
 『ドメスティック・バイオレンス 日本・韓国比較研究』庄司洋子ほか

共編著, 明石書店(2003) 

 『貧困・不平等と社会福祉』庄司洋子ほか共編著, 有斐閣(1997) 
 

 『社会福祉論』庄司洋子ほか共著, 有斐閣 (1993) 
 

      

 

 高橋 眞一 神戸大学名誉教授 

人口学，経済地理学 

 「明治前期郡区別推計出生力の地域パターン」, 高橋眞一，『国民経済雑誌』, 2007
年 2 月: 第 195 巻第 2 号, 19－32 頁． 
「自然，地域，そして人口」, 高橋眞一,『人口学研究』, 2007 年 11 月: 41 号, 1-8
頁． 

 「タイにおける人口移動と人口動態の相互関連」, 高橋眞一， 石川義孝編『アジ

ア太平洋地域の人口移動』石川義孝編著，明石書店，2005 年，123-154 頁． 

 

 Fertility decline and international migration in rural Laos, Takahashi, Shinichi, 
31st International Geographical Congress, Tunis, August 13, 2008. 
 

      

 

 宮川公男 財団法人統計研究会・理事長 

  政策科学、統計学、経営科学 



  

『政策科学の基礎』東洋経済新報社 1994 年 

  

『政策科学入門』東洋経済新報社、第２版 2002 年 

  

『意思決定論―基礎とアプローチ』、中央経済社、2005 年 

      

 

 山路憲夫 白梅学園大学子ども学部教授 

社会保障、社会福祉 

 「国民は在宅医療に何を求めているか」(p230～p251)単著 

明日の在宅医療「第一巻在宅医療の展望」所収 

２００８年９月、中央法規 

 韓国「老人長期療養保険」の現状と課題  単著  

社会保険研究所「社会保険旬報」2008 年 11 月 21 日号(10p～15p) 

 

 「医療保険がつぶれる」(198p) 単著 

法研 2000 年 12 月 

 

      

    (官職指定) 

  厚生労働省参事官（社会保障担当参事官室長） 

  厚生労働省政策評価官 

  厚生労働省大臣官房厚生科学課長 



 

 
政策科学総合研究（統計情報総合研究）事業中間・事後評価委員名簿 

（○：委員長） 

○ 柳 川    洋 自治医科大学 名誉教授 

公衆衛生学、疫学 

 「公衆衛生マニュアル」柳川洋他編集・共著，南山堂，(2008)． 

 「疫学マニュアル」柳川洋他編集・共著，南山堂，(2008). 

 

 

 「地域保健活動のための疫学」柳川洋他編集・共著，日本公衆衛生協会，
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清 谷 哲 郎 
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医療事業部 医療企画調査役 

医療情報学、病院経営 

 「クリティカル・パスと病院マネジメント」清谷哲郎他共著，薬業時報社，(1998)

 「電子カルテが医療を変える」清谷哲郎他共著，日経ＢＰ，(2003) 

 

 

 中 原 俊 隆 京都大学大学院医学研究科 教授 



公衆衛生学 

 「医師、看護職のための乳幼児保健活動マニュアル」中原俊隆他編集・

共著，文光堂，(2007) 

 

 「禁煙指導・支援者のための禁煙科学」中原俊隆他編集・共著，文光堂，

(2007) 

 

 社会関係資本による健康なまちづくりのプロジェクト構築に関する検
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 信 友 浩 一 九州大学医学研究院医療システム学 教授 

医療政策・経営・管理 

 “Development of patient safety scale in Japan”Matsubara A. 

et al,International J.Quality in Health Care，2008，20(3)； 

211-220   

 “Geographic prediction of tuberculosis clusters using space- 

Time scan statistics in Fukuoka,Japan”,Onozuka D,et al, 

BMC Infectious Diseases，2007,7;26 

 

 “Relationship between total arthroplasty case volume and  

patient outcome in acute-care payment system in Japan”Mitsuyasu 

S,et al,J.of Arthroplasty，2006,21(5);656-663 

 

