保健科学専攻担当教員紹介
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Introduction

保健科学コース
教

授

伊達 広行
DATE Hiroyuki

博士（工学）

■ 研究室ホームページ

https://www.hs.hokudai.ac.jp/date/

専 門 医用量子線工学

医用量子線工学では、医療診断・治療用の放射線を用いた応用技術や、自然界に存在する低線量放射線を含めた放射線による人体への被
ばく影響について学びます。X 線をはじめ、α線、β線、γ線、陽子線などは、1 つ 1 つが大きなエネルギーを持った粒子として振る舞い
ますが、コンピュータ技術により、これらの物質中の挙動を忠実にシミュ
レーションすることが可能となりました。本研究室では、放射線照射後
の細胞の動態を観測するとともに、モンテカルロ法コードを用いた生体
組織（細胞）へのエネルギー付与解析によって、照射細胞がどの程度損
傷するかを調べています。DNA 損傷数と細胞生存率との関係など、放射
線の微視的物理過程を考慮したモデル解析から生物学的結果を予測する
重要な情報を得ることができます。このように、放射線物理学や細胞生
物学、コンピュータ技術、数理統計学を基盤に、科学の発展と最先端医
療に寄与することを目指しています。

教

授

神島 保

KAMISHIMA Tamotsu

博士（医学）

■ 研究室ホームページ

https://kamishima.hs-hokudai.jp/

専 門 画像診断学

当研究室では単純写真・超音波・CT・MRI などを用いた画像診断に関する研
究を行っています。特に、最近、臨床応用が急速に進んでいる、「関節リウマチ
の画像診断」に関する研究に力を入れています。研究の方向性として、可能な限
り侵襲の少ない検査で効率的に病変を検出し、曖昧さや不確かさの少ない定量値
を得ることができる手法の開発を目指します。具体的な研究テーマとして、①専
用に開発されたソフトウエアによる、単純写真上の骨病変抽出、②超音波におけ
る毛細血管ファントムを用いた定量的解析の応用、③全身 MRI を用いた関節評
価などが現在行われているものです。
大学院を通して科学的思考を養い、研究手法を習得することは勿論のことです
が、臨床的な画像読影能力も並行して修練し、卒後すぐに役立つような実践的画
像読影力を培います。また、英語で情報収集・情報交換できる能力を育成するた
めの環境整備も考慮し、国際的な舞台でも通用する人材育成を目指します。

准教授

杉森 博行
SUGIMORI Hiroyuki

博士（保健科学）

単純写真を用いた関節リウマチの関節裂隙狭小化進行自動検出システム（量子集積エレ
クトロニクス研究センター・池辺将之教授との共同開発）

■ 研究室ホームページ

http://www.mia-lab.com/

専 門 臨床画像技術学・医療 AI

当研究室では人工知能技術を医用画像へ応用した撮影補助技術および診断補助技術に関する
研究、プログラミングによる医用画像解析手法の開発を行っています。近年の深層学習技術の
発達により特に医用画像における画像分類・物体検出・領域抽出とプログラミングによる画像
処理を組み合わせることで、即時応答性の高い撮影や診断の補助になる手法を開発することが
できます。医用画像を得る過程での撮影 / 撮像技術は画像診断において重要な役割を果たしま
すが、得られた画像をさらに生かすための解析的手法は特に動的・機能的な画像に対して新た
な情報を引き出すことができます。研究室では主に MATLAB を用いたプログラミングによる画
像処理や外部機器との接続によるコンピュータビジョン技術を利用した画像検査や画像診断に
役立つ研究テーマの立案し、研究を進めています。

人工知能による頭部 X 線撮影のための撮影基準線自動描画ツール
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髙島 弘幸
TAKASHIMA Hiroyuki

