,…in…healthy…men.…Human…Reproduction.28（3…）:…599…–…608,…
2013.…

22（月） 小林祥子
Nardone…S.,…Sams…D.S.,…Reuveni…E.,…Getselter…D.,…Oron…O.,…Karpuj…M.,…Elliott…E.;…DNA…
methylation…analysis… of… the…autistic…brain… reveals…multiple…dysregulated…biological…
pathways.Transl…Psychiatry.…4:…e433,…2014.

29（月） 宮下 Ferguson…K.…K.,…McElrath…T.F.,…Meeker…J.D.,…M.;Environmental…Phthalate…Exposure…
and…Preterm…Birth.…JAMA…Pediatr.…168（1）:61−68,…2014.

10

6（月） 池野

Strøm…M.,…Hansen…S.,…Olsen…S.F.,…Haug…L.S.,…Rantakokko…P.,…Kiviranta…H.,…Halldorsson…
TI.;… Persistent… organic… pollutants…measured… in…maternal… serum… and… offspring…
neurodevelopmental…outcomes−−a…prospective…study…with… long−term…follow−up.…
Environmental…International.…68…:41−48,…2014.

20（月） 荒木

Kim…S.,…Kang…S.,…Lee…G.,…Lee…S.,…Jo…A.,…Kwak…K.,…Kim…D.,…Koh…D.,…Kho…YL.,…Kim…S.,…Choi…
K.;…Urinary…phthalate…metabolites…among…elementary…school…children…of…Korea:…sources,…
risks,…and…their…association…with…oxidative…stress…marker.…Sci…Total…Environ.…472…:49−
55,…2014.

27（月） グウダルジ

Braun…J.M.,…Kalkbrenner…A.E.,…Just…AC.,…Yolton…K.,…Calafat…AM.,…Sjödin…A.,…Hauser…R.,…
Webster…G.M.,…Chen…A.,…Lanphear…B.P.;…Gestational…exposure…to…endocrine−disrupting…
chemicals…and…reciprocal…social,… repetitive,…and…stereotypic…behaviors… in…4−…and…5−
year−old…children:…the…HOME…study.…Environ…Health…Perspect.…122（5）:313−20,…2014.
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月 日 担当者 論文名

11 10（月） 山﨑

Torres−Sánchez…L.,…Rothenberg…S.J.,…Schnaas…L.,…Cebrián…M.E.,…Osorio…E.,…Del…Carmen…
Hernández…M.,…García−Hernández…R.M.,…Del…Rio−Garcia…C.,…Wolff…M.S.,…López−
Carrillo…L.;… In…utero…p,p'−DDE…exposure…and… infant…neurodevelopment:…a…perinatal…
cohort…in…Mexico.…Environ…Health…Perspect.…115（3）:435−9,…2007.

12

1（月） 田村
Blumenshine…P.,…Egerter…S.,…Barclay…J.C.,…Cubbin…C.,…Braveman…A.P.;…Socioeconomic…
Disparities… in…Adverse…Birth…Outcomes…A…Systematic…Review.…American… journal…of…
Preventive…Medicine.…39（3）:263−272,…2010.

8（月） 湊屋
Warner…M.,…Wesselink…A.,…Harley…KG.,…Bradman…A.,…Kogut…K.,…Eskenazi…B.;…Prenatal…
exposure… to…dichlorodiphenyltrichloroethane…and…obesity…at… 9…years…of… age… in… the…
CHAMACOS…study…cohort.…Am…J…Epidemiol.…179（11）:1312−22,…2014.

15（月） 小林澄貴

Papadopoulou…E.,…Vafeiadi…M.,…Agramunt…S.,…Mathianaki…K.,…Karakosta…P.,…Spanaki…
A.,…Besselink…H.,…Kiviranta…H.,…Rantakokko…P.,…KaterinaSarri.,…Koutis…A.,…Chatzi…L.,…
Kogevinas…M.;…Maternal…diet,…prenatal…exposure…to…dioxins…and…other…persistent…organic…
pollutants…and…anogenital…distance… in…children.…Sci…Total…Environ.…222（9）:461−462,…
2013.

22（月） 西原
Bouchard…M.F.,…Bellinger…D.C.,…Wright…R.O,…Weisskopf…M.G.;…Attention−deficit/
hyperactivity… disorder… and…urinary…metabolites… of… organophosphate… pesticides.…
Pediatrics.…125（6）:e1270−7,…2010.

1

5（月） 池野
…Evans…S.F.,…Kobrosly…R.W.,…Barrett…E.S.,…Thurston…S.W.,…Calafat…A.M.,…Weiss…B.,…
Stahlhut…R.,…Yolton…K.,…Swan…S.H.;…Prenatal…bisphenol…A…exposure…and…maternally…
reported…behavior…in…boys…and…girls.…Neurotoxicology.…45:91−9,…2014.

19（月） 小林祥子

…Lind…L.,…Penell…J.,…Luttropp…K.,…Nordfors…L.,…Syvänen…AC.,…Axelsson…T.,…Salihovic…S.,…van…
Bavel…B.,…Fall…T.,…Ingelsson…E.,…Lind…PM.;…Global…DNA…hypermethylation…is…associated…
with…high… serum… levels… of…persistent… organic…pollutants… in… an…elderly…population.…
Environ…Int.…59:456−61,…2013.

2

2（月） 宮下

Jusko…T.A.,…De…Roos…A.J.,…Schwartz…S.M.,…Lawrence…B.P.,…Palkovicova…L.,…Nemessanyi…
T.,…Drobna…B.,…Fabisikova…A.,…Kocan…A.,…Jahnova…E.,…Kavanagh…T.J.,…Trnovec…T.,…Hertz
−Picciotto… I.;…Maternal… and…early…postnatal…polychlorinated…biphenyl… exposure… in…
relation… to… total… serum… immunoglobulin…concentrations… in…6−month−old… infants.… J…
Immunotoxicol.…8（1）:95−100,…2011.

16（月） 荒木

Lien…Y.J.,…Ku…H.Y.,…Su…P.H.,…Chen…S.J.,…Chen…H.Y.,…Liao…P.C.,…Chen…W.J.,…Wang…S.L.;…
Prenatal…exposure…to…phthalate…esters…and…behavioral…syndromes…in…children…at…8…years…
of…age:…Taiwan…maternal…and…infant…cohort…study.…Environ…Health…Perspect.…123（1）:95
−100,…2015.

23（月） グウダルジ

Liew…Z.,…Ritz…B.,…Bonefeld−Jørgensen…C.E.,…Henriksen…B.T.,…Nohr…A.E.,…Bech…H.B.,…Fei…
C.,…Bossi…R.,…Ondine…S.…von…E.… ,…Streja…E.,…Uldall…P.,…Jørn…Olsen;…Prenatal…Exposure…to…
Perfluoroalkyl…Substances…and…the…Risk…of…Congenital…Cerebral…Palsy…in…Children.…Am…
J…Epidemiol.…180（6）:574−81,…2014.…

3

2（月） 湊屋

Ashley−Martin…J.,…Dodds…L.,…Arbuckle…T.E.,…Ettinger…A.S.,…Shapiro…G.D.,…Fisher…M.,…
Morisset…A.S.,…Taback…S.,…Bouchard…M.F.,…Monnier…P.,…Dallaire…R.,…Fraser…W.D.;…A…birth…
cohort…study…to…investigate…the…association…between…prenatal…phthalate…and…bisphenol…
A…exposures…and…fetal…markers…of…metabolic…dysfunction.…Environ…Health.……13:84,…2014.

9（月） 池野
…Sietske…A.…B.,…Arend…F.…B.,…Pieter…J.… J.…S.,…Elise…R.;…Developmental…neurotoxicity…of…
persistent…organic…pollutants:an…update…on…childhood…outcome（Review…Article）.…Arch…
Toxicol.…89（5）:687−709,…2015.

16（月） 田村
Mortensen…L.H.;… Socioeconomic… inequality… in… birth…weight… and… gestational… age…
in…Denmark… 1996−2007:… using… a… family−based… approach… to… explore… alternative…
explanations.…Soc…Sci…Med.…76（1）:1−7,…2013.

30（月） グウダルジ

Liew…Z.,…Ritz…B.,…Bonefeld−Jørgensen…C.E.,…Henriksen…B.T.,…Nohr…A.E.,…Bech…H.B.,…
Fei…C.,…Bossi…R.,…Ondine…S.…von…E.… ,…Streja…E.,…Uldall…P.,…Jørn…Olsen;…Attention…Deficit/
Hyperactivity…Disorder…and…Childhood…Autism…in…Association…with…Prenatal…Exposure…
to…Perfluoroalkyl…Substances:…A…Nested…Case−Control…Study… in…the…Danish…National…
Birth…Cohort.…Environ…Health…Perspect.123（4）:367−73,2015.
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　　② 2015（平成 27）年度
月 日 担当者 論文名

4

6（月） 湊屋
Jillian…A−M.,…Dodds…L.,…Arbuckle…E.T.…,…Ettinger…S.A.,…Shapiro…D.G.,…Fisher…M.,…Taback…S.…
,…Bouchard…F.M.,…Monnier…P.,…Dallaire…R.,…Fraser…D.W.;……Maternal…blood…metal…levels…and…
fetal…markers…of…metabolic…function.…Elsevier…Environmental…Research.136…:…27–34,…2015.

13（月） 西原
Braun…M.J.,… Kahn… S.R.,… Froehlich…T.,…Auinger… P.,… Lanphear… P.B.;… Exposures… to…
Environmental…Toxicants… and…Attention…Deficit…Hyperactivity　Disorder… in…U.S.…
Children.…Environ…Health…Perspect.…114（12）:1904−9,2006.

20（月） アイツ
バマイ

Wang… I−J.,…Karmaus… J.J.W.;…The…effect… of…phthalate… exposure… and…filaggrin…gene…
variants…on…atopic…dermatitis.…Environmental…Research.…136:213–21,2015.

27（月） 山﨑
Kezios…L.K.,…Xinhua…L.,…Cirillo…M.P.,…Cohn…A.B.,…Kalantzi… I.O.,…Yunzhu…Wang,…Petreas…
X.M,…Park…J−S,…Pam…Factor−Litvak;…Dichlorodiphenyltrichloroethane（DDT）,…DDT…
metabolites…and…pregnancy…outcomes.…Reproductive…Toxicology.…35:156–164,2013.

5

11（月） 宮下
Choi…H.,…Kim…J.,… Im…Y.,…Lee…S.,…Kim…Y.;…The…association…between… some…endocrine…
disruptors…and…hypospadias…in…biological…samples.…J…Environ…Sci…Health…A…Tox…Hazard…
Subst…Environ…Eng.47（13）:2173−9,…2012.

18（月） 小林祥子

Joubert…B.R.,…Haberg…S.E.,…Nilsen…R.M.,…Wang…X.,…Vollset…S.E.,…Murphy…S.K.;… 450K…
epigenome−wide…scan…identifies…differential…DNA…methylation…in…newborns…related…to…
maternal…smoking…during…pregnancy.…Environ…Health…Perspect… .…120（10）:1425−31,…
2012.…

25（月） 三浦
Wang…I−J.,…Karmaus…JJ.W.,…Chen…S−L.,…Holloway…W.J.,…Ewart…S.;…Effects…of…phthalate…
exposure…on…asthma…may…be…mediated…through…alterations… in…DNA…methylation.…Clin…
Epigenetics.7（1）:27,2015.

6

1（月） 小林澄貴
Shaheen… S.O.,… Rutterford…C.,… Zuccolo… L.,… Ring… S.M.,… Smith…D.G.,…Holloway.J.W.,…
Henderson…A.J.;…Prenatal…alcohol…exposure…and…childhood…atopic…disease:…a…Mendelian…
randomization…approach.…J…Allergy…Clin…Immunol.…133（1）:225−32,…2014.

8（月） 荒木
Wolff…M.S.,…Teitelbaum…S.L.,…McGovern…K.,…Windham…G.C.,…Pinney…S.M.,…Galvez…M.,…
Calafat…A.M.,…Kushi…L.H.,…and…Biro…F.M.;…Phthalate…exposure…and…pubertal…development…
in…a…longitudinal…study…of…US…girls.…Human…Reproduction.…29（7…）:…1558–1566,…2014.

15（月） 田村
Dolatian…M.,…Mirabzadeh…A.,…Forouzan…A.S.,…Sajjadi…H.,…Alavimajd…H.,…Mahmoodi…Z.,…
Moafi…F.;…Relationship…between…Structural…and…Intermediary…Determinants…of…Health…
and…Preterm…Delivery.…J…Reprod…Infertil.15（2）:78−86,…2014.

22（月） 西原
Cho…S.C.,…Kim…B.N.,…Hong…Y.C.,…Shin…M.S.;… …Effect…of…environmental…exposure…to… lead…
and… tobacco… smoke…on… inattentive…and…hyperactive… symptoms…and…neurocognitive…
performance…in…children.…J…Child…Psychol…Psychiatry.…51（9）:1050−7,2010.

29（月） グウダルジ

Maisonet…M.,…Calafat…A.M.,…Marcus…M.,… Jaakkola… J.… J.K.,… and…Lashen…H.;…Prenatal…
Exposure…to…Perfluoroalkyl…Acids…and…Serum…Testosterone…Concentrations…at…15…Years…
of…Age…in…Female…ALSPAC…Study…Participants.…Environ…Health…Perspect.…123（12）:1325
−30,2015.

7

6（月） グウダルジ
Stein…C.R.,… …Savitz…D.A.and…Bellinger…D.C.;…Perfluorooctanoate…Exposure… in…a…Highly…
Exposed…Community…and…Parent…and…Teacher…Reports…of…Behaviour…in…6–12−Year−
Old…Children.…Paediatr…Perinat…Epidemiol.…28（2）:146−56,…2014.

13（月） 湊屋

Valvi…D.,…Casas…M.,…Romaguera…D.,…Monfort… …N.,…Ventura…R.,…Martinez…D.,…Sunyer… …J.,…
and…Vrijheid…M.;…Prenatal…Phthalate…Exposure… and…Childhood…Growth…and…Blood…
Pressure:…Evidence… from…the…Spanish…INMA−Sabadell…Birth…Cohort…Study.…Environ…
Health…Perspect.…123（10）:…1022–1029,2015.…

27（月） アイツ
バマイ

Ku…H.Y.,…Su…P.H.,…Wen…H.J.,…Sun…H.L.,…Wang…C.J.,…
Chen…H.Y.,…Jaakkola…J.J.K.,…Wang…S−L.;…Prenatal…and…Postnatal…Exposure…to…Phthalate…
Esters…and…Asthma:…A…9−Year…Follow−Up…Study…of…a…Taiwanese…Birth…Cohort.…PLoS…
One.…10（4）:e0123309,…2015.…………
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8

3（月） 宮下

Winneke…G.,…Ranft…U.,…Wittsiepe… J.,…Kasper−Sonnenberg…M.,…Fürst…P.,…Krämer…U.,…
Seitner…G.,…and…Wilhelm…M.;…Behavioral…Sexual…Dimorphism…in…School−Age…Children…
and…Early…Developmental…Exposure…to…Dioxins…and…PCBs:…A…Follow−Up…Study…of…the…
Duisburg…Cohort.…Environ…Health…Perspect.…122（3）:292−8,…2014.

