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設立７０周年記念誌発行にあたって

北海道立衛生研究所長

立 花 理 彦

北海道立衛生研究所は、道民の保健衛生の向上に寄与するため、保健衛生に関する科学

を基礎とした試験検査、調査研究を行うことを目的として、昭和24年9月3日に北海道庁の敷地

内で産声をあげて以来、本年で70年目を迎えることとなりました。

今日まで長い歴史を積み重ねてこれたのは、ひとえに歴代の所長をはじめ、先人の皆さま

のたゆまぬ努力のほか、関係者のご支援・ご協力の賜物と考えており、心から深く感謝を申し

上げます。

当所の70年の歩みを顧みますと、設立当初は、戦後の混乱期、道民の生活環境や衛生状

態が極めて劣悪な状況にあった中で、当時猛威を振るっていた赤痢やコレラなどの伝染病対

策や飲料水の検査などに取り組みました。その後も折々の時代のニーズに応えるべく、生活

環境や食品、薬品、感染症などの試験検査や調査研究において、対応分野を順次拡大して

参りました。

特に、岩内郡で発生したボツリヌス食中毒事件を契機に行った血清療法などの調査研究や、

本道にとっては風土病ともいえるエキノコックス症の血清診断法の確立、世界的にもまれな専

用施設を活用した感染実験等の分野では、国内はもとより国際的にも高い評価を得るなど、輝

かしい業績を上げることができたものと考えております。

本年は、当所の設立70周年と時を同じくして、地方衛生研究所全国協議会も70周年の佳節

を迎えており、その記念事業において、先般、2名の研究職員と1グループが厚生労働大臣表

彰、地方衛生研究所全国協議会会長奨励賞、地方衛生研究所全国協議会学術貢献賞を受

賞しました。このことは、受賞者本人の日頃の研究成果が認められたことは論を俟ちませんが、

これに加え、先人の研究者達から脈々と受け継がれた当所の調査研究の質の高さや高度な

技術があったからこその栄冠であると、非常に喜ばしく思っております。

本道は、これまで経験したことのない人口減少や高齢化が進行しており、道民の誰もが安心

して健やかに暮らすことができる地域社会づくりが喫緊の課題となっている中、公衆衛生や地

域保健の科学的、技術的中核機関である当所の役割は一層重要になるものと考えております。

これからの令和の時代に向け、そうした地域社会が実現できるよう、職員一同これまで以上

に研鑽を積み重ねて研究活動に取り組んで参りますので、皆さまの変わらぬご支援をお願い

申し上げます。

結びに、記念誌発行にあたり、ご多忙中にも関わらず玉稿をお寄せいただいた先輩諸氏に

厚くお礼を申し上げ、挨拶とさせていただきます。

令和元年8月



地方衛生研究所設置要綱

○昭和23年4月7日 厚生省三局長通知（予防、医務、公衆保健）
・地方衛生研究所の設置、地方の衛生関係試験検査機関を統合、
地方公衆衛生の向上

・保健福祉部の直轄機関
・所掌事務

（1）病原の検索及び血清学的検査
（2）薬品その他の化学試験
（3）食品の検査
（4）環境衛生試験
（5）病理臨床試験
（6）地方衛生に関して必要な調査研究
（7）保健所その他の衛生に関する試験検査施設の指導
（8）その他

・人的整備、学識経験のある技術者を招致

昭和23年4月 7日 厚生省三局長通知
昭和39年5月18日 厚生事務次官通知
昭和51年9月10日 厚生事務次官通知
平成 9年3月14日 厚生事務次官通知

地方衛生研究所の役割
○ 臨床検査技師法 ○ 医薬品医療機器等法
○ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
○ 水道法 ○ 水質汚濁防止法 ○ 温泉法

食品衛生法 感染症法

科学的・技術的
中核機関

衛生研究所

・国際化の進展
・疾病構造の変化
・輸入食品の安全性
・生活環境の問題
・その他

１．調査研究
２．試験検査
３．研修指導
４．公衆衛生情報

課題

地域保健法
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生活科学部

生活衛生グループ

薬品安全グループ

シラカバ雄花序と花粉

生活科学部は、生活衛生グループと薬品安全グループの2グループで構成され、以下の試験検査、

調査研究、研修指導を行っている。

生活衛生グループは、主査（生活環境）、主査（水衛生）及び主査（放射線）の3主査を配置し、道民の

健康で快適な生活と生活環境の維持・改善のために、生活衛生に係る様々なニーズに応えながら、生

活環境に関する各種の試験検査、家庭用品の安全性を把握するための試買検査、飲料水における有

害化学物質（揮発性有機化合物、重金属、農薬、放射能等）による汚染、温泉水の成分分析と療養利用

及び生活環境における放射能汚染とそれらに関する生体影響の評価について、各種の試験検査、調査

研究を実施している。また、検査精度の向上と信頼性の確保を目的とした道内の民間登録検査機関を

含めた水質検査機関の外部精度管理も実施している。なお、平成23年3月に発生した東京電力福島第

一原子力発電所事故による放射能汚染の影響調査のための行政試験を行い、道民への放射能情報の

提供（ホームページ発信等）を企画情報グループとともに行っている。

薬品安全グループは、主査（医薬品）及び主査（有害物質）の２主査を配置し、医薬品などの監視指

導・品質管理のための検査業務、無承認無許可医薬品試買検査をはじめ、危険ドラッグの分析に関す

る調査研究や身の周りに存在する有害化学物質（揮発性有機化合物、農薬等）による汚染と生体影響

の評価を実施している。さらに、検査精度の向上と信頼性の確保を目的とした衛生検査所の立ち入りや

シラカバ花粉症等の予防を目的とした花粉飛散状況の調査を実施し、花粉情報をホームページ等で発

信している。薬用植物園において「一般公開」及び毒草による食中毒を防止する啓発活動として「春の

山菜展」の実施や有毒植物の化学的鑑定等に関する調査研究、食中毒発生時の対応を行っている。

試験検査
○室内環境に関する試験検査
○家庭用品に含まれる有害物質に関する試験検査
○水道水、ミネラルウォーターなどの飲料水の成分分析及び飲料水源の
安全に関する試験検査

○道内温泉の成分分析（療養泉判定試験、鉱泉分析試験）、医治効能判定
○放射線、降下物や飲食物の放射能、その他放射能汚染に関する試験検査

調査研究
○シックハウス症候群に関する研究
○飲料水の安全性に関する調査研究
○道内温泉に関する化学成分特性、その経年変化及び有効利用に関する研究
○有珠山山麓における温泉資源変動調査
○北海道における食品及び環境試料中の放射能実態調査

試験検査
○医薬品、医療機器等に関する試験検査
○植物性自然毒に関する試験検査及び有毒植物による食中毒防止の啓発活動
○花粉の飛散状況調査及び花粉情報のインターネットなどによる発信
○薬用植物園の維持管理

調査研究
○危険ドラッグに関する研究
○食中毒の原因となる有毒植物の化学的鑑定法に関する研究
○シラカバ等花粉症対策に関する研究
○有害化学物質の生態影響に関する研究