01

准教授

博士（医学）
専 門 磁気共鳴学、医用機器工学

保健科学コース

当研究室では、「Good research starts with good questions」という
考えのもと、単純 X 線や CT、MRI など日常診療に用いられる画像検査
機器による研究に主眼をおいています。診断に役立つ画像を取得するた
めに必要な内容を論理的に研究しましょう。また、画像解析を絡めて、
骨や筋代謝、加齢や炎症などの基礎研究に取り組み、それらを臨床に
フィードバックするためのトランスレーショナルリサーチにも力を入れ
ています。
大学院とは、研究のスタートラインに立つために必要な知識を学ぶと
ころだと考えています。もちろん、学術的なことばかりではなく、人間
的にも大きく成長する機会になると信じています。議論の中からともに
学び、探求する楽しさを味わいながら、研究成果を発信していきましょう。

准教授

福永 久典
FUKUNAGA Hisanori

PhD Medicine

椎体骨折における intra-voxel incoherent motion（IVIM）解析
椎体骨折は、最も頻度が高い骨粗鬆症性の骨折の一つです。一部の症例では骨癒合の遅延や偽関節
の発生、
椎体圧潰の進行により疼痛が残存し、
ADL および QOL の著しい低下をきたします。その結果、
神経学的症状を伴う予後不良の状態になることが明らかになってきています。これらの予後を受傷
時の MRI から予測できないか様々な撮像および解析技術を駆使して検討しています。

■ 福永研究室ホームページ

https://hisanorifukunaga.wixsite.com/laboratory

専 門 放射線生物学、保健物理学

放射線はまさに「両刃の剣」といえます。我々の目には見えませんが、医療や産業にお
いて人類に多大な恩恵をもたらす有益なツールである一方、被ばくに伴う発がんなどの危
険性も併せ持っています。放射線生物学は、分子・細胞・組織・臓器・個体・集団などの
あらゆる階層において、放射線が生物に及ぼす諸作用を研究する学術分野です。1895 年
の X 線発見後、ただちに放射線の生体への影響が明らかになりましたが、その詳細なメカ
ニズムについては依然として明らかになっていない部分が多く残されています。
当研究室では、量子ビーム技術、生化学・分子生物学的手法、モデル動物解析、大規模
コホート調査（疫学データ）、バイオインフォマティクスなどの多様なアプローチを駆使
して、放射線生物学研究に取り組んでいます。さらに、この研究から得られた知見を活用
して、革新的な診断・治療の開発や、高精度な放射線リスクアセスメントの確立も目指し
ています。

教

授

ヒト子宮頸癌由来の HeLa 細胞に蛍光プローブ Fucci を導入したもの。蛍
光顕微鏡下で G1 期に赤、S 期に黄、G2/M 期に緑の核が観察できます。
放射線が細胞周期に及ぼす影響について解析する際に有用です。

山口 博之
YAMAGUCHI Hiroyuki

博士（医学）

■ 山口研究室ホームページ

https://www.hs.hokudai.ac.jp/yamaguchi/

専 門 細菌学

私たちの研究室では “ 微生物相互作用 ” をキーワードに細菌が細胞に持続的に感染する機構や実際の環境でのありのままの微生物の生態を明らかにするために、
以下の研究を細胞・分子レベルで精力的に行っています。まずヒト病原性細菌のヒトへと適応進化の道筋を明らかにするために、原生生物の一種であるアカント・
アメーバに共生するクラミジアの原始の姿をとどめた偏性細胞内寄生性の難培養性細菌（環境クラミジア）を用いた実験を進めています。性感染症等を起こす病原
性クラミジアはゲノムのスリム化が起こりヒト細胞に適応進化したと考えられていますが、この環境クラミジアは過酷な自然環境
に生息するアメーバの共生細菌故に、ゲノムのスリム化はさほど起こっておらず、病原性クラミジアが適応進化の過程で邪魔にな
り捨てたさまざまな分子を温存していると予想されます。その喪失した分子の中に、病原体がヒトへと適応進化するためのヒント
が隠されていると信じています。また私達は、自然環境に普遍的に生息する原生生物の一種繊毛虫の中に集積した細菌間の接合伝
達頻度が大幅に増すことを発見しました。繊毛虫は耐性菌が選択される自然環境の「ホットスポット」かもしれません。さらに札
幌地下歩行空間の菌叢変化の要因探索も行っています。地下歩行空間に浮遊する菌叢が、その空間中に浮遊する微粒子数や温度、
さらに通行人の数に依存して、ダイナミックに変動する様子を可視化することに成功しました。さらに最近の研究では、札幌の土
壌から株化したアメーバが、その共生細菌依存的に生きたヒト病原細菌（大腸菌やサルモネラ）をアメーバ表層に乗せ運搬するこ
とを発見しました。運搬される細菌にとっては貧栄養の場から富栄養の場へと効率良く移動する手段となり、アメーバにとって抱
えた細菌は、アメーバの非常食になるのではと考えています。興味がある人はぜひ一緒に研究しませんか。
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難培養細菌が共生するアメーバ