10（月） 荒木
Bekö…G.,…Callesen…M.,…Weschler…C,J.,…Toftum…J.;…Phthalate…exposure…through…different…
pathways…and…allergic…sensitization… in…preschool…children…with…asthma,…allergic…rhino…
conjunctivitis…and…atopic…dermatitis.…Environ…Res.…137:432−9,2015.

24（月） 西原

Obel…C.,…Linnet…K.M.…,…Henriksen…T.B.,…Rodriguez…A.,…Järvelin…M.R.,…Kotima…A.,…Moilanen…
I.,…Ebeling…H.,…Bilenberg…N.,…Taanila…A.,Ye…G.,…Olsen…J.;…Smoking…during…pregnancy…
and…hyperactivity…−inattention…in…the…offspring…comparing…results…from…three…Nordic…
cohorts.…Int…J…Epidemiol.…38（3）:698−705,…2009.

9

7（月） 山﨑

Høyer…B.B.,…Ramlau−Hansen…C.H.,…Pedersen…H.S.,……
Góralczyk…K.;…Motor…development… following… in…utero…exposure… to…organochlorines:…a…
follow−up…study…of…children…aged…5–9…years…in…Greenland,…Ukraine…and…Poland.…BMC…
Public…Health.…15:146,…2015.

14（月） 小林祥子

Rebecca…C.…Richmond…R.C.,…Andrew…J.…Simpkin…A.J.,…Geoff…Woodward…G.,…Gaunt…T.R.,…
Lyttleton…O.,…McArdle…W.L.,…Ring…S.M.,… Smith…A.D.A.C.,…Timpson…N.J.,…Tilling…K.,…
Smith…G.D.,…Relton…C.L.;…Prenatal…exposure…to…maternal…smoking…and…offspring…DNA…
methylation… across… the… lifecourse:… findings… from… the…Avon…Longitudinal…Study…of…
Parents…and…Children（ALSPAC）.…Hum…Mol…Genet.…24（8）:2201−17,…2015.

28（月） 三浦

Ho…S−M.,… Cheong…A.,… Lam…H−M,…Hu…W−Y.,… Shi…G−B.,… Zhu…X.,… Zhang… J.C.X.,…
Medvedovic…M.,…Leung…Y−K,…Prins…G−S.;…Exposure… of… human…prostaspheres… to…
Bisphenol…A…epigenetically…regulates…SNORD…family…non−coding…RNAs…via…histone…
modification.…Endocrinology.…156（11）:3984−95,2015.

10 5（月） 小林澄貴
Shaheen…S.O.,Rutterford…C.,… …Zuccolo…L.,…Ring…S.M.,…Smith…G.D.,…J.W.,… …Henderson…A.J.;…
Prenatal…alcohol…exposure…and…childhood…atopic…disease:…A…Mendelian…randomization…
approach.…J…Allergy…Clin…Immunol.…133（1）:…225–232,2014.

11

2（月） 田村

Restrepo−Méndez…M.C.,…Lawlor…D.A.,…Horta…B.L.,…Matijasevich…A.,…Santos…I.…S.,…Menezes…
A.M.B.,…Barros…F.C.,…Victora…C.G.;…The…Association…of…Maternal…Age…with…Birthweight…
and…Gestational…Age:…A…Cross−Cohort…Comparison.…Paediatr…Perinat…Epidemiol.… 29

（1）:31−40,2015.…

30（月） アイツ
バマイ

Whyatt…R.M.,… Perzanowski…M.S.,… Just…A.C.,… Rundle…A.G.,…Donohue…K.M.,…Calafat…
A.M.,…Hoepner…L.A.,…Perera…F.P.,…and…Miller…R.L.;…Asthma… in…Inner−City…Children…at…
5–11…Years…of…Age…and…Prenatal…Exposure… to…Phthalates:…The…Columbia…Center… for…
Children's…Environmental…Health…Cohort.…Environ…Health…Perspect.…;122（10）:1141−6,…
2014.

12

7（月） 伊藤

Tsaia…M−S.,…Lin…C−Y.,…Lin…C−C.,…Chen…M−H.,…Hsu…S.H.J.,…Chien…K−L.,…Sung…F−C.,…
Pau−Chung…Chen,…Ta−Chen…Su;…Association…between…perfluoroalkyl…substances…and…
reproductive…hormones… in…adolescents…and…young…adults.… Int…J…Hyg…Environ…Health.…
218（5）:437−43,…2015.

14（月） グウダルジ

Toft…G.,…Jönsson…B.A.G.,…Bonde…J.P.,…Nørgaard−Pedersen…B.,…Hougaard…D.M.,…Cohen…A.,…
Lindh…C.H.,…Ivell…R.,…Anand−Ivell…R.,…
and…Lindhard…M.S.;… Perfluorooctane…Sulfonate…Concentrations… in…Amniotic…Fluid,…
Biomarkers…of…Fetal…Leydig…Cell…Function,…and…Cryptorchidism…and…Hypospadias… in…
Danish…Boys（1980−1996）.…Environ…Health…Perspect.…124（1）:151−6,…2016.

21（月） 湊屋

Kuo…F−C.,…Su…S−W.,…Wu…C−F.,…Huang…M−C.,…Shiea…J.,…Chen…B−H.,…Chen…Y−L.,…Wu…
M−T.：Relationship…of…urinary…phthalate…metabolites…with…serum…thyroid…hormones…in…
pregnant…women…and…their…newborns:…a…prospective…birth…cohort…in…Taiwan.PLoS…One.…
10（6）:e0123884,…2015.
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1

4（月） 宮下

Cao…Y.,…Winneke…G.,…Wilhelm…M.,…Wittsiepe…J.,…
Lemm…F.,…Furst…P.,…Ranft…U.,…Imohl…M.,…Kraft…M.,…
Oesch−Bartlomowicz…B.,… Kramer…U.;… Environmental… exposure… to… dioxins… and…
polychlorinated…biphenyls… reduce… levels…of…gonadal…hormones… in…newborns:… results…
from…the…Duisburg…cohort…study.…Int…J…Hyg…Environ…Health.…211（1−2）:30−9,…2008.

18（月） 山﨑

Gascon…M.,…Verner…M−A.,…Guxens…M.,…Grimalt…J.O.,…Forns…J.,… Ibarluzea…J.,…Lertxundi…
N.,…Ballester…F.,…Llop…S.…,…Haddad…S.,…Sunyer…J.,…Vrijheid…M.;…Evaluating…the…neurotoxic…
effects…of… lactational…exposure… to…persistent…organic…pollutants（POPs）in…Spanish…
children.…Neurotoxicology.…34:9−15,2013.

（6）広報・コミュニケーション活動
1）環境健康科学研究教育センターコミュニケーションマーク

環境健康科学研究教育センター設立から平成 26 年度で 5 年目を迎えるにあたり、

今後より一層の広報活動に取り組むため 2015 年 2 月に制作しました。

2）イベント
● 2014（平成 26）年度

・北海道大学サステナビリティウイーク 2014　国際シンポジウム

……「環境と健康と科学コミュニケーション」　

……日　　時：平成 26 年 11 月 17 日（月）13：30 ～ 17：00

……場　　所：北海道大学　学術交流会館　小講堂

……主　　催：環境健康科学研究教育センター

……内　　容：講演およびパネルディスカッション（日英同時通訳）

・市民講演会　「子どもの健康と栄養」　

……日　　時：平成 27 年 3 月 5 日（木）10：00 ～ 11：30

……場　　所：札幌エルプラザ　大研修室 B

……主　　催：環境健康科学研究教育センター

……内　　容：マレーシアの研究員による招待講演

● 2015（平成 27）年度　

・認証式および WHO（世界保健機関）研究協力センター指定記念講演会

……「環境化学物質のハザードと人の健康障害の予防」

……日　　時：平成 27 年 11 月 16 日（月）13：30 ～ 17：00

……場　　所：北海道大学　百年記念会館　大会議室

……主　　催：環境健康科学研究教育センター

……内　　容：WHO 研究協力センター認証式、指定記念講演（日英同時通訳）



Ⅱ．部門報告

73

3）ニュースレター発行
● 2014（平成 26）年度

・4 月 1 日「環境健康科学研究教育センターだより・第 2 号」

・1 月 5 日「環境健康科学研究教育センターだより・第 3 号」

● 2015（平成 27）年度

・5 月 1 日「環境健康科学研究教育センターだより・第 4 号」

・2 月 1 日「環境健康科学研究教育センターだより・第 5 号」

4）北海道大学「国民との科学・技術対話推進事業」への参画
● 2014（平成 26）年度の活動

講師：荒木敦子

講義：「北海道の人々が参加する環境と健康に関する研究」

平成 26 年 9 月 26 日（金曜日）　…15:50 − 17:00　北海道札幌北高等学校

平成 26 年 12 月 17 日（水曜日）……12:55 − 13:45　北海道札幌開成高等学校

● 2015（平成 27）年度の活動

講師：湊屋街子

講義：「環境と子どもの健康に関する北海道スタディ」

平成 27 年 11 月 5 日（木曜日）　16:00 − 17:00　北海道札幌東高等学校

5）Web ページの公開
北海道大学環境健康科学研究センター：http://www.cehs.hokudai.ac.jp/

研究成果データーベース「環境と健康ひろば」：http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hiroba/

環境と子どもの健康に関する研究・北海道スタディ：http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hokkaidostudy/

エコチル調査・北海道ユニットセンター：http://www.cehs.hokudai.ac.jp/ecochil/

6）北海道大学広報誌「北大時報」記事
● 2014（平成 26）年度

・2014/7 月号…No.724…部局ニュース

環境健康科学研究教育センターで「子どもの健康と発達」に与える社会経済要因の影響に関するセミ

ナーを開催

・2015/3 月号…No.732…部局ニュース

環境健康科学研究教育センターでマレーシア科学大学との学術交流を実施

● 2015（平成 27）年度

・2015/4 月号…No.733…部局ニュース

環境健康科学研究教育センターが国立保健医療科学院との共同フォーラムを開催

・2015/6 月号…No.735…部局ニュース

環境健康科学研究教育センターが WHO…Collaborating…Centre（研究協力機関）に指定
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・2015/6 月号…No.735…部局ニュース

環境健康科学研究教育センターが研究交流会を開催

・2015/7 月号…No.736…部局ニュース

環境健康科学研究教育センターが研究交流会を開催

・2015/12 月号…No.741…部局ニュース

環境健康科学研究教育センターが世界保健機関（WHO）

の研究協力機関認証式と指定記念講演を開催

7）北海道大学大学院医学研究科 / 医学部医学科広報誌記事
・2015/2 月　第 62 号　p.5…『北海道大学　サステナビリティウィーク 2014 関連行事　

……「環境と健康と科学コミュニケーション」実施報告』　池野多美子

8）新聞記事
● 2014（平成 26）年度

・10 月 28 日

……北海道新聞『妊婦悩ます夫の煙』

・11 月 5 日

……朝日新聞（道内）『家庭・職場での受動喫煙　妊婦の 4 割が直面』

・12 月 8 日

……北海道新聞　記者の視点『分煙より禁煙、効果的啓発を』

● 2015（平成 27）年度

・6 月 17 日

……北海道新聞　朝刊　「北大環境健康科学研究教育センターＷＨＯ協力機関に指定」

・11 月 20 日

……北海道医療新聞　「北大環境健康科学センター　ＷＨＯ研究協力機関に」

・12 月 25 日

……文教速報　「北大環境健康科学研究教育センター　ＷＨＯの研究協力機関認証式と指定記念講演を開催」

・朝日新聞　ほっかいどう　水曜生きる　「けんこう処方箋」　＜連載＞

……9 月 2 日、10 月 7 日、11 月 11 日、12 月 9 日　2016 年 1 月 27 日

9）テレビ
● 2015（平成 27）年度　

・6 月 21 日

……ＮＨＫ放送局「北大環境健康科学研究教育センターＷＨＯ協力機関に指定」放映

10）展示など
● 2015（平成 27）年度　

・2 月 1 日～ 3 月 31 日

……インフォメーションセンター「エルムの森」でセンターの取り組みや研究成果の紹介を展示
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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〉
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（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



Ⅱ．部門報告

99

（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
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Ⅲ．業績一覧

1. プロジェクト研究業績一覧
（1）原著論文、総説（英語）

① 2014 年
Y.…Otake,…S.…Nakajima,…A.…Uno,…S.…Kato,…S.…Sasaki,…E.…Yoshioka,…T.… Ikeno…and…R.…Kishi;…Association…

between…maternal…antenatal…depression…and…infant…development:…a…hospital−based…prospective…cohort…

study.…Environmental…Health…and…Preventive…Medicine.…19…（1）:30−45,…2014.

E.…Okada,…S.…Sasaki,…I.…Kashino,…H.…Matsuura,…C.…Miyashita,…S.…Kobayashi,…K.…Itoh,…T.…Ikeno,…A.…Tamakoshi…

and…R.…Kishi;…Prenatal… exposure… to…perfluoroalkyl… acids… and…allergic…diseases… in… early… childhood.…

Environment…International.…65:127−134,…2014.

A.…Araki,…T.…Mitsui,…C.…Miyashita,…T.…Nakajima,…H.…Naito,…S.…Ito,…S.…Sasaki,…K.…Cho,…T.…Ikeno,…K.…Nonomura…

and…R.…Kishi;…Association…between…maternal…exposure…to…di（2−ethylhexyl）…phthalate…and…reproductive…

hormone… levels… in… fetal…blood:…The…Hokkaido…Study…on…Environment…and…Children's；Health.…PLOS…

ONE.…9…（10）:e109039,…2014.

A.…Araki,… I.…Saito,…A.…Kanazawa,…K.…Morimoto,…K.…Nakayama,…E.…Shibata,…M.…Tanaka,…T.…Takigawa,…T.…

Yoshimura,…H.…Chikara,…Y.…Saijo…and…R.…Kishi;…Phosphorus…flame…retardants… in… indoor…dust…and…their…

relation…to…asthma…and…allergies…of…inhabitants.…Indoor…Air.…24…（1）:3−15,…2014.

Y.…Ait…Bamai,…E.…Shibata,… I.…Saito,…A.…Araki,…A.…Kanazawa,…K.…Morimoto,…K.…Nakayama,…M.…Tanaka,…

T.…Takigawa,…T.…Yoshimura,…H.…Chikara,…Y.…Saijo…and…R.…Kishi;…Exposure…to…house…dust…phthalates… in…

relation…to…asthma…and…allergies…in…both…children…and…adults.…Science…of…the…Total…Environment.…485−

486:153−163,…2014.

Y.…Ait…Bamai,…A.…Araki,…T.…Kawai,…T.…Tsuboi,…I.…Saito,…E.…Yoshioka,…A.…Kanazawa,…S.…Tajima,…S.…Cong,…A.…

Tamakoshi…and…R.…Kishi;…Associations…of…phthalate…concentrations…in…floor…dust…and…multi−surface…dust…

with…the…interior…materials…in…Japanese…dwellings.…Science…of…the…Total…Environment.…468−469:147−157,…

2014.