Ge半導体検出器を用いた
γ線放出核種の測定



食品科学部

食品安全グループ

試験検査
○動物用医薬品の残留試験 （抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤）
○環境汚染物質の残留試験 （有機塩素系農薬、総水銀など）
○二枚貝等の貝毒検査 （麻痺性貝毒、下痢性貝毒）

調査研究
○残留動物用医薬品の分析法に関する研究
○残留環境汚染物質の分析法に関する研究
○環境汚染物質の食品中の残留実態調査
○化学的危害原因物質の分析法に関する研究
○貝毒の機器及び簡易測定キットを用いた分析法に関する研究

試験検査
○農産食品、加工食品などの残留農薬検査、食品衛生学的試験検査
○食品添加物の検査
○食器、容器包装の規格試験
○遺伝子組換え食品の検査 （大豆、トウモロコシ）
○食品中のアレルギー物質の検査 （小麦・そば・落花生・乳・卵・えび・かに）

調査研究
○食品に残留する農薬の分析法及び摂取量に関する調査研究
○食品添加物の分析法に関する研究
○リアルタイムPCRによる食品中の遺伝子の検出・定量に関する研究
○食品中のアレルギー物質の検知精度向上に関する研究

食品保健グループ

遺伝子組換え大豆検査

食品科学部は、食品安全グループと食品保健グループの2グループで構成され、以下の試験検査、

調査研究、研修指導を行っている。

食品安全グループは、主査（残留農薬）及び主査（遺伝子・アレルギー）の2主査を配置し、食品の安

全性を確保するための業務を遂行しており、食品中に残留する農薬、食品添加物やカビ毒、遺伝子組

換え食品、アレルギー物質含有検査などに関する理化学的試験、調査研究を実施している。また、道立

保健所試験検査課職員に対する食品中に残留する農薬等の分析に係る研修も担当している。

食品保健グループは、主査（動物用医薬品）及び主査（貝毒）の2主査を配置し、主として畜水産食品

の安全性を確保するための業務を遂行しており、これらの食品に残留する有害化学物質として有機塩素

系農薬、水銀、合成抗菌剤や抗生物質などの動物用医薬品などについて理化学的試験、調査研究を

実施している。また、道産及び道内流通二枚貝の麻痺性貝毒及び下痢性貝毒に関する試験検査、調査

研究も実施している。さらに全道７カ所に設置されている食肉衛生検査所の動物用医薬品検査における

確認試験を実施している。

貝毒のマウス毒性実験



感染症部

細菌グループ

試験検査
○道内で発生する細菌感染症及び発生動向に関する調査
○道内で発生する細菌性食中毒に関する調査
○食品衛生法に基づく食品の検査及び精度管理
○北海道衛生検査所外部精度管理調査（微生物学的検査）
○結核菌分子疫学調査（VNTR法を用いた遺伝子型別）

調査研究
○細菌検査及び解析手法の技術向上に関する研究
○薬剤耐性菌・下痢症起因菌に関する疫学調査研究
○環境・食品中の各種病原細菌汚染に関する研究
○細菌感染症・細菌性食中毒事例の分子疫学的解析
○病原体ゲノミクスを基盤とした病原体検索システムの利用活用に係る研究
○レジオネラ症対策に関する研究

ウイルスグループ

試験検査
○道内で発生するウイルス感染症の発生動向調査
○道内で発生する食中毒の原因ウイルス検査
○感染症流行予測調査（抗体・ウイルス保有状況調査）

調査研究
○麻疹ウイルスの分子疫学研究
○インフルエンザウイルスの検査及び流行把握に関する研究
○環境・食品中のノロウイルス汚染に関する研究
○腸管系ウイルス検査法の検討
○腸管系ウイルス感染事例の分子疫学的解析

インフルエンザウイルス

細菌検査（細菌培養）

感染症部は、細菌グループ、ウイルスグループ及び医動物グループの3グループで構成され、以下の

試験検査、調査研究、研修指導を行っている。

細菌グループは、主査（細菌感染症）、主査（食品細菌）の2主査を配置し、道民の健康で快適な生活

の維持・向上のために、細菌が原因で引き起こされる感染症や食中毒の原因調査とその対策のための

調査研究を実施している。また保健所、食肉衛生検査所職員等を対象とした技術指導等の研修や感染

症発生動向情報の発信、検査精度の向上を目的に道内臨床検査センター（衛生検査所）を対象とした

外部精度管理調査等を実施している。

ウイルスグループは、主査（ウイルス感染症）、主査（腸管系ウイルス）の2主査を配置し、ウイルスが原

因で引き起こされる感染症や食中毒の原因調査とその対策のための調査研究、保健所職員等を対象と

した技術指導等の研修、感染症発生動向情報（病原体検出情報）の発信を実施している。

医動物グループは、主査（感染病理）、主査（媒介動物）、主査（衛生昆虫）の3主査を配置し、寄生虫

や原虫、リケッチアが原因で引き起こされる感染症の検査及び調査研究、生活環境に発生する衛生害

虫の同定検査、食品中の動物性異物に関する同定検査及び調査研究などを実施している。管理業務と

して、実験動物施設において動物の飼育・管理を行い、所内で実施する実験動物を用いた各種試験・

調査研究に対する支援を行っている。

医動物グループ

試験検査
○エキノコックスやアニサキスなどによる寄生虫症、クリプトスポリジウムなどによる
原虫症に関する試験検査

○ダニ媒介性ボレリア感染症に関する試験検査
○生活環境に発生する衛生害虫に関する試験検査
○食品の動物性異物に関する試験検査
○試験研究に用いられる実験動物の維持管理

調査研究
○エキノコックス症血清診断法の改良に関する研究
○エキノコックスの駆虫薬散布に関する研究
○エキノコックス症媒介動物のワクチン開発のための包括的研究
○狂犬病など動物由来感染症の媒介動物対策に関する研究
○蚊やトコジラミなどの吸血性昆虫の発生状況と対策に関する研究
○マダニ類とそれらが媒介する感染症の感染動態に関する研究

エキノコックス成虫



北海道感染症情報センター（企画総務部企画情報グループ）
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html

