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4．連携教育推進部門
（1）部門紹介
　　 荒木　敦子

環境健康科学研究教育センター　准教授

　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、医学研究院・保健科学研究院・教育

学研究院・歯学研究院・薬学研究院・生命科学院・工学研究院・獣医学研究院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。全学の大学院生を対象

としており、アクティブ・ラーニングにもとりくみ、多様な分野を専門とする受講生による議論も特徴の

一つとなっています。「社会と健康」提供科目は、2016 年度は 21 科目 32 単位から 2017 年度は 24 科目 34

単位と質・量ともに充実を図っています。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。2016 ～ 2017 年度には 5 名に Diproma を授与いたしました。2016 年にはプログラム

開始後初めてとなる、留学生へ Diploma が授与されました。

　その他の特筆すべき活動内容としては、ソウル大学校公衆衛生大学院との協力で、共同講義を開講しま

した。2016 年には本学で、2017 年にはソウル大学校でラーニングサテライト事業の一環として共同講義を

行いました。教員および大学院生を相互派遣し、双方の大学院生による混合グループでの事前学習や成果

発表により、知識の習得のみならず国や分野を超えたネットワーク形成にも役立っています。また、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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　　2016（平成 28）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

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）

○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） 小笠原　克彦（大学院保健科学研究院）
　増地　あゆみ（北海学園大学経営学部） 佐伯　和子（大学院保健科学研究院）
　的場　光太郎（大学院医学研究科） 玉腰　暁子（大学院医学研究科）
　喜田　宏（人獣共通感染症リサーチセンター） 中村　公也 （大学院歯学研究科）
　大塚　吉則（大学院教育学研究院） 吉岡　英治（旭川医科大学）
　大林　由英（大学院医学研究科） 三上　直之（高等教育推進機構）
　池野　多美子（環境健康科学研究教育センター）

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（的場光太郎）
 5. 地域における保健師活動（佐伯和子）
 6. Public Health Informatics（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. 歯科保健の役割（う蝕、歯周病と生活習慣との関係など）（中村公也）
10. 科学と政策における市民参加（三上直之）
11. 室内環境が健康におよぼす影響（荒木敦子）
12. 労働者の健康と安全（岸玲子）
13. 生活習慣病とヘルスプロモーション（大塚吉則）
14. 地域・職場における自殺対策（吉岡英治）
15. 国際保健の役割（大林由英）
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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：15

担当教員
（氏名・所属）

○大滝　純司（大学院医学研究科） 畠山　鎮次（大学院医学研究科）
　渡辺　雅彦（大学院医学研究科） 神谷　温之（大学院医学研究科）
　クルキン　セルゲイ（大学院医学研究科） 吉岡　充弘（大学院医学研究科）
　三輪　聡一（大学院医学研究科） 笠原　正典（大学院医学研究科）
　有川　二郎（大学院医学研究科） 田中　伸哉（大学院医学研究科）
　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 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：15

担当教員
（氏名・所属）

○大滝　純司（大学院医学研究科） 西村　正治（大学院医学研究科）
　玉木　長良（大学院医学研究科） 白𡈽　博樹（大学院医学研究科）
　清水　宏（大学院医学研究科） 坂本　直哉（大学院医学研究科） 渥美　達也（大学院医学研究科）
　船越　忠直（北海道大学病院） 横式　尚司（北海道大学病院） 長　和俊（北海道大学病院）
　アメングアル　オルガ（大学院医学研究科） 小野澤　真弘（大学院医学研究科）

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

　
授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）   Survey Methods I （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：5
担当教員

（氏名・所属）
○大林　由英（大学院医学研究科）
　新井　明日奈（大学院医学研究科）

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：5

担当教員
（氏名・所属）

○大林　由英（大学院医学研究科）
　新井　明日奈（大学院医学研究科）

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 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：5

担当教員
（氏名・所属）

○新井　明日奈（大学院医学研究科） 大林　由英（大学院医学研究科）
　玉城　英彦（国際連携機構）

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および日本語で学ぶ。
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. 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. 疫学研究デザインの概要　Study designs
4. 健康と疾病の指標　Measuring health and disease
5. 疫学における因果論　Causation in epidemiology
6. 疾病発見のスクリーニング　Screening for disease detection
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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 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：5

担当教員
（氏名・所属）

○新井　明日奈（大学院医学研究科） 大林　由英（大学院医学研究科）
　玉城　英彦（国際連携機構）

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）で学習した疫学の基礎を踏まえて、本講義では演習形式で、疫学におけ
る研究手法をより深く理解し、健康政策への疫学の活用について学ぶ。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学習する。
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. オリエンテーション　Course orientation
2. 疫学研究デザインの概要　Study designs
3. 健康と疾病の指標　Measuring health and disease
4. 社会要因と保健リスク　Social determinants and health risk 
5. 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）    疫学基礎  
第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：6

担当教員
（氏名・所属）

○玉腰　暁子（大学院医学研究科） 中村　幸志（大学院医学研究科）
　鵜川　重和（大学院医学研究科） 佐々木　成子（大学院医学研究科）
　岡田　恵美子（大学院医学研究科）

授業の目標 社会医学の基礎をなす学問である疫学研究について体系的に学習する。
到達目標 疫学の基礎を学び、人を対象とした研究方法を理解する。

授業計画

疫学総論
記述疫学
症例対照研究
コホート研究
介入研究
医学検査に関する研究
因果関係の推論

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）    疫学研究方法論  
第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：2

担当教員
（氏名・所属）

○玉腰　暁子（大学院医学研究科） 中村　幸志（大学院医学研究科）
　鵜川　重和（大学院医学研究科） 佐々木　成子（大学院医学研究科）
　岡田　恵美子（大学院医学研究科）

授業の目標 人を対象とした疫学研究の計画を作成することができる。
到達目標 自らの研究テーマに基づき、人を対象とした研究を適切に計画する。

授業計画

研究テーマ
測定方法
対象者とサンプルサイズ
研究デザイン
医学推論
研究倫理
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授業科目名  社会と健康Ⅱ（研究方法科目）    Practice in Epidemiology Ⅰ （疫学演習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）

○新井　明日奈（大学院医学研究科）
　大林　由英（大学院医学研究科）

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

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  
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）

○荒木　敦子（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） 岸　玲子（環境健康科学研究教育センター） 
　湊屋　街子（環境健康科学研究教育センター） 小林　澄貴（環境健康科学研究教育センター）
　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 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）　（福田、宮下）
 5 ～ 7） 疫学研究の種類と方法（1）～（3）　（荒木、池野、伊藤、湊屋）
 8 ～ 11） 疫学研究応用（1）～（4）　（福田、河原田、宮下、湊屋）
12 ～ 14）演習　（岸、荒木、宮下、伊藤）
15）　レポート作成

授業科目名 基本社会医学総論Ⅱ～統計解析の基礎
第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：22

担当教員
（氏名・所属）

○伊藤　陽一（大学院医学研究科）

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

1）探索的データ解析 （1、2、3、7 章） 
2）検証的データ解析 （5、15 章） 
3）統計解析ソフト JMP の使い方 （6 章）  
4）統計解析の原理 （8 章） 
5）理論分布の利用 （4 章） 
6）連続データの群間比較 （9 章） 
7）分割表の解析 （10 章） 
8）信頼性データの解析と検査の特性 （14 章） 

※括弧内の章は教科書の該当部分
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授業科目名 基本社会医学総論Ⅱ～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：19