T.…Kawamoto,…H.…Nitta,…K.…Murata,…E.…Toda,…N.…Tsukamoto,…M.…Hasegawa,…Z.…Yamagata,…F.…Kayama,…

R.…Kishi,…Y.…Ohya,…H.…Saito,…H.…Sago,…M.…Okuyama,…T.…Ogata,…S.…Yokoya,…Y.…Koresawa,…Y.…Shibata,…S.…

Nakayama,…T.…Michikawa,…A.…Takeuchi,…H.…Satoh…and…W.…G.…o.…t.…E.…R.…f.…C.…s.…E.…Health;…Rationale…and…

study…design…of… the…Japan…environment…and…children's…study…（JECS）.…BMC…Public…Health.…14:25−32,…

2014.

S.…Tajima,…A.…Araki,…T.…Kawai,…T.…Tsuboi,…Y.…Ait…Bamai,…E.…Yoshioka,…A.…Kanazawa,…S.…Cong…and…R.…

Kishi;…Detection…and…intake…assessment…of…organophosphate…flame…retardants…in…house…dust…in…Japanese…

dwellings.…Science…of…the…Total…Environment.…478:190−199,…2014.
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S.…Cong,…A.…Araki,…S.…Ukawa,…Y.…Ait…Bamai,…S.…Tajima,…A.…Kanazawa,…M.…Yuasa,…A.…Tamakoshi…and…

R.…Kishi;…Association…of…Mechanical…Ventilation…and…Flue…Use… in…Heaters…With…Asthma…Symptoms… in…

Japanese…Schoolchildren:…A…Cross−Sectional…Study… in…Sapporo,… Japan.… Journal…of…Epidemiology.…24…

（3）:230−238,…2014.

S.…Sasaki,…E.…Yoshioka,…Y.…Saijo,…T.…Kita,…A.…Tamakoshi…and…R.…Kishi;…Short…sleep…duration…increases…the…

risk…of…chronic…kidney…disease…in…shift…workers.…Journal…of…occupational…and…environmental…medicine…/…

American…College…of…Occupational…and…Environmental…Medicine.…56…（12）:1243−8,…2014.

② 2015 年
M.…A.…Verner,…A.…E.…Loccisano,…N.…H.…Morken,…M.…Yoon,…H.…Wu,…R.…McDougall,…M.…Maisonet,…M.…Marcus,…R.…

Kishi,…C.…Miyashita,…M.…H.…Chen,…W.…S.…Hsieh,…M.…E.…Andersen,…H.…J.…Clewell,…3rd…and…M.…P.…Longnecker;…

Associations…of…Perfluoroalkyl…Substances…（PFASs）…with…Lower…Birth…Weight:…An…Evaluation…of…

Potential…Confounding…by…Glomerular…Filtration…Rate…Using…a…Physiologically…Based…Pharmacokinetic…

Model…（PBPK）.…Environmental…Health…Perspectives.…123（12）:1317−24,…2015.

C.…Miyashita,…S.…Sasaki,…Y.…Saijo,…E.…Okada,…S.…Kobayashi,…T.…Baba,…J.…Kajiwara,…T.…Todaka,…Y.…Iwasaki,…

H.…Nakazawa,…N.…Hachiya,…A.…Yasutake,…K.…Murata…and…R.…Kishi;…Demographic,…behavioral,…dietary,…and…

socioeconomic…characteristics…related…to…persistent…organic…pollutants…and…mercury…levels…in…pregnant…

women…in…Japan.…Chemosphere.…133:13−21,…2015.

C.…Miyashita,…S.…Sasaki,…T.… Ikeno,…A.…Araki,…S.… Ito,… J.…Kajiwara,…T.…Todaka,…N.…Hachiya,…A.…Yasutake,…

K.…Murata,…T.…Nakajima…and…R.…Kishi;…Effects… of… in…utero…exposure… to…polychlorinated…biphenyls,…

methylmercury,…and…polyunsaturated… fatty…acids…on…birth…size.… …Science…of… the…Total…Environment.…

533:256−265,…2015.

Reply… to… the…correspondence… letter… from…Dr.… Jose…Garrofe…Dorea…（Effects…of… in…utero…exposure… to…

polychlorinated…biphenyls,…methylmercury,…and…polyunsaturated… fatty…acids…on…birth…size）,…Sci…Total…

Environ,…2015…in…press.

T.…Mitsui,…A.…Araki,…A.… Imai,…S.…Sato,…C.…Miyashita,…S.… Ito,…S.…Sasaki,…T.…Kitta,…K.…Moriya,…K.…Cho,…K.…

Morioka,…R.…Kishi…and…K.…Nonomura;…Effects…of…prenatal…leydig…cell…function…on…the…ratio…of…the…second…

to…fourth…digit…lengths…in…school−aged…children.…PLOS…ONE.…10…（3）:e0120636,…2015.

X.…Jia,…T.…Tagawa,…H.…Yatsuya,…H.…Naito,…Y.…Hayashi,…Y.…Husna,…S.…Sasaki,…A.…Araki,…C.…Miyashita,…T.…

Ikeno,…R.…Kishi…and…T.…Nakajima;…Association…of…maternal…whole…blood… fatty…acid…status…during…the…

prenatal…period…with…term…birth…dimensions:…a…cross−sectional…study.…Journal…of…Perinatal…Medicine.…43…

（5）:565−75,…2015.
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X.…Jia,…Y.…Harada,…M.…Tagawa,…H.…Naito,…Y.…Hayashi,…H.…Yetti,…M.…Kato,…S.…Sasaki,…A.…Araki,…C.…Miyashita,…T.…

Ikeno,…R.…Kishi…and…T.…Nakajima;…Prenatal…maternal…blood…triglyceride…and…fatty…acid…levels…in…relation…

to…exposure… to…di（2−ethylhexyl）phthalate:… a… cross−sectional… study.…Environmental…Health…and…

Preventive…Medicine.…20…（3）:168−78,…2015.

R.…Kishi,…T.…Nakajima,…H.…Goudarzi,…S.…Kobayashi,…S.…Sasaki,…E.…Okada,…C.…Miyashita,…S.…Itoh,…A.…Araki,…T.…

Ikeno,…Y.…Iwasaki…and…H.…Nakazawa;…The…Association…of…Prenatal…Exposure…to…Perfluorinated…Chemicals…

with…Maternal…Essential…and…Long…Chain…Polyunsaturated…Fatty…Acids…during…Pregnancy…and…the…Birth…

Weight…of…their…Offspring:…The…Hokkaido…Study.…Environmental…Health…Preventives.…123…（10）:1038−

45,…2015.

S.… J.…Hanley,…E.…Yoshioka,…Y.… Ito… and…R.…Kishi;…HPV…vaccination… crisis… in… Japan.…Lancet…（London,…

England）.…385…（9987）:2571,…2015.

Y.…Ait…Bamai,…A.…Araki,…T.…Kawai,…T.…Tsuboi,…E.…Yoshioka,…A.…Kanazawa,… S.…Cong…and…R.…Kishi;…

Comparisons…of…urinary…phthalate…metabolites…and…daily…phthalate… intakes…among…Japanese… families.…

International…Journal…of…Hygiene…and…Environmental…Health.…218…（5）:461−70,…2015.

③ 2016 年
H.…Goudarzi,…S.…Nakajima,…T.…Ikeno,…S.…Sasaki,…S.…Kobayashi,…C.…Miyashita,…S.…Ito,…A.…Araki,…H.…Nakazawa…

and…R.…Kishi;…Prenatal…exposure…to…perfluorinated…chemicals…and…neurodevelopment… in…early… infancy:…

The…Hokkaido…Study.…Science…of…the…Total…Environment.…541:1002−10,…2016.

Mitsui,…A.…Araki,…C.…Miyashita,…S.… Ito,…T.… Ikeno,…S.…Sasaki,…T.…Kitta,…K.…Moriya,…K.…Cho,…K.…Morioka,…R.…

Kishi,…N.…Shinohara,…M.…Takeda…and…K.…Nonomura;…The…Relationship…between…the…Second−to−Fourth…

Digit…Ratio…and…Behavioral…Sexual…Dimorphism…in…School−Aged…Children.…PLOS…ONE.…11…（1）:e0146849,…

2016.

A.…Bannai,…E.…Yoshioka.,…Y.…Saijo,…S.…Sasaki,…R.Kishi…and…A.Tamakoshi…,;…The…risk…of…developing…diabetes…

in…association…with… long…working…hours…differs…by…shift…work…schedules,…Journal…of…Epidemiology…−…

Manuscript…ID…JE−2015−0155.R1.in…press.

（2）原著論文、総説（日本語）
2014 年

岡本裕樹、湯浅資之、池野多美子、鵜川重和 ;…予防型家庭訪問が寒冷地域在住高齢者のソーシャル・キャ

ピタル効果に与える影響−北海道・寒冷地域における無作為化比較対照研究− .…日本予防医学会雑誌 .…9…

（1）:29−36,…2014.

深田一剛、嶋田貴志、多島秀司、岸玲子、榎本雅夫 , 安枝浩 ;…ネコアレルゲン Fel…d…1 測定 Enzyme−

Linked…Immunosorbent…Assay の確立 .…アレルギー・免疫 .…21…（3）:522−529,…2014.
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小林澄貴、荒木敦子、佐々木成子、池野多美子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、岸玲子 ;…胎児期の母の受動喫

煙と児の出生体重に関する最近の研究動向 .…北海道公衆衛生学雑誌 .…28…（2）:37−48,…2014.

（3）解説、その他
① 2014 年

岸玲子 ;…【公害・環境問題の変貌と新展開】　環境化学物質の次世代影響　出生コーホート研究による成果

と今後の課題 .…公衆衛生 .…78…（8）:547−552,…2014.

土川陽子、西條泰明、伊藤善也、吉岡英治、川西康之、堤裕幸、遠藤俊明、馬場剛、小林正樹、水上尚典、

有賀正、野々村克也、長和俊、白石秀明、千石一雄、宮本敏伸、東寛、池野多美子、荒木敦子、宮下ちひろ、

伊藤佐智子、岸玲子 ;…環境省「エコチル調査」開始 2 年の報告と今後の調査について .…北海道母性衛生学

会誌 .…43…（1）:37−42,…2014.

岸玲子、土川陽子 ;…広い地域にわかりやすく情報発信する北海道ユニットセンターの取り組み .…生活と環

境 .…59…（2）:22−26,…2014.

荒木敦子、アイツバマイゆふ、岸玲子 ;…住環境におけるフタル酸エステル類・リン酸トリエステル類の曝

露実態と居住者への健康影響 .…空気清浄 .…52…（3）:170−177,…2014.

荒木敦子、アイツバマイゆふ、岸玲子 ;…環境汚染とアレルギーに関する疫学的知見−特に室内空気質に焦

点をあてて−.…アレルギー .…63…（8）:1075−1084,…2014.

岸玲子 ;…健康で持続的な働き甲斐のある労働へ　新しい仕組みをつくろう（24）最終回：日本学術会議の

提言が新しい労働雇用・労働安全衛生システムへと転換するために：改革の方向性・最近 2 年間の動き・

その論点 .…公衆衛生 .…78…（3）:197−203,…2014.

小林澄貴、佐々木成子、佐田文宏、宮下ちひろ、池野多美子、荒木敦子、岸玲子 ;…「妊婦の受動喫煙が

児の出生時体格へ及ぼす影響：遺伝的なハイリスクについてー環境と子どもの健康に関する北海道スタ

ディ」北海道小児保健研究会会誌 .…35−39,…2014.

湊屋街子、西條泰明、伊藤善也、荒木敦子、池野多美子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、小林澄貴、土川陽子、

田村菜穂美、吉岡英治、川西康之、村林宏、岸玲子、エコチル調査北海道ユニットセンター事務局 ;…北

海道 3 地区における妊婦の食習慣・運動習慣の実態について：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登録者のデータから .…北海道公衆衛生学雑誌 .……28,…57,…

2014.

② 2015 年
岸玲子 ;…【講座　子供を取り巻く環境と健康】第 1 回「奪われし未来」にしない .…公衆衛生 .…79…（3）:193
−199,…2015.

梶原淳睦 ;…【講座　子供を取り巻く環境と健康】第 3 回　POPs（ダイオキシン・PCB 類）の曝露実態 .…公
衆衛生 .…79…（5）:347−352,…2015.
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荒木敦子、アイツバマイゆふ…、岸玲子 ;…【講座　子供を取り巻く環境と健康】第 5 回　短半減期化学物質
の曝露実態 .…公衆衛生 .…79…（7）:485−490,…2015.

那須民江 ;…【講座　子供を取り巻く環境と健康】第 6 回　妊娠期化学物質曝露と母の栄養状態および次世
代影響 .…公衆衛生 .…79…（8）:559−564,…2015.

佐々木成子、小林澄貴…、岸玲子 ;…【講座　子供を取り巻く環境と健康】第 7 回　喫煙、受動喫煙による児
への影響 .…公衆衛生 .…79…（9）:637−643,…2015.

湊屋街子、岸玲子 ;…【講座　子供を取り巻く環境と健康】第 8 回　胎児期の環境化学物質曝露が出生体重
と生後発育へ与える影響 .…公衆衛生 .…79…（10）:719−724,…2015.

宮下ちひろ、岸玲子 ;…【講座　子供を取り巻く環境と健康】第 9 回　乳幼児のアレルギー・感染症へのダ
イオキシン類、有機フッ素系化学物質曝露による影響 .…公衆衛生 .…79…（11）:805−810,…2015.

荒木敦子、アイツバマイゆふ、岸玲子 ;…【講座　子どもを取り巻く環境と健康】第 10 回　乳幼児のアレル
ギーと胎児期・小児期の可塑剤・難燃剤曝露 .…公衆衛生 .…79…（12）:876−881,…2015.

岸玲子 ;…世界における出生コーホート研究の現状 .…Endcrine…Disrupter…News…Letter.…18…（1）:1,…2015.

宮下ちひろ、岸玲子 ;…胎児期の PCBs ダイオキシン類による出生体重とアレルギー感染症に与える影響 .…
Endcrine…Disrupter…News…Letter.…18…（1）:3,…2015.

荒木敦子、宮下ちひろ、岸玲子 ;…胎児期の有機フッ素化合物曝露による児の健康への影響 .…Endcrine…
Disrupter…News…Letter.…18…（1）:5,…2015.

三井貴彦、武田正之、篠原信雄、野々村克也、荒木敦子、岸玲子 ;…環境化学物質がホルモン環境および身
体的変化に与える影響について .…Endcrine…Disrupter…News…Letter.…18…（1）:6,…2015.

土川陽子、西條泰明、伊藤善也、吉岡英治、川西康之、堤裕幸、遠藤俊明、馬場剛、小林正樹、水上尚典、
有賀正、長和俊、白石秀明、千石一雄、宮本敏伸、東寛、荒木敦子、池野多美子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、
岸玲子 ;…環境省「エコチル調査」開始 3 年を経ての集計データの報告と調査予定 . 北海道母性衛生学会
誌 .44　:25−30,…2015.

池野多美子、西條泰明、伊藤善也、川西康之、吉岡英治、村林宏、堤裕幸、有賀正、長和俊、白石秀明、
東寛、荒木敦子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、湊屋街子、小林澄貴、西原進吉、山﨑圭子、岸玲子；「環境
省エコチル調査」開始 4 年後を経ての集計データ：1 歳までの発達を中心に．平成 27 年度北海道小児保
健研究会会誌（印刷中）

伊藤佐智子、岸玲子；【講座　子どもを取り巻く環境と健康】第 12 回環境化学物質曝露による内分泌系

への影響（１）甲状腺機能 . 公衆衛生 .80（2）:137−144,…2016.