企画総務部

衛生研究所この１０年の業務の動き

企画総務部は、総務グループと企画情報グループの2グループで構成されている。

総務グループは、主査（総務）、主査（会計）、主査（施設管理）の3主査を配置し、所の内部管理業務

全般を行っている。また、当所及び構内に設置されている地方独立行政法人北海道立総合研究機構

（環境科学研究センター、地質研究所、工業試験場）の電気、冷暖房等に係る共用施設及び設備の保

守維持管理を行っている。

企画情報グループは、事務職である主査（企画調整）と研究職である主査（情報管理）の2主査を配置

し、試験・研究・研修等の企画及び総合調整、研究課題評価、公衆衛生情報の収集及び提供、公衆衛

生情報に関する調査及び研究、図書・文献等の管理等を行っている。また、感染症発生動向調査事業

による北海道の基幹「地方感染症情報センター」として、厚生労働省・国立感染症研究所、保健福祉部

地域保健課・保健所との連携のもと、データの収集・確認及び解析・発信を行っている。厚生労働省の

データベース（NESIDシステム）から得た患者情報の集計・解析を行い、「北海道感染症発生動向調査情

報」を作成して毎週ホームページに掲載し、関係医療機関や道民に情報を還元している。

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

試験検査

行政検査

試 料 3,894 3,573 5,306 4,157 4,790 4,216 3,344 3,918 3,966 3,662

項 目 14,098 16,785 25,176 21,598 18,805 24,305 21,608 20,249 24,563 23,207

依頼検査 1,031 787 702 687 689 535 622 512 490 526

研 究
課 題 38 41 41 41 39 38 38 40 42 45

成果発表

他誌発表 31 29 21 13 18 22 16 23 17 28

著書等 12 9 7 3 2 6 2 1 5 4

報告書等 15 18 14 14 16 25 22 12 18 9

学会発表 39 67 42 46 48 48 59 59 57 60

所報掲載 17 10 20 18 19 18 21 23 13 19

研修事業
派 遣 3 5 3 2 3 2 3 3 2 2

受 入

大学・企業 4 11 6 9 6 11 10 9 8 6

保健所 29 16 47 42 32 27 25 47 55 58

施設見学 324 372 305 301 155 165 132 211 177 173



衛生研究所７０年のあゆみ（S24～S63）

年度 沿革 トピックス

S24 ５課（科）１３係

衛生研究所設立（北３条西６丁目、北海道庁構内）
庶務課（庶務係・経理係・統計係）、疫学科（細菌係・血清係・ワクチン係・病理係）、
食品科学科（第１係・第２係）、薬学科（第１係・第２係）、環境生活科（第１係・第２
係）（職員数５１名）

温泉成分分析検査開始

S25 エキノコックスに関する試験研究、検査の開始

S26 ５課（科）１４係 疫学科に凍結乾燥係新設
岩内郡島野村食中毒事件対応（国内にE型ボツリヌス中毒が存在することを明らかに）
ボツリヌス中毒の予防とその血清療法研究開始

S29 ５課（科）１５係

庶務課の統計係を廃止
疫学科のワクチン係、凍結乾燥係を廃止、ウイルス・リケッチア係、生産係、菌株保
存係を新設
食品化学科の第１係、第２係を食品化学係、食品細菌係に改称
薬学科の第１係、第２係を薬品化学係、生物化学係に改称し、鉱泉係を新設
環境衛生学科の第１係、第２係を環境衛生係、衛生動物係に改称

第６回保健文化賞受賞*

S30 ６課（科）１９係
道立食糧栄養研究所を併合して、食糧栄養学科（栄養化学係・食糧加工係・食生活
係）を新設
食品化学科に乳肉係を新設

S32 ６課（科）２０係 環境衛生学科に放射能係を新設
北海道鉱泉誌 第一編総論作成
ブリティッシュコロンビア大学教授ドルマン博士来所

S34 衛生研究所設立１０周年

S37 ５部１８課（科）２係

札幌市南２条西１５丁目に庁舎を新築移転
庶務規定の改正により課（科）を部に昇格、部には課（科）係を設置
食糧栄養学科を廃止し、食品科学部に統合（栄養化学科、食生活科学科を新設）
生産係、菌株保存係を統合し、細菌調剤科を新設
食品細菌係を食品微生物科に、鉱泉係を鉱泉化学科に改称

S40 ５部１９課（科）1室４係

総務部に図書資料室を新設し、庶務課に管理係、経理課に物品係を新設
環境衛生学部の衛生動物科を疫学部に移設
環境衛生学部を生活科学部に改称し、公害科を新設
食品科学部の栄養化学科、食生活科学科を生活科学部に移設

S42 ６部２０ 課（科）１室４係
公害部（水質科、大気科）を新設
生活科学部の公害科を廃止し、放射能科を公害部に移設

S43 開道１００年

S44 ６部２０ 課（科）１室４係
衛生研究所設立２０周年
生活科学部の環境衛生科を公害部に移設
モニタリングポスト設置

S45 ５部１９ 課（科）１室４係
北海道公害防止研究所の新設に伴い、公害部を廃止
生活科学部に公害部の放射能科、生活環境科を移設
薬学部に水質衛生科を新設

S46 ５部１９ 課（科）２室４係

総務部に実験動物室を新設
疫学部の病理科を臨床病理科に改称
薬学部の生物化学科を毒劇物科に改称し、生薬製薬科を新設
薬学部の鉱泉化学科、水質衛生科を生活科学部に移設
生活科学部の食生活科学科を廃止し、栄養化学科を食品科学部に移設
札幌市北区北１９条西１２丁目に庁舎を新築移転（１２月）

S47
第１１回冬季オリンピック札幌大会におけるドーピング検査対応
IOC医事委員会メローデ委員長表敬訪問

S49 ５部１９ 課（科）２室４係 疫学部の細菌製剤科を廃止し、毒性病理科を新設

S50
風疹流行、血清学的調査
貝毒に関する調査研究開始

S52
先天性代謝異常症等の新生児スクリーニングに関する試験研究、検査開始
有珠山噴火が周辺温泉群の泉質に与えた影響に関する研究（～S61）

S54 衛生研究所設立３０周年

S55 放射性同位元素（RI）試験研究棟を新築（１２月）

S56 感染症サーベイランス事業開始

S57 ５部１９ 課（科）３室４係 ラジオアイソトープ管理室を新設

S58 豚からのエキノコックス発見を契機に各種媒介動物の汚染状況確認調査開始

S60 有毒輸入ワイン事件（エチレングリコール）対応

S61 実験動物舎の改修工事（９月）、動物実験等の増築（１２月） チェルノブイリ原子力発電所事故による放射線汚染対応

S62
遺伝子組換え技術導入に関するプロジェクト研究開始（～S64)
マダニ類媒介性疾患の疫学的調査研究開始

S63 放射性同位元素（RI）試験研究棟の増築（３月）
イルガサンDP３００が塩素系漂白剤で塩素化後、燃焼などでダイオキシンを発生させる
ことを発表
ゴルフ場農薬の環境汚染調査

*保健文化賞 主催：第一生命保険株式会社、後援：厚生労働省、朝日新聞厚生文化事業団、NHK厚生文化事業団

保健文化賞は､戦争の傷痕が深く残り､衛生環境が悪化する状況にあった1950 年に創設された賞でわが国の保健衛生向上のために優れた功績等をあげた者を表彰するものです｡



