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The Center for Environmental and Health Sciences at Hokkaido University was established on April 
1, 2010 as an inter-university joint education and research facility, following a meeting of the university's 
council in 2009. Since then, the center has been engaged in large-scale research projects in the field of 
"environment and health," basic and applied research on environmental health science, dissemination of 
research results, strengthening of cooperation with research centers in Japan and abroad, promotion of 
internationalization, and training and development of human resources to tackle diversifying problems. 
On the occasion of the tenth anniversary of its establishment, the Center has compiled a commemorative 
publication on its ten-year history.

The Center has four divisions: (1) Project Research Promotion Division, (2) Research Support Division, 
(3) International Cooperation Division, and (4) Cooperative Education Promotion Division to promote 
a variety of research and educational activities. In the Project Research Promotion Division, we are 
promoting the National Survey on Children's Health and the Environment (Eco-Chill Survey), which will 
be implemented by the Ministry of the Environment as a national project from 2011 to 2032. Children 
born to pregnant women who were recruited at the beginning of the project are now 10 years old. Also, 
in the Hokkaido Study on the Environment and Children's Health, which started 10 years earlier than the 
Eco-Chill Survey, the children have reached adulthood, and the leading role is about to be handed over 
from mother to child. The results of the indoor environment research, compiled by the research team, are 
now available on the web page of the Ministry of Health, Labor and Welfare as the "New Sick Building 
Syndrome Consultation and Countermeasures Manual (Revised and Updated)" based on scientific evidence. 
The Research Support Division has steadily continued to provide substantial support for research, including 
ethical review of new research topics, data management, risk management, public relations, joint research, 
and inter-departmental collaboration to obtain large research funds. The International Collaboration 
Division has been promoting research and human exchange as an "international center for environment and 
health. In recent years, we have steadily increased the number of internationally co-authored papers, and 
our activities have produced tangible results. The Division of Cooperative Education Promotion has been 
in charge of the secretariat for the common graduate school course "Society and Health" and has developed 
and awarded diploma programs. In addition, the Center has been active as a place for advanced education 
and training in cooperation with the International Cooperation Division, offering joint classes with Seoul 
National University in South Korea and Mahidol University.

In addition, the Center was certified as a WHO Collaborating Centre for Environmental Health and 
Prevention of Chemical Hazards on April 22, 2015, and is working with WHO Headquarters, WHO 
Western Pacific Office, and other WHOCCs around the world to prevent health problems caused by 
exposure to chemical substances.

In FY2020, we faced the global spread of a new coronavirus (COVID-19). This is an opportunity for us 
to reconsider where we are going and how we need to change from the perspective of "environment and 
health. The future direction of the Center is to (1) promote international collaborative research and increase 
the number of internationally co-authored and top 10% papers by utilizing the existing birth cohort research 
base, (2) provide scientific knowledge in collaboration with WHO and implement it in society as guidelines 
and materials, and (3) work toward the establishment of a global-level institute on environment and health. 
We will continue our efforts to accelerate the development of human resources toward the establishment of 
a global standard institute for environment and health. I would like to ask for your continued understanding 
of the activities of this center and your cooperation in its further development.

Greetings from the Center Director
Director, Research and Education Center for Environmental Health Science, Hokkaido University

Katsuhiko Ogasawara
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北海道大学環境健康科学研究教育センターは、2009 年に本学の評議会を

経て、2010 年 4 月 1 日に学内共同教育研究施設として設置されました。そ

の後、「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

る基礎および応用研究、研究成果の発信、国内外の研究拠点との連携強化

と国際化の促進、多様化する問題に取り組む人材の育成・訓練に、専従お

よび兼務教員一丸となって取り組んでまいりました。この度、設置から 10

年が経過したことを機に、記念誌として 10 年の歩みをまとめました。

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）」を推進しています。開始当初にリクルートをした妊婦さんから生

まれたお子さんは 10 歳を迎えています。また、エコチル調査より 10 年早くスタートした「環境

と子どもの健康に関する北海道研究」では、お子さんが成人に近づき、お母様からお子さんに主

役がバトンタッチしようとしています。室内環境研究は、研究班としてまとめた成果が「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（改訂新版）」として