担当教員
（氏名・所属）

○伊藤　陽一（大学院医学研究科）

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

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

※括弧内の章は教科書の該当部分

授業科目名 社会と健康Ⅲ（環境保健科目）　Global Health and Human Ecology I（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：14

担当教員
（氏名・所属）

○山内　太郎（大学院保健科学研究院）
　大林　由英（大学院医学研究科）

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. 自己紹介とオリエンテーション
 2. WHO の機能と働き
 3. 感染症
 4. 非感染症（生活習慣病）
 5. 環境、サステナビリティ、健康システム
 6. 生活環境への生物的・文化的適応
 7. 人間集団生物学におけるフィールド研究 y
 8. 人類の生存の集団生態学
 9. 近代化と健康転換
10. 討論と評価
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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
第 2 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：6

担当教員
（氏名・所属）

○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）
　松本　伊智朗（大学院教育学研究院）  山内　太郎（大学院保健科学研究院）
　矢野　公一（札幌市保健所）   喜多　歳子（北海道情報大学）
　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。
To learn what natural and social environment could affect children's health and development, 
Epidemiological Research plan and policy for the prevention.

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。
To acquire the current knowledge （recent findings） about the environment and children's health 
and come up with an understanding to create an environment in Japan where children's healthy 
development, safety and well－being are assured.

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 
1. Course Guidance and the Environment and Child Health: Trends in Japan and The World 
2. Child Health and Community－From the Point of View of Health and Welfare Administration 
3. Endocrine Disrupting Chemicals and Child Health
4. The Environment and Child Development
5. The Social Environment and Abuse 
6. Child Health in Community Health Activities 
7. Adaptation to Environment and Child Development 
8. Report
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授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）    
環境化学物質と人びとの健康   Environmental Chemicals and Human Health 

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

（氏名・所属）
○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）

授業の目標

There is growing evidence demonstrating that environmental chemicals production has been 
rapidly increasing in recent decades. There are a wide variety of chemicals including non－
regulated materials have been released into environment and consequently humans are exposed 
to these chemicals. These chemicals are globally distributed in environment, wild life, and human 
bodies. In this course, we focus on hazard of human exposure to environmental chemicals, 
methods of exposure assessment, evaluation of the effects of these chemicals on human health, 
and approaches to health risk assessment, management and prevention.

到達目標

1） Acquiring the knowledge of the concept of environmental chemicals, and evaluate their 
hazard risks on health.

2） Capacity building and increase knowledge of researchers about environmental epidemiology 
and prevention of chemical hazards.

授業計画

1） Introduction to environmental chemicals such as persistent organic chemicals and heavy 
metals

2） Adverse health effects of chemical exposure
3） Exposure and outcome measurements
4） To assess the risk of hazardous chemicals
5） Impact of recent findings to improve human health
6）Importance of "Science to policy"
7）～ 8） Exercise and discussion 1）～ 2）
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授業科目名 社会と健康Ⅳ（健康増進科目）　健康科学特論 
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：12

担当教員
（氏名・所属）

○齋藤　健（大学院保健科学研究院） 千葉　仁志（大学院保健科学研究院）
　横澤　宏一（大学院保健科学研究院） 小笠原　克彦（大学院保健科学研究院）
　山内　太郎（大学院保健科学研究院） 布田　博敏（大学院保健科学研究院）
　大槻　美佳（大学院保健科学研究院） 尾崎　倫孝（大学院保健科学研究院）
　荒木　敦子（環境健康科学研究教育センター）

授業の目標
健康に関わる学問領域を学際的、領域横断的に学ぶ。本特論では、環境、人類生態、遺伝子、代謝、
ストレス応答、生体計測、情報、栄養、精神・心理の健康科学の要素を学び、それらを総合して健
康に関する問題を考え、研究するための基礎能力を修得することを目標とする。

到達目標

 1. 健康を人間・社会・自然環境の包括的問題として説明できる。
 2. 環境要因による生体反応を多角的に評価するために必要な基礎知識と方法論を説明できる。
 3. 生活環境、文化的背景の違いやライフスタイルが人類の健康状態に及ぼす様々な影響を説明で

きる。
 4. 人類の健康状態の影響評価のために必要な人類生態学的な調査方法、解析法の基礎を説明できる。
 5. 糖尿病、動脈硬化、がん、メタボリックシンドローム、老化などと密接な関連のある脂質代謝

異常について物質化学的代謝学的な側面から説明できる。
 6. 脂質代謝異常の制御方法について説明できる。
 7. 肝炎とその予防法について説明できる。
 8. 生体のストレス応答について説明できる。
 9. 生体から得られる生理情報が健康状態を反映していることを例を挙げて説明できる。
10. 生理情報を非侵襲的に計測、定量するために必要な理工学的理論と基礎技術を説明できる。
11. 健康に係わる様々な情報を体系的・効率的に収集整理し、解析処理するために必要な基礎理論

や方法論を説明できる。
12. 健康情報の有効利用法について説明できる。
13. 脳機能の局在とその働きを例を挙げて説明できる。
14. 環境汚染物質の次世代影響について説明できる。

授業計画

 1. 人間・社会・自然環境と健康
 2. 環境要因による生体反応の多角的評価
 3. 生活環境、文化的背景の違いやライフスタイルが人類の健康状態に及ぼす様々な影響
 4. 健康影響評価のための人類生態学的調査方法、解析方法の基礎
 5. 脂質代謝と健康
 6. 糖尿病、動脈硬化、がん、メタボリックシンドローム、老化などと関連する脂質代謝異常の物

質化学・代謝学
 7. 肝疾患とその予防方法
 8. 生体のストレス応答の機構
 9. 生体の生理情報と健康状態
10. 生理情報の非侵襲的に計測および定量方法（理工学的理論と基礎技術）
11. 健康に係わる様々な情報の体系的・効率的収集整理方法および解析処理法（基礎理論と方法論）
12. 健康情報の有効利用方法
13. 高次脳機能の局在
14. 環境汚染物質の次世代影響
15. 健康科学研究の最先端 
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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：2

担当教員
（氏名・所属）

○井関　健（大学院薬学研究院） 早狩　誠（弘前大学医学部附属病院）
　小林　正紀（北海道大学病院） 笠師　久美子（北海道大学病院）
　鳴海　克哉（大学院薬学研究院）

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。国民の健康・福祉に正しく貢献できるようになるために、これら
の分野に散見する誇張された広告や情報を排斥し代替医療から偽医療を切り離し、正確且つ中立な
医療情報を提供するための基本的知識を修得する。加えて、栄養学と薬物治療の科学的・実践的な
融合のあり方を学ぶ。

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 回 90 分の授業を 15 回行うが、始めの 1、2 回で概論的講義をおこない、その後、具体的なサプ
リメント等の成分を各自選定し、それぞれ調査研究した内容をプレゼンテーションし、全員で総合
討論する。
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）　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：11

担当教員
（氏名・所属）

○兼平　孝（大学院歯学研究科） 柏﨑　晴彦（北海道大学病院）
　竹原　順次（大学院歯学研究科） 中村　公也（北海道大学病院）
　髙橋　大郎（大学院歯学研究科）

授業の目標 健康科学分野における歯科保健関連の情報を学ぶ
到達目標 歯や口腔の健康が全身の健康と密接に関連していることを説明できる

授業計画

1） 歯・口腔のはたらき
2） 噛むことの意義
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
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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：15