衛生研究所７０年のあゆみ（H1～）

年度 沿革 トピックス

S64/H1 衛生研究所設立４０周年 オオハクチョウ大量死の原因調査（鉛）

H3 広報誌「みんなの衛研」発行開始（～H13）

H4

北海道HIV抗体検査実施要領施行に伴う依頼検査開始
イタリア産ワインのメチルイソチアシアネート検査
ロシア産ウォッカのフタル酸ジブチル検査
衛研道民プラザ展開始

H5 輸入米の残留農薬検査（中国産、タイ産、アメリカ産）

H6 ５部１室２２課（科）４係１主査

総務部の経理課（経理係、物品係）及び図書資料室を廃止し、企画情報課（企画調
整係及び主査（情報管理））を新設
庶務課を総務課に、庶務係を総務係に、管理係を施設管理係に改称し、会計係を
新設
疫学部のウイルス・リケッチア科をウイルス科に、衛生動物科を医動物科に改称
食品科学部の乳肉科を乳肉衛生科に、栄養化学科を健康栄養科に改称
薬学部を薬理毒性部に改称し、毒劇物科を薬物農薬科に、生薬製薬科を薬用資源
科に改称
毒性病理科を毒性科学科に改称し、薬理毒性部に移設
生活科学部の水質衛生科を飲料水衛生科に、鉱泉化学科を温泉保健科に、放射
能科を放射線科学科に改称
生物工学室を新設し、遺伝子工学科を新設
総務部の実験動物室を実験動物科に、ラジオアイソトープ管理室をラジオアイソ
トープ科に改称し、生物工学室に移設

JICA研修事業「エキノコックス症対策コース」研修受入（～H15）

H8
花粉飛散（シラカバ等）状況調査開始
食品検査体制にGLP制度導入

H9 室内空気中の有害物質試験（シックハウス対策）開始

H11 衛生研究所設立５０周年 記念学術雑誌「北海道のエキノコックス」発行

H14 ５部１９課（科）１室４係

企画総務部、健康科学部、食品薬品部、感染症センター（微生物部、生物科学部）
を設置
企画総務部に総務課、企画情報室を配置し、総務課に総務係、会計係、施設管理
係、企画情報室に企画調整係、研究情報科を配置
健康科学部に健康増進科、生活保健科、温泉保健科、飲料水衛生科、放射線科学
科を配置
食品薬品部に食品科学科、食品保健科、薬品保健科、薬用資源科を配置
微生物部に細菌科、食品微生物科、ウイルス科、腸管系ウイルス科を配置
生物科学部に感染病理科、衛生動物科、遺伝子工学科、生物資源管理科を配置

先天性代謝異常等試験検査業務の民間委託
月刊誌「しゃりばり」北国生活 それぞれの科学への投稿開始（～H22）
無承認無許可医薬品試買検査開始

H15
SARSに対する検査チーム、高病原性鳥インフルエンザ検査体制の構築
山菜講習会、薬草観察会開始
道内に流通する遺伝子組換え食品検査開始

H16 ５部１９課（科）1室３係１主査 企画総務部総務課の会計係を廃止し、主査（会計）を配置

特許取得「ハロー撮影装置及びハロー撮影方法」（特許第3584251号）（現在は特許権放
棄）
JICA研修事業「草の根技術協力事業（地域提案型）」の開始（～H18）
文部科学省科学研究費補助申請機関としての認証を受け、補助金の申請開始
台風１８号による倒木被害で所内停電
道産加工食品中のアレルギー物質検査開始

H17

第５７回保健文化賞受賞（２回目）*
北海道鉱泉誌発行
衛生研究所「市民講座」開催開始（～H24)
中国黒竜江省医学技術事業訪問団見学

H18 ５部１課１室１８科３係１主査 北海道行政組織規則の一部改正
食品残留農薬等のポジティブリスト制への移行に伴う検査体制整備
キッズサイエンスパーク参加開始
北朝鮮地下核実験実施発表に伴う環境放射能モニタリング強化

H19

特許取得「コトンラット胃癌由来株細胞」（特許第3928065号）（現在は特許権放棄）
有症苦情の原因究明にかかる残留農薬検査（中国輸入冷凍餃子、メタミドホス及びジク
ロルボス）
牛肉ミンチ偽装表示事件にかかる食肉の遺伝子検査（牛、豚、鶏の種別及び混入判定）

H20

春の山菜展（札幌市保健所、北海道保健福祉部食品衛生課と共催）の開始
シックスクール事例の原因究明と対策
北海道洞爺湖サミットに係るノロウイルス検査
中国青海省地方病予防控制所所長見学

H21 衛生研究所設立６０周年
パンデミック（H1N1)２００９インフルエンザ２４時間検査対応
第５回日本・太平洋諸島フォーラム首脳会議開催に係るノロウィルス検査
タイ国保健省医科学局長視察

H22
東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故による環境放射能水準調査
のモニタリング強化
福島県からの帰道者等に対する放射性物質スクリーニング検査協力

H23 ４部９グループ２３主査

企画総務部、理化学部、食品科学部、感染症センター感染症部を設置
グループ制を導入
企画総務部に総務グループ、企画情報グループを配置
理化学部に生活保健グループ、薬品保健グループを配置
食品科学部に食品安全グループ、食品保健グループを配置
感染症部に細菌グループ、ウイルスグループ、医動物グループを配置
放射性同位元素（RI）試験研究棟を廃止し、第２実験研究棟に改称（８月）

東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に関する道民への放射能情
報提供開始
東京電力福島第一原子力発電所事故に関する食品等の放射性物質モニタリング調査
開始

H24 特許取得「多包条虫由来の新規蛋白質」（特許第5055522号）

H25
冷凍食品から農薬（マラチオン）が検出された国内事件に対する道内対応
北海道立衛生研究所市民講座・パネル展開始

H27 ４部９グループ２１主査 理化学部を生活科学部に名称変更、生活衛生グループ、薬品安全グループを配置 タイ国立衛生研究所 生物学生態学分野 研究官、タイ国保健省医科学局 秘書官見学

H28 実験研究棟耐震化工事 タイ国タマサート大学総長他見学

H30 管理棟長寿命化工事
開道１５０周年
北海道胆振東部地震によりブラックアウト

H31/Ｒ1 衛生研究所設立７０周年



衛生研究所７０年のあゆみ（機構図）

昭24. 9 昭26.12 昭29. 9 昭30. 9 昭32. 8 昭37. 7 昭40. 7

昭17. 3 昭28. 1

5課(科) 5課(科) 5課(科) 6課(科) 6課(科) 5部18課(科)

13係 14係 15係 19係 20係 2係 1室4係
5部19課(科)

栄養化学科

食生活科学科

第２係 衛生動物係 衛生動物係 衛生動物科 放射能科

放射能係 放射能科 公害科

第１係 環境衛生係 環境衛生係 環境衛生科 環境衛生科

環境衛生学科 環境衛生学科 環境衛生学科 環境衛生学部 生活科学部

鉱泉係 鉱泉化学科

第２係 生物化学係 生物化学科

第１係 薬品化学係 薬品化学科

食糧加工係

食生活係

薬　学　科 薬　学　科 薬　学　部

食生活科学科

道立食糧研究所 道立食糧栄養研究所 食糧栄養学科

栄養化学係

乳肉係 乳肉科 乳肉科

栄養化学科

第２係 食品細菌係 食品細菌係 食品微生物科 食品微生物科

第１係 食品化学係 食品化学係 食品化学科 食品化学科

菌株保存係 衛生動物科

食品化学科 食品化学科 食品化学科 食品科学部 食品科学部

凍結乾燥係 病理係 病理科 病理科

病理係 病理係 生産係 細菌製剤科 細菌製剤科

ワクチン係 ワクチン係 ウイルス・リケッチア係 ウイルス・リケッチア科 ウイルス・リケッチア科

血清係 血清係 血清係 血清科 血清科

疫　学　部

細菌係 細菌係 細菌係 細菌科 細菌科

庶　務　課 庶　務　課 総　務　部 総　務　部

疫　学　科 疫　学　科 疫　学　科 疫　学　部

図書資料室

経理課

物品係

統計係 経理係

庶務課

経理係 経理係 経理課-経理係 管理係

庶務係 庶務係 庶務課-庶務係 庶務係



衛生研究所７０年のあゆみ（機構図）

昭42. 5 昭44. 4 昭45. 4 昭46.8 昭49. 5 昭57. 5 平 6. 4

6部20課(科) 6部20課(科) 5部19課(科) 5部19課(科) 5部19課(科)