厚生労働省の WEB ページに公開されています。研究支援部門では、新たな研究課題に対する倫

理審査や、データマネジメント、リスク管理、広報、共同研究及び大型の研究費獲得に向けた部

局間連携など、実質的な研究のサポートを地道に続けてまいりました。国際連携部門では、「環

境と健康に関する国際拠点」として、研究および人的交流を図ってきました。近年は、着実に国

際共著論文を増やし、活動が成果として目に見える形での実績となってきています。連携教育推

進部門では、大学院共通授業「社会と健康」の事務局を担い、ディプロマプログラムを整備・授

与してきました。また、韓国ソウル大学校やタイマヒドーン大学との共同授業を開講するなど、

国際連携部門とも協調し、高度な教育訓練の場としても活動を重ねてきています。

加えて、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 認 証 さ れ、WHO 本 部、

WHO 西太平洋オフィスはもちろんのこと、世界各国の WHOCC と連携して化学物質曝露によ

る健康障害から人々を予防するための活動を進めています。

2020 年度は、新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的な感染拡大に直面しました。「環境

と健康」の視点において、今後我々がどこに向かうべきか、どう変わる必要があるのかを再考す

る機会となっています。これから本センターが目指すべき方向としては、①既存の出生コーホー

ト研究基盤を生かした国際共同研究の推進と国際共著、トップ 10% 論文の増加、② WHO との

連携による科学的知見の提供、ガイドラインやマテリアルとしての社会実装、そして③グローバ

ル水準の環境と健康に関する学院の創設に向けた人材育成の加速化に努力を続けてまいりたいと

存じます。今後も、本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に向け

たご協力を衷心よりお願い申し上げます。

センター長挨拶
北海道大学環境健康科学研究教育センター長

小笠原　克彦
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  １．環境健康科学研究教育センターの沿革
　  　2010 年－ 2020 年　
  　　※役職名は当時のもの

  1. 1　岸センター長時代（2010 年～ 2011 年）

環境健康科学研究教育センター
（以下「本センター」）は、北海道大
学の学内共同教育研究施設として
2010 年 4 月 1 日に設置された。現
代社会がかかえる広範囲の環境問題
が人々の健康に及ぼす影響を学問的
に検証し、人々の健康と安寧、豊か

で安全な生活に資する科学的なデータを示すことによ
る、わが国と国際社会の課題解決への貢献を趣旨とし
た。初代センター長は岸玲子特任教授、副センター長は、
河口明人教育学研究院教授、齋藤健保健科学研究院教
授が務めた。本センターには多彩な研究活動を推進す
ることを目的に、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
つの部門が設置された。この年、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）」がスター
トした。北海道大学は、札幌医科大学、旭川医科大学、

日本赤十字北海道看
護大学と共に本事業
を受託し、本セン
ター内に北海道ユ
ニットセンター事務
局を設置した。また、
岸センター長が PI

（principal	 investigator）で 2002 年に立ち上げられた出
生前向きコーホート研究「環境と子どもの健康に関す
る北海道スタディ」の事務局もセンター内に移設され
た。2010 年 9 月 22 日に本センター設立記念式、および
エコチル調査北海道ユニットセンター立ち上げ式が医
学部学友会館「フラテ」で開催された。

  1. History of the Center for Environmental 
      and Health Sciences 
      (titles are as of the time)

  1. 1 Prof. Kishi’s Directorship (2010–2011) 

Hokkaido Univers i ty  es tabl ished the  Center  for 
Environmental and Health Sciences (CEHS) on April 1, 2010, 
as an institute for interdisciplinary education and research. 
CEHS aims to address the environmental and health issues 
faced by Japan and the world. Specifically, CEHS focuses 
a wide range of current environmental issues and identifies 
how they affect people’s health, and presents scientific data 
for a healthier, safer, and better life. The first CEHS’s director 
was Prof. Reiko Kishi (Specially Appointed Professor) and 
the deputy directors were Dr. Akito Kawaguchi (Professor, 
Faculty of Education) and Dr. Takeshi Saito (Professor, 
Faculty of Health Sciences). CEHS consists of four divisions 
to promote the center’s research: (1) Division of Research 
Project Advancement, (2) Division of Research Support, (3) 
Division of International Cooperation, and (4) Division of 
Collaborative Education. The Ministry of the Environment 
launched the Japan Environment and Children’s Study (JECS), 
birth cohort study in January 2011. In the same year, the 
Ministry appointed Hokkaido University, along with three 
other institutions in the Hokkaido prefecture (Sapporo Medical 
University, Asahikawa Medical University, and the Japanese 
Red Cross Hokkaido College of Nursing), to organize the 
Hokkaido Regional Centre of JECS. Subsequently, the CEHS 
was appointed as the administration office for the Hokkaido 
Unit Centre (a regional center for JECS). Similarly, it became 
the new administrative office for the Hokkaido Study of 
Environment and Children’s Health (the Hokkaido Study), a 
birth cohort study launched in 2002 and led by the director 
of CEHS, Dr. Reiko Kishi (as principal investigator). On 

September 22, 2010, an 
event was held in “Frate” 
(the Alumni Hall of the 
Faculty of Medicine) to 
commemorate the launch 
of CEHS early in the 
year, and of the Hokkaido 
Regional Centre of JECS.

 History of the Center for Environmental 
and Health Sciences

環境健康科学研究教育センターの沿革

1

岸玲子初代センター長

設立記念式にて挨拶をのべる岸センター長

設立記念式レセプション
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  1. 2　齋藤センター長時代（2012 年～ 2015 年）

齋藤健教授がセンター長となり、
副センター長を河口明人教授、岸玲
子特任教授、小笠原克彦保健科学
研究院教授、本センター荒木敦子
准教授が順次務めた。この 4 年間
に大きく進展した国際活動として、
2012 年度に韓国、台湾の研究者ら