保健科学コース
教

授

石津 明洋
ISHIZU Akihiro

博士（医学）

■ 病理・免疫検査学研究室ホームページ

専 門 病理学・免疫学・リウマチ学

https://www.p-i-labo-hs-hokudai.jp

本研究室では、自己免疫疾患などの難治性疾患の病因解明と新しい病態診断法や治療法の開発を目
指して研究を行っています。「血管炎の病理と病態」では、抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連血管
炎における好中球細胞外トラップ（NETs）の関与に着目し（下図）、NETs の測定法や NETs を制御す
ることによる ANCA 関連血管炎の新規治療開発に取り組んでいます。「生体防御システムとその破綻
に関する研究」では、NETs を放出し NETosis という細胞死を起こした好中球と疾患の関係について、
また「免疫細胞の機能解析」では、NETosis とマクロファージの相互作用の詳細を解析しています。

図．ANCA 関連血管炎の発症機序（Nakazawa D
et al. Nat Rev Rheumatol 15: 91-101, 2019）

教

授

惠 淑萍

HUI Shu-Ping

博士（医学）

■ 細胞代謝化学研究室ホームページ

専 門 臨床化学、 分析化学、 食品科学

https://sites.google.com/view/hokudai-lala/

細胞代謝化学研究室では、 主に以下の項目を中心に異所性脂肪蓄積症や肥満などの
疾患に関する病因解明と健康食品治療法の開発を目指して研究を行っています。
1．異所性脂肪蓄積症などの脂質代謝異常の研究；2．細胞・ミトコンドリア機能調節・
酸化ストレス応答の研究；3．血漿リポタンパク質・生理活性脂質の研究；4．機能性
食品の研究開発と作用機序の解明。
酸化ストレスと関係が深い過酸化脂質、 酸化リポ蛋白、 抗酸化生理活性脂質、 抗酸
化機能性食品などに注目し、 独自に開発した質量分析法（LC/MS）を用いて、 脂質代
謝と異所性脂肪蓄積（NASH 等）との関係を調べています。余所にはない、 機能性物
質等の特許出願と取得を重ねています。
本研究室には医学、 保健学、 農学、 生命科学などの博士研究者が集い、 寄附分野（食
品機能解析学・保健栄養学分野）の設置もあって、 外国人教員も増えて学際的・国際
的雰囲気の中で研究が行われています。分子、 遺伝子、 タンパク質、 動物レベルの研
究をしているので、 学生は様々な技術や考え方を修得できます。

准教授

加賀 早苗
KAGA Sanae

博士（医学）

■ 心血管エコー研究室ホームページ

専 門 循環機能検査学、超音波検査学

https://hokudai-hs-echolab.com/

心血管エコー検査は、循環器疾患の病因、病態、症候、診断および治療法の選
択に欠かせない検査です。当研究室では、心臓や血管の形・動き・血流・血圧を
包括的に評価できる心血管エコー法を駆使して、加齢や生活習慣による健常人の
心血管系の変化や各種心血管疾患の病態生理と診断法を研究しています。これら
の成果を、心血管疾患の診断や予防と健康増進に役立てることが最終的な目標で
す。
また、北大病院の検査・輸血部や循環器内科の協力を得て、心血管エコーを中
心とする超音波検査の臨床研修も実施しています。社会人経験のない大学院生と
してはおそらくはじめての超音波検査士（循環器）試験合格者が、当研究室から
誕生しています。
このように、心血管エコーの実務に精通した専門技師や技師研究者の育成も、
当研究室の大事な目標のひとつとなっています。
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心血管エコー動画をスペックルトラッキング法で解析し（左図）、
心筋や血管壁の局所機能を精密に分析します（右図）