1室4係 1室4係 1室4係 2室4係 3室4係
（98名）

放射能科

5部19課(科) 5部1室22課(科)
2室4係 4係1主査

疫学部

食品科学部

薬　学　部

生活科学部

道立公害防止研究所

薬用資源科

薬　学　部 薬理毒性部

乳肉科 乳肉衛生科

栄養化学科 健康栄養科

食品化学科 食品化学科

食品微生物科 食品微生物科

衛生動物科 衛生動物科

食品科学部

大気科 水質科 ラジオアイソトープ科

放射能科 大気科 実験動物科

公　害　部 公　害　部 ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟ管理室 生物工学室

水質科 環境衛生科 遺伝子工学科

環境衛生科 放射能科 鉱泉化学科 温泉保健科

生活環境科 放射能科 放射線科学科

栄養化学科 栄養化学科 栄養化学科 生活環境科 生活環境科

食生活科学科 食生活科学科 食生活科学科 水質衛生科 飲料水衛生科

生活科学部 生活科学部 生活科学部 生活科学部

鉱泉化学科 生薬製薬科 薬物農薬科

水質衛生科

薬品化学科 薬品化学科 薬品化学科

生物化学科 毒劇物科 毒性科学科

細菌製剤科 毒性病理科 臨床病理科

臨床病理科 臨床病理科 医動物科

ウイルス・リケッチア科 ウイルス・リケッチア科 ウイルス科

細菌科 細菌科 細菌科

血清科 血清科 血清科

実験動物室

疫学部 疫学部

総務部 総務部

庶務係 総務係

主査(情報管理)

図書資料室

経理係 施設管理係

経理課

物品係 企画調整係

企画情報課

庶務課

管理係 総務課 会計係



衛生研究所７０年のあゆみ（機構図）

平14. 4 平16.4 平18. 4 平23. 6

感染症センター 感染症センター 感染症センター

　　　一部改正による) 　　　一部改正による)

23主査1室4係 1室3係1主査 18科3係1主査

　　　(北海道行政組織規則の 　　　(北海道行政組織規則の

生物資源管理科

5部19課(科) 5部19課(科) 5部1課1室 4部9グループ

生物資源管理科

（108名） （100名） （99名） （66名）

生物科学部

感染病理科

衛生動物科

遺伝子工学科

主査(衛生昆虫)

主査(感染病理)

医動物Ｇ 主査(媒介動物)

ウイルス科 ウイルス科 主査(ｳｲﾙｽ感染症)

ウイルスＧ

腸管系ウイルス科 腸管系ウイルス科 主査(腸管系ｳｲﾙｽ)

生物科学部

感染病理科

衛生動物科

遺伝子工学科

主査(細菌感染症)

細菌Ｇ

食品微生物科 食品微生物科 主査(食品細菌)

微生物部 感染症部

細菌科 細菌科

微生物部

主査(貝毒)

薬品保健科 薬品保健科 主査(動物用医薬品)

食品保健Ｇ

薬用資源科 薬用資源科

主査(残留農薬)

食品安全Ｇ

食品保健科 食品保健科 主査(遺伝子・ｱﾚﾙｷﾞｰ)

食品薬品部 食品科学部

食品科学科 食品科学科

主査(有害化学物質)

主査(家庭用品)

食品薬品部

飲料水衛生科 主査(医薬品)

放射線科学科 放射線科学科 主査(植物毒)

薬品保健Ｇ

飲料水衛生科

主査(温泉)

温泉保健科 温泉保健科 主査(放射線)

健康増進科 主査(飲料水)

生活保健科 生活保健科 生活保健Ｇ

総務Ｇ 主査(会計)

施設管理係 施設管理係 施設管理係

健康科学部 健康科学部 理化学部

健康増進科

企画情報Ｇ

研究情報科 研究情報科 研究情報科 主査(情報管理)

全

面

的

機

構

改

正

企画総務部

総務係 主査(総務)

総務課 会計係 総務課

企画総務部 企画総務部

全

面

的

機

構

改

正

企画総務部

総務係 総務係

主査(施設管理)

企画調整係 企画調整係 企画調整係 主査(企画調整)

企画情報室 企画情報室 企画情報室

主査(会計) 総務課 主査(会計)



衛生研究所７０年のあゆみ（機構図）

平24. 4 平27. 6

感染症センター

（68名） （65名）

4部9グループ 4部9グループ

23主査 21主査

医動物Ｇ 主査(媒介動物)

主査(衛生昆虫)

主査(感染病理)

主査(食品細菌)

主査(ｳｲﾙｽ感染症)

ウイルスＧ

主査(細菌感染症)

細菌Ｇ

主査(腸管系ｳｲﾙｽ)

主査(水産食品)

感染症部

主査(動物用医薬品) 主査(動物用医薬品)

食品保健Ｇ

薬品保健Ｇ

食品保健Ｇ 主査(貝毒) 主査(貝毒)

食品科学部 食品科学部

主査(残留農薬) 主査(残留農薬)

食品安全Ｇ 食品安全Ｇ

主査(遺伝子・ｱﾚﾙｷﾞｰ) 主査(遺伝子・ｱﾚﾙｷﾞｰ)

主査(放射線) 主査(放射線)

主査(有害物質)主査(有害化学物質)

主査(家庭用品)

主査(医薬品) 主査(医薬品)

薬品安全Ｇ

主査(飲料水) 主査(生活環境)

生活保健Ｇ 主査(温泉)

理化学部 生活科学部

生活衛生Ｇ 主査(水衛生)

企画情報Ｇ

主査(情報管理)

主査(施設管理)

主査(企画調整)

企画総務部

主査(総務)

総務Ｇ 主査(会計)