とともにアジアの出生コーホートコンソーシアム（Birth	
Cohort	Consortium	of	Asia：BiCCA）を立ち上げ、ア
ジア地域の環境と健康に関する連携の強化を行なった。
2012 年度から毎年、本大学サステナビリティーウィー
クに参画し、当センターと国内外の招待発表者と共同
で国際シンポジウムおよび一般公開シンポジウムを実
施した。2015 年 4 月 22 日に、環境化学物質と健康に
関する専門機関として、WHO	Collaborating	Centre	
for	Environmental	Health	and	Prevention	of	Chemical	
Hazards（WHOCC）に推挙された。WHO 西太平洋地
域事務局（WPRO）より葛西健事業統括部長、Nasir	
Hassan 担当官を招へいし、11 月 16 日に本学百年記念
会館にて認証式、および指定記念シンポジウムを開催
した。WHO の協力機関として、国内外の健康リスク評
価、健康影響の軽減・管理、予防政策や環境衛生に関
する基準やガイドラインの策定に貢献することを目標
とした。また、学内の研究科（院）と協力して開講し
てきた大学院共通授業「社会と健康」をディプロマプ
ログラムとして整備し、2014 年にディプロマ授与を開
始した。

  1.3　小笠原センター長時代
          （2016 年～ 2021 年現在）

３代目のセンター長は、小笠原克
彦保健科学研究院教授となり、副セ
ンター長は、田中俊逸地球環境科学
研究院特任教授、山内太郎保健科学
研究院教授、藏崎正明地球環境科学
研究院准教授、荒木敦子准教授が務
める。2016 年 6 月に韓国ソウル大

学校公衆衛生大学院と部局間交流協定を締結し、共同
教育プログラムを立ち上げた。本学、ソウル大学校に
て持ち回りで開講し、2018 年にはタイよりマヒドーン
大学とワライラック大学が参画し、ラーニングサテラ

  1. 2 Prof. Saito’s Directorship (2012–2015)

For the next four years (2012–2015), Prof. Takeshi Saito 
served as CEHS director. Dr. Akito Kawaguchi (Professor), 
Dr. Reiko Kishi (Specially Appointed Professor), Dr. 
Katsuhiko Ogasawara (Professor, Graduate School of Health 
Sciences), and Dr. Atsuko Araki (Associate Professor, 
CEHS) were the deputy directors. In these four years, 
CEHS made significant strides in building partnerships 
for environment and health research in Asia. In 2012, 
CEHS teamed up with Republic of Korea and Taiwan 
academics to establish the Birth Cohort Consortium in Asia 
(BiCCA). In 2012, CEHS started participating in Hokkaido 
University’s annual Sustainability Week Projects and 
holding international symposia with academics from Japan 
and overseas. On April 22, 2015, CEHS was designated as 
a World Health Organization Collaborating Centre (WHO 
CC) for Environmental Health and Prevention of Chemical 
Hazards. On November 16, an official designation ceremony 
and commemorative symposium were held at Hokkaido 
University’s Centennial Hall. Representing WHO’s Western 
Pacific Regional Office (WPRO) at the event were Director 
of Programme Management, Dr. Takeshi Kasai, and Regional 
Coordinator, Dr. Nasir Hassan. In its new term of references 
(TORs) as a WHO CC, CEHS assist WHO in addressing Data 
Collection and Analysis by conducting research aimed at the 
impact of environmental chemical exposures on vulnerable

population such as pregnant women, children, elderly, 
etc. to prevent chemical hazards/risks on reproductive 
health,allergies, developmental diseases, and pollution 
related health diseases, contribute to WHO's work, as 
and when requested, to translate research findings and 
evidence of environmental chemical exposures into policy 
recommendations, and support WHO in training courses and 
raising awareness about disease prevention of environmental 
exposure for vulnerable populations. In 2014, CEHS also 
launched a “Health, Society, and Environment” diploma 
program based on the inter-graduate school class. The first 
diplomas were awarded in the same year.

  1.3 Prof. Ogasawara’s Directorship (2016–)

Since 2016 , Prof. Katsuhiko Ogasawara has been serving 
as director of CEHS. Dr. Shunitz Tanaka (Professor, Faculty 
of Environmental Earth Science), Prof. Taro Yamauchi 
(Professor, Faculty of Health Sciences), Dr. Masaaki 
Kurasaki (Associate Professor, Faculty of Environmental 
Earth Science), and Dr. Atsuko Araki (Associate Professor, 
CEHS) were the deputy directors. In June 2016, CEHS 
signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Seoul 
National University’s Graduate School of Public Health. 
Under this MOU, the two institutions launched a joint 
educational program, with lectures held alternately between 
Sapporo and Seoul. In 2018, the MOU was signed with 

齋藤健第 2 代センター長

小笠原克彦第 3 代センター長



［ 9 ］

Regression／沿　革

イト事業および Hokkaido サマーインスティテュートサ
テライトスクールとして講義を提供した。2016 年、お
よび 2018 年に当センターから研究者 2 名がベルギーア
ントワープ大学に来訪し、訪問研究員として機器分析
技術の指導を受けて環境化学物質の微量分析を実施し
た。フィリピン大学から外国人客員研究員、保健科学
院から 3 名の留学生を訪問研究員として受け入れ、国
際研究拠点形成や人材育成を進めた。2016 年 6 月には

「Conference	of	ISEE － ISES	AC2016」を主催し、アジ
ア各国から約 450 名の参加者を集めた。平成 29 年から
30 年の 2 年間の任期に渡り、岸玲子特別招へい教授が
BiCCAの Chair を務めた。
2019 年 4 月 22 日に、環境化学物質と健康に関す