Introduction

櫻井 俊宏
SAKURAI Toshihiro

博士（保健科学）

■ 健康イノベーションセンター 高度脂質分析ラボラトリー ホームページ

https://sites.google.com/view/hokudai-lala/

専 門 臨床化学、予防医学、食品科学

保健科学コース

本研究室では、有用な臨床検査や分析手法を開発することを目指した研究
を行っています。特に、血液中のリポタンパク質（LDL や HDL）の脂質やタ
ンパク質を分離・分析し、様々な疾患を持つ患者ではどのような脂質やタン
パク質が変化し、健康な人との違いが起きているのかを調べています。その
変化を評価する方法を開発することやその標的物質の細胞への影響などを調
査すること等、幅広い研究を展開しています。また、予防医学・健康科学に
関連して “ 食品の機能性 ” の研究を行っています。特に、道内産の食材を用
いて食品の新たな機能性を見いだし、健康維持や健康寿命の延長に貢献して
いきたいと考えています。これらのテーマは臨床検査や保健科学の専門性を
活かせる領域です。教育の面では、臨床検査の専門性を活かしながら国際的
な視野を持つ次世代のリーダーになるような学生の輩出に貢献することを目
標としています。

准教授

田村 彰吾
TAMURA Shogo

博士（保健科学）

■ 血液再生制御研究室ホームページ

専 門 血液学、再生医学、分子生物学

https://bloodregulregen.wixsite.com/hs-brr

当研究室では、骨髄の発生や造血環境の構築・制御メカニズムの解明に取り組み、さらにその
メカニズムを試験管内で再現することで、ミニ骨髄（骨髄オルガノイド）の開発に挑んでいます。
骨髄造血環境の解析では、私たちが新たに発見した巨核球造血を制御する骨髄間質細胞（骨髄
PDPN 陽性間質細胞）に着目して研究を進めています。また、臨床的研究では、異常な出血や血
栓をきたす先天性血液凝固異常症の遺伝子解析・分子病態解析を行っています。先天性血液凝固
異常症の遺伝子解析を実施できる施設は数少なく、当研究室は国内解析拠点の一翼を担っていま
す。

成熟骨髄で巨核球造血微小環境を形成する PDPN 陽性間質細胞
緑：PDPN 陽性間質細胞、赤：巨核球系細胞、青：細胞核

教

授

遠山 晴一
TOHYAMA Harukazu

博士（医学）

■ 運動器障害学研究室ホームページ

専 門 スポーツ整形外科、
運動器リハビリテーション

https://yamanakalab.jimdofree.com/

本研究室では、運動器障害（整形外科疾患）の予防とリハビリテーションに関する研究を
中心に行なっております。具体的には膝前十字靱帯損傷、足関節外側靱帯損傷、投球障害、

（b）

変形性膝関節症、慢性腰痛症、ロコモティブシンドロームなどの疾患を研究対象とし、三次
元動作解析システムや床反力計、ワイヤレス筋電計、ウェアラブル慣性センサー、体幹安定
性評価装置などを用いたバイオメカニクス的手法により、疾患の予防とリハビリテーション
に関する新たなる知見を得て、これら知見の臨床への応用に努めております。また、北海道
大学病院をはじめとする多くの基幹的医療機

（a）

関に所属している臨床経験豊富な客員研究員
や社会人大学院生も本研究室に多数在籍して
おり、これら医療機関との共同研究を通じて、
本研究室の大学院生は臨床における知識・経
験を共有しながら研鑽を積んでおります。

Subject-specific musculoskeletal model（a）による drop vertical jump での着地動作中の中殿筋の筋張力（b）の検討
（Mayo Clinic Biomechanical Laboratory との共同研究）
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准教授