担当教員
（氏名・所属）

○小笠原　克彦（大学院保健科学研究院） 良村　貞子（大学院保健科学研究院）
　櫻井　秀彦（北海道薬科大学）　　遠藤　晃（北海道大学病院）　　谷　祐児（いとう整形外病院）

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

90 分で 15 回の以下の講義を行う。日程については別途連絡する。
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）病院経営論

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：7

担当教員
（氏名・所属）

○佐伯　和子（大学院保健科学研究院） 平野　美千代（大学院保健科学研究院）
　本田　光（大学院保健科学研究院）  水野　芳子（大学院保健科学研究院）

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

授業は、16 回で講義、討論および試験を含む。

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ネット構築の重要性
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　　2017（平成 29）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  

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）

○荒木　敦子（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）
　岸　玲子（環境健康科学研究教育センター） 小笠原　克彦（大学院保健科学研究院）
　増地　あゆみ（北海学園大学経営学部） 佐伯　和子（大学院保健科学研究院）
　的場　光太郎（大学院医学研究院） 玉腰　暁子（大学院医学研究院）
　喜田　宏（人獣共通感染症リサーチセンター） 兼平　孝 （大学院歯学研究院）
　大塚　吉則（大学院教育学研究院） 吉岡　英治（旭川医科大学）
　大林　由英（大学院医学研究院） 三上　直之（高等教育推進機構）
　池野　多美子（環境健康科学研究教育センター） 西浦　博（大学院医学研究院）

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（的場光太郎）
 5. 地域における保健師活動（佐伯和子）
 6. Public Health Informatics（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. 歯科保健の役割（う蝕、歯周病と生活習慣との関係など）（兼平孝）
10. 科学と政策における市民参加（三上直之）
11. 室内環境が健康におよぼす影響（荒木敦子）
12. 労働者の健康と安全（岸玲子）
13. 生活習慣病とヘルスプロモーション（大塚吉則）
14. 地域・職場における自殺対策（吉岡英治）
15. 国際保健の役割（大林由英）
16. 感染症の数理モデル（西浦博）
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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 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：7

担当教員
（氏名・所属）

○大滝　純司（大学院医学研究院）
　村上　学（大学院医学研究院）

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

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 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：9

担当教員
（氏名・所属）

○大滝　純司（大学院医学研究院）
　村上　学（大学院医学研究院）

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を習得する。
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Ⅱ（研究方法科目）　基礎疫学  
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：8

担当教員
（氏名・所属）

○玉腰　暁子（大学院医学研究院）  中村　幸志（大学院医学研究院）
　鵜川　重和（大学院医学研究院）  佐々木　成子（大学院医学研究院）
　岡田　恵美子（大学院医学研究院）

授業の目標 社会医学の基礎をなす学問である疫学研究について体系的に学習する。
到達目標 疫学の基礎を学び、人を対象とした研究方法を理解する。

授業計画

疫学総論
記述疫学
症例対照研究
コホート研究
介入研究
医学検査に関する研究
因果関係の推論

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　EBM 演習  
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：8

担当教員
（氏名・所属）

○玉腰　暁子（大学院医学研究院）  中村　幸志（大学院医学研究院）
　鵜川　重和（大学院医学研究院）  佐々木　成子（大学院医学研究院）
　岡田　恵美子（大学院医学研究院）

授業の目標
根拠に基づいて医療、保健活動を行うために、自身の目的に合った先行論文の検索方法、ならびに
その批判的吟味について学ぶ。

到達目標 疑問の定式化ができる。論文検索ができる。情報を批判的に吟味することができる。

授業計画
各自の目的に沿った疑問の定式化を行う
図書館の DB を用いて、文献検索を行う
検索された論文を批判的に読む

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　～ Survey Methods I （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（大学院医学研究院） 
　新井　明日奈（大学院医学研究院）

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（大学院医学研究院）
　新井　明日奈（大学院医学研究院）

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  
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：3

担当教員
（氏名・所属）

○新井　明日奈（大学院医学研究院）  玉城　英彦（国際連携機構）
　大林　由英（大学院医学研究院） 

授業の目標

本授業では、集団の健康を明らかにするための手法である疫学の基本的知識を英語で学ぶ。具体的
には、講義形式で疫学全般の知識を身につけ、演習形式で疫学のケーススタディに取り組むととも
に、自らの研究を想定した計画立案およびプレゼンテーションを行って、計画改善に向けたグルー
プ討論により理解を深める。

到達目標

この授業を通じて、学生が次のような知識や能力を身につけることを目標とする。
1. 疫学とは何かを明確に説明することができる。
2. 疫学で用いる健康指標を目的に応じて適切に使い分けることができる。
3. 代表的な研究デザインと、その長所・短所を説明することができる。
4. 自らで実施する疫学研究を想定し、研究計画の大筋を立てることができる。
5. 自らの研究計画を英語で説明し、学生どうしで計画の改善に向けた討議ができる。

授業計画

1. オリエンテーション
2. 疫学の概要と著名な疫学者
3. 疫学研究の手法
4. 健康指標
5. 疫学研究の正確性と疫学における因果関係
6. 疾病のスクリーニング
7. 演習 : ケーススタディ
8. 演習 : 疫学研究の立案（個別ワーク、グループディスカッション、プレゼンテーション）
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授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　研究デザイン立案演習  
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）

○玉腰　暁子（大学院医学研究院）   中村　幸志（大学院医学研究院）
　鵜川　重和（大学院医学研究院）   佐々木　成子（大学院医学研究院）
　岡田　恵美子（大学院医学研究院）

授業の目標 人を対象とした疫学研究の計画を作成することができる。
到達目標 自らの研究テーマに基づき、人を対象とした研究を適切に計画する。

授業計画

研究テーマ
測定方法
対象者とサンプルサイズ
研究デザイン
医学推論
研究倫理

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　～ Practice in Epidemiology Ⅰ （疫学演習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：5

担当教員
（氏名・所属）

○大林　由英（大学院医学研究院）
　新井　明日奈（大学院医学研究院）

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

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）～ Practice in Epidemiology Ⅱ （疫学演習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：3

担当教員
（氏名・所属）

○大林　由英（大学院医学研究院）
　新井　明日奈（大学院医学研究院）

授業の目標
「疫学研究」の実際について、特に地理情報システムを活用した、公衆衛生学的研究事例の検討や
GIS システムの活用を通じて議論、検討を行う。

到達目標
医療政策評価の点からも活用が期待される GIS に関する基本概念やその活用、基本的操作方法を理
解する。事例研究・演習を通して GIS の疫学研究・保健医療の課題への理解を深める。

授業計画

1. Basic Concepts of Geographic Information Systems and Science
2. Introduction to Health GIS
3. Disease mapping
4. Practice in ArcGIS
5. Case study: Infectious disease and GIS
6. Case study: Health Care Policy and GIS
7. Case study: Community Heatlh and GIS
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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
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）

○荒木　敦子（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）
　岸　玲子（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）
　小林　澄貴（環境健康科学研究教育センター） 湊屋　街子（環境健康科学研究教育センター）
　山﨑　圭子（環境健康科学研究教育センター）
　アイツバマイ　ゆふ（環境健康科学研究教育センター）

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 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）疫学研究で用いられる用語、対象者の定義とサンプリング（荒木）
3）仮説検定の統計学的基礎（検定、単変量解析、多変量解析、層別化、信頼区間、他）とサンプ