る専門機関として、WHO	Collaborating	Centre	 for	
Environmental	Health	 and	Prevention	 of	Chemical	
Hazards に再認証された。2019 年 1 月に、岸玲子特
別招へい教授が BiCCA の Chair を中国上海交通大学
の Jun	Jim	Zhang 教授に引き継いだ。令和元年から
令和 2 年にかけて、岸玲子特別招へい教授がゲスト
エディターを務め「環境と健康」の最新知見と調査
結果をまとめた Springer	Environmental	Health	and	
Preventive	Medicine	eBook	series	を発刊し、2	冊の電
子書籍	:「Health	Impacts	of	Developmental	Exposure	
to	Environmental	Chemicals」、「Indoor	Environmental	
Quality	and	Health	Risk」を出版した。2019 年 11	月 21	
日に、Seoul	National	University（SNU）との共同講義
を開催した。北海道大学、SNU、Mahidol	University（MU）
の 3 大学に所属する教員 10	名、および大学院生 29	名
が参加した。2019 年から、北海道大学One	Health	フロ
ンティア卓越大学院プログラムについて WHOCC	とし
ての実践の機会をOne	Health	Ally	コースとして提供し
た。

  1. 4　研究・教育の現状と展望

本センターは創設以来、「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構
築を目標に、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連携教育推進部門を置いて、
多彩な研究教育を行っている。専任教員 11 名、兼務教
員 33 名、招へい教員 15 名、事務・技術・嘱託職員 26
名の 83 名（2021 年 1 月現在）で構成されている。

Walailak University, Thailand. In 2016 and 2018, two CEHS 
researchers visited the University of Antwerp in Belgium, 
where, performed an instrumental chemical analysis to build a 
platform for international research and capacity development. 
CEHS accepted a researcher from the University of 
Philippines and three international students from Hokkaido 
University’s Graduate School of Health Sciences as guest 
researchers. In June 2016, CEHS hosted the Conference of the 
International Society for Environmental Epidemiology and 
the International Society of Exposure Science – Asia Chapter 
2016 (ISEE – ISES AC2016) in Hokkaido University. Around 
450 participants from Asian countries participated in the 
event. In 2017 and 2018, Dr. Reiko Kishi served as the chair 
of BiCCA.

On April 22, 2019, CEHS was re-designated as a WHO 
CC for Environmental Health and Prevention of Chemical 
Hazards. In January 2019, Dr. Jun Jim Zhang (Professor, 
Shanghai Jiao Tong University) took over from Dr. Reiko 
Kishi as the chair of BiCCA. In 2019 and 2020, two issues 
of the Springer Environmental Health and Preventive 
Medicine eBook series were published: Health Impacts 
of Developmental Exposure to Environmental Chemicals, 
and Indoor Environmental Quality and Health Risk toward 
Healthier Environment for All. The series, guest-edited by 
Dr. Reiko Kishi, present the latest findings in environmental 
and health research. The 2019 issue was titled. In 2019, 
CEHS held a joint lecture with Seoul National University 
(SNU). The lecture was attended by ten faculty members 
and 29 graduate students from Hokkaido University, SNU, 
and Mahidol University. In the same year, CEHS contributed 
WISE (Doctoral Program for World-leading Innovative & 
Smart Education) Program for One Health Frontier, Graduate 
School of Excellence with providing an Ally course.

  1.4 Research and Education: Present and Future

Since its foundation, CEHS has always sought to develop 
and facilitate new research projects in the environment and 
health and to build a platform for training academic talent. It 
promotes a wide range of education and research through its 
four divisions: (1) Division of Research Project Advancement, 
(2) Division of Research Support, (3) Division of International 
Cooperation, and (4) Division of Collaborative Education. As 
of January 2021, CEHS has 85 members: 11 full-time faculty, 
33 faculty with concurrent posts, 15 invited faculty, and 26 
administrative, technical, or supporting staff.

• CEHS as a WHO Collaborating Centre (WHO CC) 
As a WHO CC, it aims to play a part in mitigating adverse 

health effects of chemical compounds on the environment, 
building capacity for preventing health incidents, and 
developing WHO standards for environmental health. In 
partnership with WHO’s Geneva headquarters and Western 



［ 10 ］

CEHS10 周年記念誌／ CEHS 10th Anniversary Magazine

★ WHOCC（研究協力機関）
環境化学物質による健康影響の軽減、予防のための

能力向上、WHO による環境衛生に関する基準作りなど
への貢献を目指している。WHO 関連会議への参画、国
際シンポジウム・フォーラム・会議の開催、リーフレッ
ト（Dioxins	and	our	health、PFAS	and	our	health、
Pesticide	exposure	and	human	health）の作成、および
WHO の研修モジュールのうち、環境と子どもに関する
トレーニングモジュールの改訂・和訳などを、WHO 本
部や西太平洋事務局と連携して進めている。平成 30 年
に国内で第 2 回となる WHOCC（WHO	Collaborating	
Centre）連携会議（東京）が開催され、日本の 32 機関
の WHOCC 代表者が国内で一堂に会し、WHO 西太平
洋事務局（West	Pacific	Regional	Office:	WPRO）からは、
事業統括部の葛西健氏と牧野友彦氏が参加した。本セ
ンターからは、WCC 間の連携・協働の事例報告を行
うとともに、様々な事例を学び、更なる連携・協力に
向けて具体的な協議を行った。2019 年に WHO	ベトナ
ムやベトナムの National	 Institute	of	Occupational	and	
Environmental	Health	を訪問するなどの連携強化に務
めた。