保健科学コース
教

授

前島 洋

MAEJIMA Hiroshi

博士（保健学）

■ 適応運動医科学研究室ホームページ

専 門 基礎理学療法学、 神経科学

https://hokudai-ptflab5.webnode.jp/

リハビリテーションのコアとなる運動療法が他の治療法と異なる特徴として、 対象者が主体的に神経
活動を動員して運動を繰り返すことにより、 目的とする機能を獲得する過程にあります。運動は運動機
能の促進のみならず、 認知症をはじめとする中枢神経系の退行変性疾患の「予防」に対しても効果があ
ることが注目されています。その背景として、 運動は中枢神経の可塑性促進や保護作用もつ脳由来神経
栄養因子（BDNF）等の有用な因子の発現を増強し、 機能維持・改善に働きます。当研究室では運動のも
つ広範な効果について、 老化促進モデル動物や脳卒中モデル動物を用いた神経科学的な基礎研究を行っ
ています。リハビリテーションにおける運動の有する可能性について、 中枢神経系疾患の運動療法効果
を促進させるニューロモジュレーション、 運動による認知機能を含む中枢神経系の退行抑制効果、 運動
とピジェネティクス調整機構の関係について研究を進めています。

マウスの生体脳イメージングを用いた脳由来神経
栄養因子（BDNF）の発現

教

授

境 信哉

SAKAI Shinya

博士（障害科学）

■ 認知神経科学リハビリテーション研究室ホームページ

専 門 神経心理学、高次脳機能障害学

https://nr.hs-hokudai.jp/

脳卒中や脳外傷の後遺症として生じる認知障害を高次脳機能障害といいます。この障害のために日常生活
や復職・復学において困難をもつ人は少なくありません。本研究室では、澤村大輔講師、吉田一生講師、大
学院生と共に高次脳機能障害をもつ人々を支援するための検査法の開発やリハビリテーション効果研究を
行っています。
本研究室における大学院生の最近の研究を 2 つご紹介します。
1．近 赤外線イメージング装置（fNIRS）と視覚と聴覚から同時に入
力される記憶課題を用いて、この課題によって生じる干渉時の抑
制処理に関する脳活動を調べました（図 1）（博士後期課程 崔
さん、澤村講師指導）。
2．経 頭蓋直流電気刺激（tDCS）を用い脳への微弱な電気刺激を与
えることによって、非利き手の巧緻運動が促進されるかについて
調べました（図 2）（修士課程 渡邊君、澤村講師指導）。
他にも様々な研究を行っています。詳しくは本研究室のホームペー
ジをご覧ください。
図 1：fNIRS の使用風景

教

授

千見寺 貴子
CHIKENJI Takako

博士（医学）

図 2：tDCS の電極を頭部に装着し手指巧緻
性検査を実施している様子

■ 千見寺研究室ホームページ

専 門 病態細胞生物学、再生医学

https://www.chikenjisaitolab.org

私たちの研究室では、自己免疫疾患、糖尿病、うつ病など慢性炎症を引き起こすさまざまな疾患
の病態メカニズム解明と新たな治療法の開発を目的としています。現在、「細胞老化」という現象
に焦点をあて、慢性炎症との関連性について分子細胞生物学的手法から検討しています。さらに、
慢性炎症を制御する治療法を、再生医療やリハビリテーション、それらと薬物治療の組み合わせな
どから探索しています。国際幹細胞学会 ISSCR（International Society for Stem Cell Research）や
ICSA（International Cell Senescence Association）な
ど国際学会への発表や国際共同研究を通じて、学生ひ
とりひとりが国際性を高める取り組みをしています。
新しいことにチャレンジしたい人を歓迎します！

図 1：
（左）皮膚炎を起こした全身性エリテマトーデスモデルマ
ウス。
（右）細胞治療で皮膚炎が改善したモデルマウス
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図 2：細胞老化を誘導した Neuro2a 細胞

Introduction

寒川 美奈
SAMUKAWA Mina

博士（理学療法学）

01

准教授

■ スポーツ理学療法学研究室ホームページ

https://hokudai-sports-pt-lab.jp

専 門 スポーツ理学療法学、運動療法学

行っています。
スポーツ傷害の予防に関しては、膝前十字靭帯損傷や投球障害、成長期障害などの受傷メカニズム検証や予防戦略に関する研究を行なっ
ています。
運動療法の有効性検証については、ウォームアップやストレッチング
による筋腱伸張性や運動パフォーマンスへの効果や、寒冷環境における
コンディショニングについて研究しています。
女性アスリートの健康管理に関しては、女性の月経に合わせたコンディ
ショニングや性差に関する研究を進めています。
得られた知見をスポーツの現場における課題解決へ貢献できるように、
日々大学院生たちと研究に取り組んでいます。また、大学院修了後は、
スポーツ現場の理学療法士として活躍できるよう人材育成にも力を入れ
ています。