荒木敦子、伊藤佐智子、岸玲子；【講座　子どもを取り巻く環境と健康】第 13 回環境化学物質曝露によ

る内分泌系への影響（2）性ホルモン . 公衆衛生 .80（3）:221−227,…2016.
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（4）学会発表（シンポジウム含む）
1）国際学会
① 2014 年

M.…Verner,…A.…Loccisano,…M.…Yoon,…H.…Wu,…R.…McDougall,…M.…Maisonet,…M.…Marcus,…R.…Kishi,…C.…Miyashita,…

M.…Chen,…W.…Hsieh,…M.…Andersen,…H.…Clewell…III…and…M.…Longnecker;…The…Association…Between…Prenatal…

Exposure…to…Perfluoroalkyl…Substances…（PFAS）…and…Reduced…Birth…Weight:… Is…Glomerular…Filtration…

Rate…the…Underlying…Cause?…SOT's…53rd…Annual…Meeting.…Phoenix,…USA.…（2014.3.23−27）

T.…Kita,…S.…Nakajima,…T.…Ikeno…and…R.…Kishi;…The…Association…between…Parental…Socioeconomic…Status…

and…Intellectual…Ability…in…Japanese…Infants…aged…42…month:…The…Hokkaido…Study.…The…20th…IEA…World…

Congress…Of…Epidemiology.…Anchorage,…USA.…（2014.8.17−21）

F.…Sata,…A.…Eto,…A.…Araki,…T.…Mitsui,…Y.…Kanatani,…R.…Kishi…and…K.…Nonomura;…Associations…between…

fetal…genetic…polymorphisms…and…cord…blood…sex…hormone…and…protein…levels.…ISEE…2014.…Seattle,…USA.…

（2014.8.24−28）

S.…Itoh,…A.…Araki,…C.…Miyashita,…H.…Nakazawa,…T.…Mitsui,…K.…Cho,…S.…Sasaki,…T.…Ikeno,…K.…Nonomura…and…

R.…Kishi;…Effect…of…PFOS…and…PFOA…exposure…in…utero…on…reproductive…hormones…levels…at…birth.…ISEE…

2014.…Seattle,…USA.…（2014.8.24−28）

R.…Kishi;…Exposure… levels…of…perfluoroalkyl…acids…and…their…effects…on…children's…health…−…Hokkaido…

study.…ISEE…2014.…Seattle,…USA.…（2014.8.24−28）

S.…Kobayashi,…K.…Azumi,…S.…Sasaki,…M.…Ishizuka,…H.…Nakazawa,…E.…Okada,…S.…Kobayashi,…H.…Goudarzi,…S.…Itoh,…

C.…Miyashita,…T.…Ikeno,…A.…Araki…and…R.…Kishi;…The…effects…of…perfluoroalkyl…acids…（PFAAs）…exposure…in…

utero…on…IGF2/H19…DNA…methylation…in…cord…blood.…ISEE…2014.…Seattle,…USA.…（2014.8.24−28）

A.…Araki,…T.…Mitsui,…C.…Miyashita,…T.…Nakajima,…H.…Nakazawa,…S.…Sasaki,…T.… Ikeno,…K.…Cho,…S.… Itoh,…K.…

Nonomura…and…R.…Kishi;…Association…between…maternal…exposure…to…di（2−ethylhexyl）…phthalate…and…

sex…hormone…levels…in…fetal…blood.…ISEE…2014.…Seattle,…USA.…（2014.8.24−28）

Y.…Ait…Bamai,…E.…Shibata,… I.…Saito,…A.…Araki,…A.…Kanazawa,…K.…Morimoto,…K.…Nakayama,…M.…Tanaka,…

T.…Takigawa,…T.…Yoshimura,…H.…Chikara,…Y.…Saijo…and…R.…Kishi;…Exposure…to…house…dust…phthalates… in…

relation…to…asthma…and…allergies…in…both…children…and…adults.…ISEE…2014.…Seattle,…USA.…（2014.8.24−28）

H.…Goudarzi,…T.…Ikeno,…S.…Kobayashi,…A.…Araki,…C.…Miyashita,…S.…Sasaki,…S.…Nakajima,…H.…Nakazawa…and…

R.…Kishi;…Exposure…to…perfluoroalkyl…chemicals…and…neurodevelopment…at…6…months…of…age.…ISEE…2014.…

Seattle,…USA.…（2014.8.24−28）

R.…Kishi;…Exposure… levels…of…perfluoroalkyl…acids…and…their…effects…on…children's…health…−…Hokkaido…

study.……ISEE…2014.…Seattle,…USA.…（2014.8.26）
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E.…Yoshioka…and…R.…Kishi;…Relation…of…Self−reported…Sleep…Duration…to…Arterial…Stiffness…and…Diabetes…

Mellitus,…based…on…the…Epidemiological…Studies…in…Japanese…Civil…Workers.…ACOH…2014.…Fukuoka,…Japan.…

（2014.9.2−3）

R.…Kishi,…A.…Araki,…S.…Itoh,…C.…Miyashita,…H.…Goudarzi,…S.…Kobayashi,…S.…Sasaki,…I.…Kashino,…H.…Nakazawa,…T.…

Nakajima,…T.…Mitsui…and…K.…Nonomura;…Perinatal…PFAAs…Exposure…Cause…Various…Health…Outcomes…on…

Offspring…Including…Effects…on…Reproductive…and…Thyroid…Hormones:…The…Hokkaido…Study.…PPTOX　

IV.…Boston,…USA.…（2014.10.26−29）

A.…Araki…and…R.…Kishi;…The…Hokkaido…study…on…Environment…and…Children's…Health:…Cohort…profile…and…

brief…summary… from…findings…of…PFAAs…exposure…and…various…health…outcomes.…2014…Conference…of…

ISEE−AC2014.…Shanghai,…China.…（2014.11.29−12.2）

M.…Minatoya,…S.…Sasaki,…S.…Nakajima,… J.…Yamamoto,…A.…Araki,…S.… Itoh,…C.…Miyashita,…T.…Matsuura,…K.…

Nonomura,…T.…Mitsui,…K.…Cho…and…R.…Kishi;…Prenatal…bisphenol…A…exposure…and…birth…outcomes:…The…

Hokkaido…Study.…2014…Conference…of…ISEE−AC2014.…Shanghai,…China.…（2014.11.29−12.2）

② 2015 年
R.…Kishi,…A.…Araki,…C.…Miyashita,… S.… Itoh,…H.…Goudarzi,… S.…Kobayashi;…Prenatal…PFAAs…exposure…

cause…various…health…outcomes…on…offspring;… the…Hokkaido…study.…COW2015.…Copenhagen,…Denmark.……

Disrupters…（2015.4.27−30）

A.…Araki,…Y.…Ait…Bamai…and…R.…Kishi;…Allergic…disease…in…relation…to…phthalates…in…house…dust…and…urine.…

ISEE…2015.…San…Paulo,…Brazil.…（2015.8.30.−9.3.）

H.…Goudarzi;…R.…Kishi,…T.… Ikeno,…S.…Kobayashi,…C.…Miyashita,…S.… Ito…and…A.…Araki;…The…Association…of…

Prenatal…Exposure…to…Perfluorinated…Chemicals…with…Maternal…Fatty…Acids…during…Pregnancy…and…the…

Birth…Weight…of…their…Offspring:…The…Hokkaido…Study.…ISEE…2015.…San…Paulo,…Brazil.…（2015.8.30−9.3.）

M.…Minatoya,…S.…Sasaki,…A.…Araki,…C.…Miyashita,… J.…Yamamoto,…T.…Matsumura…and…R.…Kishi;…Prenatal…

BPA…exposure…and…cord…blood…adipokines,…birth…weight…and…child…growth:… the…Hokkaido…Study…on…

Environment…and…Children's…health.…ISEE…2015.…San…Paulo,…Brazil.…（2015.8.30.−9.3.）

S.…Kobayashi,…C.…Miyashita,…S.…Sasaki,…A.…Araki,…F.…Sata,…S.…Ban,…J.…Kajiwara,…T.…Todaka…and…R.…Kishi;…

Effects…of…maternal…AHR,…CYP1A1…and…GSTM1…polymorphisms…and…dioxins…on…infant…birth…weight:…The…

Hokkaido…Study.…ISEE…2015.…San…Paulo,…Brazil.…（2015.8.30.−9.3.）
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2）国内学会
①…2014 年

喜多歳子、佐藤浩樹、吉岡英治、西條泰明、岸玲子 ;…肥満の有無による睡眠時間と糖尿病発病の関連 .…第

48 回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会 .…東京 .…（2014.1.11−12）

喜多歳子、池野多美子、小林澄貴 ;…親の世帯収入と 42 か月児の問題行動―北海道スタディの結果から―.…

第 2 回日本公衆衛生看護学会 .…小田原 .…（2014.1.13）

小林澄貴、佐々木成子、佐田文宏、宮下ちひろ、池野多美子、荒木敦子、岸玲子 ;…妊婦の受動喫煙が児の

出生時体格へ及ぼす影響：遺伝的なハイリスク群について−環境と子どもの健康に関する北海道スタディ

− .…北海道小児保健研究会　平成 26 年度総会 .…札幌 .…（2014.5.24）

池野多美子、西條泰明、伊藤善也、吉岡英治、川西康之、村林宏、堤裕幸、有賀正、長和俊、白石秀明、

東寛、荒木敦子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、土川陽子、田村菜穂美、岸玲子 ;…環境省エコチル調査北海道

地区の状況と妊婦の喫煙について .…北海道小児保健研究会　平成 26 年度総会 .…札幌 .…（2014.5.24）

伊藤佐智子、荒木敦子、宮下ちひろ、中澤裕之、三井貴彦、長和俊、佐々木成子、池野多美子、野々村克也、

岸玲子 ;…PFOS.…PFOA の胎児期曝露が与える児の出生時性ホルモン濃度への影響 .…第 84 回…日本衛生学会

学術総会 .…岡山 .…（2014.5.25−27）

田村菜穂美、伊藤久美子、小林澄貴、岡田恵美子、喜多歳子、H.…Goudarzi、宮下ちひろ、荒木敦子、池

野多美子、岸玲子 ;…児の出生体重と母親の社会経済要因との関連についての疫学研究 .…第 84 回…日本衛生

学会学術総会 .…岡山 .…（2014.5.25−27）

荒木敦子、岸玲子 ;…フタル酸エステル類の胎児期曝露による次世代影響に関する疫学研究 .…第 84 回…日本

衛生学会学術総会 .…岡山 .…（2014.5.25−27）

荒木敦子、三井貴彦、宮下ちひろ、那須民江、伊藤佐智子、佐々木成子、長和俊、池野多美子、野々村克也、

岸玲子;…DEHPへの胎児期曝露による児の性ホルモン濃度への影響.…第84回…日本衛生学会学術総会.…岡山.…

（2014.5.25−27）

佐々木成子、山本潤、荒木敦子、伊藤佐智子、宮下ちひろ、三井貴彦、長和俊、野々村克也、松村徹、岸玲子 ;…

胎児期ビスフェノール A 曝露による臍帯血中性ホルモン濃度への影響 .…第 84 回…日本衛生学会学術総会 .…

岡山 .…（2014.5.25−27）

土川陽子、西條泰明、伊藤善也、吉岡英治、川西康之、堤裕幸、遠藤俊明、馬場剛、小林正樹、水上尚典、

有賀正、野々村克也、長和俊、白石秀明、千石一雄、宮本敏伸、東寛、荒木敦子、池野多美子、宮下ちひろ、

伊藤佐智子、岸玲子 ;…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）開始三年の進捗

報告と今後の調査予定について .…第 12 回北海道周産期談話会 .…札幌 .…（2014.8.9）
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土川陽子、西條泰明、伊藤善也、吉岡英治、川西康之、堤裕幸、遠藤俊明、馬場剛、小林正樹、水上尚典、

有賀正、長和俊、白石秀明、千石一雄、宮本敏伸、東寛、荒木敦子、池野多美子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、

岸玲子 ;…環境省「エコチル調査」開始 3 年を経ての集計データの報告と調査予定 .…第 44 回北海道母性衛

生学会学術講演会 .…札幌 .…（2014.9.2）

小林澄貴、荒木敦子、宮下ちひろ、池野多美子、伊藤佐智子、伊藤久美子、H.…Goudarzi、田村菜穂美、岸玲子 ;…

北海道における妊婦の職域における化学物質曝露・受動喫煙および飲酒習慣が児の出生時体格に及ぼす

影響 .…平成 26 年度日本産業衛生学会北海道地方会 .…札幌 .…（2014.10.18）

宮下ちひろ、金澤文子、池野多美子、荒木敦子、伊藤佐智子、小林澄貴、湊屋街子、H.…Goudarzi、小林祥子、

田村菜穂美、水谷太、苣木洋一、岸玲子 ;…胎児期の有機塩素系農薬が小児アレルギー発症に与える影響−

環境と子どもの健康北海道スタディ− .…第 66 回北海道公衆衛生学会 .…札幌 .…（2014.12.2）

湊屋街子、西條泰明、伊藤善也、荒木敦子、池野多美子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、小林澄貴、土川陽子、

田村菜穂美、吉岡英治、川西康之、村林宏、岸玲子、エコチル調査北海道ユニットセンター事務局 ;…北海

道 3 地区における妊婦の食習慣・運動習慣の実態について：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登録者のデータから .…第 66 回北海道公衆衛生学会 .…札幌 .…

（2014.12.2）

小林澄貴、佐々木成子、佐田文宏、宮下ちひろ、池野多美子、荒木敦子、岸玲子 ;…胎児期の母の受動

喫煙が児の出生時体格に及ぼす影響 : 遺伝環境交互作用について .…第 66 回北海道公衆衛生学会 .…札幌 .…

（2014.12.2）

岸玲子 ;…出生コホート研究で明らかになった人への環境ホルモン様作用　Adverse…effects…of…endocrine…

disrupting…chemicals…on…human:…Findings…from…the…birth…cohort−…the…Hokkaido…Study…on…environment…

and…children's…health−…環境ホルモン学会第 17 回研究会 .…東京 .…（2014.12.9−10）

湊屋街子 ;…ビスフェノール A の胎児期曝露による出生時体格、臍帯血中ホルモン濃度、神経行動発達へ

の影響 : 北海道スタディ .…環境ホルモン学会第 17 回研究会 .…東京 .…（2014.12.9−10）

梶原淳睦、戸高尊、平川博仙、宮下ちひろ、伊藤佐智子、佐々木成子、荒木敦子、岸玲子 ;…さい帯血と血

液のダイオキシン及び PCB 類の組成比較 Comparison…of…disxins…and…PCBs…in…umbilical…cord…blood…and…

blood.…環境ホルモン学会第 17 回研究会 .…東京 .…（2014.12.9−10）

荒木敦子、伊藤善也、西條泰明、池野多美子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、土川陽子、田村菜穂美、湊屋街子、