★「環境と子どもの健康に関する北海道スタディ
     （北海道スタディ）」
北海道コーホート（母児 20,926 組）と札幌コーホー

ト（母児 514 組）の 2 つの前向き研究を実施している。
環境化学物質曝露および電波曝露等、胎児期から幼少
期の環境と子どもの先天異常や免疫機能・アレルギー、
成長、発育・肥満、発達障害、性腺機能、第二次性徴
への影響を解明している。化学物質の解毒代謝酵素等
母児の SNPs による遺伝的感受性も考慮し、エピゲノム
等による分子メカニズムを含めた長期追跡研究である。
全員を対象にする質問票の調査および札幌周辺の居住
者を対象に対面調査を実施している。

★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）」
2010 年度から、日本全体で 10 万人の子どもたちを

16 年間追跡する国家プロジェクト研究である。北海道
ユニットセンターは札幌、旭川、および北見の 3 地域
で 8,362 人の妊婦をリクルートし、本体調査、詳細調査、
学童期調査、およびユニットセンターが独自に実施す
る追加調査を推進している。

Pacific Office, CEHS participates in WHO conferences, 
organizes international symposia and other such gatherings, 
produces informative leaflets (“Dioxins and Our Health”, 
“PFAS and Our Health”, “Pesticide Exposure and Human 
Health”), and Japanese editions of WHO’s training modules 
on environment and children’s health. In 2018, the second 
WHO CC conference was held in Tokyo, bringing together 
delegates from 32 Japanese WHO CC. Coordinators Dr. 
Takeshi Kasai and Dr. Tomohiko Makino attended the event 
as representatives of the WHO WPRO. At the event, CEHS 
presented cases illustrating inter-WHO CC collaboration, 
attended similar presentations from other delegates, and 
discussed plans for further collaboration. In 2019, CEHS 
worked to strengthen cooperation by visiting the National 
Institute of Occupational and Environmental Health, Vietnam 
which is WHOCC as well.

• Hokkaido Study of Environment and Children’s
  Health (Hokkaido Study)

Hokkaido Study consists of two prospective birth cohorts: 
Hokkaido Cohort (20,926 mother-child dyads) and Sapporo 
Cohort (514 mother-child dyads). The study aims to examine 
the relationship of prenatal and neonatal exposure with 
environmental chemicals, radiofrequency radiation, and other 
exogenous factors with congenital abnormalities, immune 
function/allergies, physical development, growth/obesity, 
developmental disorders, gonadal function, and secondary 
sex characteristics. This long-term follow-up study considers 
genetic predisposition associated with single-nucleotide 
polymorphisms (SNPs) in the mother or child (by exploring, 
for example, the role of SNPs in the metabolic detoxification 
of environmental chemicals). It also covered the epigenetic 
mechanisms and other molecular mechanisms. The study 
collects data through a questionnaire and in-person interviews 
of participants living in and around Sapporo. 

• Japan Environment and Children’s Study (JECS)
Started in 2010, JECS is a national research project that 

follows-up 100,000 children across Japan. As part of this 
project, the Hokkaido Unit Centre recruited 8,362 pregnant 
women living in Sapporo, Asahikawa, and Kitami area. The 
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★室内空気質と健康
全国規模の室内空気質とシックハウス症候群などに

かかわる疫学研究を推進した。これらの研究から得ら
れた知見は、2016 年に「科学的根拠に基づくシックハ
ウス症候群に関する相談マニュアル ( 改訂新版 )」を厚
生労働省 WEB サイトに掲載し、シックハウス症候群に
関する正しい知識の普及と、科学的根拠を踏まえた質
問や相談に役立てられている。

★ BiCCA(Birth Cohort Consortium of Asia)
16 か国 31 コーホートが参画し（2021 年 1 月現在）、

調査対象となる母児は合計 75,000 組以上。平成 29-30
年は岸玲子特別招へい教授が代表を務め、ビジネス会
議の開催、Profile	paper の発表（Epidemiology	2017）、
By	law の制定、BiCCA 内共同研究の開始などの協力、
連携を進めている。

★大学院共通授業「社会と健康」
　およびディプロマプログラム
学内の多彩な教員の講義によ

り、広い視野を持った研究者の
教育を目指している。健康科学
に関する 5 領域 20 単位の取得
によるディプロマは、これまで
2 名の留学生を含め、医学院、
保健科学院、文学院、教育学院、
工学院、および農学院の 6 つの
大学院に所属する 15 名に授与した。ソウル大学校との
共同教育プログラムを始め、英語講義も実施している。

★国内外の共同研究
台湾国家衛生研究院、台湾国立陽明大学、およびベ

ルギーアントワープ大学との共同研究を進め、国際共
著論文を発表した。また北海道大学医学研究院、保健
科学院、工学院、情報科学研究院、および情報基盤セ
ンター、さらに他大学では北海道医療大学、山梨大学、
および東北大学等と多様な共同研究を実施するととも
に、国際共著論文を発表している。

★研究交流
国内外を問わず研究者を客員研究員として受け入れ

ることで、多様な視点から議論し研究を推進できる研

study consists of the main study, a sub-cohort study, a school-
age study, and an adjunct study that the Hokkaido Unit Centre 
runs independently.