ルサイズの計算（アイツバマイ）
4）疫学におけるリスクと誤差の考え方（福田）
5 ～ 7） 疫学研究のデザイン（1）～（3）　（伊藤、小林、湊屋）
8）関連と因果推論（荒木）
9 ～ 11） 疫学研究応用（1）～（3）　（福田、宮下、湊屋）
12）実習
13 ～ 15）演習、レポート作成　（荒木、宮下、伊藤、小林、山﨑）

授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　基本社会医学総論Ⅱ～統計解析の基礎  
第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：11

担当教員
（氏名・所属）

○伊藤　陽一（大学院医学研究院）

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

1）探索的データ解析 （1、2、3、7 章） 
2）検証的データ解析 （5、15 章） 
3）統計解析ソフト JMP の使い方 （6 章）  
4）統計解析の原理 （8 章） 
5）理論分布の利用 （4 章） 
6）連続データの群間比較 （9 章） 
7）分割表の解析 （10 章） 
8）信頼性データの解析と検査の特性 （14 章） 

※括弧内の章は教科書の該当部分
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授業科目名 社会と健康Ⅱ（研究方法科目）　基本社会医学総論Ⅱ～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：16

担当教員
（氏名・所属）

○伊藤　陽一（大学院医学研究院）

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

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

※括弧内の章は教科書の該当部分

授業科目名 社会と健康Ⅲ（環境保健科目）～基礎環境保健学  
第 1 学期開講 1 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：1

担当教員
（氏名・所属）

○西浦　博（大学院医学研究院）
　浅井　雄介（大学院医学研究院）

授業の目標

1） ヒトの健康と環境とのかかわりについて、健康被害を基にメカニズムを理解すること。
2） 大気、水、土、さらに食品などの環境から様々な有害な化学物質を取り込む仕組みについて説

明可能になること。
3） 中毒量がどのように定まっているのか、また、健康影響がどのように同定されているのか、基

本的な知識と考え方を修得すること。

到達目標

1） 健康と生存環境（一般生活環境と産業職場）あるいは自然環境との関係について基礎理論や事
例分析、疫学的分析などを通じて十分に理解すること。

2） 公害や環境汚染を含む環境問題と健康の関わり、放射線被害の実態、労働における健康問題に
関して弱者の立場を受容し、それらに対してわが国がどう対応してきたのかを記述できること。

3） 感染症あるいは中毒の患者が発生した際に、公衆衛生専門家として実施すべき行動を自発的に
考え、理路整然と具体的な行動を述べることができること。

4） 社会医学的問題を肌で感じ、問題解決の現場に触れ、それを通じて、より良い社会の在り方に
ついて考え、仮想的に創造すること。

授業計画

1） 環境保健学総論
2） 中毒学概論
3） 環境汚染の評価、公害
4） 放射線と健康
5） 住環境・騒音・振動
6） 廃棄物と環境・健康、水質・水質汚濁
7） 食中毒と食品保健
8） 化学物質の管理
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授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目）　～応用環境保健学（感染症疫学）
Advanced Environmental Health Sciences （Infectious Disease Epidemiology）  

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：11
担当教員

（氏名・所属）
○西浦　博（大学院医学研究院）
　浅井　雄介（大学院医学研究院）

授業の目標

This module clearly explains fundamental concepts of infectious disease epidemiology and sets 
out the analytical methods employed in public health practice. The contents of the lecture series 
covers the concept/definition of various epidemiological measurements, assessment of the spread 
and control of infectious diseases using a variety of statistical methods, statistical estimation of 
key epidemiological indices, and introduces mathematical modeling of infectious diseases. This 
vast and important area of epidemiology is described in line with recent and ongoing health 
concerns such as HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, dengue, SARS and influenza.

到達目標

a. Explain two special characteristics of infectious diseases
b. Explain public health importance of asymptomatic infection
c. Describe and classify various epidemiological risks of infection and death
d. Describe the concept of herd immunity and its importance in public health practice and 

epidemiologic exercise
e. Describe the concept of early detection of outbreak in a sense of hypothesis testing
f. Describe the fundamental concept and method of using historical baseline
g. Explain how each of the following methods detects an outbreak: regression method, time series 

technique and scan statistic

授業計画

1. Introduction: mechanisms and epidemiological measurements of infectious diseases
2. Natural history of infectious diseases
3. Measuring transmissibility and severity: Concept and definition
4. Outbreak investigation （1）: active surveillance data
5. Estimating prevalence: Unobservable nature of infection event
6. Vaccine efficacy: Addressing dependent happening
7. Outbreak investigation （2）: notification data
8. Tutorial, followed by exam

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

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）
○山内　太郎（大学院保健科学研究院）
　大林　由英（大学院医学研究院）

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. 自己紹介とオリエンテーション
2. WHO の機能と働き
3. 感染症
4. 非感染症（生活習慣病）
5. 環境、サステナビリティ、健康システム
6. 生活環境への生物的・文化的適応
7. 人間集団生物学におけるフィールド研究
8. 人類の生存の集団生態学
9. 近代化と健康転換
10. 討論と評価
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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  
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：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） 宮下　ちひろ（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） 伊藤　佐智子（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（大学院教育学研究院）
　山内　太郎（大学院保健科学研究院）

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。
To learn what natural and social environment could affect children's health and development, 
Epidemiological Research plan and policy for the prevention.

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。
To acquire the current knowledge （recent findings） about the environment and children's health 
and come up with an understanding to create an environment in Japan where children's healthy 
development, safety and well－being are assured.

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 
1. Course Guidance and the Environment and Child Health: Trends in Japan and The World 
2. Child Health and Community－From the Point of View of Health and Welfare Administration 
3. Endocrine Disrupting Chemicals and Child Health
4. The Environment and Child Development
5. The Social Environment and Abuse 
6. Child Health in Community Health Activities 
7. Adaptation to Environment and Child Development 
8. Report
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授業科目名
社会と健康Ⅲ（環境保健科目） ～環境化学物質と人びとの健康
Environmental Chemicals and Human Health 

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：10

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）
　田中　俊逸（大学院地球環境科学研究院）  湊屋　街子（環境健康科学研究教育センター）

授業の目標

There is growing evidence demonstrating that environmental chemicals production has been 
rapidly increasing in recent decades. There are a wide variety of chemicals including non－
regulated materials have been released into environment and consequently humans are exposed 
to these chemicals. These chemicals are globally distributed in environment, wild life, and human 
bodies. In this course, we focus on hazard of human exposure to environmental chemicals, 
methods of exposure assessment, evaluation of the effects of these chemicals on human health, 
and approaches to health risk assessment, management and prevention.

到達目標

1） Acquiring the knowledge of the concept of environmental chemicals, and evaluate their 
hazard risks on health.

2） Capacity building and increase knowledge of researchers about environmental epidemiology 
and prevention of chemical hazards.