衛生研究所歴代の所長

代 氏名 着任年月日 退任年月日

初代 中村 豊 昭和24年9月 昭和40年3月

二代 安保 壽 昭和40年4月 昭和46年10月

三代 安倍三史 昭和46年11月 昭和52年6月

四代 兵藤矩夫 昭和52年7月 昭和54年5月

五代 兵藤矩夫 昭和54年5月 昭和60年3月

六代 熊谷 満 昭和60年3月 昭和60年4月

七代 熊谷 満 昭和60年4月 平成4年3月

八代 桜田教夫 平成4年4月 平成6年3月

九代 木村浩男 平成6年4月 平成11年5月

十代 田村正秀 平成11年5月 平成15年3月

十一代 本間 寛 平成15年4月 平成18年3月

十二代 澤田幸治 平成18年4月 平成20年3月

十三代 長井忠則 平成20年4月 平成23年3月

十四代 後藤良一 平成23年4月 平成26年3月

十五代 岡野素彦 平成26年4月 平成29年3月

十六代 貞本晃一 平成29年4月 平成30年3月

十七代 森 昭久 平成30年4月 平成31年3月

十八代 立花理彦 平成31年4月



北海道立衛生研究所創立70周年記念に寄せて

本間 寛 （元 所長）

昭和22年（1947年）に設置された北海道立衛生研究所（以下、衛研と略）が創立以来70周年

を経たことはご同慶の至りであります。太平洋戦争後米国から導入された公衆衛生行政を推進

させるために衛生研究所は設置され、昭和・平成の時代を、日本の発展とともに歩んできました。

その基礎概念も衛生学・公衆衛生学・予防医学・健康科学と時代とともに変遷してきました。「衛

生」とは内務省初代衛生局長 長与専斎が当時のヨーロパ医学の主流「治療」より「予防」の考え

方に基づきドイツ語の”hygiene”を「中国の古典―荘子」から意訳し日本語として採用した経緯

があり、「命を全うする」の意味があります。

私が衛生学を志した1960年代半ばは、有機Hg・Cd・Pb・Asなど重金属中毒・ベンゼンなどの

有機溶剤中毒・三井三池炭鉱事故によるCO中毒・四日市喘息・振動障害・光化学スモッグなど

産業型・公害型の問題がクローズアップされていました。一方、大規模な食中毒・食品添加物・B

＆C型肝炎・新建材による直接的な健康被害などが社会的問題になっておりました。これらも科

学の発展・社会のニーズの変化・法規制を始めとする種々の方策の実施により被害の防止や解

決がなされました。この背景には各都道府県に作られた衛生研究所の役割が多大であったこと

は周知の事です。しかし社会の進歩充実があっても人が生活する所、健康障害を引き起こす問

題は無くなりません。例えば20年以前までは空気中浮遊物質は10μmレベルまでが対象でした

が、今では2.5μm (PM2.5)のサイズが話題となり、また新たな感染症の問題もクローズアップさ

れています。そして今後も人間社会が存在する限り無数の健康障害は発生してきます。そんな

中で研究所の役割は、人間の健康に関する社会的な影響を把握し、最先端の分析方法論を取

得あるいは開発し、問題の存在を明らかにし、健康被害を評価し、対策を行政へ提示する事に

あります。

衛研は、エキノコックス症で2度の保健文化賞受賞、ボツリヌス中毒の解明、冬季札幌オリン

ピック時のドーピングへの貢献・ライム病原菌の北海道内の存在証明・ノロウイルスの血液型によ

る罹患率の違い・漢方薬中の農薬の存在証明・JICAを通じた国際的な衛生教育実践など独自

の数限りない輝かしい業績があります。

これらのことは博士号取得・不断の研究・論文発表などの実績を伴う研究所職員の成果であり、

今後も高水準の研究実績をあげて行くことが期待されています。幸い国立大学並に文部科学省

への研究費応募の可能な研究機関として認定されており、また種々の研究費への応募も可能

な時代です。新「年号」の時代、研究職員の皆様には積極的に研究費の獲得をされ、国際的に

も一流の研究成果を挙げ、北海道民のため一層の研究所の発展に寄与されるよう祈念しており

ます。



「前向きに」、「思いやりを持って」、そして「実行」

岡野 素彦 （元 所長）

表題は、私が所長職であった平成26年度（2014年）から28年度（2016年）にかけて毎年の新

和会忘年会において、職員の皆さんにその年度の目標として伝えさせていただいたものです。

「前向きに」について。私が道立衛生研究所（以下、衛研）に北大小児科から赴任した平成17

年度（2005年）は、この年を境として、既に行われていた民間委託（新生児マススクリーニング事

業など）に加え、給与や極端な人員、さらには道予算からの一般試験研究費の削減が引き続き

施行された年度の始まりでもありました。そのことに対し、それ以前よりなされていた新たな外部

競争資金（文部科学省科学研究費など）の導入に加え、研究職員の前倒しの新規採用（最終的

に丸6年間の空白となりました）を模索し、歴代の皆さんの尽力を礎とし、衛研諸氏の努力と道の

関係部署の理解の上、平成24年度（2012年）から平成30年度（2018年）までに、多い年は4名を

含む10名以上の新規採用が出来ました。設置要綱はありますが、法的基盤が無く、全国80数か

所の施設の凹凸が目立つ中、衛研存続とその向上を図るには、常にこの姿勢が肝要かと思いま

した。今後も研究職員の採用は継続の予定と思います。従来の職員と共に新人の皆さんの成長

と活躍が切に期待されます。

「思いやりを持って」は常に相手のことを思いつつ、少しでも良き方向へという意味です。衛研

の性格上、国、道、保健所などの行政との交渉は勿論ですが、そのほか内部における方針の決

定などで、事務部門と各研究部門（主に1階の感染症、2階の食品衛生、3階の環境医薬品衛

生）の理解の上での決定事項が数多く存在します。各部門のやり取りの上で、対外関係も含めこ

のことは大変重要な姿勢と考えました。お互いを認め、感謝し分かりあうという努力を指すかと思

います。

そして、「実行」です。様々な問題点を理解したうえで、皆さんが一致して施策を確実に行うこ

とが求められ、成果を世に問うことが望まれます。そのことが、一人ではなくチームとして衛研全

体としてなされ、次へと継続する基盤になるものと考えます。

これらの中身と質を持った繰り返しが、今後とも衛研にとって常に大事かと思われます。加え

て、以上の事柄は、それぞれ個々の皆さんの日常の上でもあり得ることかと考えます。

衛研は、道の最終的で公的な試験検査、調査研究、研修指導、公衆衛生情報などの提供機

関としてなくてはならない存在です。それは、普段の弛まぬ勉強（研究）に基づきます。また、そ

の充実は、道民、国民あるいは世界の人々を対象とする「人の命とか健康」に関して大きな意義

を持ちます。従って、職員は日々切磋琢磨し、それぞれの向上が、ひいては全ての方々におけ

る公衆衛生上の諸問題の解決に繋がる点を鑑み、自身の健康維持の上、日々の職務を遂行す

ることが大切と思います。



衛生研究所の原点を思う

都築 俊文 （元 副所長）

私は道立衛生研究所（以降、衛研）に昭和40年4月1日から平成14年3月31日までの37年間に

わたりお世話になりました。創立70周年の記念誌に何か寄稿をとのことですので、在職中に強く

印象に残っていた思い出話をご紹介させていただきます。うろ覚えですが、私が深く敬愛し、か

つ大いに薫陶を受けた 井上 勝弘先生から伺った、先生の衛生研究所への入所にまつわる話

なのです。