• Indoor Air Quality and Health
CEHS facilitated a nationwide epidemiological research 

on indoor air quality and sick building/house syndrome, and 
asthma and allergies. The findings formed the basis for a 
revised Ministry of Health, Labour and Welfare manual on 
science-based consulting for sick house syndrome, which was 
published on the ministry’s website in 2016. The research has 
promoted proper knowledge of sick building syndrome and 
contributed to a more science-based process of inquiring into 
or consulting about the syndrome.

• Birth Cohort Consortium in Asia (BiCCA)
As of December 2020, 31 cohorts in 16 countries join 

BiCCA, with over 75,000 mother-child dyads participants 
of all cohorts. CEHS has played a key role within BiCCA. 
Along with CEHS’s Dr. Reiko Kishi serving as the chair 
of BiCCA in 2017 and 2018, CEHS entered partnership 
agreements to cooperate with the other consortium members 
in hosting business conferences, publishing a profile paper 
(Epidemiology 2017), establishing by-laws, and conducting 
joint research.

• Health, Society and Environment (inter-graduate
  school class), Diploma Program

Taught by a wide range of Hokkaido University’s faculty, 
Health, Society and Environment is an educational program 
that aims to cultivate a body of academic talent with broad 
perspectives. The diploma program covers five areas of health 
sciences for a total of 20 credits. 
The diploma has been awarded to 15 
students until now and two of them 
were international students. The 
students were from the following 
graduate schools: Medicine, Health 
Sciences, Humanities, and Human 
Sciences, Education, Engineering, 
and Agriculture. CEHS also offers 
a joint educational program with 
Seoul National University.

• Collaborative Research with Researchers in Japan
  and Other Countries

CEHS has conducted collaborations and published joint 
papers with overseas institutes—namely, Taiwan’s National 
Health Research Institutes, National Yang-Ming University, 
and the Belgium’s University of Antwerp. It has also 
published with Hokkaido University’s graduate schools of 
Medicine, Health Sciences, Engineering, Information Science 
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究者を育てることに力を入れている。当センターには
客員研究員 16 名、および訪問研究員 2 名が承認され
センター内外で研究活動を行っている（2021 年 1 月現
在）。2018 年度には、米国 UCLA	Fielding	School、タ
イ Samut	Prakan	Public	Hospital、中国南開大学、タイ
マヒドーン大学、ベルギーアントワープ大学から研究
員が本センターを訪問した。2019 年度には中国青島市
疾病管理予防センターから外国人客員研究員が 2	か月
間当センターに滞在した。2020 年より保健科学院の特
任助教１名および訪問研究員１名が当センターに定席
して研究活動を行っている。

★Sustainable Development Goals（SDGs）の
   達成に向けて

北海道大学では、2005 年に「持続可能な開発」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．食料・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貢献に取り組んできました。
本センターの設立は2010年ですが、わが国と世界の人々
の健康をめぐる課題に真正面から専門的に取り組む 6
番目の領域、「環境と健康」が新たに加わることになり

and Technology, with the university’s Information Initiative 
Center, and the Health Sciences University of Hokkaido, 
University of Yamanashi, and Tohoku University.

• Exchange Programs
CEHS has accepted guest researchers from Japan and 

other countries to cultivate a body of academics capable of 
producing research from diverse perspectives. As of January 
2021, CEHS approved 16 guest researchers and two visiting 
researchers to promote research in CEHS and its partner 
institutions. In 2018, researchers from the UCLA Fielding 
School of Public Health (USA), Samut Prakan Public 
Hospital (Thailand), Nanjing University (China), the Mahidol 
University (Thailand), and the University of Antwerp visited 
CEHS. In 2019, a visiting fellow from the Qingdao Municipal 
Centre for Disease Control and Prevention stayed at CEHS 
for two months. In 2020, an assistant professor and a doctoral 
fellow from Hokkaido University’s Graduate School of Health 
Sciences have been working at CEHS.