准教授

宮﨑 太輔
MIYAZAKI Taisuke

図 1：超音波を用いた筋腱伸張性の評価（左）

図 2：機器を用いた足関節筋へのストレッ
チング

博士（医学）
専 門 神経解剖学

神経解剖学では細胞の形態や分子局在を解析することを目的としています。
私が研究対象としている小脳は運動学習や協調運動に関わる脳領域として知られ、プルキンエ細
胞を中心とした整然とした構造を持っています。これまで私は正常な小脳回路発達にはプルキンエ
細胞への興奮性入力である登上線維と平行線維の競合が必須であることを明らかにしてきました
（Miyazaki et al., 2004; 2012）。この競合は発成体期においても存在し（Miyazaki et al., 2010）、神
経細胞の補佐役であるグリア細胞も関わっていることもわかりました（Miyazaki et al., 2017）。この
研究結果は分化したニューロンが外界の環境変化に応じて神経回路再編を行うことができる可能性
を示唆しています。我々はこの知見を神経障害時における適切な回路再編へと適用していきたいと
考えています（Miyazaki et al., 2021）。

図．カルシウムチャネル Cav2.1 欠損によるシナプス選別不全の例。1
つのプルキンエ細胞（青）を 2 本の登上線維（aCF、uCF）が多重
支配している様子を示している（Miyazaki et al., 2004）

准教授

長谷川 直哉
HASEGAWA Naoya

博士（保健科学）

■ 運動制御学研究室ホームページ

専 門 姿勢制御、運動学習、
神経系理学療法学

https://hokudaimotorcontrollaboratory.webnode.jp/

本研究室では、姿勢制御、運動学習、感覚フィードバック練習、運動障害の客観的評価をキーワードに研究を行っています。
1）姿 勢制御は多くの要因で構成されており（図 1）、その特性を解明し、運動学習に効果的なリハビリテーションを構築することを目指し
ています。
2）感 覚フィードバック練習では、ヒトが潜在的に有する感覚に加えた機械的・言語的信号を用いる（図 2）。本研究では、用いる感覚を操
作して、姿勢制御の運動学習に効果的な感覚フィード
バック練習について調べています。
3）本 研究では、運動障害の客観的な評価方法を構築する
ことで、リハビリテーションの有効性検討や運動障害
の早期発見に貢献することを目指しています。特に、
神経難病であるパーキンソン病および小脳性失調を対
象に研究を実施しています。
図1

姿勢制御の要因
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図 2 感覚フィードバック

保健科学コース

スポーツ理学療法学研究室では、スポーツで発生する傷害の予防や運動療法の効果検証、女性アスリートの健康管理に関する研究などを

保健科学コース
教

授

横澤 宏一
YOKOSAWA Koichi

博士（工学）

■ 脳機能計測学ホームページ

https://yokosawa.hs-hokudai.jp/

専 門 医用生体工学

本研究室では、主に脳磁計を用いた研究を行っています。脳磁計は脳波計と同じように脳内の神経活動
を電気生理学的な方法で計測する機器ですが、脳内の活動部位を比較的正確に知ることができます。その
ため脳の機能を調べたり、ヒトの精神状態や意図を読み出したりする研究が幅広く行われています。本研
究室では、脳磁計発祥の地であるフィンランドの大学と長く共同研究をしてきました。加齢や軽度認知症
に伴って記憶力が低下するメカニズムや「快 / 不快」のモニター、
2 台の脳磁計を連結して 2 人がコミュニケーションしている時
の脳活動を同時に計測する研究などを行っています。通常の言
語的対話はもちろんですが、音楽的対話やアバターを使ったコ
ミュニケーションなどにも取り組み、オンラインコミュニケー
ションは通常の対面とどう違うのかなどを明らかにしたいと思
います。
音を聞いた時の脳内の活動部位