授業計画

1） Introduction to environmental chemicals such as persistent organic chemicals and heavy 
metals

2） Adverse health effects of chemical exposure
3） Exposure and outcome measurements
4） To assess the risk of hazardous chemicals
5） Impact of recent findings to improve human health
6） Importance of "Science to policy"
7）～ 8） Exercise and discussion 1）～ 2）



Ⅱ．活動報告

81

授業科目名 社会と健康Ⅳ（健康増進科目）　～健康科学特論  
第 1 学期開講 2 単位 対象学年・専攻等：修士・博士課程 履修者数：8

担当教員
（氏名・所属）

○齋藤　健（大学院保健科学研究院）   千葉　仁志（大学院保健科学研究院）
　横澤　宏一（大学院保健科学研究院）  小笠原　克彦（大学院保健科学研究院）
　山内　太郎（大学院保健科学研究院）  布田　博敏（大学院保健科学研究院）
　大槻　美佳（大学院保健科学研究院）  尾崎　倫孝（大学院保健科学研究院）
　荒木　敦子（環境健康科学研究教育センター）

授業の目標
健康に関わる学問領域を学際的、領域横断的に学ぶ。本特論では、環境、人類生態、遺伝子、代謝、
ストレス応答、生体計測、情報、栄養、精神・心理の健康科学の要素を学び、それらを総合して健
康に関する問題を考え、研究するための基礎能力を修得することを目標とする。

到達目標

 1. 健康を人間・社会・自然環境の包括的問題として説明できる。
 2. 環境要因による生体反応を多角的に評価するために必要な基礎知識と方法論を説明できる。
 3. 生活環境、文化的背景の違いやライフスタイルが人類の健康状態に及ぼす様々な影響を説明で

きる。
 4. 人類の健康状態の影響評価のために必要な人類生態学的な調査方法、解析法の基礎を説明できる。
 5. 糖尿病、動脈硬化、がん、メタボリックシンドローム、老化などと密接な関連のある脂質代謝

異常について物質化学的・代謝学的な側面から説明できる。
 6. 脂質代謝異常の制御方法について説明できる。
 7. 肝炎とその予防法について説明できる。
 8. 生体のストレス応答について説明できる。
 9. 生体から得られる生理情報が健康状態を反映していることを例を挙げて説明できる。
10. 生理情報を非侵襲的に計測、定量するために必要な理工学的理論と基礎技術を説明できる。
11. 健康に係わる様々な情報を体系的・効率的に収集整理し、解析処理するために必要な基礎理論

や方法論を説明できる。
12. 健康情報の有効利用法について説明できる。
13. 脳機能の局在とその働きを例を挙げて説明できる。
14. 環境汚染物質の次世代影響について説明できる。

授業計画

 1. 人間・社会・自然環境と健康
 2. 環境要因による生体反応の多角的評価
 3. 生活環境、文化的背景の違いやライフスタイルが人類の健康状態に及ぼす様々な影響
 4. 健康影響評価のための人類生態学的調査方法、解析方法の基礎
 5. 脂質代謝と健康
 6. 糖尿病、動脈硬化、がん、メタボリックシンドローム、老化などと関連する脂質代謝異常の物

質化学・代謝学
 7. 肝疾患とその予防方法
 8. 生体のストレス応答の機構
 9. 生体の生理情報と健康状態
10. 生理情報の非侵襲的に計測および定量方法（理工学的理論と基礎技術）
11. 健康に係わる様々な情報の体系的・効率的収集整理方法および解析処理法（基礎理論と方法論）
12. 健康情報の有効利用方法
13. 高次脳機能の局在
14. 環境汚染物質の次世代影響
15. 健康科学研究の最先端
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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：1

担当教員
（氏名・所属）

○井関　健（大学院薬学研究院）   小林　正紀（北海道大学病院）
　笠師　久美子（北海道大学病院）  鳴海　克哉（大学院薬学研究院）

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。国民の健康・福祉に正しく貢献できるようになるために、これら
の分野に散見する誇張された広告や情報を排斥し代替医療から偽医療を切り離し、正確且つ中立な
医療情報を提供するための基本的知識を修得する。加えて、栄養学と薬物治療の科学的・実践的な
融合のあり方を学ぶ。

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 回 90 分の授業を 15 回行うが、始めの 1、2 回で概論的講義をおこない、その後、具体的なサプ
リメント等の成分を各自選定し、それぞれ調査研究した内容をプレゼンテーションし、全員で総合
討論する。
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：2

担当教員
（氏名・所属）

○兼平　孝（大学院歯学研究院）  竹原　順次（大学院歯学研究院）
　中村　公也（北海道大学病院）

授業の目標

予防医学や健康科学の視点で、予防から治療、リハビリテーションまで包括的に人々の健康を考え
ることができるようにする。健康や口腔疾患と生活環境や生活習慣、口腔環境との関係を理解し、
口腔疾患の予防や口腔の健康を通して心身の健康を増進するために必要な知識と技術の基礎を理
解、修得する。あわせて国民の健康と福祉の向上に寄与する指導者としての幅広い視野と見識、問
題解決に必要な能力と態度を育てることを目標とする。

到達目標

1. 予防の 3 段階を説明できる
2. う蝕・歯周病の成因と予防法を説明できる
3. 個人に対する予防法と集団に対する予防法の違いを説明できる
4. 健康に関して、人と社会との関連から考えられる
5. 医療についての行政組織、社会制度を説明できる
6. 歯科医療の将来のあるべき姿を考えるために社会調査結果を多角的に検討できる

授業計画

 1．総論－1：衛生・公衆衛生学、予防医学の概念と歴史、その考え方　
 2．健康と環境：健康と自然環境や生活環境とのかかわり
 3．疫学と方法：疫学の概念と歴史、因果関係の分析手法、実験科学との違い
 4．感染症と生活習慣病の疫学
 5．保健統計と人口統計：国民の保健状態と人口構造の把握
 6．総論－ 2：予防歯科学とその考え方、健康・予防からの視点
 7．歯、口腔の発育と機能
 8．口腔内環境：唾液、歯垢、歯石、その他の沈着物
 9．う蝕とその予防：発病機序、疫学、リスク要因、S.mutans のう蝕原性
10．フッ素とその応用：歴史、分布、代謝と中毒、う蝕予防機序、応用法
11．歯周疾患とその予防：発病機序と進行、疫学、予防
12．口臭とその予防
13．不正咬合とその予防
14．総論－ 3：地域保健、地域歯科保健
15．母子保健、母子歯科保健：意義、乳幼児の口腔の機能の発達支援、母子保健法
16．学校保健、学校歯科保健：意義、教育と管理、学校歯科医の職務、学校保健法
17．産業保健、産業歯科保健：概要、職業性歯科疾患、事業所歯科、労働安全衛生法
18．成人・老人保健、成人・老人歯科保健：意義、現状と問題点、老人保健法
19．口腔保健管理：口腔健康診査と事後措置、歯科疾患の検出基準と数量化（指標）
20．保健教育と保健指導
21．地域歯科保健活動と実践報告
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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：12

担当教員
（氏名・所属）

○小笠原　克彦（大学院保健科学研究院）  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

90 分で 15 回の以下の講義を行う。日程については別途連絡する。
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） 病院経営論
6） 病院経営シミュレーション

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：7

担当教員
（氏名・所属）

○佐伯　和子（大学院保健科学研究院）  平野　美千代（大学院保健科学研究院）
　本田　光（大学院保健科学研究院）  水野　芳子（大学院保健科学研究院）

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

授業は、16 回で講義、討論および試験を含む。

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ネット構築の重要性
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（3）「社会と健康」ディプロマプログラム
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」ディプロマプロ
グラム（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。