吉岡英治、川西康之、村林宏、岸玲子 ;…環境省「エコチル調査」北海道ユニットセンターにおけるこれま

での活動報告 Japan…Environment…and…Children's…Study…（JECS）…:…progress…report…of…the…Hokkaido…Unit…

Center.…環境ホルモン学会第 17 回研究会 .…東京 .…（2014.12.9−10）
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②…2015 年
湊屋街子、佐々木成子、中島そのみ、那須民江、後藤裕子、宮下ちひろ、荒木敦子、小林澄貴、池野多美子、

岸玲子 ;…胎児期 MEHP 曝露による神経行動発達への影響―北海道スタディ―.…第 85 回日本衛生学会学術

総会 .…和歌山 .…（2015.3.26−28）

荒木敦子、宮下ちひろ、金澤文子、伊藤佐智子、三井貴彦、佐々木成子、水谷太、苣木洋一、野々村克

也、岸玲子 ;…有機塩素系農薬への胎児期曝露による児の性ホルモン濃度への影響−北海道スタディ−.…第

85 回日本衛生学会学術総会 .…和歌山 .…（2015.3.26−28）

岸玲子 ;…環境とこどもの健康に関する出生コーホート研究の現状：北海道スタディ 13 年の経験から .…第

85 回日本衛生学会学術総会 .…和歌山 .…（2015.3.26−28）

宮下ちひろ、金澤文子、佐々木成子、池野多美子、荒木敦子、伊藤佐智子、小林祥子、水谷太、苣木洋一、

岸玲子 ;…有機塩素系農薬が乳幼児の免疫に与える影響―環境と子どもの健康北海道スタディー .…第 85 回

日本衛生学会学術総会 .…和歌山 .…（2015.3.26−28）

小林祥子、安住薫、佐々木成子、松村徹、山本潤、石塚真由美、宮下ちひろ、池野多美子、荒木敦子、岸玲子 ;…

臍帯血ビスフェノール A…濃度と児の IGF2…DNA…メチル化との関連―北海道スタディ .…第 85 回日本衛生

学会学術総会 .…和歌山 .…（2015.3.26−28）

田村菜穂美、伊藤久美子、花岡知之、喜多歳子、西原進吉、宮下ちひろ、荒木敦子、小笠原克彦、岸玲子 ;…

児の出生体重と母親の社会経済要因との関連についての疫学研究―北海道スタディ .…第 85 回日本衛生学

会学術総会 .…和歌山 .…（2015.3.26.−28）

山崎圭子、宮下ちひろ、中島そのみ、池野多美子、荒木敦子、伊藤佐智子、小林祥子、水谷太、苣木洋一、

岸玲子 ;…胎児期の有機塩素系農薬曝露が6か月・18か月児の精神運動発達に及ぼす影響−北海道スタディ .…

第 85 回日本衛生学会学術総会 .…和歌山 .…（2015.3.26.−28）

小林澄貴、宮下ちひろ、佐々木成子、荒木敦子、佐田文宏、板晋、梶原淳睦、戸髙尊、岸玲子 ;…ダイオキ

シン類曝露と胎児発育との関連：遺伝的なリスクについて―北海道スタディ―.…第 85 回日本衛生学会学

術総会 .…和歌山 .…（2015.3.26.−28）

池野多美子、西條泰明、伊藤善也、川西康之、吉岡英治、村林宏、堤裕幸、有賀正、長和俊、白石秀明、

東寛、荒木敦子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、湊屋街子、小林澄貴、西原進吉、山崎圭子、岸玲子 ;…「環境

省エコチル調査」開始 4 年を経ての集計データ：1 歳までの発達を中心に .…北海道小児保健研究会　平成

27 年度総会 .…札幌 .…（2015.5.23）

アイツバマイゆふ、西條泰明、伊藤善也、吉岡英治、川西康之、堤裕幸、遠藤俊明、馬場剛、小林正樹、

水上尚典、有賀正、長和俊、白石秀明、千石一雄、宮本敏伸、東　寛、荒木敦子、池野多美子、宮下ちひろ、

伊藤佐智子、土川陽子、湊屋街子、小林澄貴、山﨑圭子、西原進吉、田村菜穂美、岸玲子；北海道のエ

コチル調査の集計結果：生後 2 歳までの食物アレルギーの頻度および食品の摂食状況について．第 13 回

北海道周産期談話会．札幌 .（…2015.08.01…）
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小林祥子、三浦りゅう、川口章夫、宮下ちひろ、三宅邦夫、松村徹、山本潤、石塚真由美、荒木敦子、

久保田健夫、岸玲子 ;…胎児期ビスフェノール A 曝露影響に関する臍帯血 DNA 網羅的メチル化解析——

北海道スタディ .…第 4 回日本 DOHaD 研究学術集会 .…東京 .…（2015.8.1−2）

土川陽子、西條泰明、伊藤善也、吉岡英治、川西康之、堤裕幸、遠藤俊明、馬場剛、小林正樹、水上尚典、

有賀正、長和俊、白石秀明、千石一雄、宮本敏伸、東寛、荒木敦子、池野多美子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、

湊屋街子、小林澄貴、アイツバマイゆふ、山崎圭子、西原進吉、田村菜穂美、岸玲子 ;…環境省「エコチル

調査」開始 4 年を経ての集計結果の報告～全国と北海道の参加者の喫煙・食物アレルギー等について～ .…

第 45 回北海道母性衛生学会学術講演会 .…札幌 .…（2015.9.26）

小林澄貴、宮下ちひろ、荒木敦子、池野多美子、伊藤佐智子、H.…Goudarzi、花岡知之、岸玲子 ;…妊娠初

期における北海道内女性労働者の記述疫学的考察 .…第 95 回北海道医学大会（平成 27 年度日本産業衛生学

会北海道地方会）.…旭川 .…（2015.10.17）

玉腰暁子、佐々木幸子、吉岡英治、西條泰明、喜多歳子、岸玲子 ;…労働者における不眠が慢性腎臓病発

症に及ぼす影響について .…第 95 回北海道医学大会（平成 27 年度日本産業衛生学会北海道地方会）.…旭川 .…

（2015.10.17）

喜多歳子、池野多美子、岸玲子 ;…親の社会経済状態と 18 か月児の自閉症スペクトラム疑いリスクとの関

連　環境とこどもの健康に関する前向きコーホート研究（北海道スタディ）.…第 74 回日本公衆衛生学会大

会 .…長崎 .…（2015.11.4−6）

西原進吉、池野多美子、小林澄貴、佐々木成子、岸玲子 ;…胎児期の母と学童期の児の喫煙曝露と ADHD

−RS との関連 ‐ 北海道スタディ ‐ .…第 74 回日本公衆衛生学会大会 .…長崎 .…（2015.11.4−6）

H.…Goudarzi,…S.…Kobayashi,…C.…Chen,…A.…Araki,…C.…Miyashita,…S.… Ito…and…R.…Kishi;…Effects…of…prenatal…

exposure… to…perfluoroalkyl…acids…on…risk…of…allergic…diseases…at…4…years…old…children:…The…Hokkaido…

Study.…北海道公衆衛生学会 .…旭川 .…（2015.11.21）

湊屋街子、佐々木成子、荒木敦子、宮下ちひろ、山本潤、松村徹、岸玲子 ;…胎児期ビスフェノール A 曝

露による臍帯血中のアディポカイン、出生体重、子どもの体重への影響：北海道スタディ .…第 67 回北海

道公衆衛生学会 .…旭川 .…（2015.11.21）

小林澄貴、宮下ちひろ、荒木敦子、池野多美子、伊藤佐智子、H.…Goudarzi、花岡知之、岸玲子 ;…妊娠初

期における就労女性の有害物質の取扱いが児の流・死産に及ぼす影響 .…第 67回北海道公衆衛生学会 .…旭川 .…

（2015.11.21）

アイツバマイゆふ、西條泰明、伊藤善也、村林宏、吉岡英治、川西康之、水上尚典、有賀正、長和俊、

白石秀明、千石一雄、宮本敏信、東寛、堤裕幸、遠藤俊明、馬場剛、小林正樹、荒木敦子、池野多美子、

宮下ちひろ、伊藤佐智子、土川陽子、湊屋街子、小林澄貴、山﨑圭子、西原進吉、田村菜穂美、岸玲子；

北海道のエコチル調査の集計結果：生後 2 歳までの食物アレルギーの頻度および食品の摂食状況につい

て．第 67 回北海道公衆衛生学会 . 旭川（2015.11.21）
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川西康之、西條泰明、伊藤善也、中木良彦、吉岡英治 , 伊藤俊弘、吉田貴彦、宮本敏伸、千石一雄、東寛、

土川陽子、宮下ちひろ、荒木敦子、岸玲子；エコチル調査北海道ユニットセンター旭川サブユニット参

加者における母体基本属性および周産期転帰と、その全国データとの比較．第67回北海道公衆衛生学会.旭

川（2015.11.21）

（5）講演
① 2014 年

池野多美子 ;…子どもの健康と環境に関する全国調査と健康心理学の貢献（北海道から沖縄までカバーする

エコチル調査の実践）.…日本建康心理学会第 27 回大会 .…沖縄 .…（2014.11.1−2）

Reiko…Kishi;…Environment…and…Children's…Health:…Ten…years… in… the…Hokkaido…Birth…Cohort…Study.……

Brown…Bag…Meeting…WHO…WPRO.…Manilla,…Philippines（2014.3.4）

Reiko…Kishi;…Early… life…exposure…assessment:…challenges…and…methodologies−based…on…the…Hokkaido…

Birth…Cohort…Study.−Identification…of…risks…of…endocrine…disrupting…chemicals.…WHO…Europe,…Bonn.…

Germany（2014.7.7）

R.…Kishi;…Twelve…Years… of…Progress… in… the…Hokkaido…Birth…Cohort… Study… on…Environment… and……

Children's…Health:…Focused…on…Dioxins…and…PFCs.…Summit…on…Child…Health…and…the…Environment…2014.…

Hong…Kong,…China.…（2014.10.11−13）

R.…Kishi;…Twelve…years…of…progress…in…the…Hokkaido…birth…cohort…study…on…environment…and…children's…

health:…malformation,…development…and…allergy.… International…Symposium…of…Environmental…Medicine…

Program.…Taipei,…Taiwan.…（2014.10.16−17）

② 2015 年
岸玲子 ;…内分泌かく乱化学物質の人への影響（世界の研究：概要）.…第 29 回環境ホルモン学会講演会 .…東京 .…

（2015.6.19）

宮下ちひろ ;…ダイオキシン・有機フッ素化合物などの子どもへの影響：環境と子どもの健康に関する北海

道スタディ（The…Hokkaido…Study…on…Environment…and…Children's…Health）.…第 29 回環境ホルモン学会講

演会 .…東京 .…（2015.6.19）

Atsuko…Araki…and…Reiko…Kishi;…The…Hokkaido…Birth…Cohort…Study…on…Environment…and…Children's…

Health…and…a…brief… introduction…of… Japan…Environment…and…Children's…Study（JECS）.…6th…Annual…

Conference…of…Panel…Study…on…Korean…Children.…Seoul,…Korea…（2015.12.4）

Reiko…Kishi;…Current…Status…of…Birth…Cohort…Studies…in…Asia.…Japan…Environment…and…Children's…Study…

（JECS）…International…Symposium…in…Tokyo,…Japan…（2015.12.15）
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所　属 職　名 氏　名 業…績…U…R…L
医学研究科 教　授 有賀　　正 http://researchmap.jp/read0073943

医学研究科 教　授 櫻木　範明 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.H9Mm9OinoYl3XwF4mPFghQ==.html

医学研究科 教　授 西村　正治 http://fdm.med.hokudai.ac.jp/trainee/iryou/achievement/index.html

医学研究科 教　授 清水　　宏 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.6XlsfiPI4CgKGfHTpXTRtw==.html

医学研究科 教　授 大滝　純司 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.9ZNO7lJbvpKwCHaLi4yluQ==.html

医学研究科 教　授 玉腰　暁子 http://publichealth.med.hokudai.ac.jp/result/
医学研究科 教　授 篠原　信雄 http://toms.med.hokudai.ac.jp/staff/sinoharanobuo

医学研究科 准教授 伊藤　陽一 http://biostat.med.hokudai.ac.jp/groups/d722f/wiki/cb718/
Publications.html

医学研究科 助　教 佐々木成子 http://publichealth.med.hokudai.ac.jp/result/

医学研究科 准教授 川畑　秀伸 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.wuajbaUQM4-GDPi53BufIA==.html

医学研究科 助　教 大林　由英 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.ycWHlaw..byn-8BpyAF-2A==.html

医学研究科 特任助教 ハンリー・
シャロン

http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/ja.h.URT0Xur.
n.6HkJW4V-CQ==.html

北海道大学病院 准教授 長　　和俊 http://www.pediatrics-hokudai.jp/introduction_detail/13.html
北海道大学病院 講　師 今野　　哲 http://fdm.med.hokudai.ac.jp/trainee/iryou/achievement/index.html

北海道大学病院 講師 白石　秀明 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.q4gmb8GtNCL3K9FQ5YdRUQ==.html

北海道大学病院 講師 守屋　仁彦 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.DxyEqKmYpdE3EKMWcWCzPw==.html

教育学研究院 教授 水野眞佐夫 http://www.edu.hokudai.ac.jp/teachers/
teacher_introduction_52_teachers_profile.html

教育学研究院 教授 大塚　吉則 http://www.edu.hokudai.ac.jp/teachers/
teacher_introduction_13_teachers_profile.html

教育学研究院 教授 松本伊智朗 http://researchmap.jp/read0021701/

保健科学研究院 教授 齋藤　　健 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/
profile/ja.wJA4UCCQFb5mZo4MPEadLQ==.html/

保健科学研究院 教授 傳田　健三 http://www.hs.hokudai.ac.jp/denda/achievement/index.html

保健科学研究院 教授 小笠原克彦 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.qkouxo7pyCn-2igyYItbPw==.html

保健科学研究院 教授 千葉　仁志 http://researchmap.jp/read0166407
保健科学研究院 教授 山内　太郎 http://www35.atwiki.jp/smilelab/pages/14.html
保健科学研究院 教授 恵　　淑萍 http://www.hs.hokudai.ac.jp/kei/hui/treatise.html

文学研究科 教授 蔵田　伸雄 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~q16628/works.html

文学研究科 教授 安達真由美 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.mUP5m.ytTIDcZZBAWZQ0cA==.html

歯学研究科 教授 八若　保孝 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.DIvsJxhTtgk-2.UHvz2INg==.html

工学研究院 教授 松井　佳彦 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/
profile/ja.9MNJ6Z4z9IssWBsBY.a0vA==.html

工学研究院 教授 松井　利仁 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/
profile/ja.ZtHE1YnZjQmvg9uSA7mNjg==.html

高等教育推進機構 教授 細川　敏幸 http://researchmap.jp/read0166367/
高等教育推進機構 准教授 三上　直之 http://d.hatena.ne.jp/nmikami/

地球環境科学研究院 教授 田中　俊逸 http://www.ees.hokudai.ac.jp/ems/stuff/tanaka/labHP.files/
gyoseki8.html