教

授

小笠原 克彦

OGASAWARA Katsuhiko

博士（医学）、MBA

脳磁計（MEG）

■ 社会医療情報研究室ホームページ

専 門 医療情報学、医療システム学

看護学コース兼務

https://oga911.wixsite.com/oga-lab

本研究室では、医療技術や医療システムのある事象を情報学と経済学の手法により分析し、あぶりだされた問題点を医療情報学と医療シ
ステム学の視点により解決策を見出す一連の研究を行っています。最近では、産学地域連携による健康増進システムの開発や地デジテレビ
による高齢者健康見守りシステム、更にはそれらの経済性評価
などにも挑戦しています。研究室には教授の他、学部 5 名、修
士 8 名、博士 4 名が在席しており、医療人工機能（AI）、地域
医療システム、遠隔健康システム、医療経済・病院経営などの
研究に取り組んでいます。
医 療 情 報 学 や 臨 床 経 済 学 は、 専 門 性 に 依 存 し に く い
Borderless な研究領域です。研究室主催のセミナーは病院に勤
務する様々な医療職や他大学の教員も参加して頂き、全員で質
問・意見し合う厳しいものですが、背景の違うメンバーと意見
交換することで新しい視点を得ることと思います。

教

授

山内 太郎
YAMAUCHI Taro

（地デジを活用した高齢者健康見守りシステム）

博士（保健学）

（福島原発事故後の放射線関連ツイートの分析）

■ 人類生態学研究室ホームページ

専 門 人類生態学、国際保健学、
WASH（安全な水、トイレ、衛生）

https://smilelab.ac/

人類生態学（Human Ecology）は人間（個体・集団）の環境への適応、人間
と環境との相互作用を考える学問です。研究テーマは、水・トイレ・衛生（WASH）、
食と栄養、身体的健康（体格、運動、体力）、社会・心理的健康（QOL、ウェルビー
イング）など多岐にわたります。海外（とくに開発途上国）のローカルコミュニ
ティで調査研究を行うことによって、地域社会で脆弱な人々（子ども、女性、高
齢者など）の安全と健康と幸福に貢献することを使命としています。
現在、人類生態学研究室は大学院生 10 名（留学生 3 名）を擁し、アジア、オ
セアニア、アフリカの 8 ヶ国においてフィールドワークを展開しています。海外
フィールド体験は、若者の物の見方、人生観を変える大きなインパクトとなりま
す。当研究室は、異文化での貴重なフィールドワーク経験を糧として、研究教育
機関、医療現場、国際協力、民間企業、公務員など多様な分野へ有為な人材を輩
出しています。

WASH の改善をめざすザンビアの子どもクラブのメンバーたちと
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看護学コース兼務

Introduction

授

池田 敦子
IKEDA Atsuko

博士（医学）

■ 環境健康科学研究室ホームページ

専 門 環境保健学、環境疫学

看護学コース兼務

01

教

https://ehslab-hokudai.sakura.ne.jp/ikeda
保健科学コース

環境健康科学研究室では、私たちの健康と環境との関わりについて疫学研究の
手法を用いて明らかにしていきます。本研究室では、北海道大学環境健康科学研
究協力センターと協力して、主に出生コーホート研究や室内環境と居住者の健康
に関する研究に取り組んでいます。環境と子どもの健康に関する北海道スタディ
では、特に環境化学物質の内分泌かく乱作用に着目しています。胎児から小児期
の子どもへの健康影響について、対面で思春期の子どものアレルギーや二次性徴
発来を調査し、環境化学物質やホルモン等のバイオマーカーを測定し、化学物質
曝露との関係を探索しています。加えて、本学の環境化学物質による健康障害予
防 WHO 研究協力センターに参画、国際連携研究・教育を実施し SDGs の達成に向
けて取り組んでいきます。他には、ベトナムとの環境と健康に関する共同研究、
環境の良い影響としてアロマセラピーと健康に関する研究にも取り組んでいく計
画です。

環境疫学のスキーム（環境化学物質曝露と健康を考える例示）
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