5 領域 6 科目群で学ぶ内容
Ⅰ．　概論・倫理科目群：公衆衛生学総論、生命倫理、他
ⅡＡ．研究方法論－疫学科目群：疫学の基礎、研究計画の立て方等の研究技法、他
ⅡＢ．研究方法論－統計科目群：疫学研究の実践に必要な統計解析法、他
Ⅲ．　環境保健科目群：環境要因と健康問題、他
Ⅳ．　健康増進科目群：健康増進や予防にかかわる知識、他
Ⅴ．　ヘルスリサーチ科目群：周辺領域、医療情報、政策・マネージメント、他

4）申請者および授与者数
登録申請者数（延べ） 認定申請者数 授与数

平成 28 年度 前期 3 － －
後期 3 2 2

平成 29 年度 前期 6 1 1
後期 4 2 2

5）授与者
平成 28 年度後期
　Amarasiri Kalahe Panditha Koralage Mohan（工学院）
　Lucy Lahrita（農学院）
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平成 29 年度前期
　田中　穂乃佳（医学院）
平成 29 年度後期
　岩佐　ゆかり（教育学院）
　田中　真一郎（教育学院）

6）ディプロマ授与審査委員会
● 2016（平成 28）年度
　・第 1 回　2016 年 7 月 20 日（水）　9：30 ～
　・第 2 回　2017 年 1 月 24 日（火）　9：30 ～
　・第 3 回　2017 年 2 月 6 日（月）　15：30 ～
● 2017（平成 29）年度
　・第 1 回　2017 年 4 月 26 日（水）（持ち回り）
　・第 2 回　2017 年 8 月 2 日（水）　13：00 ～
　・第 3 回　2018 年 2 月 7 日（水）　　9：00 ～

7）ディプロマ授与式
● 2016（平成 28）年度後期授与式
　 2017 年 3 月 7 日（火）　　13：00 ～
● 2017（平成 29）年度前期授与式
　 2017 年 9 月 19 日（火）　16：00 ～
● 2017（平成 29）年度後期授与式
　 2018 年 3 月 19 日（月）　13：00 ～

8）広報活動
各部局へ大学院入学ガイダンスでのチラシを配布（総数約 2400 枚 / 年）ならびにポスター掲示を依頼し

ました。また、留学生の参加が増えていることを鑑み、チラシ、ポスターとも日英併記としました。
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（4）ソウル大学校－北海道大学　共同講義
当センターでは、2016 年より、ソウル大学校公衆衛生大学院の Prof. Kyungho Choi と大学院生向けの共

同講義を開講しました。

1）第 1回　Seoul National University and Hokkaido University Joint Class
2016 年 11 月 24 日（木）・25 日（金）に、初めて共同教育プログラムとして大学院共通授業「社会と健康Ⅲ：

Environmental Chemicals and Human Health（環境化学物質と人びとの健康）」を開講しました（1 単位）。
なお、本講義は The 19th Seoul National University & Hokkaido University Joint Symposium の分科会と
しても登録されています。ソウル大学校公衆衛生大学院からは 4 名の教員に加えて、大学院生 11 名が来日
しました。本学からは 7 名の教員が講義を行い、14 名の大学院生が履修しました。履修生は、医学研究科、
獣医学研究科、工学院、農学院、生命科学院、環境科学院、保健科学研究院に所属し、日本人に加えて中国、
香港、スリランカ、バングラデシュ、インドネシア、マレーシア、エクアドル、エチオピアからの留学生
が参加し、分野横断型かつ国際色豊かな講義となりました。自己紹介及びオープニングとして環境化学物
質による健康影響の問題提示に始まり、ソウル大学校及び本学で推進している環境化学物質曝露による健
康影響に関する研究成果も含めた講義が提供されました。また、ソウル大学校生と本学大学院生から構成
された 5 チームによる事前学習課題の成果が発表され、予定の時間を超過して活発な質疑応答が行われま
した。

参加者による事後評価書では、概ね満足、この講義を勧めたい、と回答を得ました。特に、事前課題や
懇親会も含め、両校の交流を深められたことがとても有益でした。

日　時：2016 年 11 月 24 日（木）・25 日（金）
場　所：北海道大学　高等教育推進機構 S 棟 S10
講義名：Environmental Chemicals and Human Health（環境化学物質と人びとの健康）
教　員： Kyungho Choi、Kiyoung Lee、Sungkyoon Kim、Chung Sik Yoon
　　　　田中俊逸、石塚真由美、岸玲子、荒木敦子、宮下ちひろ、湊屋街子、アイツバマイゆふ

Day 1: Thursday 24 November, 2016
Time
8：45－10：15 Class 1: Opening

Opening of the course, HU facilitate,
Welcome: SNU－HU Joint Symposium Satellite Session

Welcome: SNU－HU Joint Symposium Satellite Session

Icebreaking: self－Introduction
Ignite lecture－Why is protection from chemical hazards 
important for our health?

Assoc. Prof. Atsuko Araki
Prof. Reiko Kishi,
HU organizer
Prof. Kyungho Choi 
SNU organizer

Prof. Reiko Kishi

10：30－12：00 Class 2: Lecture and discussion
Chemicals and exposure assessment Prof. Chungsik Yoon

12：00－13：00 Lunch
13：00－14：30 Class 3: Lecture and discussion

Body Burden of Toxic Chemicals: Meaning and 
implications

Prof. Sungkyoon Kim

Introduction to Toxicology Prof. Mayumi Ishizuka
14：30－16：15 Class 4: Lecture and discussion
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Introduction to basic epidemiology Assoc. Prof. Atsuko Araki
16：30－18：00 Class 5: Students presentations and discussion

a group discussion and presentation update
Presentation from each group and class discussion

18：15－ Official Reception（Faculty House Trillium: Enreiso）

Day 2: Friday 25 November, 2016
Time
8：45－10：15 Class 6: Lecture and discussion

CHECK－design, findings, and lessons Prof. Kyungho Choi
10：30－12：00 Class 7: Lecture and discussion

Introduction of the Hokkaido Study and latest findings
1. Introduction of the Hokkaido Study and POPs 
exposure and health （dioxins, PFAS）

Assoc. Prof. 
Chihiro Miyashita

2. Non－persistent chemicals exposure and health 
（Phthalates, BPA）

Lecturer 
Machiko Minatoya

3. Chemicals in indoors and inhabitant's health Assist. Prof. Yu Ait Bamai
12：00－13：00 Lunch
13：00－14：30 Class 8: Lecture and wrap－up

Evidence based chemical management in Korea Prof. Kiyoung Lee
Environmental management of chemicals in Japan Prof. Shunitz Tanaka
Evaluation and wrap‒up

2）第 2回　Seoul National University and Hokkaido University Joint Class 
2017 年 11 月 2 日（木）～ 4 日（土）に、平成 29 年度ラーニングサテライト事業として、大学院共通授業「社

会と健康Ⅲ Environmental and Chemicals and Human Health（環境化学物質と人びとの健康）」を、ソウ
ル大学校公衆衛生大学院で開催しました（1 単位）。なお、本講義は The 20th Seoul National University & 
Hokkaido University Joint Symposium の分科会としても登録されています。

本学の教員4名、ソウル大学校の教員7名が講義を提供しました。また、本学からは留学生9名を含む11名、
ソウル大学校の大学院生9名、マヒドン大学（タイ）の大学院生3名が履修しました。本学の履修生は、医学院、
工学院、農学院、理学院、地球環境科学院、保健科学院に所属し、日本人に加え、フィリピン、香港、バ
ングラデシュ、インドネシア、中国、エチオピア、台湾、エジプトからの留学生が参加し、分野横断型か
つ国際色豊かな講義となりました。