衛研設立2年後の昭和26年3月、井上青年は東京農業大学の卒業を控え、理化学研究所へ

の就職もほぼ決まっていたある日、父君が副所長を務める国立栄養研究所を訪ねた時のことで

す。そこにはすでに二人の先客がいらしており、お一人は衛研の初代所長をされていた中村 豊

先生、もう一人は北大医学部長の安田 守雄先生でした。しばし雑談ののち、やや緊張していた

井上青年に中村先生が話しかけられました。

「父上から君のことを聞きました。理研への就職が内定しているとか、おめでとうと言いたいが、

一つ提案があります。私は北大で30年間医学研究を続けてきましたが、北海道庁から衛研の所

長になるよう頼まれました。そこで、この研究所に医学のみならず、薬学、農学、理学など多種多

彩な研究者を集結して、公衆衛生に関わる東洋一の研究所を作り上げるという夢を持っていま

す。君も一緒にやってみませんか？何でも好きな研究をさせてあげますから」と。

純真、かつ研究意欲に燃えていた井上青年は、この小柄ながら上品で情熱溢れる中村先生

のこころ意気にすっかり魅了され、瞬時にこの先生にかけてみようと決意されたそうです。この中

村先生の熱く語られた高邁な夢、そして理念はまさに衛研の原点ではないでしょうか。

翌年7月、汽車と青函連絡船を乗り継いで27時間、まるで異国のような札幌に赴任された井上

青年は、今の道庁の北西角にあった木造二階建ての研究所に勤務することとなりました。ただし、

何でもやらせてくれると言われたものの、この頃の研究所には、ガラス器具や試薬などは殆どな

く、ただそこにいる研究員は北大出の荒くれ男ばかり、毎日のように試薬のアルコールを飲んで

は気勢を上げていたそうです。

当然、井上青年はそうした雰囲気に馴染むことができず、上司の許可を得て北大医学部の図

書館に行っては欧文文献を読みあさる日々が何と3年間も続いたそうですが、この時に得られた

語学力が後年大いに役立つことになりました。

昭和27年にはWatson、Crickが遺伝子DNAの構造を明らかにした論文をNatureに報告、また

Pasteur研究所などでは微生物による酵素の適応的精製やオペロン学説などの研究成果が報

告され、このような新しい学問の風は井上青年の研究意欲をいやがうえにも駆り立てました。



そして、32歳の時（昭和36年）には「Aerobacter aerogenes Y-11の産生するアルギナーゼの

結晶単離に関する研究」により、当時としては異例の速さで農学博士を授与されました。以降は

本来の衛研業務の傍ら、飯田先生と共にボツリヌス菌の毒素に関わる研究に取り組み、次々と

斬新な研究成果を挙げられた結果、国内外からボツリヌス菌毒素遺伝子研究のパイオニアと高

く称賛されるようになりました。

東洋一か否かはともかく、井上先生の他にも中村先生の掲げられた高邁な理念に共鳴した多

くの研究員たちも、各々の分野で素晴らしい研究成果を挙げられました。とりわけ、飯田 広夫、

安藤 芳明、長谷川 恩、服部 畦作先生などなど、今でもこれら先人たちの努力の成果がボツリ

ヌス菌による食中毒の血清療法、あるいはエキノコックス症の疫学と血清診断などにおいて国際

的にも高い評価を得ており、脈々と衛研原点の流れを汲む成果と思います。

勿論、こうした研究成果の陰には、彼らを支えた他の多くの研究者や行政官の方たちの深い

理解と協力があったことは言うまでもありません。

さらにこれら諸先輩の後を継ぐ若き研究者の中にも、直接、間接的にこうした研究者としての

誇りと高い理念を継承して、研究機関としての衛研の良き伝統を守ってきた人達が多数おりまし

た。

これからの衛研を支えていく研究者のみなさん、今の日本は先行きの見えない不安な時代と

も言われますが、新たな「令和」の時代がスタートしたことでもあり、どうか研究に対する飽くなき

愛着とこだわりを忘れずに、衛研の使命である道民の安心、安全な生活を守るためにも、関連

分野の試験検査、調査研究に邁進していただきたいと思います。

かつて田村 正秀先生が年頭のご挨拶でも引用されたスコットランドの小説家：A.J.クローニン

の詩の一節をここに改めて書きおき、お祝いの言葉に代えさせて頂きます。

「人生は、自由に何の邪魔者もなく歩めるような、真っ直ぐで楽な廊下ではなく、通る者にとっ

ては迷路であり、自分で道をみつけねばならず、道に迷い、わけが分からなくなり、時には袋小

路に突き当たることもある。しかし、信念があれば必ずや道は開ける。

思っていたような道ではないかも知れないが、やがては良かったとわかる道が。」

参考資料 １ 「井上 勝弘先生とともにあゆみて」 安藤 義明 他 編

２ 「折おりのこと」 田村 正秀 編



残留農薬調査開始当初の思い出

堀 義宏 （元 食品薬品部長）

昭和44年4月道職員として最初の勤務先は旭川保健所であった。所属は総務部医薬係で、こ

れから長く行政の仕事に携わっていく覚悟でいた。やっと生活や仕事にも慣れてきた翌年3月の

ある昼休み、突然職場に森食品科学部長が来られ、欠員が生じたので来ないかとの誘いであっ

た。当時保健所の技術職員と衛研の研究職員との人事交流はなく、まして行政職の私に話があ

ろうことなど思ってもいなかったことであったので大変驚いた。その時衛研がどのような仕事をし

ているのか全く分からなかったが、研究職としての仕事に惹かれたものがあったので、二つ返事

でお受けした。

5月に転勤となり、食品科学部食品化学科に配属され、杉井科長、河井研究職員との3人体

制で衛研の生活が始まった。しかし、前年の昭和44年12月、市乳から残留農薬が検出され、こ

のため国立衛生研究所食品部を中心に地方衛研とのプロジェクトチームが作られ、市乳を始め

動植物中の残留調査が始まったばかりであったので、科の業務には一切係わらず部長直属で

の残留調査を担うことになった。

最初は部長から直々に分析等の指導を受ける。また、農薬の抽出に使用するヘキサンや

エーテル等の有機溶媒は残留農薬規格品があったが非常に高価であったため、一級品の溶媒

を、万が一接続部分から漏れて引火した場合に備えて消火剤として四塩化炭素の瓶を傍らに

置いて蒸留精製することが、毎日の仕事のスタートであった。また、分析方法も改良を重ねての

段階であったので、7～8月の2か月間国立衛試食品部に札幌市衛研の小泉氏と二人で研修に

行くことになった。ここで分析の技術を習得したが、食品部の方々にお知り合いになったお陰で、

学会等でお会いして多くの情報を得、その後の仕事に生かす事が出来、貴重な体験であった。

調査開始の頃は予算も乏しかったが、年々予算が増加した。ガスクロも充分に整備されたが、

ガスクロに使用する分離カラムの市販品は当初再現性にやや欠けていたものであったので、自

前で液相を充填剤にコーティングして作ったりした。仕事量も大幅に増加し、多忙を極めた時期

であった。更に、測定機器にNi63検出器付きガスクロを使うため、二種以上の放射線取扱者免

状が必要であったので、昭和46年の春、河井さんと一緒に東大の赤門を潜って試験を受けに

行った。私だけ不合格であったらと思うと相当のプレッシャーがあったが、部長から二人共合格

したと聞かされ、大変嬉しかった思い出がある。しかし、その３年後河井さんが事故で亡くなる悲

しい出来事があった。

この残留農薬調査は道独自の調査として現在も行っているが、まさか開始当時こんなに長く

続くとは考えてもいなかったことである。



微量化学分析と健康科学・環境化学と“One Health”