メディア・コミュニ
ケーション研究院 准教授 長島　美織 http://www.imc.hokudai.ac.jp/imcts/teacher/

?cmd=dt&id=19

獣医学研究科 教授 石塚真由美 http://researchers.general.hokudai.ac.jp/profile/
ja.kmi1lwbkV1fqxsBZyOMwLg==.html

2. その他の業績一覧
環境健康科学研究教育センター 兼務教員　業績 URL 一覧
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Ⅳ . 委員会委員名簿等

１. 企画運営会議
（1）2014（平成 26）年度

1）全体統括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014 年 4 月現在、順不同、敬称略）
所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

保健科学研究院…
保健科学部門健康科学分野

センター長…
教授 齋藤　　健… 内規第 2 条第 1 号委員

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… 内規第 2 条第 2 号委員

保健科学研究院…
保健科学部門健康科学分野

副センター長
教授 小笠原克彦 内規第 2 条第 2 号委員

2）プロジェクト研究推進部門

環境健康科学研究教育センター 副センター長
特任教授

部門長…
岸　　玲子 内規第 2 条第 2 号委員

医学研究科生殖・発達医学講座…
小児科学分野 教授 副部門長…

有賀　　正
内規第 2 条第 3 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

北海道大学病院 助教 三井　貴彦 内規第 2 条第 4 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

医学研究科予防医学講座…
公衆衛生学分野 助教 佐々木成子 内規第 2 条第 3 号委員　…

任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

北海道大学病院 講師 今野　　哲 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H25.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 池野多美子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 宮下ちひろ 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 伊藤佐智子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

3）研究支援部門

高等教育推進機構 教授 部門長…
細川　敏幸

内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

高等教育推進機構 准教授 副部門長…
三上　直之

内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

保健科学研究院保健科学部門…
健康科学分野

センター長
教授 齋藤　　健 内規第 2 条第 1 号委員

保健科学研究院保健科学部門…
健康科学分野

副センター長
教授 小笠原克彦 内規第 2 条第 2 号委員

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 教授 安達真由美 内規第 2 条第 4 号委員　…

任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

教育学研究院人間発達科学分野 特任教授 河口　明人… 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

医学研究科予防医学講座…
公衆衛生学分野 教授 玉腰　暁子 内規第 2 条第 4 号委員　…

任期は H25.4.1 ～ H27.3.31
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所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

環境健康科学研究教育センター 准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 池野多美子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 宮下ちひろ 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 伊藤佐智子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

4）国際連携部門
保健科学研究院…
保健科学部門健康科学分野 教授 部門長…

山内　太郎
内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

医学研究科予防医学講座
国際保健学分野 助教 副部門長…

大林　由英
内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

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 内規第 2 条第 2 号委員

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 教授 安達真由美 内規第 2 条第 3 号委員　…

任期は H26.4.1 ～ H28.3.31
医学研究科寄付講座
総合女性医療システム学講座 特任助教 シャロン

ハンリー
内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

教育学研究院人間発達科学分野 特任教授 河口　明人… 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

地球環境科学研究院総合環境科学部門
環境適応科学分野 教授 田中　俊逸 内規第 2 条第 4 号委員　…

任期は H25.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 伊藤佐智子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

5）連携教育推進部門
保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

副センター長
教授

部門長…
小笠原克彦 内規第 2 条第 2 号委員

医学研究科先端医学講座 准教授 副部門長…
伊藤　陽一

内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H25.4.1 ～ H27.3.31

保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

センター長
教授 齋藤　　健 内規第 2 条第 1 号委員

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 内規第 2 条第 2 号委員

教育学研究院人間発達科学分野 特任教授 河口　明人 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

教育学研究院教育社会発展論分野 教授 松本伊智朗 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H25.4.1 ～ H27.3.31

医学研究科予防医学講座
公衆衛生学分野 教授 玉腰　暁子 内規第 2 条第 4 号委員　…

任期は H25.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31
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環境健康科学研究教育センター 特任講師 池野多美子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 宮下ちひろ 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 伊藤佐智子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H27.3.31

（2）2015（平成 27）年度
1）全体統括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2015 年 8 月現在、順不同、敬称略）

保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

センター長…
教授 齋藤　　健… 内規第 2 条第 1 号委員

保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

副センター長…
教授 小笠原克彦 内規第 2 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 副センター長…
准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 2 号委員

2）プロジェクト研究推進部門

環境健康科学研究教育センター 特別招へい教授 部門長…
岸　　玲子

内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

医学研究科生殖・発達医学講座
小児科学分野 教授 副部門長…

有賀　　正
内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 副センター長…
准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 2 号委員

医学研究科予防医学講座
公衆衛生学分野 助教 佐々木成子 内規第 2 条第 3 号委員　…

任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

北海道大学病院 講師 今野　　哲 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任准教授 宮下ちひろ 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 伊藤佐智子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 湊屋　街子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 小林　澄貴 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 山﨑　圭子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.8.1 ～ H28.3.31

3）研究支援部門
所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

高等教育推進機構 教授 部門長…
細川　敏幸

内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

高等教育推進機構 准教授 副部門長…
三上　直之

内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

センター長…
教授 齋藤　　健 内規第 2 条第 1 号委員
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所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期
保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

副センター長…
教授 小笠原克彦 内規第 2 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 副センター長…
准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 2 号委員

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 教授 安達真由美 内規第 2 条第 3 号委員　…

任期は H26.4.1 ～ H28.3.31
医学研究科社会医学講座…
公衆衛生学分野 教授 玉腰　暁子 内規第 2 条第 3 号委員　…

任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任准教授 宮下ちひろ 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 小林　澄貴 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 山﨑　圭子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.8.1 ～ H28.3.31

4）国際連携部門
保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野 教授 部門長…

山内　太郎
内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

医学研究科社会医学講座
医療政策評価学分野 助教 副部門長…

大林　由英
内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 副センター長…
准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 特別招へい教授 岸　　玲子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

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 教授 安達真由美 内規第 2 条第 3 号委員　…

任期は H26.4.1 ～ H28.3.31
地球環境科学研究院総合環境科学部門
環境適応科学分野 教授 田中　俊逸 内規第 2 条第 4 号委員　…

任期は H27.4.1 ～ H28.3.31
医学研究科寄付講座
総合女性医療システム学講座 特任助教 シャロン

ハンリー
内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 伊藤佐智子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 湊屋　街子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

5）連携教育推進部門
保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

副センター長…
教授

部門長…
小笠原克彦 内規第 2 条第 2 号委員

医学研究科社会医学講座
医学統計学分野 准教授 副部門長…

伊藤　陽一
内規第 2 条第 3 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.15

保健科学研究院
保健科学部門健康科学分野

センター長…
教授 齋藤　　健 内規第 2 条第 1 号委員

環境健康科学研究教育センター 副センター長…
准教授 荒木　敦子 内規第 2 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 特別招へい教授 岸　　玲子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

教育学研究院教育社会発展論分野 教授 松本伊智朗 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H29.3.31
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所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期
医学研究科社会医学講座…
公衆衛生学分野 教授 玉腰　暁子 内規第 2 条第 4 号委員　…

任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任准教授 宮下ちひろ 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任講師 伊藤佐智子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 湊屋　街子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 小林　澄貴 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 特任助教 山﨑　圭子 内規第 2 条第 4 号委員　…
任期は H27.8.1 ～ H28.3.31

２. 運営委員会
（1）2014（平成 26）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2014 年 4 月現在、順不同、敬称略）

保健科学研究院 センター長…
教授 齋藤　　健 第 3 条 1 項第 1 号委員

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 第 3 条 1 項第 2 号委員

保健科学研究院 副センター長…
教授 小笠原克彦 第 3 条 1 項第 2 号委員

医学研究科 研究科長 笠原　正典 第 3 条 1 項第 3 号委員

教育学研究院 研究院長 小内　　透 第 3 条 1 項第 4 号委員

保健科学研究院 研究院長 伊達　広行 第 3 条 1 項第 5 号委員

医学研究科 教授 玉腰　暁子 第 3 条第 1 項第 6 号委員…
任期は H25.4.1 ～ H27.3.31

教育学研究院 教授 間宮　正幸 第 3 条第 1 項第 7 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

保健科学研究院 教授 佐伯　和子 第 3 条第 1 項第 8 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

環境健康科学研究教育センター 准教授 荒木　敦子 第 3 条第 1 項第 9 号委員

医学研究科 教授 有賀　　正 第 3 条第 1 項第 10 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

工学研究院 教授 松井　佳彦 第 3 条第 1 項第 10 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

計 12 名
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（2）2015（平成 27）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2015 年 4 月現在、順不同、敬称略）
所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

保健科学研究院 センター長…
教授 齋藤　　健 第 3 条 1 項第 1 号委員

保健科学研究院 副センター長…
教授 小笠原克彦 第 3 条 1 項第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 副センター長…
准教授 荒木　敦子 第 3 条 1 項第 2 号委員

医学研究科 研究科長 笠原　正典 第 3 条 1 項第 3 号委員

教育学研究院 研究院長 小内　　透 第 3 条 1 項第 4 号委員

保健科学研究院 研究院長 伊達　広行 第 3 条 1 項第 5 号委員

医学研究科 教授 玉腰　暁子 第 3 条第 1 項第 6 号委員…
任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

教育学研究院 教授 安達　　潤 第 3 条第 1 項第 7 号委員…
任期は H27.4.1 ～ H29.3.31

保健科学研究院 教授 佐伯　和子 第 3 条第 1 項第 8 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

医学研究科 教授 有賀　　正 第 3 条第 1 項第 10 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

工学研究院 教授 松井　佳彦 第 3 条第 1 項第 10 号委員…
任期は H26.4.1 ～ H28.3.31

計 11 名
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３. 倫理委員会
（1）2014（平成 26）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2014 年 4 月現在、順不同、敬称略）

所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

高等教育推進機構 教授 委員長
細川　敏幸

第 3 条 2 号委員
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

環境健康科学研究教育センター 特任教授 岸　　玲子 第 3 条 1 号委員

保健科学研究院 教授 小笠原克彦 第 3 条 1 号委員

医学研究科 教授 寺沢　浩一 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

医学研究科 准教授 川畑　秀伸 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

医学研究科 助教 佐々木成子 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

歯学研究科 教授 八若　保孝 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

教育学研究院 教授 大塚　吉則 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

文学研究科 教授 蔵田　伸雄 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

工学研究院 教授 松井　佳彦 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

高等教育推進機構 准教授 三上　直之 第 3 条 2 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

保健科学研究院 教授 佐藤　洋子 第 3 条 3 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

法学研究科 准教授 郭　　　舜 第 3 条 4 号委員…
任期は H25.1.7 ～ H27.1.6

幌西地区民生児童委員 西村　真理 第 3 号 5 号委員…
任期は H24.10.18 ～ H26.10.17

計 14 名
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（2）2015（平成 27）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2015 年 4 月現在、順不同、敬称略）
所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

高等教育推進機構 教授 委員長
細川　敏幸

第 5 条 2 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

保健科学研究院 教授 小笠原克彦 第 5 条 1 号委員

環境健康科学研究教育センター 准教授 荒木　敦子 第 5 条 1 号委員

医学研究科 准教授 川畑　秀伸 第 5 条 2 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

歯学研究科 教授 八若　保孝 第 5 条 2 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

教育学研究院 教授 大塚　吉則 第 5 条 2 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

工学研究院 教授 松井　佳彦 第 5 条 2 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

高等教育推進機構 准教授 三上　直之 第 5 条 2 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

保健科学研究院 教授 佐藤　洋子 第 5 条 3 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

文学研究科 教授 蔵田　伸雄 第 5 条 4 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

法学研究科 准教授 佐藤　陽子 第 5 条 4 号委員…
任期は H27.1.7 ～ H29.1.6

札幌市教育委員会委員　PTA 役員 西村　真理 第 5 号 5 号委員…
任期は H26.10.18 ～ H28.10.17

計 12 名
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４. 評価委員会
（1）2014（平成 26）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2014 年 4 月現在、順不同、敬称略）

所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

保健科学研究院 センター長…
教授 齋藤　　健 センター評価内規第 3 条第 1 号委員

保健科学研究院 副センター長…
教授 小笠原克彦 センター評価内規第 3 条第 2 号委員

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 センター評価内規第 3 条第 2 号委員

医学研究科 教授 有賀　　正 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

高等教育推進機構 教授 細川　敏幸 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

保健科学研究院 教授 山内　太郎 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

高等教育推進機構 准教授 三上　直之 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

医学研究科 准教授 伊藤　陽一 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

医学研究科 助教 大林　由英 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

医学系事務部 事務部長 山内　一昭 センター評価内規第 3 条第 4 号委員

工学研究院 教授 松井　佳彦 センター評価内規第 3 条第 5 号委員…
任期は H25.12.1 ～ H27.11.30

（2）2015（平成 27）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2015 年 4 月現在、順不同、敬称略）
所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

保健科学研究院 センター長…
教授 齋藤　　健 センター評価内規第 3 条第 1 号委員

保健科学研究院 副センター長…
教授 小笠原克彦 センター評価内規第 3 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 副センター長…
准教授 荒木　敦子 センター評価内規第 3 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 特別招へい教授 岸　　玲子 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

医学研究科 教授 有賀　　正 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

高等教育推進機構 教授 細川　敏幸 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

保健科学研究院 教授 山内　太郎 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

高等教育推進機構 准教授 三上　直之 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

医学研究科 准教授 伊藤　陽一 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

医学研究科 助教 大林　由英 センター評価内規第 3 条第 3 号委員

医学系事務部 事務部長 山内　一昭 センター評価内規第 3 条第 4 号委員

工学研究院 教授 松井　佳彦 センター評価内規第 3 条第 5 号委員…
任期は H25.12.1 ～ H27.11.30
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５. ディプロマ授与審査委員会
（1）2014（平成 26）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2015 年 1 月現在、順不同、敬称略）

所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

保健科学研究院 副センター長
教授 小笠原克彦 申合せ第 3 条第 1 号委員

医学研究科 准教授 伊藤　陽一 申合せ第 3 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 准教授 荒木　敦子 申合せ第 3 条第 3 号委員

環境健康科学研究教育センター 特任講師 池野多美子 申合せ第 3 条第 3 号委員

（2）2015（平成 27）年度　　　　　　　　　　　　　　　（2015 年 8 月現在、順不同、敬称略）
所　　属 職　　名 氏　　名 任　　期

保健科学研究院 副センター長
教授 小笠原克彦 申合せ第 3 条第 1 号委員

医学研究科 准教授 伊藤　陽一 申合せ第 3 条第 2 号委員

環境健康科学研究教育センター 副センター長
准教授 荒木　敦子 申合せ第 3 条第 3 号委員

環境健康科学研究教育センター 特任講師 伊藤佐知子 申合せ第 3 条第 3 号委員
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Ⅴ．スタッフ名簿
（2016 年 2 月 29 日現在）　　　　　　　　　　　