自己紹介及びオープニングとして環境化学物質による健康影響の問題提示に始まり、ソウル大学校及び
本学で推進している環境化学物質曝露による健康影響に関する研究成果も含めた講義が提供されました。

集合写真 グループディスカッション
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また、3 大学の大学院生から構成された 4 チームによる事前学習課題の成果が発表され、予定の時間を超過
して活発な質疑応答が行われました。課外学習では、Eco－Expo Korea 2017 を見学し、韓国における環境
に考慮した企業の在り方や、新しいグリーン製品について学びました。

参加者による事後評価では、おおむね満足、この講義を勧めたい、との回答を得ました。特に、事前学
習により各校の交流を深められたことが大変有意義でした。今回はオブザーバーとして講義を見学したマ
ヒドン大学、台湾・国立成功大学、モンゴル国立医科大学の教員にも好評で、将来は共同講義に参画した
いとの希望がありました。次年度は場所を本学に移し、開催予定です。

日　時：2017 年 11 月 2 日（木）～ 4 日（土）
場　所：2 日・3 日　ソウル大学校公衆衛生大学院
　　　　4 日　フィールドトリップ（ECO EXPO KOREA 2017）
講義名：Environmental Chemicals and Human Health（環境化学物質と人びとの健康）
教　員： Kyungho Choi、Kiyoung Lee、Sungkyoon Kim、Chung Sik Yoon、Kyung-Duk Zoh、
　　　　Seung-Muk Yi、Ho Kim
　　　　田中俊逸、大林由英、荒木敦子、湊屋街子

Day 1: Thursday 2 November, 2017
Time
9：00－9：50 Class 1: Opening

Introduction of the participants, Course objectives
－ Why are chemicals important for our health?

Prof. Kiyoung Lee

10：00－11：50 Class 2: Lecture and discussion
Chemicals and exposure assessment Prof. Chungsik Yoon

Epidemiology Assist. Prof. 
Yoshihide Ohbayashi

11：50－13：00 Lunch
13：00－14：50 Class 3: Lecture and discussion

Biomonitoring Prof. Sungkyoon Kim
Chemicals in drinking water Prof. Kyung‒Duk Zoh

15：00－16：50 Class 4: Lecture and discussion
CHECK－design, findings, and lessons Prof. Kyungho Choi
Hazardous Air Pollutants in air Prof. Seung‒Muk Yi

17：00－17：50 Class 5: Group discussion
a group discussion for topic development （total of 4 
groups, and ask to conduct group discussion for given 
topics）

18：30－ Official Dinner （Hoam Faculy House）

Day 2: Friday 3 November, 2017
Time
9：00－11：50 Class 6: Lecture and discussion

Indoor Air Quality study Assoc. Prof. Atsuko Araki

Introduction of Hokkaido Study and latest findings Lecturer 
Machiko Minatoya

Evidence based chemical management: Case in Japan Prof. Shunitz Tanaka
11：50－13：00 Lunch
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13：00－13：50 Class 7: Lecture
Evidence based chemical management in Korea Prof. Kiyoung Lee

14：00－14：50 Class 8: Group discussion
preparation for presentation

15：30－16：50 Class 9: Students presentations and discussion
a group discussion and presentation update
Presentation from each group and class discussion

17：00－17：30 Group presentation awards, evaluation, wrap‒up

Day 3: Saturday 4 November, 2017
Field trip
ECO EXPO KOREA 2017

フィールドトリップ学生によるプレゼンテーション

集合写真 グループディスカッション
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（5）客員研究員・訪問研究員の受け入れ状況
2016（平成 28）年度
① 客員研究員

氏名 所属 職名 共同研究者 主な研究題目 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 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 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 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 年 3 月 31 日

松本　寛 －
元㈱化合物

安全性研究所
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 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 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 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 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 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 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 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 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 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 年 3 月 31 日

西原　進吉 － 元当センター
学術研究員 岸　玲子

子どもにおける有機リン・ネオ
ニコチノイド系農薬の日常曝露
と ADHD 傾向との関係

平成 28 年 12 月 1 日
～

平成 29 年 3 月 31 日

② 訪問研究員
氏名 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
海道スタディによる葉酸代謝関
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
常発生への影響に関する検討

平成 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 年 3 月 31 日

Rahel Mesfin 
Katema

北海道大学大学院・
保健科学研究院 健康科学分野 研究生

Development and validation 
of a reliable method for the 
analysis of phthalate and their 
metabolites in human urine

平成 28 年 6 月 1 日
～

平成 29 年 3 月 31 日

③ 外国人客員研究員
氏名 所属 職名 共同研究者 主な研究題目 期間

Maria 
Pythias 

B. Espino

University of 
the Philippines 

Diliman
准教授 荒木敦子

Association between prenatal 
exposure to perfluorinated 
compounds and children's 
health conditions

平成 28 年 4 月 1 日
～

平成 29 年 3 月 31 日

2017（平成 29）年度
① 客員研究員

氏名 所属 職名 共同研究者 主な研究題目 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 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 年 3 月 31 日
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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 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 年 3 月 31 日

松本　寛 －
元㈱化合物

安全性研究所
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 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 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 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 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 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 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 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 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 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 年 3 月 31 日

西原　進吉 － 元当センター
学術研究員 岸　玲子

子どもにおける有機リン・ネオ
ニコチノイド系農薬の日常曝露
と ADHD 傾向との関係

平成 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 年 3 月 31 日

② 訪問研究員
氏名 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・
医学院

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
海道スタディによる葉酸代謝関
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
常発生への影響に関する検討

平成 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 年 3 月 31 日

Rahel Mesfin 
Katema

北海道大学大学院・
保健科学院 健康科学分野 修士課程

1 年

Development and validation 
of a reliable method for the 
analysis of phthalate and their 
metabolites in human urine

平成 29 年 4 月 1 日
～

平成 30 年 3 月 31 日

蔡　孟珊
（Tsai Meng

－Shan）

北海道大学大学院・
保健科学院 健康科学分野 特別研究

学生

Investigating the Impact of 
Persistent Organic Pollutants 
on  Ch i ld ren ' s  Endocr ine 
System through International 
Collaboration of Birth Cohort 
Studies

平成 29 年 4 月 1 日
～

平成 29 年 12 月 31 日

小串　陽子 北海道大学大学院・
医学院

腎泌尿器
外科学分野

博士課程
2 年

胎児期における環境化学物質曝
露が性分化へ与える影響

平成 29 年 6 月 1 日
～

平成 30 年 3 月 31 日

Promtes 
Kamonwan

北海道大学大学院・
保健科学院 健康科学分野 特別研究

学生

The phthalate compounds 
in dwelling and their impact 
on children's health in urban 
Thailand.

平成 29 年 12 月 16 日
～

平成 30 年 2 月 16 日
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5．WHOCC（WHO Collaborating Centre）
1）2016－2017 年度の活動

当センターは、2015 年 4 月 22 日に WHO Collaborating Centre（WHOCC）for Environmental Health 
and Prevention of Chemical Hazards に認証されました。WHOCC としては以下の 3 つの Terms of 
Reference のもと、4 つの活動を進めています。

Terms of Reference:
1.　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. 
2.　Contribute to WHO's work to translate research findings and evidence of chemical exposures and 

health into guidelines, manuals and training modules. 
3.　Support WHO in training courses and raising awareness about disease prevention of chemical 

exposures for vulnerable population.