• Approaches to the Sustainable Development 
  Goals (SDGs)

Hokkaido  Univers i ty  In i t i a t ive  for  Sus ta inab le 
Development was established in 2005. Its priority fields 
were 1. Global warming, 2. Integrated water resource 
management, 3. Construction of a sound material-cycle 
society, 4. Securement of a stable food supply and sustainable 
forest resource management, and 5. Measure against 
infectious diseases. Establishment of the center add 6th 
field to the initiative, 6. Environment and Health. After 15 
years, Hokkaido University was ranked 1st nationwide (76th 
worldwide) in the Times Higher Education Impact Rankings 
2020. The Impact Rankings are global performance tables 
that assess universities’ social contributions such as efforts 
aimed at tackling issues pertaining to climate change, 
gender equality, health, and wellbeing, against the United 
Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). As a WHO 
Collaborating Centre, and to conduct Environmental Health 
studies and organize Hokkaido Summer Institute educational 

スウェーデンウプサラ大学 Dr. Dan Norback, Dr. Juan Wang を迎えて

ザンビア大学 Nosiku 氏、Doreen 氏を迎えて
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ました。15 年が経過し、北海道大学はTHE大学インパ
クトランキング 2020（SDGs）で国内 1 位（世界 76 位）
を獲得しました。「THE大学インパクトランキング」は、
イギリスの高等教育専門誌「Times	Higher	Education

（THE：ティー・エイチ・イー）」が気候変動に対する
活動やジェンダーの平等、健康と福祉など、大学の社
会貢献の取り組みを国連のSDGsの枠組みを使って評価
するというものです。具体的には、本センターは WHO
研究協力センターとして、また環境と健康に関する研究
を推進し、SDGs に関連した講義を北海道サマーインス
ティテュートでの提供、Future	Earth への参画などに
よって、SDGs の達成に貢献しています。本センターの
活動による主な目標は SDG3：すべての人に健康と福祉
を、となりますが、さらに SDG4：質の高い教育をみん
なに、SDG6：安全な水とトイレを世界中に、SDG11：
住み続けられるまちづく
りを、SDG12：つくる責
任つかう責任、SDG17：
パートナーシップで目標
を達成しよう、等の同時
達成も目指していくもの
です。特に脆弱な集団に
も目を向けることで「誰
一人取り残さない」とい
う約束に取り組んでいき
ます。

programs related to SDG, and participation in “Future Earth”, 
we contribute to SDGs achievement. The main goal of our 
activities is SDG3: Good Health and Well-being, in addition 
to simultaneous achievement of SDG4: Quality Education, 
SDG6: Clean Water and Sanitation, SDG11: Sustainable 
Cities and Communities, SDG12; Responsible Consumption 
and Production, and SDG17: Partnerships for the Goals, but 
not limited to these goals. By focusing on the most vulnerable 
population, we concur with a pledge “no one will be left 
behind.”

佐竹 輝洋
札幌市環境局 環境都市推進部 環境計画課

持続可能な開発目標（SDGs）と札幌市の取組

山中 康裕
北海道大学大学院 地球環境科学研究院

持続可能な世界に向けて：世界と地域をつなぐキーワードSDGs

湊屋 街子
北海道大学 環境健康科学研究教育センター

環境と健康の視点でとらえるSDGs

北海道大学 環境健康科学研究教育センター主催
WHO環境化学物質による健康障害の予防に関する
研究協力センター指定三周年記念 市民講演会

北海道大学 環境健康科学研究教育センター 担当：三浦・阿部
TEL 011-706-4746 / FAX 011-706-4725 / E-mail info@cehs.hokudai.ac.jp
申し込みはTEL・FAX・E-mailまで。 *座席に余裕がある場合のみ当日参加を受け付けます。

申 込 み
お問い合わせ

後援 札幌市／札幌市教育委員会／北海道

北海道大学 百年記念会館大会議室

要事前申込み
参加費 無料

10月17日 18:00-19:302018年 水
(17:30開場)

(札幌市北区北9条西6丁目)

SDGsを考える

演題

「環境首都」をうたう札幌市から「環境＆都市生活」、「持続可能な開発のための
教育」の視点から「環境＆教育」、環境と人々の健康に関する長年の調査結果か
ら「環境＆健康」をテーマに講演を行い、参加者のみなさまに、環境＋αによる
SDGsの達成について問いかけます。

～暮らし・教育・健康～

SDGs達成に向けた
私たちの取り組み

北海道大学 環境健康科学研究教育センター主催

WHO環境化学物質による健康障害の予防に関する
研究協力センター再認証記念 市民講演会

北海道大学学術交流会館 小講堂 (札幌市北区北8条西5丁目)

10月 2日 18:00-19:30
2019年

水
(17:30開場)

（SDGs：持続可能な開発目標）

北海道大学 環境健康科学研究教育センター 担当：荒木・阿部
TEL 011-706-4746 / FAX 011-706-4725 / E-mail info@cehs.hokudai.ac.jp
申し込みはTEL・FAX・E-mailまで。 *座席に余裕がある場合は当日参加を受け付けます。

申 込 み
お問い合わせ

環境と私たちの健康とSDGs
アイツバマイゆふ 北海道大学 環境健康科学研究教育センター

地域の人々と未来のサニテーションをデザインする
山内太郎 北海道大学大学院保健科学研究院・総合地球環境学研究所

国際協力の現場でSDGsを考える
吉田早苗 独立行政法人国際協力機構（JICA）地球環境部 環境管理グループ

後援 北海道/札幌市/独立行政法人国際協力機構（JICA）

要 事前申込み※
参加費 無料

WWHHOO  CCoollllaabboorraattiinngg  CCeennttrree  ffoorr  EEnnvviirroonnmmeennttaall  HHeeaalltthh  aanndd  PPrreevveennttiioonn  ooff  CChheemmiiccaall  HHaazzaarrddss