役職 氏名
　センター長（教授） 齋藤　　健
　副センター長（教授） 小笠原克彦
　副センター長（准教授） 荒木　敦子
　特別招へい教授 岸　　玲子
　特任准教授 宮下ちひろ
　特任講師 伊藤佐智子
　特任助教 湊屋　街子
　特任助教 小林　澄貴
　特任助教 山﨑　圭子
　学術研究員 西原　進吉
　学術研究員 アイツバマイ　ゆふ
　学術研究員 三浦りゅう
　JSPS 外国人特別研究員 グウダルジ　ホウマヌ
　特定専門職員　 土川　陽子
　嘱託職員 山口　隆敏
　事務補助員 高橋　美美
　事務補助員 阿部　香苗
　事務補助員 伊藤多恵子
　事務補助員 槇口　晃行
　事務補助員 真田　美樹
　事務補助員 菅原　彩花
　事務補助員 山本麻い子
　事務補助員 坂尻あすか
　事務補助員 干場　円香
　事務補助員 木原真由美
　事務補助員 加藤　幸子
　事務補助員 若杉さおか
　事務補助員 神田奈々美
　事務補助員 中西　律子
　事務補助員 南館　孝亮
　技術補助員 田村菜穂美
　技術補助員 小林　祥子
　技術補助員 奥塚友季子
　技術補助員 岩川　泰与
　技術補助員 京藤　美雪
　技術補助員 小林　智子
　技術補助員 星野　真澄
　技術補助員 塩谷　美子
　技術補助員 大賀　浩子
　技術補助員 田中　　薫
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Ⅵ．添付資料

1. 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 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 7 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、本学の学内共同施設として、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若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって

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。

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。
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　（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又はこ

れと同等の能力を有する本学の職員のうちから、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。

　　　附　則（平成 24 年 7 月 1 日海大達第 91 号）

　この規程は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。

　　　附　則

　この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
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2. 北海道大学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、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程（平成 27 年海大達　

号。次項において「意見聴取規程」という。）第 2 条第 1 号及び第 6 号から第 10 号までに掲げる事項を審議し、

総長に意見を述べるものとする。

2　委員会は、前項に定める事項のほか、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（意見聴取規程第 2 条第 6 号から 10 号までに掲げる事項を除く。）

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）　センターの専任の准教授

　（10）　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（国立大学法人北海道大学特

任教員就業規則（平成 18 年海大達第 35 号）第 3 条第 2 号に該当する特任教授又は特任准教授の職にある

者を含む。）のうちから　若干名

　（11）　その他総長が必要と認めた者

2　前項第 6 号から第 8 号まで、第 10 号及び第 11 号の委員は、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 10 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 8 号まで、第 10 号及び第 11 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。

2　前項の委員は、再任されることができる。
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　（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。

　（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。

　　　附　則

　この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

　　　附　則

　この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

　　　附　則

　この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
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3. 北海道大学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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4. 北海道大学環境健康科学研究教育センター倫理審査委員会内規

平成 22 年 10 月 18 日

制　　　　　　　…定

　（趣旨）

第 1 条　この内規は、国立大学法人北海道大学における人を対象とする医学系研究に関する規程（平成 27 年海大

達第 82 号。）第 8 条第 2 項及び国立大学法人北海道大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程（平成 14 年

海大達第 10 号。）第 4 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（以下「本センター」

という。）に設置する倫理審査委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定める

ものとする。

　（目的）

第 2 条　委員会は、本センター等及び北海道大学病院等で行われる人を対象とした保健、医学の研究及び臨床応

用（以下「人対象研究等」という。）についての倫理に関する事項を、世界医師会によるヘルシンキ宣言の趣旨

を踏まえ、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第 3 号）、ヒ

トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成 13 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）、

ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針（平成 22 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）、

ヒトｉＰＳ細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針（平成 22 年文部科学省告示

第 88 号）及びヒトＥＳ細胞の分配及び使用に関する指針（平成 26 年文部科学省告示第 174 号）に基づき審議

を行うことを目的とする。

　（用語の定義）

第 3 条　この内規における用語の定義については、前条に掲げる各指針において定めるところによる。

　（任務）

第 4 条　委員会は、第 2 条の目的に基づき、次に掲げる任務を行う。

　（1）　倫理の在り方についての必要事項を調査・検討し審議する。

　（2）　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。）からの諮問に基づき、本センター等及

び北海道大学病院等で行われる人対象研究等の研究責任者から申請のあった研究計画の内容又は人対象研究

等の成果に関して審議し、意見を述べ指針を与える。

　（組織）

第 5 条　委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

　（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）　本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 6 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。
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　（委員長）

第 7 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 8 条　委員会は、委員の 3 分の 2 以上が出席し、かつ第 5 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる委員の出席及び

男女両性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の実施に携わる委員は、委員会の審議及び意見の決定に同席できない。

3　委員会が必要と認めたときは、研究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、原則として、出席委員の全会一致をもって決するものとする。ただし、委員会において審議

を尽くしても意見が取りまとまらない場合に限り、出席委員の 3 分の 2 以上の多数で決することができる。

　（申請できる者）

第 9 条　申請できる者は、本センター等の職員である研究責任者とする。ただし、ヒトＥＳ細胞の樹立に関する

事項の審査を行う場合は、樹立機関において、ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配を総括する立場にある者を研究責

任者と読み替えるものとする。

　（申請等の手続き）

第 10 条　研究責任者は、第 2 条に掲げる研究を実施しようとするとき又は、審査の結果、承認の判定を受けた研

究計画等の変更及び人対象研究等の継続をするときは、研究計画倫理審査申請概要（別紙様式第 1 号）に必要

書類を添えて、センター長に申請しなければならない。

　（委員会への諮問）

第 11 条　センター長は、前条の申請があったとき及び委員会が既に承認した人対象研究等において中断・中止の

必要があると判断したときは、委員会に諮問するものとする。

2　委員会は、前項の諮問があったときは、当該研究計画について審査を行い、その結果を倫理審査委員会審査結

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 12 条　センター長は、前条第 2 項の報告があったときは、当該研究の実施について審査結果の決定を行うもの

とする。

2　センター長は、前項の決定を行ったときは、倫理審査委員会審査結果通知書（別紙様式第 3 号）により研究責

任者に通知するものとする。

　（意見書等の発行）

第 13 条　委員長は、次に掲げる目的のために研究責任者から要請があった場合には、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）　人対象研究等の実施に際し、研究責任者が資料・情報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 14 条　研究責任者は、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。
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2　センター長は、前項の再申請があった場合には、委員長に諮問するものとする。

3　委員長は、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）により研究責任者に通知す

るものとする。

　（実施状況の報告）

第15条　ヒトゲノム・遺伝子解析研究の研究責任者は、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。

3　人対象研究等の研究責任者は、人対象研究等が終了したときは、委員会等が定める書類によりセンター長に報

告しなければならない。

　（守秘義務）

第 16 条　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、委員会委員がその職を退いた後についても同様とする。

　（委員以外の者の出席）

第 17 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。

　（審査専門委員会）

第 18 条　委員会に、専門的事項を審議するため、審査専門委員会を置くことができる。

2　審査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 19 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 20 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）　他の研究機関と共同して実施される研究であって、既に当該研究の全体について共同研究機関において委

員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査

　（2）　研究計画書の軽微な変更に関する審査

　（3）　侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査

　（4）　軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査

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。
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　（庶務）

第 21 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 22 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。

　　　附　則

　この内規は、平成 27 年 7 月 1 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。



Ⅵ．添付資料

137

5. 北海道大学環境健康科学研究教育センター倫理審査委員会運営細則

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審査委員会内規（以下「内規」という。）第

22 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審査委員会（以下「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。

　（審査専門委員会）

第 2 条　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、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）　人を対象とする医学系研究審査専門委員会

　（2）　遺伝子解析審査専門委員会

2　人を対象とする医学系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、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 3 条　審査専門委員会は、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　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、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。

8　審査専門委員会の議決は、原則として出席委員の全会一致をもって決する。ただし、審査専門委員会において

審議を尽くしても意見が取りまとまらない場合に限り、出席委員の 3 分の 2 以上の多数で決することができる。

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 4 条　内規第 19 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、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、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。
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（特別委員会の構成等）

第 5 条　特別委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

　（1）　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）　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くことができない。なお、特別委員会の議事は、

原則として、出席委員の全会一致をもって決するものとする。ただし、特別委員会において審議を尽くしても意

見が取りまとまらない場合に限り、出席委員の 3 分の 2 以上の多数で決することができる。

5　特別委員会から委員会への答申は、原則として、出席委員の全員の合意によるものとする。ただし、特別委員

会において審議を尽くしても意見が取りまとまらない場合に限り、出席委員の 3 分の 2 以上の多数で決すること

ができる。

6　特別委員会は、参考人として研究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、研究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。

　　　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。

　　　付　記

　この細則は、平成 25 年 7 月 2 日から施行し、平成 25 年 7 月 2 日から適用する。

　　　付　記

　この細則は、平成 27 年 7 月 1 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。
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6. 北海道大学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。

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。
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　（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、委員会の議を経て、センター長が別に定める。

　（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、委員会の議を経て、セ

ンター長が別に定める。

　　　附　則

　この内規は、平成 23 年 11 月 21 日から施行する。

　　　附　則

　この内規は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
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7. 北海道大学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。

　（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。
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　（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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8. 北海道大学環境健康科学研究教育センター特別招へい教授称号授与内規

平成 27 年 2 月 20 日

制　　　　　　　定

　（趣旨）

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「センター」という。）の特別招へい教授

称号の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（特別招へい教授）

第 2 条　センター長は、センターの学術研究の進展並びに共同利用 ･ 共同研究拠点の機能向上に資するため、次

の各号のいずれかに該当する場合には、「北海道大学環境健康科学研究教育センター特別招へい教授」（以下「特

別招へい教授」という。）の称号を授与することができる。

　（1）　北海道大学の教授として勤務した者であって、ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本

学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又はこれらの賞に相当する賞の受賞者

　（2）　顕著な教育研究上の業績を有し、センターの教育研究活動等の進展に特に寄与した者

2　特別招へい教授には、センターから報酬を支給しない。

3　特別招へい教授の称号は、満 65 歳以上を対象とする。

　（選考）

第 3 条…センター長は、第 2 条各号に該当すると認められる者があるときは、運営委員会の議を経て、特別招へい

教授の称号を授与する。

2　部門の長は、第 2 条各号に該当すると認められる者があるときは、センター長に推薦するものとする。

3　センター長は、前項の推薦があった場合には、運営委員会の議を経て、特別招へい教授の称号を授与する。

　（通知書の交付）

第 4 条　センター長は、特別招へい教授の称号を授与する場合には、通知書を交付するものとする。

　（活動拠点の確保）

第 5 条　センター長は、特別招へい教授の称号を授与した場合は、必要に応じて教育研究活動の拠点としてセン

ター内に特別招へい教授室及びその他必要物品等を確保するものとする。

　（出張）

第 6 条　センター長は、教育研究活動上必要がある場合には、特別招へい教授に出張を依頼することができる。

　（その他）

第 7 条　特別招へい教授の称号は、生涯有効とする。ただし、称号授与期間中に困難な事情が生じた場合は、運

営委員会の議を経て取り消すことがある。

　　　附　則

　この内規は、平成 27 年 2 月 20 日から施行する。
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9. 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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10. 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関する取扱いについて

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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11. 北海道大学環境健康科学研究教育センター外国人客員研究員に関する申合せ

平成 28 年 2 月 19 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。）の外国人客員研究員（以下「客

員研究員」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による。

第 2　客員研究員として受け入れることのできる者は，次の各号の一つに該当する者とする。

　（1）　政府が外国政府との間の協定等により招致した外国人研究者

　（2）　日本学術振興会，国際交流基金及び国際協力事業団等公的機関により招へいされた外国人研究者

　（3）　その他センター長が受入れを適当と認めた外国人研究者　　

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，前項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 28 年 2 月 19 日から実施する。
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12. 北海道大学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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13. 北海道大学環境健康科学研究教育センター「社会と健康」ディプロマ授与に関する申合せ

平成 26 年 12 月 3 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「社会と健康」ディプロマ授

与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　本センターの連携教育推進部門にディプロマ授与審査委員会（以下「審査委員会」という）を置き、次の事

項を審議する。

　（1）　振替可能科目とされている科目群の認定に関すること。

　（2）　「社会と健康」ディプロマ授与の審査に関すること。

第 3　審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

　（1）　連携教育推進部門長

　（2）　連携教育推進副部門長

　（3）　連携教育推進部門のうちから部門長が指名した者　2 名

2　審査委員会に委員長を置き、連携教育推進部門長をもって充てる。

第 4　審査委員会は、振替科目の認定及びディプロマ授与の審査結果について、センター長に報告するものとする。

第 5　第 4 の報告があった場合、センター長は、ディプロマの授与について、企画運営会議で調整の上、運営委員

会にて審議し、決定する。

第 6　この申合せによるもののほか、「社会と健康」ディプロマ授与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 26 年 12 月 3 日から実施する。
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14. 北海道大学環境健康科学研究教育センター Visting Research Student
　　（訪問研究学生）に関する申合せ

平成 26 年 5 月 1 日

セ ン タ ー 長 裁 定

第 1 条　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。）を訪問する外国人学生（以下

「Visting…Research…Student（訪問研究学生）」）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 条　前条に規定する訪問研究学生とは、本センターにおいて、研究等を行うことを目的として訪問又は招へ

いする外国人学生をいう。

2　前項の規定により受け入れた外国人学生は、Visting…Research…Student（訪問研究学生）と称する。

第 3 条　各部門の長は、前条の Visting…Research…Student（訪問研究学生）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、本センター長の許可を得るものとする。

第 4 条　Visting…Research…Student…（訪問研究学生）が、北海道大学インターナショナルハウスを使用しようとす

る場合は、あらかじめ各部門の長は、国際本部国際支援課に空室の有無を確認の上、医学系事務部に対し北海

道大学インターナショナルハウス規則の定めるところにより所定の手続きをとるものとする。

第5条　この申合せに定めるもののほか、Visting…Research…Student…（訪問研究学生）に関し必要な事項は、センター

長が定める。

　　　付　記

　この申合せは、平成 26 年 5 月 1 日から実施する。
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15. 新聞掲載など（その他）
2014 年度

（1）北海道新聞『妊婦悩ます夫の煙』
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（2）朝日新聞（道内）『家庭・職場での受動喫煙　妊婦の 4 割が直面』
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（3）北海道新聞　記者の視点『分煙より禁煙、効果的啓発を』
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2015 年度
（1）北海道新聞　『北大環境健康研究ＷＨＯ協力機関に』　



Ⅵ．添付資料

154

（2）北海道新聞　『北大環境健康科学センターＷＨＯ研究協力機関に』
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（3）文教速報　『北大環境健康科学研究教育センター　ＷＨＯの研究協力機関認証式と 
　　 指定記念講演を開催』
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（4）朝日新聞　（道内）連載　
　　 けんこう処方箋
　　 第 1 回



Ⅵ．添付資料

157

　　 けんこう処方箋
　　 第 2 回
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　　 けんこう処方箋
　　 第 3 回
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　　 けんこう処方箋
　　 第 4 回
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　　 けんこう処方箋
　　 第 5 回
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Ref.No. [Initiator]
JPN-91 [WPRO]

Status
Active

Director / Head:
Professor Reiko Kishi rkishi@med.hokudai.ac.jp

Town:
Sapporo

Country:
JAPAN

Region:
WPRO

Phone:
+81-11-706-4746

Fax:
+81-11-706-4725

Web Site:

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/en/

Date of Designation:
22/Apr/2015

Last Redesignation:
22/Apr/2015

Expiry:
22/Apr/2019

Responsible Officer:
HASSAN Mohd Nasir

Phone:
+63 2 5289886

Email:
hassanm@who.int

Technical Counterpart:
BRUNE DRISSE Marie Noel

Phone:
+41 22 791 4549

Email:
brunedrissem@who.int

WHO Collaborating Centres
Global database

Title of the centre:
WHO Collaborating Centre for Environmental Health and Prevention of Chemical

Hazards

Institution:
Centre for Environmental and Health Sciences
Hokkaido University

Address:
N 12, W 7
0600812
Hokkaido

Terms of Reference:
Assist WHO in developing capacity of selected countries in this region on survey and research methods of
chemical exposures on population to prevent chemical hazards and diseases.