Activities:
1.　Capacity building of selected countries in this region on survey and research methods on the health 

effects and outcomes caused by chemical exposures and exposure measurements of environmental 
or biological monitoring or both.

2.　Develop or coordinate the network group for chemical exposures and health.
3.　Contribute to WHO to translate research findings or information related to the impacts of 

environmental exposure on vulnerable populations, such as pregnant women, children, elderlies' 
health into guidelines, operational manuals, or training modules.

4.　Provide training and capacity building about diseases prevention of chemical exposures on vulnerable 
population.

① WHO 関連会議への参画
2016（平成 28）年度
International Conference “Tackling Infectious Diseases: Information for Action” in WHO Mongolia 
日　　時：2016 年 10 月 20 日（木）～ 21 日（金）
場　　所：WHO Mongolia in Ulaanbaatar city, Mongolia
　WHO モ ン ゴ ル と モ ン ゴ ル Ministry of Health and 
Sports of Mongolia が共催した会議に、WHOCC Director
岸玲子が招へいされ、“Environmental chemicals and 
related adverse effects of children” というタイトルで、
環境化学物質曝露と子どもの感染症に関する講演を行い
ました。

The 2nd Regional Forum of WHO collaborating Centres in the Western Pacific
日　　時：2016 年 11 月 28 日（月）～ 29 日（火）
場　　所：WHO WPRO, Manila, Philippines
　WCC Director である特別招へい教授岸玲子と、担当准教授荒木敦子が 2016 年 11 月に WHO WPRO
で開催された第 2 回 WHOCC フォーラムに参加しました。本会議西太平洋地域の 214 の WHOCC のうち
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143 が一堂に介し、Sustainable Development Goals （SDGs）に向けて WHO と WHOCC がどのように連
携できるかが話し合われました。

2017（平成 29）年度
第 1 回 WCC（WHO Collaborating Centre）連携会議参加
日　　時：2017 年 4 月 23 日（日）
場　　所：国立国際医療研究センター
　国内で第 1 回となる WHOCC（WHO Collaborating Centre）連携会議が東京にて開催され、本センター
から、WHOCC Director である特別招へい教授岸玲子と、担当准教授荒木敦子が参加しました。本会議
では、日本の WHOCC35 機関の代表者が初めて国内で一同に会す機会となりました、WHO 西太平洋事
務局（West Pacific Regional Office）から事務局長のシン・ヨンス氏、事業統括部長の葛西健氏が参加し、
今後の WHO と WCC との連携協力の在り方について示し、また各施設がそれぞれの活動報告をしまし
た。さらに、5 つの領域グループに分かれ、今後の WHOCC 間の連携の可能性について話し合いました。
本センターでは、環境化学物質について、市民にもわかりやすい形での情報ツールの作成を計画しており、
国内の WHOCC とも協力しながら進めていきたいと考えています。
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② 国際シンポジウム・フォーラム・会議開催（Activity 1）
2016（平成 28）年度
・国際環境疫学会 / 国際曝露科学会アジア支部総会開催
「Conference of ISEE－ISES AC2016」　
開催日時：2016 年 6 月 26 日（日）～ 6 月 29 日（水）
開催場所：北海道大学　学術交流会館、百年記念会館
主　　催：国際環境疫学会アジア支部会総会事務局（環境健康科学研究教育センター内）
テ ー マ：「Environment, Health, and Sustainable Society」

（詳細はⅡ 7．ISEE－ISES AC2016 に記載）

・国際シンポジウム：環境と健康領域における持続可能な開発目標（SDGs）開催
日　　時：2016 年 11 月 17 日（月）
場　　所：北海道大学　学術交流会館　小講堂

（詳細はⅡ１．国際連携部門（2）に記載）

会議の様子 各WCCのポスター

集合写真
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⑤ “WHO working meeting on training in Children's Environmental Health（CEH）
への参画とトレーニングモジュールの改訂・和訳（Activity 4）

・WHO working meeting on training in children's environmental health: discussion on new 
communication tools and immediate opportunities for the WHO training package use

　開催日時：2016 年 9 月 25 日（日）～ 26 日（月）
　開催場所：Relais Palazzo di Luglio, frazione Cignano, Sansepolcro－Arezzo （Italy）

　WHO では、特に医療従事者をターゲットとして、環境と子どもに関するトレーニングモジュールを作
成しています。初期の作成から 10 年余りが経過したことから、資料の更新とよりよい活用を目指すワー
キングミーティングが開催され、本 WHOCC からは荒木准教授が参加しました。また、このワーキング
グループの活動の一環として、数あるトレーニングモジュール資料の中から本 WHOCC の活動に関係が
大きい2つのトレーニングモジュールの和訳版を作成し、本邦における活用拡大を目指しています。また、

“Children and Chemicals”については、最新の知見を踏まえた更新を WHO 本部に提案しています。

・トレーニングモジュールの和訳版を作成
　作成された和訳版は、WEB にて公開されています。
　https://www.cehs.hokudai.ac.jp/whocc/whomaterial/
　　1．Why Children?：なぜ子ども ?
　　2．Children are not little adults: 子どもは小さな大人ではない
　　3．Children and Chemicals：子どもと化学物質

Children and chemicals

According to Poisons Centres :

Up to 50% to 70% of the calls are about children exposed 
to chemicals or actually poisoned 

Number of poisoning cases is underestimated 

Cases of exposure are mostly acute and accidental

The majority are between 1 & 4 years old

Boys are more affected

The outcome is usually favourable 

Mortality is usually low 

ACUTE POISONINGS

U.S. Environmental Protection Agency U.S. Environmental Protection Agency
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⑥ 研究員の受け入れ（Activity 1&4）
　海外から研究員を受け入れ、環境化学物質と人びとの健康に関連して、曝露測定、曝露評価、調査方
法、統計解析、等の技術や知識の習得・向上を目指した活動を行っています。（詳細はⅡ１国際連携部
門（7）（8）参照）

研究員：Dr. Maria Pythias B. Espino: Associate Professor, Institute of Chemistry, University of the 
Philippines

期　間：2016 年 12 月 15 日（木）～ 2017 年 3 月 14 日（火）

研究員：Rahel Mesfin Ketema 氏、北海道大学保健科学院　研究生（2016 年度）、修士 1 年（2017 年度）
受け入れ期間：2016 年 6 月 1 日（水）～継続中

研究員：Tsai Meng－Shan（蔡 孟珊）氏、北海道大学保健科学院　特別研究学生、PhD student, 
Institute of Occupational Medicine and Industrial Hygiene, National Taiwan University 
College of Public Health

受け入れ期間：2017 年 4 月 1 日（土）～ 2017 年 12 月 31 日（日）

研究員：Promtes Kamonwan 氏、北海道大学保健科学院　特別研究学生、PhD student, Environmental 
Technology at the Faculty of Public Health, Mahidol University

受け入れ期間：2017 年 12 月 16 日（土）～ 2018 年 2 月 16 日（金）
 

⑦ Develop your own scalable digital learning course 受講（Activity 4）
受講期間：2016 年 7 月 4 日～ 29 日
受 講 者：菅原彩香

　今後の WHOCC としての研修実施に向けて、digital learning course を作成するための研修を受けまし
た。受講対象者の設定、コースの組み立て方、広報の仕方などを学び、今後の WHOCC としての活動に
生かしていきたいと考えています。