環境にやさしい運営を心がけています。 公共交通機関または自転車をご利用ください。
WARM BIZ実施中！暖かい服装でおこしください。

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）は、 2015年9月の国連サ
ミットで採択されたもので、国連加盟193か国が
2016年～2030年の15年間で達成するために掲げた
目標です。貧困に終止符を打ち、地球を保護し、
すべての人が平和と豊かさを享受できるようにす
ることを目指す普遍的な行動を呼びかけています。

◆司会

山内 太郎 北海道大学大学院 保健科学研究院
兼 環境健康科学研究教育センター

岸 玲子

小笠原 克彦（北海道大学大学院 保健科学研究院 兼 環境健康科学研究教育センター）

（WHO 環境化学物質による健康障害の予防に関する研究協力センター
兼 北海道大学 環境健康科学研究教育センター）

■講演

■開会の辞

■活動報告

「WHO研究協力センターとして３年余りの活動を振り返って」

藏崎 正明 北海道大学大学院 地球環境科学研究院
兼 環境健康科学研究教育センター

佐竹 輝洋（札幌市環境局 環境都市推進部 環境計画課）

持続可能な開発目標（SDGs）は、”No one will be left behind（誰も取り残さない）”を理念とし、
全ての主体が持続可能な社会の形成に向けて取り組む目標です。近年、この目標の達成に向けて政
府や企業、そして自治体も取り組みはじめており、札幌市では2018年3月に策定した「第２次札幌市
環境基本計画」において、環境施策の推進をSDGsの達成に繋げていくこととしています。本講演では、
SDGs達成に向けた札幌市の取組について紹介します。

「持続可能な開発目標（SDGs）と札幌市の取組」

山中 康裕（北海道大学大学院 地球環境科学研究院）

「持続可能な世界に向けて：世界と地域をつなぐキーワードSDGs」

湊屋 街子（北海道大学 環境健康科学研究教育センター）

私たちはだれもが健康な生活を送りたいと願っています。健康には、私たちの身の回りの環境
が大きく関係しています。SDGsの17目標のひとつ「すべての人に健康と福祉を」を軸に、「環
境×健康」という観点から、私たちがどうSDGsに取り組めるか、具体的にできること、今日か
ら始められることを、一緒に考えていきたいと思います。

「環境と健康の視点でとらえるSDGs」

国際社会から地域社会まで、先進国から途上国まで、あらゆる社会課題が、SDGsの17目標のもとで
語れるようになりました。SDGsを用いれば、地域課題も、国際社会で取り組むべき課題に出来ますが、
そうでなければ、説明責任を果たしていないと見なされてしまいます。また、持続可能な社会は、絶えず、
いち早く社会課題に気づき、改善できる社会です。私たちには、その実現のため、相手を想像し、立場
を超えて対話することが求められます。

札幌市から講師を招いて（2018）

JICA から講師を招いて（2019）
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１１．．Division of Research Project Advancement
This division is put in place for the commissioned projects deriving from the Ministry of the Environment’s 
“Japan Environment and Children’s study (JECS)” and the currently undertaken research projects on 
“environments and health” with the funding from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, the Ministry of Health, Labor and Welfare, Ministry of Environment, Ministry of International 
Affairs, AMED, etc., to progress, and for new research projects to be developed.
２２．．Division of Research Support
This division provides administrative support for research activities that would meet the requirement of 
individual research projects. We nurture those experts who are capable of providing practical support to 
research projects in, for example, data management, risk management, and public relations.
３３．．Division of International Cooperation
This division is in charge of national and international dissemination of our research findings and 
strengthening of our collaboration with research centers within the university and beyond.
４４．．Division of Collaborative Education
This division is tasked with developing strong research competencies and creating a state-of-the-art 
education and training system. We achieve them through working with graduate schools and faculties at 
Hokkaido University and its collaborating universities on education programs and cross-departmental class 
provision. We nurture those who are very keen to disentangle environmental issues that are complex and 
varied and those experts who investigate the issues in great breadth and depth – this is what Hokkaido 
University aims for.
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１１．．ププロロジジェェククトト研研究究推推進進部部門門

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）」に係る委託事業、文部科学省、厚生労
働省、環境省、総務省、AMEDなどの資金により行われている「環境と健康」関連の研究プロジェクト、さら
には、今後の新しい研究開発の高度化推進をはかる。

２２．．研研究究支支援援部部門門

それぞれの研究プロジェクトに合わせて、実務および対外的な研究活動支援を行なう。データマネジメント、
リスク管理、広報など、実質的な研究のサポートのできる専門的な人材を育成する部門である。

３３．．国国際際連連携携部部門門

研究成果の国内外への発信、学内外の研究拠点との連携の強化をはかる。

４４．．連連携携教教育育推推進進部部門門
本学や連携する各大学の研究科(院)の教育プログラムや大学院共通授業科目と連携し、高度な研究能
力開発や最新の教育訓練システムの構築の実現を推進する。本学の目標でもある、複雑で多様な環境
問題に対して課題解明に強い意欲を持つ人材や、幅広い視野で課題を深く掘り下げる専門的人材の育成
を行う。

  1.5 Center for Environmental and Health Science   1. 5　環境健康科学研究教育センター　組織図