1. 

Contribute to WHO's work to translate research findings and evidence of chemical exposures and health into
guidelines, manuals and training modules.

2. 

Support WHO in training courses and raising awareness about disease prevention of chemical exposures for
vulnerable population.

3. 

Subjects:
Environmental health and hazards other than those specifically mentioned1. 
Chemical safety2. 
Child & maternal health3. 

Types of activity:
Collection and collation of information1. 
Research2. 
Training and education3. 

WHO Outputs:
3.5.1 - Country capacity strengthened to assess health risks, develop and implement policies, strategies or
regulations for the prevention, mitigation and management of the health impacts of environmental risks

3.5.2 - Norms, standards and guidelines to define environmental and occupational health risks and benefits
associated with air quality, chemicals, water and sanitation, radiation, nanotechnologies, and climate change

Access to annual progress reports and the current workplan (this is accessible to WHO Staff Members only):
Link to eWork

WHOCC - WHO Collaborating Centres http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=JPN-91&cc_city=sapporo&

1 / 1 2016/01/12 18:17
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（5）研究成果・活動報告 Ver2.0

 

 

 

 

 

 

(Okada et al., Environ Res 2012., Okada et al., Environ Int 2013., Okada et al., Environ Int 2014.) 
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http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-02-006.html
 

http://www.jda.or.jp/park/prevent/index05_16.html
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95%  

 

 

 

(Ait Bamai et al., Sci Total Environ 2014) 
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みなさん、こんにちは︕いつも研究にご協⼒いただき、ありがとうございます︕ 
今回は、免疫系に関する研究の成果や、PVC 製品の利⽤に関するご質問への回答等についてご紹介します。 

 

 

 

 ダイオキシン類はゴミの焼却や工場で副産物として発生し、自動車の排ガスやタバコ

の煙にも含まれています。自然には分解されにくいので、海や陸、動物やヒトの体内

に長期にわたって蓄積します。日本では、ごみの焼却が改善され、排出規制ができま

したので、環境中の汚染レベルは低下しています。 

 現在、日本で大人が日常生活の中で自然に摂取している一日あたりのダイオキシ

ン類の量は、安全基準とされている量よりも少ないと考えられます。しかし、胎

児や子どもへの安全域はわかっていないため、調査研究が必要です。ダイオキシ

ン類は胎盤を通過するので、胎児期にダイオキシン類に曝(さら)されると、生まれ

た後の免疫の発達に影響する可能性が報告されています。 

 北海道スタディでは妊娠中の母親のダイオキシン類レベルが生後 18 か月の幼児

のアレルギーや感染症の発症に与える影響を検討しました 

 

 日本、特に札幌は世界的にも汚染レベルが
低い。 

 妊娠中の母親の血中ダイオキシン類濃度
が高いほど、生後 18 か月の乳幼児が中耳
炎になるリスクが高く（中耳炎にかかる割
合が高い）、特に男児でこの傾向が高い。 

 しかし、喘息や湿疹の発症への影響は認め
られなかった。 

◆今後の研究 

普通に生活していて曝
さら

される量であっても、環境化学物質が、子どもの健康に影響を与えている
可能性が示されました。より詳しいことを明らかにするためには、免疫機能が発達して、アレル
ギーの診断が明確になる学童期まで追跡調査をする必要があると考えられます。 

◆日常生活で気をつけることは… 

肉・魚・野菜・穀物のバランスのとれた食生活をすることで、偏った食事から
の特定の化学物質の摂取を避けることができ、また体内の代謝を整えることに
より化学物質の排出も促進されます。妊婦さんやお子さんがタバコの煙を避け
ることも大事です。  

      胎児期の化学物質と免疫の関係 研究の成果 

とこたべ調

とこたっかわ

本研究は厚生労働科学研究費補助金、環境省環境研究総合推進費を受けて実施されています。 

2015(平成 27)年 5 月 1 日発行 Ver.4.0 

●母体血中のダイオキシン類（PCDFs）濃度による１8 か月児が 
中耳炎にかかるリスク (Miyashita	et	al.,	Environmental	Research	2011) 

1
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前回のポプラの綿毛（2014 年下半期号）で、PVC（ポリ塩化ビニル）の床材を使用している住宅の 
床のホコリに含まれるフタル酸エステル類の濃度が高かったことをご紹介しました。 
その記事をお読みになった方から寄せられた質問と、回答をご案内いたします。 
PVC 製のテーブルクロスやマットを使用しており心配です。PVC 製品の代わりとしてどのような素材がある

のでしょうか？ 
 

生活を便利にするほとんどのプラスチック製品には、フタル酸エステルや有機フッ素化合

物などの化学物質が含まれています。予防の観点からみると、このような化学物質が含ま

れた製品を使わないことが最善策となりますが、現代生活ではこれらの製品を完全に取り除くのは

困難なのが現状です。 

ご質問に対する直接的な回答ではありませんが、「食品容器」と「フロアマット」を例として、日常生活の中で 

少しでもこれらの化学物質の曝露を減らす方法をご紹介します。 

【プラスチック製の食品容器を使う場合】 【PVC 製のフロアマットを使う場合】 

・食品を入れて加熱しない 
・熱いもの、油っぽい食品を入れない 
・劣化したものは使わない 
・レンジを利用するときは、陶磁器や耐熱ガラス製などの食器を使用
する 

・ホコリが溜まらないように気を付ける 
・寝転がらない 
・赤ちゃんが口を付けたり舐めないように気を付ける 
・床を触った手は、食事の前に洗う 
 

※シリコーンやメラミンの安全性については、食品安全委員会の検討がまとめられております。ご参照ください。 

【シリコーン】http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/36gou/36gou_4.pdf 【メラミン】https://www.fsc.go.jp/emerg/melamine1009.pdf 
 
 
  学術交流 

環境健康科学研究教育センターは学会発表や研究

セミナーの開催を通じて、国内外の様々な研究機関、

及び研究者と交流を行っています。 

北海道⼤学・ソウル⼤学校 
ジョイントシンポジウム 

11 月 28 日、北海道大学の遠友学舎にて「内分泌

攪乱物質曝露による健康影響：特に脆弱な人々への

影響について」の発表と討論を行いました。 

 

 

 

 

市⺠講演会 
3 月 5 日、札幌エルプラザにて、マレーシア科学大

学よりハミド教授、

ロイ研究員をお迎え

し、「マレーシアの子

どもの健康と栄養に

ついて最近話題にな

っていること」を 

お話し頂きました。 

 お知らせ 

 
こ れ ま で 、「 環 境 と 健 康 の ひ ろ ば 」

（www.cehs.hokudai.ac.jp/hiroba/）のページで、

当センター全体の研究成果の発信を行って参りまし

たが、平成 27 年度より「北海道スタディ」のみの

Web ページがスタートすることになりました。調査

票記入に関するご質問や、育児に関するお悩みへの

回答など、北海道スタディにご協力いただいている

皆様とのコミュニケーションを図るページとして運

営していきたいと考えています。 

どうぞご覧ください。 

 
上記 Web ページ開設に伴い、この研究の

シンボルとなるロゴマークを作成すること

になりました。 

そこで、皆様のお知恵をお借りすべく、

ロゴマークの原案を募集いたします。詳し

くは、新設の「北海道スタディ」の Web ペ

ージをご覧ください。 

 

 

Q. 
A. 

「北海道スタディ」の 
Web ページを開設 

www.cehs.hokudai.ac.jp/hokkaidostudy/ 

「北海道スタディ」の 
ロゴマーク原案募集︕︕ 

いつもご協⼒いただき、本当にありがとうございます︕ 
次回の「研究成果・活動報告」は 2016(H28)年 2⽉発⾏予定です。 

i 
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みなさん、こんにちは︕ 今回はダイオキシン類の影響を受けやすい⼈とそうでない⼈の違いが、遺伝

⼦型の違いにあるのではないかということを調べている研究についてご紹介します。 
 

体内に残るダイオキシン類濃度は、代謝酵素の遺伝⼦型によって異なる︖ 
 

ダイオキシン類は⽐較的低温で物が燃える際に発⽣する化学物質です。これらは⾮常にわずかな量で
すが、環境中には広く存在しています。そのため、私たちは呼吸や⾷事を通して⽇常的にダイオキシン
類を体の中に取り込んでいます。体の中に取り込まれたダイオキシン類は、その⼤部分が脂肪に蓄積さ
れ、残りは体の代謝機能によって分解されて少しずつ体外に排出されます。そのスピードは遅く、⼈の
場合は半分の量になるまでに約 7 年かかるとされています*。ダイオキシン類は胎盤を通り抜けてしま
うのでお腹の中の⾚ちゃんにも影響を与えます。北海道スタディの研究ですでに明らかになったことと
して、出⽣体重が低下したり、中⽿炎になるリスクが⾼くなったりすることが報告されています。しか
し、すべての⼈が⼤きな影響を受けるわけではありません。同じようにダイオキシン類が体の中に⼊っ
ても、その影響を受けやすい⼈とそうでない⼈がいるので、その違いは、どこにあるのだろう︖という
疑問から次の研究を始めました。
北海道スタディグループでは、次のような仮説を⽴てて、研究を進めています。 
《仮説》体の中に⼊ったダイオキシン類を分解する「代謝酵素」の働きを決定する 
遺伝⼦型の違いが、体内に残るダイオキシン類の量に影響を与えるのではないか︖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

《⽅法》 
① 妊娠中に頂いた⾎液から遺伝⼦型を確認。 
② 同じ⾎液中のダイオキシン類の濃度 

（含まれている量）を測定。 
 
 
 

《結果》  測定結果から、遺伝⼦型の違いで⾎液中の 
ダイオキシン類の濃度に、平均 1.1 倍の差という 
有意な関係がみられました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
◎研 究 の よ り 詳 し い 内 容 に つ い て は 、「 ひ ろ ば 」 の 研 究成 果 を     
ご 覧下さ い 
◎更に、ダイオキシンの種類と遺伝⼦型との組み合わせによる出⽣時体格への影響の調査を進めています。 

こちらの結果につきましては、また改めてご案内しますね︕ 
本研究は厚⽣労働科学研究費補助⾦、環境省環境研究総合推進費、⽇本学術振興会科学研究費を受けて実施されています 

参加者皆さんのご協⼒が役
⽴っています 

＊出典︓関係省庁共通パンフレット『ダイオキシン類』 
https://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/2005.pdf 

2016(平成 28)年 2 ⽉ 1 ⽇発⾏ Ver.5.0 

やはり、遺伝⼦型の違いによって、体の中のダイ 

オキシン類が体の外に排出されるスピードに違い 

がありそうだという可能性が⾒えてきています。 

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hiro



Ⅵ．添付資料

169

 
 

学術交流 
 

環境健康科学研究教育センター 
は学会発表や研究セミナーの開 
催を通じて、国内外の様々な研 
究機関、及び研究者と交流を⾏ 
っています。 

 

《インターナショナルセミナー  》 
◆スウェーデン・ウプサラ⼤学 
⽇程︓5 ⽉ 19 ⽇２０⽇ 場所︓
北海道⼤学エンレイソウ ゲス
ト︓ノルバック教授、ワン 先⽣
 (ともにウプサラ⼤学) テ
ーマ︓「室内空気質がおよぼす 

健康への影響について」 
＊スウェ-デンでの研究や、中国 
の事例も交えた発表と討論を⾏ 
いました。 
◆台湾・台湾国⽴衛⽣局 
⽇程︓6 ⽉ 17 ⽇１８⽇ 
場所︓北海道⼤学・遠友学舎 
ゲスト︓王淑麗先⽣（台湾国⽴ 
衛⽣局） 
テーマ︓「台湾国⽴衛⽣局の紹介 

と台湾の⺟⼦コホート 
研究の成果について」 

＊研究協⼒や情報交換を⾏いま 
した。 

 
 

ノルバック教授、ワン先⽣を囲んで 

お知らせ 
 

北海道⼤学・環境健康科学研究教育センターは、 
平成 27 年 4 ⽉ 22 ⽇付で、「環境と健康分野に 
おける化学物質による健康被害の予防に関する 
WHO 研究協⼒機関に指定されました。 
任期は 4 年間です。 

              
≪ＷＨＯ研究協⼒機関とは︖≫ 保健分野の研究を通じてＷＨＯ（世界
保健機関）の活動を⽀える施設 で、世界で 700、⽇本では 35 の機
関が指定されています。 今回の指定は、当センターがこれまで⻑年実
施してきた環境と健康に 関する疫学研究の実績が認められたものです。 
WＨＯ(ジュネーブ本部と、マニラにある⻄太平洋事務局)との協⼒を 
進めていきます。 
≪今後の活動内容≫ 
① ＷＨＯの要請で環境化学物質の危険性の研究や、健康障害予防の 

ため、特定の地域や国の調査や、⼈材育成を進めます。 
② 科学的研究成果に基づく資料を集め、ガイドラインやマニュアル、 

研修モジュール等の WHO の資料作成に役⽴てます。 
③ 特に脆弱な⼈々のリスクや健康障害予防に関する知識向上のため 

の研修コースなどを企画する活動をします。 
 
北海道スタディホームページ開設しています 
 
 
平成 27 年度より「北海道スタディ」のホームページを開設しました。 
調査票記⼊に関するご質問や、育児に関するお悩みへの回答など、 北
海道スタディにご協⼒頂いている皆様とのコミュニケーションを 図る
ページとして運営していきたいと考えています。 みなさまのご意⾒、
ご感想をお待ちしております︕  
北海道スタディ︓http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hokkaidostudy/ 
 
9 歳以降の調査が始まります︕ 
 
北海道スタディでは思春期(第⼆次性徴)の調査を進めてまいります。 
対象は 9 歳以上のお⼦様となります。詳細は北海道スタディのホーム 
ページをご覧ください。今後とも調査にご協⼒をお願いいたします。 

 
北海道スタディの 

シンボル マークが 
決まりました︕ 

 
 

 
 

 
 
 

岸と王先⽣(前列右) 

 
 
 
 
 
 

 
 

環境健康科学研究教育センター︓http://www.cehs.hokudai.ac.jp/ 
エコチル︓http://www.cehs.hokudai.ac.jp/ecochil/  
北海道スタディ︓http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hokkaidostudy/  
研究成果「ひろば」︓http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hiroba/ 

●次回の「研究成果・活動報告」は 2016(H28)年 4 ⽉発⾏予定です。 

どうぞよろしくお願

いします︕ 

2016 年よ
り 9 歳以
上のお⼦様
に⼩冊⼦を
配布してい
ます。 
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