 

      

 

 

 松 原    望 聖学院大学大学院政治政策学研究科 教授 



統計学 

 「わかりやすい統計学【第２版】」松原望著,丸善株式会社,(2009) 

 

 「入門統計解析【医学・自然科学編】」松原望著,東京図書株式会

社,(2007) 

 

 

 「入門ベイズ統計―意思決定の理論と発展―」松原望著, 東京図書株式

会社,(2008) 

 

      

 

 山 内   繁  早稲田大学人間科学学術院 特任教授 

支援工学、リハビリテーション工学 

 S. Yamauchi, Assistive Products in Japanese Long-Term Care 

Insurance, plenary lecture, 2nd International Convention on 

Rehabilitation Engineering & Assistive Technology, May 13-15, 2008, 

Bangkok(査読なし) 

 S. Yamauchi: Engineering to meet the Needs of the Ageing World. Round 

Table on Independent Living and New Technologies, Second World 

Assembly on Ageing, United Nations, Madrid, April 9 2002. (査読

なし) 

 

 

 S. Yamauchi, Development of Orphan Products, Plenary lecture, 

International Symposium on Development of Orphan Products, Tokyo, 

Feb 1-2, 2006 (査読なし) 

      

  (官職指定) 

  大臣官房統計情報部企画課長 

  大臣官房厚生科学課長 



 

 
社会保障国際協力推進研究事業中間・事後評価委員名簿 

（○：委員長） 

○ 森    亨 国立感染症研究所ハンセン病研究センター長 

結核病学・公衆衛生学 

 遠藤昌一・森    亨(訳)：マクロ経済と健康．経済開発のための保健に

対する投資．(Macro- economics and health: Investing in health for 

economic development. Report of the Commission on Macroeconomics 

and Health. WHO, Geneva, 2001) 日本公衆衛生協会 2007 

 Mori T: Recent trends in tuberculosis in Japan. Emerging Infectious 

Diseases 6(6): 566-568, 2000 

 

 Mori, T: Burden of tuberculosis as a chronic respiratory disease 

in Japan. (Makino S, Sagara H: Present status of prevalence and 

management of chronic respiratory disease in Asia-Pacific. Elsevier 

Japan, 2006) p68 

       

 

 朝日茂樹 国立国際医療センター国府台病院 外来・救急部長

国際保健、公衆衛生学、緊急人道援助 災害医療 脳神経外科 

 Handbook for Emergency Field Operation :：World Health Organization, 

Emergency Humanitarian Action, 共著〔分担〕 Geneva  WHO ２０

０５ 

 

 Active life expectancy for people over 65 in a local city in the 
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共 著  2001.10, Environmental Health and Preventive 

Medicine.Vol.6.No.3 p192-196 

 

 

 青森県脳卒中発症登録事業実績報告書 

（青森県平成 9年から平成 13 年  8438 例の検討） 

平成 15 年 3 月 青森県健康福祉部・脳卒中委員会 
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医療福祉学（社会保障政策・制度・法律） 

 「政策・制度・法律からみた医療福祉」、大田 晋、川崎医療福祉学会

誌増刊号、2007．7 

 ・「フランスの社会保障」大田 晋他 共著、社会保障研究所、東京大
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 ・“Les  politiques  de  santé  étrangères”、1985．12、フランス政
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Parasitology in Japan, Takeuchi T, Nozaki S, Crump A, Trends in 

Parasitology, 2007, 23, 260-267 

 School-based health and nutrition programs.  In “Disease Control 

Priorities in Developing Countries”, 2nd ed., pp1091~1108, Bundy 

DAP, Takeuchi T et al., 2006, World Bank/Oxford University Press

 

 Global Parasite Control Initiative (Hashimoto Initiative) of Japan. 
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Tropical Medicine and Malaria, 2008, Jeju, Korea. 

      

 

 中西 泉 医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院 理事長・院長 

特定非営利活動法人  AMDA 国際医療情報センター 副理事長 