神 和夫 （元 健康科学部長）

創立70周年おめでとうございます。共用棟・研究棟の耐震工事に続いて外装・内装工事が行

われていますが、間もなく新装の姿が見られるものと楽しみにしています。私は定年退職後の再

任用期間を終えて3年が経過しました。調査研究発表会に参加させていただくと次第に若い職

員の発表が増えてきて、なじみの方々の頑張りとともに頼もしく感じています。

私の在職期間は1978.7～2016.3の長きに亘り、産業廃棄物の有害検定試験を手始めにいろい

ろな仕事をさせていただきました。地域性と普遍性を併せ持ち、行政施策にも反映できる課題に

取り組むこと、担当している分野で大きな問題を見落とさないことを心がけたつもりです。一部書

き出しますと、微量化学分析－特にヒ素（海藻、温泉水、毒ガス由来化合物）や鉛（ヒト血液、野

生鳥類－ガンカモ類・猛禽類）、水田除草剤の石狩川水系における環境動態、ホタテガイ未

利用資源の有効利用に関する研究（道立試の連携プロジェクト）、シックハウス症候群に係る室

内空気中の有害化学物質の分析、シラカバ花粉の飛散状況調査の開始などです。後半は健康

科学のマネージメントが中心になりました。退職直前には東日本大震災が発生しました。原発事

故による本道への影響が軽微であることは、放射線科学科で長年蓄積してきた道内各地の放射

能汚染調査から明らかで、道民や行政の関係部署に即座に説明できました。平常時のバックグ

ラウンド調査の成果であり、誇らしく思いました。

研究所はそれぞれの分野において、迅速で信頼できる結果を得るために絶えず調査研究手

法の向上を図らなければなりません。微量金属分析においては、1995年に誘導結合プラズマ質

量分析装置（ICP-MS）が導入され、多元素分析、分離手法との連結により毒性の異なるヒ素化

合物の化学形態別分析、鉛の同位体分析などができるようになりました。一例を挙げると1995年

以降、道東を中心に冬季に頻発した国の天然記念物であるオオワシ・オジロワシなどの鉛中毒

において、その原因がシカ猟に用いられたライフル弾であることを鉛同位体分析により化学的に

突き止めることができました。この結果は本道における鉛ライフル弾の使用全面禁止という規制

につながりました。「内分泌かく乱物質による生殖への影響とその作用機構に関する研究」（平

成10～12年度、文部科学省研究振興局）に参加することができたこともこれを後押しすることとな

りました。

再任用期に担当した感染症情報の入力発信業務、そして「子どもの健康と環境に関する全国

調査（エコチル調査）」における分析精度管理ワーキンググループへの参加は、退職後も衛研の

業務に関心を持ち続けられるモチーフのひとつになっています。このように私が係わった分野を

総合したものが本稿の表題です。“One Health ”は米国CDCが述べていて“You can’t tell the

story of human health separate from animal health or environmental health (William Foege)” と

いうものです。退職後の調査研究発表会で紹介されて知りました。微量化学分析を専門とし、で

きれば自分の開発・改良した手法を用いて分野を問わず新しい知見を得て“物語”を作ってみ

たいと考えていた駆け出しの頃から、職場の多くの方々との共同研究により、初期の頃には思い

もしなかった分野への展開ができました。それが可能な職場であったことをとても嬉しく思ってい



ます。お世話になった上司の方々、一緒に仕事をさせていただいた方々に心から感謝しており

ます。

創立40周年記念誌（1989）及び50周年記誌（エキノコックスに関する学術誌）に比べて60周年

は簡素なものでしたが、地方衛生研究所全国協議会が10年毎に取りまとめている三部門の表

彰で、私も思いがけず表彰を受けました。道衛研で60周年に続いて70周年にも三賞を受賞した

ことは、創立以来二度の保健文化賞受賞とともに、当所の研究ポテンシャルを物語るものです。

研究所周辺の風景も私が就職した頃から大きな変貌を遂げました。また、かつて研究団地と

呼ばれた近隣の道立4機関のうち、衛研を除く3機関は2010年に地方独立行政法人（道総研）と

なりました。この経緯を知るものとして今後もこれらの機関のアクティビティーを注視していくつも

りです。私が直接係わった業務ばかりになりましたが、衛研はこれからも地方公設試としての調

査研究とそれらの情報発信を通じて社会的役割を果たしていくことを念願してやみません。



衛生動物科での思い出から

高橋 健一 （元 食品科学部長）

私は昭和54年4月に衛生研究所に採用され、35年間を過ごしました。大学時代にダニの研究

をしていた経緯から、当時の疫学部衛生動物科に配属になりました。当初は、科長の服部畦作

さん、研究職員の土屋公幸さん、技師の山本次子さん、そして、私の4名の研究室でした。とても

個性豊かな方々で、仕事上はもちろんのこと、個人的にも大変お世話になりました。

衛生動物科では、食品混入異物など保健所から検体が送られてくることもありますが、自分た

ちが現地に行って昆虫類やネズミなどを捕獲する野外調査の機会が多く、公用車で全道各地

に出かけました。その際には、地域の保健所の方々に調査地の案内や関係自治体の担当者を

紹介いただき、また、一緒に調査用のトラップの設置や捕獲した動物の回収を行うこともありまし

た。このような現地の保健所や食肉衛生検査所など関係機関の方々との連携や交流を持ちな

がら、道内各地で様々な実態調査や研究を重ねることができました。

科の研究テーマとしては、ノミやダニなどの衛生動物に関するものと、エキノコックスに代表さ

れる寄生虫関連がありました。広大な自然環境に恵まれた北海道では、野生動物が時としてヒト

に健康被害をもたらす原因となることもあり、北海道ならではの研究課題に向き合えたことも多々

ありました。なかでも、エキノコックス症の媒介動物に関する調査研究は、服部さんの前任者の

長谷川恩さんの時代から長年にわたり取組みが続けられていました。国内では北海道だけが流

行地でしたが、世界的に広く分布していて、様々な国で調査研究や対策が行われていました。

そのため、海外の研究者との交流の機会にも恵まれて、国際会議の場などで相互に知見を交

換し、時には共同で調査を行い、その成果を報告するなど、貴重な経験を積むことができました。

当時の衛生動物科の活動は、現在では医動物グループという形で展開されています。今後と

も、北海道の衛生動物、寄生虫に関する諸課題の解決に向けて精力的に取り組んでいただくこ

とを願っています。
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